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人間をみつめる
それが看護のはじまりです

生まれてから死ぬまで、人生にはさまざまなドラマがあります。

嬉しいとき、つらいとき、楽しいとき、寂しいとき……

誰かの心のあたたかさを感じたことはありませんか。

看護の心はそのようなときに生まれるもの。

看護はひとと真正面に向き合う仕事。

だから、喜びも、感動も、時に感じる悲しみも大きい……。

そのようなとき、少しずつ成長していく自分を感じます。

看護の心はこうして育つもの。

ひとりひとりが持っている看護の心は

キャンドルの灯のように優しく輝いています。

1 1 看護の仕事って……看護の仕事って……
看護の職種には、保健師、助産師、看護師及び准看護師があります。

【仕事の内容】
厚生労働大臣の免許を受けて、病院や施設等で、患者さんの療養上の世話や治療に伴う診療の補助の仕事をして
います。また、患者さんや家族の不安を軽減し、心のケアも行っています。その他、在宅で療養されている人び
とを訪問して看護を行う仕事もあります。

【主な職場】
病院、診療所、訪問看護ステーション、老人保健施設、老人ホームや心身障害
者施設などの福祉施設

看護師

【仕事の内容】
都道府県知事の免許を受けて、医師・歯科医師または看護師の指示を受けて療養上
の世話や、診療の補助を行います。

【主な職場】
病院、診療所、訪問看護ステーション、老人保健施設、老人ホームや心身障害者施設などの福祉施設

准看護師

【仕事の内容】
厚生労働大臣の免許を受けて、人びとが健康な生活が送れるように、保健指導
を行います。地域の人びとを対象に健康や育児についての相談、集団検診や家
庭訪問を実施し、健康指導を行います。また、会社で働く人びとやその家族に
対する健康管理や、健診などでの健康相談・指導を行います。

【主な職場】
保健所、市町村、会社・事業所の健康管理室、病院、児童相談所、地域包括支援センター、福祉事務所

保健師

【仕事の内容】
厚生労働大臣の免許を受けて、妊産婦への保健指導、助産、産後の母子のケア、
新生児の保健指導を行います。そのほか、女性の生涯を通じた健康問題（思春期・
不妊・更年期など）に対しても支援します。
自分で助産所を開業することもできます。

【主な職場】
病院、産婦人科の診療所、助産所

助産師
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看護職の活動の場は、病院・診療所だけではありません。

2 2 看護職の活躍の場はこんなに広がっています看護職の活躍の場はこんなに広がっています 3 3 看護学生・看護職からのメッセージ看護学生・看護職からのメッセージ
この道を選んでよかった ーあなたに伝えたい看護の魅力ー

大学で看護を学んで

新見公立大学　健康科学部看護学科　2年生　長本 菜の
　私は、将来看護師として地域の人々の心と体の健康を支え、その人らしく人生を全うできるようサポートし
たいと思い、看護学科の入学を決意しました。大学では座学だけでなく演習もあるため、より実践的な看護
の知識や技術を学ぶことができます。1 年次の基礎看護学実習では、はじめて現場の看護に触れることが
できました。患者や看護師の言動、見るもの聞くことすべてが発見であり、看護の視点が増えたと思います。
実習の後はますます看護が好きになり、同じ志をもつ仲間と励まし合いながら学ぶことの楽しさを感じていま
す。

地域で暮らす親子に寄り添う

早島町健康福祉課（保健師 3年目）　永井 美帆
　私は町の保健師として、家庭訪問や健康診査などで子どもの成長を見守り、妊娠・出産・子育てについ
ての相談を受けています。
　この仕事の魅力は、妊娠中から子どもやその家族に継続的にかかわり、サポートしていけるところです。赤
ちゃんの成長をお母さんと一緒に喜んだり、一人で不安を抱えていたお母さんが笑顔で子育てできるように
なった姿に出会えたりしたときは、この仕事をしていてよかったと感じます。
　これからも早島町の親子一人ひとりに寄り添いながら、子育てを応援し続けていきたいです。

私の感じる助産師としてのやりがい

岡山医療センター（助産師 4年目）　井上 友梨香
　助産師は生命の誕生に立ち会い、家族の始まりを支える素敵な職業だと思います。日々、妊娠中に状態
が悪くなり、母体や胎児の安全のために緊急に搬送されることや、早産・超緊急帝王切開などを要するハイ
リスク妊産婦と関わり、母子の命を守る責任の怖さを感じています。しかしその中でも嬉しいことがあります。
偶然同じ人のお産に立ち会えたことや「あなたにとりあげてもらえてよかった」と言われることです。また、産
後の頻回授乳を頑張る母と母乳分泌が増えたことを一緒に喜び、児と過ごしていくうちに母親となっていく姿
を見ると助産師になってよかったと心から思えます。このような嬉しいことや喜びを積み重ねていくことが助産
師としてのやりがいです。

急性期の患者や家族の不安に寄り添う看護師を目指して

津山中央病院　集中治療室（看護師５年目）　松本 愛菜
　私は小さい頃から人の命に関わる仕事に就きたいと思い看護師になりました。今はＩＣＵに勤務しており、
超急性期の患者さんの日々状態変化を観察しながら、医師や他職種との連携を図り、入院時より患者さん
や家族の不安に寄り添うことで患者さんのＱＯＬの向上を支援しています。
　多くの疾患に対応し、様々な技術が必要な部署であることに不安や悩みもありましたが、職場の先輩に助
けられ、元気になった患者さんの姿に喜びを感じ、ここまで来られたと実感しています。
　日々変化する医療現場で、自分の看護は何かを考え探求し、患者さんの個別性を尊重した看護が出来る
様に学びを忘れず努めていきたいです。

実習で学んだこと

岡山赤十字看護専門学校　3年生　中元 和奏
　私は看護実習を終えた今、患者様一人ひとりに合ったコミュニケーションの重要性を感じています。思い
の表出が難しい方には話しやすい雰囲気づくりを、疾患によって発語がみられない方には表情や身振りなど
から思いを汲み取るようにしています。コミュニケーションの方法を工夫することで、患者様のニーズをみつけ
ることができたときは大きな喜びでした。また、患者様がもつ力を最大限に活かすことができるような関わり
に努めています。実習を重ねるごとに自分自身が成長できること、そして何より患者様の笑顔と「ありがとう」
の言葉にやりがいと喜びを感じています。これからもさらに成長できるよう、同じ夢を志す仲間と共に学びを
重ねていきます。

病院・診療所

患者さんの療養生活援助や
治療処置の補助をし、チー
ム医療の一員として活躍し
ています。

訪問看護ステーション

家庭を訪問してケアを提供
し、利用者さんと家族を支
えます。

介護サービス
提供事務所

ケアマネジャーとして介護
保険のケアプランを作成し
ます。

看護の教育機関

看護学校や大学等で看護学
生の教育・指導・研究を行
います。

学校の保健室

児童・生徒などの健康管理
や相談に応じます。

助産所

妊婦さんの健康管理や出産
を手助けし、両親の子育て
も応援します。

介護保険施設
社会福祉施設

介護老人保健施設や特別養
護老人ホームなどの施設で
高齢者の健康管理を行い、
毎日の生活を支えます。

保健所・市町村

地域住民の健康の保持増進
の支援を行います。

企業の健康管理室

働く人びとの健康管理や心
と身体の保健相談をしま
す。

その他

JICA（独立行政法人国際協
力事業団）や青年海外協力
隊などの活動に参画します。
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5 5 いろいろな教育課程があるけど、何がどのように違うの？いろいろな教育課程があるけど、何がどのように違うの？

※学校数・1学年定員数は「看護師等学校養成所入学状況及び卒業生就業状況調査」厚生労働省による。

288

大学 短期大学 看護専門学校
一般教養科目が充実していて、幅広
い視野にたった学習ができる。理論
の習得や、思考力・判断力を養う教
育が行われる。大学院への進学も可
能で、より専門的な学問・研究にあた
ることもできる。

3年間で看護師国家試験の受験資格
が得られる点は専門学校と同じ。所
定の単位を修めれば、養護教諭二種
免許を取得できる学校もある。

大学・短期大学に比べ、現場での実
践力を養う教育に比重が置かれてい
る。学校を設置している団体や系列
病院とのつながりから、実習先は系
列の医療機関が多い。

●取得可能資格
•看護師国家試験受験資格
•保健師国家試験受験資格※
•助産師国家試験受験資格※
（※保健師課程・助産師課程があ
る大学で所定の科目を履修し
た場合）

