
看護学部 看護学科 ［定員80人］
大学院 看護学研究科 看護学専攻
修士課程 [定員15人（うち看護学研究保健師コース定員6人）]
博士後期課程 [定員5人]
〒663-8558 兵庫県西宮市池開町6-46　
入試センター直通／TEL.0798-45-3500
［大学ホームページ］https://www.mukogawa-u.ac .jp/
［テレホンサービス］0798-45-8888（入試情報）

武庫川女子大学をより知っていただく
ため、この学科パンフレットとともに
大学全体を紹介する「キャンパスガイ
ド2023」をお読みください。個性輝く
女性を社会に送り出すための武庫川
女子大学の学び、一人ひとりのキャリ
ア形成をサポートする進路就職支援
など、本学の魅力を紹介しています。

授業やイベントなど
最新情報をチェック！

詳しくは
こちらをチェック！
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中央キャンパス
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ムコジョ看護 instagram

ムコジョ看護

Blog
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Access Map

中央キャンパス
予備校講師による
入試対策講座、保護
者対象説明会、資料
配布コーナー など

学科説明会、体験授
業、Q&Aコーナー、
施設見学 など

看護科学館

開催時間／12:30-16:30
受付場所／中央キャンパス内 公江記念講堂
説明会終了後、看護学部がある看護科学館へご案内します。
詳しくは､ホームページをご覧ください､
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看護師国家試験
合格率100%

※2022年3月卒業生

2023

文部科学省の大学改革推進等補助金による「ウィズコロナ時代の新たな医療に対応できる医療人材養成事業」に武庫川女子大学看護学部が選定されました。
実習や演習ではシミュレーターのDX（デジタルトランスフォーメーション）技術を取り入れ、ウィズコロナ時代においても、実践的で質の高い教育が行える人材育成を実践しています。



今、ここから始まる。
人として、プロとして。
すべてが成長の糧になる。
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私たちの学びの場を
ご紹介します。

基礎看護学実習室

学部長 MESSAGE

超高齢化、感染症の蔓延など社会は変化して
います。その変化に応じた看護の実践には、既
存の知識や方法だけでなく、実践的な思考力
が必要です。実践的な思考力を高めるには、自
身の体験を通し、多様な他者の体験や価値観
にふれ、振り返り、気付く力が必要です。本学
部では、思考力を高めるため、臨地実習をゆと
りある配置として全体のカリキュラムを構築
しています。看護職としての実践歴を持つ教
員が、学生との対話を大切にしてきめ細かな
教育を行っています。看護という場では、学生
も教員もより良い看護を目指す仲間です。本
学では、相互成長を通して、看護師として人と
しての力を育成します。

実践的な学びを通して
「看護師」として「人」としての成長を目指す。

看護学部長

寳田 穂 教授

看護師として保健・医療・福祉分野へ
貢献する意欲がある人

人の気持ちや考え方を尊重し、
人間関係を築こうとする行動力のある人

求める人材像（アドミッション・ポリシー）

自ら進んで学習を続けていける人

1

※ホームページでは内容をより詳しく
　掲載しています。

2

柔軟な考え方ができ、
看護を探究していける人

人間の理解の基本となる
基礎学力を身に付けた人

4

5

3

母性・小児看護学実習室

公衆衛生・在宅・精神看護学実習室成人・老年看護学実習室

体育祭 文化祭丹嶺学苑研修卒業式と国家試験発表



知識を行動につなげる 4 年 間

1年次

いのちと生活を理解する

教養科目を学ぶと同時に
看護に関わる基礎的な知識を学びます。

私のおすすめ授業

山根 紗良 さん 1年
大阪府立箕面高等学校  出身

看護の基礎的な知識・技術をしっかりと学習

基礎看護技術演習

疾病の知識や人体の構造、栄養学、看護の技術など、看護
に関わる様々な分野の基礎を学んでいます。先生方の丁寧
な指導で、4年間の学習の土台となる力が身に付きます。専
門的な内容を学び始めると看護師になるという自覚が芽生
え、学習に向けての意欲が高まりました。

洗髪など生活の援助、バイタルサイン
の測定といった、看護の基本的な技術
を実践しながら学びます。技術だけで
なく、援助が必要な根拠などの知識も
同時に身に付けます。友だちと自主練
習にも取り組み、技術の定着を目指し
て一緒に頑張っています。

2 年生になって領域ごとのより専門性が高い技術を授業で学
ぶうち、自ら学ぶ姿勢の大切さに気付きました。学内の演習
では実際の患者さんを想定し、安全・安楽な援助のあり方を
考えました。自身で考える意識を持つことは、自信を持って看
護する力につながると感じています。

