
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

柔軟な考え方ができ、看護を探究していける人

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3

4
5

2
1

人間の理解の基本となる基礎学力を身に付けた人

※ホームページでは内容をより詳しく掲載しています。
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●長岡　今、臨地実習を行っている最中な
のですが、1、2年で採血や清拭など実際に
行うケアについて学んだ基礎看護技術演
習がすごく役立っているのを感じます。
●山本　1年で学んだ概論科目は、当時よく
理解できませんでしたが、実習で、概論で学
んだ考え方の大切さがよく分かりました。
●町浦　看護の勉強は積み上げ式。5年
後、10年後につながるので基礎をしっか
り学んでほしいと思います。
●森定　病棟で多くの患者さんを担当し
ていますが、実習で1、2人の患者さんと
向き合い、とことん考えた経験があるから
こそ人数が増えても対応できています。
●町浦　臨地実習の実習先では教員がき
め細かにサポートしていますが、どうですか。
●長岡　思った以上に先生との距離が近
いです。患者さんとの会話がうまくいかな

かったことを相談すると、「その時にどう
思った？」などと問いかけながら自分の考
えを整理する機会を作ってくださいます。
●山本　時間を割いて一緒に考えてくだ
さったり、折に触れて「ここは押さえておい
た方がいいよ」などアドバイスしてくださっ
たり、実習がうまく進むようサポートしてい
ただいたので、安心して取り組めました。

総合大学ならではの幅広い学びと
学生同士、学生と教員の絆の深さ

●町浦　専門ばかりでなく、共通教育科目で
幅広い教養を身に付けてほしいと思います。
●長岡　音楽療法について学び、好きな楽
器を選んで合奏する授業は楽しかったです
ね。健康・スポーツ科学部の学生の卒業研究
のための調査に協力したこともありました。
●山本　私はジェンダー科目で、ジェン
ダーについて世の中で何が問題になって
いるのかを詳しく知ることができました。

●町浦　雰囲気や居心地はどうでしょう。
●長岡　毎日同じ授業を受けたりご飯を
食べたりするので、みんな仲良しです。3
年になるとグループワークがほぼ毎日あ
るので、それまであまり知らなかったメン
バーとも仲が深まりました。
●森定　毎年5月の体育祭で学科ごとに
応援パフォーマンスを競い合う応援合戦
は、武庫女の伝統行事。入学したての頃に
仲良くなるきっかけづくりになりますよね。
●長岡　4月に入学して1カ月の間に、授業
外の時間を使って練習をしなければならな
いので、SNSなどで連絡を取り合って音楽
を決めたり練習をしたり。賞は取れません
でしたが、やり切った達成感がありました。
●山本　先ほど実習の話が出ましたが、
先生との距離も近いですよね。
●森定　私は、臨地実習先の病院に就職し
たので、時々、院内で武庫女の実習生や先
生に出会います。「一人前の看護師だね」な
んて声を掛けてくださるとうれしくなります。

就職活動も国家試験も
親身なサポートで越えていける

●山本　先生がとても親身になってサ
ポートしてくださいます。3年から4年にか
けて臨地実習と就職活動との両立は大変
ですが、担当の先生が面接練習や小論文
の添削をしてくださり、心強かったですね。
●町浦　学生が何を希望しているのか
と、病院がどういう人材を求めているのか
のマッチングが大切。学生の意思をよく確
認して、適した就職先を薦めています。

基礎を一つ一つ積み上げて
5年後、10年後につながる専門性を

●長岡　先生から第一志望先でのインター
ンシップを薦めていただきました。しっかりサ
ポートをしてもらえる環境がありがたいです。
●町浦　看護師国家試験対策はどうですか。
●山本　専門の外部講師による国家試験
対策や定期的な模試で受験準備ができる安
心感があります。どんな勉強をしたらよいか、
先生が個別の相談にも乗ってくださいます。
●森定　模試は本番さながらの試験なの
で、何回も受けることで問題に慣れ、時間
配分がつかめました。

