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神奈川歯科大学短期大学部
歯科衛生学科／看護学科
K A N A G A W A  D E N T A L  U N I V E R S I T Y

J U N I O R  C O L L E G E 学長メッセージ

医療を通じて
人の役に立つ人生の喜びを
体感しましょう！

本学は1910年に東京女子歯科医学講習所として創立後 、現在は看護師と歯科衛

生士の医療従事者を育成する大学として多くの卒業生を輩出してきました。

みなさんは10年後の自分の姿が見えていますか？ 本学を選択したみなさんの、医療

人としての資格を取得して社会で活躍している姿が私には見えます。10年後の

2031年までに達成すべき国際社会共通目標であるSDGsを知っていますか。SDGs

は17の目標で構成され、本学は「すべての人に健康と福祉」と「質の高い教育」を提

供し、医療を通じて社会貢献できる人材育成を約束します。本学の学びが、医療を

通じて人の役に立つ人生の喜びになることを教員一丸となって支援します。

神奈川歯科大学短期大学部 学長

石井 信之

国家試験の
合格率が違うPoint 1

Point 2

Point 3

医療系総合大学の

「学びの環境」が違う
学生と先生の距離が近いから

サポート体制が違う
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1年次の導入科目として開講されている「スタート

アップセミナー」では、大学での学び方を習得すると同

時に、医療人として欠かせないホスピタリティマインドやマ

ナーについても身につけていきます。教室での講義に加え、東京ディズ

ニーリゾート®へ行き、講師の方から正しいコミュニケーションの取り方

を学修。園内で働くキャストの行動観察等も行います。

竹内 実際の病院での実習はとても勉強
になるし、教室での講義とは異なり、大きく
成長ができる機会です。例えば循環器系の
病棟へ行ったら、現場では患者さんと接し
つつ、帰宅後や空いた時間に循環器に関
する解剖生理の知識を深めると、グッと理
解も深まるはず。

髙見
実習先も
多彩ですね。

国家試験の国家試験の
合格率が違う合格率が違う

POINT 1

医療系総合大学の医療系総合大学の
「学びの環境」が違う「学びの環境」が違う

POINT 2
医療系総合大学の医療系総合大学の

「学びの環境」が違う「学びの環境」が違う

POINT 2
地域に密着した地域に密着した
看護が学べる看護が学べる

POINT 1

学生と先生の距離が近いから学生と先生の距離が近いから
サポート体制が違うサポート体制が違う

POINT 3
学生と先生の学生と先生の
距離が近いから距離が近いから

サポート体制が違うサポート体制が違う

POINT 3

髙橋　私も定期的に行
われる面談が、とても役
立ちました。

歯科衛生学科

阿部 智子助教

歯科衛生学科2年

髙橋 琴音さん
神奈川県・横須賀市立横須賀総合高等学校 出身

歯科衛生学科3年

金子 紗歌さん
岩手県・私立 花巻東高等学校 出身

看護学科

竹内 沙耶花助手

看護学科2年

久保田 万結さん
静岡・私立浜松開誠館高等学校 出身

看護学科2年

髙見 悠衣さん
神奈川県立舞岡高等学校 出身

金子　声がけをしていた
だき、とても心強かった
です。

髙橋　歯学部もあり附属病院で専門
的な実習を体験することができるし、
看護学科があることで身体全体のこと
も学べる。そういう環境って他にはな
い気がします。

阿部
看護学科の先生

による授業も開講している歯科衛
生学科は、あまりないかもしれませ
ん。社会に出たらその良さをきっと

理解できると思います。

髙見
歯学関連の知識

を学ぶ機会があったことで、看護
を行う上で口腔内の機能に着目
することはとても重要だと感じま

した。

96.4% 100% 98.9% 97.3% 97.8%

20212020201920182017

国家試験合格率

阿部　1年次から国家試験と
いうものを視野に入れて授業の内容

を設定したり、模擬試験の問題を考えていま
す。そうした努力が国家試験合格率の高
さにも表れているのかもしれません。

その国家試験
合格率の高さが、就職
実績にも反映されてい
ると思います。 久保田

同じように夢に向かって
みな頑張っているんだ
なって感じました。

髙橋

金子　国家試験合格と
よい就職という循環を、
後輩にもつなげていきた
いです。

阿部　勉強面でも生活
面でも、どんなことでも
気軽に相談してもらいた
いというのが、先生たち
の想いですね。

金子　附属病院では、
インプラント等の最新の
歯科治療技術にも触れ
ることができました。

久保田 臨地実習では、
1つの病院ではなく地域
の病院で実習することが
できるので学びが広がる
と感じています。 竹内

医療系の総合大学だか
ら、歯に関連する分野について身
につけた知識は、看護師として現
場に出た際にきっと役立つから。

TOPICS

髙見 高校までの担任の先生
ともまた違う、身近な存在ですね。

先生たちも看護師を経験していて、先生で
もあり先輩でもあるという点が親しく感
じさせるのかもしれません。

久保田　私たちが答え
を見つけられるような、
そんな指導をしてくれる
先生が多いです。
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歯科衛生学科歯科衛生学科 3年制

歯科衛生士国家試験受験資格
募集人員：120名（男女）

建学の精神を基礎として、学生の個性を尊重した教育により学問技術を修め、

人間性に溢れた教養と常識を体得した学生を社会に送り出す。

■アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）

歯科衛生士の歯科衛生士の3大業務とは大業務とは

歯科衛生学科のスケールメリット

歯科衛学科歯科衛学科3つのポリシーつのポリシー

歯周病やむし歯予防

歯科介護
歯科医師とともに在宅や施設等での歯科保健医療サービスを担当。高齢者や障害を持つ方の口腔の健康をサポートします。+

歯科衛生学科の臨床実習は、神奈川歯科大学附属病院、横浜クリニック･横浜研修セ
ンターをはじめとし、歯科医院で行われます。2017年にリニューアルされた附属病院で
は、各科において歯科医師、歯科衛生士、看護師の指導のもと実習を行います。歯科診
療補助・介助、予防処置、保健指導だけでなく、診療室の管理、感染予防、患者さんの
口腔内観察、歯石除去、患者さんの口腔内に合わせた歯科保健指導等を実践的に学ぶ
ことができます。

歯科衛生士の仕事とは

MessageMessage

生涯にわたって活躍できる魅力的な職業です

臨床実習は新病院で最先端医療に触れながら臨床実習は新病院で最先端医療に触れながら

図書館や学食、体育館等の施設を歯学部と共有しているだけでなく、歯学部の教員が講義
を行います。稲岡祭（学園祭）等歯学部生と一緒に楽しめるイベントや、専門学校にはない
さまざまなクラブ・サークルもあるので、勉強だけではなく充実したキャンパスライフが送れ
ます。

神奈川歯科大学と同じキャンパスでの臨床実習に自信あり神奈川歯科大学と同じキャンパスでの臨床実習に自信あり

1年次の4月から実習がスタート。講義だけでなく、実際に体や手を動かす実習もあるので、
先生との距離も近づきます。

チューター制度やオフィスアワー制度があり、いろいろ相談できる環境があるので安心です。

先生と学生の距離が近い先生と学生の距離が近い

歯科衛生士の仕事は、単に歯科診療の補助をするだけではありません。歯科医師の指示の
もとに保健指導を行い、さらに予防処置と診療に参加していくことにより、子どもさんからご
高齢の方までを対象に、お口の健康を守ることから全身の健康へとつなげていくことができ
る、やりがいがあって、なおかつ生涯にわたって活躍できる、魅力的な職業です。
「歯科衛生士という職業が具体的によくわからない」という方もいらっしゃるかもしれません
が、医療職を目指したいと考えていらっしゃる方でしたら、ぜひ一度本学のオープンキャンパ
スにいらしてください。

神奈川歯科大学短期大学部 歯科衛生学科 学科長　角田 晃
❶生命を尊び、人との関わりを大切にし、社会に貢献したいと考える人
❷ 医療に関心があり、専門知識の修得に必要な基礎学力を有する人
❸ 柔軟な発想を持ち、困難や課題に対処できる人
❹ 責任感と協調性を持ち、目的意識をもって行動できる人
❺ 自己の心身の健康に留意し、行動できる人

■ディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針）
❶ 医療専門職としての倫理観を有する。
　（1）生命の尊厳を基盤とし、医療における倫理観を有する。
　（2）医療専門職として礼節を重んじ品格を備える。
❷ 医療専門職として健康問題の発見と課題に取り組む能力を有する。
　（1）教養と考える力を身につけ、主体的に課題解決に取り組む能力を有する。
　（2）専門的知識や技術を修得し、人びとの健康に寄与できる能力を有する。
　（3）社会の動向に関心を持ち、学び続ける力を有する。
❸ 口腔の健康支援を通し、全身の健康を守る高度な専門的能力を有する。
　（1）多様な価値観を持った人びとを理解し、人間関係を築く能力を有する。
　（2）優しさに溢れる歯科衛生士として地域社会に貢献する能力を有する。
　（3）歯科衛生士としての役割と責任を自覚し、多職種と協働できる能力を有する。

■カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）
❶ 豊かな教養と高い倫理観の修得
❷ 歯科衛生の基盤となる知識の修得
❸ 歯科衛生に必要な臨床的知識と技術の修得
❹ 自己学習能力と生涯学習能力の修得
❺ コミュニケーション能力の修得
❻ 医療専門職としての実践能力の涵養

歯科医師が円滑に

診療を進めるための介助

口腔の健康を維持するために、個人や集団、

保健センター、小学校等で歯みがき指導等

取得可能な資格 教育目的
P.09参照

P.09参照

P.08参照

P.30参照

本学科の歴史は古く、1910年に東京神田で創立された東京女子歯科医学講習所にまでさ
かのぼります。戦後、1950年に日本で初めて歯科衛生士教育を行う日本女子歯科厚生学
校を新たに開校し、1952年に日本女子衛生短期大学に発展。伝統と最先端の学びを通し
歯科衛生士としてのスキルを磨くことができます。

