
看護学科の特色ある入試制度と対策

総合型選抜
＜専　願＞

看護グローバル型選抜（専願・併願）《海外研修スカラシップ付き》のねらい

看護学科では2020年度入試より総合型選抜による学生募集が始まり
ました。出願には、事前のエントリーが必要です。詳細は「総合型
選抜（専願）ガイド 2021」でご確認ください。

基礎学力（英語）、文章解読能力及び論理的思考・表現力（小論文）及び調査書の得点を総点
として合否判定する入試制度です。合格者には看護学科海外研修及び国際看護学関連科目
に優先的に参加・履修することができます。また、海外研修を希望し、入学後所定の選考
基準を満たしている場合には、海外研修費用の全額（50万円を上限とする）を支給します。

グローバル社会に対応する看護職となるためには、学生時代から「多様な問題について興味関心を持ち、様々な情報を読み、
分析して自分なりの考えを持つこと」が求められています。グローバル社会に相応しい人材とは論理思考力を備え、日本
人としての自覚を持ち、自国語によるコミュニケーション能力が優れていることが基本となります。長文読解力と共に、
文章構成力、論理的思考力が重要であると考え、本学科では英語と小論文に絞った入試を取り入れています。
（詳細は「入試ガイド 2021」p.15 ～ 16 でご確認ください。）

小論文試験の概要 受験対策

長文読解力

新書レベルの文章理解力が必要です。内容は医療、社会、
歴史、文学等の看護学の基礎となるような幅広い分野から
出題します。

新書レベルの文章、社説等について、「疑問を持ちながら読む」こと
から始めましょう。
高校3年生までの漢字や熟語、慣用句など、基本的な日本語能力の基
礎固めをしてください。
新聞・雑誌等の特集記事から始め、できるだけ特定の問題を扱った
新書等を読み、長文に慣れることが重要です。また読みながら、内
容を鵜呑みにせず、「自分なりの考えを持つ」ようにしましょう。
一つのテーマについて、複数の著者の書籍を読み比べることも自分
の意見をもつ練習になります。読んだ内容を400から800字程度にま
とめる練習をしましょう。読解力をつける練習として、キーワード
となる語句を見つけ、それを解説する文章を書くことも有用です。
論理的思考力の採点では、長文内容を理解できているか、がキーポ
イントとなります。ただ単に自分の考えをまとめたものでは加点さ
れませんので注意してください。

1

文章構成力

長文の意味を理解し、意味内容をまとめる問題を出題しま
す。キーワードの抽出、前後脈絡の理解と共に、まとめ方
の適切性を評価します。

2

論理的思考力

長文を元に、受験生自身の考えを問う問題を出題します。
「長文読解を踏まえた論理展開」ができているかを重視し
ます。単に感想や自分の意見を述べるのではなく、他者の
考えを元に反対・賛成等の立場を明らかにしつつ、自らの
意見を論理的に展開する能力を見ます。

3

※昨年までの試験内容
・問題：長文（Ａ4 5 枚程度）
・解答：上記の項目（①～③）ごとに各 1問、計 3問を
　　　　各問 300～ 400文字にて解答

入試問題集

全学サイト
http://www.konan-wu.ac.jp/

最新情報を
配信中！

@konan-wu

入試インフォメーション
窓口業務の取り扱い日時
月曜日～金曜日　9時～17時
休業日　● 土・日・祝日・創立記念日<11月 27日 ( 金 )>
　　　　● 夏期休暇：8月 7日 ( 金 ) ～ 8月 17日 ( 月 ) まで
　　　　● 年末年始：12月 29日 (火 ) ～ 1月 5日 ( 火 ) まで

〒658-0001　神戸市東灘区森北町 6丁目 2-23
TEL 078-431-0499 ／ 078-431-7600  FAX 078-451-3680
e-mail：nyushi@konan-wu.ac.jp

お問い合わせ〔入試課〕

看護グローバル型選抜
＜専　願・併　願＞
海外研修スカラシップ付き

そっとずっと、寄り添う看護

看護リハビリテーション学部

看護学科

2021年度Nursing Department

出題傾向がわかる入試問題集は、6月に発行しています。
ご希望の方は全学サイトにてご請求ください。（送料とも無料）
入試について変更が生じる場合は
本学ホームページにてお知らせいたしますのでご確認ください。



