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中東遠5市1町が設立した

公立の看護専門学校

入学金 円0
授業料 年額／144,000円
磐田市・掛川市・袋井市・御前崎市・菊川市・森町の5市1町
が共同して、中東遠地域の医療機関への看護師の充実を目
指して設置した公立の看護専門学校です。

本校独自の「特別な奨学金制度」は月額30,000円で最長
で3年間、無利子で借りることができます。ただし卒業後引き
続き管内5病院に就職し、3年間勤務すると返還が免除され
ます。また、社会人入学生への支援も充実しています。

あなたの学びたい
気持ちをサポート

支援制度

管内5病院と連携したバックアップ体制

中東遠地域の医療の充実を目的に設立された公立の看護
専門学校だからこそ、優秀な人材を確実に医療現場へ送り
出せるよう、教員はもちろん、管内5病院とも連携したバック
アップ体制で学生のサポートを行っています。

充実した教育体制の証明

看護師国家試験合格率

一人ひとりに合わせた学習面の指導やアドバイス、同時に精神
面のきめ細やかなサポートを行います。国家試験合格を目指し、
学校一丸となって挑みます。

％100
（平成28年～令和2年）地元公立病院

への就職

アクシスが選ばれる4つの理由

アクシスで輝く！
あなたの夢と情熱！

その1 その2

その3 その4

地域を支える軸になる。
本校は看護師になる夢をかなえられる環境・支援制度を整え、「看護師という職業を通じて誰かの役に立ちたい」と願う思いを大切にして
います。社会環境の変化や医療技術の進歩により、質の高い看護師へのニーズは高く、高齢化の進展による病院以外の介護施設など、今
後も需要が増大していくことが見込まれます。東海アクシス看護専門学校の「アクシス（ＡＸＩＳ）」には、『回転体の軸』という意味があり、
これは地域医療の中核を担う人材育成をはかる学校の使命を表しています。

02 Tokai Axis Nursing School 03Tokai Axis Nursing School学生の声/普通科文系出身でも受験できたのでよかった！ 学生の声/大学とは違い、クラス制なので友達との仲がより深められる！



地域医療と
連携した
就職支援体制

演習は実際に使う器具や模
型を用いて、実践に沿った形
で行います。学生同士で看護
師役と患者役に分かれるの
で、ケアをする側と受ける側、
両方の視点から患者に適し
た援助が考えられます。

バイタルサインは患者さんの
状態を知る大切な情報となる
ので、丁寧に観察します。患者
さんをイメージしながら日々
練習に励み、現場で実践でき
る技術として身につけます。

採血は、針を使う技術なので
とても緊張します。針を刺すと
きは、手がふるえてしまうこと
がありますが、先生の指導や
仲間のアドバイスを通して、
より上手に採血ができるよう
に頑張っています。

心臓マッサージやＡＥＤは命
を救う時に必要な処置の一
つです。そのために私たちは
実際の場面を想定して、演習
を行っています。病院だけで
なく、普段の生活でも同じよ
うな場面に遭遇した際、使え
るように練習しています。

就職につながる豊富な実習で自信がつく！演 習 風 景
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1年次は、「基礎分野・専門基礎分野」を中心に「専門分野Ⅰ」を通して看護
の基礎をしっかり学びます。2年次・3年次からは、「専門基礎分野」「専門分
野Ⅱ」「統合分野」を学び、演習・臨地実習など実践的なカリキュラムで現代
の看護に必要とされる知識と技術を身につけます。基礎から専門分野までし
っかり学べる充実したカリキュラムで、卒業後すぐに医療現場で活躍できる
看護のプロを目指します。

看護のプロを育成する
充実のカリキュラム。 基礎分野

専門基礎分野

専門分野

年間履修時間

年間取得単位数

1,095時間

37単位

1,123時間

37単位

９６７時間

26単位

1年次 2年次 3年次
基礎分野

専門分野Ⅰ

専門基礎分野

専門分野Ⅱ

統合分野

□生物学　□心理学　□論理学　□倫理学　□情報科学

□教育学　□社会学　□文学　□人間関係論Ⅰ・Ⅱ　□スポーツ健康科学　□芸術　□看護英会話

科学的思考の基盤

人間と生活・社会の理解

基礎看護学

人体の構造と機能

疾病の成り立ちと回復の促進

健康支援と社会保障制度

臨地実習

成人看護学

老年看護学

小児看護学

母性看護学

精神看護学

臨地実習

□解剖生理学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ　□生化学　□栄養学

□病理学　□病態学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ　□臨床医学特論　□微生物学　□薬理学