患者さんのために五感をフル稼働
いつまでも成長できる人に

●町浦　それでは最後に、みんなが目指
している未来の話をしてもらおうかな。
●長岡　臨地実習に行って、それぞれの患
者さんについてイメージする力を持った看
護師になりたいという目標ができました。
●山本　実習で「あなたがいてくれたか
ら元気に過ごせた」と言っていただけまし
た。患者さんの気持ちに寄り添う看護の
できる看護師を目標にしたいと思います。
●森定　看護師は大きな充実感が得られる
仕事。患者さんの思いを汲み取り、患者さんの
目線で動ける看護師になりたいと思います。
●町浦　看護は、五感で感じたことから
自分で考えて最適なケアを実現すること
が大事。人も設備も充実した環境を十分
に活用し、患者さんのためにいつまでも
成長できる人になってほしいと思います。

森定 菜摘 さん

2019 年　卒業
兵庫県立尼崎総合医療センター  勤務

長岡 咲里 さん  3 年

大阪府立岸和田高等学校  出身 看護学部長

町浦 美智子 教授

山本 真由 さん  4 年

兵庫県立伊川谷北高等学校  出身

学部長×在学生×卒業生

いのちに寄り添うプロを目指して。

仲間と一歩ずつステップアップ。

Group Talk

授業や病院での実習は大変？

国家試験や就職活動はどう準備するの？

学生生活ってどんなふうなんだろう？

武庫川女子大学看護学部のすべてを

在学生と卒業生、

学部長が語り合いました。



演習・実習

知識を実践につなげる4年間

1年次 2 年次 3 年次 4 年次

成人看護学 Ⅱ（慢性・急性）
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・急性）／老年看護学実習 Ⅰ・Ⅱ／小児看護学実習／
母性看護学実習／精神看護学実習／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 Ⅰ・Ⅲ／小児看護学 Ⅱ 卒業演習

統合看護学実習
基礎看護学実習 Ⅰ・Ⅱ

国際看護学（選択制）／実践看護英語（選択制） 8月アメリカ研修
※2年次でも履修できます。

※2020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2021」参照）。 

いのちと生活を理解する
教養科目とともに、看護の基本となる知識を学びます。

知識を行動に変える
より専門性の高い知識を学びます。
基礎看護学実習ではこれまでに学んだ知識をもとに
行動へ変えていきます。

自立心を育て行動力を発揮する
基礎知識を応用し、各領域の臨床の場で
行動力を発揮できる能力を身に付けます。

看護技術を実践し、
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。

C u r r i c u l u m

前期は看護の基礎知識の学習が中心。後期ではそれら
をベースに、看護技術や疾病の知識といった専門科目も
学びます。技術は難しいですが、先生の丁寧な指導と反
復練習、演習後のレポートでのふり返りによって、一歩ず
つ看護師に近づいていることがうれしいです。

人体の構造や機能などを細かく学習
する授業です。覚えることが多いの
ですが、外科医の先生がオリジナル
のスライドを使い、疾病や手術事例
の話も交えながら教えてくださるの
で、分かりやすくて面白く、人の体に
ついての興味も深まっています。

学生同士で血圧を測定したり、車
イス介助や洗髪を行ったり、練習
用モデルに注射をしたり、実際の
看護技術を身に付けていきます。
看護師としてはもちろん、患者さ
んの立場や気持ちを経験できる
こともプラスになると思います。

大西 りな さん 1年
星稜高等学校  出身

私のおすすめ授業

解剖生理学
海外留学も夢に描いていたので、
アメリカ研修に参加。現地の大学
や病院での学習には、2年次に履
修した医学英語が役立ちました。
また、小児病棟の楽しい演出と子
どもの笑顔が印象的で、将来試し
てみたいと思います。

担当の患者さんが関節リウマチで、
足浴の効果をなんとか高めたいと、
生姜湯による温め効果を検証。患
者さんへの思いや自分の疑問を
テーマにしたことで実験にも熱意を
持って取り組め、今後必要となる問
題解決力も身に付いたと思います。