●修業年数
•4年

●卒業時の学位
•学士

●卒業までに必要な単位数
•124単位以上

●取得可能資格
•看護師国家試験受験資格

●修業年数
•3年

●卒業時の学位
•短期大学士

●卒業までに必要な単位数
•97単位以上

●取得可能資格
•看護師国家試験受験資格
•保健師国家試験受験資格※
（※統合カリキュラム校のみ）

●修業年数
•3年
定時制・統合カリキュラム校等は
4年

●卒業時の称号
•卒業者には「専門士」の称号が
与えられる

●卒業までに必要な単位数
•97単位以上
統合カリキュラム校は122単位以上

558

看護大学 看護短期大学（3年課程） 看護専門学校など（3年課程）

2017年 2017年 2018年 2017年 2018年

22,656

22 554

28,907

1学年総定員数（人）
学校数（校）

1学年総定員数（人）
学校数（校）

1学年総定員数（人）
学校数（校）

267

23,840 24,695 1,300

557

2018年 2019年 2019年

28,802
28,447

280

1,390
1,230

2019年

23 18

4 4 看護職員になるには……看護職員になるには……

高等学校
一貫校
【5年】

高等学校
衛生看護科
【3年】

准看護
学校
【2年】

看護大学
【4年】

看護専門学校
総合カリキュラム校
【4年】

看護
短期大学
【3年】

看護
専門学校
【3年】
定時制※1
【4年】

中 学 校 卒 業

高 等 学 校 卒 業

高等学校
専攻科
【2年】

看護
専修学校
通信制
【2年】

看護学校
【2年】
定時制※1
【3年】

看護短期
大学【2年】
（高卒者・
旧大検合格者）

都 道 府 県 試 験 ⇒ 准 看 護 師

助 産 師 国 家 試 験 ⇒ 助 産 師

助産師
学校
【1年】

大学
助産学
専攻科
【1年】

大学院
助産学専攻
【2年】

短期大学
助産師
専攻科
【1年】

保健師
学校
【1年】

短期
大学
地域
看護学
専攻科
【1年】

保 健 師 国 家 試 験 ⇒ 保 健 師

看 護 師 国 家 試 験 ⇒ 看 護 師

※1

※1

※1
※1 ※1

大学院
保健学
専攻
【2年】

※1 ※1

※2

認定看護師
専門看護師
看護学校教育　等に
進むコースがあり、それぞれに
育成課程があります

編入可能

実務経験
3年以上
（中卒者）

実務経験
7年以上
（H30年～）

※ 1�岡山県内には該当校なし
※ 2�大学によっては看護専門学校、看護短期
大学等から編入学制度を設けている。また
保健師・助産師課程をもっている大学では、
学生は選択することにより保健師・助産師
国家試験受験資格を得ることができる。
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6  6  令和３年度県内の大学・短期大学・看護専門学 校・高等学校の入学試験について令和３年度県内の大学・短期大学・看護専門学 校・高等学校の入学試験について
⑴大学　　（学生募集している学校のみ掲載）
▪入　学　資　格 ： 高等学校卒業者、または令和3年3月までに卒業見込みの者。その他、これと同等以上の学力があると認められた者
▪修　業　年　限 ： 4年
▪卒業後の資格 ： 看護師国家試験受験資格、保健師国家試験受験資格（※）、助産師国家受験資格（※）が得られる
　　　　　　　　※保健師課程・助産師課程がある大学で選択した場合

学　校　名　・　所　在　地 取得可能資格 定員 社会人入試 願書締切日 試験期日 合格発表 試　　　験　　　科　　　目 学校の先生からのメッセージ

岡山県立大学　保健福祉学部看護学科
〒719-1197　総社市窪木111� （0866-94-9163）
（大学院併設）

看

助

※
40

学校推薦型 R2.11.6 R2.11.21 R2.12.4 書類（調査書、推薦書及び志望理由書等）の審査、小論文、面接�　※大学入学共通テストは
課さない

　将来、看護のプロフェッショナルとして社会に貢献したい方、看護学の発展に寄与した
い方、何よりも人々の健康と暮らしに関心をもち、人と関わることが好きなチャレンジ精神
のある方を歓迎します。豊かな教養と高い倫理観をもち、国際的な視野をひろげ、確かな
判断力を培って看護を探究していきましょう。

一般前期
R3.2.3

R3.2.25 R3.3.5 前期・後期：面接
大学入学共通テスト：｢入学者選抜要項｣でご確認ください。一般後期 R3.3.12 R3.3.21

岡山大学　医学部保健学科看護学専攻
〒700-8558　岡山市北区鹿田町2-5-1� （086-235-7984）
（大学院併設）

看

保

※
80 ○

学校推薦型

「2021年度�入学者選抜要項」により、6月末に公開予
定です。

小論文、面接 　高度先進医療を担う岡山大学病院に隣接しており、実習には最適の立地で学ぶことが
できます。また、第1線で活躍する先輩たちが教えてくれます。
　臓器移植や内視鏡手術、IVRなどカテーテル手術など高度な治療、がん治療、救命救急
医療、小児医療、周産期医療、生殖医療など、幅広い専門知識と看護スキルを学ぶことが
できます。病院の中だけではなく、地域、学校、企業などの保健分野でも活躍できる人材を
育てます。
　総合大学の利点を活かし、多様な分野の教養を身に着けることができるとともに、留学
生や様 な々学部の学生とも交流できます。
　今までにないような新たな課題にも対応できる能力、一生にわたり学び成長し続ける気
概、そして、全ての人々へのやさしさを持つ看護師・保健師�を育てます。また、助産師や研究
者を目指す方への大学院進学もサポートします。
※詳細は募集要項をご覧ください。

社会人 小論文、面接

国際バカロレア 面接

私費外国人留学生 英語、理科、面接

一般前期 大学入学共通テスト、個別学力検査（英語、理科、面接）

一般後期 大学入学共通テスト、個別学力検査（小論文、面接）

川崎医療福祉大学
保健看護学部保健看護学科
〒701-0193　倉敷市松島288� （086-464-1004）
（大学院併設）

看

保

※
24名
選抜制
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総合型選抜一次審査
R2.9.14

ー R2.9.28 調査書及びエントリーシート 　本学科は、病院をはじめとする医療機関での治療・ケアにとどまらず、地域医療や在宅
医療など多様化する医療ニーズに応える看護職者を育成します。保健・医療・福祉の視
点を身につけ、他職種と連携したチームケアについての理解を深めるほか、地域に暮らす
人々の健康問題や、医療安全・危機管理、災害などにも対応できる知識と技術を修得し
ます。隣接する川崎医科大学附属病院、岡山市の中心部に位置する川崎医科大学総合
医療センターは、実践力を養うための充実した実習施設であるとともに、多くの本学科の
卒業生が活躍しており、将来を具体的にイメージできる場所として学生のキャリア形成に
も役立っています。
　本学科では、看護師国家試験受験資格は全員が取得し、加えて24名が保健師国家
試験受験資格を目指します。卒業後は、助産師となるために、あるいは、看護師になって
臨床実践を積んだ後にがん専門看護師、認定看護管理者、看護学研究者を志して、本
学大学院に進学することも可能です。

総合型選抜二次審査 R2.10.10 R2.11.2 基礎学力確認テスト、面接、調査書及びエントリーシート

学校推薦型選抜（専願） R2.11.7 R2.11.14 R2.12.1 ＜公募＞基礎学力確認テスト、面接、調査書　＜有資格＞面接（口頭試問含む）、調査書　＜指定校＞面接（口頭試問含む）、調査書及び志望理由書

学校推薦型選抜（併願）A日程
R2.12.6

R2.12.13
R2.12.19 基礎学力確認テスト、面接、調査書

学校推薦型選抜（併願）B日程 R2.12.14

一般選抜前期A日程
R3.1.20

R3.2.1
R3.2.6

選択科目【コミュニケーション英語Ⅰ･Ⅱ（100点）、国語総合（古典を除く）（100点）、日本史B（100点）、
数学Ⅰ（100点）、物理基礎（50点）、化学基礎（50点）、生物基礎（50点）、物理（50点）、化学（50点）、生物
（50点）】から試験当日に2科目選択、面接、調査書　＊理科は2科目で1科目分(100点)として扱います。一般選抜前期B日程 R3.2.2

一般選抜後期 R3.3.2 R3.3.10 R3.3.15 基礎学力確認テスト、面接、調査書

吉備国際大学
保健医療福祉学部看護学科
〒716-8508　高梁市伊賀町8��� （0866-22-9454）
（大学院併設）

看

保

※
60

特別推薦Ⅰ R2.11.16 R2.11.22 R2.12.1
書類審査、面接 　看護者には豊かな感性と適切な看護サービスを提供する能力が求められます。吉備国

際大学看護学科では「あたたかな看護の心と確かな知識と技術を身につけた看護専門
職を養成し、地域の保健医療の発展に貢献する」ことを目標にしています。そのために、講
義・演習・実習と段階的にカリキュラムを進め、丁寧に繰り返し教授しています。　本学科
は、看護師の養成を主な目的としており、看護師国家試験受験資格を得られます。さらに、
保健師国家試験受験資格や養護教諭、高校教諭（看護）の免許を取得することが可能
です。
　臨床実習は岡山大学病院をはじめ、県内各地で幅広い実習を経験することを通して、
看護に必要な知識と技術を統合できるようにしています。さらに、併設のスキルラボを活用
しシミュレーション教育を導入、臨床実践力を身につけられるようにしています。
　看護師国家試験や保健師国家試験に向け、基礎学力を身につけ臨床現場が求める
力を高めることが必要です。さらに大切なことは、健康問題を抱えている人々に対するやさ
しさや思いやりの心を持ち、相手の立場に立って考え、行動できるようになることです。ま
た、看護は同僚や他職種の人 と々のチームワークなしでは成り立ちませんから協調性も重
要です。そのような、看護専門職にふさわしい、人に関わることが好きで明るく積極的で、
意欲あふれ好奇心旺盛な人をお待ちしています。

特別推薦Ⅱ R2.12.14 R2.12.20 R3.1.5
ＡＯ総合選抜（Ⅰ期） R2.10.30 ー R2.11.9 書類審査（エントリーカード、志望理由書、活動報告書、課題に対するレポート）、面接

①エントリーカード、事前課題レポート等を提出し、面接（簡単な基礎学力等を含む）を実施。
②出願資格確認通知を送付　③出願時に学修計画書を提出　④合格発表

ＡＯ総合選抜（Ⅱ期） R2.12.18 ー R3.1.5
ＡＯ総合選抜（Ⅲ期） R3.3.24 ー 本学が指定する日

推薦総合選抜A日程 R2.11.13
R2.11.21

R2.12.1
小論文、調査書（50点）

R2.11.22 学力試問（1教科1科目）＋調査書（50点）（募集要項で詳細を確認）
推薦総合選抜B日程 R2.12.11 R2.12.19 R3.1.5 学力試問（2教科2科目）+調査書（100点）（募集要項で詳細を確認）
一般選抜前期Ａ方式

