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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３人／ 10 ～15分

〈質問内容〉本学、学科の志望動機・高校で頑張ったこと・部活で辛かったこと・バレー
ボールの魅力・休日の過ごし方・長所、短所・助産師になりたい理由・好きな食べ物・大

学に入って頑張りたいこと・健康面で気をつけてること・家族は応援してくれているか・どんな高校か・200名は多い
が大丈夫か・男性看護師についてどう思うか・どういうところが看護師に向いているか・今までの人生で一番辛かった
こと・あなたにとって子供とは・軽音楽部では何をしていたか・（調査書に努力家と書いてあるが）どんなことを努力し
たのか・自慢できるものを紹介・努力しない人がいたらどうするか・看護師の他に迷っていた職業はなにか・名前の由来・
苦手な人とどう接するか・小論文の出来具合・助産師になれなかったらどうするか・英語は会話が大事だが大丈夫か・
英会話について学校以外で勉強していること・何故バドミントン部を途中で辞めたのか・（中学校でやっていた）バレー
ボール部に入部しなかったのはなぜか・（親が看護師だそうだが）看護師の大変なことは何か、またその大変なことをやっ
ていけるのか・（持っていた資料について）2分間の自己PR・通学に不安は無いか・どんな友達が多いか・今の成績を
どう思うか・好きな科目・嫌いな科目・周りの人は看護師を目指していることをどう思っているか・体力はあるか・どの
ような時にストレスを感じるか・一日の勉強時間・起床時間・朝ご飯は何を食べたか、誰が作ってくれたか・家の手伝
いはするか、その頻度・いつも相談は誰にどんな風にするか・オープンキャンパスの印象・将来働きたい分野とその理
由・勉強と部活の両立はどのようにしていたか・住まいは千葉のどのあたりか・通っている高校の地域の人柄について・

（ホームステイ経験があったため）日本と外国との違い・ボランティア（カンボジア）について学んだこと・制服について・
お勧めの本・どうやって部活のチームを引っ張っていたのか・あなたは友だちの中でどんな存在か・最近の気になるニュー
ス・部活動以外の高校生活で印象的なこと、など
●先輩から一言
面接会場は１０ヶ所あり、控室では周囲の人が面接の最終確認をしているので静かで緊張した感じがします。前の人の
面接終了５分前に、面接会場に案内されます。鞄は面接会場の待機場所に置いておきます。面接の順番は出願順なので、
出願が遅いとかなり待つことになります。自己PR資料は賞状を持って行く人が多く、写真を持って行くと、とても興味
を持ってもらえました。自己PR資料を持ったままの面接でした。明るくはきはきと話すことを心がけると良いと思います。

小 論 文
資料１．男女平等指数についての文章、資料２.ジェンダーギャップ指数の表、資料３.ジェ
ンダーギャップ指数１位のアイスランドと日本の比較（グラフ）、資料４.OECD加盟24ヵ
国における女性労働力率と合計特殊出生率（グラフ）を読み、「日本の女性の社会進出

と少子化」について自分の考えを述べる。800字・60分・横書き
●先輩から一言
毎年違った問題が出題されるので出題傾向を掴めないの
ですが、グラフ型やテーマ型などの基本的な小論文を完
璧にし、それを応用して絵や写真、詩の問題に取組んで
いくと良いと思います。受験までに30 ～ 40枚小論文を
書くと自信がつきます。先生に添削をお願いしたり、優秀
文例をとにかく書いて対策をしました。

そ の 他
〈アンケート〉部屋の温度や
試験官の態度、など

■先輩からのアドバイス
公募なので一般の勉強と両立しなければならず、成績が
伸びないと小論を投げ出したくなったりもしましたが、上
手く時間配分を決めたり「○曜日は～をやる」などしっか
り予定を立てることで、勉強しやすくなりました。大勢の
受験生を見て緊張してしまうかもしれないので、模試や面
接を沢山やって場の空気に慣れておくと良いと思います。