ごあいさつ

看護学科は、建学の理念である品格ある女性として、グローバルな視点と高い倫理観を兼
ね備えた看護専門職者の育成を目指しています。開設14年目を迎え、その歴史を刻む中で、
約1000人近い卒業生を輩出しましたが、その多くが実習協力施設で指導者として活躍して
います。本学の看護教育を知る卒業生だからこそ、実習では後輩に対して熱意と愛情を注
いでくれ、理想となる看護専門職者として学生たちの目標となり、大きな支えとなってく
れています。
本学科は丁寧な教育を大切にしており、4年間の学修は、専門的な知識や技術の修得だけで
はなく、他者への関りを通して自分自身を振り返る機会をつくることで人間的な成長の場
となっています。そしてその教育は、さまざまな価値に柔軟に、しなやかに対応できる実
践力へと導いています。また本学の理学療法学科、医療栄養学科、そして神戸薬科大学の
学生と協働的に学ぶチームケア関連の授業は、多職種連携を効果的に学ぶ工夫が凝らされ
ています。国際都市神戸にある緑あふれるキャンパスで、看護専門職を志す皆さんと出会
えることを教員一同心待ちにしております。

甲南女子大学看護学科では、卒業時に看護師・保健師・助産師
の国家試験受験資格を取得できる他、養護教諭一種免許状の資
格が取得できます。学科開設以来10学年の卒業生を輩出し、全
国の医療・保健・教育機関で活躍しています。

甲南医療センター／淀川キリスト教病院／関西電力病院／神戸大学医学部附属病院／神戸赤十字病院／神
戸市立医療センター中央市民病院／兵庫県立こども病院／兵庫県立がんセンター／大阪大学医学部附属病
院／大阪府済生会中津病院／大阪市立総合医療センター／大阪赤十字病院／大阪労災病院／大阪国際がん
センター／住友病院／日本生命病院／北野病院／京都大学医学部附属病院／岡山赤十字病院／兵庫県庁／
尼崎市役所／神戸市役所／加古川市役所／神戸市立学校（養護教諭）など

取得できる資格・免許

資格・免許取得者数

主な就職先

看護学科長

山中 純瑚

学びの
実績

助産師 養護教諭

看護師 保健師

99.0%

国家試験受験資格

国家試験受験資格（選択：10名程度） 一種免許状

令和1年度（令和2年2月実施）第109回
［受験者：101名、合格者：100名］
総取得者数 898名

国家試験受験資格（選択：50名程度）

国家試験合格率
全国平均合格率 89.2％

100%
令和1年度（令和2年2月実施） 第103回
［受験者：7名、合格者7名］

令和1年度
（令和2年2月実施）

総取得者数 53名
総取得者数 162名

国家試験合格率

22名
免許取得人数

全国平均合格率 99.4％

100%
令和1年度（令和2年2月実施） 第106回
［受験者：36名、合格者：36名］
総取得者数 469名

国家試験合格率
全国平均合格率 91.5％

〔動画〕
看護学科の紹介

 Features 看護実践力の強化

目の前の患者さんに合った援助を行うには、自分の行っていることはそもそも「看護であるの
か」を考えながら実践することが求められます。本学科では、1年次の科目「看護学原論」か
ら看護についての探求をはじめ、2年次の「看護理論」では様々な看護理論を学ぶことで、さ
らに看護についての考えを深めます。入学後から段階的に看護の基盤を作り、4年間の学習は
もちろんのこと、卒業後も「看護とは何か」を考え続けていく力を養います。

「看護とは何か」を考え続けていく力を身につける「看護学原論」、「看護理論」

1 年次から看護実践力の強化の中心となる、科目「基盤実践看護学演習」が始まります。本科目では、食事や移動、清潔
などの日常生活に関する看護技術を学びます。講義での基本的知識の学習をふまえ、続く実習室での演習では、学生が看
護師役と患者役になり、教員の指導のもとでお互いに援助を実践します。援助の根拠や患者役からのフィードバックを確
認しながら、学生と教員とで援助の良かった点や修正点を見出すことで、より患者さんに合った援助を探求します。

自分たちで看護援助の根拠を確認しながら深める学び「基盤実践看護学演習」

3 年次前期の「臨床実践看護学演習Ⅰ」では、1、2年次に学んだ日常生活の援助技術やヘルスアセスメントなどで培った
基本的な看護技術をふまえ、検査や治療を受ける患者さんへの看護技術、患者さんの年代の特性に応じて必要となる看護
技術を学びます。注射や採血、点滴などの看護技術の演習では、シミュレーターを用いながら小グループで実践的に学び
ます。初めて触れる注射器や輸液ポンプなどの医療機器を扱いながら患者さんに関わることにワクワクする気持ちもあり
ますが、難易度も高く、緊張感も伴います。そのような中でも、安全に確実に実施できること、そして、患者さんが安心
できるようにかかわる力を身につけることをめざします。その学びをサポートするために、2～ 3 グループに1名の教員を
配置し、一人一人の学生に細やかに丁寧に関わりながら指導します。

