2021 年度
静岡社会健康医学大学院大学 学生募集要項

出願資格の事前審査申請期間
〔一 次 募 集〕2020 年 11 月 27 日（金）～ 12 月 ４ 日 （ 金 ）
〔二 次 募 集 ※ 〕2021 年１月 29 日（金）～ ２ 月 ５ 日 （ 金 ）
出願期間
〔一 次 募 集〕2020 年 12 月 21 日（月）～ 2021 年 １ 月 ８ 日 （ 金 ）
〔二 次 募 集 ※ 〕2021 年２月 17 日（水）～ ２月 24 日（水）
試験日
〔一 次 募 集〕2021 年１月 24 日（日）
〔二 次 募 集 ※ 〕2021 年 ３ 月 ７ 日 （ 日 ）
合格発表
〔一 次 募 集〕2021 年 ２ 月 ３ 日 （ 水 ）
〔二 次 募 集 ※ 〕2021 年３月 18 日（木）
入学時期
2021 年４月
上記の日程は、一般入試、推薦入試とも共通です。

※ 一次募集で募集人員に達した場合は、二次募集は行いません。二次募集の実施の有無
は、2021 年１月 25 日（月）午前 10 時に本学ウェブサイト（https://s-sph.jp）にて
お知らせします。

新型コロナウイルス感染症対応のため、試験の実施方法等について変更する場合があります。
変更がある場合は、本学ウェブサイトにてお知らせします。
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１

求める人物像（アドミッションポリシー）
本学では、次のような学生を受け入れます。

○ 健康と医療、環境に対する高い関心とリサーチマインドを持っている者（情熱）
○ 最新の研究成果や知見を活用して、既存の枠組みにとらわれることなく、新たな視点
で課題を見つけ、解決に取り組むことのできる者（発見する力）
○ 医療や介護などの専門的知識に裏打ちされた貴重な経験を有し、健康課題に対して、
実践的な解決策を提示しようとする者（改革する力）
○ 大学院修了後も、地域の医療・介護等の現場において、リーダーとして活躍し、健康
寿命の延伸に寄与したいという意欲のある者（実践する力）

２

取得学位等
研究科・専攻

学位

社会健康医学研究科

修士（社会健康医学）

社会健康医学専攻

３

修業年限

入学時期

２年

2021 年４月

【英文名称：Master of Public Health】

出願資格
本学に出願できる者は、次のいずれかに該当する者、または次のいずれかに 2021 年３

月末日までに該当する見込みの者とします。
(１) 日本の大学を卒業した者
(２) 学校教育法第 104 条第７項の規定により学士の学位を授与された者
(３) 外国において、学校教育における 16 年の課程を修了した者
【事前審査必要「６ 出願資格の事前審査」(p.4,5)参照】
(４) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を日本国内において履修することによ
り当該外国の学校教育における 16 年の課程を修了した者
【事前審査必要「６ 出願資格の事前審査」(p.4,5)参照】
(５) 日本国内において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における
16 年の課程を修了したとされるものに限る。
）を有するものとして当該外国の学校教
育制度において位置付けられた教育施設であって、学校教育法施行規則第 155 条第
１項第４号の規定に基づき文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
【事前審査必要「６ 出願資格の事前審査」(p.4,5)参照】
(６) 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について、当
該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準
ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。
）において、修業年限が３
年以上である課程を修了すること（当該外国の学校が行う通信教育における授業科
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(７)

(８)
(９)

(10)

４

目を日本国内において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の
学校教育制度において位置付けられた教育施設であって学校教育法施行規則第 155
条第１項第４号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。
）により、
学士の学位に相当する学位を授与された者
【事前審査必要「６ 出願資格の事前審査」(p.4,5)参照】
専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であること、その他の文部科学大臣が定
める基準を満たすものに限る。
）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣
が定める日以後に修了した者
文部科学大臣の指定した者（昭和 28 年文部省告示第５号）
（例：防衛大学校、防衛
医科大学校、水産大学校、海上保安大学校、気象大学校を卒業した者など）
大学に３年以上在学し、又は外国において学校教育における 15 年の課程を修了し、
本学が、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者
【事前審査必要「６ 出願資格の事前審査」(p.4,5)参照】
本学において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力が
あると認めた者で、22 歳に達したもの
【事前審査必要「６ 出願資格の事前審査」(p.4,5)参照】

