
Nu r s i n g  P a t h  2 02 2

ー 14 ー ー 15 ー

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
R3.10.13 R3.10.23 R3.10.29

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 R4.1.12 R4.1.20 R4.1.25 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

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（指定校） R3.10.1
R3.10.22 R3.11.1 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（指定病院） 各労災病院指定
（各労災病院で事前に推薦を受けるための選抜試験あり、労災病院総務課に確認のこと）

一般（早期） R3.11.5 R3.11.27 R3.12.3 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（共通） R3.12.23 R4.1.20〜21 R4.1.28 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
R3.10.8（必着） R3.10.17 R3.10.25 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 R3.12.3（必着） R3.12.12 R3.12.20 国語総合（古文・漢文を除く）、【ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ、一般常識の計算,数学Ⅰから1科目選
択】、面接
※�三次は実施しない場合があります。実施の有無は、令和4年2月7日（月）に本校ホームペー
ジに掲載します。

一般二次 R4.2.4（必着） R4.2.13 R4.2.21

一般三次 R4.2.25（必着） R4.3.6 R4.3.10

倉敷中央看護専門学校
〒710-0056　倉敷市鶴形1-8-5
（086-422-9311） 看 40 ○

推薦
R3.10.15

Ｒ3.10.22〜23
R3.10.27

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。昨年9月に校舎を移転しました。新たな教育環
境の中で、「人を愛し、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
い倉敷の街で実り多い学校生活を送りましょう。

特別選抜（社会人含む） R3.10.22 国語総合（古文・漢文除く）、数学（一般基礎）、面接

一　　般 R4.1.14 R4.1.21〜22 R4.1.26 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） R3.7.13（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） R3.8.17（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）

R3.10.13（必着） R3.10.17 R3.10.20
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）

R3.11.9（必着） R3.11.13 R3.11.16
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 R3.12.7（必着） R3.12.12 R3.12.15

基礎学力考査（国語・英語・数学）、小論文、個人面接
一般二次 R4.1.11（必着） R4.1.15 R4.1.18
一般三次 R4.2.15（必着） R4.2.19 R4.2.22
一般四次 R4.3.15（必着） R4.3.19 R4.3.23

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
Ｒ3.10.21 Ｒ3.11.4 Ｒ3.11.15 国語総合（古文・漢文を除く）、小論文、面接

　洋学・医学の発展にも深いつながりのある津山の地で、看護師を目指して一緒に学び
ませんか？
　本校の理念にもある「仁愛の精神」を大切に、豊かな人間性を養う時間を入れながら、
保健医療チームの一員として貢献できる看護師を育成しています。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充実した実習を行い、学内では少人数毎の細
やかな指導体制をつくり、皆さんの学びを支援しています。

特別選抜

一般一次 Ｒ4.1.19 R4.1.27 Ｒ4.2.4 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 Ｒ4.3.4 Ｒ4.3.10 Ｒ4.3.17 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 ○

一般入試 ※�各入試日の前々
日17時まで
※�高校生はR３年
10月1日以降の
出願とする。

※�R４年1月からは
定員があれば入
試を行います。

R3.6.20
R3.7.25
R3.8.22
R3.9.26
R3.10.10
R3.10.24
R3.11.7
R3.11.21
R3.12.5
R3.12.19

各入試日の
10日後

生物基礎、国語総合、小論文、面接 　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。
　また2021年４月から電子教科書を採用し、１人１台のiPadでのICT教育をスタートいたします。
　みなさんと一緒に新しい歴史を作りましょう。

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

R3.9.24（必着） R3.10.9 R3.10.28

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 R3.12�.28（必着） Ｒ4.1.15� Ｒ4.1.27� 専門科目（准看護師資格試験に準ずる）、面接


