
静岡県内の看護師学校等養成所を紹介!
「高校生1日ナース体験事業」受入れ施設からのメッセージ付き

令和4年度版

進路編

ーー GGOO!!へへススナナ
　本誌を手にしてくださった高校生の皆さん、ありがとうございます。
　皆さんにお届けでき、大変嬉しく思っています。
　現在、新型コロナウイルス感染症（以下コロナ）の影響により、経済の悪化や人々の暮し
に支障をもたらすなど、これまでの安全・安心な暮しが脅かされています。収束が見えな
い状況ですが、引き続き、感染防止対策を確実に行い、皆さん自身はもとよりご家族、県民
の皆さんの命を守る行動をしていただくことを切に願います。
　静岡県看護協会(以下本会)は、県内の保健師、助産師、看護師、准看護師の20,000人余
が会員として登録している看護専門職能団体です。日頃から「看護の質の向上」や「生涯に
わたり働き続けられる環境づくり」、「県民の皆さまの健康づくり」等の活動を通し、看護職
を支援している「働く看護職の応援団」です。

　本会では例年、高校生の皆さんと直接お会いし、看護職に関する進路案内・相談や医療
施設での看護体験など、看護を体感し進路について具体的にイメージ化できる場を設定
しています。しかし、この度のコロナ拡大により、国や静岡県においてコロナ蔓延防止のた
めに「３密回避」の徹底が図られています。本会もこれらの方針に沿い、皆さんの安全安
心を第一に考え、一昨年から場の設定を中止しています。
　その中で、「少しでも多くの高校生の皆さんに看護職のことを知って欲しい、皆さんとお
会いできないのであれば、ガイドブックでご案内しよう」と本誌を作成しました。こうして、
皆さんのお手元に届けることができました。是非、ご一読ください。

　さて、看護職は、対象となる人の「いのち」と「生活」を守るため、その人の身体で何が起
こっているかを考え、判断し根拠のある看護を行っています。そして、相手の立場にたって
考え、人生の中でその人が大切にしていることを尊重し、ニーズに沿った看護、寄り添う看
護の提供をしています。看護職一人一人が、それぞれの職場で看護という仕事にやりがい
と誇り、責任をもって向かっている姿は、輝いて見えます。
　本誌から、こういった姿が少しでもイメージすることができれば幸いです。内容として
は、本会やナースセンターの役割、皆さんに役立つ看護職になるための進路情報、仕事の
内容、各医療機関等の先輩看護師（看護職こころざし育成セミナー講師）と一日ナース体
験受け入れ施設からのメッセージ等を掲載しています。
　将来看護職を目指している人や、これから看護職について情報を得て選択肢の一つに
しようと考えている皆さんに、是非見ていただき、ご自身の進路選択の参考にして頂くこと
を願っています。
　最後に皆さんに望むことは、健康に気を付け、夢に向かって勉強に専念し（時 リ々フレッ
シュすることが大事ですよ）、着実に前進していただくことです。
　数年後、看護職となった皆さんとお会いできることを楽しみにしています。

公益社団法人静岡県看護協会  会長 渡 邊  昌 子

「ナースへGO！」発行に寄せて
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令和4年度『看護職 こころざし育成セミナー』講師が伝えたい 看護の魅力

地域で暮らす人々の健康を守る 保健師

看護職は沢山の人の人生に関わりながら健康を支えるやりがいのある仕事だと思います。今は進路を考えて

いく中で色々な不安や葛藤を抱えているかもしれません。そうした皆様の様々な思いや経験もいつかどこかで

誰かの人生に役立つことができると思います。何事にもチャレンジする精神を忘れずに頑張ってください！

私は現在、保健所でコロナや結核を中心に感染症対応にあたっています。大変な

事も多いですが、患者さんの不安に寄り添ったり、治療継続を支えて疾患を

患者さんと共に乗り越えた瞬間にやりがいを感じています。

最初は漠然と医療職を目指したいと考えていました。進路について調べていく中で人々

の健康に介入し支えていく保健師に興味を持つようになったことがきっかけでした。

人々が健康な生活を送れるような様々な保健活動を行っています。検診や
育児相談、家庭訪問などで人々の健康と安全を守ります。コロナ禍の今、
感染症拡大防止・終息のため住民からの相談や感染者への対応など多くの
業務を担っています。

〈主な活躍の場〉
市町の保健センター、都道府県の保健所、地域包括支援センター、企業の
健康管理室、海外での保健活動等

男性の保健師も
活躍しています！

保 健 師

静岡県西部健康福祉センター 大石 赳瑠
保健師を目指したきっかけ1

2

3 高校生へエール

保健師になって良かったこと、やりがい

保健師は赤ちゃんから高齢者まで地域の全ての人々の健康を支える素敵な仕事です。苦しいこともあります

が、支えてくれる仲間がいるので頑張れます。漠然とした不安を感じている方もいるかもしれませんが、看護職

になりたいと思った今の気持ちを大切に目標に向かって頑張ってください。

生活習慣病予防のための保健指導では、生活習慣を見直す必要性を伝え、対象者に合った方法を一緒に考え、

継続的にサポートをしています。その結果、対象者の生活習慣や健診結果が改善し、喜びと感謝の言葉を

いただいたときにやりがいを感じました。

中学生の頃、養護教諭の先生の仕事を間近で見て、生徒の相談にのったり、

優しく手当てをする姿に憧れ、看護職を目指すようになりました。大学で保健師の

仕事について学び、病気で苦しい思いをする前に、予防の段階で関わることが

できることに魅力を感じ、保健師を志しました。

静岡県東部健康福祉センター 佐藤 愛菜
保健師を目指したきっかけ1

2

3 高校生へエール

保健師になって良かったこと、やりがい

すでに看護職を目指して奮闘されている方、まだ将来のことで悩まれている方、様々かと思います。私自身も

看護師を目指して大学に入学しましたが、大学で勉強していく中で保健師の道を見つけました。看護職と

言っても、活躍できる場所はたくさんあります。これからの過程の中で、自分らしく働ける場所を見つけてもらえた

らと思います。

訪問や面接、電話相談を通し、「あなたに相談できて良かった、安心したよ」と言ってもらえたときにやりがい

を感じます。また、住民の方や関係機関の方から教えていただくことも多く、自分の考え方を広げたり、深める

ことができるのも保健師の魅力の一つだと感じています。

母親が看護師であったこと、患者さんに優しく接する姿を近くで見ていたことも

あり、自分もこうなりたいと思い、看護の道を選びました。大学での講義や実習を

通じて、地域で生活している人の健康を支えたり、例え病気を抱えていても安心して

地域で生活できるよう支援をしていきたと感じるようになり、保健師を目指しました。

静岡県中部健康福祉センター 久保田 紗矢
保健師を目指したきっかけ1

2

3 高校生へエール

保健師になって良かったこと、やりがい

日本看護協会のホームページ『キラリ！看護のシゴト（動画）』もご覧ください。
https://www.nurse.or.jp/home/kango/
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令和4年度『看護職 こころざし育成セミナー』講師が伝えたい 看護の魅力
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日本看護協会のホームページ『キラリ！看護のシゴト（動画）』もご覧ください。
https://www.nurse.or.jp/home/kango/
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令和4年度『看護職 こころざし育成セミナー』講師が伝えたい 看護の魅力

新しい生命の誕生をサポートする助産師

2つの命を守るため、専門的知識と、判断力が求められる責任のある仕事です。助産師への道のりは莫大な

学習量や実習で決して楽しいことばかりではなく、つらいと感じることもありますが、乗り越えた先には沢山の

笑顔と感動が待っています。沢山悩んで素敵な助産師を目指して頑張ってください。応援しています。

私たち助産師は生命誕生の瞬間に関われることができます。元気に生まれてくる

事ばかりでなく、命の重さを日々感じますが赤ちゃんの元気な産声を聞いた時、そして辛い陣痛を乗り換え

我が子に会った時のお母さんの幸せな笑顔が見れる瞬間は最高にやりがいを感じます。

私が中学生の時に姉が妊娠・出産し、母親になっていく姿を近くで見て、とても

神秘的で美しいと感じました。出産後の姉に「助産師さんがいてくれて本当に

よかった」と聞き、自分も人の役に立てる人間になりたいと強く思いました。

出産・女性の健康をトータルサポート。妊産婦の保健指導、出産の介助、育児指導、不妊治療の
支援、思春期・更年期の性に関する相談や生涯を通じた健康相談・指導を行います。

〈主な活躍の場〉
病院、診療所、助産院、海外での保健指導等

助 産 師

富士市立中央病院 伊藤 美咲
助産師を目指したきっかけ1

2

3 高校生へエール

助産師になって良かったこと、やりがい

妊娠から出産、産後までのケアだけでなく、妊娠前の思春期の方、妊娠を考えている方、その家族までケアを

させてもらうことが出来ます。助産師はすべての女性の味方です。そんな素敵な職業にあなたもなってみませんか？

出産の瞬間に立ち会うことも感動的ですが、私は産後の母乳や育児の相談に乗る

のが好きです。お母さん1人1人に合わせた育児の方法を一緒に考え、笑顔で育児が出来るようになった姿を

見た時にとてもやりがいを感じます。

高校生の時に助産師は、医療職の中でも唯一女性だけがなれる職業だと知り

素敵でかっこいいと思いました。また、母が私を産む時に難産だった話を聞いて、

助産師になって安産へ導けるようになりたいと思い目指しました。

静岡赤十字病院 小長井 由樹
助産師を目指したきっかけ1

2

3 高校生へエール

助産師になって良かったこと、やりがい

助産師は命に携わる責任のある仕事ですが、新しい命の誕生や女性の一生をサポートできるやりがいのある

素敵な職業に就けたことを嬉しく思っています。夢に向かって挑戦し、同じ助産師として働けることを楽しみ

にしています。

命の誕生という人生や家族のスタートをサポートできることが魅力です。また、出産に立ち会った産婦さん

やご家族に「ありがとう」「この子がこんなに大きくなりました」という言葉が、私の源動力であり良かった

と思える瞬間です。

小さい頃に助産師の方と出会い、命の大切さを教えていただき、憧れを抱いた

ことが最初のきっかけです。その後、看護学生になり初めて出産に立ち会いました。

そこで助産師が出産に関わる姿や出産を終えた母の姿に強く心を打たれ、

助産師を目指しました。

磐田市立総合病院 村田 真理
看護師（助産師）を目指したきっかけ1

2

3 高校生へエール

看護師（助産師）になって良かったこと、やりがい

日本看護協会のホームページ『キラリ！看護のシゴト（動画）』もご覧ください。
https://www.nurse.or.jp/home/kango/
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日本看護協会のホームページ『キラリ！看護のシゴト（動画）』もご覧ください。
https://www.nurse.or.jp/home/kango/
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令和4年度『看護職 こころざし育成セミナー』講師が伝えたい 看護の魅力

病棟で活躍する看護師

看護師の仕事はやりがいに満ちた仕事でもありますが、大変なことや悩むことも多い職業です。しかし、1歩
踏み出した時に誰かを笑顔にできたり、自分自身も大きく成長することができると思います。いつか同じ
看護師として働けることを心待ちにしています。

がん患者さんは、つらい症状があるときや今後の治療方針を決定していくとき、家族にも相談できずに孤独に
悩んでいる人もいます。そういった方々との関りの中で「あなたがいてくれてよかった。」と言われた時に、寄り
添うことができたんだとやりがいを感じます。

中学生の時、けがをすることが多く病院に通うことが度々ありました。緊張で
医師に上手く状況を説明することができなかった私の言葉を紡ぎ、優しく接して
くれた看護師さんがいました。私も誰かに寄り添える人になりたいと憧れを
抱き看護師を目指しました。

けがをした人や病気の人が日常生活を送れるように手助けをしたり、
診療の補助を行います。患者さんとご家族がその人らしく生活できる
よう医療や介護にかかわる多職種と力を合わせ身体面及び精神面から
支援します。
専門看護師、認定看護師、認定看護管理者等の資格でレベルアップも
できます。

〈主な活躍の場〉
病院、診療所、介護・福祉施設、訪問看護ステーション

男性看護師も
活躍中

看 護 師

静岡県立静岡がんセンター 弓納持 綾乃
看護師を目指したきっかけ1

2

3 高校生へエール

看護師になって良かったこと、やりがい

自分の将来について漠然としていて悩んでいる人もいるかと思います。目指すきっかけは自分の将来に向けた
大切な指針になるかと思いますが、それよりも実際に看護師になっての経験の積み重ねが大切だと思います。
きっかけは人それぞれであり、想いの強い弱いもありません。自分らしさを大切にしてください。

患者さん一人一人にこれまで歩んできた人生があり、その歩みが患者さんの今を作っているのかなと感じます。
患者さんに寄り添う仕事だからこそ、看護だけでなく、人生観を患者さんから学ぶことができると思います。その
学びが自分を成長させ、新しく出会う患者さんとの関わりに活かすことができることがやりがいだと思います。

中学２年生の時に友人に“将来、看護師を目指そう”と誘われたことがきっかけ
でした。「人の役に立ちたい」という思いはありましたが、看護師に対する特別
な思いはありませんでした。大学に進学し、実習地獄を乗り越え国家試験に合格
して気がつくと看護師になっていました。中学の時に約束した友人は別の病院
で看護師をしています。

島田市立総合医療センター 増田 峻也
看護師を目指したきっかけ1

2

3 高校生へエール

看護師になって良かったこと、やりがい

是非、今しかできない事、社会人になってからでは難しい事に挑戦して下さい！なにかを頑張っていた、打ち
込んでいた人はすごく輝いているし、とても魅力的です。人として惹かれるものがあります。人として魅力の
ある看護師って、凄くカッコいいです。一緒に人として魅力のある看護師を目指しましょう！

患者さんの訴えや小さな変化に気づき、いち早く対処できた時はやりがいを
感じます。自分の気づきで患者さんが不利益を被ったり、困ったりせずに済んだなと思うと、気づく事が出来
て良かったな、頑張って良かったなと思います。

もともとの志望は理学療法士でした。しかし、他の医療関係の仕事を調べていく
うちに、「もっと色々なことをやってみたい、関わってみたい。」と思うように
なり、多職種の架け橋となる看護師に強く興味を持つようになりました。

浜松医科大学医学部附属病院 中村 大希
看護師を目指したきっかけ1

2

3 高校生へエール

看護師になって良かったこと、やりがい

日本看護協会のホームページ『キラリ！看護のシゴト（動画）』もご覧ください。
https://www.nurse.or.jp/home/kango/
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https://www.nurse.or.jp/home/kango/
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令和4年度『看護職 こころざし育成セミナー』講師が伝えたい 看護の魅力

在宅療養をサポートする訪問看護師

このセミナーで“訪問看護”に興味を持つきっかけになったらうれしいです。コロナ禍で制限されることが多い

ですが、今しかできないことを楽しんでください！

訪問看護は利用者さん・家族の生活を知ることができます。日常に入ることで

病院の患者-看護師という関係より少し近い存在となれること、限られた時間で１人の利用者さんとじっくり

向き合えることは魅力的な事だと感じます。さらに、家族や本人に寄り添い自宅で亡くなるまでサポートし

関われる貴重な経験ができるのでとてもやりがいのある仕事です。

授業の中で訪問看護という仕事を知りました。自宅で過ごすために関わる

看護師がいることに驚きましたが、祖父がサービスを利用し母が介護して

いたため、在宅看護に興味を持ち訪問看護の道を選びました。

住み慣れた地域で障がいや病気があっても暮らし続けたい
方の療養を支えます。多職種で連携・協力し、地域で暮らす
赤ちゃんから高齢者まで様々な方のニーズにこたえます。

〈主な活躍の場〉
訪問看護ステーション

訪問看護師

聖隷訪問看護ステーション千本 野崎 里佳
看護師を目指したきっかけ1

2

3 高校生へエール

就職してよかったこと・魅力

将来を決めなければいけないこの時期は、焦りや不安を抱えている方も少なくないと思います。色々な経験を

して色々な人の話を聞いて、あなたらしく働ける分野を見つけてください。

患者さんによって何を大切にしたいかは人それぞれです。亡くなる数週間前まで生きがいだった仕事をして

いた人や、家族に囲まれて過ごす人やお酒を楽しむ人もいます。人生の最終段階を穏やかにその人らしく

過ごせていると嬉しくなります。

吹奏楽部に所属していた高校生の時、高齢者施設で演奏した際利用者さんが

喜ぶ姿をみて高齢者に関わる仕事に興味を持ったのがきっかけです。看護師の

中でも、1対1で関わり最期までその人らしく過ごすお手伝いのできる訪問

看護師になると決めました。

遠藤 莉子
看護師を目指したきっかけ1

2

3 高校生へエール

看護師になって良かったこと、やりがい

看護師は働きながらたくさんの出会いがあり、その出会いが自分自身を成長させてくれます。進路を

決めるのは大変で悩むと思いますが、色々な経験を通して将来の自分象をイメージしてみて、進路決定をして

頂けたらと思います。

訪問看護で訪問する方々は、乳児から高齢者まで幅広く、疾患も様々です。疾患や障害を抱えて

いながらも、住み慣れた自宅で、穏やかに過ごす方々の笑顔を見られることが良かったなと思いますし、とても

やりがいを感じます。

人と関り人の役に立てる仕事がしたいと思っていました。尊敬する叔母、姉が

看護師をしていて看護師という職業が身近だったこともあり、看護師を目指しました。

また、自分が住んでいる地域が大好きなので、地域に貢献できる仕事が

したいという思いもありました。

訪問看護ステーション細江 榎土 瑞穂
看護師を目指したきっかけ1

2

3 高校生へエール

看護師になって良かったこと、やりがい

日本看護協会のホームページ『キラリ！看護のシゴト（動画）』もご覧ください。
https://www.nurse.or.jp/home/kango/
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つどいのおか訪問看護ステーション 
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https://www.nurse.or.jp/home/kango/

医療法人社団 盈進会
つどいのおか訪問看護ステーション 



1110

家庭を訪問してケアを
提供し、利用者と家族を
支えます。

保健所などで、地域住民を
対象に予防活動や健康の
保持・増進を支援します。

学校等の保健室、企業の健康管
理室では、対象者の健康管理や
心と身体の保健相談をします。

静岡県健康福祉部医療局　地域医療課　看護師確保班
TEL 054-221-2407　FAX 054-251-7188

43,216人のうち、2,639人の男性看護職が活躍しています
最も多いのが病院で2,162人、次に多いのが介護保険施設・社会福祉施設等に220人です。

お問合せ先

　静岡県では、「富国有徳の美しい“ふじのくに”づくり」を県政の基本理念とし、これを実現していくため政策の一つのと
して「安心して暮らせる医療・福祉の充実」があります。これは誰もが住み慣れた地域で安心した生活を送れるよう、必要な
時に、安全で質の高い医療を受けられる体制を設備していくものであり、その実現に向けて看護職員は非常に重要な役割
を担っています。

＊一部大学には保健師・助産師の教育プログラムがあり、そこで学んだ場合は看護師に
加えて保健師・助産師の国家試験を受験することもできます。県内でもあります。一覧
で確かめてね。

＊看護専門学校は卒業後に現場に出て働く人を育てるために実践的な学習に特化した
カリキュラムを学びます（少人数のクラス制）。大学は一般教養等幅広く学ぶカリキュラ
ムを学び、実践的な能力に加え、研究方法を学び理論的に考える能力を身につけます。
自分に合う学校を選ぶためには自分の将来を考え、よく調べ、オープンキャンパスなど
に参加して選びましょう。

