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大東文化大学
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総合大学で学ぶ

新たな時代の看護学



次世代のナースを育てる次世代のナースを育てる
最先端の教育がここにある最先端の教育がここにある

看
護
学
科
3
つ
の
特
徴

最先端の設備をフル活用し
フレキシブルな対応力を養う

リメディアル教育による知識の定着と
1年次から始まる国家試験対策

教員
Message

デジタル技術を駆使したツールが
学習の効率化と理解の深化を促進

1

2 3

大東文化大学では、地域包括ケアシステムに対応した看護師
の養成を目指し、2018年に先進的な設備を備えた「看護学
科」を開設しました。地域包括ケアシステムとは、住み慣れた
地域で生活が続けられることを目的とし、医療、介護、予防、生
活支援サービスなどが包括的に提供される体制です。充実し
た設備や IT技術を生かした授業と、ゼミナールや実習など少
人数制授業の導入によるきめ細やかな指導を行い、主体的な
探究心や課題解決力、豊かなコミュニケーション力と人への共
感力を備えた、新時代の看護師を育成します。

「基礎看護学」「成人看護学」「老年看護学」「小児看護学」「母
性看護学」「在宅看護学」「精神看護学」の7領域それぞれの実
習環境を想定した演習室を完備。最新のシミュレーターが活
用できる「シミュレーション室」では、さまざまな患者の事例を
疑似体験しながら、症例に応じた対応力を実践的に学ぶことが
できます。また、分娩台や保育器を備えた「母性・小児看護学
演習室」や、訪問看護演習のためにリアルな生活空間を再現し
た「在宅・地域・公衆衛生看護学演習室」など特徴的な設備が
揃い、2020年には電子カルテシステムも導入予定。より現場
に近い環境で、優れた看護実践力を身につけることができます。

リメディアル教育では、全ての新入生の学力状況を把握したうえで、専
任教員による手厚いサポートを展開。1年次には看護学を学ぶうえで不
可欠な生物科目の補講を無料で受けら
れ、基礎固めと同時に国家試験対策もス
タート。外部の模擬試験も学内で受ける
ことができ、試験後の解説や振り返りを通
した学習サポートも行っています。

iPadで教科書や動画教材を閲覧できるほか、双方向授業も行ってい
ます。また、演習風景を録画して教材にするアクティブラーニングシス
テム「PF-NOTE」で、演習内容の客観的理
解を促進。このほか、授業支援システム「ma

naba」を導　入し、実習中や自主学習でも学習の
フォローができる体制を整えています。

看護は「人」対「人」。日ごろから人の個性を尊重する関わりを大切にしてほしい
看護師が向き合う相手は、一人ひとり個性の異なる患者さん。同じケースであっても、十人十色の不安や悩み
を理解し、共感しようとする姿勢が重要です。そこで役立つのが、相手に寄り添うための接点を増やしてく
れる幅広い教養です。大東文化大学は、総合大学ならではの全学共通科目や、他学部の学生・教員との交流に
よって多様な知見や考え方が身につきます。人との関わりを大切にしたい、人の役に立ちたい、看護学を学修
したいという想いを持つ方には、ぜひ本学で学んでほしいです。

スポーツ・健康科学部看護学科　糸井 裕子 教授

スポーツ・健康科学部  看護学科
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大東文化大学
東松山キャンパス
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【施設名】
1 イムス三芳総合病院（三芳町）
2 イムス富士見総合病院（富士見市）
3 帯津三敬病院（川越市）
4 JR東京総合病院（渋谷区）
5 恵愛病院（富士見市）
6 埼玉森林病院（滑川町）
7 国立病院機構埼玉病院（和光市）
8 シャローム病院（東松山市）
9 博慈会記念総合病院（足立区）
10草加市立病院（草加市）
11東松山医師会病院（東松山市）
12東松山医師会病院デイケア（東松山市）
13東松山市立市民病院（東松山市）
14東京武蔵野病院（板橋区）
15新座志木中央総合病院（新座市）
16 TMGあさか医療センター（朝霞市）
17川越リハビリテーション病院（川越市）
18中村産婦人科（小川町）
19埼玉県男女共同参画推進センター
　～With Youさいたま～（さいたま市）