入試の区分・選抜方法・募集人員 等
区分

一般入試

推薦入試 ※２

選抜方法

配点

書類選考

50 点

筆記試験（英語）

50 点

面接選考

50 点

書類選考 ※３
面接選考

100 点

募集人員
一次募集

二次募集 ※１

６名程度
若干名
４名程度

50 点

※１ 一次募集で募集人員に達した場合は、二次募集は行いません。
※２ 推薦入試の対象者については、「８ 推薦入試」(p.8)を参照してください。
※３ 推薦入試の書類選考には、出願時の提出書類及び面接での英語力判定に関する評価
点を含みます。

５

出願前相談（任意）
出願にあたり相談したい事項がある場合は、下記の連絡先にお問い合わせください。入

学後の研究テーマや研究の進め方などについての相談も受け付けます。相談は任意で、出
願前相談の有無や内容は、合否に一切関係ありません。
連絡先

静岡県健康福祉部 健康福祉政策課 大学設置班
メールアドレス : syakaikenkou@pref.shizuoka.lg.jp
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６

出願資格の事前審査（該当者のみ）
「３

出願資格」(p.2,3)の（３）～（６）
、（９）
、（10）に該当する方については、出

願資格の事前審査を行いますので、以下のとおり書類を提出してください。
6.1

提出書類
書類の種類

注意事項

提出を要する者
（「３ 出願資格」の番号）

① 出願資格事前審査申請書
（様式Ａ)

様式Ａに必要事項を記入して （３）～（６）、（９）、（10）
ください。

② 履歴書（様式Ｂ）

・様式Ｂに必要事項を記入し （３）～（６）、（９）、（10）
てください。
・履歴事項が多い場合は別紙
を添付してください。

③ 卒業（見込）証明書
又は修了（見込）証明書
※

・最終出身学校において作成 （３）～（６）、（９）、（10）
したもの（原本）を提出し
てください。
・中退の場合は在籍証明書を
提出してください。

④ 成績証明書
※

最終出身学校において作成し （３）～（６）、（９）、（10）
たもの（原本）を提出してく
ださい。

これまでの職歴や研究歴・研 （９）、（10）
⑤ 「職務経歴書」もしくは
「研究歴・研究内容の要旨」 究内容について記入してくだ
さい。（Ａ４縦、様式は任意）
⑥ 過去に作成した論文や研究
報告書【任意】

過去に作成した論文や研究報 （９）、（10）
告書等がある方は、提出して
ください。（Ａ４縦、様式は
任意）

提出する書類の中で姓が異な （３）～（６）、（９）、（10）
⑦ 戸籍抄本もしくは
戸籍個人事項証明書（原本） るものがある方は、提出して の内、該当者のみ
【該当者のみ】
ください。

※ 証明書が日本語以外で表記されている場合は、「日本語訳」を添付してください。

6.2

提出方法

「6.1 提出書類」で示した書類を、郵送（簡易書留）で提出してください。
6.3

提出期間

〔一次募集〕 2020 年 11 月 27 日（金）～ 12 月 ４ 日 （ 金 ）必着
〔二次募集〕 2021 年１月 29 日（金）～ ２ 月 ５ 日 （ 金 ）必着
（一次募集で募集人員を達した場合は、二次募集は行いません。
）
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6.4

提出先
宛名

6.5

〒420-8601

静岡市葵区追手町９－６

静岡県健康福祉部 健康福祉政策課 大学設置班

審査方法

提出された書類により、教育機関への在学年数や取得単位数、職務経歴、研究履歴等を
基に審査を行います。
6.6

資格審査結果

以下の日までに申請者あて郵送にて通知します。
〔一次募集〕 2020 年 12 月 18 日（金）
〔二次募集〕 2021 年２月 16 日（火）
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７

出願手続

7.1

出願に必要な書類
書類の種類

注意事項

①

入学願書（様式Ｃ）

様式Ｃに必要事項を記入してください。

②

写真

・正面上半身脱帽、背景なし、出願前３ヶ月

提出方法

以内に撮影したものを提出してください。
・郵送で提出する場合、写真の大きさは縦４
cm×横３cm とし、裏面に氏名と生年月日を
記入して入学願書（様式Ｃ）の所定の欄に
貼付してください。
・メールで提出する場合は、データサイズを
２ＭＢ以下に設定してください。
③