＜臨床実践看護学演習Ⅰ＞

3年次科目であるヘルスアセスメントⅠ・Ⅱは、シミュレーション教育を取り入れ、臨床での看護実践を具体的にイメージ
した演習を行います。学生同士で実践場面を振り返ることで学びを深める機会になるとともに、領域実習の前後で行うこと
で、アセスメント力をより強化できます。具体的には、前期科目のヘルスアセスメントⅠは、生体シミュレーターを活用して、
健康状態を判断するために必要な情報収集の正確な方法を実践し、人体の正常・異常判断する演習を、その後の領域実習
に繋げます。そして後期科目のヘルスアセスメントⅡは、模擬患者さんを活用した複雑な臨床現場を再現し、領域実習での
学びをもとに、安全に、そして患者さんの気持ちに寄り添った援助を深めていくことで、看護実践能力の強化を図ります。

＜ヘルスアセスメントⅠ・Ⅱ＞

入学して間もない頃から看護について考えてきたことで、実習で患者さんへの援助に
困った時や悩んだ時に、患者さんへの援助が「看護であるのか」と自分に問いかけるこ
とができました。看護について考え続けてきたことが、その後の援助を考えながら実
践する際の力になってくれたことは、看護師を目指す上で大切な経験となりました。

在学生の声

2019 年度 4年生
 西村季莉さん

患者さんとその家族を中心とした看護実践をめざして

本学科では、教育目標として「患者とその家族を中心とした看護を
実践できる看護職者の育成」を掲げ、看護実践力の強化を重視した
カリキュラムを組んでいます。学生のうちから、「人間とは何か」「人
が病むとはどういうことか」を考えることで、看護についての学び
を深めます。また、看護についての考えをふまえ、患者さんへの援
助が「なぜ」必要なのか、「どうして」その方法で行うのかを考え
実践することを通して、根拠に基づいた看護実践を学んでいます。
学生が周囲の人と協力しながら自ら考えて学ぶ力を身につけること
で、卒業後も看護実践力を育んでいける看護職をめざします。
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Team 多職種連携教育

看護師 助産師 保健師 養護教諭

理学療法士 薬剤師 管理栄養士

チームケアとは

本学科では、1年次から理学療法学科の学生とともに、授業や演習で学ぶ機会がありま
す。「リハビリテーション概論」では医療の現場における チームアプローチの必要性
に初めて触れます。「医療コミュニケーション論」 では、医療者が対象者と向き合い話
すこと、聴くことについて、ロールプレイを通して学習します。相手の立場に立った
コミュニケーションについて深く考えることができます。

医療現場における基本的なコミュニケーションスキル や
他職種を知る学習がスタートします。

他の専門職を知ることは、自分がめざす
専門職の独自性をより認識することにつ
ながります。 看護学科で学べる多職種連
携では、看護師、保健師、助産師、養護
教諭をめざす学生が、理学療法士、管理
栄養士、薬剤師をめざす学生と共に互い
の専門性を理解し合いながら、多職種連
携チームの形成を実践します。

多職種連携の基盤となるチームの形成を実体験！

1
STEP

「医療リスクマネジメント」においては、看護師、理学療法士、管理栄養士が患者さん
に関わる際に起こりうる危険性について、事例検討をします。看護師、理学療法士、
管理栄養士それぞれの立場ではものの見方が違うもの。異なる視点を共有することで
視野が広がるため、患者さんの安全を共に守る姿勢を養います。
「医療倫理」では、対象者の生命の尊厳や意思の尊重、最善の利益を目指した医療の提
供を目指す倫理原則について学び、看護学科、理学療法学科、医療栄養学科合同のグルー
プワークを通して医療者としての態度を養います。

本格的な実習を控え、医療の場面において想定される
危険回避やケアにおける倫理的な態度を学びます。

2
STEP

実習を終えた４年次には、「チームケア論」において在宅で療養されている対象者への
医療提供について検討します。多職種チームのワークでは、めざすケアの違いからそれ
ぞれの専門性を意識します。お互いを尊重しながら理解し合えるコミュニケーション
を重ねて「多職種チーム」を形成し、よりよい対象者へのケアを生み出す体験をします。

