
Curriculum

Faculty of H
um

an care
at M

akuhari

幕張ヒューマンケア学部
「ヒューマンケア」の学びと実践から、
人間愛ある医療人を育成します。

入学から次の進路まで
フォロー

優れた
教育環境

充実した
サポート体制

ヒューマンケアの高度な
実現と臨床に役立つ
看護学の発展を目指す。

実践重視の
教育

幕張ヒューマンケア学部 看護学科2年
佐々木 晴通さん
千葉県私立東京学館浦安高等学校出身

詳しくはP53へ詳しくはP27へ

幕張ヒューマンケア学部 看護学科3年
渡邉 里佳子さん
埼玉県私立獨協埼玉高等学校出身

幕張ヒューマンケア学部 看護学科3年
堀江 梨穂さん
鳥取県立境高等学校出身

詳しくはP51・52へ 詳しくはP56へ

4年間の学びを多方面からサポートする東都大学独自の教育システム。
確かな知識や技術をもとに、ヒューマンケアを実践できる医療人を養成します。

社会医療法人社団順江会
江東病院

■実習施設例

医療法人社団大坪会
東都文京病院

目標につながる 4 つの特色

1 2 3 4

キャンパス幕張

　高校生の時に、新型コロナウイルスが流
行しました。その中で、医療従事者の方々
が必死に動き、社会を支えている現状を知
り、「こんなにも頑張っている人がいるん
だ」と、とても感銘を受け看護師を志しま
した。
　昨年はコロナ禍の影響によりオンライン
授業が中心でしたが、今年に入ってから全
ての講義が対面授業に戻りました。講義や
演習では、先生方が親身になって教えてく
ださるので、理解しやすく、モチベーション
も高く保ちながら学習ができています。
　1年次の臨地実習は、主に見学実習でし
た。正確な援助を実施するところを実際に
見て、演習だけでは味わえない緊張感や雰
囲気を感じ、とても刺激を受けました。「実
践重視」の東都大学だからこそ、1年次とい
う早い時期に経験でき、今後の学習に活か
すこともできます。
　講義や演習で学習したことについても、
単に知った状態のままにするのではなく、
この知識をどのように活用できるのかを意
識し、どのような患者様に対しても適切な
対応ができる医療人を目指しています。
　今後は実習も本格化し、講義内容も専
門的なものが増えていきます。講義や実習
に加え、国家試験や就職活動も、友人達と
助け合いながら楽しく充実した大学生活
を送っていきたいです。

幕張ヒューマンケア学部 看護学科3年
加藤 さくらさん
千葉県私立千葉英和高等学校出身

　母が看護師で、｢患者様からありがと
うと言われると嬉しい｣とよく話してお
り、私自身も誰かの役に立てること、そ
の実感ができる環境で働きたいと思う
ようになりました。様々な考え方や価値
観の違いを常に学ぶことのできる場で
もあると感じ、看護師を目指しました。
　コロナ禍の授業は、貴重な対面授業
の日がとても嬉しく、考える力が身につ
いた1年でした。特に患者様の心理や、
様々な場面に適した言動を改めて考え
るようになりました。大学生活の中では
不安な時期もありましたが、充実したサ
ポートが受けられました。基礎的な看護
科目から演習、実習と、様々なキャリア
を持つ先生方による講義はどれもわか
りやすく、課題にも的確なアドバイスを
いただき、充実した１年でした。生活面
でも親身になって話を聞いていただき、
モチベーションを高めることもできまし
た。チューター制度で友人同士でも高
め合い、勉強できる環境も魅力です。
　3年次は、実習や国家試験対策がより
本格的になります。培ってきた考える力
を活かし、友人と一緒に目標に向かって
歩んでいきたいです。