4
年
間
の
学
び

特色のある授業

学生
Message

老年看護学実習Ⅰ 郷土論（埼玉学）

臨地実習の前の学内実習日に、高齢者
疑似体験グッズの装着、VR （Virtual 

Reality）機器を使用した難聴者の疑
似体験、AI搭載型の補聴器体験、服薬
ゼリーの体験などを行います。この体
験を基に、高齢者の視点に立った支援
方法について学びます。

多様な
50以上の実習先
現場経験を積んで実践力を高める実習先は、大規模病院
から地域の訪問看護ステーションまで、50以上の施設と提
携しています。専門知識を持つ教員が学生６名のグループ
に同行し、学生の学びと現場での医療ケアを力強くサポー
トします。自分の強みや適性を見極めるきっかけにもなり、
卒業後の進路選択につながります。

在宅看護や老年看護の領域では、食生
活や就労環境など、地域性や生活習慣
に配慮した看護実践力が不可欠です。
そこで、埼玉県の歴史や文化を題材
に、地域と看護をつなげるためのノウハ
ウや、高齢者とのコミュニケーション方
法を学びます。

患者さんの心に
寄り添える看護師に
浦 萌華さん　2019年度入学
（埼玉県立熊谷女子高等学校出身）
先生との距離が近く、何でも相談できることで
安心して学べます。看護の基礎的な技術を学ぶ
「生活支援技術論」では、実際に看護師役と患者
役を体験。患者さんの苦痛や不安を取り除くた
めに、患者さんの立場に立って看護することの
大切さを実感しました。

専門とともに
深い教養を身につけたい
久保田 雛子さん　2019年度入学
（私立大妻嵐山高等学校出身）
大東の看護学科の魅力は、総合大学ならではの
多様な学びができること。全学共通科目で「心
理学」や「文化人類学」などを履修し、さまざま
な専門性をもつ他学科の学生と学んでいます。
自分にはない視点や考え方を得ることは、看護
を学ぶうえでも役立っています。

多角的に看護を
学べる環境が魅力
勝又 光貴さん　2018年度入学
（長野県飯田高等学校出身）
高校まで続けたラグビーを通じて、スポーツ分
野にも精通した看護師をめざすようになりま
した。大東の看護学科は「健康科学実践」などス
ポーツ科学科の先生から学ぶ授業もあります。
多角的に看護を捉えることで、より目標に近づ
くための学びができていると実感しています。

1年次
文献等の情報収集能力や、
分析力、プレゼンテーショ
ン力などを体得。入学直後
から行われる基礎的な実習
などを通して、看護学科生
としての意識と学習態度を
身につけます。

2年次
保健、医療、福祉の専門科目
がスタートし、多様な健康状
態や発達レベルに応じた看護
の基礎を修得。基盤看護学実
習Ⅱや、地域のデイサービスで
の老年看護学実習Ⅰなど、より
発展的な実習を行います。

3年次
後期には、知識・理論を実
践につなげる本格的な臨地
実習に参加。6名のグルー
プごとに各領域の実習施設
を巡回して学び、看護師と
しての技術と心構えを身に
つけます。

4年次
前期は、看護実践能力、社
会人基礎力、連携力を定着
させる統合実習や、地域包
括ケア実習に参加。後期か
らは大学生活の集大成と
なる国家試験合格に向け
て対策を進めます。

20志木瑞穂の里通所リハビリテーション・療養棟（志木市）
21シャロームデイサービスセンター（坂戸市）
22ハピネス狭山デイサービス（狭山市）
23富家在宅リハビリテーション
ケアセンター デイケア室（ふじみ野市）

24富家リハビリセンター苗間
　デイサービス（ふじみ野市）
25富家デイサービスセンター（川越市）
26富家病院デイケアセンター（川越市）
27瑞穂の里デーサービス・療養棟（川越市）
28介護老人保健施設すみよしデイケア（坂戸市）
29介護老人保健施設すみよし（坂戸市）
30株式会社 稲穂の道 みどりの風あすわ（毛呂山町）
31グループホームみずほ（川越市）
32ハピネス狭山グループホーム（狭山市）
33シャローム・グループホーム（坂戸市）
34彩西療養通所介護鳩山（鳩山町）
35デイサービスセンター真寿園（川越市）
36大東文化大学附属青桐幼稚園（板橋区）
37川越第二ひばり幼稚園（川越市）

