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Ｑ1：４年制教育とは、どのようなものですか？ 

☞３年間で学ぶ看護専門学校の修業年限を３年間から４年間に延伸したものです。 

 

Ｑ2：なぜ４年制教育ですか？ 

☞医療技術の高度化や在宅医療の拡充が進むなか、高い看護技術を有する看護師の確保が求められて

います。 

☞また、３年制の過密なカリキュラムの解消を図るとともに、「新しい教育課程」を創出することで、

時代の変化に対応できる実践能力の高い看護師の養成を行うため、４年制を導入することとしまし

た。 

 

Ｑ3：「新しい教育課程」とはどのような内容のものですか？ 

☞実習時間の延長、実習方法の工夫（地域・在宅看護論実習の強化、在院日数の短縮に対応した実習

期間）などにより、臨床現場により近い状況で学ぶカリキュラムを導入します。 

☞具体的な内容 

・技術習得（臨地実習・演習）のための時間を増やします。 

・シミュレーション教育を多くとり入れ、実践を意識した演習を実施します。  

・ナラティブ（振り返り）の演習では、自分の感情・思考・意図に向き合いながら、自分の言葉で経

験したことを語り、メンバーの語りを受け止めながら、看護の意味を問い直し続けることを丁寧に

行います。 

 

Ｑ4：４年制教育のメリットは、どこにあるのですか？ 

☞４年制のメリットは、過密なカリキュラムを解消することで、時代のニーズに即した看護師養成を

行うことができるところにあります。 

☞また、より実践能力の高い看護師を養成することで、新人看護職員のリアリティショックの解消を

図るとともに、さらに、これに起因した離職率の低減や、また、新人看護職員の指導・教育に係る

負担の軽減にも貢献するものと考えています。 

☞さらに、学生にとってのメリットとしては、実践力に主眼をおいた教育を受けることで不安なく看

護現場に就職できることに加え、「高度専門士」の称号が得られることで、大学院への進学の道が

開け、専門看護師や研究活動など将来のキャリアの選択肢が増えるというメリットがあります。 
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Ｑ5：３年課程の看護専門学校との違いは何ですか？ 

☞現行の３年課程の看護専門学校は、３年間で 3,000 時間を学ぶという、とても過密なカリキュラ

ムが指摘されています。 

☞また、高齢化の進展や在宅医療へのシフトという社会状況の変化に対して、現行の「成人・老年・

小児・母性・精神看護学」といった領域ごとに学ぶ教育では、臨床への対応が困難になってきてい

ます。 

☞そこで、現行の標準的な看護師３年課程で行われているカリキュラムを再構築し、看護学の領域に 

とらわれずに健康段階別（急性期→回復期→慢性期→終末期）に学ぶ、領域横断的な科目設定とす 

ることで、より実践に近い教育を行うこととしています。 

 

Ｑ6：４年制の大学との違いは何ですか？ 

☞４年制大学との違いは、実践力に主眼をおいた教育を行い、専門職業人を育てることを目的として

いることです。 

☞講義・演習・実習指導の全てにおいて、専任教員 が一貫して指導できるのは、専門学校だからこ

そです。様々な学びの場で、経験豊かな専任教員が 一丸となって皆さんを常にサポートします。 

 

Ｑ7：実習って、どこでどのようなことをするのですか？ また、実習施設は自分で選べますか？ 

☞実習は、看護の対象と看護の場を理解するために、様々な地域での施設・病院・助産院・訪問看護

ステーション・老人保健施設・地域福祉センター・保育所・地域作業所などで実習をします。最終

的には職場適応統合実習で、専任教員と施設側の実習指導者の助言・指導の下、看護チームの一員

として看護の実践を学びます。 

☞主な実習協力施設 

県立足柄上病院・県立精神医療センター・平塚市民病院・小田原市立病院・茅ヶ崎市立病院などの

公立病院、平塚共済病院・秦野赤十字病院・伊勢原協同病院・済生会湘南平塚病院・積善会曽我病

院・弘徳会愛光病院・社会医療法人財団互恵会大船中央病院など、いずれも地域の中核的な医療機

関として経験豊富な医療スタッフが揃い、指導者としての確かな力量を持つ看護師が配置されてい

るところばかりです。 

☞実習施設を自分で選ぶことはできません。実習担当の教員が、居住地などを配慮して実習効果が最

も得られるよう、学生一人ひとりの実習先を決めています。 

☞また、助産所実習は、3 年次発達看護論実習Ⅲで学生全員が助産所での実習をします。 
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Ｑ8：入学定員、入試制度を教えてください。 

☞入学定員は 80 名です。 

☞入学試験の実施方法は、「推薦（指定校）入試」「ＡＯ入試」「一般入試」となります。 

 

Ｑ9：指定校入試の出願書類は学校でもらうのですか？ 

☞指定校には、当校から書類を送付していますので、学校から書類をもらってください。 

 

