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看護・医療系の入試状況や就職について 

 看護（医療）系の入試状況 就職環境の悪化⇒やや改善により社会人受験生が微減（本校も 7割は社会人・40代

を含め 30 歳代も多い） 

2008年のリーマンショック以降、総体的に受験者は２倍ほど増加してきました。しかしこの２年間は若干受

験者が減少となりました。今年度は各学校ともに推薦・社会人・一般入試の倍率は、平均して横ばいか若干

の低下です。その理由としてアベノミクス効果で一時的に就職環境が改善されたことにあります。しかしト

ランプ大統領就任で 2017年は世界経済にとって注目されるところです。仮に景気が急速に善くなり、一般の就

職環境がさらに改善されるようであれば看護・医療系の志望者は減少する可能性は過去(リーマンショックまでの数

年)のデータからも同じことが言えます。これを読んでいるみなさんの中にも何か資格を取りたいと考え、数ある資格

の中でも将来性や就職の有利さ、さらには家庭の経済的理由等を考慮した優先順位の中で看護職や医療者を目指すこ

とを決めた人も多いでしょう。このような社会環境下において、やりがいを感じながら社会に貢献し、なお且つライ

フワークとして安定した職業を考えた時、看護や医療系の仕事は真っ先に候補として挙がってきます。これは日本だ

けではなく世界的に見ても同じことがどうやら言えるようです。また、記憶に新しい 2011 年 3 月 11 日の東日本大

震災では多くの方が被災され、お亡くなりになりました。地震の二次的被害でもある福島原発の放射能漏れ事故、

さらに今年は熊本地震が起こりました。さらに近年、全国的な火山の噴火はもとより、集中豪雨や台風など、本

当に恐ろしい自然の脅威と文明の脅威を同時に思い知らされる昨今です。しかしそこには人と人が協力し、助け

合う素晴らしい姿や、とりわけ DMAT や JMAT の活躍は勿論のこと、医療従事者の専門的ボランティアなど多

くの献身的な人間愛が生まれました。それは多くの人々に感動を与えると同時に、自分も社会に貢献すべく医療

の道に進みたいと決心させる一因にもなっています。またわが国では超高齢社会の切り札として 2000 年 4 月に

は公的介護保険制度が新たにスタートし、2008 年からは予防医学（病気にならないように予防する健康医学）

の一環としてメタボリック検診などが実施されるようになり、日本中で医療や福祉に対する関心が高まっていま

す。また難しい話になりますが 2006 月 4 月には 7: 1 看護など、病棟の患者さんに対する看護師の人員の基準が

厳しくなり、特に看護師は全国各地でまだ不足している状況です。急性期の病床の増減を繰り返しながら、さら

に今後の政策医療のベクトルは地域包括医療システムの確立など在宅医療に向かっています。このような時代に

おいて､世界的に何かしらの国家資格を取得できる大学、専門学校への進学傾向が高まり、わが国においても近

年、少子化の要因による 18 歳人口の低下で一般の短大や大学へは比較的入学し易い状況があるものの看護・医

療系学校は学校数が増加した現在も入学難易度が高い現状があります。その理由は、高校 3 年生はもちろん、確

実に就職が確保できるということで社会人からの進路変更組も加わり、実際の入試では大学卒・短大卒社会人受

験生が数多く見受けられ、高校 3 年生を脅かす存在となっています。先ずは自分自身が大学に行くのか、それと

も専門学校にするのか、さらにはどのスタイル（AO・推薦（公募・指定校）・社会人・一般入試）で入試に臨む

のかできる限り早期に決定し受験対策をしっかりと立てていくことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 



●看護大学の数と大学定員の推移（1991 年度～2015 年度） 

 

 ●看護・医療系大学（専門学校を除く）１学年の定員約 40,000 人 

 
 

 

➡このデータから看護と医療系を合わせると大学（除く専門学校）だけでその一学年定員が社会科学（法学・政

治学）といった既存のメジャーな学部・学科を上回る定員となっていることがわかります。 

 

 