看護職・理学療法士・薬剤師をめざす学生が
「多職種連携チームを形成するプロセス」を体験します。

3
STEP

Global 多文化理解

全ての人に「質の高い」ケアを提供できる看護職をめざして

学術・交流協定校であるイギリス・インドネシアの大学や、香港の大学から看護学生を受け
入れています。英語講義や合同看護演習などに加え、学生企画の浴衣の着付け・茶道・書道・
筝曲などの文化体験もあり、毎年のべ150名以上の学生が学内にいながら国際交流を体験し
ています。語学力を高めるだけでなく、看護という共通のテーマを介して互いを理解し、看
護学生同士の友好を深める機会となっています。

本学看護学科で独自に開発したテキストを用います。1年生
から 4年生までの段階的な専門職英語の学習により、多文
化対応力を高めます。スマートフォンからもアクセスでき
るオンラインプログラムで、難しい病名などの単語暗記を
サポート。授業はネイティブ講師による少人数のレッスン
で、細やかな指導が受けられます。ロールプレイを取り入れ、
英語が苦手だったという学生が「はじめて英語を勉強しよ
うという気になりました」という実践重視の内容です。

選択科目　看護専門職英語 伝える！
伝わる！

大学にいながらにして学べる多文化看護　訪問交流プログラム

看護学科では複数の海外研修プログラムを提供しています。いずれも本学科学生のみの英語
特別レッスンがあり、滞在先ではホームステイのため、参加した全学生が英語力の向上を実
感しています。また、医療施設見学、訪問大学の教員による本格的な看護講義、看護学生と
の交流を通して、専門職としてのコミュニケーション能力と多文化対応力強化をめざします。

海外研修　看護を通して世界とコミュニケーション とびだせ！
可能性！

選べる海外研修プログラム（共に約 2 週間）

●英国：カンタベリークライストチャーチ大学

英国看護がリードするスピリチュアルケアや
対象者中心型ケアを体験的に学びます。＊

＊ネイティブ教員による英語レッスン（本学学生のみのレベル別クラス）が含まれます。

（学術交流協定締結校）
●オーストラリア：ウーロンゴン大学

（学術交流協定締結校）

イギリスのカンタベリークライストチャーチ大学での海外研修に参加しました。現地の学生と看護
について学ぶ機会があり、日本との文化の違いを実感しました。現在看護師として外国人の患者さ
んや家族と関わることもあり、少しずつですが学んだ英語を使いながら対応しています。

卒業生の声

在学生の声 日本にいながら海外から来られた人の対応ができるようになりたいと
思っていたので、訪問交流プログラムには毎年参加しています。日本人
の看護観だけでなくワールドワイドに看護観を深めることができるの
で、自分を成長させてくれる機会だなと思います。2019 年度 3年生

 上月紅実さん

移民の国オーストラリアで、多様な文化的背景を
もつ現地学生との合同演習を通して、先住民の健
康格差を中心とした多文化看護を学びます＊
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サポート体制Support

学年進行とともにより多くの専門領域の教員が関わる講義
と演習が配置されたカリキュラム。1 人の教員が少人数の
学生を担当し、演習場面での手技や対象者への配慮に至る
まで、丁寧に指導します。また、看護学実習では、主に普
段から学内で関わっている教員が実習期間中に同行し、学
生が安心して学べるよう手厚くサポートします。
さらに、学生生活やキャリア支援を行う「アドバイザー制
度」のほか、実習前後には指導教員が学生個々の目標達成
を支援する「個別面談」も行っています。１年次から配置
された実習科目ごとに学生自身が立てた目標「実習後にな

りたい自分」につい
て、面談を通して共
有します。実習終了
時には目標達成度を
面談で一緒に振り返
り、次の実習への目
標を確認します。卒
業時に向けた学びを
積み重ねる中で、教
員は学生の思い描く
「なりたい自分」に近
づけるよう支えてい
きます。

一人ひとりの「なりたい自分」へ多方面から手厚くサポート

1
多くの専任教員による
少人数の指導と、
充実したサポート体制

医療現場では、多様な文化や価値観をもつ対象者と向き合
う力、関係を築き寄り添う力、多職種との連携をはかりチー
ムワークを発揮する力など看護師には豊かな対人関係を築
く力が不可欠です。実習施設で出会う患者さんやスタッフ
とよりよいコミュニケーションをとることができる対人基
礎能力を身につけるために、看護学科では独自に「マナー
講座」を開いています。正しい言葉遣い、服装のマナー、
挨拶の仕方などき
め細やかな指導で、
実習への心構えを
育てていきます。
社会に出て役立つ
実践的な力を身に
つけ「なりたい自
分」に近づく支援
をしています。