Ｑ10：指定校とＡＯ入試を同時に出願できますか？また、ＡＯと一般入試を両方受験できますか？ 

☞指定校入試とＡＯ入試同時に出願できません。ＡＯ入試と一般入試は、両方受験できます。 

 

Ｑ11：一般入試の英語で、リスニング試験・外部試験利用・英検免除はありますか？  

☞リスニング・外部試験利用また、入試優遇制度はありません。コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱになり

ます。  

 

Ｑ12：入学試験の面接ではどのようなことが重視されますか？  

☞将来、看護師になる人材として、次の点を大切にしています。 

・看護師をめざす気持ち 

両親に勧められたからといったことだけでなく、自ら看護師をめざそうという強い気持ち 

・コミュニケーション力 

   相手の話をきちんと聞いてしっかりと理解でき、その内容を他の人に正しく伝える力 

・人間関係力 

 他の人と協力したり調整しながら、物事を進めていくことができる力 

・思いやり・いたわりの気持ち 

自分さえ良ければといった利己的な人やわがままな人、弱い立場の人を見下したりするような冷

酷な人が看護師としての適性を欠くことは言うまでもありません。 

 

Ｑ13：入学検定料、入学から卒業までの費用、また授業料はどのくらいですか？ 

☞入学検定料は、9,７00 円です。 

☞入学～卒業までの費用としては、入学料：70,500 円。授業料：年額 217,200 円。 

＊授業料は、年額を４回（4 月･7 月･10 月･1 月）に分けて指定口座から引落します。１回 54,300

円です。 

＊その他：４年間で 70 万円程度（教科書代、実習費、国家試験対策費など）       
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Ｑ14：パソコンは必要ですか？ 

☞新型コロナウイルス感染リスクを避けるために、学校に来なくても学習できるよう一部の科目にお

いて、遠隔授業を実施しています。遠隔授業を受講するため、インターネット環境を整備するとと

もに動画が視聴できる程度のパソコン・タブレット等の情報端末が必要になります。また、レポー

ト作成についても、普段からパソコン操作ができるようにしておくことが必要です。  

    

Ｑ15：先生からどのような支援を受けられますか？ 

☞学年の担任教員が学習面と生活面で支援するとともに、校長・専任教員（他に約 90 名の非常勤講

師）・図書室司書・学校カウンセラー（月２回程度）・学校職員も一丸となって学生をサポートしま

す。また、最終年次生には卒業と国家試験に向け、きめ細かい対応を行っています。同時に、卒業

後の進路について、学生一人ひとりの希望や適性等に応じた進路選択のサポートをしています。 

 

Q16：男子学生、男性教員もいるのですか？ 

☞男子学生は入学年度によっても多少違いますが、概ね１～2 割程度の割合で入学しています。 

☞男性の専任教員は複数おり、本校の卒業生である男性看護師も既に様々なところで活躍していま 

すので、男性も安心して受験していただければと思います。         

 

Q17：国家試験の合格率は？ また、国家試験対策ではどのようなことをするのですか？ 

☞令和 2 年度の合格率は９６％です。 

☞国家試験は、その年に卒業見込みの最終年次生全員が受験しており、合格可能性の高低にかかわら

ず受験をする方針を一貫してとっています。 

☞国家試験対策としては、基礎学力はもとより試験内容に応じた勉強と試験の形式等に慣れるための

反復練習が必要です。 

☞試験傾向の分析に基づく頻出問題演習や模擬試験受験等を行い、合格に必要な実力の養成を図って

いきます。（特に最終年次には、国家試験対策担当と年次担任の教員が中心になり学習と生活の両

側面から支援体制を強化しています。） 

 

Q18：平塚看護大学校はどんな校風ですか？ また、学年を越えた先輩との交流はありますか？ 

☞｢自由で伸びやか｣と言われることが多いです。学校のある湘南の明るく、爽やかな気候風土に関

係しているのかもしれません。 

☞学校祭やボランティア活動など学生自治会を中心として交流しています。 
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Ｑ19：学内に食堂はありますか？また昼食はどうしていますか？ 

☞学内に食堂はありません。昼食は、お弁当などを持参して、コミュニティルームなどで食べてい

ます。コミュニティルームには、販売機を設置しています。 

＊校内で外部の業者さんがパンを販売する日もあります。 

 

Ｑ20：制服はありますか？ 

☞通学時や一般講義(授業)のときは私服です。看護技術の授業や病院実習では、学校指定の看護衣を

着用することとなっています。（洗濯替え用も含め、自己負担で購入していただきます。看護衣等

一式で５万円程度です。） 

 

Ｑ21：毎日の授業時間や夏休み・冬休みなどはどうなっていますか？ 

☞授業時間は、月～金曜日の９時～16 時 10 分（昼休みは 12 時 10 分～13 時まで）午前２時限、

午後２時限（１時限は９０分）の授業が基本です。病院などでの実習は施設側の開始時間に合わ

せて、午前 8 時 30 分から開始となります。 

☞長期休業は、年によって若干違いますが、夏休みは概ね 8 月中の１か月、冬休みは年末年始の２

週間程度、春休みは３月中旬位から 4 月上旬までの約３週間です。 

 

