


アドミッションポリシー（入学者受入方針）

人々が自らの生きがいを見出し、心身の健康を保ちながら、共生できる豊かな社会を築いていくためには、
心身の機能に関して科学的・客観的に探究するとともに、両者の有機的関連性を社会的・文化的背景を踏ま
えて学際的に研究することが必要です。
本大学院では、そのような心身健康科学の理念を理解し、その学問領域において研究成果をあげて、それ
を社会に還元しようとする意欲を有している者を広く迎えます。

人間総合科学大学大学院 人間総合科学研究科

心身健康科学専攻
修士課程定員：30名／博士後期課程定員：9名

学修を通して優れた分析力、思考力、行動力、基礎的研究遂行能力を身に付けることで、自らの専門
職領域に関連する学問と「心身相関の科学」を統合できる人材となり、各専門職領域のリーダーとし
て日本および世界の人々の健康と幸福に貢献する強い決意と勇気を持つ保健・医療・福祉領域の有資
格者※の方を対象として実施しています。

※以下の国家資格を持つ方が対象となります。
A．医師、歯科医師
B．看護職領域：看護師、保健師、助産師 等
C．コ・メディカル領域：理学療法士、作業療法士、義肢装具士、臨床検査技師、管理栄養士、薬剤師、診療放射線技師、歯科衛生士 等
D．介護・福祉領域：介護福祉士、精神保健福祉士、社会福祉士 等
E．東洋医学領域：はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師 等

職場や地域、家庭での役割とともに通信制課程での学修や研究を遂行されてきた皆様の粘り強さと成
長意欲を高く評価し、通信制課程を卒業された（もしくは見込みの）社会人の方を対象に実施してい
ます。自らの社会活動経験やその業績を糧とし、これらを本専攻入学後の学修と研究活動に活かす自
信と、心身相関を基軸とした新しい学問領域（心身健康科学）にチャレンジする高い志のある社会人
の皆様をお待ちしています。

■ 有資格者枠入試 ≪保健・医療・福祉 有資格者の皆様へ≫ 

■ 一般入試

■ 学内推薦入試 ≪人間総合科学大学卒業（見込み含）の皆様へ≫ 

■ 自己推薦入試 ≪通信制課程を卒業（見込み含）された社会人の皆様へ≫

人間総合科学大学の、学部卒業後3年以内（2016年3月以降）の方、ならびに2018年9月・2019年3月
に卒業見込みの方において、学業、人物ともに優れ、将来教育・研究分野において活躍が期待でき、
原則として総合演習指導教員（修士課程出願）等から推薦された方を対象として実施しています。

＊ 各入試日程で行われる各入試枠での募集人員はいずれも若干名です。



出願受付期間
一次選考結果

発送日

二次選考日

オンライン面接
（TV会議システムを使用）

オンキャンパス面接
（指定会場にて）

Ａ日程
9月25日（火）～

10月17日（水）
11月2日（金）

11月28日（水）17:00-18:30
11月29日（木）17:00-18:30

12月1日（土）
東京サテライト（御茶ノ水）

Ｂ日程
10月22日（月）～

11月17日（土）
12月7日（金）

1月16日（水）17:00-18:30
1月17日（木）17:00-18:30
1月18日（金）17:00-18:30

1月19日（土）
東京サテライト（御茶ノ水）

Ｃ日程
11月19日（月）～

12月17日（月）
1月11日（金）

2月13日（水）17:00-18:30
2月14日（木）17:00-18:30
2月15日（金）17:00-18:30

2月16日（土）
東京サテライト（御茶ノ水）

Ｄ日程
12月25日（火）
～1月2１日（月）

2月8日（金）
2月27日（水）17:00-18:30
2月28日（木）17:00-18:30
3月 1日（金）17:00-18:30

3月2日（土）
東京サテライト（御茶ノ水）

※ 各日程に全入試枠（一般入試、学内推薦入試、自己推薦入試、有資格者枠入試）があります。
※ オンライン面接とオンキャンパス面接は、面接所要時間や内容に違いはありません。
※ オンライン面接はTV会議システムを使用して行うため、志願者は自宅や職場等にてお手持ちのパソコン

