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神戸市看護大学の沿革
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神戸市立高等看護学院開設

1981年

神戸市立看護短期大学開学

1996年

神戸市看護大学開学
神戸市立看護短期大学を
神戸市看護大学短期大学部と改称

2000年

大学院看護学研究科博士前期課程設置

2005年

助産学専攻科設置

2006年

大学院看護学研究科博士後期課程設置

2007年

神戸市看護大学短期大学部閉学

2016年

助産学専攻科廃止

2016年

大学院博士前期課程助産学実践コース開設
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神戸市看護大学は、1996年4月に地域社会の保健・医療・福祉に貢献できる看護専門職者の
育成を使命として開学し、今年で23年目になります。これまでの22年間の歩みの中で、社会の
ニーズや医療状況の変化に対応して、看護学部、大学院看護学研究科（博士前期課程・博士後期課
程）をもつ大学として発展してきました。この間、2000名を越える卒業生や修了生を輩出し、教
育・研究活動、社会貢献を通して、看護界だけでなく地域社会の発展にも貢献しています。
近年、
医療・看護を取り巻く環境は大きく変化しています。医療の高度化や医療技術の進歩、
少
子高齢化の進展、医療提供体制の整備、健康に対する意識の高まりなどから、社会の人々に対する
質の高い看護実践の提供が求められています。さらに、看護の専門性を見極め、看護の未来を切り
開いていく力や既存の枠にとらわれず新しいアイデアや発想を生み出す力も求められています。
このような時代や社会からの要請に対応し、社会の人々に信頼され貢献できる大学、学生の学

神戸市看護大学学長

鈴木志津枝

びの質や幅を広げていける大学を目指し、学生一人ひとりの資質と能力を最大限に発展させるこ
とができるように、教育方法を工夫し学生の個性を尊重した教育、学生が自律的な勉学意欲を高
める教育、講義内容と臨床実践をつなぐ教育、人と人のつながりや社会とのつながりを大切にし
た教育を行っています。例えば、地域住民が模擬患者や語り手、健康測定参加者として協力して
いただく
『コラボ教育』
の実施、シミュレーターを活用した教育の充実、看護学実習における細や
かな指導、本学と他大学との連携による多職種連携教育の実施、本学と大学間協定を結んでいる
ワシントン大学やベトナムのダナン大学への短期海外研修、キャリア支援室職員による一貫した
就職支援など、学部学生や編入学生の入学から卒業、就職までの責任ある教育体制の実現に向け
てさまざまな取組を行っています。
神戸市看護大学は、2019年４月より法人化し、公立大学法人神戸市看護大学になる予定です。
現在、法人化のメリットを活かし、神戸市に存在する魅力ある大学としてさらに発展していくた
めに、教職員の力を結集して準備を進めています。
学生が主体的に学び、看護専門職者として自らのキャリアを切り開いていけるように教育研究
支援体制を整え、さらに教育や研究成果の発信力を高め、地域の看護職者の生涯教育の拠点とし
ての役割や地域の知の拠点としての役割を果たす大学として、これまで以上に力を発揮していき
ます。
明日の看護の発展に関心のある皆さま、神戸市看護大学で一緒に学び将来の夢を実現してみま
せんか。教職員一同、皆さまを心よりお待ちしています。
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看護学部
教 育 理 念
本学は、地域社会の保健・医療・福祉に貢献できる看護専門職の育成を使命としています。この使命を果たすた
めに、
次のような理念に基づいて教育を行っています。
まず、広い視野と豊かな教養に基づいて、人間を全体として捉える力を育てます。これにより、看護の実践に不可
欠な人間の存在や経験の意味を洞察する創造的想像力が形作られると考えています。
第二に、学生と教職員との日常的な関わりのなかで、学生のいっそうの人格形成を促すとともに、他者との関わり
の深化を支援します。これは、
自己への信頼に基づいて、能動的に他者との関係を築くことができ、さまざまな場面
でつねによりよい行動を取ろうとする倫理的態度が培われるこ
とにつながることでしょう。
第三に、看護学の目的である実践への志向性を育み、看護実践
に必要な知識や技術とともに、それを支える分析的かつ総合的思
考を育成します。これによって、知識や技術を目的にあわせて再
構成する力が備わり、創造的想像力や他者と関わる力と相まっ
て、
看護実践能力が形成されると考えます。
最後に、先見性をもって地域社会の健康問題をとらえ、主体的
に取り組む姿勢を育みます。変化する社会の要請に応えて、多職
種と連携しながら、つねに良質なケアと新しい看護システムを探
求しようとする志向性へと発展することを期待しています。

教 育 目 標
看護学部は、看護専門職としての自覚と責任に基づき、多様な対象者の個別性に対応できる実践能力を開発すること
を目標とします。
そのために、次の基礎的な能力や態度を涵養します。広い視野と豊かな教養にもとづいて、看護の対象となる人間を
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全体としてとらえ、人間の存在や経験の意味を洞察することができる能力を育成します。また、生命の尊厳と人権の尊
重に基づく倫理観を培い、看護者として、保健・医療・福祉の現場で生じる倫理上の諸問題に積極的に取り組む姿勢を
養います。そして、
自己への信頼に基づいて、
他者との関係を築く力を育成します。
この基盤の上に、保健・医療・福祉従事者など様々な専門職者との積極的連携・協働を可能にする積極性と協調性
を育成します。また、地域社会への関心を深め、とくに健康問題に関するニーズを把握し、積極的に地域活動に参加す
る態度を育成します。それとともに、文化的背景を異にする人々とのコミュニケーション能力を培い、国際的視野に立っ
て看護の課題に取り組む態度と行動力を育成します。

大学院看護学研究科の紹介

博士前期課程
学

位：修士（看護学）

博士後期課程
学

位：博士（看護学）

修業年限：２年

修業年限：３年

入学定員：28名

入学定員：３名

神戸市看護大学大学院看護学研究科博士前期課程は2000年4月に開設され、基盤看護学領域と実践看護学領域の2領域13専攻
分野を設置しています。また、2006年4月には看護学研究科博士後期課程が開設され、看護基盤開発学領域と看護実践開発学領
域の2領域を設置しています。

アドミッションポリシー
看護学部では、
次のような人を求めています。
1.（看護への志向性）看護をはじめとして保健・医療・福祉分野に広く関心のある人
2.（人間を尊重する姿勢）他者の尊厳と権利を重んじる姿勢を備えた人
3.（人と関わる力）他者に関心を持ち、
主体的に関わろうとする意欲を備えた人
4.（柔軟な発想と行動力）柔軟な発想をもって新たな知識を探求し、
問題を解決する意欲と行動力を備えた人
5.（基礎学力）看護学を学ぶために必要な基礎学力を備えた人

カリキュラムポリシー
看護学部では、
次の方針で教育を行います。
1. 4年間の学士課程を通して、人間の営みに関係する文化、社会、自然、言語の科目、人間の健康生活に関係する生体の
基礎、健康と生活、健康の変調と医療の科目を履修することにより、看護学の基盤となる様々な学問領域における知
識と教養を身につける。また、
専門教育では、看護実践に必要な知識と基本的技術を身につける。
2. 看護学科目にシミュレーション教育、実習指導者等による講義や事例を用いた授業を導入することを通して、看護の現
象を多角的に捉え、
思考の広がりを育成すると共に、
分析、
統合する思考を育成する。
3. グループワークによる演習を含む科目や実習科目を履修することにより、他者と関わる力や協調性、倫理的態度、リー
ダーシップを養う。
4. 看護統合科目・総合科目では、与えられた課題を十分に探究・考察し、その結果を的確かつ論理的に構成・発信する
能力を育てる。
5. 地域住民に模擬患者や生活体験の語り手等として協力していただく
「コラボ教育」を導入することにより、地域住民の
生活や健康問題に関するニーズを捉える力、
主体的に地域活動に参加する姿勢を育てる。
6. 複数の語学科目を配置し、国際的視野に立った医療や看護を学ぶことにより、異なった文化や価値観を理解する姿勢
を育てる。

ディプロマポリシー
看護学部では、
以下の態度や能力を身につけ、所定の単位を修得した学生に学位を授与します。
1. 人間を全体として捉えることができ、
人間の存在や経験の意味を洞察することができる。
2. 生命の尊厳と人権を尊重し、
常によりよい行動を取ろうとする倫理的態度を身につけている。
4. 分析的かつ統合的な思考により、
看護を受ける人に個別性のある看護を実践することができる。
5. リーダーシップの基礎を理解し、保健医療福祉従事者など多職種と連携・協働する積極性と協調性を身につけて
いる。
6. 地域住民の健康問題に関するニーズを捉え、
主体的に地域活動に参加する姿勢を身につけている。
7. 異なる文化や様々な価値観を理解し尊重する態度を身につけている。
8. 社会の動向を把握し、
ケアの質の向上とよりよい看護提供システムを探究しようとする姿勢を身につけている。