□健康科学概論　□保健医療論　□公衆衛生学　□社会福祉　□関係法規

□基礎看護学概論　□共通基本技術論　□共通基本技術演習　□生活援助技術論　□生活援助技術演習Ⅰ
□生活援助技術演習Ⅱ　□診療援助技術論　□診療援助技術演習　□臨床看護総論

□基礎看護学実習Ⅰ　□基礎看護学実習Ⅱ

□成人看護学概論　□成人臨床看護Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ　□成人看護技術演習

□老年看護学概論　□老年看護生活援助論　□老年看護機能障害別援助論　□老年看護技術演習

□小児発達論　□小児臨床看護総論　□小児臨床看護　□小児看護技術演習

□母性対象論　□母性の健康と看護　□周産期の看護　□母性看護技術演習

□精神看護学概論　□精神看護援助論Ⅰ　□精神看護援助論Ⅱ　□精神看護技術演習

□成人看護学実習Ⅰ　□成人看護学実習Ⅱ　□成人看護学実習Ⅲ　□老年看護学実習Ⅰ　□老年看護学実習Ⅱ
□小児看護学実習　□母性看護学実習　□精神看護学実習

基礎分野

専門基礎
分野

専門
分野Ⅰ

専門
分野Ⅱ

臨地実習年間スケジュール

1年次

2年次

3年次

カリキュラム一覧

卒業後の資格 ●看護師国家試験受験資格　●保健師・助産師学校入学試験受験資格　●大学3年次編入受験資格

在宅看護論

看護の統合と実践

臨地実習

□在宅看護概論　□在宅看護援助論Ⅰ　□在宅看護援助論Ⅱ　□在宅看護技術演習

□看護マネジメント論　□国際看護論　□看護研究演習　□看護実践統合演習

□在宅看護論実習　□看護の統合と実践実習

キャリア形成 □キャリア形成Ⅰ　□キャリア形成Ⅱ　□キャリア形成Ⅲ

統合分野

Feature 1 Feature 2 Feature 3

看護の全てが学べる
実習先

地元の病院で
働ける

自分らしい
看護師

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1回目 3回目 4回目2回目

1回目 2回目
領域別看護学実習領域別看護学実習

3回目 4回目 5回目 7回目 8回目 9回目6回目
領域別看護学実習領域別看護学実習 領域別看護学実習領域別看護学実習 看護の統合と実践実習看護の統合と実践実習

基礎看護学実習Ⅱ基礎看護学実習Ⅱ

沐  浴 血圧チェック 採  血 心臓マッサージ

基礎看護学実習Ⅰ基礎看護学実習Ⅰ
入学定員 1学年男女60人3年制

自分らしい
看護師になれる！
アクシスでは、チューター制と呼ばれる細やかな個別指導を取り入れています。

この特色は、学生個々の魅力や本人のやる気を最大限に引き出し、

自己学習能力を高めることです。

さらに3年間の学習成果としての看護師国家試験合格のために

全校あげてのバックアップ体制を取っています。

●地域医療と連携しながら質の高い経験が
　できる実習
●現場で働く医師、看護師による講義
●ICT教育の導入による授業の充実
　（電子教科書・教育支援ソフトの活用）

看護学科 特 色

学生の声/球技大会などのクラスの絆を深められる行事がある！ 学生の声/先生方がお母さんのように接してくれて、話しやすい！



06 Tokai Axis Nursing School 07Tokai Axis Nursing School

・入学式【1年生】
・防災訓練
・健康診断

・冬季休業・宣誓式
  【2年生】
・ 卒業生との
  懇談会
  【1年生】

ナイチンゲールの生誕の日（5月12日）にちなみ行われま
す。厳粛な雰囲気の中で看護の灯を戴き、自分の目指す
看護師像を宣誓します。

学校概要・学生募集説明、
模擬授業体験、施設見学、
個別相談、在校生との懇談
会を行います。

オープンキャンパス

宣誓式

カリヨン祭は
看護学生ならではの
催しや、ドーナツなどの
模擬店もあって
楽しいよ♪

3F2F1F

○学生ホール
吹き抜けから差し込む光が明るく、友達と食事したり、楽
しくおしゃべりしたりする学生のための空間です。

○標本室
実習に必要な人体模型や授乳期から老年期までの
各種食品献立表のサンプルなどを展示してあります。

○母性・小児看護学実習室
母性、小児看護に必要な技術を習得するための実習室
です。病院と同じような設備で、モデル人形などを使った
新生児の沐浴などの演習を行います。○図書室

