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国立看護大学校看護学部看護学科

学科試験
《英語ⅠⅡ・英語表現／ 60分》知識問題・長文読解・マンガ・ことわざ、
など《国語 ／ 60分》評論３問（古典評論１問含む）・小説１問、など《数
学ⅠA ／ 60分》小問・確率・三角比・図形、など《化学基礎／ 80分》

発生・光合成のグラフ、など《生物基礎・生物／ 80分》遺伝・呼吸・遺伝子とゲノム、など
●先輩から一言
センターの過去問を使用し、時間内に解ききる練習をしました。内容はセンターで充分だと思い
ます。ただし、理科は計算が多いのですが、出題傾向はあまり変わらないので過去問をたくさん
解きましょう。例年に比べ英語の第１問の長文が短く、時間に余裕がありました。四コママンガ
は比較的点が取りやすいので最後に焦ってミスしないように気をつけてください。国語は時間が
本当に足りません。１題25分のペースで解いてください。数学は穴埋めなのでミスしないように
してください。

面　　接
受験生１人に対して面接者３人／８～ 14分

〈質問内容〉看護師になろうと思ったきっかけは何か・緊張しているか・
看護体験から何を学んだか・自分の健康の秘訣・部活動ではどのような

活動をするか・高校生活の一番の思い出・家から学校への道のり、自宅から通うのか・どんな看
護師になりたいか・（卒業後、国立成育医療研究センターに就職したいと書いたので）どうして
成育で働きたいのか・委員会ではどのような活動をしていたか・長所、短所・看護師以外の医療
従事者になることを考えているか・ストレスを解消するときに何をするか・何かを続けるコツは
何か・どのような分野に進みたいか・健康面で心配なことはあるか・今まで大きな病気にかかっ
たことはあるか、いつ頃か・高校生活で力を入れてきたことは何か・併願校は、第１志望はどこ
か・看護師になることについての親の意見、など
●先輩から一言
控室では誰も話していませんでした。面接室はA ～ Gに分かれていました。荷物は面接室には持っ
て入らず、廊下の机の上に置いておき、受験票だけを持って入室します。面接は時々笑いが出たり、
とても和やかでした。面接者の方も笑顔で頷きながら聞いて下さったので、話しやすかったです。
志望理由書や調査書を見ながら質問をしていました。１人ずつ順番に聞き、受験生が話している
間はメモを取っていたので、ずっと目が合ったままということはありませんでした。受験生が笑
顔で話せば、面接者は笑顔で聞いて下さるので、明るく笑顔で話すことを意識し、挨拶をしっか
りすることをお勧めします。どんな質問が来
ても落ち着いて、何を聞かれているのかを整
理して答えると良いと思います。

小 論 文
実施せず

■先輩からのアドバイス
試験科目が多いので苦手科目のカバーができ
るように得意なものも伸ばしておくと良いと
思います。国語はセンターと似ていると言わ
れていたのでセンター試験の問題でも練習し
ました。とにかく時間が足りないので慣れが
必要です。今年の英語は長文も短くなってい
ましが、ことわざの問題は見たことがないも
のでした。入学してからも仲間と一緒に頑張っ
たり、最先端の医療を学ぶことができる大学
だと思います。ぜひ頑張って下さい。

〔一般〕H28

面接試験会場見取り図
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東京医療保健大学医療保健学部看護学科

学科試験 《英語ⅠⅡ・英語表現／ 60分》空欄補充・脱文補充・
内容一致・長文読解２問・並び替え６問・文法・会話、

など《国語 ・数学ⅠA・（化学基礎・化学）・（生物基礎・生物）～２
／合わせて120分》〈国語〉文章読解２題（「国文学史講話の序」西田幾
多郎著、「仕事のくだらなさとの戦い」佐藤和夫著）、など〈生物〉色素・
ヒトゲノム・臓器・発酵・PCR法・目、など
●先輩から一言
英語は必修で、選択科目は２科目で120分です。問題数が多いので過去
問を何度も解いて、自分なりに解く順序を決めておくと良いです。文法
も並び替えも基本的なことを問われるので参考書を１冊仕上げました。
国語は漢字の書き取りを練習しておくと良いです。生物は昨年度より難
しくなった印象がありましたが基礎をしっかりと固めておくことが重要
だと思います。

