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＜仕仕事事内内容容＞
保健師の仕事は、赤ちゃんからお年寄りまで地域で生活している方が健康な生

活を送れるように相談・指導を行います。また、企業に勤め、社員の健康相談
にのったり、健康診断の結果をもとに生活指導を行ったりしています。

＜活活躍躍のの場場＞
行政機関（市町、保健所など）、医療機関（病院・診療所）、企業の健康管理室
など

保保健健師師

看看護護のの仕仕事事はは、、資資格格※※をを活活かかししてて「「人人やや社社会会のの役役にに立立ちちたたいい」」とといいうう気気持持

ちちをを形形ににでできき、、全全国国どどここででもも、、生生涯涯をを通通ししてて働働くくここととががででききるる専専門門職職でですす。。
※※看看護護のの資資格格ととはは、、保保健健師師、、助助産産師師、、看看護護師師、、准准看看護護師師ののここととををいいいいまますす。。

＜仕仕事事内内容容＞
助産師の仕事は、出産の介助だけではなく、出産に至るまでの妊産婦への保
健指導やアドバイス、母子の産後のケアまで多岐にわたります。ほかにも、不
妊治療を行っている夫婦の相談など女性の生涯にわたる健康問題にかかわり
ます。

＜活活躍躍のの場場＞
医療機関（病院・診療所）、助産院（独立開業できます）など

助助産産師師

＜仕仕事事内内容容＞
看護師の仕事は、医師が行う診療や治療の補助を行います。また、病気をした
方の療養上の世話だけではなく、患者・その家族の不安を取り除き、心のケア
をしていく役割を担っており、活躍の場は多岐にわたっています。

＜活活躍躍のの場場＞
医療機関（病院・診療所）、訪問看護ステーション、介護保険施設、保育所、看

護師等学校養成所、企業など

看看護護師師

＜仕仕事事内内容容＞
准看護師の仕事は、看護師と同じですが、医師や看護師の指示を受けて仕事
をします。

＜活活躍躍のの場場＞
医療機関（病院・診療所）、訪問看護ステーション、介護保険施設など

看看 護護 のの 仕仕 事事 とと 活活 躍躍 のの 場場

准准看看護護師師
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（（11）） 高高等等学学校校卒卒業業のの方方のの場場合合

高　等　学　校　卒　業

看護大学
４年★

看護専門学校 ４年
（統合カリキュラム）※１

看護短期大学
３年※１

看護専門学校３年

看 護 師 国 家 試 験
▼

看  護  師

保健師学校
１年※１

大学編入 ２年 助産師学校
１年※１

看護大学院
２年看護大学・短期大学専攻科　１年※１

保健師・助産師
国家試験

▼
保健師・助産師

保健師国家試験
▼

保健師

助産師国家試験
▼

助産師

（（22）） 中中学学校校卒卒業業（（ままたたはは准准看看護護師師））のの方方のの場場合合 中学校卒業

実務経験３年以上
（中学校卒者）

実務経験
７年以上

高等学校
専攻科２年※１

あるいは
看護短期大学

２年※１

高等学校
専攻科

２年

看護専門学校２年

高等学校
衛生看護科

３年

高等学校
衛生看護科

３年※１
准看護学校

２年

准看護師試験
▼

　　　　　　　　　　　　　　准看護師　　　※都道府県知事免許
５年

一貫教育

保健師国家試験・助産師国家試験
▼

保健師・助産師

★助産課程がある大学で助産課程を選択した場合のみ助産師試験が受験可能 ※１石川県にはありません　 ☆高等学校卒業者のみ

看護専門学校
通信制課程２年※１

看 護 師 国 家 試 験
▼

看  護  師

大学編入　２年☆ 看護短期大学専攻科 １年※1 保健師学校　１年※1 助産師学校　１年※1

看看 護護 職職 のの 資資 格格 をを 取取 得得 すす るる たた めめ のの 方方 法法
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養成所名 課程 定員
修業
年限

所在地

 金沢大学 79 〒920-0942

 医薬保健学域保健学類看護学専攻
3年次
編入10

金沢市小立野5丁目11-80

 金沢医科大学 〒920-0293

 看護学部看護学科 河北郡内灘町大学1丁目1

〒929-1210

かほく市学園台1丁目1番地

 金城大学 〒924-0865

 看護学部看護学科 白山市倉光１丁目250番地

公立小松大学 〒923-0961

保健医療学部看護学科 小松市向本折町へ14番地1

 石川県立総合看護専門学校 〒920-8201

 第二看護学科 金沢市鞍月東2丁目1番地

 独立行政法人国立病院機構 〒920-8650

 金沢医療センター附属金沢看護学校 金沢市下石引町1番1号

〒920-0849

金沢市堀川新町7番1号

〒920-0811

金沢市小坂町北62番1

〒926-0854

七尾市なぎの浦156番地

〒922-0057

加賀市大聖寺八間道12番地1

 石川県立田鶴浜高等学校 〒929-2195

 衛生看護科（5年一貫教育） 七尾市上野ヶ丘町59

 石川県立総合看護専門学校 〒920-8201

 第三看護学科 金沢市鞍月東2丁目1番地

 石川県立総合看護専門学校 〒920-8201

 准看護学科 金沢市鞍月東2丁目1番地

 小松市医師会 〒923-0937

 附属小松准看護学院 小松市本町2丁目12番地

令和3年4月1日現在     

種別 電話番号

大
学

看護師

保健師（選   択）
助産師（大学院）

4

 (076)

265-2500

看護師

保健師（選  択）
助産師（選  択）

70 4

 (076)

286-2211

 (076)

281-8300

看護師 80 4

 (076)

276-6630

保健師
看護師

助産師（大学院）

 石川県立看護大学 80 4

看護師

保健師（選  択）
50 4

中央キャンパス
学生課

(0761)23-6610
末広キャンパス
(0761)41-6800

看護師

定時制 45 4

 (076)

238-5877

全日制 80 3

 (076)

262-4189

 金沢医療技術専門学校 全日制 120 3

 (076)

263-1515

 金沢看護専門学校 全日制 40 3

 (076)

251-9558

 七尾看護専門学校 全日制 40 3

 (0767)

52-9988

 (076)

 加賀看護学校 全日制 36 3

 (0761)

72-2428

全日制 40 5

 (0767)

68-3116

 (0761)

22-2671

238-5877

准看護師

120 2

 (076)

238-5877

40 2

准看護師
から

看護師へ
定時制 40 3

石石川川県県内内のの看看護護師師等等養養成成施施設設（（大大学学//養養成成所所//高高等等学学校校））一一覧覧石石川川県県内内のの看看護護師師等等学学校校養養成成所所一一覧覧
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● ●
〒