小論文Ⅰ（様式Ｄ－１）

2020 年 12 月 14 日（月）午前 10 時に本学ウ

郵送
もしくは
メール

ェブサイトにて公開される「小論文課題１」
を確認の上、800 字程度で小論文を作成し、
様式Ｄ－１に記入してください。
④

小論文Ⅱ（様式Ｄ－２）

2020 年 12 月 14 日（月）午前 10 時に本学ウ
ェブサイトにて公開される「小論文課題２」
を確認の上、800 字程度で小論文を作成し、
様式Ｄ－２に記入してください。

⑤

卒業（見込）証明書
又は修了（見込）証明書
※１、２

・最終出身学校において作成したもの（原
本）を提出してください。
・大学卒業後に専修学校を卒業した方は、大
学と専修学校の両方の証明書を提出して
ください。
・学位を大学評価・学位授与機構から授与さ
れた方は、学位授与証明書（原本）を提出
してください。（学位申請中の方は学位授
与申請受理証明書（原本））

⑥

成績証明書
※１、２

・最終出身学校において作成したもの（原
本）を提出してください。
・大学卒業後に専修学校を卒業した方は、大
学と専修学校の両方の証明書を提出して
ください。

⑦

入学検定料（30,000 円）

・郵便局の普通為替証書により提出してくだ
さい。
・受取人欄は何も記入しないでください。

⑧

受験票返送用封筒

表に住所、氏名を記入し、384 円分の切手を
貼付した長形３号（23.5cm×12cm）の封筒を
提出してください。
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郵送

⑨

受験承諾書（様式Ｅ）
【該当者のみ】

・入学後引き続き在職する方は、勤務先が作
成したもの（様式Ｅ）を提出してください。
・自ら開業されている方は、提出する必要は
ありません。
・推薦入試を受験する方で、推薦状の推薦者
もしくは記載責任者が勤務先の方の場合
は、提出する必要はありません。

⑩

推薦状（様式Ｆ）
【該当者のみ】

・推薦入試を受験する方は、所定の様式の推
薦状（様式Ｆ）を封緘した状態で提出して
ください。
・作成方法については「８ 推薦入試」(p.8,
9)を参照してください。

⑪

「英語を活用した活動実績」 ・推薦入試を受験する方は、推薦状に記載の
を示す資料

「英語を活用した活動実績」を示す資料と

【該当者のみ】

して以下のア、イを提出してください。

郵送

ア．受験者が過去に執筆した英語論文もし
くは英語論文を引用して行った研究
発表資料（院内報告、地域発表

等）

イ．アで引用した文献（引用した文献が提
出できない場合は、引用文献一覧を添
付してください。）
⑫

戸籍抄本もしくは

提出する書類の中で姓が異なるものがある

戸籍個人事項証明書（原本） 方は、提出してください。
【該当者のみ】 ※２
⑬

住民票の写し（原本）
もしくは在留カードの
両面コピー
【該当者のみ】

・外国籍の方は、在留資格、在留期間が記載
されたものを提出してください。
・住民票は、マイナンバーの記載がないもの
を提出してください。

※１ 証明書が日本語以外で表記されている場合は、
「日本語訳」を添付してください。
※２ すでに「６ 出願資格の事前審査」(p.4,5)で提出済みの方は、再提出する必要はあ
りません。
7.2

出願の方法

出願に必要な書類を、郵送（簡易書留）で提出してください。①～④については、メー
ルによる提出が可能です。すべての書類を受領後、３日以内（ただし、土日祝日は除く）
に受領確認のメールを送ります。メールが届かない場合は大学設置班（054-221-3351）ま
でお問い合わせください。
7.3

出願期間

〔一次募集〕2020 年 12 月 21 日（月）～ 2021 年 １ 月 ８ 日 （ 金 ）必着
〔二次募集〕2021 年２月 17 日（水）～ ２月 24 日（水）必着
（一次募集で募集人員に達した場合は、二次募集は行いません。
）
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7.4

出願先
宛

名

メールアドレス

８

〒420-8601 静岡市葵区追手町９－６
静岡県健康福祉部 健康福祉政策課 大学設置班
syakaikenkou@pref.shizuoka.lg.jp

推薦入試

8.1

対象者

推薦入試の対象となるのは、以下の（a）から（r）に該当する方です。なお、一般入試
での受験を妨げるものではありません。
（a）以下の病院に勤務している方
・県立総合病院