約18,000冊の書籍、
44種の学術雑誌、ビデ
オ等の視聴覚資料900
点と膨大な資料が所蔵
されています。インター
ネットを使用しての文献
探しもできます。

○調理実習室
○情報科学室
高度化する医療に対応する情報機器の操作技術を身に
つけます。

○基礎・成人看護学実習室
看護に必要な基本となる技術を習得するための実習室で
す。病院での実習を想定し、モデル人形などを使ってベッド
メイキングや清拭の技術を学習します。

○地域看護学実習室
一般家庭の台所・寝室・浴室・トイレを設置し、自宅で療養
している方への援助技術を学習できる実習室です。

【１F】 学生ホール / 図書室 / 保健室 / 応接室 / 講師控室 /
　　  研究室（7室） / 会議室 / 職員室 / 校長室 / 副校長室
【２F】 教室（5室） / 標本室 / 情報科学室 / 演習室（5室） / 学生室 / 
　　  調理実習室
【３F】 教室（1室） / 基礎・成人看護学実習室 / 地域看護学実習室 / 
　　  クラブ室 / 視聴覚室 / 母性・小児看護学実習室 / 学生相談室・面接室

ステンドグラス 平成6年度に静岡県都市景観賞を受賞しました。
本校は、隣接する小笠沢川公園と一体となって緑豊かな優れた景観を形成しています。校舎入口上部には「育

む」と題したステンドグラ
スがあります。自然豊か
な環境の中で希望に燃
え学習し、本校から巣立
った学生がゆっくり社会
に広がり役立っていく情
景を表しています。

あふれるような花と緑。そんな自然豊かな袋井市に東海アクシス看護専門学校はあります。校舎は欧風
調のレンガづくりが美しい建物で、中央には学校のシンボル「カリヨン（鐘）」があり、日々やわらかな音色
を奏でています。周辺には大学や高校、小笠山総合運動公園や原野谷川親水公園などがあり、静かで
落ち着いた環境で勉学に励むことができます。

原野谷川親水公園 小笠沢川公園 小笠山総合運動公園（エコパ）施設概要

充実の施設、恵まれた環境で学ぶ3年間。

中庭を囲むように建てられた近代的意匠の校舎には、教室・各実習室・図書室・視聴覚室・体育館などが配され、ユニバーサルデザインの
理念を基に快適性の高い空間を実現しています。日々発展する近代医療の現場で求められる看護師の養成を目指し、
常に新しい情報を提供しながら、実践的に活躍できる幅広い能力を身につけるための充実した設備が整っています。

施設紹介

春季休業 春季休業4月 5月 6月 7月 8月 9月 11月 2月

・校内球技大会

ここでしか出会えない、かけがえのない仲間と経験。

学校行事は看護師になるために必要な豊かな人間性や感性を育むためにとても大切なものです。
同じ夢を持つ仲間とイベントを企画運営したり、思いっきり楽しんだりして今しかできない思い出をつくってください。

・卒業式【3年生】
・看護師国家試験合格発表
  【3年生】
・後期試験【1年生】

・カリヨン祭

・後期試験【2・3年生】 
・就職ガイダンス【2年生】

・オープンキャンパス
・夏季休業

・前期試験
・研究発表【2年生】

・看護師国家試験【3年生】

文化祭。学校のシンボルの
カリヨンから名付けられました。
看護学生ならではの企画や学習
の成果を発表します。地域の方た
ちとの交流の場でもあります。

カリヨン祭

学生が一人ずつ壇上に進み、校長か
ら卒業証書を受け取ります。

卒業式

ドキドキの
合格発表…

3年間の頑張りが
実を結ぶ瞬間！

ドキドキの
1年がスタート♪
どんなことが
待っているかな？

12月 3月10月 1月

年間行事

学生の声/図書や雑誌が充実していて、勉強のサポートが手厚い！ 学生の声/先輩後輩のしがらみがなく全学年との交流が豊富！
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法多山東海アクシス
看護専門学校
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ヤマハスタジアム