3 社会人基礎力を
身につけるマナー講座

2
本学の看護学実習では、教員が実習施設の指導者と日々
役割を調整しながらともに学生の看護の思考を助け、実
践場面での指導を行っています。実習施設には学科開設
以来、多くの卒業生が勤務しており、卒業生による実習
指導が受けられる場面も増えています。本学科が大切に
している「対象者に寄り添うこと」を実践する卒業生の姿
を目にし、その看護観に触れることで、学生自身が看護
者としての将来像を描くことができます。実習中の緊張
する場面でも卒業生のサポートを得られる環境なら、学
生は安心して自分の考えを述べたり、わからないことを
聞くことができます。
実習施設以外でも、卒業生と交流する様々な機会を設けて
います。本学では4年間をかけて卒業後の進路について
イメージし、実現していくことができるように支援してい
ます。
1年次には、様々な方面で活躍する卒業生から、進路をイ
メージした在学中の学習の進め方等について体験談を聞い
たり、卒業後の仕事の「リアル」を聞くことができる科目
「キャリアデザインⅠ」を用意しています。3年次には、
実習施設に勤務する卒業生を招いて「就職説明会」を開
催するなど、年々活動時期が早まってきている看護系業
種における就職活動をサポートする場面でも卒業生が活
躍してくれています。4 年次には、国家試験対策につい
て具体的な勉強法についてアドバイスが受けられる機会
として、保健師・助産師・看護師各々の分野で活動する卒
業生との交流会も開催しています。また、毎年開催する
Home Coming Dayでは卒業生と在校生、教員との交流
が図れます。

教員や卒業生による
きめ細やかな
キャリア支援

在学生の声

3 年生の実習でしんどくなった時、指導担当の先生
が「あなたのいいところはいつも患者さんのことを
考えて笑顔で対応できるところよ」と声をかけてく
ださり嬉しかったのを覚えています。私をよく見て
くださっているとわかり、また実習を頑張ろうと思
うことができました。

2019 年度 4年生
 木本花那さん

私は社会人経験の後に、1期生として本学科へ入学しました。
助産師となり臨床で実習生の指導をしていましたが、実践力の
ある助産師を育てたいと、母校に戻ってきました。助産師は職
人の世界です。先輩のスキルを見て盗み、自分で勉強を積むこ
とも重要です。客観的に冷静に判断し、心身がタフであること
も条件のひとつ。母と子の命を守る仕事ですので、プロとして
の覚悟は必要ですが、独立開業も可能ですし、教育現場に立つ
こともでき、ライフスタイルに応じて柔軟に継続できる仕事で
す。助産師を目指すには、国家試験受験資格が取得できる大学
などでがんばることは必須です。大変なこと、辛いこともあり
ますが、それ以上に楽しいことのある領域です。生命が誕生す
る幸せな現場に立ち会えるのも助産師ならでは。本学科は実践
力を身につけ国家試験への合格まで導く体制がある学科です。

清水 美樹さん

2 011 年卒　甲南女子大学　教員

先輩の声 Future

助産師

未来へとつながる階段をともに歩みます

助産師は誕生の瞬間に立ち会える
幸せな職人の世界です

幼い頃、自閉症の子を持つお母さんが保健師さんと話す中で元
気になる姿を目の当たりにしたことがありました。その体験か
ら、障がいの子を持つお母さんの相談に乗りたいと保健師を目
指しました。保健師は病気にならないよう「予防」を助けて健
康的な生活を守る仕事です。対象者は子どもから高齢者まで住
民みんなで、母子の心身の健康を見守ったり、がん検診では大
人の健康を支えたりなど、長いスパンでケアをします。在学中
は、リハビリ施設や在宅訪問の現場も体験し、病気にならない
予防を伝える保健師という仕事の重要性を感じました。生涯
続けられるやりがいのある仕事ですが、在学中くじけそうに
なったときは、同期の仲間と支え合い、先生方に幾度となく相
談してご指導いただいたので、資格取得へ向けて乗り越えられ
ました。今の私につながる大切な4年間です。

梅本 知香さん

2 015 年卒　大阪府泉南市役所　勤務

保健師

すべての人の健康を守る保健師
障がいを持つ子の母親を支えたい

看護の現場は、命に向き合う厳しい世界です。在学中も実技試
験に合格できるよう、何度も練習しました。また、看護師とし
ての覚悟をもって患者さんの前に立つという責任、他者や自分
という人間性を尊重する理念について学べたことが、大きな糧
となりました。実績ある学科として、実習先に先輩が多く、親
身にアドバイスくださったのも心強かったです。今は実習生を
受け入れる立場ですが、実習中に成長している姿を目の当たり
にすると、看護の基盤を身につけていこうとしていると実感し
ます。看護師は、知識、観察力、対応力が重要な仕事です。でも、
それ以上に、患者さんを知ること、関心を寄せること、心で寄
り添うことが大切です。それを学んだのも本学科でした。甲南
女子大での学びがあるからこそ、今は看護師の仕事がとても楽
しいと感じています。