● ●

● ●

● ● ※下記の日程は変更となる場合があります。

2022保健学類案内が発行されています。2022年度入学者選抜に関する要項は7月発行予定です。

詳しいことは、以下の金沢大学及び保健学類webサイトを参照してください。

http://www.kanazawa-u.ac.jp/education/admission

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※詳細は本学webサイトをご確認ください

金大祭：2021年10月30日，10月31日　  角間キャンパスを中心に開催

医学展：2021年10月30日，10月31日　 宝町キャンパスを中心に開催　　　　　  <webキャンパスビジットの動画の様子>

キャンパスビジット（対象：高校生、志願者など）：2021年8月　開催予定

FAX （076）234-4351

E-mail webmaster@mhs.mp.kanazawa-u.ac.jp

URL http://mhs3.mp.kanazawa-u.ac.jp/

公公共共交交通通機機関関

学学校校案案内内

受受験験案案内内
定員：入学定員79名（一般選抜[前期日程]、KUGS特別入試[学校推薦型選抜Ⅱ]）、3年次編入学10名
　　　　（ほかに特別帰国子女、私費外国人留学生、国際バカロレア入試）　※入学定員は変更される可能性があります。

金沢大学 医薬保健学域 保健学類 看護学専攻
所所在在地地

920-0942

石川県金沢市小立野５丁目11番80号

TEL （076）265-2500

教育理念
看護学専攻では、健康にかかわる知識と技術を体系的に学習します。さらに、学内及び学外の医療、保健及び福祉

現場での実習を通じて、高い倫理観、専門職としての使命感、医療チームの一員としての責任を学びます。

また、研究やゼミを通し、将来の看護科学を担うものとして幅広い科学的知識、問題解決方法などを学び、科学技術

の進歩や変化に対応するための能力を養うと同時に、看護実践力のある指導者、教育者、研究者となるための基礎を

身につけます。

教育目標
看護学の学問特性を理解し、個人や集団の健康に貢献するための方法を実践・探求できる

能力を持ち専門職者として自律する人材を育成します。

国家試験受験資格： 看護師 保健師※１ 助産師※2（大学院）

※１ 保健師免許取得後、申請により養護教諭２種免許（都道府県教育委員会へ申請、但し所定の科目履修が必須）、

衛生管理者免許（労働局へ申請）を取得することができます。

注意：保健師教育は平成２６年度入学生より選択制となりました。

※2 助産師教育は大学院博士前期課程で実施しております。詳細は、本学類のHPをご覧ください。

進路 【主な就職先】

金沢大学附属病院、金沢赤十字病院、小松市民病院、富山県立中央病院、富山赤十字病院、

富山県済生会富山病院、福井大学医学部附属病院、東京慈恵会医科大学附属病院、

愛知県がんセンター中央病院、京都大学医学部附属病院、大阪大学医学部附属病院、

石川県職員、金沢市職員、福井県職員、京都市職員、その他

進路【主な進学先】

金沢大学大学院、東京大学大学院、金沢大学養護教諭特別別科、新潟大学養護教諭特別別科、 その他

北陸鉄道バスJR金沢駅兼六園口(東口)7番乗り場から「東部車庫」「金沢学院高校」

「金沢学院大学」「北陸大学」「湯涌温泉」行き，金沢駅兼六園口(東口)6番乗り場から

「湯谷原」「医王山」「田上住宅(金商経由)」行き，金沢駅金沢港口(西口)5番乗り場から

「東部車庫」「金沢学院大学」「金沢学院高校」行きのいずれかに乗車

⇒「小立野」下車【約20分】⇒徒歩【約5分】 ＊保健学類は敷地内禁煙です

<総合実習の様子>

-4-
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● ●

〒 ９２０－０２９３

 石川県河北郡内灘町大学１－１

   TEL ０７６－２８６－２２１１

   FAX ０７６－２８６－６２７９

   E-mail nyusi@kanazawa-med.ac.jp

   URL http：//www.kanazawa-med.ac.jp

● ●

  北鉄金沢駅から電車で終点内灘駅まで約１６分、　内灘駅から北鉄バスで約１０分

● ●

● ●

金沢医科大学 看護学部 看護学科

所所在在地地

学学校校へへののアアククセセスス方方法法

学学校校紹紹介介

受受験験案案内内

【【令令和和４４年年度度入入学学者者選選抜抜】】 （（下下記記日日程程はは予予定定でですす。。決決定定次次第第、、ホホーームムペペーージジににてて公公表表ししまますす））

◇◇ 学学校校推推薦薦型型選選抜抜 募集人員２０名（指定校推薦を含む）
試験日：令和３年１１月１４日（日）

◇◇ 一一般般選選抜抜 募集人員５０名
試験日：令和４年２月１０日（木）

【【オオーーププンンキキャャンンパパスス】】

オープンキャンパスの開催については、決定次第、本学ホームページにて公表します。

【【募募集集要要項項・・学学生生納納付付金金等等】】

・７月中旬公表予定

・初年度学納金 １６５万円
（入学金３０万円含む）【【奨奨学学金金制制度度】】

◇◇ 金金沢沢医医科科大大学学看看護護学学部部特特別別奨奨学学金金貸貸与与制制度度（（合合格格時時にに決決定定））

①人数：２名以内 ②貸与金額：年間９０万円×４年間

③対象者：学校推薦型選抜又は一般選抜合格者の中で、特に優秀な者

④返還特例：卒業後、引き続き本学に勤務し、勤務期間が４年に達したとき、返還全額免除

◇◇ 金金沢沢医医科科大大学学看看護護学学部部一一般般奨奨学学金金貸貸与与制制度度（（入入学学後後にに決決定定））

①人数：４０名以内 ②貸与金額：年間４０万円×４年間

③対象者：学校推薦型選抜又は一般選抜合格者の中で、優秀な者

④返還特例：卒業後、引き続き本学に勤務し、勤務期間が４年に達したとき、返還全額免除

金沢医科大学は、『生命への畏敬』を原点に、昭和47年に「倫理に徹した人間性豊かな良医の育成」、「医学の深奥を

きわめ優れた医療技術の開拓」、「生命の尊厳を基調とし人類社会の医療と福祉に貢献」を建学の精神とし、医学の単

科大学として開学しました。本学における看護教育は、金沢医科大学附属看護学校（昭和48年）および金沢医科大学

附属看護専門学校（昭和63年）において行われていました。その後、平成19年に看護学部を設置し、以下に掲げる教

育理念および教育目標をもって、看護学教育・研究を行っています。

◇◇ 教教育育理理念念

確かな理論・技術とともに、豊かな人間性と高い倫理観を備え、医療・保健・福祉領域で活躍で

きる看護専門職者を育成する。また、看護学ならびに社会の発展に貢献し得る人材を育成する。

◇◇ 教教育育目目標標

１．豊かな感性と教養、および、高い倫理観を養う。

２．看護専門職に必要な知識・技術・態度を修得し、看護を実践する能力を養う。
３．複雑多様化する社会や医療の進歩に伴い、多職種と協働し、看護の専門性を発揮できる能力を養う。