R3.1.22
R3.2.1

R3.2.12
学力試問（3教科3科目）（募集要項で詳細を確認）

一般選抜前期Ｂ方式 R3.2.2 学力試問（2教科2科目）（募集要項で詳細を確認）
一般選抜前期Ｃ方式 R3.2.3 学力試問（1教科1科目）（募集要項で詳細を確認）
一般選抜中期 R3.2.10 R3.2.18 R3.3.1 学力試問（2教科2科目）（募集要項で詳細を確認）
一般選抜後期 R3.3.4 R3.3.11 R3.3.19 学力試問（1教科1科目）（募集要項で詳細を確認）
大学入学共通テスト利用（前期） R3.2.3

個別学力試験
は課さない

R3.2.12 選択3教科3科目（募集要項で詳細を確認）　※大学入学共通テストを利用
大学入学共通テスト利用（中期） R3.2.18 R3.3.1 選択2教科2科目（募集要項で詳細を確認）　※大学入学共通テストを利用
大学入学共通テスト利用（後期） R3.3.11 R3.3.19 選択2教科2科目（募集要項で詳細を確認）　※大学入学共通テストを利用

山陽学園大学　看護学部看護学科
〒703-8501　岡山市中区平井1-14-1� （086-272-4024）
（大学院併設）

看

保

※
78 ○

総合型選抜Ⅰ期 R2.9.14（消印有効） R2.9.26 R2.11.1
基礎学力検査（英語・数学）、面接、調査書評価 　山陽学園大学看護学部は、学園の教育理念「愛と奉仕」の精神を基に、こころのケア

ができる看護専門職者の養成と、先進的な看護学の創造を目指しています。
　本学園で51年間校長として献身した上代淑は、今から113年前、近代看護の祖・ナイ
チンゲールの自宅を訪問しました。当時の2人の信念「人びとのために尽くす看護職を天
職とする」を実現すべく、ともに看護学を学びましょう。
�本学のカリキュラムは、看護実践のために不可欠な専門知識を、基礎から体系的に学
び、専門的知識と科学的根拠に基づく質の高い看護実践技術の習得を目指しています。
また、看護師国家試験に向けては、1年次からその意識づけと医学及び看護等の基礎学
力の強化に取り組んでいます。学生1人ひとりに対して、アドバイザー教員やゼミ担当教員
など、複数の教員が協力して、個々の学生の成績などに合わせて指導しています。
　将来、看護職（看護師・保健師・養護教諭）として活躍するという明確な目的意識を
持っている人、人間を愛し、思いやりと優しさをもって人びとと関われる人、学習意欲と向
上心のある人、大歓迎です。

総合型選抜Ⅲ期 R2.10.12（消印有効） R2.10.17 R2.11.1
学校推薦型選抜（指定校制）

R2.11.11（消印有効）
R2.11.22

R2.12.1
面接、推薦書・調査書評価

学校推薦型選抜（公募制）Ⅰ期 R2.11.21 基礎学力検査（英語・数学）、面接、推薦書・調査書評価
学校推薦型選抜（公募制）Ⅱ期 R2.12.4（消印有効） R2.12.12 R2.12.19 小論文又は自己推薦書の説明の選択、面接、推薦書・調査書評価
一般選抜Ⅰ期 R3.1.20（消印有効） R3.2.5 R3.2.13

学力試験、調査書評価
一般選抜Ⅱ期 R3.2.19（消印有効） R3.2.27 R3.3.5
大学共通テスト利用Ⅰ期 R3.2.1（必着） 個別の面接・

学力試験等は
課さない

R3.2.16
令和3年度大学入学者選抜大学入試センター試験の結果、調査書評価大学共通テスト利用Ⅱ期 R3.3.1（必着） R3.3.8

大学共通テスト利用Ⅲ期 R3.3.18（必着） R3.3.24
社会人特別選抜Ⅰ期 R2.11.11（消印有効） R2.11.21 R2.12.1

小論文、面接、書類審査
社会人特別選抜Ⅱ期 R3.2.19（消印有効） R3.2.27 R3.3.5
外国人留学生Ⅰ期 R2.11.11(必着) R2.11.21 R2.12.1
外国人留学生Ⅱ期 R3.2.19（必着） R3.2.27 R3.3.5

保  保健師　 助  助産師　 看  看護師　 准  准看護師
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⑵統合カリキュラムによる看護専門学校
▪入　学　資　格 ： 高等学校卒業者、または令和3年3月までに卒業見込の者。その他、これと同等以上の学力があると認められた者
▪修　業　年　限 ： 4年
▪卒業後の資格 ： 保健師、看護師国家試験の受験資格が得られる

学　校　名　・　所　在　地 取得可能資格 定員 社会人入試 願書締切日 試験期日 合格発表 試　　　験　　　科　　　目 学校の先生からのメッセージ

玉野総合医療専門学校　保健看護学科
〒706-0002　玉野市築港1-1-20� (0863-31-6830)

看

保
40 ○

AO入試Ⅱ期（専願制）（エントリー)R2.8.22（出　� �願）R2.9.18 R2.8.29 R2.10.1 基礎提出資料（志願票、学科課題）、面接、口頭試問 　本学科は、保健師看護師統合カリキュラム（4年制）です。入学者全員が、看護師だけで
なく、保健師を目指します。医療の機能分化と高度化に対応できる能力を備えた看護師
の育成と社会のニーズに適応した保健師の育成を行います。自立した社会人となること
を目標に一人ひとりが学習課題を認識し、その取り組みと結果から自己のあり方を振り返
り、改善するという繰り返しを、授業、実習ではもちろん、生活指導においても丁寧に指導
しています。
　21世紀を自分らしく輝いて生きるために、明るく広 と々したキャンパスで、理学療法学
科・作業療法学科の仲間たちと共に学び、成長しましょう。※社会人入試の日程は学生募
集要項および本校ホームページでご確認下さい。

特別推薦入試（専願制）
R2.10.13 R2.10.17 R2.10.23

小論文、面接、書類選考

指定校推薦入試（専願制） 面接、書類選考

AO入試Ⅲ期（専願制） R2.11.10 R2.11.14 R2.11.20 書類選考（学科課題）、面接、口頭試問

推薦入試Ⅰ期（併願制） R2.11.10 R2.11.14 R2.11.20 国語（古文、漢文を除く）、【英語、数学Ⅰ・A、生物基礎から1科目選択】、面接、書類選考

推薦入試Ⅱ期（併願制） R2.12.8 R2.12.12 R2.12.18 国語（古文、漢文を除く）、【英語、数学Ⅰ・A、生物基礎から1科目選択】、面接、書類選考

一般入試Ⅰ期（併願制） R3.1.26 R3.1.30 R3.2.5 国語（古文、漢文を除く）、【英語、数学Ⅰ・A、生物基礎から1科目選択】、面接、書類選考

一般入試Ⅱ期（併願制） R3.2.16 R3.2.20 R3.2.26 国語（古文、漢文を除く）、面接、書類選考

一般入試Ⅲ期（併願制） R3.3.22 R3.3.24 R3.3.26 小論文、面接、書類選考

⑶短期大学 《3年課程》
▪入　学　資　格 ： 高等学校卒業者、または令和3年3月までに卒業見込の者。その他、これと同等以上の学力があると認められた者
▪修　業　年　限 ： 3年
▪卒業後の資格 ： ⑴看護師国家試験の受験資格が得られる
　　　　　　　　⑵保健師学校、助産師学校、養護教諭（一種）養成所の受験資格が得られる

学　校　名　・　所　在　地 取得可能資格 定員 社会人入試 願書締切日 試験期日 合格発表 試　　　験　　　科　　　目 学校の先生からのメッセージ

川崎医療短期大学　看護科
〒701-0194　倉敷市松島316� （086-464-1033）

看 120

総合型選抜
（専願） R2.9.14

一次審査
書類審査

一次通過者発表
R2.9.28 調査書、エントリーシート

��川崎医療短期大学�看護科は3年間で看護師になることができる県内唯一の看護系短
期大学です。川崎学園の建学の理念に基づき、第一線で活躍できる看護師の養成を目指
しています。
　教養と実践力を身につけた、時代のニーズに応えられる質の高い看護師を目指すため
には、学ぶ場所を選ぶことはとても重要です。
　本学では経験豊かな教員が情熱をもって指導にあたり、心の通い合う、きめ細やかな
教育を行っています。また、病院実習は特定機能病院の承認を受けた川崎医科大学附
属病院や岡山市中心部の川崎医科大学総合医療センターを中心に行い、先進的な医
療のなかで人々を尊重しながら主体的に考え実践できる看護師に必要な能力を養って
います。
　また、本学は看護師免許の取得を経て保健師・助産師・養護教諭の道に進みたい人
にもおすすめです。本学卒業後に専門のコースがある専修学校や大学の別科等に入学・
編入学することによって、高校卒業後、最短4年で2つの免許・資格を取得することが可能
です。
　夢を最短で叶えたい方、本気で学び着実に実力をつけたい方をお待ちしています。
　入試は複数の入試区分がありますので、自分に合った入試を選んでください。学校推
薦型選抜までは専願入試も行っていますので、専願の場合は早めの受験をお勧めしま
す。

Ｒ2.10.10 R2.11.2 基礎学力確認テスト、面接、調査書、エントリーシート

学校推薦型選抜
（専願） R2.11.7 Ｒ2.11.14 Ｒ2.12.1

公募専願：基礎学力確認テスト、面接、調査書

有資格：面接（口頭試問を含む）、調査書、資格等に関する提出書類

指定校推薦：面接（口頭試問を含む）、調査書、志望理由書

学校推薦型選抜
（併願）（A日程）

R2.12.6

Ｒ2.12.13

Ｒ2.12.19 基礎学力確認テスト、面接、調査書
学校推薦型選抜
（併願）（B日程） Ｒ2.12.14

一般選抜前期
（A日程）

R3.1.20

Ｒ3.2.1

Ｒ3.2.6

学力試験
選択科目【コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ(100点）、国語総合(古典除く)(100点)、日本史
B(100点）、数学Ⅰ(100点）、物理基礎(50点）、化学基礎(50点）、生物基礎(50点)、物理(50
点）、化学(50点）、生物(50点）】から試験当日に2科目選択（※理科科目は2科目（組み合わせ
は自由）で1科目として扱う）
面接、調査書　　