日本で初めて歯科衛生士の養成を始めた歴史ある学校です日本で初めて歯科衛生士の養成を始めた歴史ある学校です

1 2 3
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1年生 2年生 3年生

■必修科目　■選択必修科目

１年生の導入科目

科学的思考の基盤づくり

人間と生活を学ぶ

人体の構造と機能とは

歯・口腔の構造と機能とは

疾病の成り立ちと
回復過程の促進について

歯・口腔の健康と
予防に関わる人間、
社会の仕組みについて

歯科衛生士の基礎となる
概論を学ぶ

臨床における
歯科医学とは

歯科予防のための
処置の知識を学ぶ

歯科保健のための
指導の知識を学ぶ

歯科診療を補助するための
知識、技術を学ぶ

歯科医療現場での
臨床・臨地実習

３年生の卒業研究

歯科医療における専門の分野

人間、社会とつながる
基礎分野

■ スタートアップセミナー

■ 化学　　 ■ 生物学

■ 英語Ⅰ 　
■ 海外事情Ⅱ〈アジア〉
■ コミュニケーション論
　〈含、実習〉

■ 海外事情Ⅰ〈欧米〉
■ 発達心理学
■ 心理学 

■ 解剖学〈人体の構造〉　　■ 組織発生学

■ 口腔解剖学
■ 生理学〈含、口腔生理学〉

■ 生化学〈含、口腔生化学〉

■ 微生物学〈含、免疫学〉
■ 病理学〈含、口腔病理学〉
■ 薬理学 

■ 口腔衛生学Ⅰ

■ 歯科衛生士概論

■ 歯科臨床概論〈含、医学概論〉
■ 成人歯科学Ⅰ〈歯周〉

■ 歯科予防処置論
■ 歯科予防処置Ⅰ〈歯周病予防Ⅰ〉

■ 歯科保健指導論Ⅰ
■ 栄養学

■ 歯科診療補助論Ⅰ
■ 歯科診療補助論Ⅱ-1
■ 歯科診療補助論Ⅱ-２

■ 歯科診療補助論Ⅲ

■ 医療倫理学

■ 健康とスポーツ
■ 情報リテラシー

基
礎
分
野

専
門
基
礎
分
野

専
門
分
野

■ 英語Ⅱ〈医用英語〉 
■ 海外事情Ⅱ〈アジア〉
■ 海外事情Ⅰ〈欧米〉

■ 衛生学・公衆衛生学
■ 口腔衛生学Ⅱ〈含、歯科衛生統計〉

■ 成人歯科学Ⅱ〈修復・歯内〉
■ 成人歯科学Ⅲ〈補綴〉
■ 成人歯科学Ⅳ〈高齢者歯科、先端医療〉
■ 成人歯科学Ⅴ〈障害者歯科、先端医療〉
■ 小児歯科学
■ 歯科矯正学
■ 口腔外科学〈含、麻酔学〉 　

■ 歯科予防処置Ⅱ〈歯周病予防Ⅱ〉
■ 歯科予防処置Ⅲ〈う蝕予防処置〉
■ 歯科予防処置Ⅳ〈口腔疾患予防〉
■ 口腔保健管理法

■ 歯科保健指導論Ⅱ
■ 歯科保健指導論Ⅲ〈含、栄養指導実習〉

■ 歯科診療補助論Ⅳ
■ 歯科放射線・臨床検査学

■ 臨床実習Ⅰ-1〈附属病院・歯科診療所〉

■ 看護学概論

■ 社会福祉論・ボランティア論

■ 英語Ⅲ〈英会話〉

■ 衛生行政・社会福祉行政
■ 介護技術〈含、口腔リハビリテーション〉
■ 小児保健

■ 歯科保健指導論Ⅳ

■ 臨床実習Ⅰ-2〈附属病院・歯科診療所〉
■ 臨床実習Ⅱ〈総合歯科〉
■ 臨床実習Ⅲ-1〈総合実習〉
■ 臨床実習Ⅲ-2〈総合実習〉
■ 臨地実習Ⅰ〈教育施設〉
■ 臨地実習Ⅱ〈福祉施設〉

■ 臨床基礎統合ゼミ
■テーマ研究

■ 保険請求事務

■ 手話

カリキュラムの詳しい内容はHPに掲載しています。　※2020年度実施。以後変更されることがあります。

自然や文化、芸術を堪能。歴史を知り、
異文化と出会います。ベトナムでは、バッ
クマイ病院を視察し、タンロン技術学
院にてベトナム語講座･ベトナム料理教
室･交流食事会等が行われました。

歯科衛生学科では歯学部教員が専門基
礎分野の科目を担当している他、看護
学科の教員による「介護技術」を講義
で学べることは自分たちの今後の生活
にも役に立ちます。

海外事情Ⅰ〈欧米〉
海外事情Ⅱ〈アジア〉1、2年次選択科目 歯学部と看護学科がある歯学部と看護学科がある

スケールメリットスケールメリット

PICK UP
授業

神奈川歯科大学附属病院と横浜クリニック･横浜研修センターで臨床実習神奈川歯科大学附属病院と横浜クリニック･横浜研修センターで臨床実習

PICK UP
授業

TOPICS

高度で専門的な治療が行える最高の環境が用意されています。

〈アジア〉

カリキュラム

歯科衛生士の基礎となる
素養を身につけます
「基礎分野」では、すべての学びにつながる導
入教育のほか、科学的思考の基礎、患者さん・
地域住民・各医療職とのコミュニケーションや
チームワークを図るための知識、技術を身につ
けます。「専門基礎分野」では、歯科衛生士と
しての基礎的知識を、「専門分野」では、基礎
医学とともに歯科衛生士概論をはじめ、チーム
医療に必要な知識を学びます。

歯科衛生士の専門分野に
おける知識を身につけます
「専門分野」に重点が置かれ、歯科治療の全
般的な理解と歯科予防処置業務を充実させる
ための知識を深めます。さらに患者さんや地域
住民の健康維持・増進や、障害者・要介護者
の歯科保険を支援するための知識、技術を身
につけます。臨床実習が始まり、実践的な技
術を学ぶ機会も増えていきます。

歯科衛生士としての実践の場
での知識と技術を身につけます
歯科衛生士が活動する現場と連携しながら実
践的な技術を身につけるための演習、実習を
中心としたカリキュラムになります。歯科衛
生士に対する姿勢と理解を深め、技術を磨く
ための臨床実習、臨地実習を行います。手話
や保険請求事務等が選択必修科目として開
講されます。
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歯科診療の補助、介助を行うために、材料および器具についてそれ
ぞれの特徴を理解し、適切な取り扱いができるよう基本的技術を
修得します。

材料・器具取り扱い実習材料・器具取り扱い実習
マネキンを使用し、スケーラーやデンタルミラーの基本操作や、探
針操作、歯周疾患予防のための歯石除去法を学びます。

スケーリング・マネキン実習スケーリング・マネキン実習

相互（学生同士）に体験することで患者さんを思いやる心や協力す
る態度を養い、エビデンスに基づいた知識と各自の技術の向上に
努めます。

相互実習相互実習
インプラント治療は歯科医師が行う治療です。安全で円滑な診療
の補助・介助が行えるよう、模型を使用してインプラント治療の流
れを理解します。

インプラント治療実習インプラント治療実習

神奈川歯科大学附属病院や横浜クリニック･横浜研修センター等
において、歯科衛生士の3大業務＝歯科予防処置、歯科診療補助、
歯科保健指導が実践できる能力を養います。

臨床実習臨床実習
小学校や幼稚園、保育園の児童、幼児に対する、学齢にあった内容
の集団歯科保健指導を体験します。地域歯科保健を担う一員とし
ての能力を養います。

臨地実習臨地実習

学内実習 実習室紹介

第1実習室 第2実習室

歯科用のユニット（治療台）があります。通常、2名で1台のユニッ
トを使用して、学生同士で歯石除去やむし歯予防の実習を行って
います。

顎模型を装着できるマネキンを使用して実習を行います。相互実
習の前に模型を使って、歯石除去等の基礎練習を行います。

第3実習室
大きな実習テーブルが10卓あり、5～ 6名のグループに分かれて、
主に歯科の材料を取り扱う実習を行います。

第4実習室

8つのグループに分かれて実習を行います。ここでは主に歯みがき
指導に使用する紙芝居やポスター等を作成しています。

神奈川歯科大学附属病院

患者さんを包括的に診断し、必要に応じて他科とのリエゾン診療
（連携診療）を行う特殊義歯・咬合リエゾン診療科をはじめ、オーラ
ルケアセンター、口腔インプラントセンター等、大学附属病院な
らではの専門の診療科があります。

横浜クリニック･横浜研修センター

横浜駅西口から徒歩５分の好立地にあります。臨床実習では、患
者さんの問題点を総合的に把握し解決できる能力、およびメディ
カルスタッフの一員である歯科衛生士としての行動力を身につけ
ます。

実  習 実践的学びによって理解を深め、技術を高める各実習。
学内には、それぞれの学びに適した実習室を設置しています。
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学生VOICE

自分の感情を天気で表現。意
外と感情の起伏が激しいことを実
感し、自分を見つめ直すいい機会に
なりました。また心理学を学んだ
ことで、患者さんが何を求めてい
るのかを理解しやすくなったと
も思っています。

自分の感情を天
外と感情の起伏が
感し、自分を見つめ
なりました。また
ことで、患者さん
るのかを理解し
も思っています

実際に歯科医師の先生や患
者さんがいる状態で、歯科衛生士
はどのように動けばいいのか、ラ
イティングやバキュームの操作を
どのようにすればいいのかと
いったことを、体験的に学ぶ
ことができました。

実際に歯科医師
者さんがいる状態で
はどのように動け
イティングやバキ
どのようにすれ
いったことを、
ことができま

月

  9：00～10：30

10：40～12：10

13：10～14：40

14：50～16：20

16：30～18：00

火 水 木 金

歯科予防処置Ⅳ
＜口腔疾患予防＞

歯科保健
指導論Ⅱ

歯科保健指導論Ⅲ
＜含、栄養指導実習＞

臨床実習Ⅰ-1
＜附属病院・
歯科診療所＞

臨床実習Ⅰ-1
＜附属病院・
歯科診療所＞

口腔保健
管理法

歯科保健
指導論Ⅲ

口腔衛生学Ⅱ
＜含、歯科衛生統計＞

月

  9：00～10：30

10：40～12：10

13：10～14：40

14：50～16：20

16：30～18：00

火 水 木 金

生理学
＜含、口腔生理学＞

病理学
＜含、口腔生理学＞

生化学
＜含、口腔生理学＞ 歯科保健

指導論Ⅰ

英語Ⅰ 心理学

歯科予防処置Ⅰ
＜歯周病予防Ⅰ＞

歯科診療
補助論Ⅱ

コミュニケーション
論

栄養学

成人歯科学Ⅰ
＜歯周＞

薬理学

歯科診療
補助論Ⅲ

組織発生学

口腔衛生学Ⅰ 化学

桒原 乃愛さん
神奈川県立麻生高等学校 出身

国家試験の合格率や就職サポートが
学校選びの決め手になりました。

「ここで学ぼう」と思った理由を教えてください。

どのような時に先生との距離の近さを感じますか？

目指す歯科衛生士像を教えてください。

Noa Kuwahara
1
年生

私のオススメ授業

Q.

Q.

Q.

髙橋 琴音さん
神奈川県・横須賀市立横須賀総合高等学校 出身

A. 地元が横須賀で、附属病院で矯正治療を行っていました。その際に歯科衛
生士の方からクリーニングを受けたりブラッシングの指導を行ってもらったこと
で、この仕事の重要性を実感し、ここで学ぼうと思いました。

先生がいつも見守ってくれている。
だから安心して実習に臨めます。

「ここで学ぼう」と思った理由を教えてください。Q.

どのような時に先生との距離の近さを感じますか？Q.