４．生涯にわたって看護の専門性を深める自己開発能力を養う。
５．看護専門職として国際的な視野をもち、看護が実践できる。

国国家家試試験験受受験験資資格格

・ 看護師
・ 保健師（選択制）※ ・・・定員５０名
・ 助産師（選択制） ・・・定員１０名

※保健師免許取得後、申請により養護教諭二種免許、
第一種衛生管理者免許の取得可

－ 5－



● ●

〒

● ●

● ●

　看護学部 看護学科 （大学認定評価に合格済）

・収 容 定 員 ３２０人 （入学定員８０人 ）
・学         位 学士（看護学）
・卒業後資格 看護師、保健師の国家試験受験資格

*

・学術交流協定 ワシントン大学（アメリカ）、イリノイ大学（アメリカ）、
全北大学（韓国）、南京中医薬大学（中国）、
吉林大学（中国）、チェンマイ大学（タイ）

* ワシントン大学、全北大学、チェンマイ大学にて看護研修を実施

　大学院 看護学研究科

・博士前期課程 収容定員３０人　（入学定員１５人） ・博士後期課程
学位：修士（看護学） 収容定員９人　（入学定員３人）

学位：博士（看護学）
看護デザイン

* 地域・精神・保健学
** 看護管理学 実践看護科学

女性看護学
* 子どもと家族の看護学
* 成人看護学
* 老年看護学

在宅看護学

* 専門看護師教育課程基準対応科目含む。
** 認定看護管理者の認定審査受験対応科目含む。
*** 助産師国家試験受験対応科目含む。

　　

　

● ●
　　２０２２年度入試（学部）

・募集人員　一般選抜 前期 ４０人・後期 １０人、学校推薦型選抜 ３０人、社会人選抜 若干名　

・一般選抜試験科目（前・後期）・・・教科ごとの科目は省略して記載してあります。　

大学入学共通テスト（前期）・・・国語、数学２科目、理科１科目又は２科目、外国語

大学入学共通テスト（後期）・・・国語、数学、地理歴史・公民・理科より１科目又は２科目、外国語

個別学力検査等（前・後期）・・・・・小論文および面接

・学校推薦型選抜（県内高校生）・社会人選抜試験科目・・・小論文および面接

　　２０２２年度入学生学納金

・入学金　県内282,000円、県外423,000円　　・授業料　年額535,800円

専門領域

石川県立看護大学

所所在在地地

９２９－１２１０

石川県かほく市学園台１丁目１番地

TEL ０７６－２８１－８３００

学学校校へへののアアククセセスス方方法法

電車・バス　ＪＲ高松駅からバス約５分、看護大学前で下車

自動車　　　のと里山海道「県立看護大IC」下車、約１分

保健師免許取得者には申請により養護教諭２種
免許が交付される。ただし、養護教諭２種免許申
請を希望する学生は、「法と社会」（選択科目）の
単位を修得する必要がある。

学学校校紹紹介介

FAX ０７６－２８１－８３１９

E-mail office@ishikawa-nu.ac.jp

URL https://www.ishikawa-nu.ac.jp/

　＜学生と石垣学長＞

＜夏期アメリカ看護研修＞

看護学
コミュニティケア・看護デザイン科学

受受験験案案内内

専門領域

健康看護学

実践看護学

＜助産学実習室＞

全学生が卒業時に看護師と保健師の国家試験受験資格を取得できる教育プログラムを実施しています。地域で
健康的に暮らしていくための支援をする上で、看護師と保健師の資格を持つ視野の広い看護職がこれからの社会
のニーズに応えると期待されます。

本学では大学の専門的な学びの基礎となる高校レベルの「生物」「化学」「物理」を復習する授業を設けていま
す。学生一人あたりの教員数が多く、複数担任制で学生生活と進路をサポートしています。海外の学術交流協定
締結校での充実した看護研修（アメリカ、韓国、タイ）を通して、国際的な視点から地域の保健・医療に貢献するグ
ローカル人材を育成しています。

大学院博士前期課程には専門看護師（CNS）コースや助産師養成課程、附属キャリア支援センターには認定看
護師教育課程を設けるなど、学部卒業後も本学で看護職者としてのキャリアアップを実現できます。

助産看護学 *** 助産看護学

研究教育分野
研究教育分野

-6-
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〒

石川県白山市倉光1丁目250番地 (公立松任石川中央病院横)

TEL︓076-276-6630       FAX︓076-275-6651

● ●

【松任キャンパス（看護学部）】

（金沢駅から最短16分）

路線バス8分・白山市コミュニティーバス9分

(公立松任石川中央病院前下車）

● ●

特徴①　学びの融合

実績ある医療健康学部、社会福祉学部と共に互いに融合し

感化しあうカリキュラムを編成。

3学部共通科目の履修や学部間交流等により、医療・福祉

分野にわたる広い識見とコミュニケーション能力を育成。

チーム医療が進む現場に即した指導的役割を果たす人材

を育成します。

特徴②　看護の基本に特化

医療技術の高度化・専門化が進むなか、看護師に求め

る仕事のレベルが上がり、4年制大学による看護教育

の必要性が高まっています。

本学では看護基礎教育に特化した4年間の学びを充実

させることにより、ハイレベルな教育を目指します。

特徴③　臨地実習による統合

4年間の看護の各種学びを統合するのが「臨地実習」。

主たる実習施設となる公立松任石川中央病院の他、

地域の中核病院とも密接に連携。

様々な実習環境の中で、自身の適性を高め、専門性

を深化させていきます。

● ●

◇ 募集人員 　80人

◇ 入学者選抜スケジュール（予定）

「総合型Ⅰ／9月」「学校推薦型／11月」「総合型Ⅱ（一般、社会人）／12月」「一般・共通テスト利用／2～3月」

※　詳細は本学発行「選抜ガイド／6月」「学生募集要項／8～9月」または本学HPにて確認願います。

◇ 成績優秀者奨学生制度（予定）
一般選抜前期のうち成績優秀者（10人程度）を対象とし、2種類の制度で年間授業料を減免する制度です。

減免額最大「A奨学生　360万円（年額　 90万円×最長4年間）」「B奨学生　220万円（年額　 55万円×最長4年間）」

※一定条件を満たせば2年次以降も継続可能

学校へのアクセス方法

金沢駅から松任駅まで電車で10分、松任駅からシャトルバスで6分

学校紹介

受験案内

金城大学  看護学部 看護学科
所在地

９２４－０８６５

E-mail nyushi@kinjo.ac.jp

URL http://www.kinjo.ac.jp/ku/

看護学部棟(左)と公立松任石川中央病院(右)