　幼い頃、祖母が入院した時に不安でいっ
ぱいだった私に優しく声を掛けてくれたの
が看護師の方でした。それから「将来は相
手の心に寄り添える看護師になりたい」と
思い、目指すようになりました。
　大学に入学した後すぐにコロナ禍になり
オンライン授業が中心になりましたが、演
習などでは学校に通い仲間と協力し合いな
がら先生の細かい指導の元、学びを深めて
います。
　今年になり対面授業に戻りましたが、オ
ンラインでもチューター制度を用い先生と
の連絡が取れるため、疑問に思ったところ
はすぐに質問し解決することが出来ます。
　私が東都大学を選んだ理由のひとつに、
利便性があります。海浜幕張駅から徒歩10
分以内の距離にキャンパスがあり、大きな
ショッピングモールや飲食店など大学周辺
の施設が充実しています。カフェなどもあ
るため、普段とは違う環境で勉強ができる
ことで、より勉強の質を上げることができ、
大学の近くに公園もあるので、リフレッシュ
することもできます。空きコマや授業後に、
友人と気軽に食事に行くこともできます。
　恵まれた環境の中で、患者様に寄り添え
る看護師を目指してこれからも努力を続け
ていきたいです。

　看護の仕事に興味を持ったのは中学生
の時です。祖父が入院している時に間近
で看護の仕事を見る機会があり、患者様
だけではなくその家族、また小児から高齢
者まで幅広く関わりながら命と向き合う責
任感のある仕事ということを知り、将来は
医療従事者になりたいと思いました。
　進学は地元を離れ、関東圏に行こうと考
えていましたが、心配だったのは経済面で
す。学費は両親が出してくれていますが、
生活費までは難しいと思い、独自の奨学金
がある大学を検討していました。その時に
見つけたのが「青淵学園奨学金」のある東
都大学です。青淵学園奨学金は、一定の条
件を満たすことで返済が免除となります。
また、関連病院がある安心の面から東都
大学への進学を決めました。この2年間新
型コロナウイルス感染症の影響で想像し
ていた学校生活を送ることができません
でしたが、周りの人に恵まれ新たな環境で
も楽しく過ごすことができています。
　3年次は領域実習が始まります。1、2年
次では思うように実習ができず、初めて病
院での実習が行われます。不安や心配は
ありますが、これまで学んだことを実践の
場で活かせるように頑張ります。

「人間愛ある医療人の育成」を教育理念に、人
間尊重を基礎とするケア、すなわちヒューマン
ケアを実践できる医療人を育成するカリキュ
ラム構成で、学年進行に従い、基礎から専門へ
と知識・技術の修得を目指します。1年次早期
から、臨床実習を実施することで医療人として
の倫理観・責任感を養い、その上に知識、実践
力を身につけていきます。また県下の行政・医
療機関との密接な協力関係を構築して教育や
研究活動での充実を実現します。

学生が教員とのふれあいを通じて勉学
活動に意欲的に取り組めるようにチュー
ター制を採用し、授業科目の履修や学生
生活の様々な事柄、国家試験や就職面
等の将来の目標に向かっての相談に応
じます。また、本学の設立母体の学校法
人青淵学園は、特定医療法人大坪会グ
ループの一員でもあり、病院などにおけ
る学生の臨地実習への協力、奨学資金
の援助・就職面などで支援を得ることが
できます。

幕張新都心の文教地区で
周辺大学とも連携
幕張新都心の文教地区にあり、周囲にも千
葉県立保健医療大学、神田外語大学、放送
大学及び千葉工業大学などの大学があり、
これらの大学とも教育連携を図ることを目
指します。その他にも高等学校や専門学校
などをはじめ、先端技術や次世代の産業を
生み出す研究所などもあり、新しい時代の
ニーズに応える高度な人材を育む学術、研
究施設などが集中しているので、その社会
資源を活用することが可能です。また、
キャンパスの眼前には緑豊かな海浜幕張
公園が広がり、幕張メッセなどが整備さ
れ、充実したキャンパスライフが送れます。

看護学科

JR京葉線
至蘇我方面至東京方面

神田外語大学

千葉工業大学
海浜幕張駅

県立

シネプレックス幕張シネプレックス幕張

イオン海浜幕張店イオン海浜幕張店

三井アウトレット
パーク
三井アウトレット
パーク

保健
医療大放送大学

東都大学
幕張キャンパス1号館

東関東自動車道
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基礎看護学概論
ヘルスアセスメント
生活援助論Ⅰ
生活援助論Ⅱ
生活科学
ヒューマンケア基盤実習
精神看護学概論
地域・在宅看護概論