面　　接 実施せず

小 論 文 実施せず

そ の 他 〈アンケート〉併願校・試験官・会場について、など

■先輩からのアドバイス
会場内は暖かくて丁度良かったです。トイレは混むので早めに行きま
しょう。学科試験は全体的にセンター試験と同じレベルでした。ただ生
物はかなり詳しくないと解けない問題があるので量をこなすようにして
下さい。選択科目は120分で２科目なので時間配分を決めましょう。そ
れぞれの教科で参考書を最低１冊は、しっかり仕上げて落ち着いて解け
ば大丈夫だと思います。

〔一般／前期〕H28

学科試験
実施せず

面　　接
受験生１人に対して面接者２人／ 10分

〈質問内容〉学校志望理由・看護師志望理由・理想の看護師・医療保健学部
看護学科を志望した理由・小論文はどうだったか・評定平均が高いが、ど

のように勉強してきたか・好きな教科・部活で頑張ったこと・部活動について、うまくいったとき
どうしたか、うまくいかなかったときどうしたか・部活をしていて良かったこと・大学入学後どの
ように勉強していくか・ボランティア活動は部活の一環か・ボランティアで学んだことは何か・高
校での勉強方法・他者と意見が食い違ったらどうするか、下の立場に立ったらどうするか・公募推
薦に向けて何を勉強したか・自己PR、など
●先輩から一言
控室は皆それぞれやっていることは違いました。面接者の方は２人とも女性でとても優しく、和やか
な雰囲気でした。少し難しい質問に詰まってしまった時に、「すみません」とひとこと言ったら「大丈
夫ですよ」と言って笑ってくれました。メモをとるというよりは顔を上げて話を聞いて下さいました。
基本的には質問は一般的なものなのできちんと対策しておけば大丈夫です。何度も、面接練習をすれば、
自信に繋がるので頑張って下さい。

小 論 文
1日本とフランスの合計特殊出生率の図を読み取り、以下の設問に答える　
問１．年次推移について述べる。（100字～ 130字）　問２．計算問題　
2新聞記事を読み、以下の設問に答える　問１．記事から読み取れるフラ

ンスの対策を３つ述べる　問２．グラフから読み取れる年齢別の特徴を述べる　問３．（１）フラ
ンスの対策を日本で導入することで好転する事とその理由について自分の考えを述べる。（160字～
200字）　（２）好転しない事とその理由について自分の考えを述べる。（160字～ 200字）
●先輩から一言
試験の１ヵ月くらい前から、社会などの教科書や資料集のグラフを見て、200 ～ 300字で書く練習
を１日２題行っていました。小論文は時間が勝負なので、練習の時にはきちんと時間を計っていま
した。また、現社の先生に毎回添削をお願いしました。過去問にも沢山取り組み、早く書くことや
図や表の読み取りに慣れておくことが必要です。今回は字数制限されているものもあれば、されて
いないものもありました。
■先輩からのアドバイス
当日は朝の受付が少し混みますので、早めに着く
ようにして下さい。もし雨が降っていたら折り畳
み傘の方が邪魔にならないのでお勧めです。受験
番号が早いと集合時間から小論文や面接への時
間が短いので、気持ちを切り替え集中することが
大切です。たとえ小論文で上手くいかなくても、
面接の配点も多いので諦めずに、自分の伝えたい
ことを面接で伝えられるようにすると良いと思
います。面接では部屋に入ったときに練習よりも
大きく笑顔で挨拶しました。そうした方が後々話
す時も大きな声で話せると思います。小論文も、
面接も、何度も練習をしていけば、自信を持って
本番に臨めると思います。笑顔を忘れずに頑張っ
て下さい。

