
駒沢女子大学
看護学部 看護学科
Komazawa Women’s  Universi ty  
Facul ty  of  Nursing Department  of  Nursing

〒206-8511 東京都稲城市坂浜238番地
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E-mail　kouhou@komajo.ac.jp

※日曜・祝日・大学の行事日・休業日を除きます。
　都合により内容の変更や中止をする場合があります。
※申込方法などについては、ホームページをご覧ください。
※オンラインでの相談も可能です。

アクセス

学校見学 最新のイベント情報や入学者選抜情報、
学校の様子などをお届けします！

■ 稲城駅下車
■ 小田急バスに乗車（約7分）
■
徒歩の場合 約25分■
駒沢学園下車

■ 新百合ヶ丘駅下車
■ 小田急バスに乗車（約20分）
■ 駒沢学園下車

■ 稲城長沼駅下車
■ スクールバスに乗車（約14分）
■ 駒沢学園下車

新百合ヶ丘

Komajo
公式SNS

新宿から約35分！

看護学部では、次のような学生を求めます。

１.建学の精神に共感できる人

２.看護に強い関心をもち、看護職として貢献する意思をもってい
る人

３.人間と社会に関心がある人

４.何事にもチャレンジする探求心をもっている人

５.他者とコミュニケーションのとれる人

６.他者と協力し、責任をもって行動できる人

７.主体的に学習を継続できる人

８.看護学を学ぶために必要な基礎学力のある人

アドミッション・ポリシー

●看護師国家試験受験資格★
●保健師国家試験受験資格[選抜制]★
●第1種衛生管理者免許◎
●養護教諭二種免許状◎

★卒業と同時に取得可能な資格
◎保健師免許取得後に申請可能な免許

ホームページ 学部ページ 資料請求

入試アドバイザーが
マンツーマンで対応いたします。
進学相談、施設見学ができます。

随時受付・要予約

リーフレットを読んで自分の
将来について書いてみよう
看護師の仕事や活躍の場などを調べて書いてみよう。

駒沢女子大学看護学部に入学した場合、
どんなことをしたいか、
学校の雰囲気を思い浮かべながら考えてみよう。

将来どのような看護師になりたいかをまとめてみよう。

高校時代に最も力を入れたことと、
それを大学でどのように活かせそうかを
まとめてみよう。

禅の精神を基に、教養と専門性を備えた看護師を育成
駒沢女子大学は道元禅師の教えを教育の根本に、正しく物事を見つ
め捉えていく「正念」と、学ぶことと実践することを一体化させる「行学
一如」を建学の精神としています。積極的に自ら考え、保健・医療・福祉
チームの一員として、地域社会に貢献できる看護実践力のある看護
師の育成を目指しています。

最新設備がそろう看護学部実習館で
看護技術を修得

1階に講義室やロッカー室、2階と3階に実習室、4階に情報処理室と
教員の研究室を設けた看護学部の専用棟で、看護師を目指す皆さん
の学びがスタートします。

少人数だからできるきめ細かなサポート
■「専門看護師」などの高度実践看護師を含む専任教員36名が指導
■ アドバイザー制を導入し、担当教員が卒業まで継続的に学生グルー
プの日常生活や学修を支援

■ 安心して臨地実習に臨めるように、学生5名に対して1名の教員
を配置

総合大学ならではの豊かな教養の修得

駒沢女子大学には、看護学部の他に多彩な学群・学部が置かれてい
ます。既設の領域において培ってきた教育研究実績をベースに、看護
学部以外の学群・学部の教員からも指導を受けることができます。看
護関連の学びに加えて、幅広い知識を身につけられます。

取得できる 免許・資格

稲城駅下車、改札を出て右手方向に進み、２番バス停より駒沢学園
行き、新百合ヶ丘駅行き、柿生駅北口行きのいずれかに乗車約７分。
※駒沢学園入口で降車されないようご注意ください。

新百合ヶ丘駅下車、改札を出て南口方面に進み、階段を降り１階バ
スターミナル５番乗場より、駒沢学園行き、稲城駅行き、稲城市立病
院行きのいずれかに乗車約20分。
※道路状況により時間がかかる場合があります。