A. 歯科衛生士には知識だけでなく技術も必要になります。ここは最新の設備
が整った附属病院を併設しているし、その環境を活かしながら先生方が丁寧
な指導をしてくれるので、技術を身につけることができました。

歯科衛生学科で学んで良かったことは何ですか？Q.

Kotone Takahashi
2
年生

私のオススメ授業
2年次の時間割  後期（モデルケース）

L i f e S t y l e

授業の復習に読書と、インドアlifeを満喫

完全なインドア派で、帰宅後は1時間ほど授業の復習をして、あとは趣味の読書等を
楽しんでいます。出掛ける際は、家族と買い物に行ったり、食事に行くことが多いです
ね。横須賀には美味しいお店がいっぱいあるんです。また子どもの頃から絵を描くこと
が好きなのですが、授業の中には歯科治療で使用する器具を実際に描くといった課
題もあり、思わぬところで自分の特技を活かすことができました。

自宅のリビングのソファは、読書をする際の定位置。
最近読んで良かったのは、恩田陸の「夜のピクニック」です。

1年次の時間割  後期（モデルケース）

L i f e S t y l e

授業にもドラマ鑑賞にも、パソコンが大活躍

アルバイトもできず、自宅にいることの多い1年でした。授業もオンラインで受講するこ
とが多かったのですが、思ったよりも自分に向いていると感じました。空いた時間には
好きな音楽を聴いたり、ネットの動画配信サービスを利用して映画やドラマを観て過
ごしました。私のお薦めは、何といっても韓国ドラマ。また、外出できなかったので、
ショッピングサイトを見てファッションを研究したりもしました。

オンライン授業や自習だけでなく、映画やドラマの鑑賞にと、自宅で
パソコンに向かう時間がとても長かったと思います。

A. オープンキャンパスに参加した際の、学内の落ち着いた雰囲気や充実した学
習環境に魅力を感じました。また国家試験の合格率が高いこと、就職のサポー
トが充実していることも入学の決め手になりました。

A.  チューター制度を活用し、疑問点をメールで先生に相談した際に距離の近
さを実感しました。普段の実習でも複数の先生が担当し、分からないときはすぐ
に聞くことができるので学んでいても安心ですね。

A. 知識や技術はもちろん、患者さんやスタッフからも信頼される歯科衛生士
が目標です。コミュニケーションをしっかり取って患者さんの不安を取り除くこ
とで、歯科衛生士として社会に貢献していきたいですね。

A. 臨床実習へ行く際に「いってらっしゃい」、帰ってきたときには「おかえりなさ
い」と声をかけてもらう時。実習に緊張する学生の心を察してくれて、いつも優し
く見守ってくれていると感じています。
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学生VOICE

学生同士で行う実習と異なり幅
広い年代の方と接するので、身体に
関する知識や服薬の有無等、口腔以
外への理解も大切だと実感。歯科
衛生士という仕事に対する意欲と
同時に、責任感も強く感じるよ
うになりました。

学生同士で行う実
広い年代の方と接す
関する知識や服薬の
外への理解も大切
衛生士という仕事
同時に、責任感も
うになりました。

月

  9：00～10：30

10：40～12：10

13：10～14：40

14：50～16：20

16：30～18：00

火 水 木 金

臨床実習Ⅲ
＜総合実習＞

臨地実習Ⅰ
＜教育施設＞

臨地実習Ⅰ
＜教育施設＞

衛生行政・
社会福祉行政

手話

臨床基礎
統合ゼミ

竹内 和奏さん
神奈川県立金沢総合高等学校 出身

国家試験に向けて模擬試験や
対策講義で力を付けています。

「ここで学ぼう」と思った理由を教えてください。Q.

実習ではどのような医院へ行きましたか？Q.

国家試験対策はどのようにしていますか？

A. ３年次後期は国家試験対策の模擬試験が毎月あり、苦手な分野を徹底的
に克服しています。また3年間学んできたことを振り返る「臨床基礎統合ゼミ」
という授業も、試験勉強にとても役立っています。

Q.

3年次の時間割  後期（モデルケース）

Wakana Takeuchi
3
年生

私のオススメ授業

L i f e S t y l e 就職先一覧（2021年3月卒業生） 就職先勤務地 就職先比率

■歯科医院（一般開業医）
医療法人社団白浩会 エス歯科クリニック／あらかわファミリーデンタル／鎌倉カイロス歯
科／プラザデンタルクリニック／ホワイトエッセンス馬車道デンタルクリニック／又吉歯科医
院／ ALBA歯科＆矯正歯科 元住吉／ K'sデンタルクリニック／天野歯科医院／荒井歯科
医院／伊藤デンタルクリニック／医療法人RAISEデンタルクリニックK矢向／医療法人社
団 かもい歯科医院／医療法人社団 仁愛会歯科／医療法人社団OMS こうざき歯科矯正
クリニック ホワイトエッセンス･センター北院／医療法人社団アットグループ永田北＠歯科
／医療法人社団湘耀会 Ken歯科／医療法人社団誠幸会 阿南歯科医院／上野川＠歯科
／追浜国際歯科／追浜歯科医院／オレンジ歯科クリニック／加藤デンタルクリニック／金
子歯科医院／鎌田歯科医院／鎌田歯科矯正クリニック／きけがわ歯科医院／岸本歯科ク
リニック／クリア・デンタルクリニック／佐々木歯科クリニック／汐入駅前歯科／歯科おおや
ぎ／すやま歯科クリニック／センター南なかむら歯科医院／ダイヤモンド歯科医院／反町ひ
ろせ歯科クリニック／茅ヶ崎駅前奈良デンタルクリニック／鶴見歯科医院／ティースホワイ
ト横浜デンタルクリニック／テラダ歯科医院／ともき歯科クリニック　他多数
■大学附属病院
神奈川歯科大学附属 横浜クリニック／神奈川歯科大学附属病院／神奈川歯科大学附属
羽田空港第3ターミナル歯科

97.6%就職率
（希望者）

求人倍率 14.6倍

（2021年3月卒業生）

（2021年3月卒業生）

合格率 97.8%
（2020年度）

就職サポート

臨床基礎統合ゼミにおいて、３年間の総まとめを行います。
その他、模擬試験、過去問題、補講、直前対策等を実施する
ことで、苦手な部分を一つひとつ克服します。国家試験直
前には、繰り返し模擬試験と解説を受けることで、知識を
しっかりと自分のものにしていきます。全員合格を目指し
教職員一丸となってサポートしています。

３年次から就職をサポート。歯科衛生士になるにあたって
の基本姿勢や、企業歯科・総合病院・公務員試験等の受験方
法のガイダンスを実施。個人開業医の求人票が10月に公開
されるため、それに向けて活動方法やマナー、手続き方法
等について学びます。

15%7%

7%

6%

42%

93%

17%

7%

横須賀市
逗子市
鎌倉市
三浦市

川崎市

神奈川県
その他の市

横浜市

東京都

その他の県 5%

歯科医院
（一般開業医）

神奈川歯科大学
附属病院

4月 5月 6月～7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

自己分析 ─ 働くイメージ作り ─ 病院・歯科医院研究

応募→見学・面接

内定→決定

第2回 就職ガイダンス
●開業医就職活動に
　関する指導

●進路希望に応じたアドバイス
●意思確認

●内定届の提出

第1回 就職ガイダンス
●就職活動の進め方
　  見学・面接の申込
　  履歴書の書き方
　  内定時の意志伝達

●Ｕターン就職
夏期休暇中の活動について

●就職登録カード配布

進路個別相談･就職・進学決定

歯科衛生士国家試験
歯科衛生士国家試験合格発表

進路個別相談
●進路確認
●編入学の準備
●就職登録
カード提出
随時実施 個人開業医

求人票公開

その他の県 1%

全国平均 93.0%

毎年高い国家試験合格率をキープ！

アルバイトを掛け持ちしたことが、社会経験に   

勉強以外では、アルバイトに力を入れていました。靴屋さんに加えて、高校時代から
5年間続けたケーキ屋さんでのアルバイトを掛け持ち。どちらもお客様のご要望を伺う
ことが重要で、実習で患者さんと接する際と通じる部分があります。ただ、３年次は新
型コロナウイルスの影響もあり自宅で過ごす時間が多くなりました。そんなときは
高校時代の軽音学部で始めたギターを弾くことが、気分転換になりました。

ケーキにチョコレートペンでイラストやメッセージを描くのが上手になり、
プライベートでも大いに役立ちました。

A. オープンキャンパスに参加した際の先生や学生の雰囲気がとても明るくて、
いい印象を持ちました。また実習室のユニット数の充実度や附属病院が隣接し
ている点等、学びの環境面にも魅力を感じました。

A. 神奈川歯科大学附属病院や横浜クリニックの他に、一般歯科医院での実習
も行われます。私はインプラント等診療科目の幅広い医院を希望。卒業後の就
職先にも、そうした歯科医院を選びました。

※国家試験会場を想定し、いつもとは異なる環境（歯学部校舎）で模擬試験を受けているところ
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歯科医師のアシスタントをする際は、ライトをどの角度にすれば見やすいかや、
次の処置で使う器具はどれかといったことを、常に考えています。

障害を持つ患者さんは、上手に自分の意思を伝えられない場合も。
そんなときはカード等専用の道具でコミュニケーションを図ります。

関端 宮守さんは卒業して1年。新人とし
て緊張する時期なのに新型コロナウイル
スの影響もあって、大変じゃなかった？
宮守 確かに大変でしたが、1つ上の先
輩も同窓生なので、とてもいい職場です。
関端 勤務先の歯科医師の先生も、神奈
川歯科大学を卒業された方でしょう。だ
から職場の雰囲気に早く慣れることがで
きたのかもしれないわね。
宮守 そうですね。安心できる就職先で
したし、内定も早い時期にいただいたの
で、3年次は実習と国家試験対策に集中
することができました。
関端 教員の間でも、宮守さんは「しっか
りできる子」という印象だったから。
宮守 ありがとうございます。国家試験対
策では模擬試験と、その後の解説授業が
役立ちました。苦手分野を減らしたことで
模擬試験の点数も徐々に上がり、実際の
国家試験にも不安なく臨めました。

宮守 歯科衛生士として患者さんと1年
間接してきましたが、定期的にメンテナン
スに来られる患者さんから「あなたが担当
で良かった」と言われると、この仕事に就
いて良かったと思いますね。患者さんとの
距離が近いのが特徴の医院なので、私た
ち歯科衛生士が聞いた患者さんの情報を
先生に伝えることが、治療
に役立つこともあります。
関端 それも歯科衛生士の
大切な仕事ね。実習で学ん
だことで何か役に立ってい
ることはある？
宮守 もちろんすべてが役
立っています！ 勤務先では
歯石を除去する際に機械も
使いますが、手用スケーラー
を使用することが多いので、
学生時代に実習で技術を身
につけておいて良かったと