学科試験
実施せず

面　　接
受験生１人に対して面接者２人／ 10 ～12分

〈質問内容〉看護師を目指した理由・淑徳大学を選んだ理由・ボランティアで学
んだこと・化学、生物はできるか・Ⅱ期で受かったら入学までどうするか・（担任

が貴方のことを凛としていると書いているが）どんなところがそう思うか・ここまでどの位の時間を要したか・
どういう交通手段で来たか・共生とは何だと思うか・福祉と看護の違い・祖母が入院した時、看護師はど
んな言葉をかけていたか・高校３年間で頑張ったこと・一般入試に向けてどのくらい勉強しているか・小論
文はできたか・得意な教科と苦手な教科・なぜ専門学校ではなく大学なのか・自己PR・朝は何時に起きたか、
夜は眠れたか・人間性とは何か・オープンキャンパスに参加したか、またその感想・大学生活での楽しみは
何か・高校生活での思い出は何か・部活での役割・体力に自信はあるか、またその理由・家での勉強時間・
入学したらどのような学校生活を送りたいか、など
●先輩から一言
先生方が入室の仕方を教えてくれました。笑顔で明るく、大きな声ではきはきと話すことが大切です。志望
理由書と調査書を見ながら質問されました。どうしても淑徳に入りたいという思いを伝えることが大切なの
で、カリキュラムや特徴はしっかりと理解しておきました。私は自分がアドミッションポリシーに合っている
ということをしっかりアピールしました。共生と福祉については必ず聞かれるのでしっかり用意しておいて下
さい。

小 論 文
〈AOⅠ期〉公共のマナーについて若者と高齢者の意識と傾向に関する２つのグ
ラフを見て、以下の設問に答える。　問１.データから読み取れることを要約し、
自分の考えを述べる（200字）　問２.「どうすればどの世代も心地良く暮らすこ

とができるか」について自分の考えを述べる（600字）。800字・60分・横書き
〈AOⅡ期〉植物状態の患者さんが家族にいる人が書いた文章（朝日新聞の社説）を読み、以下の設問に答
える。　問１.要約（200字）　問２.筆者の言いたいことを含み、自分の考えを述べる（300字）。60分・横
書き

〈AOⅢ期〉スマートフォン依存についての課題文（読売新聞 2015.４. ８）を読み、以下の設問に答える。　
問１.（対象を小学生、中学生、高校生から選ぶ）スマートフォン依存によって起こる問題について自分の考
えを述べる（300字）　問２.問１で述べた問題をどう解決するのか、解決策を述べる（500字）。800字・60分・
横書き
●先輩から一言
60分で要約と自分の意見を書かないといけないの
で、要約を早く終わらせる為にも練習をしっかり行っ
ておいた方が良いと思います。新聞を読むことに慣
れることも必要だと思います。さらに良い記事があ
れば要約や小論文を書く練習にも使うことをお勧め
します。また、過去問からも分かるように、グラフ
が出ると予想したらその通りでした。夏の小論文の
授業で同じテーマの問題をやっていたので、とても
参考になりました。
■先輩からのアドバイス
オープンキャンパスには必ず参加し、建学の精神や
他学部の説明もしっかり聞いておいて下さい。面接
は笑顔ではっきりと話せば問題ないと思います。小
論文は数をこなし、色々なテーマに触れることが大
切です。AOⅠ、Ⅱ期、更には公募で落ちても諦めな
い心が大切だと思います。頑張って下さい。

学科試験 【センター試験】
【一般】
《英語ⅠⅡ・英語表現／ 60分》正誤問題・会話・長文、など《国語 ／ 60分》文

章読解２題・佐藤早己著「メディア社会」・アーサー・ビナード著「亜米利加ニモ負ケズ」より、など《（数ⅠA・
数学Ⅱ）・（化学基礎・化学）・（生物基礎・生物）～１／ 60分》〈生物〉タンパク質の構造・補酵素・光合成・
植物の系統樹、など
●先輩から一言
英語は毎年少しずつ出題傾向が変わるのですが、めげずに過去問を解いて長文に慣れておきましょう。長文の
中に文法問題、並び替えが含まれています。生物は穴埋め形式の問題が多いです。教科書の内容と参考書を１
冊仕上げておくと良いです。国語はセンター形式に極めて似ているので、センターの過去問で対策するのが有
効だと思います。