看護・医療系の教科別入試対策 

 大学・専門学校の入試は、学科試験と面接試験の二本立てが普通です。一般の大学、専門学校と違い、面接試

験や高校の調査書の配点が高くなっている学校は沢山あります。その理由は、人の命を預かる仕事の性質上、適

性や資質の有無を判断するためで、学力に加え人物評価をしています。しかし、国公立大学や一部の私立大学は

学力重視で、面接試験は参考程度という学校もあります。特に看護系大学、専門学校においては看護教育レベル



（学校教育と臨床レベルの乖離が大きい）の高度化により基礎学力や適切な判断能力が要求されます。以下に大

学センター試験を除く一般的な看護・医療系学校の各科目の入試傾向と勉強のポイントを述べますので参考にし

てください。ただし、既卒受験生が注意したいのは平成 29 年度（2017年度）入試でも『数学』『理科』科目

に関して、新学習指導要領（平成 21年告示高等学校指導要領）の指導要領範囲に沿った新課程入試の実施

が一般的です。いずれにせよ『数学』『理科』については各大学や専門学校の入試要項やオープンキャンパ

ス等でしっかり確認するようにしてください。 

 

■英語 

 大学、短大、専門学校とも長文総合読解問題が最低 1 問は出題されています。英語Ⅰ、英語Ⅱの範囲で出題す

る学校がほとんどなので、基礎学力の完全克服が必要です。ただし地区ブロックごとの医療センター系看護専門

学校の統一テストでは大学入試レベルの問題も出題されています。平均的に大学・短大では長文 50％以上、文法

問題 40%前後、英作文 10%前後が一般的で、長文総合問題の出題比率が高いのが最近の傾向です。専門学校の場

合、長文形式の問題は若干少なく、発音問題や文法問題などを中心に出題され、特に会話文の出題頻度が増加傾

向です。 

●単語・熟語は毎日こつこつと、書きながら発音して覚えよう。医療英語は目に付けば拾い出して暗記すること

も忘れずに。 

●重要文法事項や構文（イディオム）、会話文の定型句は暗記しておこう。 

●基本的文法問題集を繰り返しやり、一冊丸ごと自分のものにしよう。 

●長文読解のコツは慣れであり、短文から長文へと徐々にステップアップ。わからない単語・熟語は必ず辞書を

引く。そして最後に過去問題をやって時間配分などを知り、本番の感覚をつかもう。 

■国語 

 国語には、国語（国語総合・国語表現・現代文 A・B）、古文、漢文、小論文・作文があり、それぞれ内容が異

なります。出題範囲は、大学センター試験では国語という名目で上述の小論文を除く部分がすべて含まれます。

センター試験は論理的な解釈ができ、高度な分析力を問う出題傾向が年々高まってきました。ただし私立大学や

専門学校では現代文のみの出題がほとんどですが問題難度が上がる傾向にあり、100 字前後の論述問題を出題す

る専門学校もみかけられます。大学、専門学校に限らず文法問題、ことわざや故事成語、ことばの知識、漢字、

四字熟語、文学史などが独立問題としてよく出題されます。現代文では徹底的な演習をすることで論述、選択問

題をしっかり正答させる力が必要です。 

＜国語（現代文）＞ 

 国語が得意な人は、日頃から活字を読む習慣ができています。文章読解にはそれなりのセンスが必要となり、

読書の量によります。もし国語が苦手なら、ぜひ新聞を読んでください。新聞は読解力が養成でき、面接や小論

文で出題されそうな医療・社会問題など、知識の宝庫です。すぐに結果の出る科目ではないので、以下のポイン

トを押さえて早めに取りかかってください。 

●判らない漢字や意味は、辞書を使ってノートに書き出すようにしましょう。 

●国語便覧などで文学史の知識を頭に入れ、さらに四字熟語やことわざなど、ことばの知識を専門の問題集や参

考書で頭に叩き込もう。 

●新聞を読む習慣をつけて読解力アップ。同時に医療系テーマの知識養成もできます。 

●解答解説が詳しい問題集を購入し、初級から徐々に上級問題へステップアップする。 

 

 

 

 



■数学 ⇒ 新課程へ移行している  

【旧課程】            【新課程】        

 

 

 

 

                                  （新しい単元） 

 

 

 

 

