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学科試験
マークシート方式《適性検査》《英語（25問）･国語（15問）･数学（15問）
･物理（15問）･化学（15問）･生物（15問）～ 50問／ 90分》〈英語〉ア
クセント・発音・空欄補充・文の並び替え、など〈国語〉漢字・慣用句・

言葉の意味を選ぶ、など〈生物〉顕微鏡・DNA・ホルモン・免疫・バイオーム・など〈数学〉
二次関数・三角比・確率、など
●先輩から一言
問題は例年とほぼ変わりませんでした。全ての教科において基礎を固め、全ての問題に目を通し、
解ける問題から解いた方が良いと思います。英語は熟語を勉強すると良いと思います。国語は言
葉の意味を選ぶ問題が難しかったです。時間配分に気をつけると良いと思います。漢字は何個か
難しいものがあります。理科は昨年から基礎になったので、少し範囲が変わり驚きました。物理
は基本問題なので１週間前から単元をしぼって勉強しました。全教科解ける状態で本番に臨んだ
ので選択の幅が広がり解きやすかったです。生物は少し難しいので、センター対策の問題集など
をやっておくと良いと思います。

面　　接
受験生１人に対して面接者２人／ 10分

〈質問内容〉志望動機・この大学を選んだ理由･他大学のオープンキャン
パスに行ったか･他大学を見た上で、なぜこの大学を選んだのか･この学

部の魅力･家から大学までどのくらいかかるか･朝早いこともあるが大丈夫か･部活動は何をやっ
ているか、どんなことを学んだか、どんな成績を残したか・修学旅行はどこに行ったか･適性検
査の出来・好きな科目･高校生活で頑張ったこと、辛かったこと、人間関係で悩んだこと･大学で
学びたいこと･将来の夢・将来どのような看護師になりたいか・これから大変だけれど大丈夫か・
最近気になるニュース、など
●先輩から一言
面接会場には時計が有りませんでした。室温は暖かく快適で、お弁当を食べました。面接者はと
ても優しく話しやすい雰囲気で、普通の会話をしているような感じだったのであまり緊張しませ
んでした。基本的なことがスラスラ話せれば大
丈夫だと思います。元気に明るく、大きな声で
話すことを心掛けて下さい。

小 論 文
実施せず

■先輩からのアドバイス
公募推薦は適性検査を重視すると聞いたので、
直前まで、全力で勉強した方が良いと思います。
基礎的な問題と慣用句、アクセントもやってお
くと良いです。問題は全て教科書を見れば分か
るレベルなので、繰り返し覚えて下さい。勉強
していない所でも知識があれば解ける問題など
あるので、諦めないで下さい。

学科試験 実施せず

面　　接 受験生１人に対して面接者３人／ 10分
〈質問内容〉志望理由・どのような看護師になりたいか、

その為に必要なことは何か・訪問看護師に必要なこと・クラスに何人の
看護志望者がいるか・どうやって気持ちを高めあっているか・医療にお
ける問題・長所・短所・医療ミスの対処法（例を挙げて）、など
●先輩から一言
小論文の試験会場で待機していました。面接者は3人とも優しかったで
す。

小 論 文 「この、ケアなるもの 外口玉子自撰集」（外口玉子著 
2014年）、「The End of Illness」（David B. Agus著 

2013年）を読み設問に答える。120分・横書き

学科試験 《英語ⅠⅡ・英語表現／ 70分》文法・長文２題・整序、
など《国語 ･数ⅠA･物理基礎・生物基礎･化学基礎

～２／合わせて100分》〈国語〉文章読解２題・漢字（知識問題）・穴埋
め問題・ことわざ、など〈生物〉バイオーム・免疫、など
●先輩から一言
英語は長文が出来るかどうかが勝負だと思います。先に問題文を読んで
長文のテーマを掴んでから読むと良いと思います。国語は敬語の問題や
エッセイなど、学校独自の癖があります。知識問題はマーク式でも難し
いので対策の必要があります。数学は日にちによってレベルが違うので
３日間受けた方が良いと思います。英語･数学はセンターの過去問も有
効だと思います。

面　　接 実施せず

小 論 文 実施せず

■先輩からのアドバイス
試験会場には驚くほどの受験生がいて緊張すると思いますが、できるだ
け平常心を心掛けて頑張って下さい。学科試験はとにかく基礎が大事で
す。英語はターゲット1500まで、長文はSVOCがしっかり判別できる
ようにしましょう。数学は白チャートと緑チャートで合格しました。基
礎が固まった後は、ひたすら問題を沢山解いて経験値を上げると良いと
思います。

学科試験 【センター試験】
《個別試験／ 90分》〈英語〉

面　　接 受験生１人に対して面接者３人／ 10分
〈質問内容〉看護の志望理由・自分の目指す看護師像・

筆記試験の出来はどうか・センター試験の出来はどうか・併願校・部活
をやっていたか、その時のエピソード・尊敬する人・自分の性格、など
●先輩から一言
控室は静かですがリラックス出来る雰囲気で、面接対策の本を読んでい
る人や大学のパンフレットを読んでいる人が多かったです。緊張を和ら
げてくれるものを持って行くと良いと思います。