実践を意識した、
分野別の技術・知識を
学んでいます。

2年次になると、成人看護学、母性看護学と分野ごとに
知識、技術を学んでいきます。それぞれ課題も多いです
が、将来に向けての実践をより意識できるようになりま
した。とくに患者さんの言葉や観察したことから状態を
判断するアセスメントについて、成長を感じています。

山元 智絵 さん  2 年
兵庫県立兵庫高等学校  出身

私のおすすめ授業

基礎看護技術演習

看護師の基礎を築き、
専門性の習得に
つなげています。

私のおすすめ授業

アメリカ研修

看護師としての
責任と覚悟が
しっかり
決まりました。

4年次は臨地実習、国家試験対策、就職活動と多忙です
が、早めの準備と先生、友人のサポートにより、乗り切る
ことができました。また、臨地実習で患者さんを担当した
ことで、仕事への責任感が一段と増したので、卒業後に
進む急性期看護にも生かしていきたいです。

廣田 莉菜 さん  4 年
大阪府立箕面高等学校  出身

私のおすすめ授業

卒業演習

授業で身に付けた力が
役立つことを
再認識しています。

3年次では授業が一段と専門的になってきます。模擬患
者の情報から看護計画を考える事例学習で学んだ知識
を臨地実習で活用したところ、患者さんから感謝の言葉
をいただくことができました。今後も学びを通じて看護
力を高めていきます。

町　佳菜子 さん  3 年
奈良県立畝傍高等学校  出身

S t u d e n t  I n t e r v i e w s

基礎
教育科目 解剖生理学／生化学／疾病治療概論／微生物学と感染防御／臨床病態栄養学／医学英語／看護薬理学／保健医療福祉制度／公衆衛生看護学／チーム医療論／　　疫学　etc.

専門
教育科目 看護学概論／看護援助論／成人看護学（急性期）／成人看護学（慢性期）／老年看護学／小児看護学／母性看護学／精神看護学／在宅看護学／サポーティブケア／　　アクティブエイジング／ウィメンズヘルスケア／グループアプローチ／家族看護学／看護研究方法／看護マネジメント／看護英文講読　etc.
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【兵庫県内】 
兵庫医科大学病院／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　など

【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／中野こども病院／刀根山訪問看

護ステーション／吉村病院　など

実習は少人数グループで、さまざまな分野
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、
現場の看護師とともに、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。

教員や「臨地実習支援室」が
学生たちの不安を解消します。

Campus
   Life

看護学部の 4 年間は

看護科学館を中心に過ごします。

ともに夢を追う仲間と出会い、語らい、

成長できる空間です。

大きなモニターでスライドが見やすい講義室。

集中して勉強したいときは
5F・6Fのコミュニケーションテラスがおすすめ。

居心地のよいソファスペースも！

最寄り駅は阪神本線
「鳴尾・武庫川女子大前」駅。

実習室には医療機器が充実。

オープンしたばかりの
「武庫女ステーションキャンパス アネックスⅡ」は
とってもキレイ！

入口でIDカードをタッチして入館するので、
セキュリティもばっちり！

3Fのラウンジには電子レンジやお湯もあって、
ランチに便利♪

空きコマには友達や先輩と
おしゃべりしたり、勉強したり…。

しっかり
集中できる
環境です！

駅から徒歩3分で
アクセス抜群！

研究室の
先生に
質問しやすい
のも ◎

あなたも
お気に入りの
場所を
見つけてね！

主な実習施設 実習サポート

実習スケジュール（モデル）

3年次

4年次

 成人看護学
実習

（急性期）

 成人看護学
実習

（慢性期）

 小児看護学
実習

在宅看護学
実習

母性看護学
実習

10月 3週間 11月 3週間 12月 2週間

精神看護学
実習

老年看護学
実習Ⅰ

（地域・施設）

老年看護学
実習Ⅱ
（病院）

5月 2週間 6月 2週間 ７月 2週間

1月 2週間 2月 2週間

実習参加者の声

病室は患者さんにとっての家とな
るので、必ず声を掛けてから入室
するなど気を配りました。また、在
宅看護に帯同したことで、入院中
だけでなく、その後の生活や自宅
の間取りなども考えた退院指導が
大切と実感。患者さんに寄り添い、
心理的・社会的背景も踏まえた看
護ができるよう学びを深め、実習
での経験を重ねていきたいです。