2013年より大学院の重点化にともなう改革として、大学院カリキュラムの充実に取り組んできました。カリキュラムの充実
の一環として看護教育学関連科目や英語プレゼンテーションを配置しました。博士前期課程の7専攻分野が、看護実践能力の強
化とケアとキュアの統合を目指してカリキュラム内容を充実させ、38単位の専門看護師教育課程の教育を行っています。さら
に、2016年度から、博士前期課程助産学実践コースで助産師教育を行っています。
これまで244名の博士前期課程修了生と14名の博士後期課程修了生を輩出しており、修了生らは、全国各地の看護系大学教員、
看護管理者、行政官、専門看護師、訪問看護師等として、さまざまな分野で活躍しています。
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3. 他者と関わる力を有し、
能動的に他者との関係を築くことができる。
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カリキュラム紹介

※平成31年度よりカリキュラム変更を行う予定です

看護実践能力のある専門職を育成するために、
教養科目と専門科目の融合をはかり、
段階的な
看護学実習を進めることができるカリキュラムを編成しています。
学年
学期

看護学の基盤となる科目Ⅰ
看護学の基盤
となる科目Ⅱ
看 護   学   科   目  

KOBE CITY COLLEGE OF NURSING
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1年
前期

2年
後期

哲学
生活文化史
神戸学
感性・身体表現
心理学
社会学
経済学
コミュニケーション論
国際社会の動向
情報科学
化学
生命科学
行動生態学
看護に生かす物理学
コミュニケーション英語ⅠA
ナース英語A
フランス語A
ドイツ語A
中国語A
コリア語A

倫理学
言語学
宗教学
ヒューマニズム思想史
発達心理学
文化人類学
教育学
法学
コミュニケーション英語ⅠB
ナース英語B
フランス語B
ドイツ語B
中国語B
コリア語B

人体構造論
人体機能論
生化学
微生物学

人体構造論
人体機能論
免疫学
ヘルスプロモーション論
栄養学
健康・体力・スポーツ演習
薬理学Ⅰ
社会福祉学

看護学原論A

看護学原論B
看護技術学概論
基礎看護技術演習Ⅰ
女性のライフコース
支援概論

前期

後期

コミュニケーション英語ⅡA
医療英語

情報処理演習
コミュニケーション英語ⅡB
英語文献講読

公衆衛生学
看護病態学Ⅰ
看護病態学Ⅱ
臨床遺伝学

保健統計学  
生活と環境
薬理学Ⅱ
心の病気
臨床医学Ⅰ
臨床死生学
保健医療福祉行政論
医療と法
障害学

基礎看護技術演習Ⅱ
基礎看護技術演習Ⅲ
女性のライフコース
支援論Ⅰ
小児健康生活支援論
急性期看護論
慢性病看護学概論
老年健康生活支援論
精神健康生活支援論

基礎看護学実習
女性のライフコース
支援論Ⅱ
小児療養生活支援論
周手術期看護論
慢性病療養生活支援論
老化と老年病
地域看護学概論
在宅看護概論
看護管理学Ⅰ
健康生活支援学実習
国際看護論

海外看護学研修
総合科目

スタートアップセミナー
ボランティア活動

卒業時の取得資格
3年

看護師国家試験受験資格

4年

前期

後期

前期

後期

保健師国家試験受験資格※
※保健師教育課程は「選択制」を導入しています。保
健師の資格を希望する学生のうち、選考を受けて
（20名以内）
、所定の単位を取得した者だけが、卒業
時に
「保健師国家試験受験資格」
を取得できます。

保健師教育課程について

保健師の仕事は、個人だけでなく、集団や地域

も対象として、そこにいる人々の「健康」を「保つ」
こ
とができるよう、またより良い状態になるように働
きかけていくことです。そのため、保健師教育課
程では看護師教育課程の科目に加え、保健師必修
科目を学ぶことが必要になります。本学の保健師
教育は20名の選択制であり、3年生の前半に決定
されます。
3年生になって最初に学ぶ専門科目は、
「健康学

疫学
保健統計処理
臨床医学Ⅱ
統合医療論
医療・看護制度論

実践疫学演習
健康行動論
医療人類学

健康とビジネス
文化と国境を越えた
健康支援

習論」です。この科目では主に集団を対象とした
健康教育の理論とプロセスを学び、実際に実施で
きる力を育成します。そのため、この授業では自
分たちで健康教育を企画し、発表会形式で実施を
します。発表会には本学の教育ボランティアさん

女性と女性の健康
ウィメンズヘルス看護学実習

看護倫理

小児看護学実習
周手術期・クリティカルケア学実習

方々からの意見は、学生にとって貴重でリアルな学
びにつながっており、とても役立っています。実習

慢性病看護学実習

では、行政看護の現場である市保健センターと、産

老年看護学実習
精神看護学実習
地域・在宅・訪問看護実習
公衆衛生看護学実習Ⅰ

業看護の現場である事業場（会社など）において、

看護管理学実習(*)

実際の保健師活動について学びます。そして最後
の「公衆衛生看護活動論Ⅱ」では、実習で学んでき
たことを振り返り、整理しながら、それらの活動の
意味や必要性についてみんなで議論します。
これらの科目は主に3 ～ 4年生にかけて開講さ
れますので、保健師教育課程を選択するのは大変

学校保健活動論
地域看護診断論
公衆衛生看護活動論Ⅱ
医療・看護政策論 看護管理学Ⅱ
家族看護支援論
看護生涯学習論
災害看護論Ⅱ

公衆衛生看護学実習Ⅱ
総合実習
看護学ゼミナール
看護研究方法論Ⅱ
研究演習

だと思うかもしれませんが、学生たちは
「保健師に
なりたい！」という強い意志のもと、20名が一丸と
なって頑張っています。

KOBE CITY COLLEGE OF NURSING

小児看護援助論
クリティカルケア論
がん看護と緩和ケア
リハビリテーション看護論
老年療養生活支援論
精神療養生活支援論
在宅看護論
地域看護学援助論
公衆衛生看護活動論Ⅰ
公衆衛生看護技術論
健康学習論
産業保健活動論
看護教育学概論
家族看護学概論
災害看護論Ⅰ
感染看護論
終末期ケア論

看護研究方法論Ⅰ

も参加していただき、役に立ったのか、必要性がわ
かったのかなどのご意見をいただきます。地域の

(＊)編入生のみ履修する科目

5

キャンパスカレンダー
「いちかん」
でのキャンパスの１年間をご紹介します。

卒業生が母校に集う日です。久しぶりに同級生
と再会し、笑顔あり、涙あり。

領域別看護学実習
基礎看護学実習

ホームカミングデー

▼３年生
▼２年生

4

▼夏季休業
▼オープンキャンパス

学生自治会主催で、新入生歓迎会が行われます。
ゲームなどをして、新入生との親睦を深めます。

▼ 年生 総合実習
▼七夕まつり

KOBE CITY COLLEGE OF NURSING
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新入生歓迎会

領域別看護実習

入学式で一人ずつ名前が呼ばれ、新生活の始ま
りを実感します。

▼ 年生

▼ホームカミングデー
▼あざみ祭

▼新入生歓迎会
▼前期授業スタート
▼入学式
入学式

4

オープンキャンパス

本学への進学を考えている高校生やご家族を対
象に、説明会・相談会、模擬授業や体験コーナーを
実施しています。在学生によるキャンパスツアーで
施設見学もできます。

あざみ祭

あざみ祭実行委員会が中心に企画・運営していま
す。イベント・模擬店は学生だけでなく、地域の方々
も入って地域のお野菜等も売られています。学生だ
けでなく、
地域の方にも好評です。

オープンキャンパスで毎年人気の「市看生」に
よる相談コーナーでは、在学生の「市看生」から受
験勉強や学生生活のリアルなお話を聞くことが
できます。

2

▼海外看護学研修
（シアトル・ダナン）
▼卒業式

クリスマス会

1年間の締めくくりは、楽しいパーティーで盛り上
がりましょう。美味しいお菓子も一杯です。

卒業式

国家試験も終わり、大学生活の締めくくりです。
友だちと過ごした大学生活を思い出し、
「市看で学
んでよかった」とそれぞれの道へと巣立っていきま
す。

KOBE CITY COLLEGE OF NURSING

学生自治会主催で行います。チーム一丸となっ
て闘います。

▼ 年生健康生活支援学実習
▼国家試験

▼冬季休業
▼クリスマス会
▼ 年生看護研究発表会

▼ハロウィンパーティー
▼運動会
▼後期授業スタート
運動会

4

7

看護と向きあえる環境
看護としっかり向きあえる環境があります！大学の授業はどのように進められるのでしょう？

学

内

講義室での授業

学内には、大教室、グループワークができる小教
室、情報処理教室やコールシステムを導入した LL
教室などがあります。
グループワークは、学生が４～８人ぐらいに分かれて
主体的に課題に取り組む形で進められます。たとえば、
患者さん（ペーパー・ペイシェント）を想定し、その患
者さんに対する看護をグループごとに調べたり、ディ

スカッションしたりして学びを発表します。グループ
ワークは大変ですが、仲間とのディスカッションを通
じて、学びが深まります。

領 域 別 演 習

KOBE CITY COLLEGE OF NURSING
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学内での演習は、教育棟北館の実習室で行われま
す。本学の演習室の設備は充実しており、専門分野
ごとに専用の実習室が設けられています。各種のシ
ミュレーターも備えられ、それぞれの分野ごとに必
要とされる専門的な看護の技術を習得しやすいよう
に整えられています。その環境の中で、工夫が凝ら
された授業や演習が行われます。
たとえば、看護の技術演習では、患者さんの清拭
（体を拭く）や洗髪をしたり、患者さんの血圧・脈拍・
呼吸音の変化を観察したり、病院と同じように酸素
吸入や痰の吸引を実践したりします。学生同士で、
患者役・看護師役になって実践したり、シミュレー
ターを用いたりして、学生の実践力・思考力の向上
が図れるように演習を進めています。
また、ふつうの家の一室のような畳敷きの和室を