小 論 文 課題文２題。横書き

●先輩から一言
赤本を何年分か解いて、納得いくまで書き直すことが大切だと思います。
新宿セミナーの講座の勉強とその復習にしっかり取り組みましょう。先
生に何度も添削してもらうことも大事です。
■先輩からのアドバイス
センターの得点率を８割まで上げることと、二次試験の対策をしっかり
することが重要です。センターの比重が高いので、様々な科目を満遍な
く勉強する必要が有ります。勉強
量が多く大変だと思いますが、最
後まで諦めること無く頑張って下
さい。

杏林大学保健学部看護学科看護学専攻

東京医科歯科大学医学部保健衛生学科看護学専攻

〔一般〕H28

〔一般／前期〕H28

〔公募推薦〕H28

〔公募推薦〕H28
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上智大学総合人間科学部看護学科

首都大学東京健康福祉学部看護学科

学科試験 《英語ⅠⅡ・英語表現／ 90分》長文読解７題・文法
問題１題、など《国語 ／ 60分》文章読解３題、な

ど《数学ⅠＡ・化学基礎・生物基礎／ 60分》
●先輩から一言
国語と生物は基本的な問題です。英語は日頃から多くの長文を読むこと
をお勧めします。忍耐強くいきましょう。

面　　接 受験生１人に対して面接者２人／５分
〈質問内容〉大学志望理由・部活・理想の看護師像・

苦手科目は何か、どのように解決したか、成果はあったか、など
●先輩から一言
きっかり５分で終わる面接でした。とにかく学科試験対策が必要です。
面接時間は短くすぐに終わってしまうので、いかに自分の良いところを
出せるかが勝負だと思います。

小 論 文 実施せず

学科試験 実施せず

面　　接
受験生１人に対して面接者３人／ 10分

〈質問内容〉志望動機・ここまでの時間･面接が始まるまで何を考えていたか･看護師の
理想像･看護師に向いている点･看護体験について、いつ体験をしたのか、なぜその時期

なのか、やる前と後で印象は変わったか･看護師以外になりたい職、それはなぜか･どのように地域医療に携わりたい
のか・高校の様子、校風について、中高一貫か･挫折をしたことはあるか、その対処法･部活について、どう学業と両立
したか・対人関係に悩んだ時はどうしたか、大変だったこと、それをどう乗り越えたのか･皆勤だが、そのために頑張っ
たこと･学校の欠席理由･オープンキャンパスはいつ参加したか･荒川キャンパスにはどのような印象を持っているか･病
棟での患者へのメンタルケアをどのように考えているか･保健師は選抜制であるが頑張れるか･自分がリーダーとなって
皆を引っ張っていく時、どのように行動しようと思うか･友人にどのような人だと思われていると思うか･自分の短所、そ
れをどのような時に実感するか･どんなことを面接では気をつけたいか、など
●先輩から一言
トイレは混雑するので、早めに済ませたほうが良いです。また、室温が高いので服装に気をつけて下さい。出願が
遅くなると長時間待たされるので気をつけて下さい。11:00 ～14:30まで待ちました。面接会場は思いのほか狭く、
面接者との距離が近かったです。面接者は３人とも女性で、そのうち２人は優しくフレンドリーな方でした。残る１人
は少し圧迫気味に感じましたが、圧迫面接とは程遠いので大丈夫です。高校について聞く人、大学について聞く人、
看護について聞く人と面接者一人ひとりに質問の役割が決められているようでした。志望理由書、面接カード、高校
で頑張ってきたこと、自分の将来像について自分の言葉で話せれば大丈夫だと思います。

小 論 文
1障害を抱えて生きる一人の男性が人口呼吸器を着けながらも自身のやりたいことや目
標、夢を追いかけ前向きな姿が描かれている課題文（毎日新聞 2015年７月28日 朝刊
余禄東京本社）を読み、以下の設問に答える　問１．心の動かない不幸とはどのよう