ヒューマンケアと看護倫理
生活援助論Ⅲ
看護実践方法論
健康教育論
基礎看護学実習
小児看護学概論
小児看護学援助論Ⅰ
成人看護学概論
急性期看護学援助論Ⅰ
慢性期看護学援助論Ⅰ
高齢者看護学概論
高齢者看護学援助論Ⅰ
リフロ゚タグティフ ベルス看護学概論
リフロ゚タグティフ ベルス看護学援助論Ⅰ
公衆衛生看護学概論
家族看護論
精神看護学援助論
地域・在宅看護援助論
リハビリテーション看護
看護カウンセリング
がん看護

小児看護学援助論Ⅱ
小児看護学実習Ⅰ
小児看護学実習Ⅱ
急性期看護学援助論Ⅱ
慢性期看護学援助論Ⅱ
健康レベル別看護学実習Ⅰ
健康レベル別看護学実習Ⅱ
高齢者看護学援助論Ⅱ
高齢者看護学実習
リフロ゚タグティフ ベルス看護学援助論Ⅱ
リフロ゚タグティフ ベルス看護学実習
地域包括ケア概論
精神看護学実習
地域・在宅看護実習
看護研究方法
感染看護
災害看護

地域母子保健　　
産業看護活動論
ヒューマンケア看護研究
ヒューマンケア総合演習
看護統合実習
医療安全論
医療関係職種連携論
看護管理
医療政策論入門
救急看護
国際看護

身体の構造・機能Ⅰ
身体の構造・機能Ⅱ
身体の構造・機能Ⅲ
生化学
薬理学
病態学
感染と免疫
疾病治療論Ⅰ
疾病治療論Ⅱ
公衆衛生学

医療栄養学
疾病治療論Ⅲ
疾病治療論Ⅳ
疾病治療論Ⅴ
疾病治療論Ⅵ
医療工学入門
保健医療福祉行政論Ⅰ

健康障害の回復と支援
看護関係法規
社会福祉概論
医療経済入門
疫学

保健医療福祉行政論Ⅱ　

遺伝と健康
先進医療
労働衛生関係法規

ヒューマンケア概論
心理学
倫理と医療
千葉近代史と人々の営み
社会学
医療と看護の歴史
文化とアート
化学
数学の基礎
生物学
物理学入門
統計学入門
大学入門講座
情報機器の理解
情報リテラシー
文章表現と論文作成法
論理学入門
手話入門
自己実現とキャリアアップ
英語Ⅰ
英語Ⅱ
中国語
フランス語
比較文化論

法学（日本国憲法を含む）
哲学
スポーツ健康科学Ⅰ
スポーツ健康科学Ⅱ
英語Ⅲ
英語Ⅳ
医療英語
英語表現とﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ

国際コミュニケーション論

公衆衛生看護活動展開論Ⅱ
公衆衛生看護学演習Ⅱ
公衆衛生看護管理
公衆衛生看護学実習Ⅱ

保 健 師 専 門 科 目 群（定員20名）

1年次
基礎的な看護知識を
身につけ、専門的な
学修への基礎を固める。

2年次
いよいよ専門領域へ。
人間の健康と病気に
ついて理解する。

3年次
高度な看護理論と
臨地実習で、
看護職としての
専門性を深める。

4年次

臨地実習を中心に
生きた知識を
身につける。
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保健師課程を履修するために必要な科目

保健統計　

保健師課程を履修するために必要な科目

４年間で余裕を持って確実に国家試験に合格する
ヒューマンケアを基盤とする特色あるカリキュラム ※赤字は学外実習

公衆衛生看護活動論Ⅰ
公衆衛生看護活動論Ⅱ
公衆衛生看護活動展開論Ⅰ
公衆衛生看護学演習Ⅰ
公衆衛生看護学実習Ⅰ
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学費等を奨学金で
カバーできます！

独自の
奨学金制度

本学には独自の奨学金「学校法人青淵
学園奨学金」が用意されています。この
奨学金制度は、一定の条件を満たした場
合、全額返済免除となるものです。さら
に入試時の成績優秀者育英制度や在学
中の特待生制度を活用すると学費の負
担は国公立大学と同等になり、大幅な負
担減が実現できます。