エコパ

豊田町 磐 田
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地域医療と連携した
質の高い看護教育。

❶公立森町病院

❺市立御前崎総合病院

❷磐田市立総合病院

❸中東遠総合医療センター

❹菊川市立総合病院

OG・OBに答えてもらいました！
看護の世界には興味ある・・・。だけどいろいろ不安がある・・・。そんなあなたに地元中東遠地域内の病院で働く

OB・OG在学中のエピソードから仕事のやりがいや楽しさ、厳しさを質問してみました！ 一年を通じて温暖な気候と、自然豊かな袋井市にある本校は、中東遠地域

の医療機関への看護師の充実を目指して平成5年に開校しました。卒業生

の多くが管内5病院に勤務しています。本校では、地域医療と連携し、

地域住民の健康と福祉の向上のため、公立学校であることを生かした、

質の高い看護教育を受けることができます。
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Q1.なぜ看護師を目指したのか？
高校生のとき事故に遭い救急車で運ばれ、テキパキ動く看護
師を見て憧れたためです。

Q2.東海アクシスでの学校生活で印象に残っていることは？
実習と課題が大変でした。国試はクラス・学年一丸となって取
り組み全員合格できたので嬉しかったです。

Q3.地元の病院で働く良さは？
卒業生がたくさんいるため、環境に慣れやすい相談しやすい
ことです。

公立森町病院
勤務

M.Yさん
21期生

Q1.なぜ看護師を目指したのか？
高校生のとき事故に遭い救急車で運ばれ、テキパキ動く看護
師を見て憧れたためです。

Q2.東海アクシスでの学校生活で印象に残っていることは？
実習と課題が大変でした。国試はクラス・学年一丸となって取
り組み全員合格できたので嬉しかったです。

Q3.地元の病院で働く良さは？
卒業生がたくさんいるため、環境に慣れやすい相談しやすい
ことです。

公立森町病院
勤務

M.Yさん
21期生

Q1.なぜ看護師を目指したのか？
高校生のとき病院に入院した際、看護師さんの優しく温かい
対応から志そうと思いました。

Q2.東海アクシスでの学校生活で印象に残っていることは？
生徒と先生の距離が近く、国家試験に向けてみんなで協力し
合い頑張ることができたことです。

Q3.地元の病院で働く良さは？
アクシスの卒業生が多くおり、話しやすいです。また、入院さ
れる方も地元の方が多く会話が弾みやすいです。

中東遠総合医療センター  
勤務

K.Hさん
20期生

Q1.なぜ看護師を目指したのか？
高校生のとき病院に入院した際、看護師さんの優しく温かい
対応から志そうと思いました。

Q2.東海アクシスでの学校生活で印象に残っていることは？
生徒と先生の距離が近く、国家試験に向けてみんなで協力し
合い頑張ることができたことです。

Q3.地元の病院で働く良さは？
アクシスの卒業生が多くおり、話しやすいです。また、入院さ
れる方も地元の方が多く会話が弾みやすいです。

中東遠総合医療センター  
勤務

K.Hさん
20期生 Q1.なぜ看護師を目指したのか？

もともと福祉系の仕事に興味があり地元の病院や施設で職業
体験やボランティア活動を行う中、患者さんの目線で関わって
いる看護師さんの姿に憧れを抱き、目指しました。

Q2.東海アクシスでの学校生活で印象に残っていることは？
最初は患者さんと上手に話せず、落ち込んだ時もありました
が共に頑張っている仲間に支えられ、乗り越えることができ
た実習がとても思い出に残っています。

Q3.地元の病院で働く良さは？
悩んだときに相談し、共に高めあえる仲間が近くにいること
は、今の私にとって大きな支えとなっています。

市立御前崎総合病院
勤務

S.Nさん
19期生

Q1.なぜ看護師を目指したのか？
もともと福祉系の仕事に興味があり地元の病院や施設で職業
体験やボランティア活動を行う中、患者さんの目線で関わって
いる看護師さんの姿に憧れを抱き、目指しました。

Q2.東海アクシスでの学校生活で印象に残っていることは？
最初は患者さんと上手に話せず、落ち込んだ時もありました
が共に頑張っている仲間に支えられ、乗り越えることができ
た実習がとても思い出に残っています。

Q3.地元の病院で働く良さは？
悩んだときに相談し、共に高めあえる仲間が近くにいること
は、今の私にとって大きな支えとなっています。

市立御前崎総合病院
勤務

S.Nさん
19期生

Q1.なぜ看護師を目指したのか？
幼いころから人の役に立てる仕事に就きたいと考えていまし
た。親の勧めもあり、看護師を目指そうと思いました。

Q2.東海アクシスでの学校生活で印象に残っていることは？
学校行事は学年を越えて楽しむことができ、実習はクラスメイト
や先生の支えがあって乗り越えることができたと思います。学校
生活は全てが楽しかったのが印象に残っています。

