思 い や り の 気 持 ち を 島 根 で カ タ チ に 。
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輝く夢に近づくために！
保健師、助産師、看護師、准看護師とは？
保健師

助産師

【国家資格】
人が健康な生活を送れるように保健指導を行う職業です。保
健所や市町村役場での母子保健活動や、地域住民の健康管
理、企業での社員の健康相談や生活指導を行います。保健師
の資格を得るには看護師の資格が必要です。
■活躍の場／保健所、市町村、企業の健康管理室、地域包括
支援センター、病院など
【国家資格】
出産の介助のほか、妊産婦への保健指導や産後の母子のケ
ア、思春期・更年期の相談など女性の生涯を通じた健康問題に
かかわる職業です。助産所を開設することもできます。助産師
の資格を得るには看護師の資格が必要です。
■活躍の場／病院、診療所、助産院など

看護師

准看護師

【国家資格】
病気やけがで入院している人の療養上の世話や医師の診療の
補助を行う職業です。資格取得後、専門領域で活躍できる専門
看護師や認定看護師制度もあります。
■活躍の場／病院、診療所、訪問看護ステーション、介護保険
施設など
【都道府県知事免許】
医師・歯科医師や看護師の指示を受けて、病気やけがで入院し
ている人の療養上の世話や診療の補助を行う職業です。
■活躍の場／診療所、病院、福祉施設など

看護学校で学ぶ内容は？
大学、短期大学、専門学校とも、厚生労働省が定める看護教育カリキュラムに基づい
て学習を進めます。

1

基 礎 分 野

人間を幅広く理解する能力や、科学的思考力を高めるた
めの基礎を身につけます。

専門基礎分野

人体を系統だてて理解し、健康・疾病に関する観察力、判断力を強化するための内容
や、人々が健康に生活するための社会制度等について学びます。

専 門 分 野

人々に適切な看護が提供できるよう、看護の対象や目的方法などを学びます。看護の理
論と実践を結びつけて理解できるよう、病院等での実習も行います。

資格を得るためにはどうすればいいの？
いずれの資格も文部科学大臣、厚生労働大臣及び都道府県知事の指定する学校・養成所を卒業して、国
家試験（准看護師の場合は都道府県知事が行う試験）に合格した後に、本人の申請により各資格に登録
され、免許証が与えられます。
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3年以上
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（中卒者）

高等学校
専攻科
〈2年〉

看護大学
〈4年〉

看護専門学校

（統合カリキュラム）

〈4年〉

看護
短期大学
〈3年〉

看護
短期大学
〈2年〉

看護学校

〈2年〉
（定時制は3年）

看護専修学校
通信制課程
〈2年〉

看護
専門学校
〈3年〉

准看護師（都道府県知事免許）
准看護師試験（都道府県実施）

高等学校卒業

高等学校
５年一貫

（看護師課程）

〈5年〉

高等学校
衛生看護科
〈3年〉

准看護師
養成所
〈2年〉

中学校卒業
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島根県内看護師等学校養成所一覧及び平成22年度入学生募集案内
区分

