
 
2022 年 12 月 16 日 

 

入学前の学習課題について 
医学部看護学科学校推薦型選抜合格おめでとうございます。 

皆さんは、新たにスタートする大学生活や勉学への取り組みに、大きな期待を寄せている事と思います。 

さて横浜市立大学医学部看護学科では、一足早く合格の決まった皆さんに、入学までの大切な時間を過ご

していただくため、入学前の学習課題に取り組んでいただく事としています。下記の要領に従って、(１)～

(４)の★全ての課題に取り組み、所定の期日に受講・結果等を提出してください。（５）～（８）については

必須ではありませんが、本学看護学科生として是非チャレンジしてください。 

入学前のこのような取り組みをきっかけとして、様々なことに関心を持ち、視野を広げ、入学後の充実し

た学習につなげてください。 

医学部看護学科入学前課題 

（１）★2023 年 2 月 11 日(土)実施 「TOEFL-ITP」の受験 
市内在住者・市内在学者かつ TOEFL-ITP500 点相当(*)未満の入学予定者は、受験が必須です。但し、当日

在籍高等学校等における授業・行事・活動等 がある場合を除きます。 
(*)TOEFL-PBT 500（iBT 61）以上、TOEIC(L&R) 600 以上、英検準 1 級以上、または IELTS 5.0（ア

カデミック・モジュール）以上 

（２）★課題図書によるレポート提出 
参考資料：石井 一成著『ゼロからわかる大学生のためのレポート・論文の書き方』(ナツメ社)を必読し、そ

こから得た知識を基に裏面記載の 9 冊の中から 1 冊を選択し、記載の要領でレポートを提出して下さい。 

（３）★大学入学共通テストの自己採点結果提出 
大学入学共通テストの指定する教科・科目を受験し、その自己採点結果を報告してください。 
詳細は最終頁に記載の「受験に関する要領」をご確認ください。 

（４）★通信添削講座「大学教養英語」･「PE への導入講座」の受講 
受講料金 2 科目 46,200 円、1 科目 23,100 円 
「大学教養英語」は必須受講となっています。別紙の案内文に従ってお申込みください。 

（５）通信添削講座「医療学生のための生物・化学」の受講 
受講料金 23,100 円 
高校で生物（4）、化学（4）の計 8 単位を履修した方以外の方は全員必修で受講してください。（生物のみ、

化学のみ、あるいは各教科 4 単位未満の方は必修となります）。別紙の案内文に従ってお申込みください。 

（６）スタートアップ講座の受講 受講料金：12,000 円 
入学後から英語教育を行う Practical English Center による 5 日間の英語プログラムです。 
45 名の定員制となっているため、希望者は早めにお申し込みください。 

（７）英語関係参考図書情報への取組み ※任意  
Practical English Center が推薦している英語関係図書一覧の中から希望の物に取り組んでみてください。 

（８）2023 年度「一般選抜 2 次試験」論文問題への取組み ※任意 
一般選抜試験終了後（3 月初旬頃）に、一般選抜 2 次試験問題を送付します。論文問題解答提出は必要あり

ませんが、是非ともチャレンジしてください。 

 

 

 

課題図書レポート及び大学入学共通テストの「自己採点結果報告書」は、

2023 年 2 月 3 日(金)までにアドミッションズセンター宛て郵送（必

着）してください。 

指定校制学校推薦型選抜合格者 



 
 

 

石井 一成 『ゼロからわかる大学生のためのレポート・論文の書き方』 ナツメ社 ￥1,100 
 

大学生なら避けては通れない、課題レポート・卒論の書き方とコツを基本から丁寧に解説

しました。初めてレポートを書く学生でも本書があれば大丈夫！大学の授業では教わらな

いノウハウが満載です。誰にも聞けないでいた小さなことまで、大学生のレポートを長年

にわたって指導をしてきた著者がわかりやすく解説。きちんと評価されるレポート・論文

の書き方が身に付きます。初めてレポートを書く学生や、これまで何となく書いていて思

うように評価がもらえない学生、卒論に不安を抱く学生など、すべての大学生におすすめ

の一冊です。 

★課題図書レポートに関する要領 

【分量・書式】①配付した表紙に必要事項を記入。 
②総文字数 2,000 字～2,500 字程度 

        （PC で作成する場合は、Ａ４用紙片面 2 枚、下記の設定で印刷してください。) 
≪上余白：15mm 下余白：10mm 左余白：25mm 右余白：20mm≫ 
≪文字の大きさ：10～12 ポイント≫ 
≪１枚あたり 25～30 行程度≫ 

