
Ｑ＆Ａ
新潟大学養護教諭特別別科

No 質問等 質問区分 回答

1
入試対策として，どのあたりを重点的に勉強した
ら良いですか？

入試
入試の過去問題を閲覧することができますので，参考にしている人もいます。過
去問題は次のURLを参照して請求してください。
https://www.ed.niigata-u.ac.jp/?page_id=434

2
試験科目の「衛生・公衆衛生学」の勉強のコツを
教えてほしいです。

入試
入試の過去問題を閲覧することができますので，参考にしている人もいます。過
去問題は次のURLを参照して請求してください。
https://www.ed.niigata-u.ac.jp/?page_id=434

3 学生に求める資質はありますか？
入学前の資
格・経験等

新潟大学養護教諭特別別科では，「子どもに愛情を持って接することができ，子
どもや人と関わることが好きな人。養護教諭の職務について，熱意と関心を持っ
た人。強い学習意欲があり，生涯にわたって専門性を極めようとする人。」を求
めています。

4
実務経験があった方が受験が有利なのでしょう
か？

入学前の資
格・経験等

実務経験の有無のみで一概に判断はできません。

5
看護師経験がなくても実習等の授業は問題ないの
でしょうか？

入学前の資
格・経験等

6
入学者に看護師経験はあった方が良いのでしょう
か？

入学前の資
格・経験等

7
別科修了後の進路として，すぐに養護教諭ではな
く，看護師を経験したいと考えていますが，それ
は可能ですか？

進路 可能です。

8
毎年どのくらいの人数が教員採用試験に合格し，1
年目から正規採用となっているか知りたいです。

進路 20～30％程度を推移しています。

9
修了後，看護師として働く方は毎年何人くらいい
ますか？

進路 30％程度です。

10
新潟県以外の学校に就職した方はどれぐらいいま
すか？

進路 学校に就職した人のうち，60％前後です。

11
修了後に養護教諭以外の職業に就く方はどれくら
いいますか？

進路 30％程度が看護師として就職しています。

12
毎年，正規で養護教諭に採用されるのは別科生の
うち何％ぐらいですか？

進路 20～30％程度を推移しています。

看護師の経験が無くても，修学に支障はありません。
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13
修了後の進路や主な就職先について，お聞きした
いです。

進路
正規及び臨時採用で養護教諭として50～60％，看護師として30％程度就職してい
ます。保健師として就職する人や進学する人もいます。

14
県外出身者は就職の際に地元に帰る方が多いです
か？

進路
複数の都道府県の教員採用試験等を受験して，合格した地方（地域）に就職する
人もいます。

15 近年の就職状況について教えてください。 進路
正規及び臨時採用で養護教諭として50～60％，看護師として30％程度就職してい
ます。保健師として就職する人や進学する人もいます。

16 実習等で自家用車は必要でしょうか？ 授業・実習 原則として，自家用車の使用は禁止しています。

17
春期と秋期の養護実習の具体的な内容を教えてく
ださい。

授業・実習

新潟大学の附属学校園及び新潟市内の小学校，中学校，長岡市内の中学校におい
て計４週間実習（令和２年度は新型コロナウィルス感染症対策にて特別措置）。
その他，ホームページ「実習紹介」（以下，URL）を参考にしてください。
http://www.ed.niigata-u.ac.jp/~vekka/practice.html

18
養護実習の学校はどのようにして決めています
か？

授業・実習
附属学校園（小学校，中学校，特別支援学校，幼稚園）及び新潟市と長岡市の協
力校です。配属先は学生同士の話し合いにより決定しています。

19
1日の講義時間数やレポートや課題の量はどのくら
いですか？

授業・実習
授業時間・科目数は，概ね９０分×２～３科目です。
授業の課題は科目によって異なります。授業毎に小レポートを課す科目や，学期
末に向けて一つの課題を課す科目等，様々です。

20
入学後の勉強量やどういうところが大変かを伺い
たいです。

授業・実習
ホームページ掲載の「先輩からのメッセージ」（以下，URL）等を参考にしてく
ださい。
http://www.ed.niigata-u.ac.jp/~vekka/message.html

21 1年間の授業の流れや内容を教えてください。 授業・実習
ホームページ掲載の「別科紹介パンフレット」（以下，URL）を参考にしてくだ
さい。
http://www.ed.niigata-u.ac.jp/~vekka/pamphlet.pdf

22
新潟大学の強みや指導内容を詳しく知りたいで
す。

授業・実習

授業科目で取り扱う学習内容が豊富で，養護教諭に必要なスキルを幅広く学び，
身に付けることができます。理論や実技に関する授業に加えて，学校現場の教員
や教育委員会の指導主事，学校薬剤師，歯科医等，多職種の講師の授業を受講す
ることで，養護教諭の実務に必要な資質・能力を学習します。
その他，以下のURLを参考にしてください。
「別科紹介パンフレット」http://www.ed.niigata-
u.ac.jp/~vekka/pamphlet.pdf
「授業紹介」http://www.ed.niigata-u.ac.jp/~vekka/lecture.html
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23 論文の内容について教えてください。 授業・実習
養護教諭の活動や学校保健，公衆衛生，青少年の健康問題などを中心に，自分が
興味のあるテーマについて調査・分析し，研究論文を作成します。

