
ここにご紹介した事例は、放送大学を卒業して、大学改革支援・学位授与機構の学位授与制度を利用して、
学士（看護学）を取得した経験者からのアドバイスに基づいたものです。

看護師の方が目指せる「３つのゴール」

働きながら学んで、学位を取りたい。

そんなあなたには「放送大学」！

効率よく大学を卒業して、

さらに看護学の学位も

取れる方法をご紹介します！

放送大学卒業までのサイクル

次のページからは放送大学卒業＆看護学の学位、両方を効率よく取る方法をご紹介します！

放送大学を卒業して
「学士（教養）」の学位を取得！

放送大学で学び、卒業。そして学位授与機構に申請し、審査に合格すると…
「学士（教養）」（放送大学卒業）プラス「学士（看護学）」の両方を取得！

放送大学で取った単位を使い、「大学改革支援・学位授与機構」に申請し、審査に合格すると…
「学士（看護学）」の学位を取得！
※ただし、「学位授与制度」を利用して「学士」の学位を得ても、履歴書に「大卒」とは書けません。

一部資料はPDFで
ご覧いただけます。
下記URLに
アクセスしてみてください。

放送大学の看護師向け
Webサイトもご覧ください。

放送大学では看護師のみなさま向けに以下の資料を
ご用意しております。また、全国57カ所の学習センターと
サテライトスペースで相談できます。

将来のために学士（看護学）

の学位を取っておきたいと

思ってるの。放送大学なら、

最短１年で取れるって聞い

たんだけど…。

たしかに、最短1年で「学士（看護学）」だけでも

いいけれど、それだと履歴書に大学卒業とは書

けないの。せっかくチャレンジするなら、放送

大学卒業＋看護学の学位取得の両方を目指す

のはどうかしら？

でも、今から大学卒業を

目指すはの大変そう…。

いえいえ、毎年多くの看護師が放送大学に編入学して

いるのよ。（2021年度は709名の看護師が編入学） 

さらに詳しく知りたい方へ…

●学士（看護学）の取得を目指す方へ
●看護師・医療関係者向けリーフレット
●認定心理士パンフレット

https://www.ouj.ac.jp/booklet/

https://www.ouj.ac.jp/hp/purpose/nurse.html

看護師のあなたへ…看護師のあなたへ…

両方取得するには！両方取得するには！

働きながら学んで、学位を取りたい。

そんなあなたには「放送大学」！

効率よく大学を卒業して、

さらに看護学の学位も

取れる方法をご紹介します！

放送大学で
大卒＆看護学の学位を
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そんなあなたには「放送大学」！

効率よく大学を卒業して、

さらに看護学の学位も

取れる方法をご紹介します！

看護師の方が目指せる「３つのゴール」看護師の方が目指せる「３つのゴール」

インターネットで
資料請求＆出願OK！

放送大学卒業までのサイクル

放送大学卒業後に
　不足単位があったら単位を修得し、学修成果（レポート）を
　作成して、大学改革支援・学位授与機構に学士（看護学）を申請
　学士（看護学）は学位授与機構に申請し、
　　　　　　　　　　　　審査に合格することで授与されます。
こうして、あなたも
　放送大学卒業（学士・教養）のキャリアと
　　　　　　　　　　　　　　　　学士（看護学）が得られます！

放送大学を卒業するのに必要な科目で、さらに学士（看護学）を取得する
ために必要な科目と重複しているものを中心に選びましょう。

教科書をよく読み、授業を視聴するのが基本。視聴後の復習も忘れずに。

通信指導は提出期限までに必ず提出！

半年に一度のWeb単位認定試験。

試験結果が出たら、次学期の履修する科目を登録しましょう。

※通信指導や単位認定試験を行わない科
目が一部あります。

学習する学習する

結果発表結果発表

通信指導提出通信指導提出

単位認定試験単位認定試験

科目を選ぶ科目を選ぶ

放送大学卒業までのサイクル
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3年次編入学がオススメ！

放送大学を目指すなら
「生活と福祉コース」がオススメ！

みなさんが一番知りたい科目の取り方！

次は、放送大学卒業と学士（看護学）を両方取得するための大切なポイントです！

BSテレビや
インターネットで

授業を視聴するだけで
卒業できるの？

3年次編入学した場合、

卒業に必要な科目と

学士（看護学）の申請に必要な科目の

両方に使える科目を選択するのが重要です。

それについて説明するわね。

「学士（看護学）」のみの取得もできますが、「3年次編入学」して、大学卒業を目指す方法もあります。
3年制の看護系短期大学卒業や、一定の基準を満たす専修学校専門課程を修了している方は、
最短1年で学士（看護学）が取得可能なんです。

