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国保野上厚生総合病院附属看護専門学校（公立学校）

学校長のメッセージ
本校は、昭和２７年開校の「准看護婦養成所」の歴史と伝統のうえに、平成１９年４月に３年
制の看護専門学校として開校しました。
本校のめざす教育は、地域や社会のニーズに応えることのできる、未来型の看護実践者を
育成することです。同時に、学生が生涯心豊かな生活が送れるよう、社会人としての基礎力
や看護師としての「心」を育む教育を目標としています。
このため、教育は授業や行事など教育活動全般を通して行うこととしています。
教育方針としては、教育課程の創意工夫、わかりやすい授業、考える力（課題解決）を育むこ
となど目指しています。

学校長 栁岡 公彦

特に学生に対しては、社会性やコミュニケーション能力など育むため、学校祭など行事の参
加や学生が自ら考え自主・自律の精神を養うことなどを指導方針としています。また、特色あ
る取り組みとして、放課後などを活用した学習・実習指導、計画的な看護師国家試験対策、
マナー・所作など生活指導などです。
看護師を志す皆さん、本校では、未来を見据えた看護師像を求め、教育を進めていきたい
と考えています。 本校で「理想とする看護師像」を求めて、素晴らしい看護への道へ、共に
歩んでみませんか。

本校の教育
地域や社会のニーズに応える看護実践者の育成を目標として、深い知識と確かな技術を育む教育を目指しています。

本校の特色
①公立学校
本校は、「国保野上厚生総合病院の附属の看護専門学校」です。
②環境・交通
緑豊かな自然環境と歴史と文化に彩られた紀美野町にあり、交通の利便性（ＪＲ海南駅から
バスで２０分）もよく、また、施設設備は最新のもので充実しています。
③教育課程
教育目標、社会のニーズ、国家試験などに対応できるカリキュラム構成となっています。
④講師
講師は、県立医科大学、和歌山大学、近畿大学などの先生方で大変充実しています。
⑤自主・自律の精神
多彩な教育プログラムを通して、自主自律の精神を養います。
⑥学習支援
基礎学力対策・国家試験対策など各種の学習支援を行っています。
⑦教科外活動
社会人基礎力を養うため、学校行事や自治会活動など充実しています。
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私は大学卒業後、社会人を経験してから本校に入学しました。今年はコロナの影響で、授
業や行事の予定に変更があり、不安なことが多いスタートでした。
本校に入学して感じたことは、思っていた以上に高校に近いということでした。日直制度や
掃除もあります。
授業では専門分野の他に一般教養もあり、様々なことを学ぶことができます。勉強は覚え
ることが多く大変ですが、学ぶうちに点と点がつながっていくことに面白さも感じています。
３年間しっかりと勉強に励み、国家試験合格を目指したいと思います。
１学年

松岡 奨

学科・入試・カリキュラム
資格・進路

学科・定員

資格： 看護師国家試験受験資格
助産師・保健師養成所受験資格
大学編入試験資格

・学科： 看護学科（修業年限・３年）
・定員： １学年 40名（総学生数・120名）

入試
入試方法
推薦入試
（高校卒業見込み
入試方法
者）
推薦入試
社会人入試
社会人入試
（高校卒業者）

定員

入試予定日

入試科目

令和2年11月18日 数学Ⅰ、国語総合（古文漢文除く）、面接
15名程度
入試日(平成24
入試科目
定員
１５名程 ############### 数学Ⅰ・数学A、国語総合・古文漢文を除く、面接
5名程度###############
令和2年11月18日
数学Ⅰ、国語総合（古文漢文除く）、面接
数学Ⅰ・数学A、国語総合・古文漢文を除く、面接
５名程

一般入試

20名程度

令和3年1月14日

学費

数学Ⅰ、国語総合（古文漢文除く）、コミュニケーション英語Ⅰ、面接

奨学資金

入学金手数料〈受験料〉
入学金

入学金
（入学時のみ）
施設整備協力費（入学年次）
施設整備協力費（入学時のみ）
授業料（年間）
授業料 (年間）
実験実習費（年間）
実験実習費
(年間)

20,000
300,000

300,000円
400,000
400,000円
300,000
300,000円
80,000
80,000円

・国保野上厚生総合病院看護職員修学資金
・日本学生支援機構奨学資金
・和歌山県看護職員修学資金
・その他病院等の奨学資金

カリキュラム(教育課程）
・本校の教育目標を達成するため、各専門分野別の枠を超えて、横断的・統括的なカリキュラム構成としています。
・学生指導は、主体的・自律的に学習できるように支援をします。
・授業は、未来の看護師像を見据え、わかりやすく考える力を育むことを目指しています。
哲学、情報科学、倫理学、法学
基 教育学
基
礎
礎
分
分 生物学、心理学、人間関係論
野
野 社会学、文学、英語Ⅰ・Ⅱ
健康スポーツ学