使って在宅にいる患者さんの状況を設定して演習し
たり、本当の赤ちゃんのようなベビー人形を使いな
がら、出産や小児の看護まで一連の流れがモデル的
に再現できるようになっています。

地域住民との交流を通じた演習
本学では、地域住民と共に創っていく新たな看護
教育モデルとして、地域住民による教育ボランティ
アを導入した授業を展開しています。地域住民の方
にあらかじめ教育ボランティアとして登録していた
だき、必要に応じて授業に協力していただくシステ
ムを構築しています。
これは、学生が看護の対象者である地域で生活し
ている様々な人々の生活や考え方について、学んだ
り、触れ合ったりすることにより、健康と生活の関
係をリアルに理解でき、看護師・保健師としてでき

在宅看護論

る支援を具体的に考えるのに役立ちます。
たとえば、乳幼児をもつ母親である教育ボラン
ティアさんから、子どもの生活の様子や健康への取
り組みについてお話を聞いたり、高齢の教育ボラン
ティアさんが生き抜かれた生活史を年表や写真で紹
介しながら、その時の思いや気持ちを語っていただ
く講義を聞いたりしています。また、模擬的に患者
役になっていただいた教育ボランティアさんと学生
がやりとりしたり、学生のグループワークの発表に

健康学習論

ついて意見交換をしています。
教育ボランティアの導入により、学生の多様で実
践的な学修が可能となり、教育活動全体の活性化に
つながっています。

基礎看護技術演習Ⅲ

■看護学部での導入授業
看護学原論 A、基礎看護技術演習Ⅰ、基礎看
護技術演習Ⅲ、老年健康生活支援論、慢性病
看護学概論、在宅看護論、健康学習論、公衆
衛生看護活動論、ヘルスプロモーション論、
健康生活支援学実習
■大学院（助産学実践コース）での導入授業
助産診断技術学Ⅰ

KOBE CITY COLLEGE OF NURSING

2017年度の教育ボランティアを
導入した授業の実績

精神看護治療論Ⅱ

9

学

外
ユニティ
（大学共同利用施設）での講義

本学の周辺にはたくさんの大学があります。隣に
は流通科学大学があるのを始め、神戸市外国語大学、
神戸芸術工科大学、兵庫県立大学神戸商科キャンパ
ス ( 経済学部・経営学部 )、神戸市立工業高等専門学
校の 5 大学 1 高専があります。これらの大学・高専
と本学は、単位互換制度を共同で設けています。こ
の制度によって、他大学、高専の単位互換を認めら
れた科目の授業を受け、その単位を取得することが
できます。
本学の学生だけでなく、他大学の学生も多く受講
しています。授業を介して、他大学の学生との交流
がすすめられていますので、本学の学生にも好評で

す。さらに分野も専攻も異なる学生が一堂に会し
て同じ授業を共有する機会はなかなか楽しいもので
す。

ユニティの開講科目「女性と女性の健康」

地域住民との交流を通じた学外での学修

KOBE CITY COLLEGE OF NURSING
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本学には、実習やボランティア活動を通して、地
域住民との交流を図り、学修できるカリキュラムが
あります。特徴的な科目をご紹介します。
「ボランティア活動」という科目は、１年生から
４年生が対象になります。最初にオリエンテーショ
ンと講義を受け、その後は自分で自由に活動先や時
間を決めて活動します。さまざまなボランティア活
動を通じて、
「他者を知る」
「社会を知る」
「自分を
知る」ことができ、援助職としての自己の基盤作り
ができることをめざします。交流会や部活を通して
先輩や教員から有益なアドバイスが受けられます。
さあ、学外に広がっている社会や世界を体験し、自
分の視野を広げましょう！
「健康生活支援学実習」という科目は、大学のあ
る神戸市西区、須磨区の小地区をフィールドとして、
各地区にいる民生委員・児童委員の会長や教育ボラ
ンティアさん、関係機関の方々、地域住民のみなさ
んの協力を得て行っています。この科目では、人と

関わる力を養ったり、人々の生活と生活の場である
地域を理解して、その人にとっての ｢ 健康 ｣ とは何
かを考えたり、人々が健康を維持・増進するための
支援のあり方を考えます。学生のみなさんの積極性
と自主性が発揮されます。

ボランティア活動

ボランティア活動

「健康生活支援学実習」の地域での活動

領 域 別 実 習
対象別の専門分野に必要な知識・技術を習得する
ための実習です。３年生から、領域別実習が始まり
ます。
学外実習の期間は、延べ約６ヶ月。長いようです
が、実際に体験してみると、無我夢中であっという
間だったようにも思える期間です。
学外の実習は臨地実習とも呼ばれ、病院、保健セ
ンター、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、
訪問看護ステーション、地域包括支援センター、助
産所など、いろいろな場所で行われます。その間は
キャンパスを離れ、実習先へ向かう毎日になります。
３人から８人の小さなグループに分かれ、現場の職
員や教員の指導を受けながら実習をします。
実習施設では、担当する患者さんと触れ合い、看
護計画を立て、それを実行に移します。患者さんに
より良くなってもらおうと考えたことを、グループ
メンバーと話し合ったり、現場の看護師さんに相談
したりして看護の実践をすることになります。初め
ての経験ばかりですから、戸惑うことや悩むことは
たくさんあるでしょう。でも、この実習期間は、大
学生活の中で、心に残る充実した日々となることで
しょう。

●ウィメンズヘルス看護学実習
●小児看護学実習
●周手術期・クリティカルケア学実習

●慢性病看護学実習
●老年看護学実習
●精神看護学実習

●地域・在宅・訪問看護実習
●公衆衛生看護学実習Ⅰ
●公衆衛生看護学実習Ⅱ

神戸市立医療センター中央市民病院、
神戸市立医療センター西市民病院、
神戸市立西神戸医療センター、
神戸医療センター、三菱神戸病院、
神戸リハビリテーション病院、
介護老人保健施設 リハ・神戸、
介護老人保健施設 みどりの丘、
社会福祉法人きらくえん KOBE 須磨きらくえん、
関西青少年サナトリューム、垂水病院、
神戸大学医学部附属病院、保健センター、
地域包括支援センター、訪問看護ステーション、
兵庫県立こども病院、姫路赤十字病院、

ひなた助産院、秋山助産院、いなお助産院、
助産所産屋、兵庫県看護協会、
日本看護協会神戸研修センター 等

KOBE CITY COLLEGE OF NURSING

実習施設の紹介
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授業紹介
1

年

Pick up Curriculum
人体構造論

人の健康状態や疾患を理解するには、人体の正常
な構造と機能を知る必要があります。人体構造論は、
細胞やその環境という顕微鏡レベルから、骨や筋肉、
内臓諸器官といった肉眼レベルに至るまで、体内の
様々な構造を連続的にイメージして、それらが生き
る上でどのような役割を果たしているかを理解する
ことを目指しています。

薬理学 I

安全に薬物を使用し、患者の回復を助けていくに
は、薬物の体内での動態や作用メカニズムについてよ
く理解していることが重要です。薬理学 I では、まず、
薬物が一般的に体内をめぐり、薬効を発揮し、代謝・
排泄されていく過程と機序ならびに、薬物使用の際の
注意点や副作用について理解します。続いて抗がん薬
について学びますが、がんとはどのような物で、どの
ように生じ、それに対抗する体本来の仕組みはどのよ
うなものであるか概観した上で、基本的な抗がん薬の
種類や作用機序を学びます。新しいコンセプトに基づ
く抗がん薬やがん治療の展望についても紹介していき
ます。

基礎看護技術演習Ⅰ

看護の技術には、
ひとの「動く」
「食べる」
「排泄する」
「眠る」
「身体をきれいにする」などの生活行動を支援
する方法（技術）があります。基礎看護技術演習Ⅰで
は、このような技術について『なぜそうするのか』と
いうことを大切にし、実習室で学生同士がお互いに患
者・看護者役を経験しながら、看護技術の実際を考え、
学んでいきます。

Voice

1年生の声
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私がこの大学で良かったと思う

１日の過ごし方

ことは、単科大学だからこその学生

22

同士の仲の良さです。1学年95人な

21

ので、みんなが顔馴染みです。イベ
ント毎にパーティーが開催される
関和 沙耶さん
2017年度入学生 ため、とても楽しいキャンパスライ
（現在2年生） フを過ごすことができます。
さらに勉強面では、同じ看護職を目指しているた
め、お互いに切磋琢磨して、質の高い看護技術を学び、
豊かな看護観を育むことができます。基礎看護技術
演習では、6 ～ 7人のグループに担当の先生が1人つ
いて授業をしてくださるため、先生と学生の距離も近
く、とても充実した環境で看護の技術を学ぶことがで
きます。学内の「友達」という垣根を超えて、お互いを
高め合うことのできる「仲間」を作ることができます。

夕食

23

24

1

自己
入浴 学習

2
3

20
19
18

就寝

4
5

アルバイト
( 飲食店 )