画面で面接を受けることができます。

入試日程
修士課程

人間総合科学研究科 心身健康科学専攻

❒修士課程 入試日程

提出書類

■一般：①入学志願書、②入学志願動機書、③研究計画書、④小論文

■学内推薦：上記一般入試①～③と同様の書類 （出願に先立ち「推薦書」による出願可否審査があります。）

■自己推薦：①入学志願書、②自己推薦書、③研究計画書

■有資格者枠：上記一般入試①～④と同様の書類

※ 所定の書類は本学HPに掲載しています。また、上記以外に証明書等や任意書類もあります。



出願受付期間
一次選考結果

発送日
二次選考日、会場

Ａ日程
9月25日（火）～

10月17日（水）
11月2日（金）

12月2日（日）
東京サテライト（御茶ノ水）

Ｂ日程
10月22日（月）～

11月17日（土）
12月7日（金）

1月20日（日）
東京サテライト（御茶ノ水）

Ｃ日程
11月19日（月）～

12月17日（月）
1月11日（金）

2月17日（日）
東京サテライト（御茶ノ水）

Ｄ日程
12月25日（火）

～1月2１日（月）
2月8日（金）

3月3日（日）
東京サテライト（御茶ノ水）

※ 各日程に全入試枠（一般入試、学内推薦入試、自己推薦入試、有資格者枠入試）があります。

入試日程
博士後期課程

人間総合科学研究科 心身健康科学専攻

❒博士後期課程 入試日程

提出書類

■一般：①入学志願書、②入学志願動機書、③研究計画書、④研究業績書

■学内推薦：上記一般入試①～④と同様の書類 （出願に先立ち「推薦書」による出願可否審査があります。）

■自己推薦：①入学志願書、②自己推薦書、③研究計画書、④研究業績書

■有資格者枠：上記一般入試①～④と同様の書類

※ 所定の書類は本学HPに掲載しています。また、上記以外に証明書等や任意書類もあります。



開設科目と履修形態をリニューアルし、より学びやすく、より研究に取り組みやすくなりました。
専門知識をさらに身に着け、研究遂行能力を養い、学際的・統合的な視点を備えた研究者・指
導者を目指してみませんか？ぜひ下記イベントにて皆様の疑問点やご不安をご相談ください。
教職員一丸となってバックアップします。