※上記の図から数学基礎（旧課程）及び数学活用（新課程）は省いています。 

新課程では私大や専門学校で出題されることの多い数学Ⅰは高校生全員が必修科目となり、その中に時代の流れ

を反映した「データの分析」が新たに追加され、旧課程数学Ｃで学習した集合・命題がさらに移行されています。

また数学Ａでは新指導要領では上記図のように「整数の性質」が新たに加わったが３単元のうち２単元の履修で

単位認定されるため実際の入試の出題では選択単元としての出題が予想され、さらには「場合の数と確率」の単

元から期待値⇒数学Ｂへ移行となるなど、変更点が見られます。難易度の高い大学を受験予定の方は「複素数平

面」が数学Ⅲに復活したことや、数学Ｃの廃止に伴い「行列」が指導要領から外されたこと（実際は行列の初歩

を数学活用で学ぶ）はしっかりマークしておく変更点だといえるでしょう。数学は好き嫌いの分かれる科目で、

皆さんの中にも受験校選択の際に、数学はできれば避けようと考えている人も多いはずです。私立大学や専門学

校の受験は数学Ⅰもしくはそれに加えて数学Ａで対応できますが、次回から完全に新課程入試へと移行しますの

で前述のように出題内容が変化する可能性があります。いずれにせよ、専門学校から大学レベルまでの入試にお

いて数学Ⅰ、数学Ａ（選択２単元）を克服することがまず重要です。とりわけ看護系では国家試験で数学の基礎

的計算力が近年必須となる出題が見受けられ、看護系学校ではその対策に苦労しています。数学も看護医療系学

校での学習生活において大切である証です。数学は、テスト作成側（学校）にとって計算問題から文章問題まで

様々な難易度の問題作成が可能です。それでは受験に向けて数学を効率よく勉強する上での注意点をあげてみま

しょう。 

●公式やルールなどの決まりごとは覚え、まずは基礎力を身に付けましょう。続いて応用問題に手をつけ、最後

に過去問題に取り掛かりましょう。基礎力が不十分だと応用問題や過去問題が解けず、逆に焦りの原因になって

しまいます。 

●公式の活用に関してサブノートを作成し、受験前でも見直しができるようにしよう。 

●基礎力がある程度ついたら受験校の問題傾向を知り、類似問題と過去問題を何度も解こう。新課程入試におい

ても過去問題の傾向は類似することに違いありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

数学Ⅰ 

数学Ⅱ 

数学Ⅲ 

数学Ａ 

数学Ｂ 

数学Ｃ 

 

数学Ⅰ 

数学Ⅱ 

数学Ⅲ 

数学Ａ 

数学Ｂ 

 

 

数と式 図形と計量  

二次関数 データの分析 

数学Ｃは廃止 

 

場合の数と確率 図形の性質 

整数の性質（新しい単元）  



■理科 ⇒新課程へ移行している  

※数学と同じく理科科目（生物・化学・物理）の出題は新課程へと完全移行されます。 

 

【旧課程】                     【新課程】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物を例にとって解説すると、旧課程の生物Ⅰ・生物Ⅱの区分けから生物基礎・生物（専門）という呼称に新課

