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外国語試験問題 問題用紙

問題 次の文章を読んで後に続く、間に答えなさい。

Research in nursing through evidence-based practice or critical evaluation is fundamental to

understanding and improving patient care. However, other types of research, where the

workers themselves are the focus of attention and the aim is to try and improve nurses' skills,

health or well-being, are also important for advancements in this area of knowled.ge.

Studies car.ried out in different countries have recognized that nursing is a stressful

profession. As McVicar or Lim et al. conclude in their review on stress in nursing, workload,

leaderghlp/management stylg, professional relationships, conflict at work, role ambiguity,

emotional demands, gxperiences of aggression, pay and shift work gchedules are the main

sources of stress for nurses.-They also conclude that the nursing work environmdnt provides

a large number of changeable sources of stress, which are also perceived differently according

to the different areas of specializqtion and even between individuals in the sa-,e departrnent.

Therefore, there is a need to carry out research that will lead to an understanding of personal

and workplace factors and of the interaction between both to determine and evaluate the

stress experienced by nurses and thereby implement effective prevention strategies.

The basic premise is that the papers published in scientifi.c journals are a fundamental

channel of communication between research and nursing practice. In his study of nursing

iournals more than 30 years ago, Garfreld confirmed that stress was one of the urost dominant

subjects in articles cited in nursing journals.

Through an analysis of the most cited papers in a scientific freld, it is possible to identiS

the most recognized international contributions in a certain field at a specifi.c time.

〔Source:Marth‐ Del…Rlo,B:,Solanes‐Puchol,A,Martmez‐ Zttagoza,F`,&Benavldes,G�,G.

(2018).Stress in nurses:Tlhe 100 top‐cited papers pubhshed inゴ ursingjournals,ノ♭凛Fη′ノοF

∠力甕ηガN麟ダ′g741488‐ 1504。 引用文献を削除し掲載〕

間 本文をすべて日本語に訳しなさい。
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注 意 ・事 項  (外国語試験)

1 外国語の試験時間は、11時10分～12時40分です。

2 共和辞典の持ち込み及び使用を認めます (付箋等が貼られていないもの)。 ただし、

電子辞書の使用は認めません。

3 試験問題用紙の表紙が願書提出時の選抜区分 (「社会人特別選抜」)であることを確

認してください。

4 問題用紙は 1枚、解答用紙は 2枚です。下書きは問題用紙の余白,裏面をお使いくだ

さい。

15 
すべての解答用紙の所定の欄に、必ず受験番号・氏名を記入してください。

6 解答は、すべて解答用紙に記入してください。 (下書き用紙に解答を記入しても、採

点の対象としません。|)ただし、※印欄には記入しないでください。

7 問題用紙・解答用紙

'こ

不鮮明な部分や汚れなどがある場合は、声を出さずに手を
誉げ

て、監督員の指示に従ってください。

8 試験中に質問や用便等の用件がある場合も、声を出さずに手を挙げて、監督員の指示

に従ってください。        ‐

9 試験開始後、30分間は途中退場を調めません。30分経過後、途中退場する場合は、監

督員の指示に従い、解答用紙を監督員に提出したのち退場してください。

10 問題用紙・解答用紙を持ち帰ることはできません。  ・

11 不正行為や、他の受験生に迷惑となる行為をした場合は、退場させることがありま
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