思っています。
関端 まだ経験を積んでいく段階だけど、
どんな歯科衛生士になりたいのかしら？
宮守 患者さんはもちろん、スタッフから
も信頼される歯科衛生士が目標です。
関端 経験を積めば、歯周病の治療に携
わったり、認定歯科衛生士の資格を取得
してさらなる高みを目指したりと、次の目
標も見えてくるから、頑張ってね！
宮守 はい！

神奈川歯科大学附属病院 勤務

横山 滉介さん　（2016年3月卒業）
神奈川県立釜利谷高等学校 出身

歯科衛生学科

井出 桃 特任教授

金子歯科医院 勤務

宮守 菫さん　（2020年3月卒業）
神奈川県立津久井浜高等学校 出身

歯科衛生学科

関端 麻美 助教

就職が早く決まった分
国試対策と実習に集中

患者さんからの
感謝の言葉が何よりの励み

井出 横山君は短大同窓会の役員もして
いるから、話す機会があるわね。
横山 そもそも、勤務先がすぐそばですし
ね。
井出 神奈川歯科大学短期大学部と校
名が変更されてからの第一期生だし、男
子学生は少なかったから、学生の頃から

覚えていますよ。
横山 井出先生からは栄養指導実習につ
いて教えてもらいましたね。歯科衛生士の
仕事の幅広さを実感した授業でした。実
は高校までは勉強が好きではなかったの
ですが、井出先生だけでなく多くの先生方
が非常に分かりやすく教えてくださって、と
ても前向きに学べた3年間だったと思って
います。
井出 先生たちは皆、国家試験に合格す

ればいいというのではなく、その
先まで考えて指導していると思い
ます。現場で役立つ知識や、患
者さんとの接し方等、体験談も
交えて伝えるようにしていますね。

井出 横山君の場合、所属が
障害者歯科ですよね。
横山 はい。一般の歯科医院

では十分な対応ができない分野というこ
とから志望しました。また、医療の分野で
障害者専門に開設されている診療科は歯
科だけのようです。同様に分類された診
療科として小児歯科がありますが、小児の
場合は成長すれば一般歯科へと移りま
す。しかし、障害者歯科は継続的に担当
することが多いため、そこにもやりがいを
感じています。
井出 横山君らしい選択だと思っていま
す。大きな病院だから異動することがある
かもしれないけれど、これまでの経験は
きっと役に立つはず。そして学びを深めて
いってくださいね。
横山 そうですね。歯科の世界は幅広い
ですから。僕も他の診療科にも興味があ
りますし、最新の歯科技術等も学びたいと
思っています。
井出 どの科にいても、患者さんに適した
指導を行っていくことが大事。横山君に
は、そこを目指してもらいたいな。

「国家試験合格」の先を
見据えた指導が重要

歯科だけにある
障害者向けの診療科

卒業生
HOME COMING
～歯科衛生学科編～

思い出すのは、国家試験に対する充実したサポート 大学病院ならではの診療科に感じるやりがい
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近隣にある数多くの病院・施設で
学外実習を体験
講義や演習で学んだ知識・技術・態度を統合し、患者さん一人ひとりに必要な看護
を臨床の場で学びます。学外実習先はおもに三浦半島内にあり、実習施設も病院・
訪問看護ステーション、高齢者施設、保育園等、多岐にわたっています。

横須賀共済病院

横浜市立大学附属
市民総合医療センター

よこすか訪問看護
ステーション

神奈川歯科大学
短期大学部

久里浜医療センター

横浜市立大学附属病院

横浜南共済病院 衣笠病院

聖ヨゼフ病院

MessageMessage

教員一同皆さんの伴走者として共に歩みます。

看護師国家資格を取得するための道程は4年生大学が主となり、短期大学は全国的に減少
しています。3年の期間で修得しなければならない学習課題は膨大で、険しく高い山への登
山のような取り組みです。一歩一歩着実に、怠けずに、歩みを進めていきましょう。皆さんの
伴走者として、看護師の先輩である教員が共に歩みます。そして、患者さんの身になって考え、
安全で安心なケアを提供できるような看護師、チーム医療の中で看護職の役割と責任を自
覚しつつ、地域社会に貢献する看護師を目指します。

神奈川歯科大学短期大学部 看護学科 学科長　棚橋 泰之■アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）

看護学科看護学科3つのポリシーつのポリシー

❶ 生命を尊び、人との関わりを大切にし、社会に貢献したいと考える人
❷ 医療に関心があり、専門知識の修得に必要な基礎学力を有する人
❸ 柔軟な発想を持ち、困難や課題に対処できる人
❹ 責任感と協調性を持ち、目的意識をもって行動できる人
❺ 自己の心身の健康に留意し、行動できる人

■ディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針）
❶ 医療専門職としての倫理観を有する。
　（1）生命の尊厳を基盤とし、医療における倫理観を有する。
　（2）医療専門職として礼節を重んじ品格を備える。
❷ 医療専門職として健康問題の発見と課題に取り組む能力を有する。
　（1）教養と考える力を身につけ、主体的に課題解決に取り組む能力を有する。
　（2）専門的知識や技術を修得し、人びとの健康に寄与できる能力を有する。
　（3）社会の動向に関心をもち、学び続ける力を有する。
❸ 健康支援を通し、全身の健康を守る看護実践能力を有する。
　（1）多様な価値観を持った人びとを理解し、人間関係を築く能力を有する。
　（2）優しさに溢れる看護専門職として地域社会に貢献する能力を有する。
　（3）看護専門職としての役割と責任を自覚し、多職種と協働できる能力を有する。

■カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）
❶ 豊かな教養と高い倫理観の修得
❷ 看護学の基盤となる知識の修得
❸ 臨床看護学の基本的知識と技術の修得
❹ 自己学習能力と生涯学習能力の修得
❺ コミュニケーション能力の修得
❻ 看護専門職としての実践能力の涵養

看護師の仕事とは
看護師の仕事は、傷病者、または褥婦（出産後の女性）に対し療養上の世話や、

診療の補助を行うこととされており、医療、保健、福祉等の場で次の３つの業務を行います。

看護学科看護学科
看護師国家試験受験資格
募集人員：80名（男女）

建学の精神を基礎として、学生の個性を尊重した教育により学問技術を修め、
人間性に溢れた教養と常識を体得した学生を社会に送り出す。

取得可能な資格 教育目的

3年制

1 2 3
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臨地実習
病院実習を通して病院の概要を知るとともに、看護の対象者の
療養環境を理解し、看護の実際を学びます。学内でしっかりと演
習した後、病院実習を行います。  （実習先→下記参照）

近隣にある数多くの病院・施設で学外実習を体験
講義や演習で学んだ知識・技術・態度を統合し、患者さん一人ひとりに必要な看護を臨床の場で学びます。
学外実習先はおもに三浦半島内にあり、実習施設も数が多いため、いろいろな経験をすることができます。

主な実習先一覧 2020年度

基礎
看護学

成人
看護学

母性
看護学

小児
看護学

統　合 老年
看護学

精神
看護学

在宅
看護学

1年生 2年生 3年生

看護師の基礎となる
素養を身につけます
倫理観やコミュニケーション力を養う科目
を中心にした「基礎分野」。人体の構造や機
能、病気の成り立ちと回復の促進等、医療
の基礎を学ぶ「専門基礎分野」。そして看護
の基礎を身につける「専門分野Ⅰ・Ⅱ」と
いった、３つの分野を並行して学んでいき
ます。

看護師の専門分野における
知識を身につけます
専門分野Ⅰでは、看護がどのように提供
されているかの仕組みや看護を研究的に
とらえ探究する基本を学びます。専門分
野Ⅱでは、発達段階や健康状態に応じた
より実践的な内容の修得を目指します。

看護師の実践の場での
知識と技術を身につけます
３年間の学びの集大成として、臨地実習
が中心となります。統合分野では、「チー
ム医療と看護」「看護技術の統合」「総合看
護学」といった科目で、これまで培ってき
た学習内容を統合していきます。卒業を
目前に看護実践者として必要な知識や技
術を身につける科目が充実しています。