2年次

知識を行動に変える

より専門的な知識を学びます。
知識を活かして、演習や実習に臨みます。

私のおすすめ授業

富桝 瑠菜 さん 2年
兵庫県立御影高等学校  出身

看護ケアについて自ら考える力が身に付きました

3年次

行動力を発揮する

各領域の臨床の場で
行動力を発揮できる能力を養います。

私のおすすめ授業

大川 紗弥 さん 3年
大阪府立いちりつ高等学校  出身

患者さんとの関わりの中で学びを得ました

4年次

看護実践能力を高める

実習で看護技術を実践し
より高い能力を培います。

野田 彩雲 さん 4年
伊丹市立伊丹高等学校  出身

実習の場で自身の成長が感じられました

前期に実習準備をしっかりとした上で、各看護学領域で
の臨地実習に臨みました。病院をはじめ、高齢者施設、保
育所、在宅看護と、多様なフィールドでの看護を経験。実
習を通じ、目の前にいる患者さんの思いをくみながら看
護ケアをしていきたいと考えるようになりました。

これまでの学びの集大成として臨んだ４年次の臨地実習では、次の予
定や周囲の状況を自分なりに考えて行動することができ、自身の成長
が実感できました。卒業演習では一つのテーマについて集中して研究
する中で、新たな知識を得ると同時に、深く考える力が身に付きました。

小児看護学（演習）

子ども特有の看護のプロセス、ケアの
技術、生活援助などについて学びま
す。絵本の読み聞かせや工作を授業で
体験し、楽しんでもらうにはどのような
工夫・配慮が必要なのか、子どもの目
線に立っての学びから、多くの気付き
が得られます。

チーム医療論

医療・福祉に関わる各職種の専門家か
ら、その役割や看護師との関わりにつ
いて話が聞けます。様々な職種の人が
患者さんを支えているのだと知り、看
護師もその一員として協働していくと
理解できることは、看護の現場で役立
つと思います。

Understand Life and Living Knowledge → Action Be independent Active Advance Your Nursing Practice

3年次

4年次

10月 3週間
成人看護学実習
（急性期）

2月 2週間
基礎看護学
実習Ⅱ

11月 3週間
成人看護学実習
（慢性期）

1月 2週間
精神看護学
実習

2月 2週間
在宅看護学
実習

2月 1週間
基礎看護学
実習Ⅰ

1年次 2年次

5月 3週間
老年看護学
実習

9月 3週間
統合看護学
実習

6月 2週間
母性看護学
実習

７月 2週間
小児看護学
実習 

実習スケジュール（例）

演習・実習

※2022年度入学生のカリキュラム（予定）です。 表記の科目は抜粋です。また、幅広い教養を身に付けるための「共通教育科目」もあります（「キャンパスガイド2023」参照）。 

成人看護学 Ⅱ（慢性期・急性期）
老年看護学 Ⅱ／母性看護学 Ⅱ
精神看護学 Ⅱ／在宅看護学 Ⅱ

成人看護学実習（慢性期・急性期）／老年看護学実習／小児看護学実習／
母性看護学実習／精神看護学実習／地域・在宅看護学実習

初期演習 Ⅰ／初期演習 Ⅱ（生活と看護）／
基礎看護技術演習 Ⅰ・Ⅱ 基礎看護技術演習 Ⅲ／小児看護学 Ⅱ／看護アセスメント演習 卒業演習

統合看護学実習

基礎看護学実習 Ⅱ
基礎看護学実習 Ⅰ

看護学概論／成人看護学概論／小児看護学概論 看護援助論／成人看護学ⅠA・B／小児看護学Ⅰ／老年看護学Ⅰ／
母性看護学Ⅰ／精神看護学Ⅰ／在宅看護学Ⅰ／地域看護学　etc.

看護研究方法／チャイルドデベロップメンタルアプローチ／
グループアプローチ

基礎
教育科目

専門
教育科目

カリキュラム ※2022年度入学生の実習予定の一例です。

解剖生理学／栄養代謝学／疾病治療概論／
微生物学と感染防御／臨床病態栄養学　etc. 医学英語／看護薬理学／保健医療福祉制度　etc. チーム医療論／疫学／リハビリテーション学　etc.

看護マネジメント／災害・国際看護

※掲載されている記事および学年は取材時のものです。
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C a m p u s
   L i f e
キャンパスはアクセスが良く
通学や帰りの寄り道にも便利。
グループで取り組む授業が多いから
クラスメイトと交流して
たくさんの友だちができました。

電車内で友だちと会うと、楽しくおしゃべり。
一人の時は勉強することもあります。

帰宅後は、塾の講師や看護助手のアルバイト。
友だちと一緒に遊びに行くなら梅田が多いかな。

人の身体についても
私の知らないことがたくさん。
新しい知識が得られる
授業がおもしろいですね。

施設・設備が充実しているから
看護師になるために必要な
技術の習得もしっかりできます。

食堂の
日替わりランチが
おすすめ。

登学
8：40

自習
15：00

授業
9：00

授業
13：30

帰宅
16：30

コンビニのテイクアウトが多いけれど
週１回は中央キャンパスの
食堂でランチタイム。

空きコマはなるべく自習するように
心掛けています。
集中しやすい自習スペースで、
課題やテスト勉強。

昼食
12：00

益田 怜奈 さん 1年
大阪府立池田高等学校  出身

※掲載されている記事および学年は取材時のものです。

友だちと会えるのが
楽しみ♪

看護師を目指して
ステップアップ！

先生は
とても丁寧に
教えてくれるよ！
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臨地実習

就職・進学実績

主な就職・進学先

実習サポート主な実習施設

■兵庫県内 
兵庫医科大学病院／明和病院／伊丹市立病
院／兵庫県立尼崎総合医療センター／関西
ろうさい病院／西宮市訪問看護センター／
西宮市小松訪問看護センター／浜甲子園
地域包括支援センター／湊川病院／神戸
訪問看護ステーション／明石こころのホス
ピタル／協和マリナホスピタル　etc.