学科試験 実施せず

面　　接 受験生１人に対して面接者２人／ 10分
〈質問内容〉なぜ看護師になろうと思ったのか・なぜこの大

学を志望したのか・世の中に職がたくさんあるのになぜ看護職なのか・今まで
で１番印象に残った看護師について・チーム医療における看護師の役割は何か・
助産師志望理由・勉強は今までどんな事をしたのか・勉強以外に大学に入って
やりたいことはあるか、どんな大学生活にしたいか・体力に自信はあるか・大
学を知ったきっかけ、何に参加したか・短所とそれを直すために何をしたか・オー
プンキャンパスの印象・部活で学んだことを今後どう活かしていけそうか・小
論文対策は何をしたか・小論文の出来はどうだったか・看護体験で受けた印象・
部活動について・あなたの強みは何か、など
●先輩から一言
１時間以上待ちました。試験会場で待たされます。面接会場には荷物を持って
行くので、荷物を持った状態での練習をしておくと良いと思います。面接者は
２人とも女性で交互に質問をされるので両方を見て話すように心がけました。
考えてきた答えを話すのではなく、なるべくその場で思ったことを話すように
しました。

小 論 文 救急車の有料化について　60分・横書き

●先輩から一言
ひたすらキーワードなどを調べて内容
を把握するべきだと思います。書き方
も何回も同じ問題を使って練習するべ
きだと思います。
■先輩からのアドバイス
公募に向けて良い練習になるのでAO
は積極的に受けましょう。小論文の練
習はやればやるほど力がつくので早
いうちから練習しておいた方が良いで
す。面接は笑顔を心掛けましょう。

東京医療保健大学医療保健学部看護学科

〔AO入試〕H28〔公募推薦〕H28

面接試験会場見取り図

面接者

受験生

ドア
荷物置場

面接試験会場見取り図

面接者

受験生

ドア
荷物置場



70

国立看護大学校看護学部看護学科

学科試験
《英語ⅠⅡ・英語表現／ 60分》知識問題・長文読解・マンガ・ことわざ、
など《国語 ／ 60分》評論３問（古典評論１問含む）・小説１問、など《数
学ⅠA ／ 60分》小問・確率・三角比・図形、など《化学基礎／ 80分》

発生・光合成のグラフ、など《生物基礎・生物／ 80分》遺伝・呼吸・遺伝子とゲノム、など
●先輩から一言
センターの過去問を使用し、時間内に解ききる練習をしました。内容はセンターで充分だと思い
ます。ただし、理科は計算が多いのですが、出題傾向はあまり変わらないので過去問をたくさん
解きましょう。例年に比べ英語の第１問の長文が短く、時間に余裕がありました。四コママンガ
は比較的点が取りやすいので最後に焦ってミスしないように気をつけてください。国語は時間が
本当に足りません。１題25分のペースで解いてください。数学は穴埋めなのでミスしないように
してください。

面　　接
受験生１人に対して面接者３人／８～ 14分

〈質問内容〉看護師になろうと思ったきっかけは何か・緊張しているか・
看護体験から何を学んだか・自分の健康の秘訣・部活動ではどのような

活動をするか・高校生活の一番の思い出・家から学校への道のり、自宅から通うのか・どんな看
護師になりたいか・（卒業後、国立成育医療研究センターに就職したいと書いたので）どうして
成育で働きたいのか・委員会ではどのような活動をしていたか・長所、短所・看護師以外の医療
従事者になることを考えているか・ストレスを解消するときに何をするか・何かを続けるコツは
何か・どのような分野に進みたいか・健康面で心配なことはあるか・今まで大きな病気にかかっ
たことはあるか、いつ頃か・高校生活で力を入れてきたことは何か・併願校は、第１志望はどこ
か・看護師になることについての親の意見、など
●先輩から一言
控室では誰も話していませんでした。面接室はA ～ Gに分かれていました。荷物は面接室には持っ
て入らず、廊下の机の上に置いておき、受験票だけを持って入室します。面接は時々笑いが出たり、
とても和やかでした。面接者の方も笑顔で頷きながら聞いて下さったので、話しやすかったです。
志望理由書や調査書を見ながら質問をしていました。１人ずつ順番に聞き、受験生が話している
間はメモを取っていたので、ずっと目が合ったままということはありませんでした。受験生が笑
顔で話せば、面接者は笑顔で聞いて下さるので、明るく笑顔で話すことを意識し、挨拶をしっか
りすることをお勧めします。どんな質問が来
ても落ち着いて、何を聞かれているのかを整
理して答えると良いと思います。