一般選抜前期
（B日程） Ｒ3.2.2

一般選抜後期 R3.3.2 Ｒ3.3.10 Ｒ3.3.15 基礎学力確認テスト、面接、調査書

学　校　名　・　所　在　地 取得可能資格 定員 社会人入試 願書締切日 試験期日 合格発表 試　　　験　　　科　　　目 学校の先生からのメッセージ

新見公立大学　健康科学部看護学科
〒718-8585　新見市西方1263-2� (0867-72-0634)
（大学院併設）

看

保

※
養護教諭
一種免許状
※選択制

80

推　　薦 R3.1.23 R3.1.29 R3.2.8
●�大学センター試験　「英語（筆記のみ」、国語、数学（数学Ⅰ・数学A）、理科【生物基礎、化学基
礎の2科目または生物、化学のいずれか1科目選択】、【地理歴史、公民から1科目選択】の5科目
●個別学力試験　小論文・面接

　看護学科は、地域社会における保健・医療・福祉、養護教育の推進と看護学の進展に
貢献できる専門職の育成を教育目標としています。「人間力」と「看護力」を備え、生命の
誕生から人生の最後まで、人々の“心と体の健康を支援する”看護専門職の育成を目指し
ています。特色として初年次教育に少人数制の「基礎ゼミナール」の授業を設け、「卒業研
究」までゼミ形式の授業を取り入れた教育体制を組んでいます。看護基礎教育課程は、
基礎分野、専門基礎分野、専門分野で構成し、新見の地域力を生かした体験型科目など
をとおして、人々の健康課題解決に向けたカリキュラムを組んでいます。教員は、学生の成
長を見守り、看護専門職としての道を歩むことを支援します。また、２０１９年度より訪問看
護・地域看護コース（定員５名）を新設しました。コース修了者には、新見公立大学が独自
に認定する修了証を授与します。

一般前期

R3.2.3

R3.2.25 R3.3.5
●�大学センター試験　「英語（筆記のみ」、国語、数学（数学Ⅰ・数学A）、理科【生物基礎、化学基
礎の2科目または生物、化学のいずれか1科目選択】、【地理歴史、公民から1科目選択】の5科目
●個別学力試験　小論文・面接

一般後期 R3.3.12 R3.3.20
●�大学センター試験　「英語（筆記のみ」、国語、数学（数学Ⅰ・数学A）、理科【生物基礎、化学基
礎の2科目または生物、化学のいずれか1科目選択】、【地理歴史、公民から1科目選択】の5科目
●個別学力試験　面接（2回）
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⑷看護専門学校　３年課程
▪入　学　資　格 ： 高等学校卒業者、または令和3年3月までに卒業見込の者。その他、これと同等以上の学力があると認められた者
▪修　業　年　限 ： 3年（朝日医療大学校は4年）
▪卒業後の資格 ： 看護師国家試験の受験資格、保健師学校、助産師学校の受験資格が得られる

学　校　名　・　所　在　地 取得可能資格 定員 社会人入試 願書締切日 試験期日 合格発表 試　　　験　　　科　　　目 学校の先生からのメッセージ

朝日医療大学校　看護学科
〒700-0026　岡山市北区奉還町2-7-1

（086-255-2000）

看 40 ○

AO入試Ⅰ期（専願） R2.9.9 R2.9.12

試験後7日以
内にweb出願
の際ご登録い
ただいたメー
ルアドレス宛
に通知します。

面接、書類選考
　今、地域や社会の特性を活かしながら自宅で生活を送るという地域包括ケアへの移行
が推進されており、看護師に求められる役割はとても大きくなっております。そのため看護
師の活躍の場は病院にとどまらず、介護施設・訪問看護ステーションなどに広がっていま
す。本看護学科は、時代の求めに応じて広い視野に立った看護師、チーム医療のキーパー
ソンとしての役割を担える看護師を養成していきます。そして本校の建学の精神である「原
点は人、伝えたい技術とこころ」の実現に向け、「どんな人にも、どんな場所にも、こころあ
る対応のできる人づくり」を目指しています。ぜひ私たちと一緒に夢を叶えましょう。

AO入試Ⅱ期（専願） R2.12.10 R2.12.13

推薦入試Ⅰ期
（高校生・社会人） R2.10.8 R2.10.10

小論文、面接、書類選考
推薦入試Ⅱ期
（高校生・社会人） R2.12.10 R2.12.13

指定校推薦入試
（専願）（高校生） R2.10.8 R2.10.10 面接、書類選考

一般入試Ⅰ期 R2.11.12 R2.11.14

国語総合（漢文、古文を除く）、面接、書類選考一般入試Ⅱ期 R3.1.21 R3.1.24

一般入試Ⅲ期 R3.2.10 R3.2.14

旭川荘厚生専門学院　看護学科
〒703-8560　岡山市北区祇園866� （086-275-0145）

看 120 ○※

AO1入試 R2.9.15 R2.9.19

試験日から
7日以内に
郵送で通知

オープンキャンパスに参加してエントリーシートを取得する。入試は個人面接のみ。
※�AO入試は高校卒業見込みまたは調査書を提出できる既卒者で募集要項記載の受験資格
を満たした方の出願が可能。　　

　当学院は母体である社会福祉法人旭川荘の「敬天愛人」の理念のもと、人をかけがえ
のない存在として尊重し、病気や障がいのあるなしにかかわらず、その人らしい生活を支
援できる看護師を育成します。
　また、自らの目標に向って主体的に学習をすすめていけるように、プロジェクト学習という
手法を取り入れています。看護に必要な知識や技術の習得だけでなく、課題発見力・課題
解決力・提案力など社会から求められる幅広い力を身につけていくことにつながります。
　実習は、全国有数の高度医療を提供する川崎医科大学附属病院、川崎医科大学総合
医療センターをはじめ、岡山県内の主な病院や旭川荘内の社会福祉施設等で行い、医療
にも福祉にも強い実践力を身につけます。

推薦1次 R2.10.6 R2.10.10

国語総合（古文・漢文を除く）、数学Ⅰまたはコミュニケーション英語Ⅰから選択、個人面接
※社会人の方の受験は、推薦（専願）1次～一般3次に出願が可能。

推薦2次 R2.11.10 R2.11.14

推薦3次 R2.12.8 R2.12.12

一般1次 R3.1.19 R3.1.23

一般2次 R3.2.16 R3.2.20

一般3次 R3.3.22 R3.3.25

独立行政法人国立病院機構
岡山医療センター附属岡山看護助産学校　看護学科
〒701-1195　岡山市北区田益1711-1� (086-294-9292) 看 80 ○

特別推薦
R2.9.29
17時迄 R2.10.8 R2.10.27

面接 　本校は「博愛」「叡智」「自律」を教育理念としています。「博愛・叡智・自律」を基盤とし
て、相互理解を深めながら人々の健康生活への願いに寄り添い、支えることができる看
護の実践者を育てます。講義・演習・臨地実習・教科外活動をとおして、看護の基礎的知
識・技術を修得するとともに、専門職業人として必要な看護観、倫理観を育みます。
　就職希望者の就職率100％です。看護師国家試験の合格率は常に全国平均を上
回っており、令和元年度98.9％です。歴史と伝統のある学校で、４９９４名の卒業生を輩
出しており全国で活躍しています。

一般推薦
数学Ⅰ、小論文、面接

社会人

一　　般 R3.1.5
17時迄

A日程�R3.1.19
B日程�R3.1.21 R3.2.8

国語総合（古文・漢文を除く）・現代文B、コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、数学Ⅰ、面接
※Ａ日程、B日程のいずれか一方を選択

学校法人ベル学園
岡山医療福祉専門学校　看護学科
〒703-8275　岡山市中区門田屋敷3-5-18

（086-271-6001）

看 80 ○

AO入試 R2.9.1 R2.9.5 R2.9.30 国語総合（古文・漢文を除く）、面接 　本校で学ぶのは看護の基礎教育ですが、看護職者には専門知識や技術はもとより、
感性豊かな人間性が求められます。看護の現場では、日々変化する医療社会に対応する
ために、生涯的な学習が必要となります。本校では、地域との交流や経験を大切にそれぞ
れが専門家としての自覚を持つよう個別指導型教育を実施していることが特徴です。その
成果もあり、2020年看護師国家試験は合格率100％となり、看護学科再開後、5年連続
で全国平均を上回ることができました。「全員合格」を掲げた学園全体の取り組みが確実
に成果につながっています。相手を尊重し、命を大切に思いやり、社会に貢献できる人に
育って欲しいと願っています。
　門田屋敷に映えるグリーンの学舎があなたを待っています。