大山 千晴さん

2 017 年卒　神戸赤十字病院　勤務

看護師

命に向き合う覚悟をもって
患者さんの前に立つことを学びました

養護教諭になりたいと思ったのは、子どもが好きで、結婚・出
産しても一生涯自信を持って仕事をしていきたいと思ったから
です。看護師として小児科に1年勤務した後、養護教諭になり
ました。本学科は、複数の資格が取得できる環境があり、それ
を実現させるためのカリキュラムとサポート体制が大きな特徴
です。アドバイザー制度では、入学してから卒業まで、複数の
担当の先生がサポートしてくれます。私は事ある毎に話を聞い
てもらっていました。成績が思わしくないときはアドバイザー
の先生がしっかりサポート。どういう風に勉強を進めればよい
かを親身になって指導してくれました。信頼関係があることは
心の支えになります。在学中だけでなく卒業後も、相談・報告
に行くほど。悩んだときに相談したいと思える師がいる。私も
子どもたちの心身を支える先生でありたいと思っています。

井上 麻美さん

2 012 年卒
東大阪市立上小阪小学校　勤務

養護教諭

成長期の体と心の両方をケアする
頼れる場所があることの大切さを実感



サポート体制Support

学年進行とともにより多くの専門領域の教員が関わる講義
と演習が配置されたカリキュラム。1 人の教員が少人数の
学生を担当し、演習場面での手技や対象者への配慮に至る
まで、丁寧に指導します。また、看護学実習では、主に普
段から学内で関わっている教員が実習期間中に同行し、学
生が安心して学べるよう手厚くサポートします。
さらに、学生生活やキャリア支援を行う「アドバイザー制
度」のほか、実習前後には指導教員が学生個々の目標達成
を支援する「個別面談」も行っています。１年次から配置
された実習科目ごとに学生自身が立てた目標「実習後にな

りたい自分」につい
て、面談を通して共
有します。実習終了
時には目標達成度を
面談で一緒に振り返
り、次の実習への目
標を確認します。卒
業時に向けた学びを
積み重ねる中で、教
員は学生の思い描く
「なりたい自分」に近
づけるよう支えてい
きます。

一人ひとりの「なりたい自分」へ多方面から手厚くサポート

1
多くの専任教員による
少人数の指導と、
充実したサポート体制

医療現場では、多様な文化や価値観をもつ対象者と向き合
う力、関係を築き寄り添う力、多職種との連携をはかりチー
ムワークを発揮する力など看護師には豊かな対人関係を築
く力が不可欠です。実習施設で出会う患者さんやスタッフ
とよりよいコミュニケーションをとることができる対人基
礎能力を身につけるために、看護学科では独自に「マナー
講座」を開いています。正しい言葉遣い、服装のマナー、
挨拶の仕方などき
め細やかな指導で、
実習への心構えを
育てていきます。
社会に出て役立つ
実践的な力を身に
つけ「なりたい自
分」に近づく支援
をしています。

3 社会人基礎力を
身につけるマナー講座

2
本学の看護学実習では、教員が実習施設の指導者と日々
役割を調整しながらともに学生の看護の思考を助け、実
践場面での指導を行っています。実習施設には学科開設
以来、多くの卒業生が勤務しており、卒業生による実習
指導が受けられる場面も増えています。本学科が大切に
している「対象者に寄り添うこと」を実践する卒業生の姿
を目にし、その看護観に触れることで、学生自身が看護
者としての将来像を描くことができます。実習中の緊張
する場面でも卒業生のサポートを得られる環境なら、学
生は安心して自分の考えを述べたり、わからないことを
聞くことができます。
実習施設以外でも、卒業生と交流する様々な機会を設けて
います。本学では4年間をかけて卒業後の進路について
イメージし、実現していくことができるように支援してい
ます。
1年次には、様々な方面で活躍する卒業生から、進路をイ
メージした在学中の学習の進め方等について体験談を聞い
たり、卒業後の仕事の「リアル」を聞くことができる科目
「キャリアデザインⅠ」を用意しています。3年次には、
実習施設に勤務する卒業生を招いて「就職説明会」を開
催するなど、年々活動時期が早まってきている看護系業
種における就職活動をサポートする場面でも卒業生が活
躍してくれています。4 年次には、国家試験対策につい
て具体的な勉強法についてアドバイスが受けられる機会
として、保健師・助産師・看護師各々の分野で活動する卒
業生との交流会も開催しています。また、毎年開催する
Home Coming Dayでは卒業生と在校生、教員との交流
が図れます。