5/28（日） 6/18（日） 7/8（土） 7/22（土） 8/5（土）
8/19（土） 9/2（土） 10/8（日） 12/9（土） 3/23（土）

2023

2024
Open 
Campus

入学定員
80名

相談会（学園祭同時開催）

稲城駅より徒歩約25分稲城駅より徒歩約25分
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豊かな感性と教養を備えた、魅力的な看護師を目指して、
日々楽しく努力し、成長していきましょう。 学部長メッセージ

カリキュラム [2023年3月現在]

看護職について

高橋 泉先生
専門領域：小児看護学

岡山県出身。循環器専門病院・大学病
院の小児病棟で4年間の臨床経験後、
看護教育に携わり現在に至る。専門は
小児看護学で、医療的ケア児に関する
研究を継続している。首都大学東京
（現：東京都立大学）大学院博士後期
課程修了。博士（看護学）。
[2023年3月現在]

①人間を全人的に捉え、ヒューマンケアを実践でき
る教養力と人間性、②他者とバランスのとれた関係
性を構築できるコミュニケーション力と社会性、③
チームの連携と協働力をもとに看護の役割と機能
を発揮できる専門力と判断力、④多様な場において
さまざまな健康レベルの人々の課題や地域の課題
に対し、根拠に基づいた創造的な看護実践ができる
技術力と実践力。
以上4項目の資質・能力をもった人材を育成します。

駒沢女子大学の看護学部では
どんな人材を育成していますか？ 4年間を通して教養を身につけ、自らの力で物事や

状況の本質を見抜く看護スキルと、自らの判断で行
動できる力を身につけてください。特に偏見を持た
ず、幅広い視野で思考でき、自分の尺度で物事を判
断せず他者にも押し付けない、また将来患者・家族
の代弁者となれるよう思いやりをもち、事実・根拠に
基づいて意見が述べられる人を目指してほしいと思
います。また建学の精神に基づいて自己を知り、自己
内省の姿勢を身につけてください。

大学で身につけてほしいことは？

多様な価値観をもった人々を理解するには、あらゆ
るジャンルの本を読み、新聞の論説やTV・ラジオの
ニュース番組にも関心をもって視聴ください。自分
と異なる見方・考え方に気づき、仮に同じ意見であっ
ても、どう同じなのかを考え、それはなぜなのかとの
問いに対する裏付け（根拠）となる本（文献）を調べ、
整理し、仲間と論じてください。自分と他者の理解に
つながり、看護学を学ぶうえでも大いに役立ちます。

高校時代にしておいた方が良いことは？ 社会では予期せぬ病気が流行り、蔓延することが
間々あります。その際求められるのは、地域で病気を
もちながら生活している人々への看護・保健指導で
きる看護師、健康な人々をより健康へと増進できる
看護師であると思います。いかなる時も冷静沈着に
対応できるよう最新の情報を正しく取捨選択し、医
学・看護の知識を活用して適切な看護技術を実践で
きる看護師が求められるでしょう。

今後求められる看護師像について

■基礎ゼミⅠ・Ⅱ
大学生として必要な知識を得る授業です

■ 基礎看護方法Ⅰ（生活行動の援助技術）
基礎的な看護技術を身につける授業です

■ 仏教学Ⅰ
人に寄り添うスキルを身につけられる授業です

■疾病と治療Ⅰ
看護を学ぶにあたり基礎となる授業です

国家公務員
共済組合連合会
九段坂病院（看護師）
高麗 きららさん
東京都私立 
日本大学第二高等学校出身
[2023年3月卒業]

大学で学ぶことの意義を勉強する授業です。授業の受け方や
ノートの取り方など大学での学修も確認できます。少人数の
グループで興味のある話題や文献をもとに資料をつくり意見
交換をします。倫理的なものの見方を養えます。

4人1組のグループになり、実演を通して基礎的な看護技術
を学びます。先生方のデモンストレーションの後、学生は患者
役と看護師役に分かれて取り組みます。難しい技術もありま
すが、メンバーと協力しながら技術力の向上を図ります。

仏教の歴史と精神を学ぶ授業です。坐禅実習では、キャンパ
ス内にある坐禅堂で実際に坐禅をすることで自分自身を見つ
め、礼儀や作法を身につけます。人間力を養い、より良い看護
の実現に生かすことができる授業です。

多くの病気について症状や原因、治療について学びます。実
際の患者さんを想定して勉強することができます。学修するこ
とが多いので、毎日コツコツと勉強することが大切です。