■大阪府内
JCHO大阪病院／大阪大学
医学部附属病院／大阪大学
歯学部附属病院／大阪府済
生会吹田病院／市立豊中病
院／大阪旭こども病院／刀
根山訪問看護ステーション／
吉村病院／光愛病院　etc.

大阪旭こども病院兵庫医科大学病院 兵庫県立尼崎総合医療センター

教員や「臨地実習支援室」が
学生たちの不安を解消します。
実習は少人数グループで、様々な分野の病棟や施設をローテーションし
て行います。実習施設には常に担当教員が同行し、現場の看護師と共
に、学生の個性や課題に合わせて指導。学内では、「臨地実習支援
室」が実習に関わる事務手続きの相談窓口となり、サポートします。

実習生の声

実習の場で接してみると、患者さ
んの状況は人それぞれ異なること
がわかります。授業で教わった「個
別性のある看護が大切」という言
葉が実感を伴って理解できました。
成人看護、老年看護、精神看護と、
領域ごとの看護実践についても理
解が深まりました。実習での経験
を経て、普段の授業でも積極的に
発言できるようになるなど自身の
前向きな変化を感じています。

実習現場での経験から
学びが深まります。

山本 優希 さん 3年
大阪府立山田高等学校  出身

就職サポート

小論文や面接試験などに
向けて教員が親身に指導。
個々の学生の特性をよく知る教員が就職先の相談に乗ります。採用
試験では、短時間で本来の自分を知ってもらうことがとても大事です。
落ち着いて試験に臨めるように、志望書や小論文の書き方を添削し
たり模擬面接を行ったりするなど、きめ細かにサポートしています。

卒業生の声

コロナ禍での就活でしたが、先生
方のサポートのおかげで安心して
乗り切れました。Zoomやメールで
模擬面接、小論文の添削を何度も
してもらったのが心強かったです。
志望先を決める際には、その病院
で勤務経験のある先生や実習に参
加した友だちの話が参考になりま
した。これから、大学で学んだ知
識・技術を土台として、小児看護の
専門知識を高めていきたいです。

先生方に支えられて
安心して就活できました。

下井田 茉穂 さん
兵庫県立西宮高等学校 出身
大阪旭こども病院 勤務

就職・進学内定者

9％
（卒業生 88名） （受験者 88名）

進学

看護師国家試験合格者

100％
合格者

100％
（88名） （88名）

（8名）

91％
就職

（80名）

内定者

【大学病院】 兵庫医科大学病院／大阪大学医学部附属病院／大阪大学歯学部附
属病院／神戸大学医学部附属病院／大阪医科薬科大学病院／大阪市立大学医
学部附属病院／関西医科大学附属病院　【国公立病院】 兵庫県立尼崎総合医療
センター／市立豊中病院／神戸市立医療センター中央市民病院／兵庫県立こども
病院／大阪市立総合医療センター／国立循環器病研究センター／奈良県立病院
機構／和泉市立総合医療センター／加古川中央市民病院／北播磨総合医療セン
ター／あいち小児保健医療総合センター／横浜市立病院／市立吹田市民病院
【公的病院】 JCHO大阪病院／関西ろうさい病院／神戸赤十字病院／大阪赤十字
病院／大阪労災病院／枚方公済病院／虎の門病院／東京都リハビリテーション病院
【民間病院】 大阪府済生会吹田病院／大阪旭こども病院／明和病院／淀川キリスト
教病院／関西電力病院／住友病院／北野病院／大阪府済生会千里病院／医誠
会病院／医療法人協和会／岸和田徳洲会病院／済生会和歌山病院／社会医療
法人製鉄記念広畑病院／聖路加国際病院／聖霊病院／大阪回生病院／大阪暁
明館病院／神戸掖済会病院／湊川病院　【訪問看護ステーション】 西宮市訪問
看護センター　【進学】 武庫川女子大学大学院看護学研究保健師コース／神戸
市看護大学大学院助産学実践コース／関西看護医療大学大学院助産師国家
資格取得コース／岡山大学養護教諭養成課程／森ノ宮医療大学助産学専攻科

赤字は実習病院

Support

看護師国家試験合格に向け、
1年次から徹底的に支援します。
低学年から学習の進捗に合わせて国家試験に役立つ
情報の発信をするなど、4年生になってから本格的に
受験勉強を行う準備を教員がサポートします。また教
員のそばで集中して勉強できる環境を整えています。

国家試験
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