程では変更されたと同時に、全体的な分野と項目が再編成されています。その中身全体は指導要領でも遺伝の一

部や進化・系統の一部が削減され中学校で学ぶ（中学校の時間数増加）こととなっています。高校で学ぶ生物科

目全体でのボリュームは減りましたが教科書自体は分厚く、より丁寧な解説となり総量が増えた感じも否めませ

ん。内容的にはどの高校でも履修し、私大や専門学校で頻出となる新課程の『生物基礎』は旧課程の『生物Ⅰ』

と相違がみられ、高校での単位数が３単位⇒２単位へと削減され、内容的にも免疫や遺伝子といった分野を包括

した人間の生活にとって必要かつ関連性の高いカリキュラムとなっています。とりわけ『生物基礎』は●生物と

遺伝子●生物の体内環境の維持●生物の多様性と生態系と三段階ステップで細胞や分子のステージから人間の

生活を経て生き物の生態系（生命現象）のバランス・保全といった生物学にとって基礎的な学びを習得するカリ

キュラムです。とりわけ「遺伝子」を含む範囲が遺伝情報～タンパク質合成までと旧課程「生物 I」より拡大し

ています。また『生物基礎』の新たな単元として「生物の多様性と生態系」という呼称が加わり、その単元に旧

課程「生物 II」の範囲であった「生物の集団」が『生物基礎』のこの単元へ移行しています。総じて『生物基礎』

は、四割強の範囲で旧課程「生物 I」以外から移行してきた構成変化がみられます。また生物（専門）では従来

の３単位から４単位へと増加しているため、さらに高度で深度のある内容となっています。『生物（専門）』の範

囲はもちろん、旧課程「生殖・発生」、「動物の反応と行動」、「植物の環境応答」が旧課程「生物 II」から新たに

当該範囲となっています。さらに、旧課程では参考・発展等に留めていた項目が最近のタイムリーな生物学的な

見地から学習指導対象となったことや、「生物の分類と進化」・「生物の集団」は絶対履修となり大変ボリューム

感（単位数も４単位）のある新課程『生物（専門）』となっています。最近では看護・医療系の受験で理科を必修

にしている学校は減少傾向にあります。しかし国公立大学以外では受験科目に設定している場合でも生物、化学、

物理から 1 科目の選択をさせる学校が多く、その場合、とりわけ看護系で受験生は生物（『生物基礎』難関校は

『生物（専門）』）を選択することが一般的となりそうです。学校によっては数学（新課程科目）など他の科目と

の選択が可能なので、自分の得意科目の発掘も入試では重要です。そのため早い時期に理科の受験科目を決定す

ることが合否のカギを握ります。 

 

＜生物（生物基礎）＞ 

 学校入学後も、生物の知識は人間や生命に関する専門基礎分野である「解剖・生理学」を学習する上で基盤と

なるものです。暗記科目と安易に考えるのではなく生物学用語を大切にした上で、理解を深めるように努めるこ

とが重要です。また『生物基礎』は範囲が狭く試験での点数差が少なくなる可能性が高いので、ケアレスミスに

注意しましょう。 

生物基礎・生物（専門） 

2単位    4単位 

生物Ⅰ・生物Ⅱ 

3単位  3単位 

生物基礎 

生物と遺伝子/生物の体内環境の 

維持/生物の多様性と生態系 

生物（専門） 

生命現象と物質/生殖と発生/生物の 

環境反応/生物の進化と系統 



●全範囲を網羅するサブノートを作り、いつでもチェックできる自分だけのオリジナルノートは大変役立ちます。

テスト直前にも気になるポイントをチェックできます。 

●新課程入試では単元を超えて生物（専門）の領域まで出題する学校も予想されます。傾向と対策をするために

も志望校の出題範囲をチェックし、過去問題（旧課程問題）をしっかりと調べておきましょう。 

●生物の受験勉強で大切なことは図解などからしっかりとその項目の流れや体系を理解し暗記することです。ま

た理解事項を確認するためにも、問題集での演習を心がけましょう。志望校の出題の傾向から、学習する優先順

位を決めて効率的な学習も忘れずに。 

 