看護師になるには

取得できる免許・資格

●病院、診療所
●訪問看護ステーション
●介護老人保健施設、社会福祉施設
●教育機関（小・中・高校、大学など）

●官公庁、職能団体
●企業などの研究開発部門
●海外活動　　など

活躍の場

仏教学Ⅰ
仏教学Ⅱ
哲学
心理学
文学
スポーツ科学
生命倫理学
芸術論
文化人類学
社会学
生活科学
法学・日本国憲法
教育学
行動科学
人権論
言語表現法Ⅰ
言語表現法Ⅱ
英語Ⅰ
英語Ⅱ
基礎ゼミⅠ
基礎ゼミⅡ
情報処理
基礎科学
統計学
人間工学
英語Ⅲ
英語Ⅳ
スペイン語
韓国語
ドイツ語
中国語

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

教
養
教
育
科
目

人体の構造と機能Ⅰ
人体の構造と機能Ⅱ
生化学
感染防御学
医療概論
病態生理学
疾病と治療Ⅰ
栄養学
薬理学
生涯発達学
人間関係論
セクシュアリティ論
疾病と治療Ⅱ
疾病と治療Ⅲ
疾病と治療Ⅳ
疾病と治療Ⅴ
看護関係法規
臨床心理学
公衆衛生学
社会福祉学
健康教育学
疫学(保健統計Ⅰ)
疫学(保健統計Ⅱ)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

専
門
基
礎
科
目

保健師教育課程の学生のみ履修可能な科目

看護学概論
看護理論
医療安全学
基礎看護方法Ⅰ
地域・在宅看護学概論
老年看護学概論
地域ふれあい実習
基礎看護学実習Ⅰ
基礎看護方法Ⅱ
基礎看護方法Ⅲ
看護過程の基礎
母性看護学概論
小児看護学概論
成人看護学概論
成人看護学方法論Ⅰ
老年看護学方法論
精神看護学概論
地域包括ケア概論
公衆衛生看護学概論
ヘルスプロモーション活動論
老年看護学実習Ⅰ
基礎看護学実習Ⅱ
母性看護学方法論
小児看護学方法論
成人看護学方法論Ⅱ

全員履修可能な専門科目
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3

専
門
科
目

精神看護学方法論
地域・在宅看護学方法論
緩和ケア論
リハビリテーション看護論
保健医療福祉行政論
公衆衛生看護活動論Ⅰ
多職種連携論
家族看護学
看護研究Ⅰ
母性看護学実習
小児看護学実習
成人看護学実習Ⅰ（急性期）
成人看護学実習Ⅱ（慢性期）
老年看護学実習Ⅱ
精神看護学実習
地域・在宅看護学実習
救急看護学
外来看護論
看護研究Ⅱ
看護管理学
災害看護学
総合看護演習
国際看護学
看護教育学
看護学統合実習

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4

公衆衛生看護方法論
公衆衛生看護管理論

3
4

公衆衛生看護活動論Ⅱ
公衆衛生看護学実習

4
4

科目名 年次 科目名 年次 科目名 年次 科目名 年次

町田市役所（保健師）
坂本 彩乃さん
神奈川県立
座間高等学校出身
[2023年3月卒業]

高等学校
卒業

中学校卒業

看護大学4年

看護短期大学3年

看護師養成所（看護専門学校など）3年

看護師
国家試験 看護師

5年一貫看護師養成課程校

駒沢女子大学看護学部で取得できる免許・資格
●看護師国家試験受験資格
疾病や障害をもつ人に対する療養上の世話や、医師の指示
の下で診療の補助を行うための国家資格です。

●保健師国家試験受験資格［選抜制］
保健師の名称を用いて、保健指導に従するための国家資格
です。家庭訪問など個人に対する健康相談や保健指導、地
域や企業のなかで行う健康指導や管理が含まれます。