小 論 文
実施せず

■先輩からのアドバイス
試験科目が多いので苦手科目のカバーができ
るように得意なものも伸ばしておくと良いと
思います。国語はセンターと似ていると言わ
れていたのでセンター試験の問題でも練習し
ました。とにかく時間が足りないので慣れが
必要です。今年の英語は長文も短くなってい
ましが、ことわざの問題は見たことがないも
のでした。入学してからも仲間と一緒に頑張っ
たり、最先端の医療を学ぶことができる大学
だと思います。ぜひ頑張って下さい。

〔一般〕H28

面接試験会場見取り図

面接者

受験生

女 男 女

出入口

東京医療保健大学医療保健学部看護学科

学科試験 《英語ⅠⅡ・英語表現／ 60分》空欄補充・脱文補充・
内容一致・長文読解２問・並び替え６問・文法・会話、

など《国語 ・数学ⅠA・（化学基礎・化学）・（生物基礎・生物）～２
／合わせて120分》〈国語〉文章読解２題（「国文学史講話の序」西田幾
多郎著、「仕事のくだらなさとの戦い」佐藤和夫著）、など〈生物〉色素・
ヒトゲノム・臓器・発酵・PCR法・目、など
●先輩から一言
英語は必修で、選択科目は２科目で120分です。問題数が多いので過去
問を何度も解いて、自分なりに解く順序を決めておくと良いです。文法
も並び替えも基本的なことを問われるので参考書を１冊仕上げました。
国語は漢字の書き取りを練習しておくと良いです。生物は昨年度より難
しくなった印象がありましたが基礎をしっかりと固めておくことが重要
だと思います。

面　　接 実施せず

小 論 文 実施せず

そ の 他 〈アンケート〉併願校・試験官・会場について、など

■先輩からのアドバイス
会場内は暖かくて丁度良かったです。トイレは混むので早めに行きま
しょう。学科試験は全体的にセンター試験と同じレベルでした。ただ生
物はかなり詳しくないと解けない問題があるので量をこなすようにして
下さい。選択科目は120分で２科目なので時間配分を決めましょう。そ
れぞれの教科で参考書を最低１冊は、しっかり仕上げて落ち着いて解け
ば大丈夫だと思います。

〔一般／前期〕H28

学科試験
実施せず

面　　接
受験生１人に対して面接者２人／ 10分

〈質問内容〉学校志望理由・看護師志望理由・理想の看護師・医療保健学部
看護学科を志望した理由・小論文はどうだったか・評定平均が高いが、ど

のように勉強してきたか・好きな教科・部活で頑張ったこと・部活動について、うまくいったとき
どうしたか、うまくいかなかったときどうしたか・部活をしていて良かったこと・大学入学後どの
ように勉強していくか・ボランティア活動は部活の一環か・ボランティアで学んだことは何か・高
校での勉強方法・他者と意見が食い違ったらどうするか、下の立場に立ったらどうするか・公募推
薦に向けて何を勉強したか・自己PR、など
●先輩から一言
控室は皆それぞれやっていることは違いました。面接者の方は２人とも女性でとても優しく、和やか
な雰囲気でした。少し難しい質問に詰まってしまった時に、「すみません」とひとこと言ったら「大丈
夫ですよ」と言って笑ってくれました。メモをとるというよりは顔を上げて話を聞いて下さいました。
基本的には質問は一般的なものなのできちんと対策しておけば大丈夫です。何度も、面接練習をすれば、
自信に繋がるので頑張って下さい。