Q3.地元の病院で働く良さは？
地域の方々と関われることが1番だと思います。

菊川市立総合病院
勤務

Y.Iさん

22期生

Q1.なぜ看護師を目指したのか？
幼いころから人の役に立てる仕事に就きたいと考えていまし
た。親の勧めもあり、看護師を目指そうと思いました。

Q2.東海アクシスでの学校生活で印象に残っていることは？
学校行事は学年を越えて楽しむことができ、実習はクラスメイト
や先生の支えがあって乗り越えることができたと思います。学校
生活は全てが楽しかったのが印象に残っています。

Q3.地元の病院で働く良さは？
地域の方々と関われることが1番だと思います。

菊川市立総合病院
勤務

Y.Iさん

22期生

Q1.なぜ看護師を目指したのか？
人のためになる職業にあこがれ、一生を通じてやりがいの
ある仕事に就きたいと考え、看護師になろうと思いました。

Q2.東海アクシスでの学校生活で印象に残っていることは？
カリヨン祭では、看護学校ならではの企画をみんなで考えたり、学内球技
大会では、クラスごと一致団結し頑張ったことが思い出に残っています。

Q3.地元の病院で働く良さは？
アクシスの同期や卒業生も多く働いていることや、地域の皆さ
んの役に立っているという実感が得られるところです。

磐田市立総合病院  
勤務

N.Mさん
21期生

Q1.なぜ看護師を目指したのか？
人のためになる職業にあこがれ、一生を通じてやりがいの
ある仕事に就きたいと考え、看護師になろうと思いました。

Q2.東海アクシスでの学校生活で印象に残っていることは？
カリヨン祭では、看護学校ならではの企画をみんなで考えたり、学内球技
大会では、クラスごと一致団結し頑張ったことが思い出に残っています。

Q3.地元の病院で働く良さは？
アクシスの同期や卒業生も多く働いていることや、地域の皆さ
んの役に立っているという実感が得られるところです。

磐田市立総合病院  
勤務

N.Mさん
21期生

学生の声/グループワークが多く、クラスメイトと話す機会が多い！ 学生の声/学校の設備がきれい！
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就職指導・国家試験対策

東海アクシス看護専門学校 校長 山本 洋子

本校は静岡県中東遠地域の医療機関への

看護師の充実を目指して、平成5年に開校しました。
校長からの

メッセージ

Support

国家試験サポート体制
看護師として地域で活躍するためには、国家試験
に合格しなければなりません。夢の実現のために、
きめ細やかなサポート体制が整っています。

○国家試験対策特別講義
国家試験の受験対策として、3年次の1月から2月に
国家試験特別講義を行います。100％の合格率を目指
して、教員も学生も真剣そのものです。

○国家試験対策模擬試験
1年次から国家試験対策模擬試験を数多く行い、学力
向上を目指します。3年次では、長時間の国家試験に対
応できるよう、国家試験さながらの模擬試験を行います。

○個別指導
一人ひとりの学生の状況に合わせた学習面の指導や
アドバイス、同時に精神面のきめ細やかなサポートを行いま
す。国家試験合格を目指し、学校一丸となって挑みます。

静岡県中東遠地域の医療の充実を目的に設立された学校であるからこそ、優秀な人材を確実に医療現場へ送り出せるよう、

教員はもちろんのこと、管内5病院とも連携したバックアップ体制で学生のサポートを行っています。

学校概要 Outline

○令和元年度卒業生進路状況

　開校以来現在まで1,688人の卒業生を送り出しています。卒業生の多くがこの地域の公立病院である磐田市
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、公立森町病院に勤務してい
ます。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。

○卒業後の進路状況（単位：人）

卒業生
管内5病院

その他県内医療機関
県外医療機関

その他

61
56
3
ー
ー
2
ー

56
55
1
ー
ー
ー
ー

55
48
4
3
ー
ー
ー

進学
保健師・その他
助産師

平成29年度 平成30年度 令和元年度

教育理念
恵まれた自然環境の中で自然を愛するこころを育み、観察力をきたえ、感性
豊かなコミュニケーションと優しい手を備えた、自律した技術をもつ看護師の
育成を目指す。