保健師免許取得後に申請可能な免許
●第一種衛生管理者免許
労働者の健康を考慮した作業環境管理や健康管理にあた
る国家資格です。

●養護教諭二種免許状
学校の保健室に勤務し、児童や生徒のケガや病気の対応、
保健教育、保健管理を行います。

キャリアアップ

実務経験5年以上で、そのうち3年は専門看護分野または認定看護分野の看護経験をもつ人が
それぞれ定められた教育を受け、審査に合格することで認定されます。

保健師国家試験受験資格取得へ向けて進学

助産師国家試験受験資格取得へ向けて進学

大学院へ進学

専門看護師 がん看護、精神看護、地域看護、小児看護など13分野

認定看護師 救急看護、皮膚・排泄ケア、感染管理など21分野

看護師免許取得 看護師・保健師免許取得

看護師
として就職

保健師
として就職

先輩による授業紹介
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【就職先：看護師採用】JA神奈川県厚生連相模原協同病院 / 聖マリアンナ医科大学病院 / 川崎市立多摩病院 / 稲城市立病院 / 東京女子医科大学病院 / 
国家公務員共済組合連合会立川病院 / 麻生総合病院 / 東京警察病院 / 座間総合病院 / 海老名総合病院 / 神奈川県警友会けいゆう病院 /こころのホ
スピタル町田 / 鶴が丘ガーデンホスピタル / 聖路加国際病院 / 慶應義塾大学病院 / 北里大学病院 / 東邦大学医療センター大森病院 / 東邦大学医療
センター大橋病院 /東京医科歯科大学病院 / 昭和大学横浜市北部病院 / 昭和大学江東豊洲病院 / 杏林大学医学部付属病院 / 国立病院機構東京医療
センター / 国立病院機構災害医療センター / 国立病院機構横浜医療センター / 東京都健康長寿医療センター / 東京都立小児総合医療
センター / 横浜市立市民病院 / 厚木市立病院 / 日野市立病院 / 藤枝市立総合病院 / 国家公務員共済組合連合会九段坂病院 / 国家公
務員共済組合連合会横須賀共済病院 / 公立学校共済組合関東中央病院 / 済生会中央病院 / 日本赤十字社武蔵野赤十字病院など
【就職先：保健師採用】神奈川県庁 / 町田市役所 / 平塚市役所 / 八潮市役所
【進学先】湘南医療大学専攻科（公衆衛生看護学専攻・助産学専攻）/ 桐生大学別科（助産専攻）/ 埼玉医科大学短期大学専攻科（母子看
護学専攻）/ 日本赤十字社助産師学校/ 母子保健研修センター助産師学校 / 北海道教育大学養護教諭特別別科 

訪問看護ステーション
（14施設）

行政機関（8施設）

地域包括支援センター（5施設）

学校（4施設）

企業（2施設）

高度な知識と、
実践的な技術を学びます
実際の医療現場で導入されている設備で演習を繰り返し行います。

地域と連携した実習先で、
実践力を高めます
病院、福祉施設、企業などさまざまな実習先と提携しています。

実習室2 実習室3

講義室

実習室1

ロッカールーム 情報処理室

パウダールーム 図書館 学生食堂

進路総合センター、学修支援
センターなどでは、右記のサ
ポートを実施しています。

国家試験対策は、右記の指
導を行っています。

進路、就職・国家試験対策

病院
（31施設）

麻生総合病院／生田病院／稲城市立病院／稲城台病院／医療生協さいたま生活協同組合 埼玉協同病院／ NTT 東日本関東病院／川
崎市立多摩病院／神奈川県警友会 けいゆう病院／神山復生病院／小金井リハビリテーション病院／国立駿河療養所／こころのホスピ
タル町田／国家公務員共済組合連合会立川病院／済生会神奈川県病院／済生会東神奈川リハビリテーション病院／斎藤病院／榊原記
念病院／相模原協同病院／座間総合病院／昭和大学附属江東豊洲病院／昭和大学附属烏山病院／昭和大学附属横浜市北部病院／新
百合ヶ丘総合病院／聖マリアンナ医科大学病院／鶴が丘ガーデンホスピタル／東京警察病院／東京女子医科大学病院／日本医科大学
多摩永山病院／町田市民病院／大和市立病院／横浜新都市脳神経外科病院

あすか訪問看護ステーション鶴川／稲城訪問看護ステーションほほえみ／稲城わかば訪問看護ステーション／ヴィラージュ虹ヶ丘訪問看
護ステーション／江田訪問看護ステーション／きらら訪問看護ステーション／スターク訪問看護ステーション目黒／たんぽぽ訪問看護国
領／のぞみ訪問看護リハビリテーションチーム登戸／ Five Star 訪問看護・栄養管理 Station ／訪問看護ステーション旭／訪問看護ス
テーションゆらりん／訪問看護リハビリステーションラフ／南町田訪問看護ステーションペンギン