「それなら、1年間在学できる『選科履修生』で入学して、学士（看護学）だけ取ろう」って考えますよね？

でも、あえて2年以上在学し、62単位以上の修得が必要な編入学をして、放送大学の卒業を目指す方も多くいます。
そのワケは、学士（看護学）の取得だけだと、履歴書には「大学卒業」と記入できないということもあって、
多くの方が放送大学卒業も目指しているから。
それに、大学卒業のために修得する科目と、学士（看護学）の申請に必要な科目は重なっているものが多く、
修得した科目を両方の目的に活かせるというメリットもあります。編入学して、両方取得するのもいいですね！

卒業を目指す「全科履修生」の場合、6つの
コースのなかからひとつを選んで所属す
る必要がありますが、オススメなのは

ズバリ…「生活と福祉コース」です！

◎卒業するためには、自分が所属するコースの卒業要件に
合わせて科目履修することが必要なんですが、看護に直
結する科目が多く、皆さんには勉強しやすいんです。

◎学士（看護学）取得のための科目と、大学卒業に必要な科
目の多くは重なっているので、1科目修得することで両
方に活かせて一石二鳥！

放送大学を卒業するには卒業要件を満たして

単位を修得しないといけないの。

例えば、自分の所属しているコース科目（自コー

ス科目）から修得しなければならない単位数が

決まっているの。

生活と福祉コースを選んだ場合、自コース科目は「授業科目案内」生活と福祉コース

科目に載っている科目の中から選べばOK。

履修してみたいと思う科目を選んで。

単位認定試験はWeb受験方式（一部科目は郵送受験方式）なので、試験期間なら自

宅などからいつでも受けられるけれど、登録システムの設計上、単位認定試験の時 

間割表に記載の同一試験日・同一時限の科目を重複登録することはできません。

なるほど、

科目はどこで

選べばいいの？

1科目履修したら

両方に活かせるなんて、

とってもおトクね！

今回は重複していても、次の学期になると時間割表

が変わるから、また来期に履習できるチャンスがあ

るかもしれないわ。

それと、放送大学卒業だけでなく学士（看護学）も取得したい

場合は、卒業要件と学士（看護学）の科目の両方が重なってい

る科目を履習すればいいのよ。

例えば、“学士（看護学）の取得を目指す方へ”に、修得可能な

科目が載っているわね。学士の申請のために専門科目（A群）

または関連科目から科目を選ぶんだけど、科目区分に「生活と福祉コース」と

ある科目は1科目修得すると、放送大学卒業のための科目としても、学士の申

請のための科目としても修得した、ということになるわけ。

※1 3年次編入学した方は、面接授業（スクーリング）が既修得単位として認定さ
 れ、受講する必要がない場合があります。
※2 学習センターとサテライトスペースは全国に57カ所あり、都合のよい場所を
 選べます。

2022年度から単位認定試験もWeb方式に
なったし、放送大学の卒業要件の面接授業※1

もオンライン授業を受ければいいから。
でも、興味のある面接授業科目があれば、学
習センター※2で受けることもできるわよ！
仕事や生活のスタイルに合わせられるから
安心よ。