指定校推薦(専願)前期1次
R2.10.6 R2.10.10 R2.10.20

面接

推薦(専願)1次 【国語総合、小論文から1科目選択】、面接

社会人等（専願）1次 R2.9.1 R2.9.5 R2.9.30 国語総合（古文・漢文除く）、小論文、面接

指定校推薦(専願)前期2次

R2.11.10 R2.11.14 R2.11.24

面接

推薦(専願)2次 【国語総合、小論文から1科目選択】、面接

社会人等(専願)2次 国語総合（古文・漢文除く）、小論文、面接

一般1次 国語総合（古文・漢文除く）、【数Ⅰ、英語Ⅰから1科目選択】、小論文、面接

一般2次
R2.12.8 R2.12.12 R2.12.17

国語総合（古文・漢文除く）、【数Ⅰ、英語Ⅰから1科目選択】、小論文、面接

社会人等(専願)3次 国語総合（古文・漢文除く）、小論文、面接

一般3次
R3.1.14 R3.1.23 R3.1.29

国語総合（古文・漢文除く）、【数Ⅰ、英語Ⅰから1科目選択】、小論文、面接

社会人等(専願)4次 国語総合（古文・漢文除く）、小論文、面接

指定校推薦(専願)後期

R3.2.16 R3.2.20 R3.2.26

面接

一般4次 国語総合（古文・漢文除く）、【数Ⅰ、英語Ⅰから1科目選択】、小論文、面接

社会人等(専願)5次 国語総合（古文・漢文除く）、小論文、面接

一般5次
R3.3.3 R3.3.9 R3.3.18

国語総合（古文・漢文除く）、【数Ⅰ、英語Ⅰから1科目選択】、小論文、面接

社会人等(専願)6次 国語総合（古文・漢文除く）、小論文、面接

岡山済生会看護専門学校
〒700-0021　岡山市北区国体町1番11号� （086-253-7910）

看 80 ○

推薦

R2.10.9 R2.10.24 R2.11.5 ①国語：国語総合（古典は除く）　②数学：一般常識の計算、数学Ⅰ（数と式）　③面接

　本校は、「救護済生の精神」あらゆる人々に手を差し伸べる〝済生の心″（生命を救う
心）を育み看護実践に必要な専門的知識・技術・態度を身につけ、保健医療福祉に貢献
できる専門職業人を育成しています。小担当制を取り入れ、教員が学生一人ひとりの関わ
りを大切にしています。
　7階建ての校舎は設備が充実し、学習できる環境が整っています。また、岡山済生会総
合病院を始め、近隣にある済生会の関連施設で実習を行うことができます。充実した学
習環境の済生会で看護を学んでみませんか。男女問わず、お待ちしています。

特別選抜Ⅰ（大学・短大）

特別選抜Ⅱ（社会人）

一　　般 R3.1.8 R3.1.22 R3.1.29
①国語：国語総合（古典は除く）　②数学：一般常識の計算、数学Ⅰ（数と式、図形と計量、二
次関数、データ分析）、数学A（場合の数と確率）　③外国語：コミュニケーション英語Ⅰ･Ⅱ　
④面接
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学　校　名　・　所　在　地 取得可能資格 定員 社会人入試 願書締切日 試験期日 合格発表 試　　　験　　　科　　　目 学校の先生からのメッセージ

岡山赤十字看護専門学校
〒700-8607　岡山市北区青江2-1-1� （086-223-6800）

看 40 ○

推　　薦
R2.10.8 R2.10.17 R2.10.23

国語総合（古文・漢文を除く）、英語表現Ⅰ・Ⅱ、コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、面接 　人道を基調とし、豊かな人間性をはぐくみ、保健・医療・福祉の分野をはじめ、災害救
護の現場で活躍できる基礎的能力を持った看護実践者を育成しています。恵まれた実習
環境のなか、個性を尊重した教育を行っています。看護実践力、社会人基礎力の高い学
生の育成をめざし、看護倫理教育や看護技術教育、医療安全教育の充実、赤十字活動
やボランティア活動への参加支援など、学生のみなさんが自己の経験や看護実践をﾘﾌﾚｸ
ｼｮﾝ（省察）し、主体的に学べるよう支援しています。
　患者さんの力を感じ考える経験を積み重ねて、看護師への道を歩んで行きましょう。

特別選抜（社会人） 国語総合（古文・漢文を除く）小論文、面接

一　　般 R3.1.13 R3.1.21 R3.1.26 国語総合（古文・漢文を除く）、英語表現Ⅰ・Ⅱ、コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、数学または生
物より１科目選択【①数学Ⅰ・数学A　②生物基礎】、面接

岡山・建部医療福祉専門学校
〒709-3111　岡山市北区建部町福渡408-20� （086-722-5001）

看 80 ○

AO入試Ⅰ期 R2.8.20 R2.8.22

試験実施から1週間後郵送

書類審査・現代文・面接 � �本校は経営母体である医療法人社団葵会の「 治゙す ど 防゙ぐ を゙高いレベルで両立し、
健康な人生をトータルにケアしていく医療をめざす」の理念のもと、自然豊かな閑静な地
で豊かな感性と自己教育力を養い、保健医療福祉の向上と国際社会および地域社会に
貢献できる看護師を育成します。
��また、本校は2棟の寮を完備しています。夜間も管理人が常駐し、授業のある日には管理
栄養士の献立のもと、朝・夕の食事を提供しています。
　さらに、「学び直し」に重点を置き、入学前教育や入学後の特別講義では、中学・高校
の基礎科目を集中的に復習します。その他、ゼミナール授業では学年を越えて学びあうこ
とで学生間の交流を深め学習効果を高めています。
　「看護師になりたい」あなたの夢を建部で叶えましょう。わたしたちがあなたを全力でサ
ポートし続けます。

AO入試Ⅱ期 R2.10.1 R2.10.3 書類審査・現代文・面接

指定校推薦入試

R2.10.22 R2.10.24

書類審査・面接

推薦1次入試 書類審査・現代文・面接

専願入試 書類審査・現代文・面接

社会人入試 書類審査・現代文・面接

一般入試 書類審査・現代文・選択科目（コミュニケーション英語Ⅰまたは数学I�)・面接

推薦2次入試

R2.11.19 R2.11.21

書類審査・現代文・面接

専願入試 書類審査・現代文・面接

社会人入試 書類審査・現代文・面接

一般入試 書類審査・現代文・選択科目（コミュニケーション英語Ⅰまたは数学I�)・面接

推薦3次入試

R2.12.17 R2.12.19

書類審査・現代文・面接

専願入試 書類審査・現代文・面接

社会人入試 書類審査・現代文・面接

一般入試 書類審査・現代文・選択科目（コミュニケーション英語Ⅰまたは数学I�)・面接

専願入試

R3.1.28 R3.1.30

書類審査・現代文・面接

社会人入試 書類審査・現代文・面接

一般入試 書類審査・現代文・選択科目（コミュニケーション英語Ⅰまたは数学I�)・面接

専願入試

R3.2.18 R3.2.20

書類審査・現代文・面接

社会人入試 書類審査・現代文・面接

一般入試 書類審査・現代文・選択科目（コミュニケーション英語Ⅰまたは数学I�)・面接

専願入試

R3.3.11 R3.3.13

書類審査・現代文・面接

社会人入試 書類審査・現代文・面接

一般入試 書類審査・現代文・選択科目（コミュニケーション英語Ⅰまたは数学I�)・面接

独立行政法人労働者健康安全機構
岡山労災看護専門学校
〒702-8055　岡山市南区築港緑町1-10-25� (086-261-8180)

看 40

高等学校長推薦（現役） R2.10.2 R2.10.16 R2.10.26 小論文、面接 　本校は、独立行政法人労働者健康安全機構の使命に基づき、勤労者医療を提供する
ために必要な基礎的知識・技術・態度の修得と医療チームの一員として主体的に看護が
実践できる看護師の育成を目指しています。看護師になりたいという強い意志をもち、努力
できる学生を募集します。卒業後、全国いずれかの労災病院で勤務することになります。
（注：院長推薦の受付場所は各労災病院総務課）

労災病院長推薦（現役）
早　　期 R2.11.13 R2.11.28 R2.12.4 一次　国語総合（古文・漢文を除く）、数学Ⅰ・数学A（場合の数と確率）、コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ

一　　般 R3.1.6 R3.1.21～22 R3.1.29 一次　国語総合（古文・漢文を除く）、数学Ⅰ・数学A（場合の数と確率）、コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ
※二次試験は一次試験合格者のみ面接

倉敷看護専門学校　3年課程
〒710-0036　倉敷市粒浦80-1� （086-427-1234） 看 40 ○

推　　薦 R2.10.9（必着） R2.10.18 R2.10.26 国語総合（古文・漢文を除く）、面接 　本校は倉敷市と倉敷市連合医師会により設置された看護学校です。柳と白壁で知られ
る“美観地区”にほど近く、また、中学校・高等学校が隣接し学習環境にめぐまれています。
　そのなかで人々が健やかで心豊かに生活できるよう地域社会に貢献できる看護師の育
成をめざしています。さらに周囲の環境を活かし、人としての成長にも力を注いでいます。

社会人特別選抜
一般一次 R2.12.4（必着） R2.12.13 R2.12.21

国語総合（古文・漢文を除く）、【コミュニケーション英語Ⅰ、数学Ⅰから1科目選択】、面接一般二次 R3.2.5（必着） R3.2.14 R3.2.22
一般三次 R3.2.26（必着） R3.3.7 R3.3.11

倉敷中央看護専門学校
〒710-8602　倉敷市美和1-1-1� （086-422-9311）

〒710-0056　倉敷市鶴形1丁目8番5号　（2020年9月から住所変更）
看 40 ○

推薦（現役）
R2.10.15

Ｒ2.10.23～24
Ｒ2.10.28

国語総合（古文・漢文除く）、数学Ⅰ、面接 　本校は、豊かな伝統と最新の医療を誇る公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構
の看護専門学校です。創設者の「看護は病院の魂である」をモットーに人間的なふれあい
を大切にする看護教育を実践しています。9月から校舎を移転し、新たな教育環境の中で、
「人を愛しみ豊かな人間性を養う」「他の人と和やかに心を通わせる」「多様なニーズに
応じられるよう看護を主体的に実践する」ことを共に学びましょう。文化の誇り高い倉敷の
街で、快適で実り多い学校生活を楽しみ、将来、理想的な医療、看護が行えるよう成長す
る事を願っています。