【基礎看護学方法論演習】

フィジカルアセスメントや診療補助技術を実践を通して体得する。

【基礎演習】

大学での学習に必要な基礎能力を養成する。

－ 7－



●所所在在地地●●

【中央キャンパス（共通教育科目）】 〒923-0921 石川県小松市土居原町10番地10

【末広キャンパス（保健医療学部）】 〒923-0961 石川県小松市向本折町へ14番地1

TEL 0761-23-6610（中央キャンパス学生課） Mail nyushi@komatsu-u.ac.jp

URL https://www.komatsu-u.ac.jp/

●●学学校校へへののアアククセセスス方方法法●●

【中央キャンパス】 JR「小松」駅から徒歩約1分

【末広キャンパス】 JR「小松」駅から小松バス市内循環線で

「市民病院」 下車（所要時間約7分）徒歩約3分

●●学学校校紹紹介介●●

保健医療学部　看護学科（入学定員：50名）
【取得可能な資格】看護師、保健師（選択制：25名）の国家試験受験資格

※保健師免許取得後、申請により「養護教諭2種免許」「第一種衛生管理者免許」を

得ることができます。

人の心身の痛みに寄り添うしなやかな感性を養い地域医療に貢献できる人材を育成

アドミッション・ポリシー
次の3つすべてを併せ持つ学生を求めます。
・人々の営みや健康問題に関心を持ち、看護師または保健師として、
　地域社会の医療・保健・福祉分野の発展に貢献しようと努力する人
・相手の立場に立ち、思いやりをもって接することができる人
・看護学として必要とされる専門知識・技術を学ぶための基礎学力を持った人

1年次は全学部が中央キャンパスで共に学び、交流する

医療の現場を身近に感じながら専門教育に取り組む

キャンパス近隣の医療機関と連携した臨地実習

●●受受験験案案内内●●

【募集人員】 保健医療学部　看護学科（50名）
【試験区分】 学校推薦型選抜（地域推薦、一般推薦）、社会人選抜、一般選抜（前期日程、中期日程）

※入学者選抜に関する情報は、2022年度入学者選抜要項（7月発行予定）および
本学ホームページでご確認ください。

【初年度納入金（2021年度）】
入学料／市内者 282,000円　その他 423,000円
授業料／585,800円　　実習費等／50,000円

本学科では、人びとの健康回復、疾病予防、健康の維持・増進について、幅広くきめ細やかに
支援できる看護師の養成を行い、「その人」がより豊かで、より幸せな人生を送ることができ
る地域医療の充実に貢献できる人材を育成します。

末広キャンパスに隣接する小松市民病院をはじめ、実習先の多くが主に小松市内の医療機関、
社会福祉施設等であるため、通いやすく、安心して実習に取り組むことができます。

１年次は全学部生がJR小松駅前の好立地にある中央キャンパ
スで学び、交流します。コンパクトな大学だからこそ学生と
教員の距離が近く、学生一人ひとりのチャレンジから大学生
活まで、きめ細かなサポートを実現しています。

保健医療学部が位置する末広キャンパスは、南加賀地域の広
域医療の拠点である小松市民病院と小松市すこやかセンター
に隣接しており、医療の現場を身近に感じることができる恵
まれた環境や、経験豊富な教員によるきめ細やかな実習指導
で、安心して実習に取り組むことができます。

公立小松大学

「オープンキャンパス2021」は7月10日（土）に開催予定です。詳細は、決定次第、ホームページ等でお知らせします。
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● ●

〒

● ●

● ●

 ○ Ｐｏｌｉｃｙ
　　 ・看護のプロを目指す人

 総看が 応援 したい人はあなたです！・社会経験を生かしたい人
・自立した生き方をしたい人

・人間や社会への好奇心旺盛な人

【教育環境】  ・恵まれた学習施設

 ・充実した実習施設

県立中央病院をはじめとした

総総看看のの特特徴徴はは、、 県内病院（基幹病院含む）、

　　　　ここここでですす！！！！ 訪問看護ステーション、

保育所、老人保健施設等

　　  ・年間授業料が安い

 ・入学金、施設・設備整備費、設備管理費なし

 ・経験豊富で個性豊かな講師陣

　　  ・働きながら学べる

 ・多くの社会人経験者

【実      績】 ・高い合格率＆就職率
　　

 ○ 学校の概要

● ●

【募集概要】

　　

７月下旬頃公告、　１２月初旬頃願書受付、　１月中旬頃入学試験 （推薦入学制度有り）

  ○オープンスクール　：７７月月下下旬旬（（２２日日間間予予定定））　　決決定定次次第第、、ＨＨＰＰででおお知知ららせせししまますす。。

  ○募集日程　：

准看護学科 １２０名 ２年

第三看護学科 ４０名 ３年

４５名 ４年

学学校校へへののアアククセセスス方方法法

学学校校紹紹介介

　当校は、看護師の養成と准看護師の養成を目的に、第二看

護学科（高卒程度以上）、第三看護学科（准看護師）、准看護

学科（中卒程度以上）の３つの学科があり将来の看護職を目

指す人達を養成しています。

受受験験案案内内

学  科 定 員 修業年限

国語総合（古文及び漢文を除く）、数学Ⅰ、
コミュニケーション英語Ⅰ,Ⅱ、面接

国語総合（古文及び漢文を除く）、数学Ⅰ、
コミュニケーション英語Ⅰ,Ⅱ、専門、面接

国語、数学、面接

試験科目

石川県立総合看護専門学校
所所在在地地

９２０－８２０１

石川県金沢市鞍月東２丁目１番地

TEL （０７６）２３８－５８７７

FAX （０７６）２３８－５８７９

E-mail iskangos@pref.ishikawa.lg.jp

URL https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kango/

第二看護学科

備考

専門課程

高等課程

入学資格等

高等学校卒業程度以上

准看護師資格を持つ者
（中学校卒者は実務経験3年以上）

中学校卒業程度以上

技 術 演 習

総 看 祭

戴 帽 式

JR金沢駅港口（西口）バスのりば６番

「中央病院前」下車すぐ

又は「県庁前」下車徒歩８分

－ 9－



　　独立行政法人国立病院機構金金沢沢医医療療セセンンタターー附附属属金金沢沢看看護護学学校校
1947年(昭和22)年に設立された金沢医療センター附属金沢看護学校は、73年の

