
東武アーバン
パークライン

埼玉高速鉄道

www.mejiro.ac.jp
〒339-8501埼玉県さいたま市岩槻区浮谷320
【庶務部 入試課】TEL．048-797-2222

Access

最寄り駅からキャンパスまでのアクセス時間

●東武アーバンパークライン（東武野田線）

「岩槻」駅よりバス12分
●埼玉高速鉄道・東京メトロ南北線直通
「浦和美園」駅よりバス15分
●JR武蔵野線・埼玉高速鉄道
「東川口」駅よりバス23分

※バス停は「目白大学入り口」ではなく
　「目白大学」で降りてください。

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護師・保健師



理学療法学科
Physical Therapist

理学療法士とは？

さまざまな分野で専門性を発揮し応える
運動機能回復のスペシャリスト

理学療法士は、病気や事故、加齢などが原因で身体に障がいを
抱えた人の機能回復と、一日も早い社会生活復帰をかなえるために
治療・訓練にあたります。一言でいうならば動作の専門家。
リハビリテーションという高度な医療行為の一端を担う、専門性の
高い職種です。日常生活を行う上で基本となる動作の改善を目指します。

目白大学の特色とは？

１．早期から始まる実習前教育、OSCEの実施。

２．学生の出身地に合わせた臨地実習。

３．苦手科目の補講や複数回実施する模試、高学年からの
　 ゼミ教育による国家試験対策。

４．スポーツサポーティングの実施。

理学療法士
国家試験 91.4％
本学合格率(新卒）2021年実績　全国平均86.4％（新卒）

2021年度
就職率 病院・クリニック他100％

（国家試験合格者）

主な実習先（一部抜粋）
川口市立医療センター(埼玉県)　さいたま市立病院(埼玉県)　草加市立病院(埼玉県)　春日部厚生病院(埼玉県)　戸田中央総合病院(埼玉県)
　
TMGあさか医療センター(埼玉県)　国立障害者リハビリテーションセンター病院(埼玉県)　埼玉医科大学総合医療センター(埼玉県)　

キッコーマン総合病院(千葉県)　我孫子聖仁会病院(千葉県)　緑成会病院(東京都)　東武練馬中央病院(東京都)　新山手病院(東京都)　

(独)国立病院機構東京病院(東京都)　新戸塚病院(神奈川県)　茨城西南医療センター病院(茨城県）　筑波記念病院（茨城県）　

自治医科大学附属病院(栃木県)　リハビリテーション花の舎病院(栃木県)　秋田大学医学部附属病院(秋田県)　など多数

主な就職先（2019～2021年度実績　埼玉県内抜粋）

中田病院　介護老人保健施設とまりや　吉川中央総合病院　さいたま記念病院　東鷲宮病院　川口さくら病院
所沢ロイヤル病院　リハビリテーション天草病院　医療生協さいたま生活協同組合　飯能整形外科病院
西部総合病院　飯能靖和病院　大宮共立病院　東川口病院　八潮中央総合病院　みさと健和病院
圏央所沢病院　三愛病院　春日部厚生病院　戸田中央総合病院　TMGあさか医療センター
春日部中央総合病院　三愛会総合病院　益子病院　旭ヶ丘病院　新越谷病院　東埼玉総合病院
霞ヶ関南病院　草加松原リハビリテーション病院　羽生総合病院　桃泉園北本病院
大友外科整形外科　埼玉みさと総合リハビリテーション病院　川口工業総合病院
レイクタウン整形外科病院　鳳永病院　埼玉回生病院　和光リハビリテーション病院　丸山記念総合病院
西大宮病院　彩の国東大宮メディカルセンター　熊谷総合病院

がい がい

理学療法士の活躍の場は？

作業療法士との違いは？

病院　リハビリテーションセンター　老人保健施設　デイケアセンター　
訪問看護ステーション　企業　大学・研究機関など

スポーツサポーティングの実施
本学理学療法学科長の工藤裕仁先生は、2020東京オリンピックで
女子空手選手たちを帯同されています。そういった経歴を持った先生が
学生たちを積極的にスポーツイベントへ参加させています。

実績例
▶さいたまハーフマラソン大会
　ランナーへのマッサージやストレッチなどを実施

▶ウォーキング大会
　準備体操を指導

理学療法士の活
躍の場は？
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作業療法学科
Occupational Therapist