17

6

朝食・ 7
準備

帰宅
16
15

登校

講義
14

昼食
13

12

9

講義
11

10

8

2

年

Pick up Curriculum
障害学

障害、障害をもつ者を社会、文化の視点から捉え
なおし、従来の医療や社会福祉などの枠をあらたに
問い直す試みです。
「障害は悪しきものでも正され
なければならないものでもない」と聞くと驚く人が
いるかもしれませんが、そういう人にこそ学んでほ
しい科目です。はじめはおさまりの悪い思いがする
かもしれませんが、ついには違った世界が見えてく
るはずです。

老年健康生活支援論

人生における老年期は、身体的・心理的・社会的
機能が様々な形で変化します。老年期とはどのよう
な発達段階なのか、また、発達課題は何かについて
学びます。そして、老年期における健康と QOL を
維持し、高めるための看護援助の方法について学び
ます。授業には地域で健康生活を送っている高齢者
の方に教育ボランティアとして参加していただきま
す。学生は多くのことを学びますし、
教育ボランティ
アをしてくださる方にも若い学生の前で語ることの
楽しさや意義を感じていただいています。

小児健康生活支援論

子どもが子どもらしく健康生活を維持・増進できる
ように、看護者としての支援を学びます。具体的には、
小児看護の理念、子どもの権利、倫理的課題、成長・
発達の原則、発達段階別の特徴と援助、子どもとのコ
ミュニケーション、社会における子どもをめぐる課題
などを学びます。

Voice

2年生の声

22
21

19
18

2
3
4

実習記録・
夕食 自己学習

就寝

帰宅

起床・
朝食
7
移動

実習記録

17
16

振り返り・
明日の計画立案
カンファレンス
15

13

病棟実習

実習のある
1日の過ごし方

12

11

9
10

22
21
20
19
18

実習のない
1日の過ごし方

6

8

病棟実習
昼食
14

5

17

24

23

1

2
3

課題・
予習

就寝

入浴
夕食

4
5

帰宅

6

講義

16

空き時間に
グループワーク

登校

講義

15
14

講義・
講義・
9
演習
昼食 演習 休憩

13

12

11

10

7

朝食
8
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2年生になって忙しくなりまし
た。授業は座学や技術演習の他に
グループワークがはいってきまし
た。空きコマや放課後は６人程度
のグループで模擬患者さんについ
て話し合います。一人では気づけ
藤本 蒔さん
2016年度入学生 ないことに気づけ、自然と一緒に
（現在3年生） いる時間が長くなるので仲良くな
れます。技術演習では注射や採血
の練習が始まります。
すごくすごく楽しいです！！！
９月には初めての実習に行きます。記録で忙し
かったり、慣れないことで疲れたりしますが、やりた
いことができているという感覚で充実できて、とて
も楽しいです。
季節ごとのイベントやあざみ祭も2年生が主体と
なるので忙しいですが、毎日がすごく充実します。

1

実習記録・
自己学習

入浴

20

24

23

13

3

年

Pick up Curriculum
疫

学

人間集団の中で出現する健康関連の種々の事象の
頻度と分布およびそれらに影響を与える要因を明ら
かにして、健康関連の諸問題に対する有効な対策樹
立に役立てるための科学である疫学について、基礎
的、理論的知識を学びます。

クリティカルケア論

救急・集中治療における場の特徴、およびそれが
患者・家族にもたらす影響をふまえて、代表的な看
護の在り方を学びます。また、救急・集中治療の環
境における倫理的側面について考えを深めます。

在宅看護概論

看護管理学Ⅰ

在宅で療養する人や家族の在宅看護について理解を
深めます。よりよい生活を送れるように成人看護学や
老人看護学など他の看護学や他の学問知識を統合し
ながら、療養者や家族にどうかかわっていけばよいか
を講義や実習を通して学んでいきます。

看護職者が生き生きとやりがいを持って働くこと
のできる環境とはどういうものか、そしてそれはど
のように実現していけばよいのかを考える授業で
す。組織、リーダーシップ、フォロワーシップといっ
た経営管理の基礎概念を学ぶと同時に、労働条件や
医療の安全確保の現状などのリアルな課題について
も学びます。

Voice

3年生の声

22
21
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神戸市看護大学では、看護技術
だけでなく、宗教や心理、行動、社
会などの様々な人間にまつわる講
義があり、自分の知識の幅を広げ
ることができます。
人はその人にしかない道を辿
田中 槙さん
る過程の中で、たまたま医療の場
2015年度入学生
で看護師と出会うことになりま
（現在4年生）
す。看護師として人を捉えるにあ
たり幅広い知識があると、その人を多方面から見るこ
とができたり、他者の考えを上手く受け入れたりする
ことができるようになると思います。
高校1年生の頃は、看護師には絶対に向いていないと
思っていましたが、多くの実習を経て4年生になった今
思うことは、
看護を選んで良かったな、
ということです。
私は、助産師を目指して進学をする予定ですが、本
学には各分野に精通した先生がいるのが心強く、進路
についても様々なアドバイスを頂ける場があること
が魅力だと思います。部活動や自治会の活動を行っ
たり、
とても濃い大学生活を過ごせる大学です。

20
19

23

24

1

2

翌日の準備・
DVD 鑑賞

3

実習記録・
自己学習

4

就寝

5

仮眠
6

18 帰宅・夕食・入浴
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16

起床・
身支度

実習

登校

15
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昼食
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12

実習
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7

実習のある
１日の過ごし方
（3年前期）
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9
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帰宅・
入浴・課題

2
3

就寝

アルバイト

4
5
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実習のない
１日の過ごし方
（3年後期）
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移動
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身支度
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軽音の活動
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年

Pick up Curriculum
災害看護論Ⅱ

災害時に特有な救護・救援に関する演習を通して、
災害医療、災害看護について理解を深めます。災害
看護論Ⅰで学んだ基本的知識と技術を応用し、災害
急性期における活動に必要な知識、判断力、技術、
行動力を習得します。
トリアージ※ の演習では、災害事例に沿って、外
傷や骨折などのシナリオに基づき模型を施し、身体
状況から災害トリアージの判断力を養います。災害
発災後の傷病者受け入れ初期対応については、災
害現場でのトリアージ、治療 / 搬送エリアの決定や
活動、情報伝達、医療機関の受け入れ準備を傷病者
や病床数・増床数、職員数などを設定した中で限ら
れた資源をどのように用いるか訓練上の時間経過に
沿って行います。
※トリアージ：患者の重症度に基づいて、治療の優先度
を決定して選別を行うこと。

研究演習

学生は、いずれかの分野に所属し、個人あるいは
グループで卒業研究を行います。週１回程度のゼミ
方式で演習は進めていきます。配属された研究室で

教員やグループメンバーと共に自分の取り組むテー
マに関して、文献検討を行い、プレゼンテーション
をし、ディスカッションすることで研究計画を練っ
ていきます。論文作成、研究発表の指導を受け、12
月の卒論発表会で発表し、質疑応答を行います。
卒業論文を作成し、研究発表することを通して、
研究テーマの中の問題解決や仮説を検証するために
必要かつ適切な研究方法は何かを学び、将来の研究
活動の基本を修得します。

Voice

4年生の声
１日の過ごし方
味のあるテーマに対して、明らかに

22

したいことは何か？と考え、研究を

21

意義のあるものにするためにいく

明比かなさん

つもの論文を読みながら進めてい
きました。国試の勉強は1人でやる

2014年度入学生
のではなく、仲の良い友達と教えあ
（卒業生）
いながら行うことによって、自分の
知らない知識を習得することができました。また、模

試を受けることでどの部分が不足しているのかを把
握し、その部分を重点的に勉強することで効率良く学
ぶことができました。
「いちかん」で良かったことは、同じ志を持ち、厳し
い実習を共に乗り越えた仲間と出会えたこと、どんな
状況でも諦めずに応援してくれる教員のもとで学べ
たことです。
「いちかん」で得たことを自分のものに
し、さらに成長していきたいと思います。

24

23

1

2
3

国試の勉強

20
19

就寝

4
5

帰宅・夕食・入浴

6

18
17

朝食・移動

国試の勉強
16 研究演習のゼミ
15
14

昼食
13

12

自己学習・
研究
11

10

8
9

7
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４年生の研究演習では、自分の興

15

クラブ・サークル紹介
いろいろな部活動・サークルで学生が活動しています。
気の合う仲間と楽しむ充実の時間です。

バドミントン

他大学との交流もあり、みんなで仲良く楽しく活動し

ています。合宿などイベントもたくさんあり、とても充
実しています！

コーラルレイン

病院などの医療施設や地域のイベント、音楽会などに
出向き、歌声を届けています。歌のうまさは問わず、みん
なで楽しく歌っています。

バスケットボール

INFINITY

バスケ以外の運動もしながら楽しく体を動かしています。

おり、初心者も大歓迎です。練習は自由参加で月、火、木、

男女や経験・未経験を問わず、多くのメンバーがいます。

KOBE CITY COLLEGE OF NURSING
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兵庫県立大学のダンス部です。市看生も多数所属して

