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看
護
大
学

学科試験
[公募]《国語 ／ 60分》自然災害と雨量（グラフ有り）・昆虫について・
文化について（哲学）、など
[指定校]実施せず

●先輩から一言
時間との戦いです。苦手な分野に時間をどれだけ費やせるかです。とにかく独特なので過去問を
解いて分からない所はすぐ先生に聞いて教えてもらった方が良いと思います。何年分も解くこと
も大切ですが、スランプに入りかけたらすぐに昔解いた問題を解き直した方が良いと思います。

面　　接
〔集団討論〕 受験生７人に対して面接者３人／ 20分
〈テーマ〉「つなぐ・つながる」、など
〔個人面接〕受験生１人に対して面接者３人／５分

〈質問内容〉集団討論はどうだったか・志望動機・（集団討論で意見が参考になったと言ったので）
誰が参考になったのか・集団討論で自分なりに意見はきちんと言えたか、（言い切れなかったと
言ったので）言い切れなかった意見・助産師を目指しているということだが、なぜ４年制ではな
く６年制である本学なのか、小学校１年生の時に読んだ新生児の誕生までの本の具体的な内容、
またそこからずっと助産師を目指しているのか・（志望理由書に、小児科看護師志望と書いたため）
小児科の看護師にはどんな人がいると思うか、小児科の看護師の特徴・（集団討論の際、地域の
運動会に参加した事を話に経験として出したため）地域の運動会には自主的に参加したのか・意
見を言うのが後の方ばかりだったのはなぜか、など
●先輩から一言
学科試験が終わった後に面接ガイダンスがあり、注意事項がいくつか言われる。メモを取った方
が良いと思います。休憩時間に食べている人は少ないですが、一口で食べられる物を持って行っ
た方が良いです。面接では係の人が扉を開けてくれて、受験番号や名前などは言わなくて良いと
伝えられます。また質問内容は会話を楽しむような雰囲気で笑いもありました。リラックスでき
ますが、気を緩ませすぎず応答した方が良いと思います。集団討論は最初と最後に挨拶をするこ
とで討論しやすくなります。特に独特な意見を言おうとせず、自分の考えを経験を交えて言うと
良いです。聞き手の立場はすごく見られています。ほどよい笑顔はとても大切だと思います。１
度は必ず新セミの練習に行った方が落ち着いてできます。面接者から言われたことはきちんと
守って下さい。学校の昼休みに友人と話をしているような和気合々とした雰囲気でした。

小 論 文
実施せず

■先輩からのアドバイス
討論、面接は何のテーマが来るか、何が聞かれ
るか分からない不安はあると思います。しかし
一番大切なのは、何度も色々なお題、質問につ
いて一生懸命考えて、聞いて、発言するという
練習を繰り返しすることだと思います。私は特
に集団討論の練習を新セミだけではなく、自主
的に仲間で集まって数え切れないほどやりまし
た。一番の合格の鍵は集団討論だと私は思いま
す。沢山練習して自信を持って挑めば合格でき
ます。

学科試験 実施せず

面　　接 受験生１人に対して面接者３人／ 15分
〈質問内容〉１分間スピーチ・選挙権が18歳に引き下げられることにつ
いてどう思うか・看護師を志望したきっかけ・小さい頃の通院について・

東邦大学の良さ・他大学と比べて東邦に決めた理由・人の前に立つのが好きか、ねたまれたり悪
口を言われたりしないか・嫌いな人、苦手な人・周りにどんな人だと思われているか・高校生活
で一番頑張ったこと・看護をする上でどのようなことに気をつけたいか・本校には高校の先輩が
たくさんいるが先輩から何か聞いていることはあるか・看護は生物や化学、数学といった理系の
科目が多いが、これらに対してどのように勉強しているか・地域包括ケアについて、何で知った
か、そういう情報はどこで得るのか・最近読んだ本、など
●先輩から一言
小論文を書く会場がそのまま控室になります。受験番号の若い順に数人まとめて移動します。面
接会場は第６までありました。面接者は全員女性でした。話す内容の流れがきちんとしていれば、
笑顔で頷いてくれました。質問するときも笑顔だったのでひるむことなく答えられました。たま
に予想外なことも聞かれますが、その場で少し考える時間はあると思います。質問の種類によっ
て担当を分けていました。面接者の目を見て話せれば大丈夫だと思います。調査書、志望理由書
からどんな質問がくるか予想しておくと良いと思います。