小 論 文
1日本とフランスの合計特殊出生率の図を読み取り、以下の設問に答える　
問１．年次推移について述べる。（100字～ 130字）　問２．計算問題　
2新聞記事を読み、以下の設問に答える　問１．記事から読み取れるフラ

ンスの対策を３つ述べる　問２．グラフから読み取れる年齢別の特徴を述べる　問３．（１）フラ
ンスの対策を日本で導入することで好転する事とその理由について自分の考えを述べる。（160字～
200字）　（２）好転しない事とその理由について自分の考えを述べる。（160字～ 200字）
●先輩から一言
試験の１ヵ月くらい前から、社会などの教科書や資料集のグラフを見て、200 ～ 300字で書く練習
を１日２題行っていました。小論文は時間が勝負なので、練習の時にはきちんと時間を計っていま
した。また、現社の先生に毎回添削をお願いしました。過去問にも沢山取り組み、早く書くことや
図や表の読み取りに慣れておくことが必要です。今回は字数制限されているものもあれば、されて
いないものもありました。
■先輩からのアドバイス
当日は朝の受付が少し混みますので、早めに着く
ようにして下さい。もし雨が降っていたら折り畳
み傘の方が邪魔にならないのでお勧めです。受験
番号が早いと集合時間から小論文や面接への時
間が短いので、気持ちを切り替え集中することが
大切です。たとえ小論文で上手くいかなくても、
面接の配点も多いので諦めずに、自分の伝えたい
ことを面接で伝えられるようにすると良いと思
います。面接では部屋に入ったときに練習よりも
大きく笑顔で挨拶しました。そうした方が後々話
す時も大きな声で話せると思います。小論文も、
面接も、何度も練習をしていけば、自信を持って
本番に臨めると思います。笑顔を忘れずに頑張っ
て下さい。

学科試験 実施せず

面　　接 受験生１人に対して面接者２人／ 10分
〈質問内容〉なぜ看護師になろうと思ったのか・なぜこの大

学を志望したのか・世の中に職がたくさんあるのになぜ看護職なのか・今まで
で１番印象に残った看護師について・チーム医療における看護師の役割は何か・
助産師志望理由・勉強は今までどんな事をしたのか・勉強以外に大学に入って
やりたいことはあるか、どんな大学生活にしたいか・体力に自信はあるか・大
学を知ったきっかけ、何に参加したか・短所とそれを直すために何をしたか・オー
プンキャンパスの印象・部活で学んだことを今後どう活かしていけそうか・小
論文対策は何をしたか・小論文の出来はどうだったか・看護体験で受けた印象・
部活動について・あなたの強みは何か、など
●先輩から一言
１時間以上待ちました。試験会場で待たされます。面接会場には荷物を持って
行くので、荷物を持った状態での練習をしておくと良いと思います。面接者は
２人とも女性で交互に質問をされるので両方を見て話すように心がけました。
考えてきた答えを話すのではなく、なるべくその場で思ったことを話すように
しました。

小 論 文 救急車の有料化について　60分・横書き

●先輩から一言
ひたすらキーワードなどを調べて内容
を把握するべきだと思います。書き方
も何回も同じ問題を使って練習するべ
きだと思います。
■先輩からのアドバイス
公募に向けて良い練習になるのでAO
は積極的に受けましょう。小論文の練
習はやればやるほど力がつくので早
いうちから練習しておいた方が良いで
す。面接は笑顔を心掛けましょう。

東京医療保健大学医療保健学部看護学科

〔AO入試〕H28〔公募推薦〕H28
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学科試験 実施せず