金です。

K-spring peer

茶道
（裏千家）

えています。今までとは違った考えや自分に出会えます。

んでいます。学部生だけでなく、編入生も参加しており、

色々な中学校や高校に行き、生徒と一緒に性について考

月2回講師にお越しいただき、楽しくのんびりお茶を学

学校生活での相談もできます。

アロマセラピーサークル

私たちアロマセラピーサークルではアロマオイルを

使った活動をしています。学園祭であるあざみ祭ではボ
ランティアとしてハンドマッサージを行ったり、アロマ

ボランティア

毎回、地域の住民さんとのお話やレクリエーションが

とても楽しいです。学外でボランティアに参加すること
で、
充実した楽しい経験ができます。

オイルで作った石鹸を販売しています。興味があれば是
非足を運んでみてください。

SCHOP

SCHOPでは、東日本大震災をうけて地域

での防災活動をしています。一緒に防災に
ついて
「何が大切か」
を考えてみませんか？

まほうのハッぱー

児童館で小学生の子ども達と大学生が一緒になって、体
を動かしたり、
工作をしたりと楽しく活動しています。

神戸市外国語大学・兵庫県立大学吹奏楽団

決まっておらず、自由に練習しています！未経験者も多

所属して、年２回の演奏会や学祭での演奏などの活動を、

自治会の行うイベントで演奏しています！練習日は特に
く楽しく活動しています。

私たちは、神戸市外国語大学・兵庫県立大学吹奏楽団に
学校や学年関係なく仲良く楽しく行っています！皆さん
も、吹奏楽を通じて私たちと一緒に仲間と一つの音楽を
つくり上げる喜びを感じてみませんか？私たちと一緒に
演奏しましょう♪

その他の部活動・サークル

アクアニックセラピー・劇団都市など
ミノネッツ

兵庫県立大学と神戸市看護大学の合同バレーボールサー
クル「ミノネッツ」です！毎週月曜日に活動しています！
バレーボール経験者はもちろん、興味があるという人も是

他にも他大学と合同で活動している
サークルなどがたくさんあります。

KOBE CITY COLLEGE OF NURSING

軽音

非一度見学に来てください！お待ちしています！
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キャンパス紹介
学生生活の舞台となるキャンパスです。
ステンド・グラスや大理石モザイクに彩られ、四季折々のハーブの香りも漂う美しい学舎です。
看護大学のデザインの基調は、ナイチンゲールの生誕地イタリア・フィレンツェの街並みです。

①教育棟北館
最新のシミュレーター等を備えた
模擬病室のある看護実習室、調理実
習室、情報処理教室、さらにコールシ
ステムを導入したLL教室などがあり
ます。

②教育棟西館
階段教室や演習室があり、多くの
講義がこの建物で行われます。吹き
抜けの1 階ホールでは、ソファーで
ゆったりとくつろげます。

③教育棟南館
解剖生理学・生化学・微生物学の
各実験室と、小規模セミナーを行う
演習室が配置されています。
学生用のロッカールームもありま
す。
KOBE CITY COLLEGE OF NURSING
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④ハーブ園

⑤本部研究棟
正面玄関を入ると、吹き抜
けとなった石畳のホールがあ
ります。学生生活全般の支援
を担当する大学事務局、
教員の
研究室、
談話スペース、
保健室、
キャリア支援室があります。
教員の研究室や大学事務局へ
のアプローチとなっています。

ハーブ園の中のベンチで、ゆったりラン
チもできます。

⑥図書館
約10万冊の蔵書が揃っています。看
護関係専門書から医学書、一般図書、外
国誌を含む雑誌を備え、学生の自主的
な学習の場として活用されています。
コンピューターによる文献検索やＡＶ
コーナーも利用できます。グループ学
習などで利用できるラーニングコモン
ズというスペースを設けています。

⑦体育館

⑧ グラウンド
体育館は室内ジョギングコース
やフィットネス器具を備え、ふんだ
んに木を取り入れた天井でおおわ
れています。
グラウンドは、春には花が咲き、
自然豊かな環境で、お昼休みや夕方
にジョギングする人もいます。

⑨学生会館

1階は吹き抜けのカフェテリア（食堂）
やコラボカフェ（親子の交流の場）、2階
には学生自治会室、本格的な茶室、クラブ
るくつろぎと交流の場となっています。

⑩ホール

大学本来の教育施設として、入学式や
卒業式の恒例行事のほか、大学主催の公
開講座や研究発表会、学園祭などに利用
します。また、公共・公益的事業のため、
地域に開放された運営を行います。

KOBE CITY COLLEGE OF NURSING

ルームなどがあり、地域の人々も利用す
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地域連携
神戸市看護大学は、地域連携教育・研究センターを設置しています。
このセンターは、地域における健康支援活動と、それらに関わる教育・研究活動を
推進することを目的としています。
神戸市看護大学では、
「地域住民と共に創り学ぶ」を合言葉に、創意あふれる活動を展開しています。

ま ち の 保 健 室
「まちの保健室」は学校にある保健室のように「い
つでも、誰でもが気軽に立ち寄って心や体の相談が
できる」というキャッチフレーズで、全国各地の看
護協会が様々な機関と提携して行っている事業で
す。本学では、兵庫県看護協会と提携し「神戸市看
護大学まちの保健室」を実施しています。
本学が「まちの保健室」として実施している事業
は、一般の地域住民の方々を対象に、健康に関する
講義や体験学習、健康チェックや健康相談などを行
う「健康支援」
、子育て中の保護者とその子どもを
対象に、健康相談や子どもの発育測定、参加者間の

KOBE CITY COLLEGE OF NURSING
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交流促進支援などを行う「子育て支援 ( すこやかク
ラブ )」
、こころの悩みを抱えている方を対象にした
「こころと身体の看護相談」
、もの忘れや認知症で不
安やお困りのことがある方を対象にした「もの忘れ
看護相談」です。「健康支援」は、学内のみならず、
地域の施設へ出向いて、本学教職員、学生が一丸と
なって取り組んでいます。
学生にとっては、「まちの保健室」の各事業に参
加し、地域住民の方々とさまざまな関わり合いをも
つ中で、コミュニケーション能力や健康生活支援に
関する実践能力向上につながっています。

コ ラ ボ カ フ ェ
神戸市看護大学では、子育て親子が気軽に集い、
打ち解けた雰囲気の中で語り合い相互に交流を図る
ことを、地域の方々とともに支援することを目的と
して「コラボカフェ」を開催しています。

コラボカフェは、学生と大学施設を利用した住民
の参加を通して親と子が健康に育つための子育てを
支援すること、および学生が生活を支援できる看護
職として成長すること、またそれにより大学の発展
に寄与することを目的としています。

思春期ピアカウンセリング
NPO 法人ひょうごピアカウンセリング研究会との
連携事業で、性や生き方について、思春期前後の若
者（兵庫県内の中学生や高校生）と同世代の大学生
が、ピア（仲間）として同じ視点で話し合い、コミュ
ニケーションスキルを主体的に獲得していく過程を
支援する活動です。この活動に本学学生、教員が主
体的に参加しています。

プレパパ・プレママセミナー
2006（平成 18）年度～ 2014（平成 26）年度まで
のプレパパ・プレママセミナーは、神戸市西区との
協働事業で行ってきました。2015（平成 27）年度
からは大学単独で行っています。
セミナーの目的は、対象となる地域住民（妊婦と
そのパートナー）に妊娠期から子育て期を見越した
セルフケア獲得への意識を高められるような、集団
健康教育の実践的技術を大学院助産学実践コースの
院生が習得することです。

公開講座（看護専門職公開講座・ユニティ公開講座）

ユニティ公開講座

主な地域連携活動
地域連携活動
●まちの保健室
●プレパパ・プレママセミナー
●命の出前講座
●看護専門職公開講座

●命の感動体験
●西区ヘルスアップ作戦
●竹の台ふれあいまつり
●思春期ピアカウンセリング
●ユニティ講座
●トライやるウィーク
●大学連携セミナー・こうべ生涯学習カレッジ（コミスタ神戸）

教育・研究活動
●教育ボランティアを導入した授業の展開
●学生ボランティア活動とその支援

●教育ボランティア交流会

KOBE CITY COLLEGE OF NURSING

看護専門職公開講座

毎年、
「看護専門職公開講座」
、
「ユニティ公開講座」を開
催しています。
「看護専門職公開講座」は看護専門職の皆さんを対象に、
看護の現場ですぐに活用できるような実践的テーマで実施し
ています。「ユニティ公開講座」は一般市民を対象とするも
のです。学園都市の他大学と連携して、学園都市駅前のユニ
バープラザにあるユニティ（大学共同利用施設）内で、毎週
土曜日午後に開催しています。関心のある方はどなたでも受
講できます。
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国際交流

International Exchange

地域社会に貢献し国際化に対応するための活動として、国際フォーラムや海外看護学研修等を実施
しています。

国際フォーラム
毎年、時代のニーズに合わせたテーマを選定し、
各分野で活躍している海外の講師を招いてシンポジ
ウムを開催しています。市内はもちろん、市外や県
外各地からも多くの看護職の方々にご参加いただい
ています。
2016（平成 28）年度は第 18 回目の開催で、
「看
護研究における混合研究法の基礎と実践例 ―遠隔
医療を用いた疼痛マネジメントの確立に向けて」を
テーマに、Dr. Ardith Doorenbos（ワシントン大学
看護学部 教授）にご講演いただきました。
大学ホールで開催