3年次編入学がオススメ！3年次編入学がオススメ！

放送大学を目指すなら
「生活と福祉コース」がオススメ！
放送大学を目指すなら
「生活と福祉コース」がオススメ！

みなさんが一番知りたい科目の取り方！みなさんが一番知りたい科目の取り方！

「放送大学を卒業」して、さらに「学士（看護学）」の学位も取得するまでの流れを
ごく簡単に紹介するわね。まずは入学するときに気をつけたいポイントよ。

履習したい科目が、単位認定試験

の時間割表の同一試験日・同一時

限に重複しているんだけど…



3年次編入学がオススメ！

放送大学を目指すなら
「生活と福祉コース」がオススメ！

みなさんが一番知りたい科目の取り方！

次は、放送大学卒業と学士（看護学）を両方取得するための大切なポイントです！

BSテレビや
インターネットで

授業を視聴するだけで
卒業できるの？

3年次編入学した場合、

卒業に必要な科目と

学士（看護学）の申請に必要な科目の

両方に使える科目を選択するのが重要です。

それについて説明するわね。

「学士（看護学）」のみの取得もできますが、「3年次編入学」して、大学卒業を目指す方法もあります。
3年制の看護系短期大学卒業や、一定の基準を満たす専修学校専門課程を修了している方は、
最短1年で学士（看護学）が取得可能なんです。

「それなら、1年間在学できる『選科履修生』で入学して、学士（看護学）だけ取ろう」って考えますよね？

でも、あえて2年以上在学し、62単位以上の修得が必要な編入学をして、放送大学の卒業を目指す方も多くいます。
そのワケは、学士（看護学）の取得だけだと、履歴書には「大学卒業」と記入できないということもあって、
多くの方が放送大学卒業も目指しているから。
それに、大学卒業のために修得する科目と、学士（看護学）の申請に必要な科目は重なっているものが多く、
修得した科目を両方の目的に活かせるというメリットもあります。編入学して、両方取得するのもいいですね！

卒業を目指す「全科履修生」の場合、6つの
コースのなかからひとつを選んで所属す
る必要がありますが、オススメなのは

ズバリ…「生活と福祉コース」です！

◎卒業するためには、自分が所属するコースの卒業要件に
合わせて科目履修することが必要なんですが、看護に直
結する科目が多く、皆さんには勉強しやすいんです。

◎学士（看護学）取得のための科目と、大学卒業に必要な科
目の多くは重なっているので、1科目修得することで両
方に活かせて一石二鳥！

放送大学を卒業するには卒業要件を満たして

単位を修得しないといけないの。

例えば、自分の所属しているコース科目（自コー

ス科目）から修得しなければならない単位数が

決まっているの。

生活と福祉コースを選んだ場合、自コース科目は「授業科目案内」生活と福祉コース

科目に載っている科目の中から選べばOK。

履修してみたいと思う科目を選んで。

単位認定試験はWeb受験方式（一部科目は郵送受験方式）なので、試験期間なら自

宅などからいつでも受けられるけれど、登録システムの設計上、単位認定試験の時 

間割表に記載の同一試験日・同一時限の科目を重複登録することはできません。

なるほど、

科目はどこで

選べばいいの？

1科目履修したら

両方に活かせるなんて、

とってもおトクね！

今回は重複していても、次の学期になると時間割表

が変わるから、また来期に履習できるチャンスがあ

るかもしれないわ。

それと、放送大学卒業だけでなく学士（看護学）も取得したい

場合は、卒業要件と学士（看護学）の科目の両方が重なってい

る科目を履習すればいいのよ。

例えば、“学士（看護学）の取得を目指す方へ”に、修得可能な

科目が載っているわね。学士の申請のために専門科目（A群）

または関連科目から科目を選ぶんだけど、科目区分に「生活と福祉コース」と

ある科目は1科目修得すると、放送大学卒業のための科目としても、学士の申

請のための科目としても修得した、ということになるわけ。

※1 3年次編入学した方は、面接授業（スクーリング）が既修得単位として認定さ
 れ、受講する必要がない場合があります。
※2 学習センターとサテライトスペースは全国に57カ所あり、都合のよい場所を
 選べます。

2022年度から単位認定試験もWeb方式に
なったし、放送大学の卒業要件の面接授業※1

もオンライン授業を受ければいいから。
でも、興味のある面接授業科目があれば、学
習センター※2で受けることもできるわよ！
仕事や生活のスタイルに合わせられるから
安心よ。

3年次編入学がオススメ！3年次編入学がオススメ！

放送大学を目指すなら
「生活と福祉コース」がオススメ！
放送大学を目指すなら
「生活と福祉コース」がオススメ！

みなさんが一番知りたい科目の取り方！みなさんが一番知りたい科目の取り方！

「放送大学を卒業」して、さらに「学士（看護学）」の学位も取得するまでの流れを
ごく簡単に紹介するわね。まずは入学するときに気をつけたいポイントよ。

履習したい科目が、単位認定試験

の時間割表の同一試験日・同一時

限に重複しているんだけど…



ここにご紹介した事例は、放送大学を卒業して、大学改革支援・学位授与機構の学位授与制度を利用して、
学士（看護学）を取得した経験者からのアドバイスに基づいたものです。