歴史を持つ伝統ある看護師養成学校で、「自主自学」を掲げた建学の精神を今

も脈々と受け継いでいます。今までに3,500人以上の卒業生を輩出しています。

所所在在地地 学学校校へへののアアククセセスス方方法法

＜ 臨臨床床とと直直結結ししたた教教育育 ～～ 学学校校はは金金沢沢医医療療セセンンタターーのの敷敷地地内内 ＞

学学校校紹紹介介

災災害害看看護護教教育育
母体病院である金沢医療センターは、災害拠点病院として位置付けられており、そのた

め学生でも災害看護活動に参加する可能性があるという自覚をもつと共に、有事に備えて
事にあたることができるよう基礎的知識・技術の強化を図っています。
学生は被災者、患者役、医療班役などに分かれ、病院職員とともに災害訓練に参加し、
今私たちができること、これから獲得しなければならない看護を学びます。

基基礎礎看看護護力力をを高高めめるる互互いいにに学学びびああうう演演習習
学生同士での学びはもちろんのこと、模擬患者さんにも授業に参加していただき、より実践に
近い学習をしています。同世代の健康な学生同士では気づかないことを、たくさん教えていただ
けます。患者さんに安全に安楽な看護を実践できる基礎看護力の向上にむけ、学内での演習
を重ねています。

基基礎礎看看護護教教育育とと臨臨床床ののギギャャッッププをを埋埋めめるる演演習習

看護学生は、病院スタッフ、教員、そして患者さんにも助けられながら看護を学んで

います。看護師はやりがいのある仕事であると同時に責任も課題も大きいものです。そ

こで、卒業をひかえた最終年限の３年生では、リアリティのある緊急事態等も想定し、

知識・技術・態度を統合した多重課題の演習に取り組みます。

学内での学習であっても、母体病院の看護師も意見交換に参加してくださり、現場の

対応をイメージしながら自分の課題がより明確になります。

ココロロナナ禍禍ににおおいいててもも、、感感染染対対策策をを徹徹底底しし、、母母体体病病院院でで臨臨地地実実習習ががででききままししたた。。

受受験験案案内内

学校説明会（見学）は来校前２週間の体調確認をいたします。事前にご連絡下さい。

募集要項は無料で送付（R4年度入学用は6月下旬以降）

学学費費

入学金20万

授業料年間50万 （4月と10月の２期に分割）

奨学金制度があります。

募集人員 ：80名 一般入試 ・ 推薦入試（石川県内高校）
試験日 ：2022年1月6日（木） （一般入試）
試験料目 ：①コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ

②国語（現代文のみ） ③数学Ｉ

〒920-8650

TEL 

FAX 

Email
URL 

～人間力に優れたたくましい看護師の育成～ 看護実践力を高める学習を行っています！

石川県金沢市下石引町1番1号
076-262-4189

076-262-4190

302-gaku@mail.hosp.go.jp
http://www.kanazawa-hosp.jp/nurse/

JR金沢駅西口(5番)・東口(７番)乗車
にて約20分

詳細はホームページをご覧ください

マスコットキャラクター

『まなぴよちゃん』

看看護護学学校校でで学学ぶぶここととをを

在在校校生生やや教教員員かからら直直接接話話をを

聞聞けけるる機機会会をを楽楽ししみみにに。。

オオーーププンンキキャャンンパパスス

88//11、、88//1100、、88//2288にに

リリモモーートトおおよよびび可可能能なな状状況況でで

来来校校ででのの学学校校紹紹介介をを設設けけまますす

例例年年11月月にに行行わわれれるる学学校校祭祭

令令和和2年年度度はは一一般般公公開開ををせせずず、、在在校校生生だだけけでで学学習習発発表表（中央写真）やや

看看護護技技術術対対決決をを リリモモーートトもも駆駆使使しし実実施施ししままししたた。。

再再びびおお招招ききででききるる学学校校祭祭（右写真）をを心心待待ちちににししてていいまますす。。

－ 10 －



● ●

〒

　石川県金沢市堀川新町7番1号

● ●

ＪＲ金沢駅兼六園口(東口）より

徒歩５分

● ●

看護師の中の優れた人よりも、人の中で優れた看護師に

　　[さまざまな医療現場を体験、独立校ならではの臨地実習]

　　[全国に先駆けて実施した看護師の卒後臨床研修]

● ●

○受験案内 ○オープンキャンパス
 募集人員　１２０名 　

 推薦（公募・ＡＯ）・  一般（Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期）

 社会人（前期・Ⅰ期・Ⅱ期）

○問題集先渡しのユニーク入試

【理念】

5/15、6/19、7/17、8/21、

9/18、10/23、11/27

FAX ０７６－２６３－３２０３

受受験験案案内内

E-mail houjyou@isis.ac.jp

URL http://www.isis.ac.jp/

学学校校へへののアアククセセスス方方法法

学学校校紹紹介介

　　金沢医療技術専門学校

所所在在地地

920-0849

TEL ０７６－２６３－１５１５

本校では、生命の尊厳と人間性の尊重を基調とし、看護師として求められる専門知識・技能の修得はもちろん、
ひとりの人間として他者を思いやり支える心の養成を目指しています。

全国初の病院に付属しない独立した看護学校として設立された本校。その特徴の一つが、さまざまな病院の
医療現場を幅広く経験できる臨地実習です。複数の環境を体験し、それらを比較することができるのも独立校
だからこその魅力です。

本校では、従来看護師には例のなかった卒後臨床研修を実施しています。看護師免許を取得した卒業生
は本校指定の研修病院にて最低1年間の臨床研修を行い、安心して働きながら現場で活かされる確かな
力を身につけることができます。