学 術 協 定

KOBE CITY COLLEGE OF NURSING
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ダナン大学との学術交流協定調印式の様子

本学では、
「教育目標」の柱のひとつとして、「文
化的背景を異にする人々とのコミュニケーション能
力を培い、国際的視野に立って看護の課題に取り組
む態度と行動力を育成する」と謳っています。
2012（平成 24）年度には、米国のワシントン大学、
2016（平成 28）年度には、ベトナムのダナン大学
と学術協定を締結しました。
ダナン大学との交流は、（公財）神戸国際協力交
流センター、神戸市立医療センター西市民病院及び
本学が主体となり、2012（平成 24）年度から 3 年間、
ダナン産婦人科・小児科病院の看護師・助産師の知
識・医療の向上を目的とした JICA 草の根技術協力事
業で、専門家派遣と研修受入を行ったのを契機に始
まりました。

海 外 看 護 学 研 修
神戸市看護大学では、2010（平成 22）年度から、毎年春休みを利用して、米国シアトル市において 2 週間、
あるいはベトナム・ダナン大学においては 2016（平成 28）年度から 1 週間の海外看護学研修を行っています。
研修は、既存の資料、現地での学修、現地の看護師との交流を通して、諸外国における保健医療制度、看護教育
について学ぶことを目的としています。
アメリカおよびベトナムの保健医療制度の学修をとおして、日本の現状と課題について考えること、アメリカ
およびベトナムの看護教育および看護システムについて学び、日本との違いとその背景の理解を深めることがで
きます。

海外看護学研修（アメリカ・シアトル）に参加して

3 年生：西田碧月さん

私が 2 週間の海外研修を通して感じたことは、
「世界は私の想像より遥かに広い」ということでし
た。それは、研修中の授業や訪問した医療施設だ
けでなく、ダウンタウンやスーパーマーケットな
どで売られている商品の一つ一つからでも実感す
ることができました。日本にいるだけでは実感で
きなかったアメリカならではの医療システムや保
険制度，多民族国家ならではの文化や宗教の多様
性に日々触れるたびに、私は自分の世界が広がっ
ていく感覚を得て、知らないことを知ることはと
ても楽しいことだと改めて感じました。また、多
角的な視野を持つことで自分がこれから何を目指
し、何を勉強しなければならないのかという具体
的なイメージを持つきっかけにもなりました。
海外研修に対して、
「内容が難しそう」
「英語が
話せないとダメ」というイメージを持っている人
もいるかもしれませんが、そのようなことはあり
ません。たとえ内容が難しくても、英語が苦手で
も、周りにいる先生や仲間がサポートしてくれま
す。自分の知らない世界に飛び込むには勇気が必
要かもしれません。しかし、緊張や不安の先で得
られた景色の全てが、今では私の宝物です。
みなさんも、自分で自分の世界を広げてみませ
んか？

海外看護学研修
（ベトナム・ダナン）に参加して
4 年生：島田悠祈さん・平林かな子さん

看護教育を体験したことは、日本の医療や、日本
の看護学生の立ち位置を改めて考えるきっかけ
となりました。今回の研修での学びをこれからの
講義や実習などに生かしていきたいです。
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ダナンの研修で 1 番楽しかったことは、現地の幼
稚園児を対象とした健康教育です。この健康教育はダ
ナン大学の 2 年生と一緒に計画し実施しました。計
画ではテーマを歯磨きの方法に決め、どのようにすれ
ば幼稚園児が楽しく歯磨きの方法を身に着けられるか
を考えました。見本を見せた後に小グループに分か
れ、歯の模型を使って幼稚園児に歯磨きの手順を体験
してもらう方法や、劇やダンスを取り入れた構成にし
ました。媒体づくりや、劇やダンスの練習のため、放
課後や夜にみんなで集まり準備をしました。ダナンの
学生とのコミュニケーションは片言の英語や、ジェス
チャーで時には苦労することもありましたが、お互い
に伝えよう、理解しようとする気持ちで通じ合うこと
ができました。健康教育をともに行ったことで、お互
いのことや看護に対する思いを知ることができ、仲が
深まり、ダナンで過ごす最後の夜には皆で食事やカラ
オケにも行きました。
ほかにもホームステイでベトナムの文化や人のや
さしさに触れたり、病院見学で日本との様々な違いに
驚いたりと朝起きてから夜寝るまでに体験することす
べてが新鮮な 9 日間でした。ベトナムで現地の医療や、
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学生支援
学生の日常的な悩みなど気軽に相談できる体制を整えており、安心して学生生活を過ごせるように
支援しています。
健康管理

授業料減免・奨学金

学生の健康管理のため年1回の定期健康診断を行っていま
す。
保健室では個別の健康相談を行っています。また、併設す
る心理相談室では、専門の臨床心理士が、個別的な悩みや相談
に応じています。

【授業料減免】
経済的な理由で授業料の納付が著しく困難な学生に対し
て、
選考により授業料が減免される制度があります。ただし、
新入生は後期からの適用です。
【奨学金】
人物・学業ともに優秀かつ健康な学生で、経済的理由によ
り修学困難な学生に対して、選考により奨学金が貸与される
制度があります。

クラス担任制
学生が学修環境に適応し、スムーズな修学ができるよう、
ク
ラス担任制を設けて学生生活を支援しています。1クラス約
20名で、各クラスには1名の教員が担任として、学生の皆さん
の身近な相談役となります。
履修や修学上の問題に限らず、学生生活全般についての相
談、
また個別の悩みや相談を受けます。

安全対策
正規の授業中、課外活動中、通学中の事故や賠償責任に対応
できる保険制度を紹介し、入学時に加入していただきます。

ハラスメント対策
本学では、ハラスメントの防止に努め、安全で快適な教育・
研究環境を維持することを目指しています。ハラスメント防
止委員の相談員が相談に対応します。

キャリア支援
進路への適性についてキャリア発達の観点から学生を支援
するとともに、学生の就職に関する意向の把握、就職活動や就
職先の相談等に応じるため、キャリア支援室を設置していま
す。
キャリア支援室では医療機関等の求人情報の閲覧や経験豊
かな担当者による相談など学生の進路・就職全般をサポート
しています。また、卒業生に対しても継続してキャリア支援
を行っています。
KOBE CITY COLLEGE OF NURSING
24

購買部・カフェテリア（食堂）
学内に生協店舗を設置しています。運営は神戸市外国語大
学消費生活協同組合看護大店（大学生協）が行っています。

A. 日本学生支援機構奨学金
種類

※貸与月額等
自宅通学 ―20,000円・30,000円・45,000円
第一種
から選択
(無利子)
自宅外通学―20,000円・30,000円・40,000円・
51,000円から選択
①30,000円・50,000円・80,000円・100,000円・
第二種
120,000円の中から選択
(有利子、 ②入学時特別増額貸与
年利３％以内) 100,000円・200,000円・300,000円・
400,000円・500,000円から選択

定期採用の募集は4月ですが、家計急変のため緊急に奨学
金貸与の必要が生じた場合は、緊急・応急採用の途もありま
す。また、進学前に奨学金の手続きができる予約採用制度も
あります。詳しくは、
日本学生支援機構HPをご覧ください。

B. 神戸市看護学生修学資金
神戸市民病院機構が行っている修学資金制度で、卒業後に
神戸市民病院機構に勤務する意思がある3年生・4年生が対
象です。卒業後、
１年以内に神戸市民病院機構に就職し、３年間
継続して勤務したときは返還が免除されます。
貸与月額は、50,000円です。

C. その他の奨学金等
本学で扱っているその他の主な奨学金制度等は、次のとお
りです。
名 称

貸与月額

備 考
・1年生が対象で、学業、人物、健康等を
三木瀧蔵
30,000円 総合審査のうえ、
適格者を推薦します。
奨学財団
・奨学金の返還義務はありません。
・当該地方公共団体の出身者を対象と
地方公共
しています。
団体の奨
－
・希望者は、出身地の都道府県、市町村
学金
の教育委員会事務局等に問い合わせ
てください。
・入学時や在学中に必要となる資金を
国の教育
融資する公的な制度です。
ローン
「教育ローンコールセンター」
もしくは、
－
(日本政策
最寄りの金融機関（銀行、信用金庫、
金融公庫)
信用組合、労働金庫、農協、漁協）
に問
い合わせてください。

このほか、病院等が実施する奨学金制度があります。制度
の内容を十分検討し、
慎重に対応してください。

後援会

同窓会

大学の教育環境の整備や学生生活支援のために保護者によ
る後援会が組織されています。
定期的に機関誌「あざみ」が発行され、その活動状況が報告
され、
大学と保護者との間の情報交換の場ともなっています。
なお、入学時に一括して納付していただく後援会費は、学生自
治会活動やクラブ活動の補助、学生の希望図書や雑誌の購入、
施設の充実のために活用されています。
後援会費は、60,000円です。
（編入学生は、40,000円です。）

神戸市看護大学同窓会は、
卒業生を中心に、
大学教員を特別
会員、在学中の学生を準会員として、会員相互の親睦を図り、
神戸市看護大学の繁栄に寄与することを目的に活動していま
す。
年に一度会報を発行し、会員相互のネットワークを支援す
るための活動を行っています。