特別選抜（社会人含む） Ｒ2.10.23 国語総合（古文・漢文除く）、数学（一般基礎）、面接

一　　般 Ｒ3.1.15 R3.1.22～23 Ｒ3.1.27 国語総合（古文・漢文除く）、コミュニケーション英語Ⅰ、数学Ⅰ・A（図形の性質を除く）、面接

ソワニエ看護専門学校
〒703-8265　岡山市中区倉田394-3� （086-274-6455）

看 40 ○

AO入試（一次） R2.7.14（必着） 詳細については、学校へ確認を 詳細については、学校へ確認を 　本校は、日本国憲法の理念に基づき、「いつでも、どこでも、だれもが、安心できる医療
と福祉」をめざす教育機関です。そして、実習病院が豊富で、内容も充実しています。民医
連加盟病院を中心にした実習で、学校と実習地が連携を取っており、安心して実習を行
うことができます。また、学生の主体性を大切にしていますので伸び伸びと学べる校風が
あります。看護はとてもやりがいのある仕事です。私たちとともに学びあいましょう。

AO入試（二次） R2.8.18（必着） 詳細については、学校へ確認を 詳細については、学校へ確認を

専願推薦（指定校　一次）

R2.10.14（必着） R2.10.18 R2.10.21

小論文、個人面接

専願推薦（一般　一次） 小論文、現代国語、個人面接

社会人・大学卒（一次） 小論文、現代国語、面接（グループ・個人）

専願推薦（指定校　二次）

R2.11.10（必着） R2.11.14 R2.11.17

小論文、個人面接

専願推薦（一般　二次） 小論文、現代国語、個人面接

社会人・大学卒（二次） 小論文、現代国語、面接（グループ・個人）

一般一次 R2.12.8（必着） R2.12.13 R2.12.16

基礎学力考査（国語・英語・数学）、小論文、個人面接
一般二次 R3.1.12（必着） R3.1.16 R3.1.19

一般三次 R3.2.16（必着） R3.2.20 R3.2.25

一般四次 R3.3.16（必着） R3.3.20 R3.3.23

津山中央看護専門学校
〒708-0841　津山市川崎1760� （0868-21-8230） 看 40 ○

推　　薦 Ｒ2.10.16 Ｒ2.11.5 Ｒ2.11.16 国語総合（古文・漢文を除く）、小論文、面接、適性検査 　津山洋学の伝統を継ぐ教育環境、近代医学と地域社会の要請に応え発展を続ける実
習病院での学習環境のもと、保健医療チームの一員として貢献できる有能な看護師を育
成しています。優れた芸術に触れ豊かな人間性を養う時間もとり入れています。

特別選抜
一般一次 Ｒ3.1.16 R3.1.21～22 Ｒ3.1.30 国語総合（古文・漢文を除く）、コミュニケーション英語Ⅰ・英語表現Ⅰ、数学Ⅰ、面接
一般二次 Ｒ3.3.9 Ｒ3.3.11 Ｒ3.3.18 一次試験と同じ

学校法人　大阪滋慶学園
美作市スポーツ医療看護専門学校
〒707-04１2　美作市古町1701　� （0120-303-504） 看 40 ○

適性AO入試 各入試日の
前日１７時まで

R2.９.２７
R2.１０.１１
R2.１０.２５

各入試日の
10日後

書類選考※その他事前来校等の条件があるので、詳細はご連絡ください。
　本校は2018年4月に開校した新設校です。　新設校ならではの、今医療現場で使われてる最新
の設備・機器を用いて様々なシミュレーション教育を行います。
　本校は定員40名と少人数制で、1人1人の学生にきめこまやかな指導を行い、確実に国家資格
を取れる様に、サポートしております。
　みなさんと一緒に新しい歴史を作りましょう。

一般入試 ※�各入試日の前日17時ま
で
※�高校生はR2年10月1
日以降の出願とする。
※�R3年1月からは定員が
あれば入試を行います。

R2.10.11
R2.10.25
R2.11.8
R2.11.22
R2.12.6
R2.12.20

生物基礎、国語総合、小論文、面接
推薦入試 国語総合、小論文、面接
社会人入試 国語総合、小論文、面接
業界推薦入試 国語総合、面接

⑸看護専門学校　２年課程
▪入　学　資　格 ： 准看護師免許取得後3年間の実務経験がある者。または准看護師免許取得者で高等学校を卒業した者 （同等以上 の学力があると認められた者を含む）
▪修　業　年　限 ： 2年
▪卒業後の資格 ： 看護師国家試験の受験資格、保健師学校、助産師学校の受験資格が得られる

学　校　名　・　所　在　地 取得可能資格 定員 社会人入試 願書締切日 試験期日 合格発表 試　　　験　　　科　　　目 学校の先生からのメッセージ

国立療養所長島愛生園附属看護学校
〒701-4592　瀬戸内市邑久町虫明6539� （0869-25-0321）

看 20 ○

指定校推薦

R2.9.25（必着） R2.10.10 R2.10.27

面接 　国立で、ハンセン病療養所附属の看護学校です。社会に貢献できる看護師育成のため、生
命の尊厳と人権の尊重を基盤とし、ヒューマンケアの実践能力を育成することを重要な課題と
しています。患者様との信頼関係を築くために必要なコミュニケーション能力・対人関係能力、
患者様のニーズに応えるために必要な観察力・判断力・実践力を養う教育内容を精選してい
ます。また、愛生園の行事にも参加し、楽しみながらハンセン病に対する理解を深めています。
　瀬戸内の豊かな自然に囲まれた環境の中で、心に寄り添う看護を支える“感性”を磨いてい
きましょう。教官が丁寧に指導します。

推薦
専門科目（准看護師資格試験に準ずる）、面接

社会人

一　　般 R3.1.8（必着） R3.1.16 R3.1.26 専門科目（准看護師資格試験に準ずる）、面接
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⑺その他
≪大学院で保健師の国家試験受験資格が得られる課程≫

学　校　名　・　所　在　地 取得可能資格 定員 社会人入試 願書締切日 試験期日 合格発表 試　　　験　　　科　　　目 学校の先生からのメッセージ
岡山県立大学大学院　保健福祉学研究科（博士前期課程）
看護学専攻〈大学卒後2年〉
〒719-1197　総社市窪木111� （0866-94-9163）

保

7
※選抜の結
果、定員に満
たなかった場
合は、第2次募
集を行います。

○
（定員７人
に含まれま
す。社会人
枠はありま
せん）

一　般

R2.8.7 R2.8.26 R2.9.4 学力検査（外国語）、学力検査（専門）、面接

　今までの看護学専攻を再編し、平成25年から博士前期課程で保健師国家試験受験
資格が取得できるようになりました。看護学専攻は、実践・教育・研究の場で社会のニー
ズに応え、貢献できる人材の育成を目指しています。看護を科学的に考え、研究によって
知見を得たいと思われる方は是非チャレンジしてください。�

社会人

外国人留学生

≪助産師の国家試験受験資格が得られる養成校≫
学　校　名　・　所　在　地 取得可能資格 定員 社会人入試 願書締切日 試験期日 合格発表 試　　　験　　　科　　　目 学校の先生からのメッセージ

独立行政法人国立病院機構岡山医療センター附属
岡山看護助産学校　助産学科〈養成校卒後1年〉
〒701-1195　岡山市北区田益1711-1　（086-294-9292）

助 16 ○

特別推薦
R2.10.1　�17時迄 R2.10.13 R2.10.27 小論文、母性看護学、面接

　助産に必要なケアや超音波画像診断、新生児蘇生の演習・母体急変時の初期対応
演習など充実した教育内容で「赤ちゃんにやさしい助産師」を育てます。
　2011年4月に助産学科を開設して以来、助産師国家試験100％合格の実績を維持し
続けています。卒業生は130名を超え、全国で活躍しています。

社会人推薦

一　　般 R2.12.24��17時迄 R3.1.8 R3.1.18 英語、母性看護学、面接

≪大学院等で助産師の国家試験受験資格が得られる課程≫
学　校　名　・　所　在　地 取得可能資格 定員 社会人入試 願書締切日 試験期日 合格発表 試　　　験　　　科　　　目 学校の先生からのメッセージ

岡山大学大学院　保健学研究科（博士前期課程）
保健学専攻看護学分野〈大学卒後2年〉
〒700-8558　岡山市北区鹿田町2-5-1� （086-235-7984）

助
14

（助産学コー
ス８人程度
を含む）

○ 一般、社会人、外国
人留学生

７月下旬
（未定）

８月下旬
（未定）

９月下旬
（未定） 英語（外国人留学生を除く）、口述試験

　助産学コースでは，高度な知識と実践スキルを身に着けた助産師を育成しま
す．また，臨床で持った疑問を解決するための研究を行うことができます．将
来，研究者や教育者になりたい方へもおススメです．
　4年制大学以外の修了者は，あらかじめ入学資格審査等を受ける必要がありま
すので，応募の締め切り日を募集要項でご確認ください。

川崎医療福祉大学大学院
医療福祉学研究科（修士課程）
保健看護学専攻助産学研究分野〈大学卒後2年〉
〒701-0193　倉敷市松島288� （086-464-1004）

助

12
保健看護学専攻
（助産学研
究分野を
含む）

○
※

修士１期 R2.8.20
（変更の可能性あり）

R2.8.31
（変更の可能性あり）

R2.9.5
（変更の可能性あり）

　生命への畏敬、人間愛、相互信頼を基盤にした次世代育成のための助産の実践、並びにケアの改善と変革ができる
助産師の育成を目指します。助産学研究を行うことでエビデンスに基づいた助産を実践する力を培うとともに、助産シス
テム（助産外来、院内助産）を行うために必要な実践能力である妊産婦の診察技術（超音波断層検査を含む）及び分
娩介助技術（会陰縫合技術を含む）、緊急時の処置、周産期を含む生涯にわたる女性健康支援のための知識・技術を
体系的なカリキュラムのもとで学習します。助産学実習は、大学院のある倉敷市内でほぼ完了します。修士課程修了時
には修士(保健看護学)の学位と助産師国家試験受験資格と受胎調節実地指導員申請資格が取得できます。
※社会人入試については、入試課までお問い合わせください。

