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尊いものを敬い、人を愛
するということです。
看護の対象となる人への尊重と、人をいつくし
む、という心に通じています。



看護学を学ぶには
どうして、大学が良いのですか？



看護学を学ぶには
どうして、大学が良いのですか？

医療・看護は、日々進歩しています。
大学は、進歩が著しい医療・看護に
対応した研究を行い、看護教育に活

かしています。



看護師国家試験受験資格

中学卒業

准看護師養成所･高校
※養成所は２年、高校は３年

228校 10,021人
（１学年定員）

高等学校卒業

４年制大学

280校 23,840人

（１学年定員）

養成期間３年の

養成所・短大

581校 30,192人（１学年定員）

高校・高
校専攻科

５年一貫
教育校

78校

4,239人
(1学年定員)

養成期間２年の

短大・養成所

高校専攻科
151校 6,255人
（１学年定員）

保健師課程

助産師課程

３

年
以
上

保健師・助産師国家試験受験資格

保健師養成所･大学院･短大専攻科 34校 911人

助産師養成所･大学院･大学専攻科/別科･短大専攻科 123校 1,867人
1年以上

35 ％ 44％

6％

９％

２年通信制の
短大・養成所

17校 3,580人

（１学年定員）

5

7

％

３年以上の実務

経験又は高等学
校等卒業者

7 年以上の

実務経験

看護教育制度図（概念図）平成３０年

※学校養成所数、１学年定員は平成30年4月現在出典：「看護師等学校養成所入学状況及び卒業生就業状況調査」（厚生労働省）



大学で看護を学ぶ具体的なメリットとは！

（１） 学歴が大学卒となる。「学士（看護学）」

の称号が与えられる。

（２） 一般教養科目が充実しており、より広い

視野で看護をとらえることができる。

（３） 教育年限が長いため、給与（初任給）

は専門学校卒業の看護師に比べ高い。



看護学部の教育の特徴を紹介します！



地域に根ざし、謙虚に人と向き合い、人をいつく
しむ看護ができる、高い倫理観と豊かな人間性を
備えた人材を育てます。

思考力
判断力
表現力

知識
技能

主体性
多様性
協働性

看護学部が目指す教育



○「看護学」を学ぶ学部です。
➡看護を学問として深く追究し理解します。

○2005(平成17）年4月に開設しました。
〇2022年度は、第18期の入学生です。

○卒業生は729名、うち男性は131名です。
〇東北で、初めての私立大学看護学部とし
て認可されました。

弘前学院大学看護学部は



国家試験受験資格
看護師国家試験受験資格
保健師国家試験受験資格（選択制）

保健師免許取得後申請で得られる資格

・養護教諭二種免許
（教員免許に必要な４科目の単位の
修得が必要です。）
・第一種衛生管理者免許

国家試験を受ける資格が
得られます。

卒業すると得られる資格は？



本学でしか学べない教育内容



看護実践科目

卒業研究

統合実習

社会学、心理学、英語
日本語表現法など

看護基盤科目

基礎演習

2022年度からの新しいカリキュラム！！

４年

３年

２年

１年

人体の構造・機能など

看護基礎科目

保健師選択制

各分野の看護学演習・実習

ヒロガク教養講話

健康づくり実習Ⅱ
プライマリーヘルスケア実Ⅱ

基礎看護学演習・実習

健康づくり実習Ⅰ

プライマリーヘルスケア実習Ⅰ



健康づくり実習（1・3年次）・
プライマリーヘルスケア実習（１・3年次）

• 看護の対象者は病気で治療を受ける方だけで
はありません。

• 病気を持ちながら地域で「生活」している方や、
もっと健康に「生活」したいと願うすべての方が
対象者です（文部科学省）。

• 「生活」ってどういうこと？どんな「生活」をした
い？

地域に出て、深く、幅広く看護を考える実習がスタートします！



国家試験合格率がアップ！
就職率は100%です！

全国平均を超え
ています！



看護学部では、

●2020年度（第110回）看護師国家試験

受験者64名中62名合格 合格率 96.9%
全国平均全国平均は、新卒95.4%、総卒90.4%でした。

●2020年度（第107回）保健師国家試験

受験者8名中7名合格 合格率 87.5%
全国平均は、新卒97.4%でした。

☆弘前学院大学は、1年生より国家試験
対策として様々なサポートを行っています。