１年生の導入科目

情報における倫理と
処理法を学ぶ

コミュニケーションの
基礎を身につける

人間の理解と
倫理のありかた

人体の構造と機能とは

疾病の成り立ちと
回復の促進について

社会における健康支援の
ありかた

看護学の基礎を学ぶ

看護現場での臨地実習

老年看護を学ぶ

小児看護を学ぶ

母性看護を学ぶ

看護現場での臨地実習

在宅での看護とは

看護現場での臨地実習

看護の統合を学び
実践に生かす

■ スタートアップセミナー

■ 情報リテラシー

■ 論理と文章表現
■ 英語Ⅰ
■ 英語Ⅱ〈医用英語〉
■ 海外事情Ⅰ〈欧米〉
■ 人間関係論Ⅰ

■ 健康とスポーツ
■ 心理学
■ 英語Ⅲ〈英会話〉
■ 海外事情Ⅱ〈アジア〉
■ 人間関係論Ⅱ
　〈自分と他者との関係〉

■ 哲学
■ 倫理学

■ 人体の構造と機能入門

■ 人体の構造と機能Ⅰ
■ 食物摂取と身体機能

■ 人体の構造と機能Ⅱ

■ 看護学概論
■ 看護技術概論
■ 生活援助技術Ⅱ
■ 診療補助技術Ⅰ

基
礎
分
野

専
門
基
礎
分
野

専
門
分
野
Ⅰ

専
門
分
野
Ⅱ

統
合
分
野

■ 海外事情Ⅰ〈欧米〉
■ 海外事情Ⅱ〈アジア〉

■ 健康管理カウンセリング
■ 診療補助技術Ⅱ

■ 看護管理
■ 看護研究

■ 老年臨床看護

■ 小児看護学概論
■ 小児臨床看護

■ 在宅看護概論
■ 家族看護

■ 成人看護学実習Ⅰ ■ 老年看護学実習Ⅰ ■ 成人看護学実習Ⅱ
■ 老年看護学実習Ⅱ
■ 小児看護学実習
■ 精神看護学実習

■ 成人看護学実習Ⅲ
■ 老年看護学実習Ⅲ
■ 母性看護学実習

成人看護を学ぶ

精神看護を学ぶ

■ 統計学

■ 保健医療福祉概論
■ 医療と法律

■ 社会福祉概論
■ 公衆衛生学 ■ 社会保障制度の実際

■ 成人臨床看護Ⅰ
■ 成人看護学演習

■ 成人臨床看護Ⅱ

■ 小児病態学

■ 母性看護学概論
■ 母性臨床看護

■ 母性生理的変化

■ 精神看護学概論
■ 精神臨床看護

■ 精神病態学■ 精神保健

■ 老年看護学概論

■ チーム医療と看護
■ 総合看護学

■ 看護技術の統合

■ 在宅看護論実習 ■ 統合実習

■ 在宅看護技術論

■ 基礎看護学実習Ⅰ ■ 基礎看護学実習Ⅱ

■ 成人看護学概論

■ 災害看護と国際看護

■ 人体と薬理
■ 病態と治療論Ⅱ
■ 病態と治療論Ⅳ
■ 病理学

■ 病態と治療論Ⅰ
■ 病態と治療論Ⅲ
■ 微生物と人間生活

■ 健康診査
■ 生活援助技術Ⅰ
■ 看護過程

カリキュラムの詳しい内容はHPに掲載しています。　※2020年度実施。以後変更されることがあります。

カリキュラム

PICK UP
授業

PICK UP
授業

短大と4大、専門学校の違い短大と4大、専門学校の違い

① コミュニケーションを重視した科目がある！
人間関係論Ⅰ／
人間関係論Ⅱ〈自分と他者との関係〉／
哲学／倫理学／論理と文章表現

② 短大ならではの海外研修がある！
海外事情Ⅰ（欧米）／海外事情Ⅱ（アジア）

TOPICS

国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院

社会福祉法人日本医療伝道会衣笠病院

社会福祉法人聖テレジア会聖ヨゼフ病院

社会福祉法人恩賜財団済生会支部 神奈川県済生会若草病院

国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院

医療法人財団徳洲会湘南藤沢徳洲会病院

医療法人財団青山会福井記念病院

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院

医療法人森と海メンタルホスピタルかまくら山

国際親善総合病院

横浜市立市民病院

公立大学法人横浜市立大学附属病院

独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター

公益社団法人地域医療振興協会 横須賀市立うわまち病院

公益社団法人地域振興協会 横須賀市立市民病院

公立大学法人横浜市立大学附属 市民総合医療センター

三浦市立病院

地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川県立精神医療センター

介護老人保健施設 5施設

介護老人福祉センター 6施設

有料老人ホーム 7施設

障害者支援施設 2施設

訪問看護ステーション 8施設

地域活動支援センター 3施設

保育園 10施設

地域包括支援センター 8施設

地域ケアプラザ 4施設

神奈川県立循環器呼吸器センター

●
●
●
●

●

●
●

●

●

●

●

●
●

●
●
●

●

●
●

●

●

●
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●

●

●

●

●

●
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●

●

●

●
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●
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●
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●

●

●
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●
●

イタリアに滞在し、ヨーロッパの歴史と文化を体感する8日間。
文化を学び、異文化に対する見識を養います。観光、食事、ショッ
ピング等さまざまな場面でコミュニケーションをとることを目的とし
ています。

海外事情Ⅰ〈欧米〉
海外事情Ⅱ〈アジア〉1、2年次選択科目

■必修科目　■選択必修科目

看護師になるためには「3年以上」の期間が必要で、3年
制（短大・専門学校）と4年制（大学）があります。4年制大
学は学費が1年分余計にかかるなか、短大は専門学校と
は違い、3年間のなかで専門知識だけではないプラスα
が身につきます。

〈欧米〉
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専門基礎分野で学んだ知識を統合し、感染予防をはじめ、創傷管理
や採血、注射、点滴静脈注射、エンゼルケアの実施方法の原理・原
則を理解し実施できるよう講義、演習を通して修得します。

診療補助技術診療補助技術
看護診断に必要な身体診査の方法を学修します。バイタルサイン
測定、問診・視診・聴診・触診・打診等を相互（学生同士）に体験する
ことで、系統的に全身の観察方法を学びます。

健康診査健康診査

老年期にある対象の特徴に合わせた臨床看護技術について、基礎看
護技術をもとに、演習を通してエビデンスを考え援助技術を修得しま
す。また、家族に対しても支援するための方法について学びます。

老年看護学演習老年看護学演習
成人を対象とした看護に必要な知識と技術を修得します。事例を
もとにした演習では、救急蘇生法や術後患者の援助等、実習病院で
活躍する看護師から直接学ぶことができます。

成人看護学演習成人看護学演習

実習室では実践的学びによって理解を深め、確実に知識や技術を修得します。

学内実習 実習室紹介

基礎看護実習室基礎看護実習室

1年次に基礎的な技術を学ぶ実習室です。1ベッドに1つずつモニ
ターやモデル人形が設置されています。少人数のグループで、モ
デル人形を使って演習を行うことができます。モデル人形には、
注射、採血等の演習ができるいろいろなタイプがあります。

在宅実習室在宅実習室

在宅で看護が必要な人を対象にした演習で使用します。3年次に
訪問看護実習があり、家庭に近い形で作られた実習室があり、リア
ルな演習ができるようになっています。また麻痺等の障害を持ち
つつ生活をしていく方々への技術提供をイメージして練習ができ
るように、介護用食器、お風呂場、お手洗い等を設置しています。

成人・老年実習室成人・老年実習室

救急場面に関する実習や高齢者体験を通した食事や排泄等に関す
る実習を行います。基礎看護実習室とは異なり、電動ベッド、床ず
れ予防のための体圧分散用マットレス等も入っており、高齢者モ
デル人形等を使用して演習を行います。手術用手洗いがあるのも
特徴の一つです。

母性・小児看護学実習室母性・小児看護学実習室

妊・産・褥婦と新生児の特徴を理解した上で、対象者に必要な看護
ケアを学修します。実習室には沐浴槽が８つあり、グループごと
に沐浴の演習をします。また新生児のフィジカルアセスメント等
の技術を修得していき、臨地実習に臨みます。

実  習

TOPICS

新型コロナウィルス対策として、2020年度の講義はすべてオンライ

ンで行われました。また実習は学内施設を活用。体温測定や手指

消毒を行った上で学生を小グループに分け、密な環境を避けなが

ら行われました。
母性看護学概論および母性生理的変化で学んだ知識を基礎とし、妊
娠・分娩・産褥・新生児に必要な看護の実際について家族という視点
で学修します。また、母性看護に必要な看護技術を修得します。

母性看護学演習母性看護学演習

コロナ禍でも万全の対策で授業を実施コロナ禍でも万全の対策で授業を実施
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人体の各部位について
学ぶのですが、例えば他の授
業で胃の疾病について学ぶ際にも
ここで学んだことが基礎になる、重
要な授業です。2年次からはさらに
専門的な知識を学びますが、その
際にも復習をしたいと思います。

人体の各部位
学ぶのですが、例
業で胃の疾病につ
ここで学んだことが
要な授業です。2年
専門的な知識を学
際にも復習をした

在宅で看護が必要な方を対
象にした看護技術と知識を学び
ます。病院のような設備のない場
所で工夫しながら看護をするこ
との難しさ、大切さを知ると同
時に、看護師が活躍する場
の多彩さを実感するこ
とができました。

在宅で看護が必
象にした看護技術
ます。病院のような
所で工夫しなが
との難しさ、大
時に、看護師
の多彩さを
とができま

学生VOICE

月

  9：00～10：30

10：40～12：10

13：10～14：40

14：50～16：20

16：30～18：00

火 水 木 金

小児臨床看護

健康管理
カウンセリング

母性臨床看護

災害看護と
国際看護 看護管理

在宅看護
技術論

母性臨床看護

精神臨床看護

公衆衛生学

月

  9：00～10：30

10：40～12：10

13：10～14：40

14：50～16：20

16：30～18：00

火 水 木 金

食物摂取と
身体機能

人体の構造と
機能Ⅱ

健康診査

英語Ⅱ

老年看護学
概論

病態と治療論Ⅱ

英語Ⅲ

人間関係論Ⅱ

病理学

人体と薬理

病態と治療論Ⅲ

看護過程

海外事情Ⅰ

看護過程

倫理学

病態と治療論Ⅱ

病態と治療論Ⅲ

池永 凛さん
神奈川県立津久井浜高等学校 出身

A. もともと人と関わることが好きでしたが、高校での看護体験で患者さん一人
ひとりと真剣に向き合う看護師という仕事に憧れを感じました。この大学は
チューター制度もあり、前向きに学べると思い志望しました。

苦手科目の勉強法等も、先生が
親身になって指導してくれます。

「ここで学ぼう」と思った理由を教えてください。Q.

A. 先生との面談があるのですが、思うような点数が取れなかった科目について
聞いたところ、勉強法やモチベーションの上げ方等を具体的に指導してもらえま
した。生活面での相談もできるので、とても安心です。

どのような時に先生との距離の近さを感じますか？Q.

A. 歯学についても学べる点です。全身の健康は歯の健康からとも言われ、看
護師にとっても歯の知識は必須なので、学べて良かったと思っています。
患者さんをさまざまな視点で看護する際に活かしたいですね。

看護学科で学んで良かったことは何ですか？Q.

Rin Ikenaga
1
年生

私のオススメ授業

人

榎本 幸輝さん
神奈川県･私立三浦学苑高等学校 出身

A. 高校時代に祖父が亡くなったのですが、何もできなかった自分が悔しくて、
看護師になろうと決意しました。だからこそ患者さんはもちろん、そのご家族や
同僚からも信頼されるような看護師になりたいと思っています。

看護という仕事の大切さ、多彩さを
授業や実習を通して日々実感。

「ここで学ぼう」と思った理由を教えてください。Q.

どのような時に先生との距離の近さを感じますか？Q.

看護学科で学んで良かったことは何ですか？Q.

Kohki Enomoto
2
年生

私のオススメ授業
2年次の時間割  後期（モデルケース）1年次の時間割  後期（モデルケース）

L i f e S t y l e

サッカー経験を活かし、ユースの指導を担当

高校まで10年近くサッカーを続けてきました。そこで地元の少年チームにユースチーム
ができたのをきっかけに、放課後や週末にコーチのアシスタントをしています。ずっと続
けてきたサッカーは自分の毎日にとって欠かせないもの。高校年代の選手たちに指導
をしながら一緒にトレーニングをしていると、勉強で疲れていてもリフレッシュすること
ができます。この他には友人とのドライブや食事が、勉強以外の時間の過ごし方です。

トレーニングを通して身体を動かすことは体調の維持にもつながっているし、
勉強にもプラスになっていると思います。

L i f e S t y l e

時には友人を招いて、自宅でリフレッシュ

入学してからの1年間は、オンラインでの授業が中心でした。最初はネットを介して先
生に質問することが苦手でしたが、チューター制度で先生と気軽に話すようになって
からは臆せず質問できるように。ただ、一緒に学ぶ同級生がいないため、時にはモチ
ベーションが下がります。外食をするのも難しい時期だったので、そんなときは親しい
友人を家に招いてお茶を飲んだりして、気分をリフレッシュさせていました。

親しい友人との時間は、私にとって大切なひととき。
他にも10年続けてきたフラダンス等が、自宅学習の気分転換になりました。

A.  チューターの先生に限らず、どの科目の先生とも気軽に話せる雰囲気があり
ます。授業終了後に質問をしてもていねいに答えてくれるので、疑問を持ち帰る
こともなく、勉強を進めていくことができます。

A. 例えば1年次の生活援助技術は看護の基本を学ぶのですが、その知識を
「軸」にして、幅広い分野を学んでいきます。このように知識がどんどん身につい
ていくことを実感でき、学んでいても楽しいですね。
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学生VOICE

病気の内容や看護方法につい
て学んだことを活かし、現場に即し
て患者さんの症状から病名や看護の
計画等を考察します。学んできたこ
とがすべて試されるので大変だっ
たし、これからも学び続けなけれ
ばと感じました。

病気の内容や看護
て学んだことを活かし
て患者さんの症状から
計画等を考察します
とがすべて試される
たし、これからも学び
ばと感じました。

月

  9：00～10：30

10：40～12：10

13：10～14：40

14：50～16：20

16：30～18：00

火 水 木 金

医療と法律

総合看護学

看護技術の統合

国家試験
ガイダンス

チーム医療と
看護

芳賀 百華さん
神奈川県・私立横浜商科大学高等学校 出身

A. 高校時代にバレー部の部長をしていましたが、面倒見の良さが看護師に向
いているのではと先生に言われました。またこの大学は部の先輩たちも通ってい
たことから志望。ちなみに私の後には後輩も入学したんです。

録画された集中講義等を活用し
国家試験のための勉強にも対応。

「ここで学ぼう」と思った理由を教えてください。Q.