入院中も退院後も
看護が重要です。

野村  星々良 さん　
3年
兵庫県立川西緑台高等学校  出身

看護師国家試験の出題形式に慣れ、自分
の実力を把握するため、模擬試験を実施。
試験後には弱点克服に向けた解説講座を
行います。また、Google Classroom を
利用して過去問題を毎月出題。上級学年
は定期的に教員と面談し、学習スケジュー
ルの確認や勉強法の相談を行います。

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。

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。

小論文や面接試験などに向けて
教員が親身に指導。

就職サポート 国家試験対策

主な就職・進学先 内定者の声

いろいろな科で経験を重ねてから
専門を決めたかったことと、先生方
のつながりが深かったことから、兵
庫県立の総合病院に的を絞りまし
た。臨地実習で現場を見たり、看護
師さんにお話を聞いたり、就職も
意識して取り組んだことがよかっ
たと思います。もちろん、小論文や
面接の指導なども力となり、第一
志望への内定につながりました。

早い段階から病院を絞り、
就活しました。

田中  万琴 さん　
4年
大阪府立刀根山高等学校  出身
兵庫県立尼崎総合医療センター  内定

※2020年3月卒業生実績

就職・進学
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
阪医科大学附属病院／近畿大学病院／順天堂大学医学部附属練

馬病院／神戸大学医学部附属病院

【国公立病院】 大阪市立総合医療センター／兵庫県立尼崎総合医
療センター／市立豊中病院／神戸医療センター／兵庫県立淡路
医療センター／市立奈良病院／和泉市立総合医療センター／加

古川中央市民病院／国立がん研究センター／滋賀県立精神医療

センター／神戸市民病院機構／神戸市立西神戸医療センター

【公的病院】 JCHO大阪病院／神戸労災病院／関西ろうさい病院／
神戸赤十字病院／星ヶ丘医療センター／大阪赤十字病院

【民間病院等】 淀川キリスト教病院／大阪府済生会吹田病院／協和
会（千里中央病院・市立川西病院）／関西電力病院／北野病院／三菱

神戸病院／住友病院／多根総合病院／大阪鉄道病院／大阪府済生

会千里病院／特別養護老人ホーム いやさか苑／明和病院

【進学】 武庫川女子大学大学院看護学研究科（看護研究保健師
コース）／関西看護医療大学大学院（助産師）

73名
2名

卒業生75名

進学

就職

■：実習施設

看護師
国家試験
合格者

実践の中で技能を磨く臨地実習

学びの成果を実証する就職･進学実績

74名
受験者75名

合格者

※掲載されている記事および学年は取材時のものです。



看護学部 看護学科 ［定員80人］
看護学研究科 看護学専攻
修士課程 [定員12人]
博士後期課程 [定員3人]
〒663-8558 兵庫県西宮市池開町6-46　
中央キャンパス大学事務室（看護）／TEL.0798-39 -9005
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）
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小
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線

A c c e s s

鳴尾・武庫川女子大前駅

至大阪▶

学校
教育館

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
2021」「短大ガイドブック2021」をお読みください。専門外の科目が自由に選択でき、社会に通用する教養を身に付
ける共通教育、一人一人のキャリア形成をサポートする進路支援など、本学の学びの特長を紹介しています。

阪神本線
鳴尾・武庫川女子大前駅から

徒歩約3分

ムコジョ看護Blog

看護科学館

国道43号線

総合心理
科学館

武庫女ステーション
キャンパス

武庫女ステーション
キャンパス アネックス 阪神本線

武庫川女子大学
武庫川女子大学短期大学部

中央キャンパス

◀至神戸

授業やイベントなど
最新情報をチェック！
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