修士２期 R3.2.17 R3.2.24 R3.2.27

山陽学園大学　助産学専攻科〈大学卒後1年〉
〒703-8501　岡山市中区平井1-14-1� （086-272-4024）
（大学院併設） 助

10
※助産学専攻科
定員に満たない場合、
二次募集を行う。
（特別推薦入試：5名程度
一般選抜：5名程度の合
計人数）

特別推薦 R2.6.18（必着） R2.6.27 R2.7.3 小論文、面接、書類審査
　助産学専攻科は2016年4月に開設しました。学園の教育理念である「愛と奉仕」を基盤として、女性と
家族を支える助産のスペシャリストを養成することを目指しています。本学の特徴である品性教育、地域貢
献としての中学・高校などでの性教育、研究力を磨く学会参加など、幅広く確かな知識、高度で質の高い
技術を身につけた助産師を育成しています。また、開設以来国家試験100％合格を達成しています。
　将来、助産師として活躍したいという意志のある人生、命の誕生に真摯に向き合い責任ある行動がで
きる人、誠実な態度で学ぶことができる人、人と人との関係性を大切にできる人、大歓迎です。共に助産
師を目指して頑張りましょう。

一般選抜Ⅰ期 R2.8.25（必着） R2.9.5 R2.9.12
小論文、専門科目（看護学）、面接、書類審査

一般選抜Ⅱ期 R3.1.20（必着） R3.2.5 R3.2.13

新見公立大学　助産学専攻科〈大学卒後1年〉
〒718-8585　新見市西方1263-2� （0867-72-0634）
（大学院併設） 助

5
（特別選抜入
試：3人程度
一般入試：2
人程度の合
計人数）

特別選抜入試 R2.8.18（必着） R2.8.28 R2.9.4 小論文・面接
　助産学専攻科は、健康科学部看護学科の教育を基盤に、地域の女性の健康を守り、安全で、
安楽な妊娠・出産の過程を支える人材を育成することを教育目標としています。教育の目的は、女
性の生涯を通じた健康及び助産に関する高度な専門知識と実践力を有し、地域社会の母子保
健の発展に貢献できる豊かな人間性と創造性・独自性の高い助産師を育成することです。助産
学専攻科修了時には、助産師としての役割、責任を果たす能力と思いやりのある心を持った豊か
な人間性と高い倫理観を身に付け、社会に貢献できる助産師になれるよう頑張っていきましょう。

一般入試 R2.11.2（必着） R2.11.14 R2.11.20 専門科目・面接

出願区分 試験科目 摘要

一　般 筆記試験 専門科目 専攻分野に関連したもの
英　　語 医療福祉分野に関連したもの�※

口述試験 主として専攻分野について個別に行う

社会人 筆記試験 専門科目 専攻分野に関連したもの
口述試験 主として専攻分野について個別に行う

※専攻共通の問題とします。一般的な英和辞典1冊のみ持ち込むことができます。
　和英を含むもの、大型のもの、専門用語集となっているもの及び電子辞書類は持ち込むことができません。

⑹高等学校５年一貫校
▪入　学　資　格 ： 中学校、またはこれに準ずる学校を卒業（令和3年3月見込み含む）した者。もしくは中等教育学校の前期課程を修了  （令和3年3月見込み含む）した者。その他、これと同等以上の学力があると認められた者
▪修　業　年　限 ： 高等学校看護科5年
▪卒業後の資格 ： ⑴高等学校卒業の資格が得られる　  ⑵看護師国家試験の受験資格、保健師学校、助産師学校の受験資格が得ら  れる

学　校　名　・　所　在　地 取得可能資格 定員 社会人入試 願書締切日 試験期日 合格発表 試　　　験　　　科　　　目 学校の先生からのメッセージ
岡山県立倉敷中央高等学校
〒710-0845　倉敷市西富井1384� （086-465-2559） 看 40

特　別 R3.1.28 R3.2.9～10 内定�R3.2.18
合格�R3.3.17 国語、数学、英語、面接、口頭試問（令和２年実績） ※�入学試験の詳細については、編

集時点で決まっていないため、
各校にお問い合わせください。

　5年一貫看護教育とは、高等学校の看護科と専攻科をあわせた5年間で、看護師を目
指す教育制度です。高校では一般科目とともに専門科目を、専攻科では専門科目を中心
として学習します。小さな頃から憧れていた看護師の資格が、最短期間でとれます。あなた
の夢を確実にかなえるために、私たちと一緒に看護師への道をがんばってみませんか。一　般 R3.2.25 R3.3.9～10 R3.3.17 国語、社会、数学、理科、英語、面接（令和２年実績）

岡山県立津山東高等学校
〒708-0822　津山市林田1200� （0868-22-9307） 看 40

特　別 R3.1.28 R3.2.9～10 内定�R3.2.18
合格�R3.3.17 国語、数学、英語、作文、面接（令和2年実績） ※�入学試験の詳細については、編

集時点で決まっていないため、
各校にお問い合わせください。

　高校に続く専攻科との５年一貫教育で看護師を養成します。校是「行学一如」の精神
の下、確かな学力・専門力の充実と豊かな人間性の伸長を図り、地域医療に貢献できる
人材の育成を目指します。多くの外部講師や校外実習施設の協力により、充実した学習
環境で学べます。一　般 R3.2.25 R3.3.9～10 R3.3.17 国語、社会、数学、理科、英語、面接（令和2年実績）

岡山県立真庭高等学校
〒719-3144　真庭市落合垂水448-1� （0867-52-0056） 看 40

特　別 R3.1.28 R3.2.9～10 内定�R3.2.18
合格�R3.3.17 国語、数学、英語、面接、小論文（令和2年実績） ※�入学試験の詳細については、編

集時点で決まっていないため、
各校にお問い合わせください。

　5年一貫看護師教育により高校3年間、専攻科2年間をかけて豊かな人間性と看護の心を育
みます。近隣に医療施設があり、恵まれた実習環境が整っています。また、真庭市医師会、看護協
会真庭支部、真庭市内の医療施設の方々の多大な協力を得て、外部講師からは最新の医療、保
健、福祉について専門性の高い授業が受けられます。環境整う真庭で学び、真庭で働きませんか。一　般 R3.2.25 R3.3.9～10 R3.3.17 国語、社会、数学、理科、英語、面接（令和2年実績）

倉敷翠松高等学校
〒710-0003　倉敷市平田155� （086-422-3565） 看 35

選抜１期 R3.1.15～R3.1.19 R3.1.28
R3.1.29 R3.2.5

国語・数学・英語・面接
※�入学試験の詳細については、編
集時点で決まっていないため、
各校にお問い合わせください。

　高校＋専攻科の5年間で看護師を養成します。本校の教育の特色である茶道の実践
と専門的学習を通じて、心豊かな思いやりあふれる人間性の育成と、地域医療に貢献で
きる人材の育成を目指しています。選抜２期 R3.2.12～R3.2.16 R3.2.19 R3.2.24

創志学園高等学校
〒700-0054　岡山市北区下伊福西町7-38� （086-252-2101） 看 40

選抜1期 R3.1.19 R3.1.28 R3.2.5
国語、数学、英語、面接

※�入学試験の詳細については、編
集時点で決まっていないため、
各校にお問い合わせください。

　高校3年間での基礎教育と専攻科2年間での専門科目を中心にした学習を通して、
「私も誰かの役に立ちたい」という気持ちを大切に養い、看護に生きがいをもち、自分らし
く生き生きと社会に貢献できる看護師の育成を目指します。選抜2期 R3.2.16 R3.2.19 R3.2.24
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77  入学案内等の請求方法と学校分布図入学案内等の請求方法と学校分布図
⑴入学案内等の請求方法
教育課程 学校名 入学案内等請求方法

大学

岡山県立大学　保健福祉学部看護学科 Web出願に移行したため、岡山県立大学ホームページでご確認ください。

岡山大学
医学部保健学科看護学専攻

医学部保健学科案内は、以下のＵＲＬから請求してください。
https://www.okayama-u.ac.jp/tp/admission/seikyuu_shiryo.html
各種学生募集要項は、以下のＵＲＬからダウンロードしてください。
https://www.okayama-u.ac.jp/tp/admission/bosyuyoko.html

川崎医療福祉大学
保健看護学部保健看護学科

本学ホームページより請求。または、「キャンパスガイド請求」と明記の上、ハガキかFAXで下記宛に請求
（送付先郵便番号・住所・氏名・電話番号を明記）。　送料共無料で送付
〒701-0193　倉敷市松島288　川崎医療福祉大学入試課
Tel（086）464-1004（直通）　Fax（086）464-1057　　※出願についてはWebにて受け付けています。

吉備国際大学
保健医療福祉学部看護学科

募集要項セット（送料共無料）希望者は、住所・氏名・電話番号・出身高等学校等を明記し、ホームページ、電話、E-mailで請求
〒700-0022 岡山市北区岩田町2-5　吉備国際大学入試広報室　
フリーダイヤル（0120）25-9944　Fax（086）231-3601　E-mail：koho@kiui.ac.jp　http://kiui.jp

山陽学園大学
看護学部看護学科

住所・氏名・電話番号・出身学校名・学年を記入し、入試広報部に請求。大学案内は送料無料。募集要項は本校HPで公開。
請求方法　①Eメールによる請求　アドレス：nyushi@sguc.ac.jp　
　　　　　②ホームページから請求　http://www.sguc.ac.jp/　③電話で請求　TEL（086）272-4024（直通）
　　　　　④FAXで請求　FAX（086）272-5504　⑤ハガキで請求　〒703-8501 岡山市中区平井1-14-1

新見公立大学
健康科学部看護学科

●ホームページより請求　https://www.niimi-u.ac.jp/　※送料請求者負担
●本学へ直接請求　封筒の表に「看護学科資料請求」と朱書きし、次の３点を同封して下記宛てに郵送
　①請求者の郵便番号、住所、氏名、電話番号、必要資料名（大学案内・入学者選抜要項）を記入した紙片
　②送付先を宛名書きした角形２号の返信用封筒
　③郵便切手（大学案内と入学者選抜要項のどちらか一方のみなら215円分、両方なら310円分）
　【送付先】〒718-8585　岡山県新見市西方1263-２　新見公立大学　学務課入試係