修業年限 取得可能資格

大
4年

学
2年

名称・ホームページアドレス

看 護 師
保 健 師
島根大学医学部看護学科
養護教諭
http://www.shimane-u-kango.jp/
Ⅰ種免許
Ⅱ種免許

所在地・電話

〒693−8501
出雲市塩冶町89−1
TEL 0853−20-2087

看 護 師

期
大

http://www.u-shimane.ac.jp/

〒693−8550
出雲市西林木町151
TEL 0853−20−0215

小論文、面接、大学入試センター試験

推薦15名
前期32名
専門・総合3名
後期10名

前

期：平成22年 1月25日〜 2月 3日

平成22年 1月25日・26日

平成22年 3月 8日

小論文、面接、大学入試センター試験

専門・総合：平成22年 1月25日〜 2月 3日

平成22年 1月25日・26日

平成22年 3月 8日

小論文、面接、大学入試センター試験

後

期：平成22年 1月25日〜 2月 3日

平成22年 3月12日

平成22年 3月22日

面接、大学入試センター試験

10

編

入：平成21年 7月14日〜 7月21日

平成21年 8月21日

平成21年 9月 4日

小論文、面接

推

薦：平成21年11月 2日〜11月 6日（必着）

平成21年11月15日

平成21年11月20日

小論文、面接

地 域 推 薦：平成21年11月 2日〜11月 6日（必着）

平成21年11月15日

平成21年11月20日

小論文、面接

社会人学士：平成21年11月 2日〜11月 6日（必着）

平成21年11月15日

平成21年11月20日

小論文、面接

一

般：平成22年 1月25日〜 2月 3日（必着）

平成22年 2月25日

平成22年 3月 3日

大学センター試験、面接

推

薦：平成21年10月22日〜10月29日（必着）

平成21年11月14日

平成21年11月20日

小論文、面接

社会人特別：平成21年10月22日〜10月29日（必着）

平成21年11月14日

平成21年11月20日

小論文、面接

一

平成21年12月12日

平成21年12月18日

看護学、英語、面接

30

学
助 産 師

看護師養成所３年課程

看 護 師 http://www1.ocn.ne.jp/~hkango/
専門学校検索ネット

般：平成21年11月25日〜12月 2日（必着）

一次：書類選考

平成21年 8月 7日

二次：平成21年 9月11日

平成21年 9月18日

課題レポート、面接

三次：平成21年 9月26日

平成21年10月 1日

面接

薦：平成21年10月22日〜10月29日（必着）

平成21年11月14日

平成21年11月20日

小論文、面接

地 域 特 別：平成21年10月22日〜10月29日（必着）

平成21年11月14日

平成21年11月20日

小論文、面接

一

般：平成21年11月25日〜12月 2日（必着）

平成21年12月12日

平成21年12月18日

看護学、英語、面接

〒697−8512
浜田市黒川町3748
TEL 0855−22−2304

社会人：平成21年10月13日〜10月23日（必着）

平成21年11月12日

平成21年11月26日

一般教養（国語・数学Ⅰ・英語）、小論文、面接

(2900.2901.2902)

〒697−8512
浜田市浅井町777−12
TEL 0855−28−7788

40

推

推 薦：平成21年10月13日〜10月23日（必着）

平成21年11月12日

平成21年11月26日

小論文、面接

一 般：平成22年 1月 6日〜 1月15日（必着）

平成22年 1月21日

平成22年 2月 5日

国語総合（古文漢文を除く）、現代文、
英語Ⅰ・Ⅱ、数学Ⅰ、面接
※全科目全問マークシート方式です

推薦（地域・学校）：平成21年10月20日〜10月27日

平成21年11月 5日

平成21年11月27日

3年

看 護 師

看護師養成所２年課程（定時制）

看 護 師

島根県立石見高等看護学院
http://sinc.ac.jp/

島根県立松江高等看護学院

http://www.matsue-med.or.jp/koukan/

〒698−0007
益田市昭和町20番１５号
TEL 0856−23−2615

〒690−0048
松江市西嫁島2丁目2−23
TEL 0852−25−6253

40

看 護 師

准看護師養成所

准看護師

准看護師

六日市医療技術専門学校

http://www.iwami.or.jp/mgakuen/

松江看護高等専修学校

http://www.matsue-med.or.jp/junkan/

大田准看護学校

一般
24名程度

http://www.ohda-med.jp/

浜田准看護学校

http://hamada.shimane.med.or.jp/

30

〒690−0048
松江市西嫁島2丁目2−23
TEL 0852−21−0106

45

〒697−0021
浜田市松原町277−8
TEL 0855−22−0967

（1次）平成22年 1月13日

平成22年 1月28日

国語総合（古文・漢文を除く）、数学Ⅰ・A（数
学Aは平面図形を除く）、英語Ⅰ・Ⅱ

（2次）平成22年 2月 3日

平成22年 2月19日

小論文、面接

推薦：平成21年11月12日〜11月20日

平成21年12月 4日

平成21年12月17日

小論文、面接

一般：平成21年12月8日〜平成22年1月7日

平成22年 1月16日
1月17日

平成22年 2月 5日

各試験とも推薦・一般を実施
（１次）平成21年11月24日〜12月 4日
（２次）平成22年 1月 4日〜 1月 8日
（３次）平成22年 1月25日〜 2月 5日
（４次）平成22年 2月22日〜 3月 5日
（５次）平成22年 3月 8日〜 3月12日