面　　接 受験生１人に対して面接者２人／ 15分
〈質問内容〉《口頭試問》〈英語〉文法・穴埋め、など〈国

語〉漢字選択、など〈数学〉計算、など〈化学〉計算（mol）、など　
基礎学力調査を先にするか、後にするか・志望動機・朝ごはんを食べて来
たか、何を食べたか・通学しやすいという理由以外で工科大を選んだ理由
はあるか・最近読んだ本はあるか・学業以外で頑張ったことは・待ってい
る間は何を考えていたか・家から大学までの時間・名前の由来・予備校は
いつから行っているか・もし一般だったら受験する科目は何か・なぜ専門
ではなく大学にしたのか・自己PR、など
●先輩から一言
15分の中に学力を問う問題も含まれています。英語は２行くらいの問題文
で答えは５択から選びます。国語の漢字は２級くらいのレベルです。数学は
計算する時間やペン、紙もあります。時間制限はありません。面接者は書
類を見ながら質問してきます。面接者の目を見て話すこと、笑顔でいること、
返事や相槌、どんな質問にも素早く返答できることが重要なので、そういっ
た練習をしっかりとしておいた方が良いと思います。また、大学のことを
しっかりとリサーチして理解しておくこともとても重要です。

小 論 文 実施せず

■先輩からのアドバイス
面接でいかに自分の言葉で意見を言
えるかがとても重要になっていると
思います。部屋に入る前に笑顔を作っ
てから入ると良いと思います。学校
などで練習する質問はあまり聞かれ
ることがなく、予想していない質問
が多かったですが素早く正直に答え
れば大丈夫です。元気よく大きな声
で笑顔を忘れずに話しましょう。頑
張って下さい。

学科試験
[公募]《総合問題／ 60分》記号の中からアンデス山脈（高原）の位置を選ぶ・オー
ストラリア・アルゼンチン・インド・リビアの雨温図を選択・ヘモグロビンの解離
曲線を見てアンデス山脈に住んでいる人は、曲線は左右どちらに動くか・肺活量・

血糖値（筆記）・16世紀のスペインの産業（選択）・16世紀のスペインで流行した感染症（選択）・スペイン
がアンデス高地を植民地にしたのはなぜか（選択）・アンデス山脈の人の体の特徴、理由・アンデス山脈に
18世紀頃スペイン人が侵略したがそこで栄えた農作業は何か、など
[指定校]実施せず
●先輩から一言
生物基礎、世界史、地理、保健体育から出題されました。常識問題もあります。学科試験のように決まっ
た勉強法が無かったので、とにかく新聞やニュースを見たり、小論文のテーマなどが書いてある本を見てい
ました。焦らずにやれば大丈夫です。主に看護・医療系のことが出題されると思いますが、何が出題される
かは当日になってみないと分からないので、看護・医療だけではなく、幅広く知識を付けることをお勧めし
ます。

面　　接
受験生１人に対して面接者３人／５分

〈質問内容〉学校の志望動機・看護師の志望動機・理想の看護師像・長所、短
所・短所をどのように改善したいか・（卒業研究で災害看護師のことを調べたと

言ったので）被災地のために何をしたか・（募金をしたと言ったので）そのお金をどのように使ってほしいか・
家から学校までそんなに近くないのにどうしてこの学校を志望したのか・災害看護とは何か・待ち時間に何
をしていたか・女性が社会で働くことについてどう考えているか・初めての場所に入ったときに周りの人とは
どのようにするか・大学に入学したら今まで支えてくれた人が身近にいなくなるが、どうしていくか・大学に
入学したら何に力を入れていきたいか、など
●先輩から一言
面接会場は２つの階に分かれていました。控室はとても静かで、自分の持ってきた面接ノートを見ている人
が多かったです。面接者の人は全員女の人で、３対１で少し怖い気もしたのですが笑顔で受け答えをしてく
れたので、安心して面接が出来ました。落ち着いて笑顔でやれば大丈夫だと思います。目配りにも気をつけ
て下さい。調査書と推薦書をもとに１人ずつ順番に質問されました。練習は多ければ多い方が良いですが、
棒読みになったりしないように気をつけて下さい。自分が用意してきた話の中から質問が展開されるので、
何を聞かれても落ち着いて答えられるようにしておいて下さい。