専

看護学概論
専 基礎看護技術Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ
門 臨床看護総論Ⅰ・Ⅱ
分
野
Ⅰ 基礎看護学実習Ⅰ・Ⅱ

解剖生理学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
生化学

門 病理学、疾病治療論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ
専
基 手術療法、臨床の検査、微生物学
門
薬理学
礎
分
野
分 総合医療論、公衆衛生、社会福祉
野 関係法規、リハビリテーション療法
栄養学

成人看護学概論
成人看護学方法論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ
専
門
分
野
Ⅱ

老年看護学概論
老年看護学方法論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
小児看護学概論
小児看護学方法論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
母性看護学概論
母性看護学方法論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

専
門
分
野
Ⅱ

精神看護学概論
精神看護学方法論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
成人看護学実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
老年看護学実習Ⅰ・Ⅱ
小児看護学実習、母性看護学実習
精神看護学実習
在宅看護概論
在宅看護方法論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

統
合 臨床看護総合Ⅰ・Ⅱ
分 看護研究、臨床看護総合演習
野
在宅看護論実習
看護の統合と実践実習
卒業時の単位取得
（97単位 3000時間以上）
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瀧川 未穂

１学年 山崎 叶美

私は、入学して新しい環境でやっていけるのかとても不安に思っていました。しかし、先生方
の話を聞き、クラスのみんなの意思表明を聞き、同じ目標に向かって頑張っていこうと強く
感じました。
また、授業ではグループ活動なども多く、みんなと交流しながら意見をまとめたりしています。
自分の考え方だけでなく周りの意見も聞くことが出来、沢山の考え方や意見を知ることで知
識の幅が広がった気がします。そして、演習では、先生方が放課後の練習にも熱心に付き
合ってくださり、自分の納得がいくまで技術を身に付けることが出来ます。
日々の学習は覚えることがたくさんあり大変ですが、看護師に必ず必要な力になると思うた
め、日々の努力がとても大切だと実感しました。これから実習なども入ってきて大変だと思
いますが、仲間と励み、先生からのサポートを得て成長に繋げていき、クラスのみんなで協
力し切磋琢磨していきたいと思います。

学校行事
社会人としての基礎力を育むため多彩な学校行事など行います。

4月

入学式 新入生研修

11月・１月

入学試験

5月

（新入生歓迎会）
運動会

12月

学生フォーラム

6月

防災訓練

2月

看護師国家試験

8月

オープンキャンパス

3月

研修（予定）

10月

学校祭

3月

卒業式

11月

戴帽式

年間

基礎学力向上
国家試験対策

（他校との交流）

学生支援
充実した学生生活を送れるよう様々な学生支援を行っています。

＜基礎学力向上＞
＜サークル活動＞
基礎学力の向上図るため学習方法、個人指導などを行って
スポーツ活動など活発に行えるよう支援を行っています。
います。
＜国家試験＞
＜学生相談＞
国試100％の合格を目指し、学習方法指導、夏期講習など
生活、人間関係、学習などに関する相談を行っています。
行っています。
＜学校行事＞
学生主体の各種の学校行事を積極的に支援します。

＜自治会・専門委員会活動＞
自治会・専門委員会活動を積極的に支援します。

＜進路相談＞
就職・進学などに関する相談や面接指導など行って
います。

＜卒業生支援＞
図書館使用、情報提供、同窓会活動支援など行って
います。
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２学年

神野 有季

私は入学して２年目になります。
専門学校は高校と異なり、看護師になるために覚えることが多くあり大変です。しかし授業の
たびに、先生方が分かりやすく丁寧に教えてくださるため、看護師に必要な知識や技術を正し
く身につけることができます。
初めての実習では、緊張や戸惑いからうまくコミュニケーションが取れませんでした。患者さん
と根気よく関わり続け、最終日には患者さんから笑顔で挨拶してくれるようになりました。この
実習では、患者さんとの信頼関係はすぐには生まれないということを学びました。
本校では、１年生で看護の基礎分野を学習し、２年生になると疾患別看護など専門的な知識、
技術を学びます。後期からは、本格的に実習が始まります。これまでの実習での学びを生か
し、患者さんに快適に過ごしてもらえるように丁寧な看護を提供していきたいです。

特 集
新入生研修

学内演習

戴帽式

新入生歓迎会
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２学年 上野山 諒

私は本校に入学して２年目になります。
本校では新入生歓迎会や学校祭、オープンキャンパスなどの行事に加え、国家試験を想
定した模試も低学年からあるため、充実した学校生活をおくることができます。
１年の実習では、障害を抱かえた患者さんに対して、どういった生活支援・退院支援が必
要になるのかを先生方からアドバイスを頂き、実習メンバーで話し合ったりしました。患者
さんの全体像を捉え、その人に合った支援が考えられる看護師になりたいと思い、日々
勉強に励んでいます。
長期間になる受験勉強で、モチベーションを保つことが難しくなることもあるかと思います。
私はそういった時に、憧れであった看護師になった姿をイメージすることで、モチベーショ
ンを保ち受験勉強に励むことができました。
受験生の皆さんが、看護師へのスタートラインに立てることを祈っています。