教員や卒業生による
きめ細やかな
キャリア支援

在学生の声

3 年生の実習でしんどくなった時、指導担当の先生
が「あなたのいいところはいつも患者さんのことを
考えて笑顔で対応できるところよ」と声をかけてく
ださり嬉しかったのを覚えています。私をよく見て
くださっているとわかり、また実習を頑張ろうと思
うことができました。

2019 年度 4年生
 木本花那さん

私は社会人経験の後に、1期生として本学科へ入学しました。
助産師となり臨床で実習生の指導をしていましたが、実践力の
ある助産師を育てたいと、母校に戻ってきました。助産師は職
人の世界です。先輩のスキルを見て盗み、自分で勉強を積むこ
とも重要です。客観的に冷静に判断し、心身がタフであること
も条件のひとつ。母と子の命を守る仕事ですので、プロとして
の覚悟は必要ですが、独立開業も可能ですし、教育現場に立つ
こともでき、ライフスタイルに応じて柔軟に継続できる仕事で
す。助産師を目指すには、国家試験受験資格が取得できる大学
などでがんばることは必須です。大変なこと、辛いこともあり
ますが、それ以上に楽しいことのある領域です。生命が誕生す
る幸せな現場に立ち会えるのも助産師ならでは。本学科は実践
力を身につけ国家試験への合格まで導く体制がある学科です。

清水 美樹さん

2 011 年卒　甲南女子大学　教員

先輩の声 Future

助産師

未来へとつながる階段をともに歩みます

助産師は誕生の瞬間に立ち会える
幸せな職人の世界です

幼い頃、自閉症の子を持つお母さんが保健師さんと話す中で元
気になる姿を目の当たりにしたことがありました。その体験か
ら、障がいの子を持つお母さんの相談に乗りたいと保健師を目
指しました。保健師は病気にならないよう「予防」を助けて健
康的な生活を守る仕事です。対象者は子どもから高齢者まで住
民みんなで、母子の心身の健康を見守ったり、がん検診では大
人の健康を支えたりなど、長いスパンでケアをします。在学中
は、リハビリ施設や在宅訪問の現場も体験し、病気にならない
予防を伝える保健師という仕事の重要性を感じました。生涯
続けられるやりがいのある仕事ですが、在学中くじけそうに
なったときは、同期の仲間と支え合い、先生方に幾度となく相
談してご指導いただいたので、資格取得へ向けて乗り越えられ
ました。今の私につながる大切な4年間です。

梅本 知香さん

2 015 年卒　大阪府泉南市役所　勤務

保健師

すべての人の健康を守る保健師
障がいを持つ子の母親を支えたい

看護の現場は、命に向き合う厳しい世界です。在学中も実技試
験に合格できるよう、何度も練習しました。また、看護師とし
ての覚悟をもって患者さんの前に立つという責任、他者や自分
という人間性を尊重する理念について学べたことが、大きな糧
となりました。実績ある学科として、実習先に先輩が多く、親
身にアドバイスくださったのも心強かったです。今は実習生を
受け入れる立場ですが、実習中に成長している姿を目の当たり
にすると、看護の基盤を身につけていこうとしていると実感し
ます。看護師は、知識、観察力、対応力が重要な仕事です。でも、
それ以上に、患者さんを知ること、関心を寄せること、心で寄
り添うことが大切です。それを学んだのも本学科でした。甲南
女子大での学びがあるからこそ、今は看護師の仕事がとても楽
しいと感じています。

大山 千晴さん

2 017 年卒　神戸赤十字病院　勤務

看護師

命に向き合う覚悟をもって
患者さんの前に立つことを学びました

養護教諭になりたいと思ったのは、子どもが好きで、結婚・出
産しても一生涯自信を持って仕事をしていきたいと思ったから
です。看護師として小児科に1年勤務した後、養護教諭になり
ました。本学科は、複数の資格が取得できる環境があり、それ
を実現させるためのカリキュラムとサポート体制が大きな特徴
です。アドバイザー制度では、入学してから卒業まで、複数の
担当の先生がサポートしてくれます。私は事ある毎に話を聞い
てもらっていました。成績が思わしくないときはアドバイザー
の先生がしっかりサポート。どういう風に勉強を進めればよい
かを親身になって指導してくれました。信頼関係があることは
心の支えになります。在学中だけでなく卒業後も、相談・報告
に行くほど。悩んだときに相談したいと思える師がいる。私も
子どもたちの心身を支える先生でありたいと思っています。