助産院（1施設） みやした助産院

稲城市社会福祉協議会／稲城市保健センター／稲城市役所（総合体育館、図書館、文化センター、児童館、学童クラブなど関連施設を含
む）／多摩市立健康センター／東京都南多摩保健所／八王子市保健所／八王子市南大沢保健福祉センター／日野市生活・保健センター

稲城市地域包括支援センター エレガントもむら／稲城市地域包括支援センター こうようだい／稲城市地域包括支援センター ひらお／
稲城市地域包括支援センター やのくち／日野市地域包括支援センター せせらぎ

駒沢学園女子中学校・高等学校／駒澤大学高等学校／世田谷学園中学校・高等学校／多摩大学附属聖ヶ丘中学高等学校

藤沢タクシー株式会社／富士通株式会社

■実習先（例）

稲城市立病院 相模原協同病院 新百合ヶ丘総合病院 聖マリアンナ医科大学病院

高齢者福祉施設など（7施設） 介護老人保健施設 グリーンヒルズ相模原／介護老人保健施設 三鷹ロイヤルの丘／特別養護老人ホーム いなぎ苑／特別養護老人ホーム 多摩
川の里／特別養護老人ホーム 白楽荘／特別養護老人ホーム ひまわりの郷／特別養護老人ホーム 美郷

就労継続支援事業所（1施設）

稲城市立第五保育園／大丸ゆうし保育園／川崎市立白山保育園／重症児・者福祉医療施設ソレイユ川崎／中島ゆうし保育園／本郷ゆ
うし保育園／もみの木保育園長峰／もみの木保育園若葉台

保育所・障害児施設（8施設）

就労継続支援（B型）事業所 ストライドクラブ

進路、就職 国家試験対策

●インターンシップ・職場訪問
●学内病院就職説明会
●面接・小論文対策
●進路・就職ガイダンス
●キャリア支援講座
●進路支援プログラム
（就職セミナー、集中講座、ビジネスマナー、
資格講座、自己分析、履歴書添削）

●個別相談　　　　　  など

●国家試験ガイダンス
●実習で知識の整理・統合
●受験指導のプロによる講義
●国家試験模擬試験
●対策講座、テストの実施
●個別指導
●学習会
●過去問指導、必修問題対策トレーニング
●国家試験対策補講
（東京アカデミー4日間、学内補講30コマ等）
●個別面接指導　　　　  など
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主な就職内定・進学先状況（2023年3月卒業生）

第1回卒業生に引き続き第2回卒業生も全員合格！
・第112回看護師国家試験（2023年2月）73名合格
・第109回保健師国家試験（2023年2月）9名合格

看護師国家試験
2年連続

合格率100％

就職率
100%

増田 雅さん
聖マリアンナ医科大学病院（看護師）
看護学科2022年卒業
埼玉県私立
浦和学院高等学校出身

成長を実感し、看護師のやりがいを感じる毎日
現在、大学病院で整形外科の看護師として働いています。入局した当初は、交替制の生活に慣れるのが大変で
したが、日々の看護を通して対応できる技術などが増えていくと患者様と関わる機会が増え、責任感を感じる
と同時に達成感、そして自身の成長を実感するようになりました。患者様が回復していく姿や感謝の言葉に、看
護師になったやりがいを感じ、さらに研鑽を積みより良い看護を追求したいと思っています。

看護師像を見つけられた本学の環境
私たち2022年度卒業生は、本学看護学科の1期生です。先輩から話をうかがえない中での志望校選択でした
が、当時まだ具体的な看護師像を描けていなかった私は、特に複数の現場で行う臨地実習に惹かれて入学を
決めました。実際、学内には看護領域別に3つの実習室があり、対象別の援助をしっかり学んだうえで実習に
臨むことができました。自信をもって各施設での実習ができたことは、自分の将来を描き、現在の職場に出会う
機会につながりました。

親身な体制を頼りに、夢を現実に
まだ理想の看護師像を描けないという方も、何かあればすぐに相談できる本学の環境下で、存分に学びたくさ
ん模索することをおすすめします。先生方も、進路総合センターの職員の方も、学習面、進路面、そしてメンタル
面とあらゆる方向からサポートしてくださいます。私たち1期生全員が看護師国家試験に合格し、今それぞれ
の場所で活躍できているのも、本学の環境のおかげだと思います。皆さんも全力で頑張れる本学の環境で、夢
の看護師への一歩を踏み出してください。