Q A
&

Ｑ
Ａ

なぜ保健師課程を選択制にしたのですか？
現在、児童虐待の増加、高齢者虐待の増加や健康格差の拡大、新型インフルエンザ等の感染症の流行や災
害に関する活動など保健師が活動する内容が多様になり、かつ複雑になっています。これに対応できる保健
師の育成が必要であると考えたことが、理由の一つです。また、看護師教育においても、保健師と両方の免
許が取得できることで過密カリキュラムとなっている点が指摘されています。そこで指定規則が改正され、
保健師国家試験受験資格が大学の卒業要件からはずされました。さらに、保健師国家試験受験資格を取得す
るための必要な単位数が増えました（合計 140 単位以上）。そこで本学では、充実した教育と実習内容で実践
に貢献できる保健師を育成するため、20 名の選択制を導入しました。

Ｑ
Ａ

３年生の履修登録期間中に選抜試験の申請を行い、希望者が 20 名を超える場合は選抜試験を行います。選
抜試験の時期は在学生、編入生ともに３年生前期前半（５月初旬から中旬）に予定しています。

助産師課程は、なぜ大学院での教育になったのですか？
本学では助産師教育も看護師・保健師教育もどちらも大切にしようとしているからです。日本の助産師教
育は、指定規則における最低取得単位数は 28 単位で、うち実習は 11 単位になっています。しかし、この単
位数（時間数）では現在の保健医療分野や社会で必要とされている助産師の養成が十分でないと考えています。
専攻科から大学院に発展的解消をしたのは、正常分娩はさることながら、近年の発達した産科医療の理解
とハイリスク妊産婦への対応、虐待防止も含まれる子育て支援、女性の健康問題など周産期だけではなく、
広がりや深みのある教育が社会からも求められています。また、安全で安心な助産ケアを提供するためには、
研究を活用すると同時に助産師も研究ができ、研究的視点でケアをする必要があります。このためには、２
年間という時間は必要だと考え大学院での教育となっています。

Ｑ
Ａ

養護教諭の資格はとれますか？
保健師国家試験合格後に、都道府県の教育委員会に申請すれば養護教諭２種免許が得られます。ただし、
保健師免許を有するものが養護教諭２種を申請する場合、教育職員免許法則第 66 条の６に定める４科目８単
位の習得が必要です。

KOBE CITY COLLEGE OF NURSING

Ｑ
Ａ

保健師課程コースの選択者はどのようにして決まるのですか？
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卒業生からのメッセージ
大学を卒業してから、あなたはどのような仕事をして、何を思っているのでしょうか。
すでに看護の現場で働いている先輩の声を聞いてみませんか。

松井 洋幸 さん

看護師

（2006 年度 卒業）
神戸市立医療センター中央市民病院
私は神戸市立医療センター中央市民病院の4階西心臓セン
ター・C-HCUで勤務しています。名前の通り、
心臓疾患患者さ
んの看護を主に行っています。
実際に看護師として働いていく中で、
『常に学習する』
という
事を意識するのが大切だと思って働いています。学習の基
礎となる大学での講義は、今資料を読み返しても勉強になる
ようなものばかりでした。看護師として実際に働くと、知識を
実践に結びつけるのがとても難しいと感じます。大学生時代
に知識の基礎を築いておくのは、看護師となって看護実践を
行っていく上で、
とても大事な事だと思います。
実習は大変だった事を覚えています。神戸市看護大学の
看護実習生が私の病棟に実習に来る度に、自分が実習してい
た時の事を思い出します。看護実習生は、私たちと一緒にカ
ンファレンスに参加します。その中で、看護実習生が担当する
患者さんの看護計画を発表する
のですが、
よく調べられて、
考えら
れている計画が多く、
「この学生
さんすごいね」
と話題になる事も
しばしばです。
信頼できる先生や仲間に囲ま
れながら、神戸市看護大学で学
んでみてはいかがでしょうか。

長野 宏美 さん

看護師

（2015 年度 卒業）
大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター
KOBE CITY COLLEGE OF NURSING
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神戸市看護大学を卒業してから2年が経ちました。1年目
は技術・精神面・看護観等々様々なことをいろんな先輩や
患者様から学ぶことが多く、今振り返ってもこの1年間で大き
く成長でき、
大切なことを学ばせていただけたと思います。
そして、なにより痛感するのが、神戸市看護大学で学んだ
物事の根拠を考える姿勢や思考、
患者様へ寄り添う姿勢、
た
だ技術の習得だけではなく先で起こりうることを予測して
技術を習得するという姿勢がとても役に立っています。学
生時代は課題や記録が多く乗り越えるのが大変だったこと
が何度もありましたが、今となれば身についていることなの
で様々なことを吸収できる自分になることができていると
実感します。
実習グループやグループワークがあるので、学年レベルで
仲良くなれるのもこの大学の
特色だと思います。自分の居
場所がたくさんできると思い
ます。
小さな大学ですが、愛と鞭
のある(笑)指導をしてくださ
る教員と共に乗り越える仲間
がいる最高の環境です！

山名 春佳 さん

保健師

（2015 年度 卒業）
鳥取市中央保健センター
私は今、
「地域に暮らす方々の暮らしといのちを守りたい」
という思いのもと、保健師として働いています。
赤ちゃんから高齢者まで、人の一生に関われることが保
健師の魅力であると思います。そして、住民の方のいきいき
とした暮らしを支えるために、住民の方と共に悩み、共に考
え、そして共に喜ぶことができることにやりがいを感じてい
ます。
私は、保健師になった今も保健師を目指す仲間と切磋琢
磨しながら必死に駆け抜けた日々を思い出します。そして、
そんな私たちを支えて下さったのは神戸市看護大学の先生
方です。授業や実習はもちろん、
先生方との関わりを通して、
保健師として必要な知識や技術、心構えを教えていただき、
今の活動に活かすことができています。
神戸市看護 大学は自分の
学びたい看護を深く学べるカ
リキュラムになっており、学び
たいという思いに真剣に向き
合い支えてくださる先生方が
おられます。 そんな素晴らし
い環境で、みなさんも看護を
学んでみてはどうでしょうか。

平岩 汀 さん

看護師

（2015 年度 卒業）
訪問看護・介護ステーションすずらん
私は島根県出身で、もともと地元や地域が大好きだったの
で、在学中も在宅分野の総合実習や研究演習を選択し学びま
した。卒後、
地元に帰り急性期病院に就職しましたが、
一人一人
が好きな場所や関係性の中で、
好きな生活を送りながら生きる
ことを支援する在宅看護の魅力が頭から離れず、半年後に訪
問看護師として再出発しました。
在学中を通して身につけた、基本的な看護技術や全体的な
アセスメント力、何より人と向き合い理解しようとする姿勢は今
とても役立っています。病院とは違い医療者がマイノリティな
地域領域では、医療的なノウハウはもちろん、例えばお家に入
らせていただき続けるための礼儀や、
他機関多職種と協働をし
ていくための関係力等人間性もとても問われます。大学で得
た基盤の上に、医療分野に限らない多様な知識や能力を重ね
ていければなと思っています。
卒後も、
在宅分野の先生や、
仲
良くしてくれた友人とは、距離が
ある中でも定期的に会い近況
報告をしています。看護師を続
けていく上での基盤や仲間を築
くことのできる大学だと思います、
皆さんがんばってくださいね。

村上 千紘 さん

看護師

北野 美咲 さん

（2015 年度 卒業）
神戸市立医療センター中央市民病院

看護師

（2016 年度 卒業）
神戸市立医療センター西市民病院

私は、神戸市立医療センター中央市民病院の6階東病棟
（消化器外科・消化器内科・内分泌内科・腫瘍内科のがん
コア病棟）で働いています。私の働いている病棟には手術
や内視鏡治療を受ける患者さん、ターミナル期の患者さん
が入院されています。
「がん患者」と言っても治癒して退院さ
れていく方や突然告知をされて受け止めきれない方など、
心身の状態は一人ひとり違います。忙しい毎日ですが、私は
大学で学んだ傾聴する姿勢を大事にすることを心掛けてお
り、特に精神面への関わりが必要な患者さんに対しては仕
事終わりに時間をつくりゆっくり話を聞くようにしています。
大学生活のうち特に実習期間はしんどい思いをするかもし
れませんが、患者さん一人ひとりとゆっくり関わることがで
きる機会でもあるのでみなさ
んには充実した実習生活を
送ってもらいたいと思います。
神戸市看護 大学に入学され
た方は実習の時にお会いでき
ることを楽しみにしています。

私は現在、神戸市立医療センター西市民病院の呼吸器内
科・循環器内科病棟で1年目の看護師として働いています。
病棟では主に肺癌や慢性呼吸器疾患をはじめとする様々な
疾患の患者さんを看護しています。今は業務に慣れるのが精
一杯で、まだまだ未熟な私ですが、大学で学んだことを活かし
て勉強の日々を送っています。
神戸市看護大学では一生の仲間とも呼べるような同級生
と出会うことが出来ました。演習やグループワーク、実習など
を乗り越えるたびに、より一層同級生との絆が深くなっていき
ました。また先生方は経験豊富で何でも相談に応じてくださ
います。私はこの大学に入学してたくさんのかけがえのない人
達と出会えたことで、より多くの視点をもって物事を捉えられ
るように成長したと感じています。
大学生活は楽しいことばかりではなく、辛いこともたくさん
あると思いますが、自分にとっ
て学び続けられる環境であれ
ば、きっと乗り越えられます。
皆さんには後悔のない大学選
びをしてほしいです。夢に向
かって頑張る皆さんを応援し
ています。