県内では43,216人の看護職が活躍しています。（業務従事届より令和2年12月31日現在）

看護の資格は生涯有効

病院

地域包括支援センター

106人
妊産婦さんの健康管理や
出産を手助けし、子育ての
支援もします。

6,968人
利用している高齢者など
の健康管理やケアを行い、
毎日の生活を支えます。

467人

1,421人

1,450人

649人

看護学校や大学等で看護
学生の教育・指導や研究を
行います。

入院や通院中の患者さんの療養上の世話、診療の補助業
務などを行います。
24時間、交代で看護します。

病院
24,526人

診療所
7,629人

病院・診療所

助産所

介護保険施設・社会福祉施設等

看護の教育機関

訪問看護ステーション

県市町等の行政機関

このような活躍もしています

県外へ進学しても住みやすい“ふじのくに”へ
帰ってきてね♡

高校卒業

看護師国家試験受験

看護師

合
格

保健師国家試験受験 助産師国家試験受験

保健師 助産師

看護短期大学3年 看護大学4年 看護師養成課程校5年看護師養成所
(看護専門学校など)
3年または4年

中学卒業

保健師養成所1年 看護大学(4年)
●浜松医科大学
●静岡県立大学
●順天堂大学
●東都大学
●聖隷クリストファー大学

助産師養成所(1年)
●静岡県立看護専門学校
●静岡市立清水看護
　専門学校
●静岡医療科学専門
　大学校

看護短期大学専攻科1年

看護系大学院(2年)
●浜松医科大学
●静岡県立大学
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●聖隷クリストファー大学

看護大学4年

看護短期大学専攻科1年

看護系大学院2年

合
格

合
格

県内には6大学と
16の看護専門学校が

あります♪

看護職になるための進路について 静岡県で働く看護職
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学校の位置
専修学校(准看護師)

看護専門学校(看護師)

大　学

静岡済生会看護専門学校 P31

静岡市立静岡看護専門学校 P30

静岡市立清水看護専門学校 P29

常葉大学 P19

静岡県立大学 P18

静岡市

静岡医療科学専門大学校 P37

静岡県厚生連看護専門学校 P36

浜松市医師会
看護高等専修学校

P38

浜松市立看護専門学校 P35

聖隷クリストファー大学 P21

浜松医科大学 P20

浜松市

名古屋市立大学 看護学部

名古屋学芸大学 看護学部看護学科

愛知医科大学 看護学部看護学科

愛知県立大学 看護学部

名古屋大学 医学部保健学科看護学専攻

静岡医療科学専門大学校

中部大学 生命健康科学部保健看護学科

藤田医科大学 保健衛生学部看護学科

日本赤十字豊田看護大学 看護学部看護学科

名古屋女子大学 健康科学部看護学科

修文大学 看護学部看護学科

人間環境大学 看護学部看護学科

日本福祉大学 看護学部看護学科

椙山女学園大学 看護学部看護学科

豊橋創造大学 保健医療学部看護学科

金城学院大学 看護学部看護学科

一宮研伸大学 看護学部看護学科

愛知県

健康科学大学 看護学部看護学科

山梨県立大学 看護学部看護学科

山梨大学 医学部看護学科

山梨県

島田市

島田市立看護専門学校 P33

御殿場市

御殿場看護学校 P26

富士市

富士市立看護専門学校 P27

JA静岡厚生連
するが看護専門学校

P28

清水町

静岡県立看護専門学校 P24

静岡医療センター附属
静岡看護学校 P23

袋井市

東海アクシス看護専門学校 P34 下田市

下田看護専門学校 P22

三島市

順天堂大学 P16

焼津市

組合立
静岡県中部看護専門学校

P32

沼津市

東都大学 P17

沼津市立看護専門学校　 P25

https://www.nurse-center.net/nccs/scontents/school/
index.htm#school
大学の詳細及び、看護学校については上記のホームページで検索してください

日本看護協会 ホームページ

県外へ進学・就職しても
戻ってくる方のサポートを
いたします。

30歳になったら静岡県！

県内には23箇所の看護師
学校等養成所があるよ！

（3１の看護専門学校等）
湘南医療大学 保健医療学部看護学科

横浜創英大学 看護学部看護学科

昭和大学 保健医療学部看護学科

関東学院大学 看護学部看護学科

横浜市立大学 医学部看護学科

静岡医療科学専門大学校

神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部看護学科

北里大学 看護学部看護学科

川崎市立看護大学 看護学部看護学科

東海大学 医学部看護学科

神奈川工科大学 健康医療科学部看護学科

松蔭大学 看護学部看護学科

国際医療福祉大学 小田原保健医療学部看護学科

慶應義塾大学 看護医療学部看護学科

湘南鎌倉医療大学 看護学部看護学科

神奈川県

（24の看護専門学校等）

（4の看護専門学校等）

静岡県内看護師学校等養成所マップ（近県大学名つき）

CMYK 2022.09.27

1312

学校の位置
専修学校(准看護師)

看護専門学校(看護師)

大　学

静岡済生会看護専門学校 P31

静岡市立静岡看護専門学校 P30

静岡市立清水看護専門学校 P29

常葉大学 P19

静岡県立大学 P18

静岡市

静岡医療科学専門大学校 P37

静岡県厚生連看護専門学校 P36

浜松市医師会
看護高等専修学校

P38

浜松市立看護専門学校 P35

聖隷クリストファー大学 P21

浜松医科大学 P20

浜松市

名古屋市立大学 看護学部

名古屋学芸大学 看護学部看護学科

愛知医科大学 看護学部看護学科

愛知県立大学 看護学部

名古屋大学 医学部保健学科看護学専攻

静岡医療科学専門大学校

中部大学 生命健康科学部保健看護学科

藤田医科大学 保健衛生学部看護学科

日本赤十字豊田看護大学 看護学部看護学科

名古屋女子大学 健康科学部看護学科

修文大学 看護学部看護学科

人間環境大学 看護学部看護学科

日本福祉大学 看護学部看護学科

椙山女学園大学 看護学部看護学科

豊橋創造大学 保健医療学部看護学科

金城学院大学 看護学部看護学科

一宮研伸大学 看護学部看護学科

愛知県

健康科学大学 看護学部看護学科

山梨県立大学 看護学部看護学科

山梨大学 医学部看護学科

山梨県

島田市

島田市立看護専門学校 P33

御殿場市

御殿場看護学校 P26

富士市

富士市立看護専門学校 P27

JA静岡厚生連
するが看護専門学校

P28

清水町

静岡県立看護専門学校 P24

静岡医療センター附属
静岡看護学校 P23

袋井市

東海アクシス看護専門学校 P34 下田市

下田看護専門学校 P22

三島市

順天堂大学 P16

焼津市

組合立
静岡県中部看護専門学校

P32

沼津市

東都大学 P17

沼津市立看護専門学校　 P25

https://www.nurse-center.net/nccs/scontents/school/
index.htm#school
大学の詳細及び、看護学校については上記のホームページで検索してください

日本看護協会 ホームページ

県外へ進学・就職しても
戻ってくる方のサポートを
いたします。

30歳になったら静岡県！

県内には23箇所の看護師
学校等養成所があるよ！

（3１の看護専門学校等）
湘南医療大学 保健医療学部看護学科

横浜創英大学 看護学部看護学科

昭和大学 保健医療学部看護学科

関東学院大学 看護学部看護学科

横浜市立大学 医学部看護学科

静岡医療科学専門大学校

神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部看護学科

北里大学 看護学部看護学科

川崎市立看護大学 看護学部看護学科

東海大学 医学部看護学科

神奈川工科大学 健康医療科学部看護学科

松蔭大学 看護学部看護学科

国際医療福祉大学 小田原保健医療学部看護学科

慶應義塾大学 看護医療学部看護学科

湘南鎌倉医療大学 看護学部看護学科

神奈川県

（24の看護専門学校等）

（4の看護専門学校等）

静岡県内看護師学校等養成所マップ（近県大学名つき）

CMYK 2022.09.27



1514

静岡県内看護師学校等養成所一覧

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

順 天 堂 大 学

東 都 大 学

静 岡 県 立 大 学

常 葉 大 学

浜 松 医 科 大 学  

聖 隷 ク リ ス ト フ ァ ー 大 学　

湘 南 医 療 大 学 附 属 下 田 看 護 専 門 学 校

静 岡 医 療 セ ン タ ー 附 属 静 岡 看 護 学 校

静 岡 県 立 看 護 専 門 学 校

沼 津 市 立 看 護 専 門 学 校

御 殿 場 看 護 学 校

富 士 市 立 看 護 専 門 学 校

JA 静 岡 厚 生 連 す る が 看 護 専 門 学 校

静 岡 市 立 清 水 看 護 専 門 学 校

静 岡 市 立 静 岡 看 護 専 門 学 校

静 岡 済 生 会 看 護 専 門 学 校

組 合 立 静 岡 県 中 部 看 護 専 門 学 校

島 田 市 立 看 護 専 門 学 校

東 海 ア ク シ ス 看 護 専 門 学 校

浜 松 市 立 看 護 専 門 学 校

静 岡 県 厚 生 連 看 護 専 門 学 校

静 岡 医 療 科 学 専 門 大 学 校

浜 松 市 医 師 会 看 護 高 等 専 修 学 校

三島市大宮町3丁目7番33号

沼津市日の出町1-1　

静岡市駿河区谷田52-1

静岡市葵区水落町1-30

浜松市東区半田山１丁目20番1号

浜松市北区三方原3453

下田市柿崎289番地

駿東郡清水町長沢762-1

駿東郡清水町長沢212-1

沼津市大諏訪46

御殿場市川島田198-3

富士市本市場新田111-1

富士市中之郷2500番地の1

静岡市清水区宮加三1221-5

静岡市駿河区南八幡町8-1

静岡市駿河区小鹿1丁目1- 24

焼津市東小川一丁目6-9

島田市野田1065-1

袋井市上田町267- 30

浜松市中区佐鳴台5丁目8-1

浜松市東区大瀬町1517-3

浜松市浜北区平口2000番地

浜松市中区伝馬町311- 2

「看る」「護る」その原点の学びと実践

みて　よりそい　まもる

高い専門性と豊かな人間性をもつ看護師を育成します

隣人愛と知の技で 共に生きる社会の実現へ

豊かな人間性や幅広い視野を持って社会に貢献できる人材を育成します

県内唯一の県立看護専門学校として、地域医療を支える看護師、助産師を育てます

命の現場で働く、看護の実践者を目指して…

伝えたい　御看の看護　五感で看護

ひとりひとりを大切に育み、看護の喜びを実感できる教育を目指す

あなたのチカラを、社会のチカラに。めざすのは「温かな看護の実践」

自然あふれる環境で、皆で学ぼう、看護師への第一歩

ナイチンゲールから受け継がれている“看護のこころ”をつないでいきます

済生の精神を養い、保健・医療・福祉に貢献し得る人材を育成します

夢をかなえる私になる

思いやりの基本は共感であり　看護は具体的な表現である

アクシスで輝く！あなたの夢と情熱！！

相手の立場に立ち、自ら考え、仲間とともに自己成長できる看護師になる！

心をこめて「笑顔を届ける」看護師を目指します

チーム医療を学ぶ

幅広い年齢層が集い、2年間で准看護師資格取得が可能！

●医師・看護師の指示のもと、看護業務をおこないます。
●専修学校を終了、准看護師試験を受験・合格後、資格取得できます。
● 看護師国家試験受験のためには①准看護師資格取得、静岡県立看護専門学校2年を終了②准看護師として7年

以上働いてから、通信制の学校へ進学、2年修学・卒業する方法があります（静岡県内に通信制の学校はありません）。

名 　称
入試方法 ◎国家試験受験資格職種

〇学校受験資格 学校PR 所在地
掲
載
頁

人を理解し、慈しみ、思いやる「ヒューマンケア」を医療専門職として実践できる
看護師と保健師を育成します

日本看護協会のホームページ『キラリ！看護のシゴト（動画）』もご覧ください。 准看護師とは

人や社会の役に立つことに喜びを覚え、
多様なニーズに対応できる看護専門職を育みます

人を愛し、人に優しく、人を尊重し、そして命を大切にすることができる
看護師を育てます

https://www.nurse.or.jp/home/kango/
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順 天 堂 大 学

東 都 大 学

静 岡 県 立 大 学

常 葉 大 学

浜 松 医 科 大 学  

聖 隷 ク リ ス ト フ ァ ー 大 学　

湘 南 医 療 大 学 附 属 下 田 看 護 専 門 学 校

静 岡 医 療 セ ン タ ー 附 属 静 岡 看 護 学 校

静 岡 県 立 看 護 専 門 学 校

沼 津 市 立 看 護 専 門 学 校

御 殿 場 看 護 学 校

富 士 市 立 看 護 専 門 学 校

JA 静 岡 厚 生 連 す る が 看 護 専 門 学 校

静 岡 市 立 清 水 看 護 専 門 学 校

静 岡 市 立 静 岡 看 護 専 門 学 校

静 岡 済 生 会 看 護 専 門 学 校

組 合 立 静 岡 県 中 部 看 護 専 門 学 校

島 田 市 立 看 護 専 門 学 校

東 海 ア ク シ ス 看 護 専 門 学 校

浜 松 市 立 看 護 専 門 学 校

静 岡 県 厚 生 連 看 護 専 門 学 校

静 岡 医 療 科 学 専 門 大 学 校

浜 松 市 医 師 会 看 護 高 等 専 修 学 校

三島市大宮町3丁目7番33号

沼津市日の出町1-1　

静岡市駿河区谷田52-1

静岡市葵区水落町1-30

浜松市東区半田山１丁目20番1号

浜松市北区三方原3453

下田市柿崎289番地

駿東郡清水町長沢762-1

駿東郡清水町長沢212-1

沼津市大諏訪46

御殿場市川島田198-3

富士市本市場新田111-1

富士市中之郷2500番地の1

静岡市清水区宮加三1221-5

静岡市駿河区南八幡町8-1

静岡市駿河区小鹿1丁目1- 24

焼津市東小川一丁目6-9

島田市野田1065-1

袋井市上田町267- 30

浜松市中区佐鳴台5丁目8-1

浜松市東区大瀬町1517-3

浜松市浜北区平口2000番地

浜松市中区伝馬町311- 2

「看る」「護る」その原点の学びと実践

みて　よりそい　まもる

高い専門性と豊かな人間性をもつ看護師を育成します

隣人愛と知の技で 共に生きる社会の実現へ

豊かな人間性や幅広い視野を持って社会に貢献できる人材を育成します

県内唯一の県立看護専門学校として、地域医療を支える看護師、助産師を育てます

命の現場で働く、看護の実践者を目指して…

伝えたい　御看の看護　五感で看護

ひとりひとりを大切に育み、看護の喜びを実感できる教育を目指す

あなたのチカラを、社会のチカラに。めざすのは「温かな看護の実践」

自然あふれる環境で、皆で学ぼう、看護師への第一歩

ナイチンゲールから受け継がれている“看護のこころ”をつないでいきます

済生の精神を養い、保健・医療・福祉に貢献し得る人材を育成します

夢をかなえる私になる

思いやりの基本は共感であり　看護は具体的な表現である

アクシスで輝く！あなたの夢と情熱！！

相手の立場に立ち、自ら考え、仲間とともに自己成長できる看護師になる！

心をこめて「笑顔を届ける」看護師を目指します

チーム医療を学ぶ

幅広い年齢層が集い、2年間で准看護師資格取得が可能！

●医師・看護師の指示のもと、看護業務をおこないます。
●専修学校を終了、准看護師試験を受験・合格後、資格取得できます。
● 看護師国家試験受験のためには①准看護師資格取得、静岡県立看護専門学校2年を終了②准看護師として7年

以上働いてから、通信制の学校へ進学、2年修学・卒業する方法があります（静岡県内に通信制の学校はありません）。

名 　称
入試方法 ◎国家試験受験資格職種

〇学校受験資格 学校PR 所在地
掲
載
頁

人を理解し、慈しみ、思いやる「ヒューマンケア」を医療専門職として実践できる
看護師と保健師を育成します

日本看護協会のホームページ『キラリ！看護のシゴト（動画）』もご覧ください。 准看護師とは

人や社会の役に立つことに喜びを覚え、
多様なニーズに対応できる看護専門職を育みます

人を愛し、人に優しく、人を尊重し、そして命を大切にすることができる
看護師を育てます

https://www.nurse.or.jp/home/kango/
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〒411-8787 静岡県三島市大宮町3-7-33
TEL 055-991-3111
　　  https://www.juntendo.ac.jp/hsn/
　　  mishima@juntendo.ac.jp

順天堂大学 保健看護学部

交通アクセス

●JR三島駅から徒歩10分

学費
（初年度）

300,000円 900,000円

300,000円

45名5名/若干名 45名7名/若干名 10名10名 5名 3名

（自治会費、学生保険費などとして）
224,000円

140,000円

入学金

学校型推薦
（公募推薦 /指定校）

総合型選抜A日程 /
帰国性選抜A日程

総合型選抜B日程 /
帰国性選抜B日程

一般
（A日程）

一般
（B日程）

共通テスト利用選抜
（前期）

共通テスト
独自試験併用選抜利

共通テスト利用選抜
（後期）

日本学生支援機構奨学金（給付型・貸与型）
順天堂大学医学部附属静岡病院奨学金

奨学金制度

実験実習費授業料

施設設備費 その他

令和4年度入学状況 134人（うち男子13人、社会人学生0人）

看護師国家試験受験資格・保健師国家試験受験
資格
養護教諭2種免許（※1）、第1種衛生管理者免許
（※2）
※1・※2：保健師免許取得後に申請可能

資格取得

順天堂大学医学部附属静岡病院、県内の他病院
各自治体の保健所・保健センターなど

順天堂大学医学部附属病院
静岡県内・県外の病院、保健師（各自治体）

主な実習先

主な就職先

2023年入試

募集定員

応募資格

出願期間

選抜方法

入試日程

詳しくは募集要項をご確認ください

HP

Mail

学校の方針
「看る」「護る」その原点の学びと実践
静岡県東部における初の4年制看護学部として、順天堂の120年を超える看護学教育の伝統を受け継ぎ、学是「仁」の精神
を基盤に「心身を癒す看護を実践する」を教育理念（教育方針）としています。

学部長の
言葉

本学部では、教員によるきめ細やかな指導と4年間で着実に看護実践能力が身に着くカリキュラムを用意しています。
また、人や生命科学に興味を持ち、自ら積極的に学ぶ意欲のある学生を求めています。豊かな自然と最新の教育・実習設備
が整った環境で、学生が一人前の看護職者、国際的な視野を持った社会人に育つことを願っています。
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〒411-8787 静岡県三島市大宮町3-7-33
TEL 055-991-3111
　　  https://www.juntendo.ac.jp/hsn/
　　  mishima@juntendo.ac.jp

順天堂大学 保健看護学部

交通アクセス

●JR三島駅から徒歩10分

学費
（初年度）

300,000円 900,000円

300,000円

45名5名/若干名 45名7名/若干名 10名10名 5名 3名

（自治会費、学生保険費などとして）
224,000円

140,000円

入学金

学校型推薦
（公募推薦 /指定校）

総合型選抜A日程 /
帰国性選抜A日程

総合型選抜B日程 /
帰国性選抜B日程

一般
（A日程）

一般
（B日程）

共通テスト利用選抜
（前期）

共通テスト
独自試験併用選抜利

共通テスト利用選抜
（後期）

日本学生支援機構奨学金（給付型・貸与型）
順天堂大学医学部附属静岡病院奨学金

奨学金制度

実験実習費授業料

施設設備費 その他

令和4年度入学状況 134人（うち男子13人、社会人学生0人）

看護師国家試験受験資格・保健師国家試験受験
資格
養護教諭2種免許（※1）、第1種衛生管理者免許
（※2）
※1・※2：保健師免許取得後に申請可能

資格取得

順天堂大学医学部附属静岡病院、県内の他病院
各自治体の保健所・保健センターなど

順天堂大学医学部附属病院
静岡県内・県外の病院、保健師（各自治体）

主な実習先

主な就職先

2023年入試

募集定員

応募資格

出願期間

選抜方法

入試日程

詳しくは募集要項をご確認ください

HP

Mail

学校の方針
「看る」「護る」その原点の学びと実践
静岡県東部における初の4年制看護学部として、順天堂の120年を超える看護学教育の伝統を受け継ぎ、学是「仁」の精神
を基盤に「心身を癒す看護を実践する」を教育理念（教育方針）としています。