就職先はどのように決めましたか？Q.

A. 定期的に模擬試験や補講が行われたり、録画された集中講義をオンライ
ンで視聴して疑問点等をクリアしていきました。そして試験前日に先生から一
人ひとりにアドバイスがあり、とても勇気づけられました。

国家試験対策はどのようにしていますか？Q.

Momoka Haga
3
年生

私のオススメ授業

就職先一覧（2021年3月卒業生）

公立大学法人 横浜市立大学附属病院／横浜市立大学附属 市民総合医療セン
ター／日本医科大学病院（付属病院、武蔵小杉病院、多摩永山病院、千葉北総病
院）／昭和大学横浜市北部病院／聖マリアンナ医科大学 横浜市西部病院／聖マ
リアンナ医科大学病院／福島県立医科大学 会津医療センター／順天堂大学医学
部附属静岡病院／東邦大学医療センター 大森病院／東京女子医科大学病院／
横須賀市立うわまち病院／社会福祉法人聖テレジア会 聖ヨゼフ病院／横浜市立
みなと赤十字病院／国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院／IMSグループ
医療法人社団明芳会 新戸塚病院／IMSグループ医療法人社団明理会 東戸塚記
念病院／医療法人徳洲会 湘南藤沢徳洲会病院／国家公務員共済組合連合会 横
浜栄共済病院／社会医療法人財団石心会 川崎幸病院／社会福祉法人恩賜財団 
済生会 横浜市南部病院／独立行政法人労働者健康安全機構 横浜労災病院／平
塚市民病院／IMSグループ医療法人社団明理会 東戸塚記念病院／一般財団法人
同友会 藤沢湘南台病院／医療法人財団青山会 福井記念病院 他多数

就職先勤務地 就職先比率

就職サポート

1年次から模擬試験を実施し、国家試験合格に向けた学習の方法
はもちろん、国家試験の概要についてのセミナーや講義を行い、
国家試験合格へ教員がチームを組んでサポートします。2年次で
は、日頃の学習の成果を模擬試験で試し、苦手な分野をサポート
し、基礎固めをします。3年次では、苦手科目の補講やグループ
学習等を行い合格に向けた万全なサポートを教職員全員で行っ
ています。

看護学科では2年次の7月から就職サポートを開始。夏には病院
説明会・インターンシップに参加します。1月には就職活動の進
め方や面接対策講座、履歴書記入セミナー等を実施。進路志望に
応じた個別指導は随時行っています。

川崎市

7月 12月～3月 4月 5月 7月～9月 10月～11月 12月 2月 3月

病院説明会 病院の情報収集

インターンシップ

応募、筆記試験、面接

内定→決定

第1回就職ガイダンス
●就職活動の基本
●病院説明会、
　インターンシップの
　参加方法

第2回就職ガイダンス
●活動の進め方
●履歴書記入セミナー
●面接対策講座

●進路志望に応じたアドバイス

進路個別指導 就職・進学先決定
内定届の提出

看護師国家試験 看護師国家
試験合格発表

2年次 3年次

国家試験サポート

100%就職率
（希望者）

求人倍率 12.0倍

（2021年3月卒業生）

87.2%合格率

（2020年度）

（2021年3月卒業生）

3年次の時間割  後期（モデルケース）

L i f e S t y l e

好きな音楽が、試験勉強の気分転換に

大学入学当初は週に2、3日はアルバイトをしていましたが、3年次はコロナの影響もあ
り、していません。国家試験の勉強は、通学した際は図書館やラーニングで友人と行い
ました。通学しない日は自宅だと誘惑が多いので、近所の市立図書館を利用すること
に。そんな私の気分転換は音楽です。聴くことも好きですが、中学校の2年生まで習っ
ていたピアノや、小学校の6年生から始めたギターの演奏がいい気分転換になりました。

ピアノはきちんと習いましたが、ギターは独学。
日本のロックが好きで、特にRADWIMPSが一番のお気に入りです。

A. 川崎市にある総合病院に内定しました。インターンシップでの印象が良かっ
たことと、自分が行きたいと思っている循環器系が有名な点がポイントでした。
また教育もしっかりしていることから志望しました。

21%

6%

4%

19%

44%

81%

8%

7%

16%

横須賀市

鎌倉･三浦

神奈川県
その他の市

横浜市

神奈川県以外

総合病院

大学病院
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横浜南共済病院 勤務

田中 秀尚さん　（2014年3月卒業）
静岡県・私立日本大学三島高等学校 出身

横浜南共済病院 勤務

田中 紗央さん　（2014年3月卒業）
神奈川県・私立聖ヨゼフ学園高等学校 出身

看護学科

石井 一義 助教

三浦市立病院 勤務

濵内 あゆみさん　（2017年3月卒業）
神奈川県・横浜市立横須賀総合高等学校 出身

看護学科

北村 容子助教

卒業生
HOME COMING
～看護学科編～

大切なのは、退院後の生活まで見据えた看護

電子カルテを確認中。でも実習生には
「PCよりも患者さんのそばに」と言っています。

投与する点滴の確認等もルーティンと思わず、
常に確認しながら行います。

田中秀尚　メールでは頻繁に連絡を取っ
ていますが、会うのは久しぶりですね。
石井 奥さんはもうすぐ出産だね。
田中紗央 はい、今は産休中です。
石井 二人とも卒業してから7年か。田中
君とは頻繁に連絡を取り合っているから
今の仕事内容も知っているけれど、現在
の病棟での勤務が長いよね。
田中秀尚　はい。入職してからなので7年
間ですね。4年前からは臨床実習の学生
の指導も担当しています。実は学生時代
に石井先生から教わった際の指導法が、
とても役立っていますよ。
石井 ほほぅ、それはどんなこと？
田中秀尚　例えば患者さんからお話を伺
う際、僕はプライベートな部分まで聞いて
しまっていいんだろうかといった不安があ
りましたが、石井先生は配慮しつつも深い
部分まで伺っていたのが印象的でした。
だから僕も学生の前では、「ここまでは聞

いてもいいんだよ」ということを見せるよう
にしています。

石井 なるほど。他に学んだことで役立っ
ていることはあるのかな？
田中秀尚　実習ではさまざまな経験をす
ることができましたが、特に統合実習では
複数の患者さんを受け持った際、どう動け
ば効率がいいのかを考えるようになり、そ
れが職場でも役立っています。
石井 効率よく業務を進めれば、患者さ
んと話ができる時間も増える。その重要性
を感じてもらいたいと思っていたから、実
際の仕事で活かせていることは本当に嬉
しいよ。
田中紗央 入院中だけでなく、退院後の
生活も見据えた看護の重要性も感じます
ね。看護師は患者さんに近い存在だし、
広い視点でトータルにサポートしていかな
ければと思います。

田中秀尚　そうだね。それとベッド周りを
整頓すると患者さんも前向きになれると
思って、最近は自宅の整頓も心がけるよう
になったんだ。
石井 奥さんとしては、それが一番嬉しい
かもしれないね（笑）。
田中紗央 確かに（笑）。

現場でも活かされている
石井先生の指導法

患者さんに近い存在だから
広い視点でのサポートを

経験を積んだからこそ、初心を忘れずに

北村　濵内さん、4年ぶりだけど全然変わ
らないわね。
濵内 ありがとうございます。今も当時と
変わらない雰囲気で話せるって、いい学生
時代を過ごせたんだなって思います。
北村　仕事のほうはどう？
濵内 認知症の患者さんが多い病棟を担
当して、家族なら見逃さないような変化に
も気づけるようにと日々接しています。そう
すると、普段は食事を忘れてしまうような
患者さんでも、私が担当したときは食べて
くれたり…。患者さんに興味を持って接す
ることって大事なんですね。
北村　そうね。コミュニケーションは看護
の知識と同じくらい重要だから。
濵内 それを最初に実感したのが、精神
看護学実習なんです。気持ちの沈んだ患
者さんが多い中、常に笑顔で接していたら
「ありがとう」と言われて。それからは常に
笑顔で、患者さんのことを考えて行動しよ

うと思っています。

北村　濵内さんは働き始めて5年目で
しょ。一つの区切りになるけれど、これか
らについてはどう考えているの？
濵内 新たなことに挑戦しながらキャリア
アップしていきたいですね。でも「慣れる」
ということに、少し不安があるんです。
北村　ん？ それはどういうこと？
濵内 経験を積むことは大事です。でもそ
れは働く場所にも、同僚にも、そして仕事に
も慣れてしまい、自分のやり方で業務を進
めてしまうことにもつながると思うんです。そ
ういうことがないように、中堅と呼ばれる立
場になったからこそ初心を忘れないように
したいんです。
北村　濵内さんらしいわねぇ。とてもいい
考え方だけど、あまり無理をしないで、自
分も大切にしてほしいな。
濵内 はい。こんな私を支えてくれるのが

学生時代の友人たちです。気軽に相談で
きるし、勤務先の先輩や同僚とは違う視
点でアドバイスをくれるから。
北村　何かあれば、私にも相談してね。
濵内 もちろんです。今度は友人も連れ
て遊びに来ますね。

看護の知識と同じくらい
大切なコミュニケーション

業務に慣れてはいけない
私がそう考える理由
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学問への意欲を持ちながらも、経済的な理由で修学困難な学生に対して、神奈川歯科大学短期大学部では奨学金制度を紹介して
います。返還が免除される「給付」と返還の義務が条件となる「貸与」の2種の形態があり、選考基準、金額、利子の有無等は、制度に
よって異なります。
●詳細に関しては、教学部までお問い合わせください。教学部：TEL.046-822-8781