平成21年12月 5日
平成22年 1月 9日
平成22年 2月 6日
平成22年 3月 6日
平成22年 3月13日

１週間以内に本人に通知
１週間以内に本人に通知
１週間以内に本人に通知
１週間以内に本人に通知
１週間以内に本人に通知

社会人：平成21年11月19日〜12月 3日

平成21年12月13日

平成21年12月22日

作文、面接

一

般：平成21年11月12日〜11月26日

平成21年12月 6日

平成21年12月22日

英語、国語、作文、面接

一 般（1次）：平成21年12月 1日〜12月25日

平成22年 1月13日

平成22年 1月18日

一 般（2次）：平成22年 1月19日〜 2月15日

平成22年 2月25日

平成22年 3月 1日

社会人（1次）：平成21年12月 1日〜12月25日

平成22年 1月13日

平成22年 1月18日

社会人（2次）：平成22年 1月19日〜 2月15日

平成22年 2月25日

平成22年 3月 1日

１次募集：平成22年 1月 5日〜 1月13日

平成22年 1月21日

平成22年 1月25日

２次募集：平成22年 2月22日〜 3月 3日

平成22年 3月11日

平成22年 3月12日

一

般：平成21年12月10日〜12月21日

37

〒666−5521
鹿足郡吉賀町真田1120
TEL 0856−78−1232

〒694−0064
大田市大田町大田ハ165
TEL 0854−82−1080

学校：小論文、面接

推薦
16名程度

３年

２年

入学案内請求方法

学校の先生からのメッセージ

宛先を明記した返信用封筒（角
形2号）を同封して請求してくだ
さい。
貼付する切手は次のとおり。
推 薦：390円
前期等：390円
編 入：200円

医療の高度化、高齢化社会により、看護に対するニーズ
は多様化してきています。こうしたニーズを的確に把握・
適切に援助できる専門性の高い有能な看護職を養成し
ます。
このため教育の重点として、第一に少人数による課題解
決型の演習授業を多く取り入れています。第二に現場で
の臨地実習に力を入れ、実践能力を育成しています。

240円分（石見AOは200円
分）の切手を貼付した宛 先明
記の返信用封筒（角形2号）を
同封して請求してください。

本学は次のような人を求めています。
1 人間が大好きで、人の命の尊厳を重視し、看護に関心
がある人
2 強い責任感と倫理観に支えられた豊かな人間性を備
えている人
3 周囲の人々とのコミュニケーション能力や看護学を学
ぶ上で必要な学習能力を持つ人
4 積極的に問題解決する意欲と行動力を備えている人
本学専攻科は、独立行政法人大学評価・学位授与機構
が行う、学士（看護学）の学位授与申請が可能な認定専
攻科です。

140円切手を貼った返信用
封 筒（ 角 形 2 号）に住 所、氏
名、〒番 号を記 入し、同封の
上郵送してください。

看護は、人間と人間の関係性の中で自らの身体を活用する
行為です。その過程では、相手も自分も相互に成長し、実は
人間は皆支え合って生きていることを実感します。浜田の
豊かな人間性と自然の中で看護を学んでみませんか。
平成21年11月には、新築 校舎が完成です。11月8日㈰は
学校祭に合わせてオープンスクールを開催予定です。コン
ピュータを活用した講義や演習を体験することができます。