学部長の
言葉

本学部では、教員によるきめ細やかな指導と4年間で着実に看護実践能力が身に着くカリキュラムを用意しています。
また、人や生命科学に興味を持ち、自ら積極的に学ぶ意欲のある学生を求めています。豊かな自然と最新の教育・実習設備
が整った環境で、学生が一人前の看護職者、国際的な視野を持った社会人に育つことを願っています。
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〒410-0032 沼津市日の出町1-1
TEL 055-922-6688
　　  https://www.tohto.ac.jp
　　  nyushi@tohto.ac.jp

東都大学 沼津ヒューマンケア学部看護学科

交通アクセス

●JR沼津駅北口から徒歩
約12分

学費
（初年度）

250,000円 900,000円

400,000円

25名程度 35名程度 28名程度

200,000円

入学金

総合型選抜 学校推薦型選抜 一般選抜

大学独自の学校法人青淵学園奨学金（返済免除要件あり）、日
本学生支援機構奨学金、一般入試Ⅰ期成績優秀者対象育英
制度、２年次～４年次成績優秀者対象特待生制度

Ⅰ期：令和４年９月17日（土）
Ⅱ期：令和４年10月８日（土）
Ⅲ期：令和４年11月12日（土）
Ⅳ期：令和４年12月17日（土）
Ⅴ期：令和５年２月18日（土）
Ⅵ期：令和５年３月13日（月）
Ⅶ期：令和５年３月20日（月）

Ⅰ期：令和４年11月12日（土）
Ⅱ期：令和４年12月17日（土）

Ⅰ期：令和５年２月１日（水）
Ⅱ期：令和５年２月18日（土）
Ⅲ期：令和５年３月13日（月）

【Ⅰ期～Ⅶ期】
文章読解力考査
面接

【Ⅰ期・Ⅱ期】
文章読解力考査
面接
※指定校推薦は別途

【Ⅰ期～Ⅲ期】
国語・英語から１科目
数学・理科から１科目
面接

奨学金制度

実験実習費授業料

施設設備費 その他

修学資金や生活資金の確保を目的としたものに限りアルバ
イトは可能です。

アルバイト

令和4年度入学状況 83人（うち男子16人、社会人学生2人）

看護師国家試験受験資格、保健師国家試験受験
資格（保健師課程は選抜20名以内）

資格取得

東都大学関連病院（静岡県内に３病院）・静岡県
東部・中部地区の病院・保健福祉施設・保健所・
保健センターなど

令和３年度開設のため、就職実績はありません
が、静岡県東部・中部地区の病院等及び東都大学
関連病院を想定しています。

主な実習先

主な就職先

2023年入試

募集定員

応募資格

出願期間

選抜方法

入試日程

学校の方針
本学科では、「人を理解し、慈しみ、思いやる『ヒューマンケア』を実践できる看護人材の育成」を目指しております。ヒューマ
ンケアの精神が、学生の心にしっかり根付くには、学習指導・定期的な個別面談等のフォローが必要なため、チューター制
度を導入し、豊かな心を育んだ看護職を地域に送り出せるよう、教職員一丸となって取り組んでおります。

学部長の
言葉

沼津市に東都大学第三のキャンパスが開設されて２年目を迎えました。沼津キャンパスは交通アクセスが良く、県内各地
（一部神奈川県・山梨県）から学生が入学しております。ヒューマンケア実践の中核を担う看護師、あるいは、地域保健や
産業衛生の充実、発展に貢献する保健師を一緒目指す新たな仲間をお待ちしております。

〈備考〉諸会費、ユニフォーム代、テキスト代、保険料など別途
　　　必要。

詳細は令和5年度学生募集要項をご確認ください

HP

Mail
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〒422-8526 静岡市駿河区谷田52-1
TEL 054-264-5007
　　  https://www.u-shizuoka-ken.ac.jp
　　  nyus@u-shizuoka-ken.ac.jp

静岡県立大学 看護学部

交通アクセス

●草薙キャンパス
電車：JR東海道線「草薙駅」下車
徒歩15分または静岡鉄道「草薙
駅」若しくは「県立美術館前駅」下
車徒歩15分

●小鹿キャンパス
電車：JR東海道線「東静岡駅」下
車徒歩20分または静岡鉄道「柚
木駅」下車徒歩20分
バス：しずてつジャストラインJR
静岡駅（北口8番乗リ場）から「美
和大谷線（静岡大学または東大
谷方面）」で「小鹿局前」下車徒歩
3分またはJR静岡駅（南口21番乗
リ場）から「みなみ線（外回り)」で

「小鹿局前」下車徒歩3分

学費
（初年度）

県内 141,000円
県外 366,600円

535,800円

無

30名 前期85名、後期5名 若干名

125,321円（諸経費）

無

入学金

推薦 一般 社会人

本学のホームページをご覧ください。
https://www.u-shizuoka-ken.ac.jp/campuslife/tuition-
scholarship/scholarship/

令和4年11月2日（水）～11月9日（水） 令和5年1月23日（月）～2月3日（金） 令和4年8月23日（火）～8月26日（金）

令和4年12月1日（木） 前期　令和5年2月25日（土）
後期　令和5年3月12日（日）

令和4年9月24日（土）

奨学金制度

実験実習費授業料

施設設備費 その他

アルバイトはできます。ただし、実習などもあるので、修学上
無理のないよう、計画的に時間が余った場合やどうしても必
要な場合にのみ行うことをお薦めします。

アルバイト

令和4年度入学状況 120人（うち男子9人、社会人学生1人）

保健師・看護師国家試験受験資格、養護教諭2種
免許、第1種衛生管理者免許

資格取得

静岡市内を中心に静岡県全域の病院、保健福祉
施設、保健所、保健センター、訪問看護ステーショ
ンなど

県内外の総合病院、市町村保健師、大学院への進
学、静岡県立総合病院、静岡県立こども病院、静岡
市、本学大学院等

主な実習先

主な就職先

2023年入試

募集定員

応募資格

出願期間

選抜方法

入試日程

〈備考〉

詳細は2023年度学生募集要項をご確認ください

詳細は2023年度学生募集要項をご確認ください

HP

Mail

学校の方針
近年の保健医療を取り巻く情勢の変化や看護へのニーズに的確に対応できるよう、人間と健康に関する幅広い知識と技術
を有する人材の育成をめざしています。また、保健・医療・福祉全般にわたる高い見識と専門技術を有する人材育成のため
に、大学院看護学研究科を設置し、助産学専門分野では、助産師専門養成を行っています。

学部長の
言葉

看護とは、胎児から高齢者まで幅広い年代の人、家族、集団、コミュニティを対象に、身体の健康、心の健康、社会的な健康
を支えるケアを提供することを意味します。新しい時代になり看護学もIT化やグローバル化が進み、市民や患者の健康に関
するニーズも多様化する中、地域や日本で活躍する看護師を目指す方を歓迎します。
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〒422-8526 静岡市駿河区谷田52-1
TEL 054-264-5007
　　  https://www.u-shizuoka-ken.ac.jp
　　  nyus@u-shizuoka-ken.ac.jp

静岡県立大学 看護学部

交通アクセス

●草薙キャンパス
電車：JR東海道線「草薙駅」下車
徒歩15分または静岡鉄道「草薙
駅」若しくは「県立美術館前駅」下
車徒歩15分

●小鹿キャンパス
電車：JR東海道線「東静岡駅」下
車徒歩20分または静岡鉄道「柚
木駅」下車徒歩20分
バス：しずてつジャストラインJR
静岡駅（北口8番乗リ場）から「美
和大谷線（静岡大学または東大
谷方面）」で「小鹿局前」下車徒歩
3分またはJR静岡駅（南口21番乗
リ場）から「みなみ線（外回り)」で

「小鹿局前」下車徒歩3分

学費
（初年度）

県内 141,000円
県外 366,600円

535,800円

無

30名 前期85名、後期5名 若干名

125,321円（諸経費）

無

入学金

推薦 一般 社会人

本学のホームページをご覧ください。
https://www.u-shizuoka-ken.ac.jp/campuslife/tuition-
scholarship/scholarship/

令和4年11月2日（水）～11月9日（水） 令和5年1月23日（月）～2月3日（金） 令和4年8月23日（火）～8月26日（金）

令和4年12月1日（木） 前期　令和5年2月25日（土）
後期　令和5年3月12日（日）

令和4年9月24日（土）

奨学金制度

実験実習費授業料

施設設備費 その他

アルバイトはできます。ただし、実習などもあるので、修学上
無理のないよう、計画的に時間が余った場合やどうしても必
要な場合にのみ行うことをお薦めします。

アルバイト

令和4年度入学状況 120人（うち男子9人、社会人学生1人）

保健師・看護師国家試験受験資格、養護教諭2種
免許、第1種衛生管理者免許

資格取得

静岡市内を中心に静岡県全域の病院、保健福祉
施設、保健所、保健センター、訪問看護ステーショ
ンなど

県内外の総合病院、市町村保健師、大学院への進
学、静岡県立総合病院、静岡県立こども病院、静岡
市、本学大学院等

主な実習先

主な就職先

2023年入試

募集定員

応募資格

出願期間

選抜方法

入試日程

〈備考〉

詳細は2023年度学生募集要項をご確認ください

詳細は2023年度学生募集要項をご確認ください

HP

Mail

学校の方針
近年の保健医療を取り巻く情勢の変化や看護へのニーズに的確に対応できるよう、人間と健康に関する幅広い知識と技術
を有する人材の育成をめざしています。また、保健・医療・福祉全般にわたる高い見識と専門技術を有する人材育成のため
に、大学院看護学研究科を設置し、助産学専門分野では、助産師専門養成を行っています。

学部長の
言葉

看護とは、胎児から高齢者まで幅広い年代の人、家族、集団、コミュニティを対象に、身体の健康、心の健康、社会的な健康
を支えるケアを提供することを意味します。新しい時代になり看護学もIT化やグローバル化が進み、市民や患者の健康に関
するニーズも多様化する中、地域や日本で活躍する看護師を目指す方を歓迎します。
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〒420-0831 静岡市葵区水落町1-30
TEL 054-297-3200（代）
　　  https://www.tokoha-u.ac.jp
　　  https://info.tokoha-u.ac.jp（受験生サイト「トコナビ」）
　　  nyushi@tokoha-u.ac.jp

常葉大学 健康科学部 看護学科（静岡水落キャンパス）

交通アクセス

●JR静岡駅より徒歩15分
●静岡鉄道 新静岡駅より

徒歩10分

HP

Mail

学費
（初年度）

240,000円 950,000円

450,000円

【一般推薦入試】18名 【奨学生入試】16名（A：5名、B：11名）
【一般入試】30名（前期：25名、後期：5名）

【共通テストプラス入試】5名
【共通テスト利用入試】11名（前期：7名、後期：4名）

（諸会費として）40,000円

250,000円

入学金

推薦 一般

奨学生入試では授業料の全額または半額免除となる奨学生
A・奨学生Bを選抜します（奨学生合格でなくても、試験成績が
良好な場合は一般入試の合格者と同じ扱いを受けることがで
きます）。
また、一般入試［前期日程］、大学入学共通テスト試験利用入
試［前期日程］では、特別奨学生として成績上位者30名につい
て初年度納入金から200,000円を減免します。

令和4年10月14日（金）
～10月31日（月）

【奨学生入試】令和4年11月14日（月）～11月28日（月）
【一般入試（前期）、共通テストプラス入試、共通テスト利用入試（前期）】令和5年1月6日（金）～1月16日（月）
【一般入試（後期）、共通テスト利用入試（後期）】令和5年2月6日（月）～2月22日（水）

令和4年11月13日（日）

【奨学生入試】令和4年12月10日（土）
【一般入試（前期）】令和5年2月1日（水）、2日（木）
【共通テストプラス入試】一般入試（前期）を受験すること
【一般入試（後期）】令和5年3月7日（火）
【共通テスト利用入試（前期・後期）】個別試験なし

小論文、面接、調査書、推薦書等 筆記（マークシート方式） 詳細は入学試験要項をご確認ください

奨学金制度

実験実習費授業料

施設設備費 その他

令和4年度入学状況 86 人（うち男子12人、社会人学生0人）

看護師国家試験受験資格資格取得

静岡赤十字病院、静岡県立総合病院、静岡県立こ
ども病院、静岡県立こころの医療センター、静岡県
立静岡がんセンター、静岡市立静岡病院、静岡て
んかん・神経医療センター、静岡済生会総合病院
など

上記実習病院の他、藤枝市立総合病院、島田市立
総合医療センター、浜松医科大学医学部附属病
院、順天堂大学医学部附属静岡病院、NTT東日本
伊豆病院など

主な実習先

主な就職先

2023年入試

募集定員

応募資格

出願期間

選抜方法

入試日程

〈備考〉ユニフォーム代、テキスト代など（約110,000円）が
　　　別途必要。

詳細は入学試験要項をご確認ください

学科の方針

高い専門性と豊かな人間性をもつ看護師を育成します。
チーム医療の一員としてもさらに期待が高まっている看護師は、優れたコミュニケーション能力、幅広い教養、高度な専門
知識・技術が求められています。本学科は「看護師教育に特化したカリキュラム」により、時代が求める看護師としての専門
性および実践力を高めていきます。

学科長の
言葉

カリキュラムは、「知徳兼備」「未来志向」「地域貢献」の大学理念をふまえ、時代が求める専門性や実践力をもつ看護師教育
に特化しています。総合大学の強みを生かした全学共通科目、静岡理学療法学科との共通科目も特徴です。国家試験対策
も手厚く、少人数グループ制での教員サポートのもと、のびのびと学ぶことができます。
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〒431-3192 浜松市東区半田山1-20-1
TEL 053-435-2205
　　  https://www. hama-med.ac.jp/
　　  nyushi@hama-med.ac.jp

浜松医科大学 医学部看護学科

交通アクセス

●JR浜松駅北口バスター
ミナル13番ポールより
［50］市役所山の手医大
行き「医科大学」下車

学費
（初年度）

282,000円 535,800円

20名 40名 若干名

（諸経費として）131,480円

入学金

推薦 一般 社会人

なし

令和4年11月14日（月）
～令和4年11月22日（火）

令和5年1月23日（月）
～令和5年2月3日（金）

令和4年11月14日（月）
～令和4年11月22日（火）

令和5年2月4日（土） 令和5年2月25日（土） 令和5年2月4日（土）

大学入学共通テスト、小論文、面接 大学入学共通テスト、外国語（英語）、面接 小論文Ⅰ，Ⅱ、面接

奨学金制度

実験実習費授業料

施設設備費 その他

学務課学生支援係において、大学に寄せられた求人の紹介
を行っています。

アルバイト

令和4年度入学状況 60人（うち男子5人、社会人学生1人）

看護師及び保健師国家試験受験資格資格取得

本学附属病院、近隣の病院、保健福祉施設等で
領域別の臨地実習を行います。

浜松医科大学医学部附属病院、静岡県立総合病
院、浜松市役所（保健師）など

主な実習先

主な就職先

2023年入試

募集定員

応募資格

出願期間

選抜方法

入試日程

〈備考〉令和4年度実績

高等学校長の推薦を受け、本学の出願資格を
満たす者

大学入学共通テストを受験し、本学の出願資
格を満たす者

令和5年3月31日までに21歳に達し、職務経験
が3年以上になる者で、本学の出願資格を満
たす者

HP

Mail

学校の方針
本学の目的は、看護の実践・研究・教育分野において国内外で活躍できる人材を育成することにより、看護学の発展と人類
の健康増進並びに福祉に貢献することです。そのために、生命の尊厳を尊重する倫理観と豊かな人間性、科学的知識に裏
付けられた看護実践能力をもつ看護専門職を育成するための教育を日々行っております。

学長の
言葉

充実したきめ細かい個別指導、双方向性授業や学外実習等により、自律的学習能力を身に付け、現場で次々に生じる新た
な問題・課題に自分の力で挑み、解決できる能力を涵養しています。さらに、何より医療人として最も大切なコミュニケー
ション力や患者さんの気持ちに寄り添う「共感力」を持つ看護師の育成を目指しています。
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〒431-3192 浜松市東区半田山1-20-1
TEL 053-435-2205
　　  https://www. hama-med.ac.jp/
　　  nyushi@hama-med.ac.jp

浜松医科大学 医学部看護学科

交通アクセス

●JR浜松駅北口バスター
ミナル13番ポールより
［50］市役所山の手医大
行き「医科大学」下車

学費
（初年度）

282,000円 535,800円

20名 40名 若干名

（諸経費として）131,480円

入学金

推薦 一般 社会人

なし

令和4年11月14日（月）
～令和4年11月22日（火）

令和5年1月23日（月）
～令和5年2月3日（金）

令和4年11月14日（月）
～令和4年11月22日（火）

令和5年2月4日（土） 令和5年2月25日（土） 令和5年2月4日（土）

大学入学共通テスト、小論文、面接 大学入学共通テスト、外国語（英語）、面接 小論文Ⅰ，Ⅱ、面接

奨学金制度

実験実習費授業料

施設設備費 その他

学務課学生支援係において、大学に寄せられた求人の紹介
を行っています。

アルバイト

令和4年度入学状況 60人（うち男子5人、社会人学生1人）

看護師及び保健師国家試験受験資格資格取得

本学附属病院、近隣の病院、保健福祉施設等で
領域別の臨地実習を行います。

浜松医科大学医学部附属病院、静岡県立総合病
院、浜松市役所（保健師）など

主な実習先

主な就職先

2023年入試

募集定員

応募資格

出願期間

選抜方法

入試日程

〈備考〉令和4年度実績

高等学校長の推薦を受け、本学の出願資格を
満たす者

大学入学共通テストを受験し、本学の出願資
格を満たす者

令和5年3月31日までに21歳に達し、職務経験
が3年以上になる者で、本学の出願資格を満
たす者

HP

Mail

学校の方針
本学の目的は、看護の実践・研究・教育分野において国内外で活躍できる人材を育成することにより、看護学の発展と人類
の健康増進並びに福祉に貢献することです。そのために、生命の尊厳を尊重する倫理観と豊かな人間性、科学的知識に裏
付けられた看護実践能力をもつ看護専門職を育成するための教育を日々行っております。

学長の
言葉

充実したきめ細かい個別指導、双方向性授業や学外実習等により、自律的学習能力を身に付け、現場で次々に生じる新た
な問題・課題に自分の力で挑み、解決できる能力を涵養しています。さらに、何より医療人として最も大切なコミュニケー
ション力や患者さんの気持ちに寄り添う「共感力」を持つ看護師の育成を目指しています。
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〒433-8558 静岡県浜松市北区三方原町3453
TEL 053-439-1401
　　  https://www.seirei.ac.jp/
　　  cl-entrance@seirei.ac.jp

聖隷クリストファー大学 看護学部看護学科

交通アクセス

●JR浜松駅北口バスター
ミナル、遠州鉄道バス15
番のりば「聖隷三方原病
院経由気賀・三ヶ日行」
に乗車。「聖隷三方原病
院」下車（所要時間約45
分、）徒歩約3分。

学費
（初年度）

200,000円 1,589,000円

授業料に含む

8人 50人 60人 8人

教科書代（1年次春セメスター開講科目）
約40,000～60,000円、
看護実習用ユニフォーム・シューズ代
約21,000～25,000円等が必要となります。

授業料に含む

入学金

総合型 推薦 一般（前期） 一般（後期）

大学独自の奨学金（5種）、聖隷グループ奨学金（2種）、日本学
生支援機構第一・第二奨学金など

令和4年9月21日（水）～10月3日
（月）【消印有効】

令和4年11月1日（火）～11月9日
（水）【消印有効】

令和5年1月11日（水）～1月30日
（月）【消印有効】

令和5年2月14日（火）～2月24日
（金）【消印有効】

令和4年10月15日（土） 令和4年11月19日（土） 令和5年2月6日（月） 令和5年3月2日（木）

基礎学力試験、小論文、面接 小論文Ⅰ、小論文Ⅱ、面接 国 語  数 学・理 科・外 国 語 から3
教科3科目

国語（必須） 数学・理科・外国語
から2教科2科目、面接

奨学金制度

実験実習費授業料

施設設備費 その他

アルバイトや奨学金といった経済支援のことから、住まいや通学、
各種トラブルの対応まで、学生一人ひとりの学生生活の充実と安全
のために学生サービスセンターが幅広いサポートを行っています。
学生生活に関すること、何かわからないことが生じたり困ったりした
ときには、いつでも気軽に相談することができます。