1・2年次の成績が優秀で、模範になる生活態度等、いくつかの選考条件を満たした学生には、次年度の授業料の半額を免除します。

Campus Support

チューター制度

短期大学部のキャンパスサポート短期大学部のキャンパスサポート

奨学金制度奨学金制度

特待生制度特待生制度

大学生活で困ったことがあっても悩まないように学生サポート体制が充実しています。
サポート施設や制度も整備され、快適なキャンパスライフを送ることができます。

授業科目を担当している教員が、学生から授業の質問や
勉強方法の相談、その他学修に関する質問や相談を受
けるための時間です。分からなかった点や疑問点をそ
のままにせず、積極的に自分から確認・解消することが
できる環境が整えられています。オフィスアワーはシ
ラバスで確認することができます。

学生一人ひとりに対し、担当の専任教員が入学時から卒
業時まで、学生生活全般のアドバイスをきめ細かく行
います。よりよい学生生活を実現させるための制度です。
学生の進路や目的に沿った履修指導や教育指導も行っ
ています。授業終了後に積極的に自分から話しかける
等、活用してください。

オフィスアワー制度

オープンルーム

各病院、歯科医院からの求人票・施設案内等の閲覧が可能で
す。先輩方からのメッセージや、採用試験体験記等の情報も
充実しています。

レポート作成やインターネットを使った情報検索、メールの送受
信等でコンピューターを自由に利用することができます。就職活
動をするにも便利です。3号館の3階にあります。

キャリアサポート室

図書館

パソコンや大型ディスプレイを使用してグループ学修が行え
るコーナーや面談コーナー、自修スペース等があります。
レポート作成のための資料検索方法等のサポートも行って
います。4号館の地下にあります。

歯科衛生学科、看護学科関連の専門書を約1万冊所蔵して
います。平日は9時から21時まで開館しているので、放課
後ゆったりと勉強に専念することができます。

ラーニング広場

保護者会

保護者と本学との連携を密にする役割を持ち、学生の学修や
生活のケアについて連絡を取り合っています。

学生会支援サポート

学生会が運営している新入生歓迎会、稲岡祭、クリスマス会、
卒業パーティー等が楽しく安全に実施できるようサポートし
ています。

学習ルーム

学食（1・2階）を学習ルームとして開放しています。1階は7時
～ 11時、15時～ 22時、土・日曜日も利用できます。2階は平日
15時～22時まで利用でき、勉強できるスペースが十分確保さ
れています。

オレンジルーム（学生相談室）

充実した学生生活を送れるように、さまざまな相談を受け付け
ています。例えば、自分自身について、対人関係について、目標・
進路・学業について悩んでいる場合等に利用してください。

ハラスメント防止委員会

本学は、ハラスメントを人権侵害として禁止し、学生一人ひと
りが個人として尊重され、快適な環境で安心して学修に専念で
き、充実したキャンパスライフを送ることのできる大学をめざ
して、ガイドラインを定めています。

同窓会

会員相互の親睦を図り、今後の発展に寄与することを目的に活動
を続けています。日本女子衛生短期大学、湘南短期大学等の前身
を含め多くの同窓生が活躍しています。

健康管理室

健康で快適な学生生活を送れるよう、定期健康診断の案内、
健康相談、疾病の予防、予防接種の案内、応急処置等を行って
います。3号館の1階にあります。

国家試験スタディサポート

国家試験の傾向と対策をもとに、時期に合わせた学修方法を
実施しています。模擬試験、過去問題、補講、直前対策等を実
施することで、苦手な部分を克服します。全員合格をめざし、
国試対策の先生がチームでサポートしていきます。

学校法人
神奈川歯科大学

看護学生奨学金制度第一種奨学金 月額5万円 全額返済免除

看護学生奨学金制度第二種奨学金 月額5万円 一部返済

機関名 名称 金額 概要

神奈川歯科大学附属病院または
横浜クリニックに就職し、奨学金
貸与額を毎月の給与から2万円ず
つ返済する制度です。

神奈川歯科大学附属病院または
横浜クリニックに就職し、奨学金
の貸与期間以上を勤務した場合
には返済が全額免除されます。

日本学生支援機構

第一種奨学金 月額（自　宅）2万・3万・4万・5万3,000円
　　（自宅外）2万・3万・4万・5万・6万円

貸与・無利子

貸与・有利子第二種奨学金 月額2万～ 12万円より選択（1万円刻み）

給付型奨学金 住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯の人を対象とした、原則返還不要の奨学金制度です。
高校でも予約できます。

優秀な学生で経済的理由のため
修学困難で基準にあてはまる方
を推薦します。
高校でも予約できます。
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A

B

I

J

C

D
E

G

H

L

M
N

K

F

［A］神奈川歯科大学附属病院　［B］本部棟
［C］図書館　［D］1号館　［E］2号館
［F］体育館・トレーニングルーム
［G］マリーンハウス
［H］大講堂
［I］研究棟　［J］6号館
［K］資料館･解剖実習室
［L］3号館　［M］4号館　［N］5号館

工事中

33号館号館 4号館号館 5号館号館

海外事情Ⅱ〈アジア〉

国試対策稲岡祭

稲岡祭にて

卒業式　　　

諸霊供養の会

●入学式
●オリエンテーション
●1日研修

●前期授業開始
●諸霊供養の会

44 April

●夏期休暇
●海外事情Ⅱ〈アジア〉

88 August

●冬期休暇
●海外事情Ⅰ〈欧米〉

1212 December

●後期授業終了
●後期本試験

11 January

●看護師国家試験

22 February

●歯科衛生士国家試験
●卒業パーティー

●卒業式

33 March

●後期授業開始
●戴帽式

99 September

1010 October

●稲岡祭（学園祭）
●防災訓練

1111 November

●創立記念日

55 May

●防災訓練

66 June

●前期授業終了
●前期本試験

77 July

横須賀中央駅からキャンパスまで徒歩10分。
キャンパスは街中にありながら公園や海も近く、魅力的なスポットがたくさんあります。

京急
久里浜駅

横須賀
中央駅

JR
大船駅 横須賀駅

本学

横浜駅
約8分

約25分

約26分

バス乗車5分、徒歩5分
（約5分間隔で運行）

徒歩10分

PICK UP

戴帽式

Campus Calendar Club & Circle

Campus Map

体育系 文化系

●アメリカンフットボール部
●アーチェリー部
●空手道部
●弓道部 
●競技スキー部
●剣道部
●硬式庭球部
●硬式野球部
●ゴルフ部
●サッカー部
●サーフィン部
●自動車部
●柔道部
●水泳部
●卓球部
●軟式庭球部
●男子バスケットボール部
●女子バスケットボール部
●バドミントン部

●バレーボール部
●ハンドボール部
●ヨット部
●ラグビー部
●陸上部
●フットサル部
●ダーツ部
●格闘技同好会
●CRUST同好会
●バイクツーリング同好会

●音楽部
●軽音学部
●茶道部
●写真部
●ポップス部
●釣り部
●美術部
●国際医療ボランティア研究会
●ダンス部 S・D・S
　（Society of Dental Study）

ショッピングやグル
メも充実の横浜も
30分で行けるよ

買い物といったら
COASKA! アルバイト
している学生も
多いよ

神奈川歯科の
学生さんにもよく

利用してもらっていますよ
by おかずやいしわた 歯科衛生学科の４つの実習室の他、健康管理室や

オレンジルーム、オープンルーム、教室があります。
約200名収容の大教室等、講義形式の授業で主に
使用します。他にも1階にはキャリアサポート室、ラウ
ンジ、地下にはラーニング広場があります。

看護学科の4つの実習室があり、手術用の手洗い装
置も設置。ゼミ形式の演習室や教室もあります。

1、2階にある学生食堂はフードコート形式でソファ席もあ
りゆったりと食事ができます。カロリーバランスを考えた日
替わりメニューや、地魚を使ったマグロ丼等もあり、毎日楽
しいランチタイムを過ごすことができます。隣接する附属病
院10階にある見晴らしのよいレストランも利用可能です。

2フロアにある学食

鎌倉も近いので気分
転換の散歩にも

厳かで感動的な戴帽式
戴帽式とは初めての病院実習に臨む直前に教員が学生一人ひとりにナースキャップ（男子はチーフ）を与え、職業意識
を高めその責任の重さを自覚するための儀式です。2学科合同で行い、約200名もの学生が一斉に聖火します。その姿
は神秘的で感動を覚えます。歯科衛生学科としては、本学が日本で初めて戴帽式を行いました。

Location
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神奈川歯科大学短期大学部神奈川歯科大学短期大学部  2019  2019～20212021年度入学者出身高校一覧　年度入学者出身高校一覧　

北海道

北海道
クラーク記念国際高等学校★

中　部

新潟県
小千谷高等学校★ 三条東高等学校★ 燕中等教育学校★
新潟商業高等学校★ 北越高等学校★

石川県
星稜高等学校★

山梨県
駿台甲府高等学校★ 日本大学明誠高等学校★ 笛吹高等学校★

長野県
上田東高等学校★★ 諏訪二葉高等学校★ 長野工業高等学校★
長野商業高等学校★

岐阜県
岐阜聖徳学園大学附属高等学校★

静岡県
熱海高等学校★ 伊豆中央高等学校★ 磐田北高等学校★
下田高等学校★ 駿河総合高等学校★ 星陵高等学校★
常葉大学附属菊川高等学校★ 日本大学三島高等学校★
沼津西高等学校★ 浜松開誠館高等学校★ 浜松北高等学校★
浜松湖北高等学校★ 富士宮東高等学校★ 松崎高等学校★
三島南高等学校★ 吉原高等学校★

近　畿

大阪府
八洲学園高等学校★

奈良県
飛鳥未来高等学校★

中　国

広島県
武田高等学校★ 広島国際学院高等学校★
山口県
サビエル高等学校★

九州･沖縄

佐賀県
伊万里高等学校★
長崎県
佐世保西高等学校★
鹿児島県
屋久島おおぞら高等学校★

その他

外国の学校等★ 高卒認定★　専修学校の高等課程★
大学入学資格検定★

東　北

青森県
青森東高等学校★ 弘前学院聖愛高等学校★ 弘前中央高等学校★

岩手県
一関修紅高等学校★ 千厩高等学校★ 花巻東高等学校★

福島県
日本大学東北高等学校★ 湯本高等学校★

山形県
九里学園高等学校★ 羽黒高等学校★

関　東

茨城県
鹿島学園高等学校★ 大成女子高等学校★ 水戸葵陵高等学校★

栃木県
宇都宮文星女子高等学校★ 作新学院高等学校★ 矢板中央高等学校★

群馬県
共愛学園高等学校★ 東京農業大学第二高等学校★

埼玉県
秀明高等学校★

千葉県
安房高等学校★ 木更津総合高等学校★ 成田北高等学校★

東京都
大森高等学校★ 大森学園高等学校★ 小川高等学校★
蒲田女子高等学校★ 品川エトワール女子高等学校★
昭和第一高等学校★ 鶴川高等学校★　東京実業高等学校★★
日本体育大学荏原高等学校★ 東村山高等学校★　美原高等学校★
武蔵野大学附属千代田高等学校★　目黒学院高等学校★
八雲学園高等学校★