小 論 文 鷲田清一の課題文を読み、以下の設問に答える　問１．抜き出し（15字）　
問２．抜き出し（30字）　問３．抜き出し（90字）　問４．抜き出し（40
字）　問５．自分の意見（400字）　60分・横書き

●先輩から一言
例年より各問の字数が多かったです。現代文の記述がある問題集を解くことが有効だと思います。
毎年あった100字程度の要約がなかったので、
時間にゆとりはありました。現代文の記述の練
習をするべきだと思います。文章自体は思った
より難しくないのでよく読んで内容を理解して
いけば大丈夫です。問題から読んで、時間配分
を考えてからやると効果的かもしれません。
■先輩からのアドバイス
先生からの志望理由書や小論文の書き方のアド
バイスが役に立ったと思います。先生には志望
理由書の内容から面接の際、どんな質問が予
想されるかを教えてもらいました。面接は出願
順なので早めの出願をお勧めします。ニュース
や新聞で大きく取り上げられたことが１分間ス
ピーチの題になったので、日頃から気をつけて
おいた方が良いと思います。

学科試験 実施せず

面　　接 〔集団討論〕受験生６人に対して面接者７～８人／ 30
分

〈テーマ〉過程と結果どちらが大切か、など
〔個人面接〕受験生１人に対して面接者７～８人／ 10分
〈質問内容〉志望動機・なぜ看護師になりたいか・どんな看護師になり
たいか・支部について知っていること・成田赤十字病院について知って
いること・看護師になると自分が言った時の友達の反応・友達に看護師
は向いていると言われるか・ボランティアは何をしたか、ボランティア
を通してどう思ったか・献血はどうだったか、など
●先輩から一言
集団討論と同じ場所で同じ面接者の人でした。集団討論は司会者をする
人もいる場合があるので、その場に合ったように発言すべきだと思いま
す。面接者は途中で何も言いません。うなずいて聞くことは大切です。
面接者の方は笑顔で見ている人もいれば怖そうな人もいました。

小 論 文 「自分の考える理想の看護師像」について自分の考え
を述べる。800字・30分・縦書き

●先輩から一言
小論文は書き慣れるしかないで
す。広く使えるテーマにすると良
いです。

学科試験
《一般常識》〈英語〉会話文10題、など〈国語〉漢字（読み）・四字熟語・
ことわざ・外国文学、など〈数学〉扇形の面積・小数点の計算・ルート
の計算・距離・縮尺・食塩水・方程式・図形・確率、など〈化学〉メタ

ンの燃焼・モル計算、など〈生物〉だ液と水の実験・DNAとRNA・光合成・月について、など〈社
会〉歴史正誤問題・法律について・時事問題、など
●先輩から一言
範囲がとても広いので、書店などで売っている一般常識の問題集や高校の教科書などもやるのが
良いと思います。中学受験の時のような問題が多いです。時間配分に気をつけて下さい。選択問
題と記述問題の両方ありました。

面　　接
受験生１人に対して面接者３人／ 15分

〈質問内容〉大学志望理由・高校のPR・どのように学校行事に参加したか・
問題が起きた時、どのように解決しようとするか・本学は好きか・どん

な看護師になりたいか・自分が看護職に向いている点、改善した方が良い点・部活について・グ
ループ内での自分の立ち位置・苦手な科目・ボランティアについて・１分間スピーチ「英語の紙
辞書と電子辞書、どちらを利用するか」、など
●先輩から一言
面接者はとても気さくで堅苦しくなく、しっかり話をうなずきながら聞いてくれてとても話しや
すい雰囲気でした。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。
予想外の質問も多くありました。提出した書類に関して深く聞かれるので対策しておいた方が良
いと思います。面接は出願順でした。

小 論 文
問１．「いのちを食べること」についての課題文を読み、著者の意見につ
いて自分の考えを述べる（400字）　問２．その他課題文に関する問題３
題　60分・横書き