アルバイト

令和4年度入学状況 160人（うち男子19人、社会人学生1人）

看護師国家試験受験資格、保健師国家試験受験
資格、養護教諭一種免許状

資格取得

聖隷三方原病院、聖隷浜松病院をはじめとする
聖隷関係施設、静岡県内の病院

聖隷三方原病院、聖隷浜松病院をはじめとする
聖隷関連施設、静岡県内の病院

主な実習先

主な就職先

2023年入試

募集定員

応募資格

出願期間

選抜方法

入試日程

学校の方針
「隣人愛」とは、「自分のようにあなたの隣人を愛しなさい」という聖書の教えに示された愛の心です。本学は、創立以来この隣人愛と生命の尊厳を

基本理念として、保健医療福祉・教育分野の専門職の育成に取り組んできました。先人たちによって示された愛と奉仕の精神を受け継ぎ、地域に
貢献し、国際社会においても活躍できる専門職者を育成しています。

学部長の
言葉

聖隷は看護教育を開始して2022年で70年の歴史、さらに大学教育に発展してからも30年の歴史があり、多数の卒業生・修了生を社会に送り出して
います。豊かな感性と勉学に対する意欲をもち、看護学の実践を通して、社会の役に立ちたい、夢を実現したいと考えている学生の皆さまを心から
歓迎します。

〈備考〉授業料は2期に分けて納付。

①高等学校もしくは中等教育学
校を卒業した者または2023年
3月卒業見込みの者

②高校生活において、学業・課外
活動・資格取得などに得意分
野をもち、それらを積極的にア
ピールできる者

③本学の教育方針に賛同し、本学
部を専願とする者

④心身ともに健康で、看護学に強
い興味と関心のある者

①高等学校もしくは中等教育学
校を2023年3月卒業見込みの
者

②本学の教育方針に賛同し、本学
部を専願とする者

③在学学校長の推薦を得た者
④調査書の全体の学習成績の状

況が3.8以上の者
⑤心身ともに健康で、看護学に強

い興味と関心のある者

①高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者または2023年3月卒業
見込みの者

② 通常の課程による12年の学校教育を修了した者または2023年3月修
了見込みの者

③学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者
と同等以上の学力があると認められる者または2023年3月31日まで
にこれに該当する見込みの者

HP

Mail
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湘南医療大学附属下田看護専門学校
〒415-0013 静岡県下田市柿崎289
TEL 0558-25-2211
　　  https://www.shimodakango.ac.jp/
　　  info@shimodakango.ac.jp

交通アクセス

●伊豆急行線「伊豆急下
田」駅下車
無料スクールバス8分

学費
（初年度）

100,000円 700,000円

200,000円

40人

入学金

推薦 一般

ふれあい奨学金（返済免除規定あり）、日本学生支援機構（給
付、貸与）、静岡県看護職員修学資金

評定平均値3.5以上である者、等

①令和4年9月20日（火）～10月11日（火）
②令和4年11月8日（火）～12月6日（火）
③令和5年1月24日（火）～2月14日（火）

①令和4年8月2日（火）～8月30日（火）
②令和4年9月20日（火）～10月11日（火）
③令和4年11月8日（火）～12月6日（火）
④令和5年1月4日（水）～1月17日（火）
⑤令和5年1月24日（火）～2月14日（火）

①令和4年10月15日（土）  ②令和4年12月10日（土）   
③令和5年2月18日（土）

①令和4年9月3日（土）  ②令和4年10月15日（土）   
③令和4年12月10日（土）  ④令和5年1月21日（土） 
⑤令和5年2月18日（土）

基礎学力（漢字・計算）、面接 基礎学力（漢字・計算）、面接

奨学金制度

実験実習費授業料

施設設備費 その他

許可制アルバイト

令和4年度入学状況 37人（うち男子9人、社会人学生4人）

看護師国家試験受験資格、保健師学校受験資格、
助産師学校受験資格、専門士（医療専門課程）

資格取得

康心会伊豆東部病院、ふれあい南伊豆ホスピタ
ル、湘南東部総合病院（神奈川県芽ヶ崎市）、訪問
看護ステーション南伊豆、ふれあいの下田  など
※ふれあいグループの基幹病院である湘南東部
総合病院での実習の際には、実習寮で生活するこ
とができます（賃料は学校が負担しています）。

ふれあい沼津ホスピタル、康心会伊豆東部病院、
ふれあい南伊豆ホスピタル、茅ヶ崎中央病院、茅ヶ
崎新北陵病院、湘南東部総合病院、康心会汐見台
病院、綾瀬厚生病院、ふれあい町田ホスピタル、ふ
れあい鶴見ホスピタル、さがみ野中央病院、静岡
市立静岡病院、静岡市立清水病院、川村病院、伊東
市民病院、リハビリテーション中伊豆温泉病院、下
田メディカルセンターほか

主な実習先

主な就職先

2023年入試

募集定員

応募資格

出願期間

選抜方法

入試日程

学校の方針
「看護師として調和のとれた成長」を教育の基礎に、豊かな人間性と総合的な専門知識・技術を身につけます。実践力を

養う実習は病院のほか幼稚園や老人施設でも実施。時代のニーズに対応した幅広い学びが特長です。本校の設立母体で
ある「ふれあいグループ」は病院や大学など計73の施設で医療・教育・福祉事業を展開しています。

学校長の
言葉

「人を尊び、命を尊び、個を敬愛す」を理念とし、すべての人間に対して深い愛情とやさしい思いやりの心を持った信頼され
る質の高い医療スペシャリストを社会へ送り出すことを目指しています。

〈備考〉

HP

Mail
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湘南医療大学附属下田看護専門学校
〒415-0013 静岡県下田市柿崎289
TEL 0558-25-2211
　　  https://www.shimodakango.ac.jp/
　　  info@shimodakango.ac.jp

交通アクセス

●伊豆急行線「伊豆急下
田」駅下車
無料スクールバス8分

学費
（初年度）

100,000円 700,000円

200,000円

40人

入学金

推薦 一般

ふれあい奨学金（返済免除規定あり）、日本学生支援機構（給
付、貸与）、静岡県看護職員修学資金

評定平均値3.5以上である者、等

①令和4年9月20日（火）～10月11日（火）
②令和4年11月8日（火）～12月6日（火）
③令和5年1月24日（火）～2月14日（火）

①令和4年8月2日（火）～8月30日（火）
②令和4年9月20日（火）～10月11日（火）
③令和4年11月8日（火）～12月6日（火）
④令和5年1月4日（水）～1月17日（火）
⑤令和5年1月24日（火）～2月14日（火）

①令和4年10月15日（土）  ②令和4年12月10日（土）   
③令和5年2月18日（土）

①令和4年9月3日（土）  ②令和4年10月15日（土）   
③令和4年12月10日（土）  ④令和5年1月21日（土） 
⑤令和5年2月18日（土）

基礎学力（漢字・計算）、面接 基礎学力（漢字・計算）、面接

奨学金制度

実験実習費授業料

施設設備費 その他

許可制アルバイト

令和4年度入学状況 37人（うち男子9人、社会人学生4人）

看護師国家試験受験資格、保健師学校受験資格、
助産師学校受験資格、専門士（医療専門課程）

資格取得

康心会伊豆東部病院、ふれあい南伊豆ホスピタ
ル、湘南東部総合病院（神奈川県芽ヶ崎市）、訪問
看護ステーション南伊豆、ふれあいの下田  など
※ふれあいグループの基幹病院である湘南東部
総合病院での実習の際には、実習寮で生活するこ
とができます（賃料は学校が負担しています）。

ふれあい沼津ホスピタル、康心会伊豆東部病院、
ふれあい南伊豆ホスピタル、茅ヶ崎中央病院、茅ヶ
崎新北陵病院、湘南東部総合病院、康心会汐見台
病院、綾瀬厚生病院、ふれあい町田ホスピタル、ふ
れあい鶴見ホスピタル、さがみ野中央病院、静岡
市立静岡病院、静岡市立清水病院、川村病院、伊東
市民病院、リハビリテーション中伊豆温泉病院、下
田メディカルセンターほか

主な実習先

主な就職先

2023年入試

募集定員

応募資格

出願期間

選抜方法

入試日程

学校の方針
「看護師として調和のとれた成長」を教育の基礎に、豊かな人間性と総合的な専門知識・技術を身につけます。実践力を

養う実習は病院のほか幼稚園や老人施設でも実施。時代のニーズに対応した幅広い学びが特長です。本校の設立母体で
ある「ふれあいグループ」は病院や大学など計73の施設で医療・教育・福祉事業を展開しています。

学校長の
言葉

「人を尊び、命を尊び、個を敬愛す」を理念とし、すべての人間に対して深い愛情とやさしい思いやりの心を持った信頼され
る質の高い医療スペシャリストを社会へ送り出すことを目指しています。

〈備考〉

HP

Mail

22

CMYK 2022.09.28

独立行政法人国立病院機構

静岡医療センター附属静岡看護学校
〒411-0905 駿東郡清水町長沢762-1
TEL 055-976-5455
　　  https：//shizuoka-mc.hosp.go.jp/school/
　　  310-izumi@mail.hosp.go.jp

交通アクセス

●JJR三島駅またはJR沼津
駅からバスで約20分
静岡医療センター下車

学費
（初年度）

180,000円 400,000円

80人

約270,000円（教材費として）

入学金

推薦(指定校) 社会人 一般（A日程） 一般（B日程）

日本学生支援機構、静岡県看護職員修学資金、静岡県看護
協会など

各高校にご確認ください 入学案内・募集要項をご確認ください

令和4年9月14日（水）
～9月30日（金）

令和4年9月14日（水）
～9月30日（金）

令和4年10月31日（月）
～11月24日（木）

令和4年12月2日（金）
～12月26日（月）

令和４年10月21日（金） 令和４年10月21日（金） 令和４年12月1日（木） 令和５年1月12日（木）

小論文・面接 学科試験（国語・数学）、面接 学科試験（英語・国語・数学）、面接

奨学金制度

実験実習費授業料

施設設備費 その他

学業に影響がない範囲及び感染リスクが低い場合は届出に
て実施しています

アルバイト

令和4年度入学状況 80人（うち男子11人、社会人学生12人）

看護師国家試験受験資格 保健師助産師学校受
験資格 大学等の編入資格

資格取得

静岡医療センター、静岡てんかん・神経医療セン
ター他近隣病院

静岡医療センター、県内及び近隣県の国立病院機
構の病院、県内公立病院

主な実習先

主な就職先

2023年入試

募集定員

応募資格

出願期間

選抜方法

入試日程

〈備考〉教材費等：テキスト、血圧計等、白衣リース、健康診
断、損害保険料など

HP

Mail

学校の方針
人を愛し、人に優しく、人を尊重し、そして命を大切にすることができる看護師を育てます。
日本最大の医療ネットワークを活かしたカリキュラムで、独立行政法人国立病院機構及び社会に貢献しうる有能な人材を
育成します。

学校長の
言葉

本校は静岡医療センターを母体病院とする学校です。他の国立病院機構病院との連携や地域のご協力を得て質の高い
看護教育を実践しています。熱意に溢れる我々と共に看護を学び、あなたの夢を実現しましょう。
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静岡県立看護専門学校
〒411-0905 静岡県駿東郡清水町長沢212-1
TEL 055-971-2135
　　  http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-870/
　　  kango-somu@pref.shizuoka.lg.jp

交通アクセス

●JR沼津駅南口バス停に
て「旧道経由三島駅行」
乗車約15分、「長沢」バス
停下車 徒歩約5分 

●JR三島駅南口バス停に
て「旧道経由沼津駅行」
乗車約15分、「長沢」バス
停下車 徒歩約5分 

学費
（初年度）

0円 172，000円

ユニフォーム代
看護1学科、看護2学科

約60，000円

約40名 約40名 40人

後援会費（10，000円／年）
実習先への交通費

看護1学科
約200,000円

看護2学科
約150，000円

入学金

看護1学科推薦 看護１学科一般 看護2学科一般

専門実践教育訓練給付制度、静岡県看護職員修学資金、日本
学生支援機構奨学金、静岡県看護協会看護師修学金

・令和5年3月に静岡県内の高等学校を卒
業見込みの者で、本人又は、保護者が令
和4年4月1日以前から静岡県に在住して
いる者

・高等学校の評定平均が3.2以上の者

・高等学校又は中等教育学校を卒業又は
令和5年3月に卒業見込みの者

・高等学校衛生看護科を卒業又は令和5年
3月に卒業見込みの准看護師

・高等学校又は中等教育学校を卒業又は
令和5年3月に卒業見込みの准看護師

令和4年9月7日（水）～
令和4年9月21日（水）

令和4年11月25日（金）～
令和4年12月9日（金）

令和4年11月25日（金）～
令和4年12月9日（金）

令和4年10月7日（金）
学科試験：令和5年1月13日（金）
面接試験：令和5年1月27日（金）

令和5年1月13日（金）

出願書類及び学科試験（国語、数学）
個別面接

一次　学科試験（国語、数学、英語）
二次　個別面接

出願書類及び学科試験
（国語、数学、基礎看護等）

個別面接

奨学金制度

実験実習費授業料

施設設備費 その他

コロナ禍以前は、学業に支障がない範囲で、届出及び教員と
の面談により認めていましたが、現在は、実習病院からの求
めもあり、感染症対策として、原則禁止としています。

アルバイト

令和4年度入学状況 51人（うち男子6人、社会人学生13人）

看護師国家試験受験資格、
保健師助産師学校受験資格資格取得

沼津市立病院、聖隷沼津病院、富士宮市立病院、
三島総合病院、熱海所記念病院、伊豆保健医療セ
ンター、伊東市民病院、共立蒲原総合病院、西島病
院、岡村記念病院、裾野赤十字病院、伊豆赤十字
病院、三島中央病院、富士いきいき病院

聖隷沼津病院、岡村記念病院、国際医療福祉大学
熱海病院、伊東市民病院、三島中央病院、三島総
合病院、共立蒲原総合病院、富士宮市立病院、沼
津市立病院

主な実習先

主な就職先

2023年入試

募集定員

応募資格

出願期間

選抜方法

入試日程

学校の特徴

県内唯一の県立看護専門学校として、地域医療を支える看護師、助産師を育てます。
●看護師輩出数県内トップクラス！　●創立49年 県内唯一の県立校　●地域密着　●多くの施設で臨地実習が可能
★令和３年度は看護師国家試験合格率100％！
卒業生全員が看護師、助産師の資格を取得し、希望就職先等の進路に進んでいます。　

学校長の
言葉

本校はこれまで、地域医療の担い手となる、質の高い看護師、助産師の育成を目標に、看護教育に取り組み、3,800人を
超える卒業生が県東部地域を中心に、医療、保健、福祉の分野で活躍しています。平成31年には県東部地域初の助産学科を
開設し、助産師養成に取り組んでいます。看護師、助産師を目指す皆さんの夢を、熱意あふれる教員が全力で支援します。
夢の実現に向けて、共に学びましょう。

〈備考〉

HP

Mail
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静岡県立看護専門学校
〒411-0905 静岡県駿東郡清水町長沢212-1
TEL 055-971-2135
　　  http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-870/
　　  kango-somu@pref.shizuoka.lg.jp

交通アクセス

●JR沼津駅南口バス停に
て「旧道経由三島駅行」
乗車約15分、「長沢」バス
停下車 徒歩約5分 

●JR三島駅南口バス停に
て「旧道経由沼津駅行」
乗車約15分、「長沢」バス
停下車 徒歩約5分 

学費
（初年度）

0円 172，000円

ユニフォーム代
看護1学科、看護2学科

約60，000円

約40名 約40名 40人

後援会費（10，000円／年）
実習先への交通費

看護1学科
約200,000円

看護2学科
約150，000円

入学金

看護1学科推薦 看護１学科一般 看護2学科一般

専門実践教育訓練給付制度、静岡県看護職員修学資金、日本
学生支援機構奨学金、静岡県看護協会看護師修学金

・令和5年3月に静岡県内の高等学校を卒
業見込みの者で、本人又は、保護者が令
和4年4月1日以前から静岡県に在住して
いる者

・高等学校の評定平均が3.2以上の者

・高等学校又は中等教育学校を卒業又は
令和5年3月に卒業見込みの者

・高等学校衛生看護科を卒業又は令和5年
3月に卒業見込みの准看護師

・高等学校又は中等教育学校を卒業又は
令和5年3月に卒業見込みの准看護師

令和4年9月7日（水）～
令和4年9月21日（水）

令和4年11月25日（金）～
令和4年12月9日（金）

令和4年11月25日（金）～
令和4年12月9日（金）

令和4年10月7日（金）
学科試験：令和5年1月13日（金）
面接試験：令和5年1月27日（金）

令和5年1月13日（金）

出願書類及び学科試験（国語、数学）
個別面接

一次　学科試験（国語、数学、英語）
二次　個別面接

出願書類及び学科試験
（国語、数学、基礎看護等）

個別面接

奨学金制度

実験実習費授業料

施設設備費 その他

コロナ禍以前は、学業に支障がない範囲で、届出及び教員と
の面談により認めていましたが、現在は、実習病院からの求
めもあり、感染症対策として、原則禁止としています。

アルバイト

令和4年度入学状況 51人（うち男子6人、社会人学生13人）

看護師国家試験受験資格、
保健師助産師学校受験資格資格取得

沼津市立病院、聖隷沼津病院、富士宮市立病院、
三島総合病院、熱海所記念病院、伊豆保健医療セ
ンター、伊東市民病院、共立蒲原総合病院、西島病
院、岡村記念病院、裾野赤十字病院、伊豆赤十字
病院、三島中央病院、富士いきいき病院

聖隷沼津病院、岡村記念病院、国際医療福祉大学
熱海病院、伊東市民病院、三島中央病院、三島総
合病院、共立蒲原総合病院、富士宮市立病院、沼
津市立病院

主な実習先

主な就職先

2023年入試

募集定員

応募資格

出願期間

選抜方法

入試日程

学校の特徴

県内唯一の県立看護専門学校として、地域医療を支える看護師、助産師を育てます。
●看護師輩出数県内トップクラス！　●創立49年 県内唯一の県立校　●地域密着　●多くの施設で臨地実習が可能
★令和３年度は看護師国家試験合格率100％！
卒業生全員が看護師、助産師の資格を取得し、希望就職先等の進路に進んでいます。　

学校長の
言葉

本校はこれまで、地域医療の担い手となる、質の高い看護師、助産師の育成を目標に、看護教育に取り組み、3,800人を
超える卒業生が県東部地域を中心に、医療、保健、福祉の分野で活躍しています。平成31年には県東部地域初の助産学科を
開設し、助産師養成に取り組んでいます。看護師、助産師を目指す皆さんの夢を、熱意あふれる教員が全力で支援します。
夢の実現に向けて、共に学びましょう。

〈備考〉

HP

Mail
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沼津市立看護専門学校
〒410-0873 沼津市大諏訪46番地
TEL 055-951-3500
　　  https://www.city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/kyoiku/kango/index.htm
　　  kango@city.numazu.lg.jp

交通アクセス

●JR片浜駅から約1km（徒
歩15分）

●JR沼津駅から約3km（富
士急行バス9番乗場から
東田子の浦駅／原団地
／市立病院／ららぽーと
方面行き、大諏訪バス停
下車）所要時間約15分

学費
（初年度）

なし 102,000円(年間)

なし

備考欄参照

入学金

推薦 一般

独立行政法人日本学生支援機構　奨学金
公益社団法人静岡県看護協会　看護師等修学金貸与金
静岡県　看護職員修学資金貸付金

高等学校卒業者及び令和5年3月卒業見込者又は同等以上の学力があると認められる者

令和4年9月16日（金）～9月30日(金)

令和4年10月17日（月）

書類審査・学科試験（国・数）・面接

令和4年11月25日(金)～12月9日（金）

一次試験　令和5年1月6日(金)
二次試験　令和5年1月17日(火)