看護への大きな望みをもって宣誓する式「大望式」

入試科目は、国語のみ。看護師は文系であるという

考え方から、数学など理系科目はありません。しかも、

問題集をあらかじめ渡して、その中から出題するというユ

ニークな入試方法を採用しています。このようなユニー

クな入試が生まれた背景には、学力とは「学んだ力」で

はなく、「学ぶ力」であるという本校の考え方があります。

試したいのはみなさんのやる気です。

※ 保護者の方の
※ ご参加で、入学
※ 金が半額免除
※ になる特典も
※ あります。
※ 時間は、
※ 開始14：30
終了16：30

モデルベビーを使っての看護体験

－ 11 －



〒〒 ９９２２００－－００８８１１１１

……

北北鉄鉄ババスス８８２２番番「「柳柳橋橋」」行行きき

……

●●　　学学校校紹紹介介　　●●

教教育育理理念念：：

○○ 募募集集人人員員　　　　　　 4400名名　　（（推推薦薦入入学学試試験験　　一一般般入入学学試試験験））

○○ 日日　　　　　　程程 推推薦薦入入学学試試験験　　　　

一一般般入入学学試試験験

○○ オオーーププンンキキャャンンパパスス

22002211年年88月月55日日（（木木））・・99月月44日日（（土土））　　

**参参加加希希望望のの方方はは事事前前にに申申込込ししてて下下ささいい。。

**詳詳細細はは学学校校ホホーームムペペーージジををごご覧覧下下ささいい。。

●●　　受受験験案案内内　　●●

22002211年年1111月月66日日

22002222年年11月月55日日

**詳詳細細はは55月月以以降降にに発発行行すするる「「22002222年年度度学学生生募募集集要要項項」」ををごご覧覧下下ささいい。。

＜＜学学校校行行事事：：宣宣誓誓式式＞＞ ＜＜授授業業：：母母性性看看護護学学＞＞ ＜＜授授業業::災災害害看看護護＞＞

　　ままたた、、専専門門学学校校でではは導導入入事事例例がが少少なないい医医学学関関連連ジジャャーーナナルル文文献献配配信信ササーービビスス「「メメデディィカカ
ルルオオンンラライインン」」おおよよびび国国家家試試験験対対策策ととししてて「「ナナーーシシンンググ・・ナナビビゲゲーータタ」」をを導導入入ししてておおりり、、学学校校外外
ででももネネッットト環環境境ささええああれればば好好ききなな時時間間にに好好ききなな場場所所でで学学習習すするるここととががででききまますす。。

EE--mmaaiill：： 　　iinnffoo@@kkaannaazzaawwaakkaannggoo..jjpp

UURRLL：： 　　hhttttpp::////wwwwww..kkaannaazzaawwaakkaannggoo..jjpp//

●●　　学学校校へへののアアククセセスス方方法法　　●●

金金沢沢駅駅……JJRRババスス４４番番「「森森本本」」「「才才田田」」「「福福光光」」行行きき

小小坂坂町町中中下下車車……徒徒歩歩５５分分

小小坂坂町町中中下下車車……徒徒歩歩５５分分

東東金金沢沢駅駅……徒徒歩歩1100分分

　　人人間間愛愛をを基基盤盤ととしし、、生生命命をを尊尊重重しし、、科科学学的的思思考考にに基基づづいいたた看看護護のの実実践践力力をを身身ににつつけけ、、専専
門門職職業業人人ととししててのの自自己己のの責責務務をを自自覚覚しし、、社社会会のの変変化化にに対対応応ででききるる看看護護師師をを育育成成すするる。。

　　当当校校はは、、北北陸陸最最大大のの医医療療法法人人ででああるる浅浅ノノ川川ググルルーーププ関関連連施施設設ととししてて平平成成３３年年44月月にに開開校校
ししままししたた。。浅浅ノノ川川総総合合病病院院、、心心臓臓血血管管セセンンタターー金金沢沢循循環環器器病病院院、、金金沢沢脳脳神神経経外外科科病病院院、、
桜桜ヶヶ丘丘病病院院、、千千木木病病院院ななどどののググルルーーププ病病院院をを主主なな実実習習施施設設ととししてておおりり、、ととててもも恵恵ままれれたた環環
境境でで看看護護をを学学ぶぶここととががででききまますす。。

FFAAXX：： ００７７６６－－２２５５１１－－８８９９６６８８

学学校校法法人人浅浅ノノ川川学学園園　　金金沢沢看看護護専専門門学学校校

●●　　所所在在地地　　●●

石石川川県県金金沢沢市市小小坂坂町町北北６６２２番番地地１１

TTEELL：： ００７７６６－－２２５５１１－－９９５５５５８８

-12-
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● ●

〒〒

０７６７ - ５２ - ９９８８

●

・ＪＲ七尾駅より　徒歩約２０分　車で約５分

・能登空港より車で約１時間

・北鉄能登バス　能登食祭市場経由和倉行き、

  北鉄能登バス車庫前下車　徒歩１分

● ●

● ●

学学校校へへののアアククセセスス方方法法  ●●

学学校校紹紹介介

　　  受受験験案案内内

E-mail

URL

nanakan@abelia.ocn.ne.jp

https://www.nanaokango.jp/

七尾看護専門学校
所所在在地地

９９２２６６－－００８８５５４４

石石川川県県七七尾尾市市ななぎぎのの浦浦１１５５６６番番地地

TEL FAX　　０７６７ - ５３ - ６５４８

学学校校のの所所在在地地がが分分かかるる地地図図

☞

【【教教育育のの目目的的】】 看看護護師師ととななるるたためめにに必必要要なな知知識識・・技技術術・・態態度度をを教教授授しし、、看看護護をを通通ししてて社社会会にに貢貢献献ででききるる人人材材をを育育成成すするる。。

▲学内での演習では学生同士だけでなく、

模擬患者さんにもご協力いただき、看護技

術の実践を学んでいます。

▲「七尾港まつり総踊り」は、当校の恒例行

事の１つです。浴衣を着て七尾の街を踊り流

します。

▲オープンキャンパスでは入試についての

説明だけでなく、看護技術の体験や学生が

どんな１日を送っているのか詳しくご紹介し

ます。

※新型コロナウイルスによる影響で内容が

変更となる可能性もあります。

▲これから本格的な実習が始まる２年生に

よる戴帽式では、女子学生はナースキャップ

を、男子学生はポケットチーフを受け取り、

看護の道に進む決意を表明します。

公公式式SSNNSS

更更新新中中★★

▲本校の主な実習病院は半径２km圏内にあり

ます。【恵寿総合病院・公立能登総合病院・国

立病院機構七尾病院】

✿✿ 募募 集集 定定 員員 看護学科 ４０名 ・ 修業年限 ３年

✿✿ 受受 験験 資資 格格 推 薦 入 試 … 高等学校を令和 ４年 ３月 卒業見込の方

一 般 入 試 … 高等学校卒業者(見込を含む・高等学校卒業

程度認定試験合格者)