面　　接
受験生１人に対して面接者３人／ 15分

〈質問内容〉看護師志望理由・本学志望理由・部活をやって良かったこと、辛かっ
たこと・勉強方法・看護師に向いていると思うところ、向いていないと思うところ・

長所・短所・家でどんな手伝いをしているか・周りは応援してくれているか・健康で気を付けていること・併願校・
高齢者や子供と接するのは得意か・小論文の出来はどうか・理想の看護師像・（部長だったので）何が大変だっ
たのか・得意科目・苦手科目・順天堂は第何志望か・順天堂の先輩と話したことはあるか・サークルは何に入
りたいか・欠席数について・将来働きたい科・学校までどうやって来たか、どのくらいかかるか・部活と勉強の
両立はどうしたか・大学生活で楽しみなこと・（助産師にも興味があると答えたので）選抜制だが漏れたらどう
するか・名前の由来・200人という人数に不安は無いか・他に考えた職業・高校で一番印象に残っていること・
最近の気になるニュース、それについてどう思ったのか・これまで読んだ中で良かった本と、その理由・最後に
何か伝えたいこと、など
●先輩から一言
面接者はとても優しく聞き上手なので、自分らしさを発揮しやすい雰囲気なので安心して下さい。会話のように
自分が言った事に対して更に聞いてくるので、ある程度は自分のアピールしたい方向に持っていけると思います。
大学のパンフレットをしっかり読んで、大学についてよく知っておくと良いです。サークルについても聞かれまし
た。

小 論 文
〈センター・独自〉
A子ちゃんに妹ができて嬉しそうに会話をする様子と、赤ちゃんが生まれたことでの
家族の変化が描かれた課題文を読み、「A子ちゃんの赤ちゃんに対する気持ちと赤

ちゃんは周りの人にどのような効果を与えるか」につ
いて自分の考えを述べる。800字・60分・横書き
●先輩から一言
自分の経験を全く書かず、ただ課題文についての意
見を書きました。他大学の小論文試験と傾向が違っ
たので戸惑いました。無理に自分の型にあてはめる
のではなく、設問に答えられるよう柔軟な思考力をも
つことが大切です。

そ の 他
〈アンケート〉試験の難易
度・大学を何で知ったか・
併願校・本命校、など

■先輩からのアドバイス
本は沢山読んでおいた方が良いです。受験番号は早
い方が良いので出願は早目にすると良いと思います。
決して諦めず、大学に入りたいという意志を強く持っ
て気を抜かずに頑張って下さい。

学科試験 《英語ⅠⅡ／ 60分》文法・長文、など《国語 ・数学
ⅠA ～１／ 60分》〈国語〉漢字・長文、など《化学基

礎・生物基礎～１／ 60分》〈生物〉地球温暖化、など
●先輩から一言
時間が足りない教科もあるかもしれないので、過去問を解くことをお勧
めします。マーク式なので、最後まで精一杯考えてみて下さい。英語の
長文問題の出題傾向が少し変わっていましたが、内容を理解すれば赤本
よりも易しかったです。

面　　接 受験生1人に対して面接者２人
〈質問内容〉大学、学科志望理由・１年次の欠席日数

について・オープンキャンパスの感想・自己PR・苦手な科目・友だち
からどう思われているか・通学方法・高校時代頑張ったこと、苦労した
こと、など
●先輩から一言
多少のミスがあっても気にしなくて大丈夫です。この大学に行きたい気
持ち、清潔感などが伝わるように心掛けると良いと思います。圧迫面接
ではないので落ちついて挑みましょう。