井上 麻美さん

2 012 年卒
東大阪市立上小阪小学校　勤務

養護教諭

成長期の体と心の両方をケアする
頼れる場所があることの大切さを実感



看護学科の特色ある入試制度と対策

総合型選抜
＜専　願＞

看護グローバル型選抜（専願・併願）《海外研修スカラシップ付き》のねらい

看護学科では2020年度入試より総合型選抜による学生募集が始まり
ました。出願には、事前のエントリーが必要です。詳細は「総合型
選抜（専願）ガイド 2021」でご確認ください。

基礎学力（英語）、文章解読能力及び論理的思考・表現力（小論文）及び調査書の得点を総点
として合否判定する入試制度です。合格者には看護学科海外研修及び国際看護学関連科目
に優先的に参加・履修することができます。また、海外研修を希望し、入学後所定の選考
基準を満たしている場合には、海外研修費用の全額（50万円を上限とする）を支給します。

グローバル社会に対応する看護職となるためには、学生時代から「多様な問題について興味関心を持ち、様々な情報を読み、
分析して自分なりの考えを持つこと」が求められています。グローバル社会に相応しい人材とは論理思考力を備え、日本
人としての自覚を持ち、自国語によるコミュニケーション能力が優れていることが基本となります。長文読解力と共に、
文章構成力、論理的思考力が重要であると考え、本学科では英語と小論文に絞った入試を取り入れています。
（詳細は「入試ガイド 2021」p.15 ～ 16 でご確認ください。）

小論文試験の概要 受験対策

長文読解力

新書レベルの文章理解力が必要です。内容は医療、社会、
歴史、文学等の看護学の基礎となるような幅広い分野から
出題します。

新書レベルの文章、社説等について、「疑問を持ちながら読む」こと
から始めましょう。
高校3年生までの漢字や熟語、慣用句など、基本的な日本語能力の基
礎固めをしてください。
新聞・雑誌等の特集記事から始め、できるだけ特定の問題を扱った
新書等を読み、長文に慣れることが重要です。また読みながら、内
容を鵜呑みにせず、「自分なりの考えを持つ」ようにしましょう。
一つのテーマについて、複数の著者の書籍を読み比べることも自分
の意見をもつ練習になります。読んだ内容を400から800字程度にま
とめる練習をしましょう。読解力をつける練習として、キーワード
となる語句を見つけ、それを解説する文章を書くことも有用です。
論理的思考力の採点では、長文内容を理解できているか、がキーポ
イントとなります。ただ単に自分の考えをまとめたものでは加点さ
れませんので注意してください。

1

文章構成力

長文の意味を理解し、意味内容をまとめる問題を出題しま
す。キーワードの抽出、前後脈絡の理解と共に、まとめ方
の適切性を評価します。

2

論理的思考力

長文を元に、受験生自身の考えを問う問題を出題します。
「長文読解を踏まえた論理展開」ができているかを重視し
ます。単に感想や自分の意見を述べるのではなく、他者の
考えを元に反対・賛成等の立場を明らかにしつつ、自らの
意見を論理的に展開する能力を見ます。

3

※昨年までの試験内容
・問題：長文（Ａ4 5 枚程度）
・解答：上記の項目（①～③）ごとに各 1問、計 3問を
　　　　各問 300～ 400文字にて解答

入試問題集

全学サイト
http://www.konan-wu.ac.jp/

最新情報を
配信中！

@konan-wu

入試インフォメーション
窓口業務の取り扱い日時
月曜日～金曜日　9時～17時
休業日　● 土・日・祝日・創立記念日<11月 27日 ( 金 )>
　　　　● 夏期休暇：8月 7日 ( 金 ) ～ 8月 17日 ( 月 ) まで
　　　　● 年末年始：12月 29日 (火 ) ～ 1月 5日 ( 火 ) まで

〒658-0001　神戸市東灘区森北町 6丁目 2-23
TEL 078-431-0499 ／ 078-431-7600  FAX 078-451-3680
e-mail：nyushi@konan-wu.ac.jp

お問い合わせ〔入試課〕

看護グローバル型選抜
＜専　願・併　願＞
海外研修スカラシップ付き

そっとずっと、寄り添う看護

看護リハビリテーション学部

看護学科

2021年度Nursing Department

出題傾向がわかる入試問題集は、6月に発行しています。
ご希望の方は全学サイトにてご請求ください。（送料とも無料）
入試について変更が生じる場合は
本学ホームページにてお知らせいたしますのでご確認ください。
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