社会人入試 … 令和 ４年 ４月 １日現在で満２１歳以上の方

※試験日程についてはホームページをご覧ください。

✿✿ 資資 料料 請請 求求 令和 ３年 ５月上旬に募集要項を発行予定です。

ホームページまたはお電話にてお申込みください。

オオーーププンンキキャャンンパパスス情情報報
令和 ３ 年

開催予定★

平日学校見学会も

毎日開催しております！

7
31

8
1

・
（（土土）） （（日日））
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● ●

〒

● ●

・
・
最寄りバス停「かが交流プラザさくら」より徒歩1分
・

● ●

　

　

● ●

加 賀 看 護 学 校
所所 在在 地地

922-0057

石川県加賀市大聖寺八間道12-1

TEL 0761-72-2428

FAX 0761-72-5337

E-mail kangogakkou@city.kaga.lg.jp

URL http://www.kagakango.jp

受受 験験 案案 内内 なな どど

学学校校ままででののアアククセセスス方方法法

JR大聖寺駅より徒歩15分、自転車で5分
JR加賀温泉駅より車で10分、バスで20分程度

加賀I.Cより車で5分

学学 校校 紹紹 介介

    ○○少少人人数数教教育育でで、、学学生生一一人人ひひととりりのの個個性性をを大大切切ににししたた指指導導がが受受けけらられれまますす

    ○○臨臨地地実実習習施施設設勤勤務務のの医医師師他他にによよるる、、適適時時・・適適切切なな指指導導がが受受けけらられれまますす

    ○○自自然然豊豊かかなな環環境境でで学学習習ででききまますす

○募 集 人 員 ： 36名 推薦入試・一般入試

○受 験 資 格 ： 令和4年3月卒業見込みの方、又は高等学校卒業（同程度の学力を有すると認められた）方

○推薦入学試験 ： 試 験 日 令和3年11月 6日（土）

○一般入学試験 ： 一 次 試 験 日 令和4年 1月 8日（土）

： 二 次 試 験 日 令和4年 3月12日（土） ※定員に欠員があった場合のみ実施

※学生募集要項は無料でお送りしています （学校ホームページ・ナースナビなどより、お申し込みください）

◇オープンスクール ： 学校見学、模擬授業、在校生との意見交換などを行います

第1回開催日： 令和3年 8月 3日（火） 13：00 ～ 16：00

第2回開催日： 令和3年 8月20日（金） 9：30 ～ 12：30

※参加希望の方は事前に、お申し込みください

加加賀賀市市がが運運営営すするる33年年課課程程のの看看護護専専門門学学校校

学学校校見見学学はは随随時時実実施施ししてていいまますす 事事前前ににごご連連絡絡くくだだささいい

詳しいことは、学校ホームページをご覧ください

基基本本看看護護技技術術授授業業((１１年年生生))

学学校校横横熊熊坂坂川川のの桜桜

かが交流プラザ

ママススクク下下のの笑笑顔顔

ととももにに学学ぼぼうう

ととももにに歩歩ももうう

看看護護のの道道をを

加加賀賀看看でで　　 　　 　　
かかががややここっっささ

誓誓詞詞式式 小小児児看看護護のの技技術術演演習習((22年年生生))

✦✦ ✦✦ ✦✦

－ 14 －
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〒

taturh@ishikawa-c.ed.jp

https://cms1.ishikawa-c.ed.jp/taturh/

● ●
 のと鉄道　田鶴浜駅より徒歩１５分
 北陸鉄道バス 

JA能登わかば田鶴浜支店より徒歩１５分

● ●

【【目目  標標】】

高校と専攻科２年の５５年年一一貫貫で看護師を養成します。

地域医療の担い手として、幅広く看護の分野で活躍できる人材

を養成します。

【【取取得得資資格格】】

看護師国家試験の受験資格（専攻科２年修了時）

【【国国家家試試験験合合格格状状況況】】

 ２０２０年度　１００%（２０１1年度より１０年連続）

 全国の衛生看護科でもトップクラスの合格率を誇っています。

写真予定

● ●

【【定定員員】】 40名予定

詳細は、石川県教育委員会から出される２０２１年度の

募集要綱に掲載されます。

【【推推薦薦入入学学】】
　　定定　　　　員員 10名予定

　　日日　　　　程程 詳細は、石川県教育委員会から出される２０２1年度の

募集要綱に掲載されます。

【【一一般般入入学学】】
　　定定　　　　員員 ３0名予定（定員から推薦合格内定者数を差し引いた人数）

　　日日　　　　程程 詳細は、石川県教育委員会から出される２０２１年度の

募集要綱に掲載されます。

【【授授業業料料】】 ９，９００円／月（2020年度）

＊詳細については決定次第ホームページに掲載します。

石川県立田鶴浜高等学校　衛生看護科

所所在在地地

９２９－２１９５

TEL ０７６７－６８－３１１６
石川県七尾市上野ヶ丘町５９

受受験験案案内内

FAX ０７６７－６８－２３５１
E-mail

URL

学学校校紹紹介介

学学校校へへののアアククセセスス方方法法

体体験験入入学学
実実施施予予定定日日２０２１年８月２４日（火） 対対象象中学生・保護者・教員

（母性看護学演習）

戴帽式（高校２年生）

（看護シミュレーション演習）臨地実習風景（健康教育） 授業風景（ICT）

－ 15 －



● ●

〒

komatsu1703@ishikawa.med.or.jp

http://www.ishikawa.med.or.jp/gunshi/komatsu/jyunkango.html

● ●

ＪＲ小松駅西口より徒歩１０分

● ●

◎ 学生の声

私は以前介護士として働いていました。そこで、共に働く看護師の姿を見て、看護師として働き

たいと強く思うようになりました。働きながら准看護師を目指せる学校があると知り、小松准看護

学院を受験しました。今は病院で看護助手をしながら学校に通っています。

職場の先輩方は学業への理解があり、働きやすいです。

学校の先生方にも仕事や学びの面でアドバイスやサポート

をしていただき助かっています。

コロナ禍で実習が中止となり、不安も大きいですが、将来

看護師として働き、患者様のお役に立つという夢に向か

って仲間とともに頑張ります。

2020年度　１年生　泉　昌子

● ●

● 募集定員 ４０人

● 受験資格 中学校卒業以上の者（卒業見込みの者を含む）

● 修業年限 ２年間

● 試験科目 筆記試験、面接

● 試験日 一次募集 令和４年１月　・　二次募集 令和４年３月 予定

● 受験料 15,000円

● 募集要項及び学校案内発行時期
詳細内容については６月中に決定、７月中旬以降に発行予定
お電話いただければお送りします。

学学校校紹紹介介

◎ 教育理念

小松市医師会附属小松准看護学院

所所在在地地

９２３－０９３７
 石川県小松市本町２丁目１２番地
TEL ０７６１－２２－２６７１
FAX ０７６１－２３－３４４９
E-mail
URL

学学校校へへののアアククセセスス方方法法

理解する学びを大切にする。

看護実践力の習得を重視し、“看護すること”に必要な知識・技術・判断の基礎を身につける。

人間の心と身体、行動に深い関心を持ち、自分及び他者を尊重しながら“人”を統合的に

受受験験案案内内

JJRR小小松松駅駅

小小松松准准看看護護学学院院

至至 金金 福福井井 至至

芦 城

小学校

こまつ芸術劇場「うらら」 小松

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ
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※