神奈川県
相原高等学校★ 青山学院横浜英和高等学校★ 麻生高等学校★
旭高等学校★ 麻溝台高等学校★ 飛鳥未来高等学校★
厚木東高等学校★ 有馬高等学校★ アレセイア湘南高等学校★
磯子高等学校★★ 英理女子学院高等学校★ 荏田高等学校★★
大楠高等学校★ 大船高等学校★ 追浜高等学校★ 金井高等学校★
金沢総合高等学校★★ 鎌倉女子大学高等部★★
釜利谷高等学校★★ 上矢部高等学校★★ カリタス女子高等学校★
川崎高等学校（県立）★ 関東学院高等学校★　関東学院六浦高等学校★
鵠沼高等学校★　久里浜高等学校（現：横須賀明光高等学校）★
向上高等学校★　港北高等学校★ 光陵高等学校★ 寒川高等学校★
清水ヶ丘高等学校（現：横浜清陵高等学校）★ 湘南学院高等学校★★
湘南工科大学附属高等学校★★ 湘南台高等学校★★ 城郷高等学校★
新栄高等学校★ 逗子高等学校★★ 住吉高等学校★
逗葉高等学校★★ 西湘高等学校★ 清心女子高等学校★
聖ヨゼフ学園高等学校★ 瀬谷高等学校★ 瀬谷西高等学校★★
相洋高等学校★ 橘学苑高等学校★ 立花学園高等学校★
茅ケ崎高等学校★ 津久井浜高等学校★★ 鶴見総合高等学校★★
鶴見大学附属高等学校★★ 鶴嶺高等学校★
東海大学付属相模高等学校★★ 戸塚高等学校★ 永谷高等学校★★
新羽高等学校★★ 二宮高等学校★ 日本大学高等学校★
白鵬女子高等学校★ 氷取沢高等学校★★ 平塚学園高等学校★★
深沢高等学校★　藤沢清流高等学校★ 藤沢総合高等学校★★
藤沢西高等学校★ 二俣川看護福祉高等学校★　
法政大学国際高等学校★ 舞岡高等学校★ 三浦学苑高等学校★★
三浦初声高等学校★★ 三浦臨海高等学校★ 聖園女学院高等学校★　
緑ケ丘女子高等学校★★ みなと総合高等学校★
大和西高等学校★　大和東高等学校★ 横須賀高等学校★
横須賀大津高等学校★★　横須賀学院高等学校★★
横須賀工業高等学校★ 横須賀総合高等学校★★
横須賀南高等学校★★ 横須賀明光高等学校★★
横浜桜陽高等学校★★ 横浜学園高等学校★ 横浜国際高等学校★
横浜栄高等学校★ 横浜修悠館高等学校★★
横浜商科大学高等学校★★ 横浜商業高等学校★
横浜女学院高等学校★ 横浜翠陵高等学校★ 横浜清風高等学校★★

★歯科衛生学科　★看護学科

横浜清陵高等学校★★ 横浜創英高等学校★★
横浜創学館高等学校★★ 横浜総合高等学校★★
横浜立野高等学校★★ 横浜南陵高等学校★★ 横浜隼人高等学校★
横浜氷取沢高等学校★★ 横浜緑園高等学校★★

2022

2021

入試対策／保護者説明会

対面式（40組限定） 対面式（40組限定） 対面式（40組限定） 対面式（40組限定）

［日］ ［日］ ［日］

［日］ ［日］ ［日］

［日］

対面式（40組限定） 対面式（40組限定） 対面式（40組限定） ※開催時間は予定です。

●学校説明
●施設見学
●体験授業
●個別相談

通常開催

KDU

Open Campus 2021

34 35



注意
●入学検定料のお支払い前に出願内容の誤りに気づいた場合、入学検定料を納入せずに、再度出願内容の入力からお手続きをやり直してください。
●出願完了後、出願内容の登録変更は一切できませんので、入力する内容は十分に確認してください。

20222022年度年度 神奈川歯科大学短期大学部　入試情報神奈川歯科大学短期大学部　入試情報 （予定）（予定）

歯科衛生学科 看護学科定員：120名　男女

試験区分 募集人員 選考方法 時間 配点 出願期間（必着） 試験日 合格発表 入学手続締切日

総合型選抜1期

小論文

面談

調査書

小論文

面接

国語総合（近代以降の文章）、
コミュニケーション英語Ⅰ
から1科目選択

面接

国語総合（近代以降の文章）
コミュニケーション英語Ⅰ
数学Ⅰ
面接

60分

約8分

  9/13（月）～
10/  8（金） 11/12（金）10/17（日） 11/  2（火）

60分

約15分

60分

約8分

30点

70点

小論文

面接

60分

約15分

50点

50点

50点

30点

50点

100点

20点

60分
60分
60分
約8分

100点
100点
100点
20点

総合型選抜2期
20名

85名

5名 

5名

5名

総合型選抜3期

総合型選抜4期

学校推薦型選抜1期
（指定校）

学校推薦型選抜1期
（公募）

学校推薦型選抜2期
（指定校）

学校推薦型選抜2期
（公募）

特待生選抜

一般選抜

社会人選抜1期

社会人選抜2期

※出願資格等詳細については、2022年度入学試験要項やホームページを確認してください。
※学校推薦型（指定校1期・2期）は、入学金30万円を全額免除します。
※特待生選抜に合格した場合は、初年次授業料63万円を全額免除します。
※年内の専願入試の合格者に特待生選抜の受験資格を付与し、検定料を減免します（希望者のみ）。

定員：80名　男女

出願サイトへアクセス

インターネット出願の流れ

S T E P

1 入力・確認
S T E P

2 入学検定料お支払い
S T E P

3 出願書類準備
S T E P

4 出願書類郵送
S T E P

5

事前準備が必要なもの

●出身高等学校調査書
●写真（データ形式）
※顔写真はデータ（JPEG形式またはPNG形式）
をご用意ください。

本学ホームページより「インターネット
出願サイト」にアクセスしてください。
本学ホームページ
http://www.kdu.ac.jp/college/

※各入試区分の出願期間中のみサイト
にアクセスできます。

お支払い方法をよくご確認の上、入
学検定料をお支払いください。
※取扱手数料はご負担ください。

※「クレジットカード支払」を選択の場
合、「出願登録完了」によりご請求
（カード決済）が確定します。

宛名ラベル・入学志願票を印刷しま
す。マイページにて、発送の際に必要
な宛名ラベルや入学志願票・入学志
願票（控え）が表示されますので、A4

用紙に印刷してください。
※入学検定料のお支払いが完了していな
い場合、入学志願票（控え）のみ印刷さ
れます。郵送用のものを印刷するために
は、お支払いを完了してください。

印刷した出願書類発送用宛名ラベル
を、市販の角型2号封筒（タテ332mm

×ヨコ240mm）の表面に貼付し、出
願書類を封入して、郵送（簡易書留・
速達）してください。
※本学で書類受領とともに、入学検定料
お支払いの確認が取れましたら、出願
完了となります。

受験票発行
S T E P

6
オンライン受験票は出願締切日の土 

日祝日を除く翌 日々午前0時～試験当
日集合時間までダウンロードできます。
必ず印刷し、試験当日に持参してくだ
さい。
※マイページは本学ホームページより確認
できます。

※受験票は郵送されませんので、ご注意く
ださい。

①画面の指示に従って、「試験選択」、「個
人情報登録」の入力を行ってください。
②入学検定料のお支払い方法を選択し
てください。
③画面にて、選択・入力内容をよく確認し、
間違いがなければ「出願登録完了」を選
択してください。登録が完了すると、「イ
ンターネット出願番号」が表示されます
ので、必ず控えておいてください。（この
番号は、「受験番号」ではありませんの
で、間違えないようご注意ください）

※出願資格等詳細については、2022年度入学試験要項やホームページを確認してください。
※学校推薦型（指定校1期・2期）は、入学金30万円を全額免除します。
※特待生選抜に合格した場合は、初年次授業料75万円を全額免除します。
※年内の専願入試の合格者に特待生選抜の受験資格を付与し、検定料を減免します（希望者のみ）。

11/22（月）～
12/10（金） 12/19（日） 12/22（水）  1/  7（金）

  2/  8（火）～
  2/28（月） 3/  6（日） 3/  9（水） 3/18（金）

  3/  1（火）～
  3/11（金） 3/16（水） 3/17（木） 3/25（金）

10/18（月）～
11/  5（金） 11/14（日） 12/  1（水） 12/10（金）

11/22（月）～
12/10（金） 12/19（日） 12/22（水） 1/  7（金）

  1/11（火）～
  1/24（月） 2/  1（火） 2/  7（月） 2/14（月）

10/18（月）～
11/  5（金） 11/14（日） 12/  1（水） 12/10（金）

  1/11（火）～
  1/24（月） 2/  1（火） 2/  7（月） 2/14（月）

試験区分 募集人員 選考方法 時間 配点 出願期間（必着） 試験日 合格発表 入学手続締切日

総合型選抜1期

小論文

面談

調査書

小論文

面接

国語総合（近代以降の文章）、
コミュニケーション英語Ⅰ
から1科目選択
数学Ⅰ

面接

国語総合（近代以降の文章）
コミュニケーション英語Ⅰ
数学Ⅰ
面接

60分

60分

約8分

  9/13（月）～
10/  8（金） 11/12（金）10/17(日） 11/  2(火）

60分

約15分

60分

約8分

30点

70点

小論文

面接

60分

約15分

50点

50点

50点

30点

50点

100点

100点

20点

60分
60分
60分
約8分

100点
100点
100点
20点

総合型選抜2期
15名

45名

10名

5名

5名

総合型選抜3期

総合型選抜4期

学校推薦型選抜1期
（指定校）

学校推薦型選抜1期
（公募）

学校推薦型選抜2期
（指定校）

学校推薦型選抜2期
（公募）

特待生選抜

一般選抜

社会人選抜1期

社会人選抜2期

11/22（月）～
12/10（金） 12/19（日） 12/22（水）  1/  7（金）

  2/  8（火）～
  2/28（月） 3/  6（日） 3/  9（水） 3/18（金）

  3/  1（火）～
  3/11（金） 3/16（水） 3/17（木） 3/25（金）

10/18（月）～
11/  5（金） 11/14（日） 12/  1（水） 12/10（金）

11/22（月）～
12/10（金） 12/19（日） 12/22（水） 1/  7（金）

  1/11（火）～
  1/24（月） 2/  1（火） 2/  7（月） 2/14（月）

10/18（月）～
11/  5（金） 11/14（日） 12/  1（水） 12/10（金）

  1/11（火）～
  1/24（月） 2/  1（火） 2/  7（月） 2/14（月）

専願

専願

専願

専願

専願

専願

専願

専願

専願

専願

専願

専願

専願

専願

専願

専願

専願

専願

専願

専願

36 37