そ の 他
〈アンケート〉マークシート方式（合否に関係なし）・学校を知ったきっかけ・志
望順位、など

■先輩からのアドバイス
他大学とは異なり総合問題という特殊な試験があり
ます。対策するのは大変ですが、読み解く力をつける
ために看護系の小論文を解くことで自信が付くと思い
ます。一般常識の勉強も総合問題対策として役立ち
ます。来年の試験形式は予測がつかないので、色々
な問題やテーマを書く練習をした方が良いです。ま
た、新聞を読むことも大切だと思います。面接は質
問の答えに対して突っ込まれるため、そのことも考
えて準備するといいと思います。落ち着いて笑顔で
臨むと良いと思います。

学科試験 実施せず

面　　接 受験生１人に対して面接者２人／ 15分
〈質問内容〉講義について、講義を受けての感想・グラスゴーの
良い生活習慣を７つ・生活習慣病の定義とは何か・成人病から

生活習慣病へと名前が変化したが、それにより医療のどんなことが変化したか・幼少
期から看護師を目指していたのか・看護師を目指したきっかけ・たくさんある大学の
中で本学を選んだのはなぜか・他にオープンキャンパスに行った大学、専門学校・高
校生活の中で印象に残っていること・部活について・本学までの経路・高校生活で得
られたこと・部活以外の趣味・最後に何か言っておきたいことはあるか、など
●先輩から一言
とても広い教室で行いました。１人の面接者は真顔で、もう１人は笑顔でした。面接
の雰囲気はかなり和やかでした。

小 論 文 実施せず

そ の 他 〈講義／ 45分〉「生活と健康」について〈ノートまとめ／ 15分〉

■先輩からのアドバイス
今年は講義の際にとったノートは面接の時に見ることが出来なかったので、ノートま
とめの時に時間があれば講義について質
問されそうな内容を覚えておいた方が良
いです。講義の内容は事前に発表される
と思うので、あらかじめ調べておいて基
礎知識を頭に入れておいた方が良いと思
います。生活習慣病などしっかりと調べ
ていれば安心です。しっかりと予習をす
るべきです。受験への不安は誰でもあり
ます。ですがその不安に打ち勝ち、面接
などでどれほど自分をアピールするかで
決まります。自分に自信を持って、夢を
諦めず頑張って下さい。

学科試験 《英語ⅠⅡ・英語表現／ 60分》Ⅰ文章穴埋め10問・
Ⅱ会話文穴埋め５問・Ⅲ長文５問・Ⅳ整序６問・Ⅴ長

文５問・Ⅵ穴埋め８問、など《国語 ・数学ⅠA・（化学基礎・化学）・
（生物基礎・生物）～２／合わせて120分》〈国語〉「国文学史講話の序」
（西田幾多郎著）・「仕事のくだらなさとの戦い」（佐藤和夫著）、など〈数
学〉小問・二次関数・ヒストグラフなどのデータ分析、など
●先輩から一言
国語は、少し古い作品から出題していて、古文に近い作品がありました。
漢字を選ぶものが多かったです。２科目選択するときの試験では、時間
配分は自由なので得意な方を先にやっておくと焦らないと思います。最
初の問題にあまり時間をかけすぎない方が良いです。生物は教科書に書
いてある実験の内容をよく理解しておくと良いと思います。

面　　接 実施せず

小 論 文 実施せず

そ の 他 〈アンケート〉第一志望はどこか・本校をどこで知っ
たか、など

■先輩からのアドバイス
焦らず頑張って下さい。どの教科も基礎がしっかりと出来ていることが
大切です。過去問をたくさん解いて傾向になれることも大事です。試験
日が早いので生物の勉強になります。英語は問題数が多いので時間配分
に気をつけて下さい。

東京工科大学医療保健学部看護学科

東京医療保健大学東が丘・立川看護学部看護学科
臨床看護学コース・災害看護学コース

〔AO入試〕H28

〔一般〕H28

〔公募推薦〕H28

〔公募・指定校推薦〕H28
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