・県立静岡がんセンター

・県立こども病院

・静岡県内の地域医療支援病院

・県立こころの医療センター

・静岡県内の大学附属病院

（b）(a)以外の静岡県病院協会の会員病院に勤務している方
（c）静岡県医師会の会員の方
（d）静岡県歯科医師会の会員の方
（e）静岡県看護協会の会員の方
（f）静岡県薬剤師会の会員の方
（g）静岡県理学療法士会の会員の方
（h）静岡県作業療法士会の会員の方
（i）静岡県臨床衛生検査技師会の会員の方
（j）静岡県放射線技師会の会員の方
（k）静岡県言語聴覚士会の会員の方
（l）静岡県栄養士会の会員の方
（m）静岡県助産師会の会員の方
（n）静岡県内の自治体（静岡県、静岡県内の市町・一部事務組合・広域連合）に勤務し
ている方
（o）全国健康保険協会静岡支部に勤務している方
（p）静岡県国民健康保険団体連合会に勤務している方
（q）以下の国民健康保険組合に勤務している方
・静岡市食品国民健康保険組合

・静岡県歯科医師国民健康保険組合

・静岡県医師国民健康保険組合

・静岡県建設産業国民健康保険組合

・静岡県薬剤師国民健康保険組合
（r）静岡県内の企業等の健康保険組合に勤務している方
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8.2

推薦状の作成

推薦入試を受験する場合は、出願時に推薦状（様式Ｆ）を提出してください。推薦者及
び記載責任者は下表のとおりです。なお、推薦状は、推薦団体において封緘していただく
ようお願いします。
8.1
対象者

記載責任者

推薦者

（a）

勤務先の病院長

勤務先の所属長・管理者

（b）

静岡県病院協会 会長

勤務先の病院長

（c）

静岡県医師会 会長

（d）

静岡県歯科医師会 会長

（e）

静岡県看護協会 会長

（f）

静岡県薬剤師会 会長

（g）

静岡県理学療法士会 会長

勤務先の所属長・管理者

（h）

静岡県作業療法士会 会長

勤務先の所属長・管理者

（i）

静岡県臨床衛生検査技師会 会長

勤務先の所属長・管理者

（j）

静岡県放射線技師会 会長

勤務先の所属長・管理者

（k）

静岡県言語聴覚士会 会長

勤務先の所属長・管理者

（l）

静岡県栄養士会 会長

勤務先の所属長・管理者

（m）

静岡県助産師会 会長

静岡県助産師会 各地区理事

（n）

各自治体の首長

勤務先の所属長・管理者

（o）

全国健康保険協会静岡支部 支部長

勤務先の所属長・管理者

（p）
（q）
（r）

※

郡市医師会 会長
もしくは勤務先の所属長・管理者
郡市歯科医師会 会長
もしくは勤務先の所属長・管理者
勤務先の看護責任者
地域薬剤師会会長
もしくは勤務先の所属長・管理者

静岡県国民健康保険団体連合会 常務理事
静岡県国民健康保険団体連合会
理事長

静岡県国民健康保険団体連合会 常務理事
もしくは国民健康保険組合 組合長

健康保険組合連合会静岡連合会
会長

勤務先の健康保険組合の組合長

※ 記載責任者は、推薦状の「人物評価」
、「修学にあたって受験者に期待すること」
、「英
語を活用した活動実績」、
「その他」の各項目について記載してください。
「英語を活用
した活動実績」が不明な場合は、本人に聞き取りを行ってください。
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９

出願上の留意事項

・出願書類等の内、所定の様式のものは、本学ウェブサイト（https://s-sph.jp）に掲載
されているものを利用してください。
・出願書類等に不備がある場合は、受理しないことがあります。
・出願書類等受理後の書類の変更は認めません。ただし、氏名、住所、電話番号、メール
アドレスに変更があった場合は、大学設置班へ連絡してください。
・出願書類等に虚偽の記載があった場合には、合格を取り消します。
・一度受理した書類及び入学検定料は返却しません。
・身体に障害等があり、受験上特別な配慮を要する者は、出願時に大学設置班へ申し出て
ください。