●先輩から一言
現代文の問題が多かったので、対策をしっかりしておいた方が良いです。小論文は問題数も少し
多めなので、課題文に関する問題を早めに解き、小論文の記述になるべく時間が使えるように配
分を気をつけた方が良いです。早く解けるよう小論文を書く上での引き出しを増やしておきま
しょう。また、読み直しの時間を残しておき、誤字脱字のチェックも欠かさないようにすると良
いです。
■先輩からのアドバイス
志望理由書、活動報告書は抜け目のないよう
に作成した方が良いと思います。大学側に自
分をアピールする上で、看護体験やボランティ
アをどちらか１つやっただけだと足りないと
思います。それらを複数やるなど、他の人に
ないものがあることがポイントです。一般常
識の対策もしっかりした方が良いと思います。
面接では臨機応変に回答できると良いと思い
ます。自分が入りたいという気持ちを笑顔で
伝えることが大切だと思います。小論文は時
間を気にしてやった方が良いです。緊張しす
ぎず笑顔で頑張って下さい。

日本赤十字看護大学看護学部看護学科

東邦大学看護学部看護学科

〔支部長推薦〕H28

〔AO入試〕H28

〔公募・指定校推薦〕H28

〔公募推薦〕H28
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日本赤十字看護大学看護学部看護学科

学科試験 《英語ⅠⅡ／ 60分》長文３題・空所補充・下線部内容一致・内容一致、
など《国語 （二次試験）／ 80分》長文３題・正誤問（８択）、な
ど《数学ⅠＡ・化学基礎・生物基礎～１／ 60分》〈生物基礎〉バイオー

ム・ホルモン、など
●先輩から一言
英語は単語などの基礎部分をしっかり固めておいた方が良いです。生物は新セミで応用と
してやったものも出てきたので復習をオススメします。また、細かいところまで聞かれる
ので詰めの部分を丁寧にして下さい。全体的に特殊な出題形式なので過去問をたくさん解
いた方が良いと思います。

面　　接 〔集団討論〕受験生６～７人に対して面接者３人／ 20分
〈テーマ〉プライド、など
〔個人面接〕受験生１人に対して面接者３人／６分

〈質問内容〉専門ではなく大学である理由・学校志望理由・経歴（高校卒業後から、時間が
経っていたので）・集団討論はどうだったか、緊張したか・今まで、集団討論した事はある
か・１年次の欠席日数が多いのはどうしてか・調査書を見て、課外学習にボランティアと
あるが何をしたか・ウィークポイント・高校時代印象に残っていること・一番印象に残っ
ている意見・プライドに邪魔をされた経験はあるか・留学について、海外研修に行って良かっ
たと思ったこと・言い残したことはあるか、など
●先輩から一言
討論をしている最中に面接者の１人が周りを歩いています。緊張すると思いますが笑顔の
方が周りの人も自分も多少は気持ちが落ち着くかと思います。正論や進行についてはあま
り気にする必要は有りません。新セミで集団討論の練習をしてくれるので積極的に参加し
て、アドバイスをもらうと良いと思います。集団討論後は再び廊下の椅子に座り、受験番
号が早い人から呼ばれます。廊下で荷物を
置く場所を言われますので、それを忘れず
に覚えておきましょう。

小 論 文 実施せず

そ の 他 〈アンケート〉併願
校・志望順位（任意）、
など

■先輩からのアドバイス
集団討論は新セミで練習したかいがありま
した。私は英語が自信がなかったのですが
選択科目で補えたと思います。自信を持っ
て落ち着いて下さい。

面接試験会場見取り図
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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〉看護師の志望理由と大学の志望理由・看護師