教育目的
生命尊重の理念に基づき、看護に必要な基礎的知識、技術、態度を修得
させ、豊かな人間性をもつ看護師の育成を目的とする。

募集定員及び修業年限

教育目標
1  人間愛を根底とした感性を養う。
2  看護の対象を生活者として理解する。
3  看護が実践できる基礎的知識、技術、態度を養う。
4  社会の中で看護の役割と責任を果たす能力を養う。
5  看護師としての自己能力を評価し、自己研鑽していく姿勢を養う。

設置者

設置者名 ： 中東遠看護専門学校組合
この学校は、磐田市・掛川市・袋井市・御前崎市・菊川市・森町の5市1町が
共同して設置した公立の看護専門学校です。

学 科

看護学科

定 員

1学年男女60人

修業年限

3年

学費等の必要経費
1  入学金 ： なし
2  授業料 : 年額144,000円
3  教育費 : 約35万円（入学時）※教科書、参考書、実習被服費、iPad 他
4  その他 : 教育研修費、国家試験対策特別講義、行事参加費、実習交通費 等 

奨学金制度
1  東海アクシス看護専門学校奨学金（月額30,000円）

2  静岡県看護職員修学資金
3  日本学生支援機構奨学金（給付・貸与）
4  静岡県看護協会修学貸与金

東海アクシス看護専門学校に学ぶ学生のためだけの「特別な奨学金制度」です。月額30,000円で最
長3年間、無利子で借りることができます。卒業後に、借りた期間と同じ期間で返還していただきます。
ただし、卒業後引き続き管内5病院に就職し、3年間勤務すると奨学金の返還が免除されます。

社会人入学生への支援
平成27年1月に厚生

労働省から専門実践

教育訓練講座の指定

を受けました。

対　象／雇用保険加入期間3年以上
　　　　（初めての場合は2年以上）ある離職者
支援金／①授業料等の費用50％を最長3年間まで給付
　　　　②雇用保険の基本手当当日額の80％程度を2か月ごとに
　　　　　最長3年間支給
※詳細つきましては、お近くのハローワークまでお問い合わせください。

内　容

○就職ガイダンス
管内5病院（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）から各病院の看護部長・
採用担当者が来校し、看護師
募集についての説明を行いま
す。各病院の採用状況をはじ
め、就職後の勤務状況から職
場の雰囲気まで、詳しく知るこ
とができます。

○卒業生との懇談会
本校卒業生が来校し、学生と
座談会形式の懇談会を行い
ます。経験に基づいた就職活
動や国家試験受験のアドバイ
スを受けたり、就職後の状況な
どをフランクに話し合ったりでき
る交流の場です。先輩たちの
生の声を聞くことで疑問や不
安が解消でき、受験勉強や就
職活動に役立つと学生に好
評です。

授業時間
○講　義 ／ 午前9時00分から午後4時30分まで
○実　習 ／ 午前8時30分から午後5時00分まで

休業日
毎週土曜日・日曜日、祝日、夏季・冬季・春季休業日

卒業後の資格
1  看護師国家試験受験資格
2  保健師・助産師学校入学試験受験資格
3  大学3年次編入受験資格

施設の概要
所 在  地 ／ 静岡県袋井市上田町267番地の30
敷地面積 ／ 10，045㎡
建物概要 ／ 鉄筋コンクリート造 3階建
○建 物 面 積 3,715㎡　○体 育 館　926㎡
○建物延面積 6,786㎡　○駐 輪 場　334㎡　○校　 舎 5,526㎡

入学試験受験者等の状況

入学年度
定　　員
志  願  者
受  験 者
合  格 者
競  争 率
入 学 者

平成30年度
60
159
154
70
2.2
60

令和元年度
60
175
168
73
2.3
60

令和2年度
60
175
168
78
2.2
60

（単位：人・倍）

令和2年看護師国家試験合格率

100％（55人/55人） 【全国89.2％  静岡県95.6%】

この制度を利用して
子育てしながら
がんばっています。

3年生 H.Nさん

管内病院 48人
・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

合計
55人

県外医療機関
3人

県内医療機関
4人

基礎・成人看護学実習室

奨学制度を利用することで、仲間と支え合
い、学習に集中して取り組むことができます。

返還免除制度がある学校独自の

奨学金で看護師を目指します。
在校生からの

メッセージ

奨学金を借りているおかげで両親への負担
も少なく、勉強に集中することができます。

3年生 A.Mさん 3年生 M.Tさん

学生の声/学内イベントやチューター制を通して、先輩後輩と仲良くなれるところ！ 学生の声/自然豊かな環境で落ち着いて学習に取り組むことができる！