24
修了研究に関して，グループ研究なのか，個人で
の研究なのか，いつから開始するのか，進め方な
どを教えてください。

授業・実習

個人で修了論文（一人一編）を作成します。類似したテーマを選択した学生同士
で協力しながら情報収集し，学習する姿も見受けられます。例年，前期の後半か
ら少しずつ進めていきます。個人の学習段階に応じて，指導教員が丁寧にサポー
トします。

25
実習以外の実技練習はどのように行われています
か？

授業・実習

実技の学習は，実習期間や授業以外の予習・復習が極めて重要です。各種実習
（健康診断実習，養護実習，救急処置・看護法実習等），講義「健康相談活動の
理論と方法」等で教員から予習・復習に関するアドバイスがありますので，それ
に従って学習を進めていきます。

26 教員採用試験の合格率はどれくらいですか？ 教員採用試験 20～30％程度を推移しています。

27
毎年何名ぐらいの方が各都道府県の教員採用試験
に合格されていますか？

教員採用試験 20～30％程度を推移しています。

28
教員採用試験対策について，大学ではどのような
サポート体制がありますか？

教員採用試験

別科専任教員が面接，小論文，模擬授業等の指導に対応しています。また，新潟
大学では，全学の協力の下，教職課程の改善・充実等に積極的に取り組み，総合
大学としての資源・機能を活用した，より質の高い教員養成の充実・発展に資す
ること，及び学校教員等に対する研修等の事業を実施し，学校教員等の資質能力
の保持と向上のための取組みについて支援することを目的として，教職支援セン
ターを設置しています。本センターでは，教職に関する「進路相談」「論作文指
導」「書類（願書）作成支援」などを，予約制で受け付けています。

29
入学後，教員採用試験対策に費やせる時間はどれ
くらいあるのでしょうか？

教員採用試験

具体的な教材や学習の進め方は，入学後に適宜指導いたします。
その他，ホームページ掲載の「先輩からのメッセージ」（以下，URL）等を参考
にしてください。
http://www.ed.niigata-u.ac.jp/~vekka/message.html

30
教員採用試験に向けて，推奨している教材や勉強
方法があったら教えていただきたいです。

教員採用試験

具体的な教材や学習の進め方は，入学後に適宜指導いたします。
その他，ホームページ掲載の「先輩からのメッセージ」（以下，URL）等を参考
にしてください。
http://www.ed.niigata-u.ac.jp/~vekka/message.html

31
教員採用試験を受験するにあたり，面接や模擬授
業の対策やアドバイスをしていただくことはでき
ますか？

教員採用試験
本学教職支援センターでは，教職に関する「進路相談」「論作文指導」「書類
（願書）作成支援」などを，予約制で受け付けています。学部，大学院，別科問
わず，経験豊かな先生方が相談に乗ってくれます。
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32
先輩方がどのように受験勉強をし，どのように教
員採用試験対策をしたのかをお聞きしたいです。

教員採用試験
ホームページ掲載の「先輩からのメッセージ」（以下，URL）等を参考にしてく
ださい。
http://www.ed.niigata-u.ac.jp/~vekka/message.html

33

別科紹介パンフレットの年間スケジュールの所に5
～7月は教員採用試験対策と記載されていたのです
が，実際にはどのような対策が取られているので
しょうか？

教員採用試験

別科専任教員が面接，小論文，模擬授業等の指導に対応しています。また，新潟
大学では，全学の協力の下，教職課程の改善・充実等に積極的に取り組み，総合
大学としての資源・機能を活用した，より質の高い教員養成の充実・発展に資す
ること，及び学校教員等に対する研修等の事業を実施し，学校教員等の資質能力
の保持と向上のための取組みについて支援することを目的として，教職支援セン
ターを設置しています。本センターでは，教職に関する「進路相談」「論作文指
導」「書類（願書）作成支援」などを，予約制で受け付けています。学部，大学
院，別科問わず，経験豊かな先生方が相談に乗ってくれます。

34
教員採用試験の対策はいつごろから始めたら良い
ですか？

教員採用試験
入学後に対策を始める方が多いですが，別科に進学を決めてから始める方もいま
す。教育関係の社会情勢に興味を持つことは早い方が良いでしょう。

35

養護教諭特別別科のパンフレットを拝見させても
らいました。その中の修了生のメッセージのペー
ジに，教職支援センターの先生に小論文の添削を
お願いしたとの記載がありますが，教職支援セン
ターとはどのような施設で，どんな学生も支援を
受けられるのでしょうか？