作業療法士とは？

人の「心」と「身体」の両面にアプローチし
幅広い年齢層からのニーズに応える

作業療法士は、入浴や食事など日常生活の動作や、手工芸、園芸および
レクリエーションまであらゆる作業活動を通して、身体と心のリハビリ
を行う専門家です。理学療法士と異なる点として、作業療法士は
そううつ病および摂食障がいなどの精神障がいの患者さんも対象として
おり、幅広くリハビリテーションの医療現場で活躍しています。

作業療法士の活躍の場は？

作業療法士の仕事って？

作業療法士の
リハビリテーション

目白大学の特色とは？

１．問題解決型学習(PBL)の導入。

2．早期から始まる実習前教育、OSCEの実施。

3．クリニカルクラークシップ(診療参加型実習)の実施、
　学生の出身地に合わせた臨地実習。

4．複数回実施する模試、高学年からの手厚いゼミ教育
　 による国家試験対策。

作業療法士
国家試験 91.4％
本学合格率(新卒）2022年実績　全国平均88.7％（新卒）

2021年度
就職率

主な実習先（一部抜粋）

(独)国立病院機構東埼玉病院(埼玉県)　埼玉県立小児医療センター(埼玉県)　埼玉県立精神医療センター(埼玉県)

埼玉県総合リハビリテーションセンター(埼玉県)　さいたま赤十字病院(埼玉県)　丸山記念総合病院(埼玉県)　

獨協医科大学埼玉医療センター(埼玉県)　東京慈恵会医科大学附属病院(東京都)　など多数

主な就職先（2019～2021年度実績　埼玉県内抜粋）

埼玉セントラル病院　さいたま市民医療センター　リハビリテーション天草病院　東所沢病院　戸田中央総合病院
戸田中央リハビリテーション病院　久喜すずのき病院　南飯能病院　春日部中央総合病院　介護老人保健施設一心館
グリーンビレッジ安行　鳳永病院　介護老人保健施設ケアセンター八潮　TMGあさか医療センター
平成の森・川島病院　介護老人保健施設 尚和園 アンシャンテ　(独)国立病院機構埼玉病院　丸山記念総合病院
川口さくら病院　新久喜総合病院　リハビリテーション天草病院　西大宮病院　大宮共立病院　熊谷総合病院
介護老人保健施設春日部ロイヤルケアセンター　越谷誠和病院　埼玉みさと総合リハビリテーション病院　
新越谷病院　所沢ロイヤル病院　春日部厚生病院　埼玉県立病院　羽生総合病院　ビッグスマイルリハビリセンター

クリニカルクラークシップの実践
クリニカル・クラークシップとは、診療参加型の実習です。
学生が作業療法士の助手として実際の診療にあたり、
技術や実務、現場に臨む際の態度を体験的に学びます。
全学年の実習で採用しています。

100％病院・介護老人保健施設

手厚い国家試験対策
〇高頻度で模擬試験を実施。
　4年次の9月から20回以上の模擬試験を実施。
　 自身の学習達成度を確認しながら効率的に学習
　 します。さらに成績に応じた教員の特別指導で、
　 苦手科目を克服できます。

〇ゼミ担任制の導入。
　3年次から、教員1名につき学生6名程度の少人数制
　 ゼミを編成します。卒業研究と国家試験対策の両方を
　 見据え、教員が学生それぞれの適性に応じた指導を、
　 卒業まで一貫して行います。

（国家試験合格者）
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言語聴覚学科
Speech‐Language‐Hearing Therapist

言語聴覚士とは？

ことばや食べることに困難のある方々の
生活の質の向上やよりよい社会参加を目指して支援する

生まれつき言葉の学習が困難であったり、事故や病気で
コミュニケーションが困難になった方、食べ物がうまく
摂れなくなった方に対して医師の指示に基づき、
リハビリテーションを行うのが言語聴覚士です。
対象は小さな子どもから高齢者までとさまざま。
これからの高齢社会の中でますます活躍が期待されています。

言語聴覚士の活躍の場は？

言語聴覚士の仕事って？

言語聴覚士の
リハビリテーション

目白大学の特色とは？

１．定員40名の少人数制教育。(学生2.5名に対し教員1名)