■小論文 

 推薦・社会人入試制度を導入している学校では 95%以上が、一般入試では国公立大学の大半が二次試験で小論

文試験を実施しています。60 分で 800 字程度を論述させるのが一般的で、資料や文書から論述させるものもあ

れば、表題だけを与えるケースもあります。テーマは多様で、自分自身のことや社会・医療問題が頻出です。い

ずれにせよ小論文では受験生のテーマに対する知識力、理解力、活字表現力、さらに人物評価として自己理解、

医療者としての適性と資質を学校は判断します。 

 最近では大別して以下の出題傾向が顕著です。東日本大震災や福島原発の放射能汚染事故の経験を基に、熊本

地震はもとより、自然災害（ゲリラ豪雨・火山噴火・ボランティアなど）、原発系の出題も数多く見受けられま

す。また 18 歳選挙権、IPS 細胞、TPP、消費税率アップの問題や少子高齢問題、さらには今年のリオデジャネ

イロ五輪、2020年東京五輪、LINEや SNS、ツイッターの功罪についてなどもしっかり押さえておきましょう。 

① 医療問題系･･･「IPS 細胞」「介護保険制度」「子宮頸がん予防問題」「少子・高齢化」「医療事故」「放射能

汚染と健康」「新型インフルエンザ」「医療ボランティア」 

② 社会問題系･･･「18 歳選挙権」「児童・老人虐待」「環境問題」「危険ドラッグ」「いじめ」「喫煙」「ボランテ

ィア」 

③ 専門テーマ･･･「看護師（医療者）の責任」「生命」「医療従事者のモラル」「インフォームドコンセント」

「統合医療」「生命の倫理」 

④ 自分自身にかかわるテーマ･･･「医療者を目指す理由」「看護職への適性」「ボランティア活動」「将来の夢」 

⑤ 一般的テーマ･･･「家族」「友情」「やさしさ」「高校時代の思い出」「部活動」 

◉書き方 

小論文の勉強は日頃から新聞や本を読み、興味や関心を持つことから始めましょう。継続することで興味や関

心が知識へと変わり、的確な意見を論述できる能力が養われます。800字程度の小論文ならば「序論」「本論」

「結論」の 3段落構成で書くのが一般的でしょう。 

序論：問題を提起し賛否を明確にする  

本論：自分の主張について証拠を挙げ、説明・論証する  

結論：まとめ、今後の課題や抱負について 

書き出す際には縦書き・横書きに気をつけて、漢字を駆使して誤字や脱字をチェックし、原稿用紙にルール通

りに書きましょう。書き終わったものは先生や友達に読んでもらいアドバイスや指摘を受け、それを基に書き

直しをすることで次第に上達します。論述能力は入学後にレポート課題の多い看護医療系学校で大変役立ちま

す。 

 

 



■面接 

 看護・医療系学校の教育目標は、臨床現場における有能な看護医療従事者の養成にあります。そのためには「学

力」だけでなく「人間性」が大きく関わってきます。「学力」は学科試験においておおよその判断はつきますが、

それだけではその人物の「人間性」や「適性」まではわかりません。その為に面接試験によって確かめる必要が

ある訳です。 

 では、面接試験で何をみられるかというと、まず礼儀や言葉づかい、姿勢、身だしなみ、清潔感などです。さ

らに具体的な質問によって意欲、表現力、積極性､協調性といった人間的評価がなされます。特に、人の生命に携

わる職業なので、倫理観や意欲はたいへん重要なポイントです。以上が面接試験の概要ですが、必要以上に神経

質になる必要はありません。面接において一番心がけねばならないのは、「自分自身の言葉」で話すことです。変

に背伸びをせず、思った通りを素直に話すことが面接官の好印象を招きます。ただし医療への意欲は大いに表現

しましょう。意欲とは､学科試験の成績（努力して受験勉強した結果）と、どれほど真剣に医療へのこだわりと情

熱をもっているかを述べることによって表現できるはずです。看護医療職について、また将来について、しっか

りしたビジョン（展望）を持つことが大切です。 

 またここ数年の傾向として集団ディスカッション（討論）形式で実施する大学、短大、専門学校ともに増加し

ています。テーマに対する知識の有無や、リーダーシップ性、協調性などディスカッション形式では真の自分の

姿があらわになります。友人同士集まって様々なテーマで練習を重ねておく必要があり、個別面接以上に自分の

意見が求められます。 

 面接試験の注意ポイントを以下に示しますので、参考にしてください。「面接対策」とは一つの質問に対する模

範解答を丸暗記することではありません。質問事項に対して自分の考えをわかりやすく表現し、相手に正しく、

熱意を持って伝えるための練習を実践することです。 

【面接テストのポイント】 

① 服装………現役生は規定の制服（私服高校はスーツ着用）、既卒者は黒か紺系のスーツ（パンツスーツでも

かまわない）ピアスや指輪、ネックレスは厳禁 

 ②髪型………男女とも流行の髪形やブリーチは厳禁、整髪して長い髪は後ろでくくり清潔感を出す。 

 ③姿勢………背筋を伸ばして着席（必ず指示後）、視線は面接官の目または喉もと、声ははきはきと元気よく大

きな声を心がける。熱意ある言動が大切です。 

 ④形式………個人面接、集団面接、集団討論（ディスカッション） 

 ※集団討論ではテーマヘの知識性、リーダーシップ性､積極性､協調性などを多角的に評価される。 

 ⑤内容………学科・学校の志望動機、卒業後の進路、専願か併願か、自分の性格や長所・短所、部活動やボラ

ンティア活動の有無、趣味､特技、学費、奨学金、医療・福祉・社会問題や関心のあるニュース、自己 PR、その

他 

 