書類審査・学科試験（国・英・数）・面接（集団・個人）

奨学金制度

実験実習費授業料

施設設備費 その他

学業を第一に学生生活を送っていただくことを望んでいま
すので、学業に支障のない範囲でスケジュール管理ができる
ことを前提として許可となる場合があります。

〈備考〉教科書代約250,000円(3年間)、諸経費等約250,000円
(3年間)その他行事及び演習等の費用負担あり。

アルバイト

令和4年度入学状況 32人（うち男子3人、社会人学生5人）

看護師国家試験受験資格
保健師、助産師養成機関の受験資格
大学等への編入学資格

資格取得

沼津市立病院　精神看護学は沼津中央病院、保
育所や老人保健・福祉施設及び訪問看護ステー
ションや保健センター等ほとんどが沼津市内の
病院や施設及び事業所

沼津市立病院を中心とした市内医療機関及び
静岡県東部地域の医療機関

主な実習先

主な就職先

2023年入試

募集定員

応募資格

出願期間

選抜方法

入試日程

30人の60%程度 30人（推薦入試を含む。）

HP

Mail

学校の方針
人々が健やかに生きるための支援者として、生命の尊厳といつくしみの心を基盤とした人間性を育み、社会に貢献できる
看護師の育成を目指しています。また、1学年30名という少人数制で学生個々にきめ細やかな指導を行うとともに、主体的
に学ぶ意欲と想像力を育てる教育を目指します。

学校長の
言葉

医療の著しい進歩と高齢化社会により、看護師の役割はますます大きくなっています。
日々進歩する医療分野では、質の高い医療技術とともに思いやりのある温かい看護が求められています。沼津市立看護専
門学校では、多様化する医療ニーズに対応できる高度の知識と技術を習得し、生命の大切さと人間愛を基盤とした人間性
豊かな看護師の育成に努めます。
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御殿場看護学校
〒412-0045 静岡県御殿場市川島田198番地の3
TEL 0550-84-5200
　　  https://www. gotenbakango.ac.jp/
　　  info@gotenbakango.ac.jp

交通アクセス

●JR御殿場駅から徒歩15分
●御殿場看護学校前バス
停下車0分
自家用車通学可能です。

学費
（初年度）

250,000円 600,000円

0円

定員（36名）の半数程度 定員（36名）の半数程度 若干名

（ユニフォーム、教科書代等として）
350,000円

0円

入学金

学校長推薦 自己推薦 第１回一般 第２回一般

静岡県修学資金・御殿場市修学資金・駿東郡小山町修学資
金・御殿場市医師会病院部会・静岡県看護協会修学資金

令和5年3月に高等学校を卒業見
込の人で、在学中の学業成績（全
体の評定平均値）が3.4以上であ
り、入学試験に合格した場合は、必
ず本校に入学し、静岡県東部の保
健医療に貢献する意欲がある人。

①高等学校を卒業した人。
②高等学校卒業同等程度の資格
を取得又は取得見込の人。
③入学試験に合格したときは、必
ず本校に入学する人。
④看護職として静岡県東部の保健
医療に貢献する意思がある人。

①令和5年3月に高等学校を卒業
見込の人。
②高等学校を卒業した人。
③高等学校卒業同等程度の資格
を取得又は取得見込の人。
④看護職として、社会に貢献する
意思がある人。

①令和5年3月に高等学校を卒業
見込の人。
②高等学校を卒業した人。
③高等学校卒業同等程度の資格
を取得又は取得見込の人。
④看護職として、社会に貢献する
意思がある人。

令和4年9月12日（月）～9月26日（月）【当日消印有効】
令和4年11月14日（月）～11月28
日（月）【当日消印有効】

令和5年2月22日（水）～3月1日
（水）【当日消印有効】

令和4年10月6日（木） 令和4年12月10日（土） 令和5年3月11日（土）

筆記試験（古文・漢文除く国語総合）、面接
筆記試験（古文・漢文除く国語総
合、数学Ⅰ）、面接

筆記試験（国語総合、数学Ⅰ、
一般教養を合わせたもの）、面接

奨学金制度

実験実習費授業料

施設設備費 その他

原則禁止アルバイト

令和4年度入学状況 32人（うち男子6人、社会人学生13人）

看護師国家試験受験資格資格取得

富士病院、フジ虎ノ門整形外科病院、岡村記念
病院ほか

富士病院、フジ虎ノ門整形外科病院、神山復生
病院ほか

主な実習先

主な就職先

2023年入試

募集定員

応募資格

出願期間

選抜方法

入試日程

〈備考〉

HP

Mail

学校の方針
根拠に基づいた実践的な看護技術教育
地域に根ざした看護師教育

学校長の
言葉

君たちの笑顔が、優しさが、患者にとって一筋の希望になる。時にはもがき、悩み、苦しむこともあるでしょう。それらの経験
は将来必ず看護の現場で役立ちます。多くの人と出会い、学ぶことで、専門的な知識や技術だけではなく、心も豊かな看護
師となってほしい。皆さんの熱意や涙すべてを歓迎します。
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御殿場看護学校
〒412-0045 静岡県御殿場市川島田198番地の3
TEL 0550-84-5200
　　  https://www. gotenbakango.ac.jp/
　　  info@gotenbakango.ac.jp

交通アクセス

●JR御殿場駅から徒歩15分
●御殿場看護学校前バス
停下車0分
自家用車通学可能です。

学費
（初年度）

250,000円 600,000円

0円

定員（36名）の半数程度 定員（36名）の半数程度 若干名

（ユニフォーム、教科書代等として）
350,000円

0円

入学金

学校長推薦 自己推薦 第１回一般 第２回一般

静岡県修学資金・御殿場市修学資金・駿東郡小山町修学資
金・御殿場市医師会病院部会・静岡県看護協会修学資金

令和5年3月に高等学校を卒業見
込の人で、在学中の学業成績（全
体の評定平均値）が3.4以上であ
り、入学試験に合格した場合は、必
ず本校に入学し、静岡県東部の保
健医療に貢献する意欲がある人。

①高等学校を卒業した人。
②高等学校卒業同等程度の資格
を取得又は取得見込の人。
③入学試験に合格したときは、必
ず本校に入学する人。
④看護職として静岡県東部の保健
医療に貢献する意思がある人。

①令和5年3月に高等学校を卒業
見込の人。
②高等学校を卒業した人。
③高等学校卒業同等程度の資格
を取得又は取得見込の人。
④看護職として、社会に貢献する
意思がある人。

①令和5年3月に高等学校を卒業
見込の人。
②高等学校を卒業した人。
③高等学校卒業同等程度の資格
を取得又は取得見込の人。
④看護職として、社会に貢献する
意思がある人。

令和4年9月12日（月）～9月26日（月）【当日消印有効】
令和4年11月14日（月）～11月28
日（月）【当日消印有効】

令和5年2月22日（水）～3月1日
（水）【当日消印有効】

令和4年10月6日（木） 令和4年12月10日（土） 令和5年3月11日（土）

筆記試験（古文・漢文除く国語総合）、面接
筆記試験（古文・漢文除く国語総
合、数学Ⅰ）、面接

筆記試験（国語総合、数学Ⅰ、
一般教養を合わせたもの）、面接

奨学金制度

実験実習費授業料

施設設備費 その他

原則禁止アルバイト

令和4年度入学状況 32人（うち男子6人、社会人学生13人）

看護師国家試験受験資格資格取得

富士病院、フジ虎ノ門整形外科病院、岡村記念
病院ほか

富士病院、フジ虎ノ門整形外科病院、神山復生
病院ほか

主な実習先

主な就職先

2023年入試

募集定員

応募資格

出願期間

選抜方法

入試日程

〈備考〉

HP

Mail

学校の方針
根拠に基づいた実践的な看護技術教育
地域に根ざした看護師教育

学校長の
言葉

君たちの笑顔が、優しさが、患者にとって一筋の希望になる。時にはもがき、悩み、苦しむこともあるでしょう。それらの経験
は将来必ず看護の現場で役立ちます。多くの人と出会い、学ぶことで、専門的な知識や技術だけではなく、心も豊かな看護
師となってほしい。皆さんの熱意や涙すべてを歓迎します。
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中　央
小学校県立富士

高等学校

堅
堀
駅

至東名富士IC

富　士
市役所米之宮神社

富士郵便局

富士駅

至静岡

至静岡 JR東海道本線

青葉通り

旧国道1号線

GS

JR身延線

富士市立
中央病院

県
富
士

総
合
庁
舎

至沼津

至東京

至新富士駅

ロ
ゼ
シ
ア
タ
ー

フ
ィ
ラ
ン
セ

潤井川

富士中央小前

富士市立看護専門学校
〒416-0904 静岡県富士市本市場新田111番地1
TEL 0545-64-3131
　　  https://www.fujikango.ac.jp
　　  ho-kango@div.city.fuji.shizuoka.jp

交通アクセス

●JR竪堀駅から徒歩15分
●JR富士駅から徒歩25分、
タクシー5分

学費
（初年度）

0円 156,000円

0円

40人

約50,000円

入学金

指定校推薦 公募型推薦 一般

（独法）日本学生支援機構奨学金、教育訓練給付制度指定校

詳細は本校の募集要項をご覧ください

令和4年10月3日（月）～令和4年10月13日（木）【消印有効】
令和4年11月21日（月）～
令和4年12月2日（金）【消印有効】

令和4年11月2日（水）
（1次）令和4年12月22日（木）
（2次）令和5年1月20日（金）

面接・総合評価（推薦書、調査書） 学科試験・面接・総合評価（推薦書、調査書）
（1次）学科試験・小論文
（2次）面接

奨学金制度

実験実習費授業料

施設設備費 その他

許可制、要相談アルバイト

令和4年度入学状況 39人（うち男子1人、社会人学生5人）

看護師国家試験受験資格資格取得

富士市立中央病院など富士・富士宮地域の医療
機関など

富士市立中央病院、富士宮市立病院など

主な実習先

主な就職先

2023年入試

募集定員

応募資格

出願期間

選抜方法

入試日程

〈備考〉教科書・実習衣代・保険料・国家試験模擬試験料等も
別途かかります

HP

Mail

学校の方針 ひとりひとりを大切に育み、看護の喜びを実感できる教育を目指す

副校長の
言葉

看護師には、関係を築く力、考える力、実践する力、連携・協働する力、倫理的な力、自己研鑽する力が必要です。本校では
このような力をつけるため、ICTの活用やアクティブラーニングを積極的に取り入れ、地域の方々が安心して暮らせるまち
づくりの一端を担える人材育成に努めていきたいと考えます。
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JA静岡厚生連するが看護専門学校
〒421-3306 富士市中之郷2500番地の1
TEL 0545-56-0550
　　  https://k-suruga.ja-shizuoka.or.jp/
　　  ja-surugakango@ksu.ja-shizuoka.or.jp

交通アクセス

●JR富士川駅から徒歩10
～15分

学費
（初年度）

100,000円 400,000円

150,000円

35人

30,000円（教材費として）

0円

入学金

社会人 推薦 一般Ⅰ期 一般Ⅱ期

JA静岡厚生連 月額40,000円

1.高等学校を卒業又は同等以上
の学力が認められる者

2.社会人経験を有する者
3.本校合格後は必ず入学する者

1.高等学校・専門学校・短大・大学
等を令和5年3月卒業見込みの
者で、学校長又は学部長等が責
任をもって推薦する者

2.本校合格後は必ず入学する者

高等学校卒業、令和５年３月卒
業見込み又は同等以上の学力を
有する者

高等学校卒業、令和５年３月卒
業見込み又は同等以上の学力を
有する者

令和4年10月11日（火）
～10月25日（火）

令和4年10月11日（火）
～10月25日（火）

令和4年12月12日（月）
～令和5年1月6日（金）

令和5年2月6日（月）
～2月17日（金）

令和4年11月9日（水） 令和4年11月9日（水） 一次試験：令和5年1月17日（火）
二次試験：令和5年1月31日（火）

令和5年2月24日（金）

国語(現代文)
小論文・個人面接

国語(現代文)
小論文・個人面接

一次試験：国語（現代文）・コミュ
ニケーション英語Ⅰ・
数学Ⅰ・小論文

二次試験：個人面接（一次試験合
格者のみ）

国語(現代文)
小論文・個人面接

奨学金制度

実験実習費授業料

施設設備費 その他

学校長の許可を得れば可能ではあるが、学業（授業態度や
学科成績）に問題が生じた場合は禁止となる。

アルバイト

令和4年度入学状況 34人（うち男子4人、社会人学生0人）

看護師国家試験受験資格資格取得

JA静岡厚生連　関連病院
（遠州病院・静岡厚生病院・清水厚生病院・
リハビリテーション中伊豆温泉病院）

JA静岡厚生連　関連病院
（遠州病院・静岡厚生病院・清水厚生病院・
リハビリテーション中伊豆温泉病院）

主な実習先

主な就職先

2023年入試

募集定員

応募資格

出願期間

選抜方法

入試日程

〈備考〉上記の他に通学時や実習時交通費、電子教科書代やタブ
レット端末代、国家試験対策費などが別途必要となります。

HP

Mail

学校の方針
【教育理念】豊かな感性と誠実な人間性・倫理的態度を基盤とした生命に対する深い畏敬の念をもち、地域の保健・医療・

福祉の分野で看護の専門職業人として温かい看護を実践するために、主体的に学ぶ人材を育成する。

学校長の
言葉

するが看護専門学校は、地域に根ざし温かい看護を実践する看護師を養成しています。講義・演習・実習に加え、リエゾン
活動を取り入れ、対人関係を学びながら人として成長できるように支援していきます。
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JA静岡厚生連するが看護専門学校
〒421-3306 富士市中之郷2500番地の1
TEL 0545-56-0550
　　  https://k-suruga.ja-shizuoka.or.jp/
　　  ja-surugakango@ksu.ja-shizuoka.or.jp

交通アクセス

●JR富士川駅から徒歩10
～15分

学費
（初年度）

100,000円 400,000円

150,000円

35人

30,000円（教材費として）

0円

入学金

社会人 推薦 一般Ⅰ期 一般Ⅱ期

JA静岡厚生連 月額40,000円

1.高等学校を卒業又は同等以上
の学力が認められる者

2.社会人経験を有する者
3.本校合格後は必ず入学する者

1.高等学校・専門学校・短大・大学
等を令和5年3月卒業見込みの
者で、学校長又は学部長等が責
任をもって推薦する者

2.本校合格後は必ず入学する者

高等学校卒業、令和５年３月卒
業見込み又は同等以上の学力を
有する者

高等学校卒業、令和５年３月卒
業見込み又は同等以上の学力を
有する者

令和4年10月11日（火）
～10月25日（火）

令和4年10月11日（火）
～10月25日（火）

令和4年12月12日（月）
～令和5年1月6日（金）

令和5年2月6日（月）
～2月17日（金）

令和4年11月9日（水） 令和4年11月9日（水） 一次試験：令和5年1月17日（火）
二次試験：令和5年1月31日（火）

令和5年2月24日（金）

国語(現代文)
小論文・個人面接

国語(現代文)
小論文・個人面接

一次試験：国語（現代文）・コミュ
ニケーション英語Ⅰ・
数学Ⅰ・小論文

二次試験：個人面接（一次試験合
格者のみ）

国語(現代文)
小論文・個人面接

奨学金制度

実験実習費授業料

施設設備費 その他

学校長の許可を得れば可能ではあるが、学業（授業態度や
学科成績）に問題が生じた場合は禁止となる。

アルバイト

令和4年度入学状況 34人（うち男子4人、社会人学生0人）

看護師国家試験受験資格資格取得

JA静岡厚生連　関連病院
（遠州病院・静岡厚生病院・清水厚生病院・
リハビリテーション中伊豆温泉病院）

JA静岡厚生連　関連病院
（遠州病院・静岡厚生病院・清水厚生病院・
リハビリテーション中伊豆温泉病院）

主な実習先

主な就職先

2023年入試

募集定員

応募資格

出願期間

選抜方法

入試日程

〈備考〉上記の他に通学時や実習時交通費、電子教科書代やタブ
レット端末代、国家試験対策費などが別途必要となります。

HP

Mail

学校の方針
【教育理念】豊かな感性と誠実な人間性・倫理的態度を基盤とした生命に対する深い畏敬の念をもち、地域の保健・医療・

福祉の分野で看護の専門職業人として温かい看護を実践するために、主体的に学ぶ人材を育成する。

学校長の
言葉

するが看護専門学校は、地域に根ざし温かい看護を実践する看護師を養成しています。講義・演習・実習に加え、リエゾン
活動を取り入れ、対人関係を学びながら人として成長できるように支援していきます。
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静岡市立清水看護専門学校
〒424-0911 静岡市清水区宮加三1221番地の5
TEL 054-336-1136
　　  https://www.city.shizuoka.lg.jp/601_000017.html
　　  smz-kango@city.shizuoka.lg.jp

交通アクセス

●JR清水駅よりしずてつ
ジャストライン「静岡市
立清水病院」（概ね20～
25分）下車 徒歩3分

学費
（初年度）

なし 172,000円

40名（推薦入学を含む） 10名（推薦入学を含む）

（教科書代など）
360,000円

（教科書代など）
420,000円

入学金

推薦（看護学科） 一般（看護学科） 推薦（助産学科） 一般（助産学科）

独自の制度はありませんが、「日本学生支援機構奨学金」「静
岡市立清水病院看護師等修学資金」などの奨学金を利用して
いる学生がいます。

詳細は本校の募集要項をご覧ください

令和4年10月17日（月）～
11月1日（火）

令和4年12月1日（木）～
12月22日（木）

令和4年8月15日（月）～
9月1日（木）

令和4年9月27日（火）～
10月14日（金）

令和4年11月9日（水）
一次：令和5年1月10日（火）
二次：令和5年1月24日（火）

令和4年9月10日（土） 令和4年10月29日（土）

詳細は本校の募集要項をご覧ください

奨学金制度

実験実習費授業料

施設設備費 その他（看護学科） その他（助産学科）

要相談アルバイト

令和4年度入学状況 看護学科：39人（うち男子4人、社会人学生2人）
助産学科：8人（うち社会人学生2人）

看護学科：看護師国家試験受験資格
助産学科：助産師国家試験受験資格、受胎調節実

地指導員の申請資格、新生児蘇生法
「専門」コース（A）コース修了認定

資格取得

静岡市立清水病院他

静岡市立清水病院他

主な実習先

主な就職先

2023年入試

募集定員

応募資格

出願期間

選抜方法

入試日程

〈備考〉その他には、教科書代以外に電子端末、ユニホーム代、
後援会費、傷害保険料、授業資料印刷などを含みます。

HP

Mail

学校の方針
平成7年度に清水区に開校し、令和元年より助産学科を新設しています。変化する状況の中で、対象のねがう生活に向けて
看護を創造していける人材を育成しています。他の職種を学ぶ学生と交流する機会をつくり、チームで協働できる倫理観・
自己教育力の高い実践教育を行っています。2学科あるよさを活かせるのも魅力です。

学校長の
言葉

看護師の職域は認定看護師などの資格も増加し、予防、訪問看護、多様な施設でチーム医療の一員としての役割は大きく
なっています。本校は、日本平の麓に位置し、二次救急から回復期リハビリまで広範囲な診療を行う静岡市立清水病院に
隣接しています。この学習環境の中で、ともに学びましょう。入学を心よりお待ちしています。
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静岡市立静岡看護専門学校
〒422-8074静岡市駿河区南八幡町8番1号
TEL 054-288-1230
　　  https://www.city.shizuoka.lg.jp/475_000081.html
　　  szk-kango@city.shizuoka.lg.jp