10

試験日程・会場等

筆記試験（英語）及び面接を以下のとおり実施します。
10.1 試験日
〔一次募集〕2021 年１月 24 日（日）
〔二次募集〕2021 年 ３ 月 ７ 日 （ 日 ）
10.2 会場
静岡県庁別館 静岡市葵区追手町９－６（試験会場案内図（p.14）参照）
駐車場はありませんので、公共交通機関を利用してください。
試験室等、会場の詳細については、受験票送付時に資料を同封します。
10.3 試験日の時間割（予定）
時刻

一般入試

9:00
9:30

推薦入試
集合・受付

集合・受付
面接

10:00～11:30

筆記試験（90 分）

11:30～13:00

昼休憩

13:00～

面接
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11

合格発表

11.1 合格発表日
〔一次募集〕2021 年 ２ 月 ３ 日 （ 水 ）
〔二次募集〕2021 年３月 18 日（木）

11.2 合格発表の方法
合格発表日の午前 11 時に、合格者の受験番号を静岡県庁本館２階の掲示板において発
表するとともに、本学ウェブサイト（https://s-sph.jp）に掲載します。また、合格者に
合格通知書を発送します。（電話やメールによる照会には応じません。
）
11.3 試験結果の開示
受験者本人からの請求に基づき、
「書類選考」
、
「筆記試験（英語）
」、
「面接選考」の各得
点を以下のとおり開示します。
開示方法

本人分の得点のみの閲覧
一次募集

2021 年３月１日（月）～ ３月 19 日（金）及び
2021 年４月１日（木）～ ４月 17 日（土）

二次募集

2021 年４月 20 日（火）～ ５月 15 日（土）

開示期間

開示場所

静岡県健康福祉部 健康福祉政策課 大学設置班
ただし、2021 年４月１日以降は、静岡社会健康医学大学院大学事務局

受付時間

月曜から金曜（祝日を除く） ９時から 17 時
ただし、2021 年４月１日以降は、火曜から土曜（祝日を除く）

必要書類

受験票、身分証明書
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12

入学手続等
入学手続、提出書類、入学料等の納付等については、合格発表後、郵送によりお知らせ

します。なお、初年度納付金は以下のとおりです。
区分

金額

静岡県内の者

141,000 円

静岡県内の者とは、以下のいずれかに該当する
者をいいます。
・入学手続を行う日の属する月の初日において
引き続き１年以上静岡県内に住所を有して
いる者

入学料

366,600 円 ・入学手続を行う日の属する月の初日において
配偶者または１親等の親族が引き続き１年
以上静岡県内に住所を有している者

静岡県外の者

授業料（年額）
保険料

13

備考

535,800 円

授業料は、入学後に前期・後期の２回に分けて
納付してください。

2,470 円（予定）保険料は、入学後に納付してください。

長期履修制度
職業を有している方や、育児や介護等の理由により年間に修得できる単位数や研究活

動・学修活動のための時間が限られ、２年間の標準修業年限で修了することが困難な方を
対象とした長期履修制度があります。
長期履修制度の修業年限の上限は４年で、年間授業料は、通常の２年間の授業料を予定
する修業年限で除した金額となります。
本制度への申請方法等については、入学手続と併せてお知らせします。

14

奨学金制度
本学の学生を対象とした奨学金制度があります。本制度への申請方法等については、入

学手続と併せてお知らせします。なお、概要は以下のとおりです。
種 類
貸与条件

貸与型（無利子）
貸 与 額
貸与期間

60 万円（年額）
２年

下記の条件を全て満たした場合は、返済を免除します。
返済免除
要件

① 修士（社会健康医学）の学位を取得すること。
② 修了後、県内で医療、介護、保健に関する業務に５年間従事すること。
③ 職場や地域において本学で学んだ成果を還元すること。
（毎年度、活動報告書を提出していただきます。
）
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15

個人情報の取り扱い

出願の際に提出された書類等に記載された個人情報は、下記の業務において利用します。
・入学者選抜業務及び入試関係統計資料作成業務
・合格者に関する入学手続業務
・入学者に関する学籍管理などの教務関係業務及び入学金・授業料等徴収に関する業務

16

問い合わせ先
担

当

所

在 地

静岡県健康福祉部 健康福祉政策課 大学設置班
〒420-8601 静岡市葵区追手町９－６ 静岡県庁西館３階

電話番号

054-221-3351

FAX 番 号

054-221-3264

メールアドレス

syakaikenkou@pref.shizuoka.lg.jp
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試験会場案内図
【アクセス】
JR 静岡駅より徒歩 15 分

【別館入口案内図】

入口
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