頑張ってください！

和田 唯 さん

看護師

（2014 年度 学部卒業、2016 年度
神戸大学医学部附属病院

田村麻耶 さん
大学院修了）

（2015 年度 専攻科修了）
神戸市立医療センター 中央市民病院

私は神戸市立医療センター 中央市民病院で3年目の助産

師として働いています。中央市民病院では正常な妊娠経過
をたどる方や、身体的・社会的ハイリスクの方や、他院から
搬送される緊急性の高い方など様々な妊産婦さんを看させ
てもらっています。
市看の助産専攻科で学んだ1年は本当に密度が濃い1年
でした。助産師として生涯働いていく上での大切なエッセ
ンスを学ぶことができたと感じています。決して楽しいだ
けの1年ではありませんでしたが、意見をぶつけあい仲良く
なった同期、厳しさの中に優しさをもった先生方、そして実
習で受け持ちをさせていただいた素敵な妊産婦さん、赤
ちゃんたちに出会えたかけが
えのない1年だったと思います。
みなさんの将来を考える上
で、是非、前向きな選択肢の
一つにしていただければと思
います。
※ 2016 年 4 月から、助産師教育は、大学院博士前期課程
ウィメンズヘルス看護・助産学専攻 助産学実践コース
へ移行しています。
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看護専門学校を卒業後3年間急性期病院で働き、大学編
入をしました。病院に限らず働く場を広げられるのではな
いかと考え、保健師の資格を取得しようと思ったことがきっ
かけでした。
大学編入では保健師免許取得のためのカリキュラムだけ
でなく、たくさんの授業を選択でき、様々な学びを得ること
が出来ました。そして、看護学分野の授業では改めて看護
に向き合う機会となりました。一緒に学ぶ仲間や先生方と
の出会い、深くがん看護を学んでみたいと思うようになり、
大学院への進学を決意しました。大学とは異なる大学院
での授業や実習、また自らテーマを決めて臨んだ研究は辛
いこともありましたが、修了してまた看護師として新しいス
タートラインに立てたと思います。
今は、患者様とご家族に寄
り添えるがん看護専門看護
師を目指しています。大学に
編入しなければ、今の目標に
出会うことは出来ませんでし
た。大学編入、大学院で出会
い、成長させてくださったすべ
ての皆様に感謝しています。

助産師
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卒業生の進路状況
2018年3月、第19期卒業生は109名で、そのうち101名が就職し、8名が進学等しました。
お

も

な

就

職

先

■看護師

■保健師

神戸市立医療センター

兵庫医科大学病院

淀川キリスト教病院

尼崎市

兵庫県立リハビリテーション中央病院

姫路循環器病センター

大阪大学医学部附属病院

大阪市

三菱神戸病院

東宝塚さとう病院

大阪赤十字病院

奈良市

神戸大学医学部附属病院

宝塚第一病院

大阪市立大学医学部附属病院

兵庫県

神戸百年記念病院

関西ろうさい病院

大阪医科大学医学部附属病院

在宅緩和ケアセンターほすぴす

市立芦屋病院

大阪市立総合医療センター

兵庫県立がんセンター

近畿中央病院

大阪国際がんセンター

兵庫県立加古川医療センター

北播磨総合医療センター

京都第二赤十字病院

加古川中央市民病院

国立循環器病研究センター

広島赤十字・原爆病院

明石市立市民病院

近畿大学医学部附属病院

名古屋セントラル病院

明石医療センター

北野病院

中東遠総合医療センター

兵庫県立淡路医療センター

関西電力病院

進
■大学院

■助産師養成課程

神戸市看護大学大学院

神戸市看護大学大学院

神戸大学大学院

和歌山県立医科大学

学

先

助産学実践コース
助産学専攻科

その他 4 人
進学（4％）
4人
保健師
（4％）
6人
（5％）
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看護師
市内 41 人
（38％）

看護師
県外 34 人
（31％）

看護師
県内 20 人
（18％）

国家試験合格状況
2013年度
2014年度
2015年度

看護師
100％（95.2％）
100％（95.5％）
97.9％（94.9％）

保健師
94.1％（88.8％）
100％（99.6％）
96.2％（92.6％）

2016年度

98.7％（94.3％）

100％（94.5％）

2017年度

99.0％（96.3％）

90.0％（85.6％）

助産師
92.3％（97.6％）
100％（99.9％）
100％（99.8％）
大学院へ移行のため、
修了生なし。
大学院  100％（99.4％）
（括弧内の数字は新卒者全国平均）
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入試情報
2019
（平成31）年度より、一般入試前期日程および推薦入試の募集人員数を変更しました。

2019
（平成31）
年度の各入学試験の
募集人員・入学試験日程
平成31年度
区 分
募集人員
出願期間

前期日程
後期日程
55名
15名
平成31年1月28日（月）〜2月6日（水）
平成31年
平成31年
2月25日（月）
3月12日（火）
※
※
小論文、面接
小論文、面接
平成31年
平成31年
3月6日（水）
3月20日（水）

個別学力検査等の
日程及び内容
合格発表

※

一般入試の概要

前期日程、後期日程共、小論文は日本文資料によります。

平成31年度

25名（うち、※1市内優先枠7名）

出願期間

平成30年11月1日（木）
〜11月8日（木）

試験日及び内容

平成30年11月17日（土）※2小論文、面接

募集人員
出願期間
試験日
合格発表

平成30年12月3日（月）

編入学試験の概要

ccn.ac.jp）
をご覧ください。
（2）テレメールで請求する場合（インターネット・  自動音声応答電話）
①インターネット（パソコン・スマホ・ケイタイ）または自動音
声応答電話をご利用ください。
http://telemail.jp

自動音声応答電話
（24時間受付）

※

IP電話

050-8601-0101

※一般電話回線からの通話料金は日本全国どこからでも3分毎
に約12円です。

入学試験結果

募集人員
10
20

志願者数
26
71

志願倍率
2.6
3.6

受験者数
24
71

受験倍率
1.8
3.4

60

149

2.5

146

2.4

15

141

9.4

53

3.5

資

料

名

大学案内
一般募集要項
一般募集要項+大学案内
編入学募集要項
編入学募集要項+大学案内

資料請求
料金
番号 （送料含む）
565250
180 円
585250
180 円
545250
300 円
585260
180 円
545260
215 円

③あとはガイダンスに従って登録して下さい。
（1）
、
（2）
についてのお問い合せ先
ンター

IP電話

テレメールカスタマーセ

050-8601-0102（9：30 〜18：00）

（3）
大学に直接請求する方法
住所、氏名、郵便番号を明記した返信用封筒
（角型2 号に、テ
レメールで請求する場合の送料と同額の切手貼付※）を同封

学費
（入学金・授業料等）
区分
入 学 金
前期
後期
年間

授業料
合 計

金額
神戸市内者
神戸市外者
282,000円
423,000円
267,900円
267,900円
535,800円
817,800円
958,800円

のうえ、希望する募集要項を
「○○○○募集要項請求」という
ように封筒の表に朱書きして、
大学まで請求して下さい。
※募集要項に加えて大学案内を請求される場合は300円とな
ります。
[請求先] 〒651-2103 神戸市西区学園西町3 丁目4 番地
神戸市看護大学 事務局 総務課
TEL 078-794-8080（代表）

募集要項の種類と配付時期
「大学院募集要項」

7 月から配付

「編入学試験募集要項」

「推薦入試募集要項」

9 月から配付

「一般入試募集要項」

7 月から配付
9 月から配付 「科目等履修生募集要項」 12 月から配付
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編入学試験
推薦入試
一般入試
【前期日程】
一般入試
【後期日程】

詳しくは、神戸市看護大学ホームページ
（http：//www.kobe-

②資料請求番号
（6 桁）
を入力またはプッシュして下さい。

10名（うち、市内優先枠2名以内）
平成30年8月7日（火）
〜  8月14日（火）
平成30年 9月7日（金）：筆記試験（小論文*）、面接
＊小論文は看護の専門的知識を問う内容及び英文を含む
平成30年 9月20日（木）

平成30（2018）
年度

大学のホームページから
テレメールを利用して大学案
内及び募集要項等の資料が請求できます。

バーコードからアクセスした
場合は資料請求番号の入力は
不要です。

※1 市内優先枠は、本人及びその扶養者が平成30年4月1日以
前から神戸市内に住所を有している者が対象です。
※2 英文資料の読解を含みます。

平成31年度

（1）
大学のホームページから請求する場合

インターネット
（パソコン・スマホ・ケイタイ）の場合

推薦入試の概要

募集人員

合格発表

募集要項の請求方法
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KOBE CITY

COLLEGE OF NURSING

〒651-2103

神戸市西区学園西町3丁目4番地

TEL.（078）794-8080（代表）FAX.（078）794-8086
URL：http://www.kobe-ccn.ac.jp

2019(平成31)年度より公立大学法人へ移行する予定です。
神戸市広報印刷物登録

平成30年6月発行

神戸市看護大学

事務局総務課

平成30年度第138号
（広報印刷物規格A-1類）