看護師・保健師国家試験合格率



就職率
100％

☆就職サポート
毎年3月：看護学部
学内就職セミナーを
開催しています。
（2・3・4年対象）

2020度（令和3年3月卒業）の卒業生の進路

保健師：２名
・東京都世田谷区役所
・深浦町

民間病院

71%

大学病院

20%

国公立病院

9%

民間病院

大学病院

国公立病院

卒業後の進路・就職先は？

看護師就職先

看護師：
・弘前大学病院
・青森県立中央病院
・健生病院他多数



4年間の体系的キャリア教育により
看護観・倫理観の育成をめざしています！



教育体制の特徴（１）
きめ細やかな少人数教育

◆1年生「基礎演習」：初年次教育として、7名程度
の少人数で「調べる、読む、考える、的確に表現
する」をグループ学習します。
自ら学ぶ姿勢と、大学生としての学び方を講義
と演習で養います。

◆４年生「卒業研究」：
１対１の研究指導



教育体制の特徴（２-１）
看護理論に基づいた看護実践

能力の強化
基礎看護学演習：注射に関する技術練習の場面

「講義」「演習」「実習」
を通して看護実践能力
を養います。

※写真は、基礎看護学
領域の「注射に関する
技術練習の場面」



呼吸が苦しそうではないか！？
何が起こっているのか？？
原因は何か？?
このままではどうなるか？
どうしたら良いのか？

臨床判断力とは：「状況を判断し、看護を
実施するための意思決定をする力」

経験した出来事を，
振り返ることによって、
臨床判断力を磨く！

３年前期：成人看護学の科目全身麻酔で肺の手術をした患者さんの
看護－シミュレーション人形を活用して観察－

実施→振り返り→実施→振り返り
を繰り返しながら、熟考中！

体験できた！良かった・・・
で終わりではない。

体験したことを、振り返り、
根拠に基づいて探索して思考・

熟考することが大切

教育体制の特徴（２-２）
臨床判断力を磨く：臨床場面を設定した演習



教育体制の特徴（3）
公衆衛生看護学実習：地域住民への健康教育

保健師課程を
選択した学生は、
青森県内の
保健所・市町村で
実習を行っています。

乳幼児健診に来た
お母さん方に対し、
健康教育を行っている
場面です。テーマは
「食物アレルギー」



〇学会と同様に、一人一人がスライド
を用いて発表し、質問にも答えます。
大きく成長する機会でもあります。

教育体制の特徴（4）

卒業研究論文を作成し、発表会で
全員が発表します！

〇司会・タイムキーパーなど発表会の
運営は、学生の手で全てを行います。



主に弘前市周辺の医療・保健・福祉

施設での臨地実習により、看護実践能力

を育成します。宿泊を伴わない（保健師

選択課程以外）ので、実習費用が抑えら

れます。

教育体制の特徴（5）

大学の近隣実習施設での臨地実習

ほとんど弘前市内です



学生を一定のグループに分け、
グループごとに教員と学生がふれあい、
交流を行い、大学での有意義な学生
生活を支援する制度です。

チューター制度で手厚い個別支援をしています！



オンライン授業

• 基本的には対面授業を推進しています。

• 新型コロナウイルス感染症対策や授業支援
としてオンライン授業の整備や充実を図って
います。

• 看護学部ではすべての教員がオンライン
授業ができる準備をしています。



学生生活



• 校舎は緑に囲まれ、岩木山の美しいシルエット
がみえます。

• キャンパス内に春は桜・秋は紅葉。こころが
潤います。

• 雉の夫婦もいますよ。

• 本学のすぐそばに国立大学もあり、下宿や
アパート、マンション

など、大学生活の

支えが充実しています。

（3万円から5万円／月）

大学周辺の環境



バスケットボール部

茶道部

学園祭での様子
（出店）



2021年度から新入試制度を増設しました。



入 試 （一部紹介）

● 総合型選抜 未来デザイン入試（Ⅰ期～Ⅱ期）
募集人員 ： 5名

選考方法 (1)未来目標シート
(2)書類審査、小論文、面接（個別）

● 推薦入試 ： 公募制Ⅰ期・Ⅱ期
指定校Ⅰ期・Ⅱ期

募集人員：Ⅰ期・Ⅱ期合わせて30名
選考方法：公募制推薦／書類審査及び小論文、面接

指定校推薦／書類審査及び小論文、面接

面接は面接官2名対受験生1名です。
グループ面接はありません。

新



礼拝堂での卒業式記念写真 みんな輝いています！



弘前学院大学看護学部

教職員一同、皆さんの入学を
心待ちにしています！