2．学内併設、耳科学研究所クリニックにて1年次から
　 臨地実習。

3．少人数によるきめ細かな国家試験対策。

4．演習型授業の導入によるコミュニケーション力UP。

言語聴覚士
国家試験 87.0％
本学合格率(新卒）2022年実績　全国平均75.0％（新卒+既卒）

2021年度
就職率

主な実習先（一部抜粋）
(独)国立病院機構東埼玉病院(埼玉県)　埼玉県立小児医療センター(埼玉県)　埼玉県総合リハビリテーションセンター(埼玉県)

国立障害者リハビリテーションセンター病院(埼玉県)　川口市立医療センター(埼玉県)　(国研)国立国際医療研究センター(東京都)　　

(独)国立病院機構村山医療センター(東京都)　慶応義塾大学病院(東京都)　東京女子医科大学病院(東京都)　東京都立広尾病院(東京都)など多数

主な就職先（2019～2021年度実績　埼玉県内抜粋）

さいたま岩槻病院　新久喜総合病院　春日部中央総合病院　西大宮病院　戸田中央リハビリテーション病院
霞ヶ関南病院　三愛病院　熊谷総合病院　新越谷病院　春日部厚生病院　リハビリテーション天草病院
白岡中央総合病院　など多数

併設、耳科学研究所クリニックでの臨地実習

目白大学耳科学研究所クリニックは、本キャンパス
5号館1階に併設している言語専門のクリニックです。
こちらで1年次から教員の指導の下、言語療法を体験
することができます。

100％病院

きめ細かな国家試験対策

〇学科オリジナル模擬試験を実施。
　複数回にわたって学科オリジナルの模擬試験を実施
　 します。こちらによって実践力を高めています。

〇国試対策グループ学習。
　担当教員の下で数人のグループに分かれ、学生同士で
　 解いた問題を解説し合います。より理解が深まり、知識
　 が定着します。教員は、学習面はもちろん、実習や大学
　 生活へのアドバイスも行います。

言語聴覚士の活
躍の場は？

病院　リハビリテーションセンター　保健センター　小児療育センター
介護老人保健施設　教育委員会などの教育関連領域　など　

＊2022年度採用で、茨城県つくば市で技術職の募集がありました。

求人倍率 19.5倍
求人件数 450件

（国家試験合格者）
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失語症などの高次

脳機能障がいを原

因とすることばの

障がいを持つひと

を助けます。

聴力に応じた働き

かけ方をサポート

します。

うまく食べられない、

上手に飲み込めない。

「食べること」に

障がいを持つひと

を助けます。

こころも
ケアします

子どもに
寄り添います

日常生活の
「質」も
支えます

どうする、言語聴覚士？

どうする、言語聴覚士？

どうする、言語聴覚士？

ことばを思い出す
力をサポートします

聞こえを補ってことばや
コミュニケーションの
指導をします

安全な食事を
サポートします



看護学科
Nurse

看護師とは？

人々の“身体”、“心”、“生活”の状態を総合的に判断し、
より最適な健康状態となるよう支援するプロ

主な仕事は、病院や診療所などの医療機関のほかに、訪問看護や
福祉施設関連などで、医師やその他の専門職者と連携しながら、
病気の人々の健康回復、病気との共存、安らかな死が迎えられる
ように支援することです。また、看護はあらゆる年代の個人や
集団を対象とし、その人らしく生活できるように支援します。

看護師の活躍の場は？

保健師の仕事って？

保健師の
仕事について

目白大学の特色とは？

１．国公立系病院でのハイレベルな臨地実習。
　 （就職にも直結、実習先病院に57％就職。
　　卒業生から実習指導が受けれる。）

2．保健師に強い！国家試験合格、就職指導について。

3．ゼミ活動による国家試験対策、就職、進学サポート。

看護師
国家試験92.2％
本学合格率(新卒＋既卒）2022年実績　看護師全国平均91.3％（新卒+既卒）　本学合格率(新卒）2022年実績

2021年度
就職率

主な実習先　＊Ｐ．9に掲載しています。

主な就職先（2019～2021年度実績　埼玉県内抜粋）

(独)国立病院機構　埼玉病院　(独)国立病院機構　東埼玉病院　埼玉県立がんセンター　埼玉県立小児医療センター　
埼玉県立精神医療センター　埼玉県立循環器･呼吸器病センター　川口市立医療センター　春日部市立医療センター　
越谷市立病院　草加市立病院　さいたま市立病院　さいたま赤十字病院　三郷中央総合病院　
獨協医科大学埼玉医療センター　自治医科大学附属さいたま医療センター　医療生協さいたま生活協同組合　
上尾中央総合病院　久喜すずのき病院　埼玉メディカルセンター　TMGあさか医療センター　　
イムス富士見総合病院　新久喜総合病院　春日部中央総合病院　上尾中央総合病院　イムス三芳総合病院
分娩館医院　八潮中央総合病院　新越谷病院　埼玉協同病院　指扇病院　新座志木中央総合病院
彩の国東大宮メディカルセンター　行田総合病院　戸田中央総合病院　東川口病院
埼玉県済生会栗橋病院　丸山記念総合病院　三郷市役所(保健師)　新座市役所(保健師)　