※１

※２

卒業後1年以内に看護師等免許を受け、直ちに指定医療機関
※２

で業務に従事し、その期間
が貸与期間と同期間となったとき。

　指定医療機関は下記のとおりです。

　　貸与を受けた修学資金について、下記の条件に当てはまる場合は返還が免除されます。

卒業後1年以内に看護師等免許を受けて、直ちに石川県が指定する施設
※１

で業務に従事
し、その期間が５年となったとき。

　県が指定する施設は下記のとおりです。

一般枠の場合

地域枠の場合

県内の200床未満の病院、精神病床数80%以上の病院、診療所、介護老人保健施設、介護
医療院、医療型障害児入所施設、（助産師のみ）母子健康包括支援センター　等

  珠洲市総合病院、市立輪島病院、公立宇出津総合病院、公立穴水総合病院

　『石川県看護師等修学資金貸与制度』は、看護師等学校養成所卒業後に保健師、助
産師、看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。）として、石川県内の医療機関等に
おいて、その業務に従事することを希望する方を対象に修学資金を貸与する制度です。

養成施設の種類 貸与額

一般枠

保健師、助産師又は看護師を養成する学
校養成所に在学する者

（国公立等） （月額） 32,000円

（民 間 立） （月額）

　一般の看護師等修学資金の貸与を希望する人は、4月中に「看護師等修学資金貸与申請書」
と在学する看護師等学校養成所長の「推薦書」を、地域枠の修学資金の貸与を希望する人は、
4月中に「地域医療支援看護師等修学資金貸与申請書」と在学する看護師等学校養成所長の
「推薦書」を石川県医療対策課へ提出してください。
　なお、申請は毎年必要になります。

（一般の看護師等修学資金）
看護師等学校養成所に在学しており、卒業後県内の指定する施設において看護師等として働く
ことを希望している看護学生

（月額）　100,000円

修学資金は無利息で、毎月１か月分を貸与します。

★★  貸貸与与をを受受けけたた修修学学資資金金のの返返還還免免除除ににつついいてて  ★★令和２年度の内容です。修学資金は毎年見直しが行われます。

36,000円

准看護師を養成する学校養成所に在学す
る者

（国公立等） （月額） 15,000円

（民 間 立） （月額） 21,000円

地域枠
（保健師・助産師・看護師・准看護師）

看護師等学校養成所に在学する者

（地域医療支援看護師等修学資金）
看護師等学校養成所に在学しており、卒業後県内の看護師等が不足している地域に所在する
指定医療機関において看護師等として働くことを希望している看護学生

★★  『『石石川川県県看看護護師師等等修修学学資資金金貸貸与与制制度度』』ににつついいてて  ★★
★★  貸貸与与対対象象者者ににつついいてて  ★★
★★  貸貸与与額額ににつついいてて  ★★
★★  申申請請方方法法  ★★

石石 川川 県県 看看 護護 師師 等等 修修 学学 資資 金金 貸貸 与与 制制 度度

詳詳 しし いい ここ とと はは 石石 川川 県県 健健 康康 福福 祉祉 部部 医医 療療 対対 策策 課課 まま でで おお 問問 いい 合合 わわ せせ くく だだ ささ いい 。。

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
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IIDD検検索索

石石川川県県でで行行わわれれるる看看護護ににつついいててのの無無料料セセミミナナーーやや

イイベベンントト情情報報、、石石川川ナナーーススナナビビのの更更新新情情報報ななどどをを

LLIINNEE公公式式アアカカウウンントトでで発発信信！！

石川県医療対策課

LINE公式アカウント

①①LLIINNEEアアププリリをを起起動動

②②「「友友だだちち追追加加」」ででQQRRココーードドをを選選択択

③③右右ののQQRRココーードドをを読読みみ取取るる

LLIINNEEアアププリリかからら「「友友だだちち追追加加」」すするる方方法法

友友だだちち追追加加ししててねね★★

-18-
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詳しい情報はウェブサイトをチェック

hhttttppss::////iisshhiikkaawwaa--nnuurrsseennaavvii..ccoomm

石川ナースナビ

 ★看護学校レポート
　学生の生の声や校内の様子をお届けします！
　1日のスケジュールや看護学生の必須アイテム
　の紹介も。

 ★修学資金・病院奨学金
　石川県の修学資金制度や、石川県内の
　病院奨学金情報を掲載しています。

 ★学校情報
　看護職を目指す皆さんの「はじめの一歩」は
　まず学校選びから。あなたがとりたい資格や
　学びたいこと、将来のキャリアプランに合った
　学校を見つけてください。

 ★ＷＥＢマンガ
　ナースならではの
　実話エピソードをマンガ
　にしてお届けしています。

 ★就業ガイド
　看護職になりたい方必見！
　ナースの1日のタイムスケジュールや
　看護学生の就職活動についての
　アドバイス等の役立つ情報をお届けします。

 ★オープンキャンパス情報
　石川県内の看護学校等のオープンキャンパス、
　見学会、学校祭をご紹介しています。

hhttttppss::////iisshhiikkaawwaa--nnuurrsseennaavvii..ccoomm

無料

登録・利用

石石川川県県がが運運営営すするる看看護護職職ののたためめのの情情報報ササイイトト

将来は看護職に！そんなあなたの夢を

叶えるために役立つ情報をご紹介いたします。

これから看護職を目指す方は、まず学校選びから。

それぞれの学校の特徴がわかると、

自ずと進むべき道が見えるはず。

石川ナースへの第一歩を応援します！

検検索索
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看護への道 

～看護職の資格を取得するために～ 

 

令和 3年 4月発行 

 

石 川 県 健 康 福 祉 部 医 療 対 策 課 

 

〒920-8580 石川県金沢市鞍月 1丁目 1番地 

電 話 (076)225-1431 

FAX  (076)225-1434 

E-mail e150900a@pref.ishikawa.lg.jp 

HP https://www.pref.ishikawa.lg.jp/iryou/ 