を志望する前は、何を志望していたのか・友達は自分が看護師になること
について何と言っているか・自分が入学することの大学にとっての利点は
何か・家族は看護師になることについて何と言ってくれているか・入学後に
取り組みたいこと・時間があったらやることは何か・エントリーシートに「心
理学を深く学びたい」とあるが、詳しい内容・コミュニケーションが大事
だと思った実体験・部活で衝突した時、どのように乗り越えたか・私達に
何か質問はあるか・最後にどうしても言いたいこと、など
●先輩から一言
受験番号順だと思っていたら、来た順でした。早めに行ったので早く受験
でき、周りを気にせず面接できました。控室はかなり広く、後ろに座って
全体を見渡すより、前の方に座って自分のことだけ考えることをお勧めし
ます。雰囲気はとても良いですが、笑顔でちょっとびっくりする事を聞か
れるかもしれませんが、焦ることなく、噛んでも構わないので自分の言い
たい事をしっかり伝えるようにして下さい。エントリーシートと調査書を
中心に聞かれるので、把握しておいた方が良いです。もしできることなら
調査書の先生が書いてくれている部分も見ておき、話を考えておくと答え
やすくなると思います。

小 論 文 実施せず

■先輩からのアドバイス
面接者の方はとても笑顔で優しく、
前半は緊張でガチガチでしたが後半
は落ち着いて話すことが出来ました。
無理に知らない言葉や知識を言うの
ではなく、知っていることを短く熱
心に伝えることが大切だと思います。
退出の際、「元気でいいですね。」と
言われたので、明るく元気にいけば
大丈夫だと思います。

学科試験
マークシート方式《英語／ 60分》会話文10問・文法・イディオム９問・
並び替え10問・長文２題８問、など《数学ⅠＡ・国語 ～１／ 60分》〈国
語／ 60分〉漢字問題・長文読解２問、など〈数学〉小問・確率、など

●先輩から一言
英語の並び替えがセンターと違うので過去問で慣れて下さい。英国数の順だったので数学に自信
がある方は国語を受けないことでその時間勉強をすることが出来ます。Mスカラ入試の過去問は
公開されていませんが、全学部入試、個別入試と構成は同じでした。１次試験対策としては赤本
を解くことをお勧めします。今年の数学は易しめでしたが、英語は難しかったです。受験会場は
武蔵野キャンパスと有明キャンパスのいずれかを選択できました。

面　　接
受験生１人に対して面接者２人／ 10分

〈質問内容〉看護師志望理由・学校志望理由・どうしてMスカラを受けよ
うと思ったのか・部活について・どのような看護師になりたいか・チー

ム医療における看護師の役割は何か・緊張しているか・いつもどのようにして緊張をほぐしてい
るか・友達からどのように思われているか・看護師になることについて親と友達は何と言ってい
るか・いつもの元気を100としたとき、今はどのくらいか・友達は多い方か・欠席日数と健康に
ついて・高校の特色等・最近読んだ本、その本のどこが好きか・気になったニュース（医療関連
のものと普通のものどちらも用意した方が良い）・なぜ公募は受けなかったのか・受験勉強はど
うか・特に成長した科目・祖母の入院を機に看護師を志したとエントリーシートに書いてあるが、
看護師のどのような点に魅力を感じたのか・他になりたかった職業はあるか・得意科目と苦手科
目・苦手科目の克服方法・得意科目の魅力・部活で得たもの・部活で役職に就いていたか・Mス
カラ入試に合格したら、入学までの間は何をしたいか・最後に伝えたいこと、など
●先輩から一言
Mスカラ入試は他大学の併願が可能な入試なので、本当に入学を希望しているのか、ということ
を深く聞かれました。面接自体は和やかで、緊張せず楽しく話すことが出来ました。事前に提
出するエントリーシートと調査書をよく見ら
れるので、エントリーシートはきちんと書い
てコピーを取り、提出後にも確認できるよう
にした方が良いと思います。部屋によっても
違いますが、私の所は前の人が出てきたのと
入れ替わりで入り、入る時のノックはしない
という変わった形態でした。また、待合室の
ドアは開放されてしまうのでとても寒いです。
防寒具を忘れないようにしましょう。武蔵野
大学のパンフレットの最初の方のページにど
ういう学生を求めているかなどがよく書かれ
ているので、よく読みこんでから面接に臨ん
だ方が良いと思います。

小 論 文
実施せず

武蔵野大学看護学部看護学科

〔スカラシップ推薦入試〕H28〔公募推薦〕H28
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