看護師の方が目指せる「３つのゴール」

働きながら学んで、学位を取りたい。

そんなあなたには「放送大学」！

効率よく大学を卒業して、

さらに看護学の学位も

取れる方法をご紹介します！

放送大学卒業までのサイクル

次のページからは放送大学卒業＆看護学の学位、両方を効率よく取る方法をご紹介します！

放送大学を卒業して
「学士（教養）」の学位を取得！

放送大学で学び、卒業。そして学位授与機構に申請し、審査に合格すると…
「学士（教養）」（放送大学卒業）プラス「学士（看護学）」の両方を取得！

放送大学で取った単位を使い、「大学改革支援・学位授与機構」に申請し、審査に合格すると…
「学士（看護学）」の学位を取得！
※ただし、「学位授与制度」を利用して「学士」の学位を得ても、履歴書に「大卒」とは書けません。

一部資料はPDFで
ご覧いただけます。
下記URLに
アクセスしてみてください。

放送大学の看護師向け
Webサイトもご覧ください。

放送大学では看護師のみなさま向けに以下の資料を
ご用意しております。また、全国57カ所の学習センターと
サテライトスペースで相談できます。

将来のために学士（看護学）

の学位を取っておきたいと

思ってるの。放送大学なら、

最短１年で取れるって聞い

たんだけど…。

たしかに、最短1年で「学士（看護学）」だけでも

いいけれど、それだと履歴書に大学卒業とは書

けないの。せっかくチャレンジするなら、放送

大学卒業＋看護学の学位取得の両方を目指す

のはどうかしら？

でも、今から大学卒業を

目指すはの大変そう…。

いえいえ、毎年多くの看護師が放送大学に編入学して

いるのよ。（2021年度は709名の看護師が編入学） 

さらに詳しく知りたい方へ…

●学士（看護学）の取得を目指す方へ
●看護師・医療関係者向けリーフレット
●認定心理士パンフレット

https://www.ouj.ac.jp/booklet/

https://www.ouj.ac.jp/hp/purpose/nurse.html

看護師のあなたへ…看護師のあなたへ…

両方取得するには！両方取得するには！

働きながら学んで、学位を取りたい。

そんなあなたには「放送大学」！

効率よく大学を卒業して、

さらに看護学の学位も

取れる方法をご紹介します！

放送大学で
大卒＆看護学の学位を
放送大学で
大卒＆看護学の学位を

働きながら学んで、学位を取りたい。

そんなあなたには「放送大学」！

効率よく大学を卒業して、

さらに看護学の学位も

取れる方法をご紹介します！

看護師の方が目指せる「３つのゴール」看護師の方が目指せる「３つのゴール」

インターネットで
資料請求＆出願OK！

放送大学卒業までのサイクル

放送大学卒業後に
　不足単位があったら単位を修得し、学修成果（レポート）を
　作成して、大学改革支援・学位授与機構に学士（看護学）を申請
　学士（看護学）は学位授与機構に申請し、
　　　　　　　　　　　　審査に合格することで授与されます。
こうして、あなたも
　放送大学卒業（学士・教養）のキャリアと
　　　　　　　　　　　　　　　　学士（看護学）が得られます！

放送大学を卒業するのに必要な科目で、さらに学士（看護学）を取得する
ために必要な科目と重複しているものを中心に選びましょう。

教科書をよく読み、授業を視聴するのが基本。視聴後の復習も忘れずに。

通信指導は提出期限までに必ず提出！

半年に一度のWeb単位認定試験。

試験結果が出たら、次学期の履修する科目を登録しましょう。

※通信指導や単位認定試験を行わない科
目が一部あります。

学習する学習する

結果発表結果発表

通信指導提出通信指導提出

単位認定試験単位認定試験

科目を選ぶ科目を選ぶ

放送大学卒業までのサイクル

放送大学卒業放送大学卒業

学士（看護学）取得学士（看護学）取得