交通アクセス

●JR静岡駅からバス乗車
10～15分

学費
（初年度）

0円 年172,000円

0円

40人

教科書代など  約360,000円

0円

入学金

推薦 一般

高等教育修学支援新制度対象校。就職希望病院等の修学資
金制度など利用可能。

1.高等学校を卒業見込みの者
2.調査書の評定平均値が3.6以上
3.高等学校長が責任をもって推薦できる者
4.合格した場合、必ず入学する

1.高等学校を卒業又は卒業見込みの者
2.文部科学大臣が１と同等以上の学力を有すると認定した者

令和4年10月13日（木）～10月28日（金） 令和4年12月1日（木）～12月22日（木）

令和4年11月9日（水）
令和5年1月10日（火）（学科試験）
令和5年1月11日（水）（面接試験）

国語総合（現代文のみ）
コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ（リスニングを除く）
面接（看護師としての適格性）

国語総合（現代文のみ）
コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ（リスニングを除く）
数学Ⅰ・Ａ（数学Ａは場合の数と確率、整数の性質、図形の性質の3項
目から2項目を選択）
面接（看護師としての適格性）

奨学金制度

実験実習費授業料

施設設備費 その他

学業に差し支えなければ可能。アルバイト

令和4年度入学状況 41人（うち男子1人）

看護師国家試験受験資格資格取得

静岡市立静岡病院

静岡市立静岡病院
静岡赤十字病院
静岡県立総合病院、静岡県立こども病院、静岡県
立こころの医療センター、
静岡てんかん・神経医療センター

主な実習先

主な就職先

2023年入試

募集定員

応募資格

出願期間

選抜方法

入試日程

学校の方針
静岡市に設置された52年の歴史をもつ3年課程の看護専門学校です。教育目的は、人々がもつ健康の願いに寄り添い、より
よい暮らしの実現に向けて看護の質を追求し続ける実践者の育成です。ナイチンゲール看護論を基盤に三重の関心－知
的な関心・心のこもった人間的な関心・実践的技術的な関心－を注ぎ続ける力を養います。

副校長の
言葉

令和4年度からの新カリキュラムでは「ナイチンゲール看護論」を活かして、体のしくみや病気を看護の視点で学べるような
授業構成にしました。専門的な知識を使って自ら考え、あたたかいこころをもって看護できる人の育成をめざしています。
看護の仕事はきっとあなた自身を輝かせてくれます。一緒に看護を学びましょう。

〈備考〉授業料は前期と後期に分けて納入

HP

Mail
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静岡市立静岡看護専門学校
〒422-8074静岡市駿河区南八幡町8番1号
TEL 054-288-1230
　　  https://www.city.shizuoka.lg.jp/475_000081.html
　　  szk-kango@city.shizuoka.lg.jp

交通アクセス

●JR静岡駅からバス乗車
10～15分

学費
（初年度）

0円 年172,000円

0円

40人

教科書代など  約360,000円

0円

入学金

推薦 一般

高等教育修学支援新制度対象校。就職希望病院等の修学資
金制度など利用可能。

1.高等学校を卒業見込みの者
2.調査書の評定平均値が3.6以上
3.高等学校長が責任をもって推薦できる者
4.合格した場合、必ず入学する

1.高等学校を卒業又は卒業見込みの者
2.文部科学大臣が１と同等以上の学力を有すると認定した者

令和4年10月13日（木）～10月28日（金） 令和4年12月1日（木）～12月22日（木）

令和4年11月9日（水）
令和5年1月10日（火）（学科試験）
令和5年1月11日（水）（面接試験）

国語総合（現代文のみ）
コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ（リスニングを除く）
面接（看護師としての適格性）

国語総合（現代文のみ）
コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ（リスニングを除く）
数学Ⅰ・Ａ（数学Ａは場合の数と確率、整数の性質、図形の性質の3項
目から2項目を選択）
面接（看護師としての適格性）

奨学金制度

実験実習費授業料

施設設備費 その他

学業に差し支えなければ可能。アルバイト

令和4年度入学状況 41人（うち男子1人）

看護師国家試験受験資格資格取得

静岡市立静岡病院

静岡市立静岡病院
静岡赤十字病院
静岡県立総合病院、静岡県立こども病院、静岡県
立こころの医療センター、
静岡てんかん・神経医療センター

主な実習先

主な就職先

2023年入試

募集定員

応募資格

出願期間

選抜方法

入試日程

学校の方針
静岡市に設置された52年の歴史をもつ3年課程の看護専門学校です。教育目的は、人々がもつ健康の願いに寄り添い、より
よい暮らしの実現に向けて看護の質を追求し続ける実践者の育成です。ナイチンゲール看護論を基盤に三重の関心－知
的な関心・心のこもった人間的な関心・実践的技術的な関心－を注ぎ続ける力を養います。

副校長の
言葉

令和4年度からの新カリキュラムでは「ナイチンゲール看護論」を活かして、体のしくみや病気を看護の視点で学べるような
授業構成にしました。専門的な知識を使って自ら考え、あたたかいこころをもって看護できる人の育成をめざしています。
看護の仕事はきっとあなた自身を輝かせてくれます。一緒に看護を学びましょう。

〈備考〉授業料は前期と後期に分けて納入

HP

Mail
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静岡済生会看護専門学校
〒422-8527 静岡市駿河区小鹿1丁目1番24号
TEL 054-285-5914
　　  https://www.siz-saiseikaikango.jp
　　  nades_co@siz.saiseikai.or.jp

交通アクセス

●JR静岡駅からバス乗車
済生会総合病院前又は
小鹿局前下車徒歩2分

学費
（初年度）

30,000円 200,000円（教科書代等として）

100,000円 220,000円 30,000円

静岡済生会総合病院奨学貸与資金（25,000円、32,000円、
50,000円から選択）

奨学金制度

入学金 実験実習費授業料

施設設備費 その他

届出により学習に支障を及ぼさない状況下で可能。アルバイト

令和4年度入学状況 28人（うち男子2人、社会人学生1人）

看護師国家試験受験資格資格取得

静岡済生会総合病院

静岡済生会総合病院

主な実習先

主な就職先

一般 推薦 社会人

同左、評定3.6以上など 高卒、就労経験3年以上など高校卒業及び見込みなど

令和4年10月3日（月）～10月13日（木）

令和4年10月28日（金）

学科試験、面接試験

令和4年12月1日（木）～12月20日（火）

令和5年1月12日（木）、16日（月）

学科試験、面接試験

令和4年10月3日（月）～10月13日（木）

令和4年10月28日（金）

学科試験、面接試験

2023年入試

募集定員

応募資格

出願期間

選抜方法

入試日程

40名

HP

Mail

学校の方針 済生の精神を養い、保健・医療・福祉に貢献し得る人材の育成をする。

学校長の
言葉

本校は、済生会総合病院の基本方針や伝統を受け継いで発展してきました。
情熱ある人材が3年間というタイトなカリキュラムのもと、早く社会に出て看護師として活躍したいという思いで学校生活
を送っています。この明確な目的意識が本校の強みだと考えます。
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組合立静岡県中部看護専門学校
〒425-0035 焼津市東小川1-6-9
TEL 054-629-4311
　　  https://www.chubu-kango.jp
　　  質問などは、HPの『お問い合わせ』コーナーからどうぞ。

交通アクセス

●JR焼津駅南口より1.4㎞
（徒歩20分）

●しずてつジャストライン
バス　焼津・大島線

「保健センター」下車（バ
ス約5分）

学費
（初年度）

0円 144,000円

0円

合わせて40名

詳しくはHPを参照してください

筆記試験・集団討議・個人面接

国家試験対策、学生総合保険、
後援会費が必要

136,000円

入学金

推薦 一般

主な実習先の病院による修学資金貸付制度、高等教育の就
学支援新制度、など

令和4年9月26日（月） ～10月7日（金） 令和4年11月28日（月） ～12月9日（金） 

令和4年11月11日（金） 令和5年1月10日（火） ・11日（水）

奨学金制度

実験実習費授業料

施設設備費 その他

学業との両立及び、感染防止などに留意しながら実施可能アルバイト

令和4年度入学状況 42人（うち男子4人、既卒学生5人）

看護師国家試験受験資格資格取得

焼津市立総合病院・藤枝市立総合病院・榛原総合
病院

焼津市立総合病院・藤枝市立総合病院・榛原総合
病院

主な実習先

主な就職先

2023年入試

募集定員

応募資格

出願期間

選抜方法

入試日程

〈備考〉入学時に電子テキスト購入、タブレットは各自で準備
が必要です。

HP

Mail

学校の方針
本校は、開校以来、教育方針の「優しい手」「温かい心」「科学の目」を校訓として、志太榛原地域の看護師養成を行っていま
す。地域に貢献できる看護実践力を養います。

副校長の
言葉

「看護師になる！」という強い意志を持って、ともに学び高め合える仲間たちと共に、知識、技術は勿論、人間的にも大きく
成長し夢を叶えましょう。
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組合立静岡県中部看護専門学校
〒425-0035 焼津市東小川1-6-9
TEL 054-629-4311
　　  https://www.chubu-kango.jp
　　  質問などは、HPの『お問い合わせ』コーナーからどうぞ。

交通アクセス

●JR焼津駅南口より1.4㎞
（徒歩20分）

●しずてつジャストライン
バス　焼津・大島線

「保健センター」下車（バ
ス約5分）

学費
（初年度）

0円 144,000円

0円

合わせて40名

詳しくはHPを参照してください

筆記試験・集団討議・個人面接

国家試験対策、学生総合保険、
後援会費が必要

136,000円

入学金

推薦 一般

主な実習先の病院による修学資金貸付制度、高等教育の就
学支援新制度、など

令和4年9月26日（月） ～10月7日（金） 令和4年11月28日（月） ～12月9日（金） 

令和4年11月11日（金） 令和5年1月10日（火） ・11日（水）

奨学金制度

実験実習費授業料

施設設備費 その他

学業との両立及び、感染防止などに留意しながら実施可能アルバイト

令和4年度入学状況 42人（うち男子4人、既卒学生5人）

看護師国家試験受験資格資格取得

焼津市立総合病院・藤枝市立総合病院・榛原総合
病院

焼津市立総合病院・藤枝市立総合病院・榛原総合
病院

主な実習先

主な就職先

2023年入試

募集定員

応募資格

出願期間

選抜方法

入試日程

〈備考〉入学時に電子テキスト購入、タブレットは各自で準備
が必要です。

HP

Mail

学校の方針
本校は、開校以来、教育方針の「優しい手」「温かい心」「科学の目」を校訓として、志太榛原地域の看護師養成を行っていま
す。地域に貢献できる看護実践力を養います。

副校長の
言葉

「看護師になる！」という強い意志を持って、ともに学び高め合える仲間たちと共に、知識、技術は勿論、人間的にも大きく
成長し夢を叶えましょう。
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看護専門学校

島田市立看護専門学校
〒427-0007 静岡県島田市野田1065番地の１
TEL 0547-37-0987
　　  https://www.city.shimada.shizuoka.jp/kurashi-docs/kangotop.html
　　  shimada-kango@ca.thn.ne.jp

交通アクセス

●島田駅より島田市立総
合医療センターまでバス
9分

●島田市立総合医療セン
ターより徒歩3分

学費
（初年度）

0円 144,000円

0円

40名

ー

0円

入学金

推薦 社会人 一般

島田市看護師等修学資金、日本学生支援機構奨学金（高等教
育の修学支援新制度）他、専門実践教育訓練講座指定校（厚
生労働大臣）

高等学校（通信制の課程を除く）を令和５年３
月に卒業見込の者で出身高等学校長が推薦
できる者
※詳細は、募集要項をご請求ください

民間企業等における就労経験を有する平成４
年４月２日以降に生まれた者で、高等学校を
卒業した者、または同等以上の学力があると
認められた者
※詳細は、募集要項をご請求ください

高等学校を卒業（令和５年３月に卒業見込を
含む）した者及び同等以上の学力があると認
められた者
※詳細は、募集要項をご請求ください

令和４年９月14日(水)
～10月３日（月）

令和４年９月14日(水)
～10月３日（月）

令和4年12月1日（木）
～12月22日（木）

令和４年10月18日（火）
令和４年10月19日（水）

令和４年10月18日（火）
令和４年10月19日（水）

【１次試験】令和５年１月10日(火)
【2次試験】令和５年1月12日(木)

国語総合（古典・漢文を除く）数学Ⅰ及び数学
Ａ（数学Ａは、「場合の数と確率」から出題）、
面接

国語総合（古典・漢文を除く）数学Ⅰ及び数学
Ａ（数学Ａは、「場合の数と確率」から出題）、
面接

国語総合（古典・漢文を除く）数学Ⅰ及び数学
Ａ（数学Ａは、「場合の数と確率」から出題）、
コミュニケーション英語Ⅰ、面接

奨学金制度

実験実習費授業料

施設設備費 その他

届出制。アルバイトは考えながら行動することや対人関係から
多くの学びを得られることもあります。学業がおろそかになら
ないよう指導しています。

アルバイト

令和4年度入学状況 40人（うち男子5人、社会人学生4人）

看護師国家試験受験資格資格取得

島田市立総合医療センター

島田市立総合医療センター、藤枝市立総合病院

主な実習先

主な就職先

2023年入試

募集定員

応募資格

出願期間

選抜方法

入試日程

学校の方針

本校では次に掲げる３つの柱を看護学生育成の基本理念として教育をすすめております。
　１．豊かな人間性の育成を目指す
　２．専門職として発展した看護を実践するための基礎的能力を育成する
　３．広く社会に貢献できる看護師を育成する

学校長の
言葉

　本校は、島田市周辺地域の看護師不足解消を図り、多くの看護師を医療機関へ送り出すため、平成元年に開校し、現在までに1,109人の看護師の
育成を行ってきました。「人間的豊かさを備え、温かく豊かで相手の気持ちになってものの考えられる人」を育成する教育を柱としています。
　しかし誰かに勧められ何となく過ごせる3年間ではありません。自分の目標に向かって頑張れる強い意志と人を思いやる心を持っている人に
入学していただきたいと思っています。看護は自己成長に繋がる魅力ある職業です。教職員も全力で支援します。是非、一緒に看護を学びましょう。

〈備考〉教科書、教材費として約250,000円

HP

Mail

33

CMYK 2022.09.28



東海アクシス看護専門学校
〒437-0033 袋井市上田町267-30
TEL 0538-43-8111
　　  https://axis-ns.jp/
　　  axis-ns01@za.tnc.ne.jp

HP

Mail

交通アクセス

●JR袋井駅南口から本校
まで徒歩約15分

一般 推薦 社会人

詳細はお問い合わせください。 詳細はお問い合わせください。1.高等学校を卒業した者、又は令和５（2023）
年３月に高等学校を卒業見込みの者

2.文部科学大臣が前項１と同等以上の学力を
有すると認定した者

令和４年９月６日(火)
～９月26 日(月)

1.学科試験・適性検査 令和４年10月14日(金)
2.面接試験  令和４年10月21日(金)

学科試験（国語総合、数学（Ⅰ及びＡ））、適性
検査、面接（個人・集団）

令和４年12月５日(月)
～12月19日(月)

1.学科試験・適性検査 令和５年１月10日(火) 
2.面接試験  令和５年１月18日(水)

学科試験（国語総合、英語（リスニングを除く
コミュニケ－ション英語Ⅰ）、数学（Ⅰ及び
Ａ））、適性検査、面接（個人・集団）

令和４年９月６日(火)
～９月26 日(月)

1.学科試験・適性検査 令和４年10月14日(金)
2.面接試験 令和４年10月21日(金)

学科試験（国語総合、一般教養）、
適性検査、面接（個人・集団）

2023年入試

募集定員

応募資格

出願期間

選抜方法

入試日程

社会人入試と合わせて定員の60％程度 若干名推薦・社会人と合わせて60名

学費
（初年度）

なし 144,000円

なし 次年度授業料、実習教材費等で約270,000円

約350,000円（入学時）、90,000円（通年）

入学金

東海アクシス看護専門学校奨学金　月30,000円貸与（返還免
除制度あり）

奨学金制度

実験実習費授業料

施設設備費 その他

認めています（新型コロナ感染状況による制限あり）アルバイト

令和4年度入学状況 ６０人（うち男子７人、社会人10人）

看護師国家試験受験資格
保健師、助産師学校受験資格
看護系大学編入受験資格 専門士（医療専門課程）

資格取得

磐田市立総合病院、中東遠総合医療センター、
市立御前崎総合病院、菊川市立総合病院、公立森
町病院

同上

主な実習先

主な就職先

〈備考〉教育研修費、行事参加費、実習交通費、国家試験対策
費などは別途

学校の方針
本校では、ゆとりある校内空間と経験豊かな教員を配置し、チューター制度も活用し、学生一人ひとりの可能性を最大限に
引き出し看護師への夢の実現に向けてサポートします。

学校長の
言葉

超高齢社会を迎え、ますます看護の需要が高まる中、本校では、生命尊重、人間尊重の精神を基本に「感性豊かなコミュニ
ケーションと優しい手を備えた、自律した技術を持つ看護師の育成を目指す」を教育理念とし、高度な技術と知識を備えた
看護師を養成していきます。
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東海アクシス看護専門学校
〒437-0033 袋井市上田町267-30
TEL 0538-43-8111
　　  https://axis-ns.jp/
　　  axis-ns01@za.tnc.ne.jp

HP

Mail

交通アクセス

●JR袋井駅南口から本校
まで徒歩約15分

一般 推薦 社会人

詳細はお問い合わせください。 詳細はお問い合わせください。1.高等学校を卒業した者、又は令和５（2023）
年３月に高等学校を卒業見込みの者

2.文部科学大臣が前項１と同等以上の学力を
有すると認定した者

令和４年９月６日(火)
～９月26 日(月)

1.学科試験・適性検査 令和４年10月14日(金)
2.面接試験  令和４年10月21日(金)

学科試験（国語総合、数学（Ⅰ及びＡ））、適性
検査、面接（個人・集団）

令和４年12月５日(月)
～12月19日(月)

1.学科試験・適性検査 令和５年１月10日(火) 
2.面接試験  令和５年１月18日(水)

学科試験（国語総合、英語（リスニングを除く
コミュニケ－ション英語Ⅰ）、数学（Ⅰ及び
Ａ））、適性検査、面接（個人・集団）

令和４年９月６日(火)
～９月26 日(月)

1.学科試験・適性検査 令和４年10月14日(金)
2.面接試験 令和４年10月21日(金)

学科試験（国語総合、一般教養）、
適性検査、面接（個人・集団）

2023年入試

募集定員

応募資格

出願期間

選抜方法

入試日程

社会人入試と合わせて定員の60％程度 若干名推薦・社会人と合わせて60名

学費
（初年度）

なし 144,000円

なし 次年度授業料、実習教材費等で約270,000円

約350,000円（入学時）、90,000円（通年）

入学金

東海アクシス看護専門学校奨学金　月30,000円貸与（返還免
除制度あり）

奨学金制度

実験実習費授業料

施設設備費 その他

認めています（新型コロナ感染状況による制限あり）アルバイト

令和4年度入学状況 ６０人（うち男子７人、社会人10人）

看護師国家試験受験資格
保健師、助産師学校受験資格
看護系大学編入受験資格 専門士（医療専門課程）

資格取得

磐田市立総合病院、中東遠総合医療センター、
市立御前崎総合病院、菊川市立総合病院、公立森
町病院

同上

主な実習先

主な就職先

〈備考〉教育研修費、行事参加費、実習交通費、国家試験対策
費などは別途

学校の方針
本校では、ゆとりある校内空間と経験豊かな教員を配置し、チューター制度も活用し、学生一人ひとりの可能性を最大限に
引き出し看護師への夢の実現に向けてサポートします。

学校長の
言葉

超高齢社会を迎え、ますます看護の需要が高まる中、本校では、生命尊重、人間尊重の精神を基本に「感性豊かなコミュニ
ケーションと優しい手を備えた、自律した技術を持つ看護師の育成を目指す」を教育理念とし、高度な技術と知識を備えた
看護師を養成していきます。
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浜松市立看護専門学校
〒432-8021 浜松市中区佐鳴台5丁目8-1
TEL 053-455-0891
　　  https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kango/school/kango/
　　  kango@city.hamamatsu.shizuoka.jp