卒 業 生

メ ッ セ ージ
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社会医療法人至仁会圏央所沢病院（看護師）
安岡 杏音さん
東京都立
石神井高等学校出身
[2023年3月卒業]

社会医療法人至仁会圏央所沢病院（看護師）
安岡 杏音
東京都立
石神井高等学校出身
[2023年3月卒業]

新設まもない看護学部の2期生とし
て学部の文化づくりに貢献したいと
思い志望しました。入学時はまだ看
護師国家試験の合格実績が出てい
なかったため不安はありましたが、
入学してみると先生方の手厚いサ
ポートやいつでも相談できる環境が
あり安心して学べました。

駒沢女子大学の看護学部を
選んだ理由は？

最新の実習設備が揃っていて、臨地実習も
安心して臨めました。

文化祭の出し物では学内最優秀賞を
受賞！高校時代の大事な思い出です。
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Q&A 皆さんの疑問や不安にお答えします。

Q3　看護系大学の特色は？
①一般教養科目を学ぶため、幅広い分野の知識が身につきます。
②看護学など医療の知識を体系づけて学修するため思考力や
判断能力が養われるといった特色があります。また、③保健師、
助産師の受験資格を得られる大学もあります。もし、進学先に
悩んだ時は、進学の目的、今後の目標を再確認しましょう。オー
プンキャンパスで雰囲気を知ることも大事です。学校選びで大事
なのは、その学校で自分自身が成長できそうかどうかです。

Q4

志望理由書では、しっかり自分と向き合い、看護師を目指す動機
や目指す看護師像、本学を志望する理由を明確に書きましょう。
自分の気持ちを整理して、丁寧に想いを書いて伝えましょう。
面接スタイルは個別面接です。面接では、自分の考えを自分の
言葉で答えられるように準備しましょう。言葉遣いや態度、身だ
しなみも意識しておきましょう。

Q2

附属病院がある大学に入学すると、そこが基本的に実習先にな
ります。卒業生も多く働いているため、丁寧な指導を受けられま
す。一方、附属病院をもたない大学では、地域に密着した総合
病院や設置主体の異なる施設などの幅広い医療現場で実習を
行うことができます。

Q1　 文系でも授業についていけますか？
大切なのは、毎日コツコツ勉強することです！ 文系でも問題あ
りませんが、入学までに理数系科目を勉強しておきましょう。学
校推薦型選抜での入学予定者には「入学前プログラム」も用意
しています。入学後も選択科目で基礎科学があります。文系出身
の方は、特に受講をおすすめします。

学校推薦型選抜や一般選抜の
志望理由書と面接のポイントは？

駒沢女子大学の支援制度 安心して学べる環境が整っています。

授業録画
授業の復習や欠席時の補習を目的として、
授業をMeetで録画し、一定期間Classroom
で公開しています。本学の学生であれば、い
つでも、どこでも自由に授業録画を閲覧する
ことができます。自作の教科書と併用するこ
とで学修効率も高まります。
※ Meet・Classroomは、Googleのアプリケーションです。

初めての一人暮らしでも
毎日安心
「ラポール百合ヶ丘」は駒沢女子大学の学生
だけが入居できる専用の寮です。寮長が常駐
しているので初めての一人暮らしでも安心
です。また、学内にはいつでも利用できる「学
生支援課」「保健室」「学生相談室」があり、
日々の生活と心身の健康をサポートします。

一人ではない就活で
夢をカタチに
「進路総合センター」では学生一人ひとり
と向き合い、適性や希望に沿った指導を
行っています。就職活動のための授業や
講座も入学後の早い段階から用意されて
おり、駒沢女子大学だからできる手厚い
サポートで安心して就職活動に臨めます。

学力アップや
資格・検定取得サポート
「学修支援センター」では、就職試験を意
識した「就職試験（SPI）対策セミナー」や、
公務員試験対策のセミナー、基礎学力向
上を目的とした国語・数学・英語・社会およ
び文章表現などの個別指導や資格・検定
取得のための対策講座を実施しています。