38高坂幼稚園（東松山市）
39訪問看護ステーションあおば（新座市）
40訪問看護ステーションふきのとう（練馬区）
41訪問看護ステーションおおむらさき（東松山市）
42訪問看護ステーションふれあいあげお（上尾市）
43彩 訪問看護リハビリステーション 蕨（蕨市）
44カナオ訪問看護リハビリステーション鶴ヶ島（鶴ヶ島市）
45訪問看護ステーション彩（川越市）
46西大宮訪問看護ステーション（さいたま市）
47「和」訪問看護ステーション（新座市）
48ニーズ訪問看護・リハビリステーション 西大宮（さいたま市）
49東松山医師会訪問看護ステーション（東松山市）
50カナオ訪問看護リハビリステーション（川越市）
51ビュートゾルフ鶴ヶ島（鶴ヶ島市）

大東文化の魅力的な
授業・ゼミを配信中！



看護師への夢とサッカーを続けること、
どちらも応援してくれる人たちがいる

鈴木 銘さん　2018年度入学
（私立北海道大谷室蘭高等学校出身）

小学１年からサッカーを続け、中学からあたた
め続けた夢は看護師になることでした。大学進
学を考えるうえでどうしても捨てられなかった
サッカー。強豪である大東大女子サッカー部で
プレーをしながら、看護の勉強にもしっかり取
り組むことができるのは、一人ひとりの学生を
親身にサポートしてくれる大東の看護学科だか
らこそ。最新の設備を使った授業は現場での様
子をイメージしやすく、実感をもって理解を深
めることができています。

看護学科の１期生として、勉強も部活も
いろんなことにチャレンジしたい

鈴木 朋哉さん　2018年度入学
（私立東海大学菅生高等学校出身）

幼いころから続けてきた競技スキー。一般の
看護大学では本格的な部活がないため諦めよ
うと思っていましたが、「スポーツの大東」の
名の通り、学業と部活動の両立に対して大学
全体でサポートしてくれる環境があり、とて
も心強いです。実習は睡眠時間を削って勉強
するほど大変ですが、ケアをした患者さんか
ら「ありがとう」と言ってもらえたことが大き
なやりがいにつながり、国家試験の模試も着
実に成績を上げることができています。

学生
Interv iew

学生支援

学生サポート

キャリア支援

奨学金制度

学生約10名に対して1 ～ 2名の専任教員
がアドバイザーとなり、定期的に面談を実
施。学業や国家試験対策はもちろん、学生
生活の不安にも応える体制を整えています。
また、毎年保護者会を実施するなど、大学と
家庭が一体となって学生を支えていきます。

2023年に創立100周年を迎える歴史を持
ち、スポーツ・健康科学部健康科学科から多
くの臨床検査技師を輩出してきた実績やノウ
ハウを生かした支援を実施。看護学科では2

年次後期から本格的にガイダンスを始め、充
実したキャリア形成を支援します。

授業料減免から給付まで、大東文化大学に
はさまざまな奨学金制度があります。また、日
本学生支援機構や地方公共団体、民間団体
が運営する学外の奨学金制度も利用可能。
看護学科の学生は病院等による独自の奨学
金制度を利用できるチャンスもあります。

病院から給付される奨学金を利用しています。参考書の購入など経
済的なメリットはもちろん、その病院への就職という目標が、国家試
験合格に向けた大きな原動力になっています。（2018年度入学生）

奨学金
受給者の
声

看護師の心を育む
豊かな自然環境
看護学科の学生が 4年間を過ごす東松山キャンパスは、
緑に囲まれた自然豊かな環境。
他学部の学生と交流できる
クラブ・サークル活動も盛んなため、
多くの出会いを通じて充実した
キャンパスライフを送ることができます。