小 論 文 実施せず

順天堂大学医療看護学部

淑徳大学看護栄養学部看護学科

〔一般／独自併用〕H28

〔一般／一次〕H28

〔公募推薦〕H28

〔AO入試〕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３人／ 15分
〈質問内容〉志望動機・大学生活で楽しみなこと・大

学での勉強方法・高校について・得意科目、苦手科目・英語は得意か・
勉強と部活動の両立の工夫・部活動をやっていたときの勉強時間・部活
動で学んだこと、印象に残っていること・欠席日数と理由・最近気にな
るニュース、他に気になる国際的なニュース・調査書について・友人か
ら見た自分の評価、など
●先輩から一言
気になるニュースは２つ聞かれたので、２つ以上考えておいた方が良い
と思います。志望理由書に書いてあることは突っ込んで聞かれるので完
璧にしておきましょう。

小 論 文 「子どもの幸福度」にある図表（５枚）を読み取り、
以下の設問に答える　問１．正誤問題10問　問２．「日

本の子どもの幸福度」について自分の考えを述べる。600字・60分・横
書き
●先輩から一言
小論文を書くだけでなく、正しく読み取る問題も出ます。

学科試験 《適性検査／ 60分》〈英語〉長文、など〈数学〉図形・
二次関数・確率、など

●先輩から一言
数学は過去問題と全然傾向が違ったので焦りました。難しくなってきて
いるので最後まで油断せずにやりましょう。「～を証明せよ」という問
題が多いです。

面　　接 受験生１人に対して面接者３人／５分
〈質問内容〉志望動機・特に学びたい看護の分野は何

か・どんな看護師になりたいか・看護体験の内容、大変だったこと・他
学部との共通の講義で学びたいこと・長所と短所・学校生活で短所を長
所に変えられるか・応援団やチアリーダーをやって学んだ事を15秒で
述べる・最近気になるニュース、など
●先輩から一言
志望理由書は面接で突っ込まれたので、きちんと深く考えて書いた方が
良いです。面接は焦らずゆっくりハキハキと話しましょう。

小 論 文 実施せず

学科試験 《英語ⅠⅡ／ 60分》長文、など《国語 ／ 60分》評論・
随筆、など《数学ⅠＡⅡ・（化学基礎・化学）・（生物

基礎・生物）～１／ 60分》

面　　接 受験生１人に対して面接者４人／ 15分
〈質問内容〉志望動機・看護師の志望理由・ここまで

どうやってきたか・海外の医療について考えること・学校生活で頑張っ
たこと・どのように人をまとめれば良いと思うか・自己PR・自分の好
きなところ・自分を動物に例えると何か、など
●先輩から一言
４人の面接者から順に質問をされます。待ち時間に生徒の方が話しかけ
てきてくれて、先生方もとても優しい雰囲気で話しやすいです。自己
PRは他の人と違うようなものだと良いと思います。志望理由書に書い
たことは全て説明できるようにした方が良いです。

小 論 文 実施せず

■先輩からのアドバイス
休み時間はありましたが、昼休憩のような長めの休みはなかったので、
簡単な間食を持って行った方が良いです。

学科試験 【センター試験】
【個別試験／ 90分】〈英語〉長文・日本語訳・正誤問題・

前置詞の穴埋め・下線部の意味・文法・並べ替え・誤文訂正、など
●先輩から一言
英語については日本語訳を練習した方が良いです。文法は学校の小テス
トなどをしっかり取り組めば大丈夫です。

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・なぜ県大を受験したのか・な

ぜ看護学科か・どのような看護師になりたいか・勉強と部活が両立でき
ていたようだが、その原動力は何か・医療以外で世の中で気になってい
ることは何か・選挙権についてどう思うか・静岡の良いところは何か、
など
●先輩から一言
面接は日頃からネタを集めておきましょう。あらゆる方向から聞いてく
るので医療にとらわれすぎない方が良いです。

小 論 文 実施せず

順天堂大学保健看護学部看護学科

静岡県立大学看護学部看護学科

〔一般〕H28

〔一般〕H28

〔公募推薦〕H28

〔公募推薦〕H28
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