Ｑ22：先輩たちは、放課後をどのように過ごしていますか？ また､アルバイトはできますか？ 

☞放課後は、学生が自由に使えるコミュニティール一ムやラウンジで情報交換やおしゃべりをする

人、図書室で勉強や調べものをする人、看護技術の習得のために、実習室を使って自主練習をす

るなど様々です。バスケットコートもありますのでバスケをしている学生もいます。 

また、軽音同好会・英語同好会がありますので練習活動を行っています。 

☞アルバイトは、放課後や土日、夏休みなどの長期休業を利用して、学業に支障のない範囲でする

ことは差支えありません。なお、新型コロナウイルス感染防止の観点から、現在アルバイトは禁

止しています。 

 

Ｑ23：JR 平塚駅から少し離れていますが、通学は大変ではありませんか？ 

☞平塚駅からの通学は、徒歩で約 25 分、バスで約 10 分です（片道現金 180 円、ＩＣカード 178

円）。自転車を利用する学生が多いです。 

  最寄りのバス停(豊原町)から徒歩３分です。自転車利用の場合では、平塚駅から約 10～13 分程

です。 
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Ｑ24：学校に登校する際、自動二輪車は可能ですか？ 

☞車・バイク等では通学できません。通学は、徒歩・自転車・公共交通機関の利用のみです。 

 

Ｑ25：通学運賃は学生割引になりますか？ 

☞電車・バスともに適用になります。 

☞実習に行く場合は、実習定期といって施設に通うための学生割引も申請すれば 1 か月単位で適用

が受けられます。 

☞また、長距離の鉄道運賃の学生割引も受けられます。 

                                  

Ｑ26：奨学金制度はありますか？ 

☞神奈川県看護師等修学資金貸付制度 

・月額１.７万円（一般）、月額４万円（特例）卒業後県内の病院等に一定期間勤務した場合は返済

免除。特例は、世帯年収に制限があります。また、希望者が多い場合は、学力等の選考により決

定します。 

☞日本学生支援機構奨学金 

・有利子・無利子 2 万円～12 万円、学力等の選考により本校より推薦します。 

☞高等教育の修学支援新制度 

・文部科学省が定めた要件に該当する学生に対し、授業料の減免と給付型奨学金の支給を行い、修

学に係る経済的負担を軽減するものです。制度の詳しい説明は、文部科学省のホームページ等を

ご覧ください。 

☞本校の実習病院などで独自に奨学金制度を設けているところもありますが、入学後、将来の進路

を見定めながら、決めていくことをすすめています。 

☞奨学金の額も貸与元によって異なります。学費や生活費を奨学金のみで工面することは難しいの

で、奨学金はあくまでも補助と考えた方がよいでしょう。借りる際には、返済することも考慮に

入れ、条件をよく確認しておきましょう。 

 

Q27：主な就職先を教えてください。また、県立学校なので県立病院に就職しなければなりませんか？ 

☞主な就職先は県内の病院です。具体的にはＱ7 でご紹介した実習病院のほか、専門性の高い県立病

院、大学病院など、卒業生は幅広い様々な病院に就職しています。卒業生は医療機関から確かな評

価を得ており、ほとんどの卒業生が第一志望のところに就職しています。 

☞卒業後の就職先は、基本的に神奈川県内の医療機関にしていただくこととなっておりますが、県内

であれば県立に限らず、公立・民間を問いません。 
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Ｑ28：就職の際、給与は大学卒と同等ですか？ 

☞ほとんどの病院等から同等扱いとの回答をいただいています。   

                                                                                               

Ｑ29：大学院・養護教諭・助産師に進むとき推薦はありますか？ 

☞大学院・養護教諭の推薦制度はありません。助産師については、推薦の実績はあります。 

 

Q30：平塚看護大学校について、もっと知りたいのですか？ 

☞本校で実施する入試説明会やオープンキャンパスに参加してください。あなたの知りたいことが

わかります。 

  ☞個別の学校見学も、毎月第２火曜日と第４木曜日（休祝日を除きます）に対応しています。 

  時間は 1５時 45 分から 17 時です。見学希望日の前日までにホームページにて申込ください。 

 （現在、新型コロナウイルス感染防止のため中止しています。） 

 ☞入試説明会やオープンキャンパスは、平塚看護大学校のホームページで案内しています。 

・電話やメールでの問合せにも随時お答えしています。 

・入学案内（願書付）、学校案内をご希望の方は下記まで問い合わせください。 

 ＊入学案内については、６月の完成を予定しています。 

 

 

 

 

 

間合せ先・資料の請求先 

   〒２５４－００６３ 平塚市諏訪町２０－１２ 神奈川県立平塚看護大学校 

電話：０４６３－３２－３５３３   

ホームページ： http://www.pref.kanagawa.jp/docs/w5r/cnt/f9/ 