国公立系病院でのハイレベルな臨地実習

〇多様で専門性のある実習施設で学ぶ。

〇専門領域の教員のサポートで安心して学ぶ。

〇モデルとなる卒業生を見て学ぶ。

100％

ゼミ活動による国家試験対策、就職・進学サポート

　看護職としての力を育むゼミ活動。
　専門領域ごとの卒業研究発表会では、研究成果を交わし、
　縦横のつながりから各自の学びを拡大させるとともに、
　問題解決力を培います。

看護師の活躍の
場は？

病院・診療所　介護保健施設　社会福祉施設　訪問看護
企業内健康管理室　看護の教育研究機関　など　

保健師とは？

子どもから高齢者まで、地域のあらゆる年代に密着した
健康管理のアドバイザー

乳幼児から高齢者まで幅広い世代と関わり、健康増進や生活の質
の向上をサポートします。病気の発症予防や健康づくりの支援、
感染症発生時や災害時における住民の健康管理も行い、人々が
健やかに生活するためのシステムの構築を図っています。

保健師の活躍の
場は？

保健センター　保健所　企業・事業所　病院・診療所
地域包括支援センター　福祉施設　学校・大学研究機関　など　

保健師のやりがい
は？

市民がより健康的に生活を送れるように意識づけをしていくのが保健師の仕事です。
心に響く伝え方ができれば、対象者自身が生活を見直すようになり、それが今後の
健康状態にダイレクトに繋がります。そのきっかけになれることに、とてもやりがいを感じています。

三郷市役所　保健師　小田美暢さん（看護学部看護学科2014年3月卒業生）

卒業生に聞いてみ
ました！

100％保健師
国家試験

〇国家試験の対策講座の受講と個人の習熟度に
　合わせた学習支援。

〇看護専門職としての将来展望を育み、その実現に
　向けた進路指導。

〇卒業研究のゼミ活動を通して、将来のサポートネット
　ワーク作りの支援。

(国家試験合格者、就職希望者）
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保健師全国平均93.0％(新卒）



看護学部看護学科　実習先国公立病院一覧

独立行政法人国立病院機構　埼玉病院 独立行政法人国立病院機構　東京病院独立行政法人国立病院機構　東埼玉病院

独立行政法人国立病院機構

埼玉県立病院

埼玉県立がんセンター 埼玉県立精神医療センター埼玉県立小児医療センター

川口市立医療センター 越谷市立病院春日部市立医療センター

市立病院

Saitama Iwatsuki Campus Guide

5号館3号館

体育館
本館

2号館
大学会館

正門

バス乗り場

オープンエアステージ

グラウンド

テニスコート

第二クラブハウス

学生専用駐車場

フィールドアネックス

第一クラブハウス

図書館

医療・看護に関する専門書や雑誌を約8万冊所蔵。
各分野の視聴覚資料が並びます︕

言語聴覚学科と看護学科が使用して
いる建物です。

理学療法学科と作業療法学科が使用し
ている建物です。

1号館

Kiri

1 号館、2 号館は、講義室がメインの
建物です。

さいたま岩槻キャンパス
　　を堪能しよう！

さいたま岩槻キャンパスは、敷地約 70,000 ㎡の緑豊かな広大なキャンパスです。
医療の知識や技術を修得するには最適な環境となっています。
ぜひオープンキャンパスに参加して、見に来てください。

09 10

学生たちの楽しみの一つの学食が食べられたり、焼き立てパンの販売をしてい
ます。2階には、コミュニティ・ルーム PAL もあり、求人票が閲覧できます︕

学生たちの憩いの場です。
広々とした空間で自習やグループ学習
を行うことができます︕

さいたま岩槻キャンパスの正門です。
緑豊かなキャンパスの入り口となりま
す。

シェアサイクルポートも完備していま
す。