教員採用試験

新潟大学では，全学の協力の下，教職課程の改善・充実等に積極的に取り組み，
総合大学としての資源・機能を活用した，より質の高い教員養成の充実・発展に
資すること，及び学校教員等に対する研修等の事業を実施し，学校教員等の資質
能力の保持と向上のための取組みについて支援することを目的として，教職支援
センターを設置しています。本センターでは，教職に関する「進路相談」「論作
文指導」「書類（願書）作成支援」などを，予約制で受け付けています。学部，
大学院，別科問わず，経験豊かな先生方が相談に乗ってくれます。

36
教員採用試験対策について，新潟県以外の試験に
ついても，相談に乗っていただくことは可能です
か？

教員採用試験 可能です。すべての都道府県の教員採用試験に対応しています。

37
在学中，放課後にアルバイトをする時間的な余裕
はありますか？

学生生活 修学に支障のない範囲でアルバイトをしている学生もいます。

38
合格し，入学が決まったら，一人暮らしをする予
定となりますが，学童などの学生バイトなどの紹
介はありますか？

学生生活
アルバイトの紹介はしていませんが，学校における学習支援ボランティア等，養
護教諭としての資質・能力を高める上で有効な体験活動を紹介することがありま
す。

39
 入学するときの教材などの初期費用はどれぐらい
必要でしょうか？

学生生活

入学金と授業料以外の1年間の諸経費は，およそ11～12万円です。この経費は，
白衣，教科書や実習，学生活動に関わる諸経費となりますので，パソコン購入費
用やそれにかかる通信料金等は含みません。また，教科書代金については，履修
科目数などにより変動する場合がありますので，あくまでも参考としていただけ
れば幸いです。
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40 白衣はどこで購入できますか？ 学生生活
入学手続案内でもアナウンスしますが，学内の大学生協ではいつでも購入するこ
とができます。

41 学生の県内と県外の比率を教えてください。 学生生活
・平成30年度入学者：県内10人，県外37人
・平成31年度入学者：県内17人，県外28人
・令和2年度入学者：県内9人，県外39人

42
自宅から通う人が多いのか，一人暮らしの人が多
いのか知りたいです。

学生生活 No.41のとおり，県外出身者が多いため，一人暮らしの方が多いです。

43 奨学金についてお聞きしたいです。 学生生活
例年，日本学生支援機構奨学金を利用されている方がいます。入学手続き資料で
アナウンスしています。また，新潟大学ホームページ（https://www.niigata-
u.ac.jp/）でも案内しています。

44 １日の過ごし方について教えてください。 学生生活

授業以外の時間をどのように過ごすかは，人によって様々です。余暇時間に，図
書館で学習をしたり，自宅で教員採用試験の勉強をする人等，自分のライフスタ
イルに合った過ごし方をしているようです。ホームページ掲載の「先輩からの
メッセージ」や「キャンパスライフ」（以下，URL）等を参考にしてください。
「先輩からのメッセージ」http://www.ed.niigata-
u.ac.jp/~vekka/message.html
「キャンパスライフ」http://www.ed.niigata-u.ac.jp/~vekka/info.html

45 １年間のスケジュールをお聞きしたいです。 学生生活
以下のURLを参考にしてください。
「別科パンフレット」http://www.ed.niigata-u.ac.jp/~vekka/pamphlet.pdf

46 入学者の年齢層を教えてください。 学生生活

過去3年分の年齢層は以下のとおりです。
・平成30年度入学者：23歳未満28人，23歳以上19人
・令和元年度入学者：23歳未満28人，23歳以上17人
・令和2年度入学者：23歳未満33人，23歳以上15人
（入学年度の４月１日現在で記載）

47 入学後，何か保険に入る必要はありますか？ 学生生活
入学した皆さんには，学生教育研究災害傷害保険及び学生教育研究賠償責任保険
に加入していただきます。1年分1,340円です。

48
 入寮を希望していますが，入寮に関し優先順位等
ありますでしょうか。

学生生活 申込者の中から家計の厳しい者から順に許可となります。

49 学生寮は全員入ることができますか？ 学生生活
学生寮の出願条件は，通学所要時間（自宅から，通常の経路による片道の通学時
間）が90分以上の者です。申込者の中から家計の厳しい者から順に許可となりま
す。（令和2年6月現在。今後，改定されることがあります。）

5/6



Ｑ＆Ａ
新潟大学養護教諭特別別科

No 質問等 質問区分 回答

50 学生寮の申込み方法について教えてください。 学生生活

学生寮の出願受付は，入試区分（学部入試や養護教諭特別別科入試など）にかか
わらず一斉に行います。新潟大学ホームページ（https://www.niigata-
u.ac.jp/）に，学生寮入寮者募集要項と出願様式を掲載しますので，ダウンロー
ドしてください。（掲載予定時期は例年12月下旬頃です。）
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