がんばりを支える
独自の奨学金制度
駒沢女子大学では独自の奨学金制度を
各種用意しています。

Q1 Q2

Q3 Q4

一番頑張ったのは領域別実習です。実習に全力で集中できた理由
は、1年次のうちから何事も計画的に準備する習慣を定着させてき
たからです。課題も国家試験対策
も早目に取り組んでいたので、
実習期間中でもその日のうち
に就寝でき、毎日元気に実習
へ臨むことができました。

大学生活で頑張っていたことは？

高校時代に
しておくべきことといえば？

手術室看護師への憧れがありますが、まずは自身の得
意分野を見つけ、そのうえでスペシャリストや教員など
幅広く可能性を探りたいと考えています。
今、主体的にキャリアプランを描ける理由は、ここでク
ラスメイトたちと出会い、助け合いながら成長し、自信
をもって実習や国家試験を乗り越えられたからです。本
学には優しい人柄の学生が多く集まり、先生方も温か
いです。私にとっては“大変さより楽しさが勝つ”、そん
な4年間でした。皆さんにも同じ感覚を味わってほしい
と思います。

病院主催の看護体験への参加をおすすめします。病
棟で働く看護師や入院患者さんへの具体的なイメージ
が生まれ、理想の看護師像を描けたり、勉強のやる

気につながったりします。
勉強面では、国家試験
対策にもなる生物基
礎を復習しておくと
良いと思います。

将来の夢や目標は？
看護職を目指す読者の方へ
メッセージをお願いします。

駒沢女子大学教科書シリーズ
2003年度より担当教員オリジナルの教
科書を配付しています。授業内容に完全
対応した“自作の教科書”は学びの理解
を深めるとともに、学修意欲の向上にも
つながっています。当初、8つの教科書か
ら始まった本シリーズ。現在、100冊を超
えるまでに増加しました。

スカラシップ制度（新入生対象）

在学生スカラシップ制度
募集時期 採用人数（全課程） 減免金額 減免期間

公募
しない

年間授業料の
半額 1年間

学校法人駒澤学園奨学金
募集時期 採用人数（全課程） 給付金額 給付期間

9月 26名程度 年間授業料の
半額以内の額 1年間

一般選抜A日程の合格者の中から成績優秀者
には授業料免除の特典が与えられます。

原則として入
学定員の5%
を上限とする

※2年次以上の学生が対象です。

※制度の見直しにより内容が変更する場合があります。

附属病院がある医療系大学と、
附属病院をもたない看護系大学の違いは？

国家試験直前には
実際の試験時間に
沿って自習をして、
試験当日に長時間
集中する練習もし
ていました。

看護学部のこと、お答えします!!
学生メッセージ

4年間のステップ

1day Schedule（1年次後期）

時間割（1年次後期）

イラストと色分けを多用して、映像として
記憶できるノートづくりをしていました。

確実に単位が取れるように課題やテストに力を入れまし
た。看護技術も放課後や早朝に練習していました。 1年次

コロナ禍で授業も実習もオンライン中心でしたが、看護師
になる夢を叶えるためにがんばりました。 2年次

専門科目が増えて課題やテストが大変でした。徹底した
スケジューリングで効率的に進めていました。 3年次

課題やテスト、就職活動、卒業研究、そして実習期間後は
国家試験対策委員も務め、多忙を極めた1年でした。「絶
対、看護師になる」という強い思いで取り組みました。  

4年次

新生活に慣れること、職場の環境に慣れることからゆっく
り始めたいと思います。健康第一で新社会人生活をがん
ばります！  

Next
Step

● 8:30 登校
● 9:00 1限　老年看護学概論
● 10:30 2限　セクシュアリティ論 
● 12:10 昼休み 
● 13:00 3～4限　疾病と治療Ⅰ  
● 17:30 自習またはアルバイトの後、帰宅

1限目
月 火 水 木 金

2限目

3限目

4限目

5限目

仏教学Ⅱ 英語Ⅱ 薬理学 老年看護学
概論 人間工学

統計学 看護理論 セクシュア
リティ論 行動科学

文化人類学 医療安全学 生命倫理学

栄養学 人間関係論 基礎ゼミⅠ

基礎看護
方法Ⅰ

人体の構造と
機能Ⅱ 疾病と

治療Ⅰ

寮費
46,800円（食事別）/1か月
64,200円（食事込）/1か月
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