200円分の切手を貼付した
宛 先 明 記 の 返信 用封 筒（ 角
形２号）を同封して請求して
ください。

豊かな自然に囲まれ、ひときわ輝くレンガ色の建物、最
新の教育設備と快適な生活環境を備えた学舎で、看護
師を目指して勉学に励み、余暇を楽しむなど、将来の夢
に思いを馳せ、お互いに励まし合って、充実した学院生
活を送っています。
１．授業料 年額：118,800円
２．寮費（あゆみ寮）月額：14,000円（平成21年度）
３．平成18・19・20年度看護師国家試験合格率100%
感性豊かで、地域に貢献できる意欲のある学生を求め
ています。

500円切手１枚を同封して請
求してください。

様々な年齢や経験を持つ学生達が宍道湖の見える学舎で、准看護師
として働きながら学習しています。
幅広い看護知識を習得し、笑顔とやさしさで患看さんに接することの
できる人材を、地域医療の第一線に送り出すことを目指しています。
平成18、19、20年度看護師国家試験合格率100%でした。
看護をさらに深めていく熱意のある皆様の応募をお待ちしています。

学校案内・募集要項
送料共無料
0120-294027電話で請求
か、左 記 ホームページから請
求してください。

本校は、准看護師の資格を持った人が、働きながら週3
日、3年間学習し、看護師国家試験の受験資格を得るた
めの学校です。
人間愛に根ざした看護の喜びと誇りをもち、地域に貢献
できる向上心のある学生を求めています。

500円 切 手１枚を同 封して
請求してください。

准看護師になりたいという夢を抱いた仲間が、社会経験や年齢の差の壁をのりこえ、お互いに
助け合いながら自分の目標に向かってがんばっています。
今年も、卒業生の全員が准看護師の資格を手にし、みんなの夢が叶いました。是非あなたも
チャレンジしてみませんか。何事にも笑顔でがんぱるあなたをみんなで待っています。

返信 用封 筒（A 4サイズ ）に
120円 切 手 を貼 付し、返信
先を必ずご記入のうえ、送付
してください。

看護師になりたいと思っている君達へ
先ず、准看護師を目指して「看護とは何か」を私達教員と一
緒に学んでみませんか！当校は、豊かな感性を育み、准看護
師に必要な基礎知識・技術・態度を学びます。

直接受け取りの場合／平日：9：00〜18：
00までに窓口にお越しください。

自己を見つめ、自主的に学び、最後までやり抜く気持を持ち続
ける人、そして目的意識を持って行動できる人と、看護を学びた
いと思います。
明日の地域を支えるのはあなた！
学生大好きな心温かい、熱血教員がみなさんを待っています。