統 合カリ
キュラムに
よる看護
専門学校

玉野総合医療専門学校　保健看護学科

募集要項無料
請求方法①ホームページから請求　https://www.tamasen.ac.jp
　　　　②電話で請求 TEL（0863）31-6830　③FAXで請求（住所・氏名・学校名を明記） FAX（0863）33-9067　
　　　　③Eメールによる請求（住所・氏名・学校名を明記）　メールアドレス　info@tamasen.ac.jp
　　　　④入試係へ郵便で請求（住所・氏名・学校名を明記）
　　　　　〒706-0002　玉野市築港1-1-20　玉野総合医療専門学校　入試係（返信用封筒は不要）

短期大学 川崎医療短期大学　看護科
本学ホームページより請求。または、「キャンパスガイド請求」と明記の上、ハガキかFAXで下記宛に請求
（送付先郵便番号・住所・氏名・電話番号を明記）。　送料共無料で送付
〒701-0194　倉敷市松島316　川崎医療短期大学事務室
Tel（086）464-1033（直通）　　Fax（086）463-4339　　※出願についてはWebにて受け付けています。

看護専門
学校 3 年
課程

朝日医療大学校　看護学科 募集要項無料
請求方法　ホームページ https://oky.asahi.ac.jp　フリーダイヤル 0120-700-350　Eメール support@asahi.ac.jp

旭川荘厚生専門学院　看護学科
入試広報課へ請求（要項代・送料ともに無料）　〒703-8560　岡山市北区祇園866
TEL（086）275-6846　FAX（086）275-0018　E-mail：nyuusisitu@asahigawasou.or.jp　件名を「資料請求」と明記
ホームページ・ハガキ・TEL・FAX・E-mailいずれでも可。ただし、郵便番号・住所・氏名・TELを明記

独立行政法人国立病院機構岡山医療センター
附属岡山看護助産学校　看護学科

郵便番号・住所・氏名を明記した返信用封筒（角型2号A4サイズ）を同封して請求　※返信用封筒には切手不要
請求先：〒701-1195　岡山市北区田益1711-1　独立行政法人国立病院機構　岡山医療センター附属岡山看護助産学校

学校法人ベル学園
岡山医療福祉専門学校　看護学科 電話（086）271-6001 もしくは、ホームページから請求　http://www.ifukusen.ac.jp/　（無料で送付）

岡山済生会看護専門学校 ホームページよりダウンロード（http://www.okayamasaikango.jp)

岡山赤十字看護専門学校 学校ホームページまたは来校により請求　電話（086）223-6800

岡山・建部医療福祉専門学校 学校ホームページ（https://okayamatakebe.isu.ac.jp/）、または電話（086-722-5001）により請求 　※無料で送付

独立行政法人労働者健康安全機構
岡山労災看護専門学校 当校ホームページより請求（無料）

倉敷看護専門学校　3 年課程 電話、来校及びホームページより請求（無料）

倉敷中央看護専門学校 当校ホームページ資料請求画面または電話で請求（無料）　 TEL（086）422-9311

ソワニエ看護専門学校 電話・学校窓口及びホームページより請求可。  ※願書料は無料 　http://www.soigner-nc.jp
〒703-8265　岡山市中区倉田394-3　ソワニエ看護専門学校入試係　TEL（086）274-6455

津山中央看護専門学校 ①来校　②電話　TEL（0868）21-8230　③メール　tsuyamakango@gmail.com
④ホームページ「募集要項」のページから直接　①～④のいずれかの方法で請求（無料）　　　　

美作市スポーツ医療看護専門学校  看護学科 電話（0120-303-504）もしくは、本校ホームページ（「美作市スポーツ」で検索）より請求してください。
看護専門学校
２年課程 国立療養所長島愛生園附属看護学校 ①210円分の切手を貼付した宛先明記の返信用封筒（A4サイズ）を同封して請求

②ホームページで入学案内に関する書類を入手

高等学校
5年一貫校

岡山県立倉敷中央高等学校 学校の教務課または総務課へ問合せ

岡山県立津山東高等学校 学校の学習支援部へ問合せ

岡山県立真庭高等学校 学校の教務課へ問合せ

倉敷翠松高等学校 直接、学校の「広報企画室」へ問合せ

創志学園高等学校 ホームページより請求、または学校（入試広報課直通フリーダイヤル0120-151-752）の「入試広報課」へ問合せ

大学院

岡山県立大学大学院　保健福祉学
研究科看護学専攻（博士前期課程） Web出願に移行したため、岡山県立大学ホームページでご確認ください。

岡山大学大学院　保健学研究科
保健学専攻看護学分野（博士前期課程）

保健学研究科案内及び学生募集要項は,保健学研究科・医学部保健学科のホームページで公開予定です。
（ホームページからダウンロードしてください）
http://www.fhs.okayama-u.ac.jp/

川崎医療福祉大学大学院
医療福祉学研究科保健看護学専攻
助産学研究分野（修士課程）

本学ホームページより請求。または、「キャンパスガイド請求」と明記の上、ハガキかFAXで下記宛に請求
（送付先郵便番号・住所・氏名・電話番号を明記）　送料共無料で送付
「大学院入学試験要項」については、本学ホームページよりダウンロード
〒701-0193　倉敷市松島288　川崎医療福祉大学入試課　Tel（086）464-1004（直通）　Fax（086）464-1057

⑵学校分布図（令和2年4月1日現在）

津山市

鏡野町

美作市

西粟倉村

勝央町

奈義町

久米南町

真庭市

新庄村

備前市

赤磐市

瀬戸内市

玉野市

岡山市

倉敷市

和気町

美咲町

吉備中央町

総社市

新見市

高梁市

井原市

浅口市

矢掛町

笠岡市
里庄町

23

21

27

19

22

2024

26

25

❶

❽

❼

❻

❺

❹

❸
❷

10

❾

17

16

15

14

18

13
12

11

21美作市スポーツ医療看護専門学校
22国立療養所長島愛生園附属看護学校
23岡山県立倉敷中央高等学校
24岡山県立津山東高等学校
25岡山県立真庭高等学校
26倉敷翠松高等学校
27創志学園高等学校

11岡山医療センター附属岡山看護助産学校
12岡山医療福祉専門学校
13岡山済生会看護専門学校
14岡山赤十字看護専門学校
15岡山・建部医療福祉専門学校
16岡山労災看護専門学校
17倉敷看護専門学校
18倉敷中央看護専門学校
19ソワニエ看護専門学校
20津山中央看護専門学校

❶岡山県立大学
❷岡山大学
❸川崎医療福祉大学
❹吉備国際大学
❺山陽学園大学
❻新見公立大学
❼玉野総合医療専門学校
❽川崎医療短期大学
❾朝日医療大学校
10旭川荘厚生専門学院

教育課程 学校名 入学案内等請求方法

大学院

新見公立大学　助産学専攻科

●本学へ直接請求　封筒の表に「助産学専攻科資料請求」と朱書きし、次の３点を同封して下記宛てに郵送
　①請求者の郵便番号、住所、氏名、電話番号、必要資料名（大学案内・学生募集要項）を記入した紙片
　②送付先を宛名書きした角形２号の返信用封筒
　③郵便切手（大学案内と学生募集要項のどちらか一方のみなら215円分、両方なら310円分）
　【送付先】〒718-8585　岡山県新見市西方1263-２　新見公立大学　学務課入試係

山陽学園大学　助産学専攻科
住所・氏名・電話番号・出身学校名・学年を記入し、入試広報部に請求。大学案内、募集要項は送料とも無料
請求方法　①Eメールによる請求　アドレス：nyushi@sguc.ac.jp　
　　　　　②ホームページから請求　http://www.sguc.ac.jp/　③電話で請求　TEL（086）272-4024（直通）
　　　　　④FAXで請求　FAX（086）272-5504　⑤ハガキで請求　〒703-8501 岡山市中区平井1-14-1

看護専門
学校専攻科

独立行政法人国立病院機構岡山医療センター
附属岡山看護助産学校　助産学科

郵便番号・住所・氏名を明記した返信用封筒（角型2号A4サイズ）を同封して請求　※返信用封筒には切手不要
請求先：〒701-1195　岡山市北区田益1711-1　独立行政法人国立病院機構　岡山医療センター附属岡山看護助産学校
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【写 真 提 供】岡山県立大学保健福祉学部看護学科、川崎医療福祉大学保健看護学部保健看護学科、倉敷中央看護専門学校、
　　　　　　  順正高等看護福祉専門学校看護学科

【表 紙 写 真】演習、卒業研究発表会
【裏表紙写真】実習風景



2020年6月発行

Nursing
Pat h
Nursing
Pat h

NURSING PATH 2021
発行
岡山県保健福祉部医療推進課   看護・試験班
〒700-8570 岡山市北区内山下２-４-６
TEL（086）226-7323　FAX（086）224-2313
＜岡 山 県ホームページ＞ URL：http://www.pref.okayama.jp/
＜医療推進課ホームページ＞ URL：http://www.pref.okayama.jp/soshiki/34/
＜医療推進課メールアドレス＞ E-mail：iryo@pref.okayama.lg.jp

編集
公益社団法人  岡山県看護協会   岡山県ナースセンター
〒700-0805 岡山市北区兵団4-39　岡山県看護研修センター内
TEL（086）226-3639　FAX（086）226-0341
＜岡山県看護協会ホームページ＞ URL：http://www.nurse.okayama.okayama.jp/
＜岡山県ナースセンターメールアドレス＞ E-mail：okayama@nurse-center.net

看護職をめざす人へのガイドブック

2  21