【内 容】①本を選んだ理由 ②選んだ本全体の要旨 ③選んだ本から学んだことを盛り込んで書いてください。 

※将来、医療従事者となる視点で取り組んでください。 ◆注：『無名の語り』では、1 つのエピソード内容に着目して、レポートを作成してください。 

★参考図書（課題図書にとりかかる前に必ず読書すること） 

 

 

 

 

◆課題図書一覧(９冊)◆ 

～『無名の語り』は全体の要旨とともに、1 つのエピソードに着目してレポートを作成すること～ 
 

 
 
 

宮本 ふみ 『無名の語り－保健師が「家族」に出会う 12 の物語』 医学書院 ￥1,944 
 
児童虐待に秘められた苛酷な運命とは？ アルコール依存症が破綻させた暮らしの行方

は？ 
≪病んだ家族≫の真実の姿を熟練保健師が 12 編の物語に描く。対象を理解する技法、ケ

アシステムへと発展させてゆくケースワークの要点が随所に盛り込まれ、家族援助の真髄

に触れることのできる卓越した援助記録となっている。 

東田 直樹 『自閉症の僕が飛び跳ねる理由』 エスコアール社 ￥1,728 
※文庫版でも可。（角川文庫 ￥605） 

 
千葉県立君津養護学校中学 2 年（当時）の著者が自閉症について 「どうして目を見て

話さないのですか？」「手のひらをひらひらさせるのはなぜですか？」等 50 以上の質

問に答えます。巻末には短編小説「側にいるから」を掲載しています。この小説は著

者の家族に対する愛情に満ちあふれた内容です。 



 
 

 
 
～課題図書続き～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柳田 邦男 『その先の看護を変える気づき』 医学書院 ￥1,994 

第 1 部「気づきの力」を養うこと、第 2 部の体験を「概念化」すること、また第 3 部の「暗

黙知」を「形式知」に変えることは、その先の看護を変えることにつながる。それぞれ表現

は異なるが、自分の看護実践はどんな意味があったのかを自覚するのは、非常に重要である

ということだ。それぞれの物語は、客観的に自分の看護実践を見つめることで核となるもの

に気づく過程が表現されており、それを編者が講評し、意味付けをしている。 
 

 
白川 優子『紛争地の看護師』小学館 ￥1,400 
 
シリア、イラク、イエメン、パレスチナ、南スーダンほかに８年間で１７回派遣。砲弾

が飛び交うなか、市民に寄り添い続けた「国境なき医師団」看護師による生と死のドキ

ュメントです。 

 
澁谷 智子『ヤングケアラー―介護を担う子ども・若者の現実』中央公論新社 ￥800 
 
ヤングケアラーとは、家族の介護を行う一八歳未満の子どもを指す。超高齢社会を迎え、

介護を担う若い層も増えているが、その影響は彼らの学業や日常生活にも及んでいる。

本書はヤングケアラーの現状について、調査データ、当事者の声、海外の事例、現在の

取り組みを紹介。周囲に相談できず孤立したり、進路の選択を左右されたりする状況と

いかに向き合うべきかを考える。人口減少時代の家族のあり方とケアの今後を問う一冊。 

 
岡田 晴恵『人類 VS 感染症』岩波書店 ￥820 
 
人類は、ただただ感染症の猛威に翻弄されただけではありません。多くの先人が、その

原因をつきとめるために奔走し、いのちがけで病原体とたたかってきました。そのおか

げで天然痘は根絶、風疹・麻疹ワクチンの２回接種の必要性も認められました。この本

で、そんな歴史や感染症のしくみと予防法などを科学的に学んでください。人生をてい

ねいに生きてほしい―そんな著者のメッセージも読みとってください。そして、次は勇

気あるあなたが、新型インフルエンザなどの新たな感染症にいどむ番です！ 



 
 

 
～課題図書続き～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
特定非営利活動法人地域医療・介護研究会 JAPAN（共著） 