交通アクセス

●浜松駅からバス乗車
15分

学費
（初年度）

0円 192,000円

0円

定員70人のうち推薦入学者を除いた人数定員70人のうち50％程度

ー

0円

入学金

推薦 一般

なし

静岡県内の高等学校で、学校長が推薦した者
（評定平均3．6以上、卒業後は浜松市内の医療機関で看護師等として
就業意思のある者）

高等学校卒業した者及び令和4年4月卒業見込み者

令和4年10月11日（火）～10月14日（金）まで 令和4年11月25日（金）～12月8日（木）まで

令和4年11月12日（土） 令和5年1月11日（水）・12日（木）

小論文・グループワーク・個人面接 学科試験・グループワーク・個人面接

奨学金制度

実験実習費授業料

施設設備費 その他

学業に差し支えない程度に可アルバイト

令和4年度入学状況 64人（うち男子5人、社会人学生3人）

看護師国家試験受験資格資格取得

浜松医療センター

浜松医療センター、浜松医科大学医学部附属病
院、聖隷浜松病院等

主な実習先

主な就職先

2023年入試

募集定員

応募資格

出願期間

選抜方法

入試日程

〈備考〉実習ユニフォーム代、教科書代等約300,000円が必要
となります。

HP

Mail

学校の方針
本校は、ケアリングを基盤とした創造性豊かな看護実践力と自己成長し続ける力を持ち、多様な場で主体的に活躍できる
人材の育成を目指します。

学校長の
言葉

本校での3年間に授業や実習を通して多くのことを学び体験するとともに、先輩、後輩との学校生活を通して豊かな人間性を
育んでいただきたいと考えております。
是非とも私たちとともに学び、“優しいこころ、思いやりのあるこころ、温かいこころ”を育み充実した学校生活を送りましょう。
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静岡県厚生連看護専門学校
〒431-3113 浜松市東区大瀬町1517-3
TEL 053-434-5001
　　  https://k-kango.ja-shizuoka.or.jp
　　  kohkan@jasnet21.com

交通アクセス

●遠州鉄道「積志駅」から
徒歩10分

学費
（初年度）

100,000円 150,000円

150,000円

定員40名のうち半数程度 定員40名のうち半数程度

ー

30,000円

入学金

推薦 一般Ⅰ期 一般Ⅱ期

有（月額25,000円）

指定校推薦

令和4年10月11日（火）～10月28日（金） 令和4年12月5日（月）～12月27日（火） 令和5年1月23日（月）～2月8日（水）

令和4年11月11日（金） 令和5年1月12日（木）、13日（金） 令和5年2月18日（土）

小論文・面接

奨学金制度

実験実習費授業料

施設設備費 その他

可（ただし届出は必要）アルバイト

令和4年度入学状況 38人（うち男子2人、社会人学生3人）

看護師国家試験受験資格資格取得

JA静岡厚生連遠州病院

JA静岡厚生連遠州病院
JA静岡厚生連静岡厚生病院
JA静岡厚生連清水厚生病院
JA静岡厚生連リハビリテーション中伊豆温泉病院

主な実習先

主な就職先

2023年入試

募集定員

応募資格

出願期間

選抜方法

入試日程

〈備考〉上記の他に教科書代、ユニフォーム代等が必要になり
ます。

HP

Mail

静岡県厚生連看護専門学校

高等学校を卒業または令和5年3月卒業見込みの者

国語総合・数学・英語・小論文・面接

学校の方針
「相互扶助」を基本に「生あるものへの尊厳」「人間性の開発」を教育の柱とし、看護の対象である人に対して、人間を深く
理解し、よりよく生きることを大切にすることと同時に、自己教育力の育成ができることを目指します。

学校長の
言葉

本校は昭和45年に創立され、今年で53回生を迎えた歴史ある看護学校です。
学校の特色で掲げている項目のうち、「共に励ましあい支えあって学ぶことを大切にする」については、学校生活において
お互いに協力し、助けあう大切さや学びの楽しさを感じられるよう指導しています。ぜひ、本校で看護師になる夢を叶えま
せんか。
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静岡県厚生連看護専門学校
〒431-3113 浜松市東区大瀬町1517-3
TEL 053-434-5001
　　  https://k-kango.ja-shizuoka.or.jp
　　  kohkan@jasnet21.com

交通アクセス

●遠州鉄道「積志駅」から
徒歩10分

学費
（初年度）

100,000円 150,000円

150,000円

定員40名のうち半数程度 定員40名のうち半数程度

ー

30,000円

入学金

推薦 一般Ⅰ期 一般Ⅱ期

有（月額25,000円）

指定校推薦

令和4年10月11日（火）～10月28日（金） 令和4年12月5日（月）～12月27日（火） 令和5年1月23日（月）～2月8日（水）

令和4年11月11日（金） 令和5年1月12日（木）、13日（金） 令和5年2月18日（土）

小論文・面接

奨学金制度

実験実習費授業料

施設設備費 その他

可（ただし届出は必要）アルバイト

令和4年度入学状況 38人（うち男子2人、社会人学生3人）

看護師国家試験受験資格資格取得

JA静岡厚生連遠州病院

JA静岡厚生連遠州病院
JA静岡厚生連静岡厚生病院
JA静岡厚生連清水厚生病院
JA静岡厚生連リハビリテーション中伊豆温泉病院

主な実習先

主な就職先

2023年入試

募集定員

応募資格

出願期間

選抜方法

入試日程

〈備考〉上記の他に教科書代、ユニフォーム代等が必要になり
ます。

HP

Mail

静岡県厚生連看護専門学校

高等学校を卒業または令和5年3月卒業見込みの者

国語総合・数学・英語・小論文・面接

学校の方針
「相互扶助」を基本に「生あるものへの尊厳」「人間性の開発」を教育の柱とし、看護の対象である人に対して、人間を深く
理解し、よりよく生きることを大切にすることと同時に、自己教育力の育成ができることを目指します。

学校長の
言葉

本校は昭和45年に創立され、今年で53回生を迎えた歴史ある看護学校です。
学校の特色で掲げている項目のうち、「共に励ましあい支えあって学ぶことを大切にする」については、学校生活において
お互いに協力し、助けあう大切さや学びの楽しさを感じられるよう指導しています。ぜひ、本校で看護師になる夢を叶えま
せんか。
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〒434-0041 浜松市浜北区平口2000
TEL 053-585-1551
　　  https://www.shiz-med-sci.ac.jp/
　　  jimu@shiz-med-sci.ac.jp

交通アクセス

●遠州鉄道西鹿島線駅、
浜北駅から無料シャトル
バス乗車5分

学費
（初年度）

200,000円 500,000円

200,000円

20名20名

（教科書代等として）150,000円

200,000円

入学金

推薦 一般（1期2期3期）

MJ奨学金

R5年3月高等学校卒業見込みの者、または高等学校卒業後2年以内の
者
高等学校の学業成績が5段階評価で3.0以上の者
学業成績、人物ともに優れ、心身ともに健康で、適正能力について学校
長が推薦できる者
高等学校長の推薦書のある者

高等学校・中等教育学校・高等専門学校・大学を卒業した者、またはR5
年3月卒業見込みの者
文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者、または
R5年3月31日までに合格見込みであることが証明できる者

令和4年9月5日（月）～10月5日（水）
1期　令和4年10月31日（月）～11月30日（水）
2期　令和4年12月12日（月）～令和5年1月18日（水）
3期　令和5年1月23日（月）～2月22日（水）

令和4年10月8日（土）
1期　令和4年12月3日（土）
2期　令和5年1月21日（土）
3期　令和5年2月25日（土）

面接
基礎学力試験（国語、コミュニケーション英語Ⅰ、選択（数学Ⅰまたは
生物基礎））

面接
国語、コミュニケーション英語Ⅰ、選択（数学Ⅰまたは生物基礎）

奨学金制度

実験実習費授業料

施設設備費 その他

可アルバイト

令和4年度入学状況 42人（うち男子6人、社会人学生5人）

看護師国家試験受験資格資格取得

浜松医科大学医学部附属病院
十全記念病院　浜松赤十字病院
天竜病院　神経科浜松病院

浜松医科大学医学部附属病院
十全記念病院
浜松赤十字病院

主な実習先

主な就職先

2023年入試

募集定員

応募資格

出願期間

選抜方法

入試日程

学校の方針
生命を尊重し、深い人類愛に基づく温かい思いやりと奉仕の精神を養い、看護の専門職業人として社会に貢献できる
人材の育成に努めています。

学校長の
言葉

7つの学科を擁する本校では、地域医療に貢献し、日本・世界に羽ばたくような医療人を養成することを目指し、看護師を
はじめとする多くの専門士を輩出しています。将来の医療に夢をもつ人材が本校に入学されることを心よりお待ちしています。

〈備考〉
－

HP

Mail

学校法人 十全青翔学園
静岡医療科学専門大学校
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浜松市医師会看護高等専修学校

交通アクセス

●JR浜松駅から徒歩8分

学費
（初年度）

300,000円 360,000円

100,000円

50名

前期：令和4年10月3日（月）～10月28日（金）、後期：令和5年2月1日（水）～2月24日（金）

前期：令和4年11月6日（日）、後期：令和5年3月5日（日）

（学年費）96,000円

50,000円

入学金

推薦 一般

静岡県看護職員修学資金、専門実践教育訓練指定講座　ほか

一般教養、面接 国語、作文、一般教養、面接、グループワーク

奨学金制度

実験実習費授業料

施設設備費 その他

可能です。ただし、実習期間中はお休みをしている生徒が
多いようです。アルバイト

令和4年度入学状況 49人（うち男子5人、社会人学生43人）

静岡県准看護師資格試験受験資格資格取得

浜松赤十字病院、西山病院、浜北さくら台病院　
ほか

浜松赤十字病院、西山病院、丸山病院　ほか

主な実習先

主な就職先

2023年入試

募集定員

応募資格

出願期間

選抜方法

入試日程

〒430-0935 浜松市中区伝馬町311-2
TEL 053-452-6917
　　  https://hamamatsu-ishikai.com/school/
　　  ishijun@hama.ishikaikango-info.jp

〈備考〉教科書、白衣代約140,000円、実習病院への交通費
ほか　実費負担あり

中学校卒業者、またはそれ以上の学歴を有する者
社会人推薦：静岡県内の医療・介護・福祉関連施設に正規職員として
1年以上就労している者
高校推薦：静岡県内の高等学校卒業見込者
※本校専願で、合格の際は必ず入学すること

中学校卒業者及び2023年3月卒業見込者、またはそれ以上の学歴を
有する者

HP

Mail

学校の方針
医師、歯科医師または看護師の指示のもとに療養上の世話または診療の補助ができる知識・技術・態度を習得し、実践で
きる准看護師を育成することを目的としている。准看護師にふさわしい人としての生き方、社会に貢献する専門職者として
の資質や態度を身につけさせる。

学校長の
言葉

本校は入学者の平均年齢が33歳前後で、10～50代と幅広く、家庭を持つ方・子育て中の方が多いのが特徴です。看護への
夢を持ち続けた方や、病む人の役に立ちたいと願う方たちが入学されます。人の健康と命に関わる仕事ですので、2年間で
学ぶことは多いのですが、皆頑張って学んでいます。
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浜松市医師会看護高等専修学校

交通アクセス

●JR浜松駅から徒歩8分

学費
（初年度）

300,000円 360,000円

100,000円

50名

前期：令和4年10月3日（月）～10月28日（金）、後期：令和5年2月1日（水）～2月24日（金）

前期：令和4年11月6日（日）、後期：令和5年3月5日（日）

（学年費）96,000円

50,000円

入学金

推薦 一般

静岡県看護職員修学資金、専門実践教育訓練指定講座　ほか

一般教養、面接 国語、作文、一般教養、面接、グループワーク

奨学金制度

実験実習費授業料

施設設備費 その他

可能です。ただし、実習期間中はお休みをしている生徒が
多いようです。アルバイト

令和4年度入学状況 49人（うち男子5人、社会人学生43人）

静岡県准看護師資格試験受験資格資格取得

浜松赤十字病院、西山病院、浜北さくら台病院　
ほか

浜松赤十字病院、西山病院、丸山病院　ほか

主な実習先

主な就職先

2023年入試

募集定員

応募資格

出願期間

選抜方法

入試日程

〒430-0935 浜松市中区伝馬町311-2
TEL 053-452-6917
　　  https://hamamatsu-ishikai.com/school/
　　  ishijun@hama.ishikaikango-info.jp

〈備考〉教科書、白衣代約140,000円、実習病院への交通費
ほか　実費負担あり

中学校卒業者、またはそれ以上の学歴を有する者
社会人推薦：静岡県内の医療・介護・福祉関連施設に正規職員として
1年以上就労している者
高校推薦：静岡県内の高等学校卒業見込者
※本校専願で、合格の際は必ず入学すること

中学校卒業者及び2023年3月卒業見込者、またはそれ以上の学歴を
有する者

HP

Mail

学校の方針
医師、歯科医師または看護師の指示のもとに療養上の世話または診療の補助ができる知識・技術・態度を習得し、実践で
きる准看護師を育成することを目的としている。准看護師にふさわしい人としての生き方、社会に貢献する専門職者として
の資質や態度を身につけさせる。

学校長の
言葉

本校は入学者の平均年齢が33歳前後で、10～50代と幅広く、家庭を持つ方・子育て中の方が多いのが特徴です。看護への
夢を持ち続けた方や、病む人の役に立ちたいと願う方たちが入学されます。人の健康と命に関わる仕事ですので、2年間で
学ぶことは多いのですが、皆頑張って学んでいます。
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2022年「高校生1日ナース体験事業」受入れ施設からの2022年「高校生1日ナース体験事業」受入れ施設からの

新型コロナウイルス感染症感染拡大を受け、7月14日に事業中止を決定しました。
受入れ体制を整えてくださった病院の担当者から参加予定の皆様にメッセージをいただきましたので、ご紹介します。

伊豆今井浜病院
看護の魅力は患者さんとの関わり
から様々なことを学べるところで
す。患者さんとのコミュニケーショ
ンから思いや気持ちを知り、新たな
発見や気づきを得ることができま
す。そして、それが自分自身の成長
にもつながると実感しています。
（卒後2年目看護師）

静岡医療センター
高校生活中も意識してほしい3つ。
①人に関心をもち人間関係作りを
し、コミュニケーションをとろう。②
様々なことにチャレンジし感性を高
めよう。③常に疑問を持ち、わからな
いことをすぐ調べる癖をつけよう。

熱海所記念病院
看護師は、人との関わりを大切に、そ
の人の人生を一緒に考えて支えるこ
とができる仕事、人を笑顔にできる仕
事だと感じています。様々な専門職と
働くことで、看護師として人として成
長できる職業を選んでみませんか？

静岡県立静岡がんセンター
私は、看護師になって、困難を
抱える患者さんが前を向いて
進む姿勢やその方の生き様か
ら多くのことを学びました。看
護は、人の役に立ちたいとい
う思いが叶うと同時に、生涯
を通して学び、成長し続けるこ
とができる仕事です。

沼津市立病院
看護師として働き2年目とな
ります。責任が重い仕事では
ありますが、先輩方に支えら
れたくさんのことを学んでい
ます。また、患者様の笑顔や感
謝の言葉は、日々励みとなっ
ています。一緒に働けること
を楽しみに待っています。

伊豆赤十字病院
看護師は人がよりよく生きることをサポート
する職業です。支えるばかりでなく、患者さん
から喜びややりがいを、時には人生を教えて
頂きながら働いています。人と真剣に向き合
う中で、自分も成長していける職業です。

三島総合病院
「看護師になりたい」という気持
ちがあれば、自分に合った学校
を選び、自分に合った資格を取
ることができるのが看護師の
魅力です。経験を積むごとに仕
事のやりがいを感じ、充実した
日々を送ることができますよ。

沼津リハビリテーション病院
私は、看護の仕事は患者さんが元気
に回復していく過程を間近で見るこ
とができ、患者さんの笑顔や言葉に
多くのやりがいや喜びを感じること
ができる仕事で、それは、自分に
とっても意味深い人生経験だと
思っています。看護に興味を持って
いただいたことに感謝いたします。

沼津西病院
夢があることは素敵な事で
す。患者様は貴方の温かい
手、温かい心、素敵な笑顔を
待っています。学校では勉
強はもちろんですが、様々な
経験を重ねてください。そ
の経験が将来に役立ちま
す。私達も応援しています。

伊豆慶友病院
今は看護師という職業は、様々な分野で活躍ができます。
また、これからの時代、誰でもが取得できない技術、知識を
もつことはあなたの武器になります。資格取得までには、何
度か壁にぶつかると思いますが、それがあなたを大きく成
長させることでしょう。あなたが看護師になって、将来仲間
として一緒に働けることを楽しみにしています。頑張って。

ＪＡ静岡厚生連リハビリテーション中伊豆温泉病院
コロナ禍で、一日ナース体験が中止になるなど、ここ数
年は多くの制限を強いられていることと思います。病
院でも環境の変化は否めませんが、どのような状況で
も看護師は臨機応変に対応してくれ、頼もしい存在で
す。制限されることをネガティブに捉えず、どのような
方法ならできるのかというように考え、自分の目指す
道に向かって努力していただけたらと思います。

メッセージ
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順天堂大学医学部附属静岡病院
看護することは疾病を通して患者さ
んの人生に触れ、寄り添うことだと思
います。そして自身も患者さんと共に
成長できる尊い職業だと思っていま
す。看護職を目指す皆さん、是非一緒
に働いてみませんか。

ＮＴＴ東日本伊豆病院
私は、勤め始めて4か月ほどになりま
す。病院という環境で働いていること
にまだまだ慣れていませんが、患者さ
んに沢山感謝されることがやりがいだ
と感じています。高校生の皆さんと一
緒に働けることを心待ちにしています。

富士宮市立病院
患者さんの笑顔や「ありがとう」の
言葉が、私の原動力になっていま
す。患者さんに安心して療養してい
ただくためには、寄り添うことが一
番大切だと考えています。とてもや
りがいのある仕事なので、一緒に
働けることを楽しみにしています。

フジ虎ノ門整形外科病院
本年度は高校生ナース1日
体験事業が中止になり、誠に
残念でした。看護はコミュニ
ケーションを通して患者様を
深く理解し、信頼関係を築く
仕事です。大変ですが、やり
がいがあります。ぜひ、将来
一緒に働きませんか。

共立蒲原総合病院
看護の仕事は、やりがいのある素晴らし
い仕事です。看護師には、コミュニケー
ション力、共感力、想像力、そして体力と
学び続ける姿勢と努力が必要です。頑
張って看護の道を目指してください。

富士市立中央病院
看護の魅力は、患者さんが回
復し元気になっていく姿や笑
顔を見たとき、とてもうれしく
達成感が得られるやりがいの
ある専門職だということです。
高校生の皆さんが看護師を目
指し、将来一緒に働けることを
楽しみに応援しています。

一般財団法人 富士脳障害研究所附属病院
世の中が大きく変化し、計画通りに行うこと
も難しくなり、当たり前の日常でさえ厳しく
なっています。看護師を目指す皆さんが引き
続き目標に向い、気持ちを切らさずに歩んで
いけることを応援しています。
未来の自分の姿を想像し力に変えてください。

富士いきいき病院
新型コロナウィルス感染症拡
大で、看護の仕事についてテレ
ビやネットで多くの情報が取り
上げられています。そんな中で
看護師を目指してくださる皆
様方に感謝したいと思います。
皆さんが夢を叶え、看護の道
を共に歩めることを願ってお
ります。頑張ってください。

大富士病院
精神科はこころの状態がどんな時でも
その人の在り方を見守り支える仕事で
あり、こころの健康という視点から見守
り続ける仕事といえます。精神科看護は
どの科にも共通する看護です。看護師に
なって患者さんのこころを支える仕事を
一緒にしませんか。お待ちしています。

静岡県立こころの医療センター
当センターは、病に向き合うのではな
く、精神の病を抱える患者さんに“寄
り添う”ことを大切に、その人に必要
な心のケアを提供しています。看護の
仕事に興味の皆さん！看護の仕事を
目指してもらえると嬉しいです。