な状態を指すと考えるか、またそのような状態にならないためにはどうしたら良いのかについて自分の考えを述べる。
（500字）　2「礼儀作法入門」（株式会社新潮社 山口瞳著）を読み、以下の設問に答える　問１．医療者としての
立場から礼儀作法と健康について自分の考えを述べる（300字）。90分･縦書き
●先輩から一言
４月～８月までは授業の復習を欠かさず行い、試験の約１ヶ月前からは１日１本、首都大の形式で書く練習をしてい
ました。荒川キャンパスの学務課で過去問を閲覧でき、傾向を掴むこともできるので絶対見るべきだと思います。「看
護医療系時事テーマとキーワード」という本が小論文の内容を決める際にとても役立ちました。また、様々な社会
問題に興味を持ち、素直な気持ちで自分の考えを書くことが大切です。日頃から新聞やニュースには敏感になって下
さい。新聞の切り抜きも有効です。自分で書いて終わるだけでなく、先生方に頼って添削してもらうことも大事です。
小論文は数学のように手を動かし続けることが合格に
繋がります。頑張って下さい。
■先輩からのアドバイス
推薦入試を受けることで、一般に向けての勉強が疎か
になってしまう不安が有ると思います。しかし、自分の
なりたい看護師像や看護というものに対して真剣に向き
合える良い経験になります。高校生活での部活や行事、
生徒会活動で頑張ったことも面接で評価していただけ
ることが推薦の良いところです。チャンスが有るなら挑
戦すべきです。小論文と面接どちらにおいても自分の意
見や考えを自分の言葉で表現することが大切であること
を実感しました。首都大でなければならない理由を強く
持って、気持ちで負けなければ絶対に大丈夫です。

〔一般〕H28

〔公募推薦〕H28
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共立女子大学看護学部看護学科

杏林大学保健学部看護学科
看護養護教育学専攻

学科試験 実施せず

面　　接
受験生１人に対して面接者２人／５～ 10分

〈質問内容〉大学志望動機･学部志望理由･小論文の出来･計算問題は出来
たか･どんな看護師になりたいか・HR委員で努力したこと、苦労したこと、

どう解決しようとしたか・他にも四大や総合大学があるが女子大学を選んだ理由、など
●先輩から一言
受験生はいくつかの会場に振り分けられ、自分がどの会場で何番目かを言われました。前の人達
がほぼ５分おきぐらいに呼ばれ自分の面接会場に行っていたので、30分くらいしか待たされませ
んでした。会場は教室の角で、入るとすぐに荷物置場があります。私は調査書から多く質問され
たので、長所短所など私自身のことはあまり聞かれませんでした。ただ、１つの質問にかなり突っ
込まれました。優しい雰囲気なのでとても話しやすかったです。 

小 論 文
「待つことができない社会」についての課題文を読み、以下の設問に答
える　問１．「待つことができなくなった社会」の理由を筆者はどのよう
に考えているか述べる。（100字）　問２．「意のままにならないもの、～

への感受性」とあるがあなた自身、大学生活においてこうした感受性は必要だと考えるか、必要
ではないと考えるか、自分の考えを述べる。（600字）　問３．漢字問題（読み、書き、12問程度）、
計算問題（水溶液濃度、町全人口に占める高齢者の割合の計算、人口密度、平均点、比から人数
を求める、など、５問程度）。90分・横書き
●先輩から一言
まさか計算問題が出るとは思っていなかったので焦りましたが、基礎的なものだったので落ち着
いて解けば大丈夫です。例年は文章の中に漢字問題があったのですが、全く別物として出題され
ました。漢字については中学の時に使っていた３級のテキストで対策しました。90分で小論文、
漢字、計算問題を解くので時間配分を気にし
た方が良いです。小論対策が夏からだったの
でもっと早くからやっておくべきだったと反
省しました。
■先輩からのアドバイス
今までの過去問と形式が変わっていた部分が
あったので、最初はかなり焦りましたが変に
気を張らず落ち着けば大丈夫です。面接では、
１つの質問にどう努力したか、どう感じたか
など一気に質問されたので、答えているうち
に質問を忘れないようにして下さい。何事も
落ち着いて、頑張って下さい。応援しています。

学科試験 マークシート方式《適性検査》《英語（25問）･国語（15問）
･数学（15問）･物理基礎（15問）･化学基礎（15問）･生

物基礎（15問）～ 50問／ 90分》
●先輩から一言
基本問題が中心なので、基礎を固めてください。本番は思っている以上に時
間が少ないと思うので、90分ではなく70分で過去問をやっておくと落ち着け
ると思います。生物については基本的なことを正確に覚えていれば解けると
思います。

面　　接 受験生１人に対して面接者２人／ 10分
〈質問内容〉志望動機･養護教諭志望理由･適性検査の出来･

家からの距離･部活･今、努力していること･養護教諭に向いていると思うとこ
ろ･将来、養護教諭になれなかったらどうするか・看護師の資格も取るつもり
はあるか･好きな教科･苦手な教科･最後にこれだけはアピールしたいこと、な
ど
●先輩から一言
面接者はとても気さくで堅苦しくなかったです。面接者としっかりコミュニ
ケーションがとれていれば大丈夫だと思います。

小 論 文 実施せず

■先輩からのアドバイス
推薦入試の合否は適性検査の点数に影響を受けると思います。新セミなどの
大学別対策講座では、科目ごとの対
策方法を教えてもらえるので参加す
るべきだと思います。特殊な問題形
式に慣れたもの勝ちです。過去問を
沢山やって、頑張ってください。面
接の時はもちろんですが、学科試験
の時も試験官は杏林大学の先生方だ
と聞いたので、しっかりと挨拶をし
礼儀正しく行動しましょう。
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〔指定校推薦〕H28
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