地域：面接

准看護師

3

15

独立行政法人国立病院機構
浜田医療センター附属看護学校

試験科目

平成22年 2月 9日

石 見 Ａ Ｏ：平成21年 7月23日〜 7月31日（必着）

1年

合格発表

平成21年12月 5日

80

保 健 師
養護教諭
島根県立大学短期大学部
Ⅱ種免許
看護学科・専攻科

試験期日

薦：平成21年11月 2日〜11月 6日

短
1年

願書受付［自〜至］

推

60

（編入学）

3年

定員

25

30

（午前10時から）

（午前10時から）

16日：英語、国語、専門科目
17日：小論文、面接

推 薦：小論文、面接
一 般：専門科目、作文、面接

①一般コース（中、高校卒業見込み者）
国語、数学、作文、面接
②社会人コース
一般教養、作文、面接

午前：筆記試験（国語、数学、作文）
午後：面接試験、適正検査

郵送の場合／140円分の切手を貼付した宛
先明記の返信用封筒（角形２号）を同封して
請求してください。

4

訪問看護
ステーション
専門看護師
認定看護師

企業・団体の
研究所

病院・診療科

助産所

看護教育機関

看護師は
こんなに活躍しています

介護老人保健施設
特別養護老人ホーム

保健所
学校の保健室

市町村・保健所
都道府県・国
在宅介護支援センター
デイサービス

海外での
看護活動

●訪問看護ステーション

●専門看護師・認定看護師

●病院・診療所

介 護 が必 要な 寝 たきりのお 年寄りや、病 気の
方々に対して、自宅で安心して生活が送れるよ
うに家庭を訪問して援助します。

特定分野についてエキスパートとして病院等で
活動を行います。

入院患者さんや家庭療養をしている患者さんや
家族の方に対して、日常生活等を援助します。ま
た、治療や検査などが安全で効果的に行えるよ
うにサポートします。

●助産所

●介護老人保健施設・特別養護老人ホーム

●在宅介護支援センター・デイサービスセンター

助産師になると、個人で助産所を開設すること
もできます。そこではお産の介助、妊産婦と赤
ちゃんの看護及び保健指導、家族計画などの指
導を行います。

施設の中で、お年寄りの健康管理やリハビリ・
看護・介護等を行い、療養生活を支えます。

自宅で療養中のお年寄りや家族の方に在宅介護の
専門的な相談をしたり、各種サービスの利用等を助
言します。また、デイサービスセンターでは通所での
給食サービスや入浴サービス等を提供します。

●海外での看護活動

●市町村・保健所・都道府県・国

●保育所・学校の保健室

看護の知識・資格を生かし、
医療に恵まれない
地域などで救護活動に参加し、
活躍することも
できます。

地域で生活する方々の健康生活を支援します。
また、保健医療の問題や今後の施策を考えるな
ど、自治体や国レベルで人々の健康づくりのた
めに働くこともできます。

園児や児童、生徒の健康管理にあたります。看
護師免許を取得してから、養護教諭指定のある
保健師学校か大学の別科で１年間学ぶと、養護
教諭の免許が取得できます。

●看護の教育機関

●企業・団体の研究所

看護職を目指す学生に対し、看護の専門科目を
教えたり、実技指導などを行います。

最先端の看護の研究をすすめたり、企業の製品
開発の研究に参画します。
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学ぶあなたを支える制度
島根県では…
看護職を志す人に修学資金を貸与し修学を容易にすることにより、県内の看護職の確保及び質の向上を目的として
修学資金貸与制度があります。詳しい制度内容については島根県医療対策課看護職員確保グループにお問い合わ
せください。
（医療対策課 TEL 0852-22-5252）

市町村では…
県内の市町村によっては奨学金制度を設けているところがあります。まずは自分の住んでいる市町村へお問い合わ
せください。

病院では…
県内の病院でも奨学金制度を設けているところもあります。卒業後勤務することにより返済が免除されるところも
あります。詳しくは各病院へお問い合わせください。

その他…
日本学生支援機構(旧 日本育英会)には、学業・人物ともに優秀で、かつ経済的理由で就学困難な学生に対して、奨
学金を貸与する制度があります。また、㈶島根県育英会による奨学金制度もありますので、それぞれのホームページ
でご確認ください。

島根県内の看護師等学校養成所並びに定数
○島根大学医学部看護学科（4年制）：60名
［3年時編入：10名］
○県立大学短期大学部看護学科：80名
［地域看護学専攻：30名・助産学専攻：15名］

隠岐の島町

○大田准看護学校（准看護師）：25名

西ノ島町

松江市

斐川町

東出雲町

出雲市
安来市

海士町
雲南市

知夫村
大田市

奥出雲町

○独立行政法人国立病院機構浜田
医療センター
附属看護学校
（3年課程）：40名
○浜田准看護学校：30名

江津市

浜田市

美郷町

飯南町

川本町

課
大

益田市

津和野町

吉賀町

○県立松江高等看護学院（ 2 年課程）
：37名
○松江看護高等専修学校（准看護師）
：45名

邑南町

○県立石見高等看護学院（3年課程）：40名

○六日市医療技術専門学校（2年課程）：30名

程
学

短 期 大 学

3年 課 程
2年 課 程
准看護課程
計

資
格
保健師・看護師
〃 （3年次編入）
保健師
助産師
看護師
看護師
看護師
准看護師

定数
60
10
30
15
80
80
67
100
442
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問い合わせ先

島根県健康福祉部医療対策課 看護職員確保グループ
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL0852-22-5252