株式会社ヘルスケア・システム研究所（共著） 

『新型コロナウィルスとの闘いⅡ・看護師が見たパンデミック』 ￥1,430 

 

新型コロナウイルスは、いまだ収束の兆しが見えず、新たに変異株の脅威もささやかれて

いる。ワクチンや特効薬が待たれる中で、何よりの防波堤となっているのは、医療現場で

奮闘している人々である。最前線の現場、その中でも最も患者に近いのは看護師である。

本書では、実際にコロナ患者と対峙してきた看護師を中心に寄稿いただき、その実情を知

ることができる。政治がどう判断しようと、病院がどんなに風評にさらされようと、彼ら

は淡々と目の前の患者を助けることだけに従事する。自身の命までも危険にさらしなが

ら、患者に寄り添い奮闘する姿は、世間の喧噪とは別のコロナの現場があることを教えて

くれる。また本書では、院内クラスターの発生や、自身がコロナ患者となった医師の手記

など、緊迫感のある現場での様子も赤裸々に語られている。これらの記録は間違いなく、

これからの我々がどうコロナに立ち向かっていくべきなのか、その道しるべとなる貴重な

玉稿である。 

 
堀 ちえみ『Stage For~ 舌がん「ステージ 4」から希望のステージへ』扶桑社 ￥1,430 
 
人生の幕引きさえ考えた、がん宣告。死の恐怖を乗り越えた先に見えたものは― 

「病気で失うものはありましたが、得られるものもたくさんあったということをお伝えした

い。その一念でペンを取りました」 

 

舌がんの「ステージ 4」と診断され、 

2022 年 2月に舌の 6 割以上を切除する大手術を受けた堀ちえみさん。 

つらい痛みやリハビリを乗り越え、出口が見えたと思った矢先に、今度は食道がんが発覚。 

死の淵をのぞきながら、家族の愛に支えられて生還した彼女が 

本書で初めて明かす、苦しみ、葛藤、そして……がんが教えてくれたこと。 

絶望しかなかった「ステージ 4」から、希望のステージへ 

 
ブレディみかこ『他者の靴を履く アナーキック・エンパシーのすすめ』文藝春秋 

￥1,595 
 
『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』に次ぐ「大人の続編」本。 

現代社会の様々な思い込みを解き放つ!〈多様性の時代〉のカオスを生き抜くための本。他

者はあまりに遠い。“共感”だけではたどり着けない。 

ジャンプするために、全力で「考える」知的興奮の書! 



 
 

 
 

★大学入学共通テストの受験に関する要領 

 以下に指定する令和 5 年度大学入学共通テストの教科・科目を受験し、自己採点表に結果を記載の上、アドミ

ッションズセンターまで提出してください。今年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止や大学入学者

選抜の円滑な実施の観点から、実際に試験会場で受験するのではなく、新聞等で発表される試験問題を用いて

自宅等で受験することを基本としてください。その場合、リスニングは未記入で構いません。 

教科 科目 教科／科目数 

外国語 『英語』（リスニングを含む）(必須) 1 

5 教科 6 科目 

国語 『国語』（古文・漢文含む）(必須) 1 
地歴 
公民 

「世界史Ｂ」「日本史Ｂ」「地理Ｂ」「現代社会」「倫理」 
｢政治・経済｣『倫理，政治・経済』から１科目 1 

数学 『数学Ⅰ・数学Ａ』『数学Ⅱ・数学Ｂ』 1 or 2 

3 (4) 
理科 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」 

「物理」「化学」「生物」 

1 (2) 
or 

2 (3) 
※高校で履修していない科目がある場合も、必ず指定の科目数を受験してください。 

 

＜問い合わせ先＞ 

（入学前学習課題全般について） 

横浜市立大学アドミッションズセンター 
TEL:045-787-2055（受付時間：8 時 30 分～17 時 15 分/土日祝除く） 

（大学教養基礎講座[DVD 講座]について） 
株式会社ナガセ内 横浜市立大学医学部看護学科 入学前準備教育係 
TEL:0422-24-8295（受付時間：10 時～19 時/土日祝除く） 

＜問い合わせ先＞ 

横浜市立大学アドミッションズセンター 
TEL:045-787-2055（受付時間：8 時 30 分～17 時 15 分/土日祝除く） 