静岡市立清水病院
看護師の仕事は、人の命や健康に
密に関わるため大きな責任を伴
う仕事です。高校生活を通し「やり
遂げる力」「共感する力」「継続す
る力」を付けておきましょう。皆さ
んが看護師の仲間になってくれ
ることを楽しみにしています。

清水厚生病院
高校生のみなさん、コロナ禍でも
自分の大切にしたいことに向き合
えていますか。私達のおかれてい
る環境は制限が多く生活のしにく
さを感じることがありますが、色ん
なことに興味を持ち、今しかできな
いことを楽しんでくださいね。

桜ケ丘病院
看護という仕事は、覚えることも多くあり、時には大変
なこともありますが、患者さんからの感謝の言葉をいた
だくことで、やりがいを感じながら患者さんのケアを実
施しています。まだまだ私自身、看護師として未熟です
が一緒に看護を学んでいきましょう。（看護師1年目）

静岡厚生病院
看護師は、医療者の中で、患者さんの
一番近くで関わることができるやり
がいのある素敵な仕事です。今は、新
型コロナ感染症が蔓延し、なかなか
先が見えず、悩んでいる人も多いと
思います。自分の可能性を信じて、自
分の5年後、10年後の夢にむかって
頑張ってください。応援しています。

静岡県立総合病院
静岡県立総合病院で働く看護師の姿
を見て頂けるように準備してきまし
たが残念です。看護師は患者さんに
一番近い存在です。いつも側に寄り
添い・安心・ぬくもりを感じてもらい
たい。「あなたがいてよかった」そんな
看護師を一緒に目指しませんか？

静岡市立静岡病院
コロナ禍で社会全体が混乱して
いる状況ですが、私たちは毎日
24時間患者さんのよりよく生
きようとする力を引き出す看護
に努めています。又、機会があり
ましたらどうぞ静岡市立静岡病
院の見学にいらしてください。

新富士病院
皆さんが看護師の仕事に興味を持ち、
看護の道を目指そうと思ってくれたこと
はとても嬉しいです。看護師は人の命を
預かる、責任のある大変な仕事ですが、
やりがいもあります。頑張ってください。

2022年「高校生1日ナース体験事業」受入れ施設からの2022年「高校生1日ナース体験事業」受入れ施設からの

池田病院
看護師を志す皆さん、これから
看護の勉強をされ痛みや苦し
みを持つ多くの人々のために、
寄り添う看護を目指しご尽力さ
れること心より応援致します。

メッセージ

静岡アオイ病院
1日ナース体験が中止となり、皆さんにお会いす
る事ができずに、本当に残念でした。皆さんも日
常生活や学校生活において辛い思いもされてい
ると思います。看護の仕事はこれまで自分が経験
してきた楽しい事、辛い事、全て生かせる職業だ
と思います。チームの一員として皆さんと一緒に
働ける日を心から楽しみに待っています。

静清リハビリテーション病院
当病院は、回復期リハビリテーション病院です。病気やケガに
なってから、リハビリテーションという訓練をして、元気になるま
で、一緒に寄り添い元気になっていくのを応援する病院です。看
護師はリハビリ看護を行っています。ともに応援しませんか？

静岡徳洲会病院
メジャーリーグで活躍中の大谷翔平選手は、
自分の夢を達成する為「目標達成シート」を作
成したのが高校１年の時です。皆さんの中に
は「人の役に立つ仕事がしたい！」と、看護師
を目指している方がいるのではないでしょう
か。大谷選手のように自分の目標に向かって
行動し、夢の実現のために頑張ってください。
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順天堂大学医学部附属静岡病院
看護することは疾病を通して患者さ
んの人生に触れ、寄り添うことだと思
います。そして自身も患者さんと共に
成長できる尊い職業だと思っていま
す。看護職を目指す皆さん、是非一緒
に働いてみませんか。

ＮＴＴ東日本伊豆病院
私は、勤め始めて4か月ほどになりま
す。病院という環境で働いていること
にまだまだ慣れていませんが、患者さ
んに沢山感謝されることがやりがいだ
と感じています。高校生の皆さんと一
緒に働けることを心待ちにしています。

富士宮市立病院
患者さんの笑顔や「ありがとう」の
言葉が、私の原動力になっていま
す。患者さんに安心して療養してい
ただくためには、寄り添うことが一
番大切だと考えています。とてもや
りがいのある仕事なので、一緒に
働けることを楽しみにしています。

フジ虎ノ門整形外科病院
本年度は高校生ナース1日
体験事業が中止になり、誠に
残念でした。看護はコミュニ
ケーションを通して患者様を
深く理解し、信頼関係を築く
仕事です。大変ですが、やり
がいがあります。ぜひ、将来
一緒に働きませんか。

共立蒲原総合病院
看護の仕事は、やりがいのある素晴らし
い仕事です。看護師には、コミュニケー
ション力、共感力、想像力、そして体力と
学び続ける姿勢と努力が必要です。頑
張って看護の道を目指してください。

富士市立中央病院
看護の魅力は、患者さんが回
復し元気になっていく姿や笑
顔を見たとき、とてもうれしく
達成感が得られるやりがいの
ある専門職だということです。
高校生の皆さんが看護師を目
指し、将来一緒に働けることを
楽しみに応援しています。

一般財団法人 富士脳障害研究所附属病院
世の中が大きく変化し、計画通りに行うこと
も難しくなり、当たり前の日常でさえ厳しく
なっています。看護師を目指す皆さんが引き
続き目標に向い、気持ちを切らさずに歩んで
いけることを応援しています。
未来の自分の姿を想像し力に変えてください。

富士いきいき病院
新型コロナウィルス感染症拡
大で、看護の仕事についてテレ
ビやネットで多くの情報が取り
上げられています。そんな中で
看護師を目指してくださる皆
様方に感謝したいと思います。
皆さんが夢を叶え、看護の道
を共に歩めることを願ってお
ります。頑張ってください。

大富士病院
精神科はこころの状態がどんな時でも
その人の在り方を見守り支える仕事で
あり、こころの健康という視点から見守
り続ける仕事といえます。精神科看護は
どの科にも共通する看護です。看護師に
なって患者さんのこころを支える仕事を
一緒にしませんか。お待ちしています。

静岡県立こころの医療センター
当センターは、病に向き合うのではな
く、精神の病を抱える患者さんに“寄
り添う”ことを大切に、その人に必要
な心のケアを提供しています。看護の
仕事に興味の皆さん！看護の仕事を
目指してもらえると嬉しいです。

静岡市立清水病院
看護師の仕事は、人の命や健康に
密に関わるため大きな責任を伴
う仕事です。高校生活を通し「やり
遂げる力」「共感する力」「継続す
る力」を付けておきましょう。皆さ
んが看護師の仲間になってくれ
ることを楽しみにしています。

清水厚生病院
高校生のみなさん、コロナ禍でも
自分の大切にしたいことに向き合
えていますか。私達のおかれてい
る環境は制限が多く生活のしにく
さを感じることがありますが、色ん
なことに興味を持ち、今しかできな
いことを楽しんでくださいね。

桜ケ丘病院
看護という仕事は、覚えることも多くあり、時には大変
なこともありますが、患者さんからの感謝の言葉をいた
だくことで、やりがいを感じながら患者さんのケアを実
施しています。まだまだ私自身、看護師として未熟です
が一緒に看護を学んでいきましょう。（看護師1年目）

静岡厚生病院
看護師は、医療者の中で、患者さんの
一番近くで関わることができるやり
がいのある素敵な仕事です。今は、新
型コロナ感染症が蔓延し、なかなか
先が見えず、悩んでいる人も多いと
思います。自分の可能性を信じて、自
分の5年後、10年後の夢にむかって
頑張ってください。応援しています。

静岡県立総合病院
静岡県立総合病院で働く看護師の姿
を見て頂けるように準備してきまし
たが残念です。看護師は患者さんに
一番近い存在です。いつも側に寄り
添い・安心・ぬくもりを感じてもらい
たい。「あなたがいてよかった」そんな
看護師を一緒に目指しませんか？

静岡市立静岡病院
コロナ禍で社会全体が混乱して
いる状況ですが、私たちは毎日
24時間患者さんのよりよく生
きようとする力を引き出す看護
に努めています。又、機会があり
ましたらどうぞ静岡市立静岡病
院の見学にいらしてください。

新富士病院
皆さんが看護師の仕事に興味を持ち、
看護の道を目指そうと思ってくれたこと
はとても嬉しいです。看護師は人の命を
預かる、責任のある大変な仕事ですが、
やりがいもあります。頑張ってください。

2022年「高校生1日ナース体験事業」受入れ施設からの2022年「高校生1日ナース体験事業」受入れ施設からの

池田病院
看護師を志す皆さん、これから
看護の勉強をされ痛みや苦し
みを持つ多くの人々のために、
寄り添う看護を目指しご尽力さ
れること心より応援致します。

メッセージ

静岡アオイ病院
1日ナース体験が中止となり、皆さんにお会いす
る事ができずに、本当に残念でした。皆さんも日
常生活や学校生活において辛い思いもされてい
ると思います。看護の仕事はこれまで自分が経験
してきた楽しい事、辛い事、全て生かせる職業だ
と思います。チームの一員として皆さんと一緒に
働ける日を心から楽しみに待っています。

静清リハビリテーション病院
当病院は、回復期リハビリテーション病院です。病気やケガに
なってから、リハビリテーションという訓練をして、元気になるま
で、一緒に寄り添い元気になっていくのを応援する病院です。看
護師はリハビリ看護を行っています。ともに応援しませんか？

静岡徳洲会病院
メジャーリーグで活躍中の大谷翔平選手は、
自分の夢を達成する為「目標達成シート」を作
成したのが高校１年の時です。皆さんの中に
は「人の役に立つ仕事がしたい！」と、看護師
を目指している方がいるのではないでしょう
か。大谷選手のように自分の目標に向かって
行動し、夢の実現のために頑張ってください。
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市立御前崎総合病院
看護は人の一生において「生老病死」、必ず関わります。周囲の
人たちへの愛と感謝を忘れず、以下の三つ心がけ、看護を目指
してください。①言葉で説明する。②様々な経験を重ねる。③真
摯に学び続ける。状況が落ち着いたら病院見学にいらしてくだ
さい。お待ちしています。

聖隷袋井市民病院
「看護師になりたい」と思っている皆さ
ん、その第一歩は、看護学校に入るこ
とです。将来の自分を思い描き、自分
にあった学校（大学、専門学校など）を
探してください。授業や実習は、覚える
ことばかりでハードな毎日ですが、仲
間がいれば一緒に乗り越えることがで
きます。皆さんの夢が叶い、看護師と
して活躍できるよう応援しています。

メッセージ

磐田市立総合病院
少子高齢化や未知の時代、様々な役割や場所で
看護の力を必要としています。皆さんのこれから
のライフスタイルやキャリア形成と共に、将来の
医療の可能性を一緒に見つけていきましょう。

中東遠総合医療センター
看護師という職業は、人の健康を支えるために活動す
る専門職です。人の命にかかわる仕事ですので厳しい
面もありますが、人に感謝され、やりがいのある素晴ら
しい職業です。是非看護の道を目指してください。

菊川市立総合病院
看護師は、病気だけを診るのではなく、患者さまの生活全般をとら
え、援助することが大切です。患者さまからいただく「ありがとう」
の一言が元気の源になります。そうして一生の仕事として、看護師
を目指していただけたらとても嬉しいです。

公立森町病院
看護師という職業は、決して楽な仕事ではありません。しかし、患
者さんや患者さんの家族の思いに添えた時、ホッとした気持ちと
共にこれからも頑張っていこう！頑張らなければ！という気持ち
になります。ぜひ、看護師という多くのやりがいを感じる事ので
きる職業を目指して頂けると嬉しいです。頑張ってください。

天竜病院
一日看護体験が中止となり残念
ですが、参加を希望した皆さんは
看護の道の第一歩を進んでいま
す。看護師は言葉で人を救った
り、患者さんを身体・心理・社会的
側面からサポートできるやりがい
のある職業だと思います。

JA静岡厚生連 遠州病院
私は手術室で勤務しています。手術という大きな出来事を前にして不安
や緊張を抱えている患者さんにどのような関わりをすれば良いか、患者
さんが安全に手術を終えることができるようどういった看護が必要な
のか日々考えながら働いています。手術室看護師はイメージしづらいか
もしれないですが、とてもやりがいのある仕事です。皆さんと一緒に働
ける日を楽しみにしています。

浜松市リハビリテーション病院
当院は患者さんの生活を支える病
院です。人のいのち生活を支える看
護師は、とてもやりがいのある仕事
です。感染症問題で学ぶ環境が不便
ではありますが、志に向けて頑張っ
てください。心から応援しています。

浜松医科大学医学部附属病院
私達は、「Patient First～患者さんのニーズを第一に考えた
看護～」を大切にしています。また大学病院の看護師として、専
門性の高い看護を追求します。当院は、プライベートを楽しみな
がら働くことができます。看護師をめざすあなたを応援します。

すずかけヘルスケアホスピタル
人の命と生活を支える仕事は厳しいですが、患
者さんやご家族の笑顔から沢山の力をもらい
ます。困難なことにも共に向き合う心強い仲間
もいます。皆さんがチームの一員となり、一緒
に働ける日を楽しみにしています。

浜松ろうさい病院
看護の魅力は、自分が学んだ知識・
技術を看護の現場に役立てられるこ
とです。患者さんの変化に気づき、早
い対応により救命や早期回復を実現
できた時は、「看護の仕事をやってき
て良かった。」と実感できます。

浜松医療センター
「ようこそ、看護の世界へ」私たち
看護師は、看護という仕事に誇り
を持っています。すべての人々の
健康のためにプロフェッショナル
な仕事をしたいと思う方は、ぜひ
看護の道への扉を叩いてくださ
い。お待ちしています。

川口会病院
困った人に手を差し伸べる。その差し伸べた私達の手は看護の
中で人の命や病んだ心を救うことが出来る。その体験は嬉しい
時もあれば、苦しい時もある。しかし、必ず自分の財産となり、自
分自身を成長させてくれる仕事が看護です。命を預かる以上決
して楽な仕事ではありませんが、何よりもやりがいを感じます。

すずかけセントラル病院
コロナ禍で看護師を目指して頑張る皆さん
に、エールを送ります。看護師はこのような大
変な状況であっても、医療現場で看護ケアを
行い、患者さんの病気やケガなどの治療をサ
ポートし、元気に回復していく過程を見ること
ができるやりがいのある仕事です。あなたの
夢が実現できますよう応援します。
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島田市立総合医療センター
看護師の仕事に興味を持って下さっ
た皆さんに直接お会いできなかった
事をとても残念に思います。今回参
加しようとした気持ちや動機は大切
にしてください。皆様にお会いでき
ることを楽しみにしています。

焼津市立総合病院
高校生の皆さん、人への思い
やりの気持ちと感謝する気持
ちを大切にして、日々過ごして
ください。この逆境を乗り越え
てこそ、看護師への道を目指
すことができると思います。

榛原総合病院
人の役にたちたい。家族を大切にし
たい。そんな夢を形にする仕事、そ
れが看護。看護師としてあなたの隣
の看護を必要としている方を支え
てください。榛原総合病院はいつ
でもあなたの夢を応援します。

岡本石井病院
看護の仕事は、人々のくらしを支
える仕事！大きなやりがいがあ
る仕事です。患者さんの一番身
近で寄り添い、チーム医療の要と
なる役割を担っています。ぜひ、
魅力ある看護の仕事に興味を
もってもらいたいと思います。

藤枝平成記念病院
看護は、大変さはありますがやりがいが
勝る仕事です。常にだれかの役に立つこ
とができ、元気がもらえます。そして、患
者さんはじめ色々な人との関りが自分
を成長させてくれる、自己研鑽できる素
晴らしい仕事です。看護職という将来の
目標に向かって一歩ずつ前向きに進ん
でいってください。応援しています。

藤枝市立総合病院
医療現場において、医師の診察や治療のサ
ポート、患者さんの医療・精神面のケアを担当
するのが看護師という職業になります。患者さ
んだけでなく、その家族のサポートなど多くの
人と関わり支えるため、感謝されることも多く
とてもやりがいのある仕事です。これからの医
療を支えるためには看護師が多様な場でさら
に役割を発揮することが期待されています。
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メッセージ

市立湖西病院
Withコロナの時代、看護について学ぶ機会が少ない中での
進路の選択は大変だと思います。私たちも「この病院があっ
てよかった」と職員も言えるような看護を目指し、できるこ
とを協力して行っています。皆さんも頑張ってくださいね。

松田病院
「看護」という専門職は決して甘いもので
ありません。患者にとって信頼できる看護
師になるためには、多くの学びが必要とな
ります。それに加え患者や家族、それを取り
巻く多くの医療人とのコミュニケーション
能力も重要となります。しかし、看護を目指
そうと思われた皆様なら、必ずや成し遂げ
てくれることでしょう。

聖隷浜松病院
コロナ禍で制限の多い高校生活を
お過ごしのことと思いますが、医
療現場も様々な制約の中で患者さ
んの笑顔を励みに日々奮闘してい
ます。いつか皆さんと一緒に働け
ることを楽しみにしています！

十全記念病院
コロナ禍での学生生活は我慢の多
い日々だと思います。１日ナース体
験では入院中の患者様とのふれあ
いや看護師の仕事をご自身の全身
で体験して頂けると準備していま
した。看護、生涯を通し、様々な場所
で働くことのできるやりがいある
職業です。 目標に向かって学業や
部活動等充実した学生生活をお過
ごしください。

聖隷三方原病院
ナース体験をした高校生から、想像以上に忙し
そうで責任が重いけどやりがいのある仕事、楽
しそうな姿をみて看護師になりたいと思った、
との感想をもらいました。皆さん、ぜひ夢を実現
させてください。きっと豊かな人生になると思
います。

北斗わかば病院
共に働ける日を楽しみにして
おります。もうすぐ2学期で
す。志しが結果に結び付くよう
体調に気をつけながら頑張っ
てください。応援しています。

2022年「高校生1日ナース体験事業」受入れ施設からの2022年「高校生1日ナース体験事業」受入れ施設からの

この夏、病院の医療提供体制は

コロナ患者の対応と職員の感染等により危機的状況でした。

今、コロナは落ち着く気配ですが、病院はまだ余波の中です。

この他にも実施予定病院はありましたが、

コロナ対応でご多忙中のため、

メッセージをいただけませんでした。

浜松赤十字病院
看護師を目指すきっかけは、周囲の人に勧められた、資格が欲しい、なんとな
く…人それぞれだと思います。私は、高校生の時、入院したことをきっかけに
職業として選択しました。いろんな職業がありますが、ほかの人に「ありがと
う」と言ってもらえて、頼りにされる職業は少ないと思います。看護にＧｏ‼
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本 　 　 所

東 部 支 所

〒422-8067 静岡市駿河区南町14番25号
エスパティオ3階
TEL 054-202-1761 
        shizuoka@nurse-center.net

〒410-0055 沼津市高島本町1-3
静岡県東部総合庁舎別館2階
TEL 055-920-2088
        numazu@nurse-center.net

西 部 支 所

下田相談所

天竜相談所

〒430-0929 浜松市中区中央1丁目12番1号
静岡県浜松総合庁舎10階
TEL 053-454-4335
        hamamatu@nurse-center.net

〒415-0016 下田市中531-1
静岡県下田総合庁舎別館4階
TEL 080-2650-0327
        shizuoka-nurse2@docomo.ne.jp

〒431-3313 浜松市天竜区二俣町鹿島559
静岡県北遠総合庁舎1階
TEL 080-2650-0237
        shizuoka-nurse1@docomo.ne.jp

(公社)静岡県看護協会  静岡県ナースセンター
平日9：00～16：00
本所のみ火～木曜日 9：00～18：00

就業時間

（毎週木曜日）

（毎週火曜日）

ナースセンターは「看護師等の人材確保の促進に関する法律」に基づいて設置され、
看護職の確保と看護職が安心して働き続けられるようサポートしています。

TEL 054-202-1780(専用電話)／平日9：00～16：00
       nayamishido@za.tnc.ne.jp

進路や看護学校での悩み相談窓口