日にち 時間 会場
対応している

入試日程

第1回 6月23日(土) １４：00～17：00 東京サテライト（御茶ノ水） ＡＢＣＤ日程

第2回 7月 7日(土) １４：00～17：00 東京サテライト（御茶ノ水） ＡＢＣＤ日程

第3回 8月25日(土) １４：00～17：00 東京サテライト（御茶ノ水） ＡＢＣＤ日程

第4回 9月22日(土) １４：00～17：00 東京サテライト（御茶ノ水） ＡＢＣＤ日程

第5回 11月 4日(日) １４：00～17：00 東京サテライト（御茶ノ水） ＢＣＤ日程

第6回 11月17日(土) １４：00～17：00 東京サテライト（御茶ノ水） ＢＣＤ日程

修士・博士の学位取得を目指す社会人の方へ

日にち 時間 会場
対応している

入試日程

第１回 ８月１１日(土) 1４：00～1７：00 蓮田キャンパス（蓮田） ＡＢＣＤ日程

第２回 ９月 ２日(日) 1４：00～1７：00 東京サテライト（御茶ノ水） ＡＢＣＤ日程

第３回 １月 ６日(日) 1４：00～1７：00 東京サテライト（御茶ノ水） Ｄ日程

❒ オープンキャンパス ＋ 個別相談会

～ 入試に関する疑問にお答えします ～

❒ 個別相談会（20分～30分／１人あたり）

～ 大学院生活・学修・研究のこと何でもお答えします ～

※ 個別相談会は、上記会場の他、TV会議や電話等でも対応いたします。お気軽にお問合わせください。

※ オープンキャンパスを開催する日は、プログラムの進行上、15時以降に個別相談会をおこないます。

大学院 心身健康科学専攻

オープンキャンパス＆個別相談会
2018年度日程

★ お申し込み方法は次ページをご参照ください。



≪東京サテライトへのアクセス≫

日にち 時間
対応している

入試日程

第１回 ７月２９日(日) 1４：00～1５：00 ＡＢＣＤ日程

第２回 １０月２８日(日) 1４：00～1５：00 ＢＣＤ日程

第３回 １２月２２日(土) 1４：00～1５：00 Ｄ日程

❒ 大学院ＷＥＢ説明会

～ WEBライブ配信により大学院生活など説明します ～

※ 参加予約は不要です。上記時間になりましたら、HPのバナーをクリックしてWEBライブ配信画面から
ご覧ください。

❒ 事前予約制 ※ 当日参加も可能ですが、個別相談会は予約の方が優先となります。
個別相談会での当日の受付順番はご来場順となります。

❒ 入場無料
❒ 申込方法 Tel  ： 048-749-6111（火曜日～金曜日）

Web： https://www.human.ac.jp/forms/index.php?id=28

本学Webにて、研究科長と専攻長が、皆さんへの
メッセージと、学修方法や学修環境等の説明を
お届けしています。

研究科長 久住 武 専攻長 小岩 信義
http://www.human.ac.jp/mh/setsumei.html

来場がむずかしい方、何度も聞いてみたい方はこちらをご覧ください



修士課程修了生修士論文＆特定課題研究報告書テーマ例

「修士論文」と「特定課題研究報告書」の違いは新規性の探究の有無です。
修士論文：心身健康科学の領域における論文で、当該領域に新たな知見を提供するもの、あるい
は提供することを目指した学術論文。
特定課題研究報告書：心身健康科学の領域における特定の課題やテーマについて、先行研究等
で見出された心身健康科学の知見を踏まえて、論理的かつ科学的に考察を行い、研究報告書や
提言書等としてまとめたもの。

ヘルスリテラシー概念の心身健康科学における位置づけの考察 （特定課題）

女性看護師の月経随伴症状と職業継続意思の関係

高齢者介護施設における介護職員のストレス反応と職務満足の関連性
（特定課題）

高齢者の安全運転寿命延伸に関する諸要因

訪問看護ステーションの経営意欲に関する実態ならびに関連事項

短時間睡眠と疾病発症リスクとの関連 －エビデンスに基づくリスク評価－
（特定課題）

胸部前面の筋に対するストレッチングが背部の感覚・身体イメージとリラクセーションに及ぼす
影響

高校生の親の子育ての悩みと心身の健康状態

患者および家族介護者の食事療法に対する負担感 （特定課題）

PDCAサイクルを取り入れた中学生集団に対する食育プログラムのこころみ
－取り組みに関する実行可能性の検証－

認知症ケア従事者がBPSDの緩和につながる有効な声かけを見い出すプロセスの研究

看護実習における達成感に影響を及ぼす要因

精神的作業負荷が立位時の体幹振戦に及ぼす影響
ー心身健康科学の視点からの検証ー

情動画像を使った部分痕跡条件づけに対する呼吸調節の影響

岩手県北地域における牛乳摂取と食習慣、生活習慣および循環器疾患危険因子との関連

腹腔鏡下胃スリーブ状切除術を受けた高度肥満症患者の食行動に関する研究

看護学生の実習ストレスと情動知能との関係

幼児の生活習慣と朝の排便の関連の検討－保護者の関わりに着目して－

鍉鍼治療による抑うつ感軽減効果についての研究
〜心身健康科学の視点から〜

朝食内容が食後血糖・食欲抑制に及ぼす影響

通信制大学院で学ぶ社会人の学修継続と心身の健康

看護師のストレスに対するスヌーズレン活用の効果に関する検証

音響環境が感情や身体反応時間に与える影響
―棒反応時間・心拍を指標としての検討―

教育現場における発達障害児支援～ストレスによる問題行動に着目して～
（特定課題）

医療療養病棟で働く看護師の現状と課題 （特定課題）



博士修了生研究テーマ例

慢性腰痛の表面筋電図の特徴と心理社会的要因の関係
 ―表面筋電図の筋活動パターンを中心に―

介護施設入所高齢者の主観的幸福感とその関連要因

産業保健活動における心身健康支援をめざした健診データ・自覚的健康・健康認識の関連の検討

透析患者の適切なたんぱく摂取量の検討
―心身健康科学の視点から―

カックアップ装具のデザインに求められる要素の検討
―支持部の長さと使いやすさの関連について―

女性高齢者における皮膚角質層水分量と主観的健康感に及ぼす酸化ストレスの影響
－尿中バイオピリンを用いた検討－

小中学生の生活実態と心身の健康
－心身健康科学の知見から－

病院勤務若年看護師の「先輩の言動に起因する被害感」と「心身不調」

食事における n-6/n-3 系多価不飽和脂肪酸の摂取比率が大学生の心理的ストレス反応に及ぼす影響

日本の保健医療領域で用いられているスピリチュアリティの概念の構造に関する研究

笑いアクションが暗算ストレスからの回復に及ぼす効果に関する研究

救急医療現場における多様な業務が看護師の心身に与える影響

災害派遣保健師の現状と課題
－東日本大震災の被災地に派遣された保健師の調査から－

生体腎移植ドナーの腎提供前後の心身健康に関する研究

農村地域自立高齢者のproductive activitiesが主観的幸福感に及ぼす影響

乳幼児に直接授乳する母親の心身健康に関する研究



〒339－8539埼玉県さいたま市岩槻区馬込1288
人間総合科学大学 大学院事務局
Tel：048-749-6111（火曜～金曜）
Email：graduate@human.ac.jp