学習環境
本校の施設
本校の施設設備は最新のもので看護教育に大きな役割を果たしています。

実習施設
実習は、県下でも有数の施設で行っています。

国保野上厚生総合病院
済生会有田病院

（その他の実習施設）
・のかみ訪問看護ステーション
・済生会有田訪問看護ステーション
・海南市訪問看護ステーション
・有田市立病院訪問看護ステーション
・紀美野町立きみのこども園
・介護老人保健施設天寿苑
・介護老人福祉施設やすらぎ園
・介護老人保健施設ライフケア有田
・紀美野町地域包括支援センター
・海南市地域包括支援センター
・ 介護老人保健施設 やすらぎ苑

貴志川リハビリテーション病院

海南医療センター

公立那賀病院

独立行政法人労働者健康福祉機構
和歌山ろうさい病院

有田市立病院

和歌山県立医科大学附属病院
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３学年 溝口 凪沙

入学して３年目になりました。
本校では、新入生歓迎会や学校祭、オープンキャンパスなどさまざまな学校行事が
あり、学生が主体となって行っています。そのため、同学年はもちろん他学年とも交
流が深まり、人間関係の構築やコミュニケーション能力を育むことができます。
３年生は臨地実習が多く、これまでの授業や学内演習で学んだことを、実際の患者
さんとの関わりの中で深めていきます。その中で看護の楽しさややりがいを感じる
こともあれば、自分の知識不足に悩むこともあります。そんな時にグループで協力
し合い、先生方にアドバイスを頂きながら、日々楽しく学んでいます。
国家試験を控え、これからも残り少ない学生生活をクラスメイトと支えあいながら、
合格を目指して学習に取り組みたいと思います。

お知らせ ・ Ｑ&Ａ
オープンキャンパス ・ 学校祭
今年度のオープンキャンパス、ならびに学校祭は
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となりました。

Ｑ＆Ａ

皆さんの質問にお答えします。

Ｑ1 学校の設置主体は？
Ａ 本校は公立学校で、設置主体は国民健康保険野上厚生病院組

Ｑ７ 推薦入試の全体の評定平均値は？
Ａ 特に設けていません。

合です。

Ｑ２ 教育目標は？
Ａ 未来を見据えた看護師像を求めて、深い知識と確かな技術の習得、

Ｑ８ 国家試験の合格率は？
Ａ 令和元年度の合格率は１００％です。
看護師として社会人としての基礎力を育むことなど目標としています。

Ｑ３ 学校の雰囲気は？
Ａ 学校の施設は新しくきれいです。また環境に恵まれ、
学生は明るく自由な雰囲気を持っています。

Ｑ４ 特色ある事業は？
Ａ 基礎学力向上、学校祭、新入生研修、運動会などの
学生が自主的に活動することを前提に、
学校行事すべてにおいて特色を出しています。

Ｑ９ 就職や進学の状況は？
Ａ 国保野上厚生総合病院、済生会有田病院、公立
那賀病院、海南医療センター、県立医大病院等が
主な就職先です。
また、保健師、助産師を目指す学生もいます。

Ｑ10 学生の通学範囲は？
Ａ 橋本市、紀の川市、岩出市、和歌山市、海南市
有田市、御坊市、有田郡などです。

Ｑ５ 国家試験の対策は？
Ａ 1・2年生から計画的・継続的に国試対策を講じています。
特に3年生は、学習方法指導、個人指導研修会、全国模試など
対策を講じています。

Ｑ１１ 学校への交通機関は？
Ａ JR海南駅からバスで約20分です。
岩出市からは車で約25分です。

Ｑ６ 授業の講師は？
Ａ 講師は、和歌山医大、和歌山大学、野上厚生総合病院の医師、
専任教員などです。

学校の沿革

昭和27年

4月1日

昭和35年
昭和36年
昭和38年
平成19年

4月7日
4月1日
4月1日
3月31日

国民健康保険野上厚生病院附設
准看護婦養成所として開設
各種学校の認可を受ける。
国保野上厚生総合病院附設准看護婦養成所に改称
国保野上厚生総合病院附設准看護学院に改称
国保野上厚生総合病院附設准看護学院閉校

国保野上厚生総合病院附属看護専門学校
平成18年 12月22日 保健師助産師看護師法第21条第2号で規定する。
看護師養成所として厚生労働省の指定を受ける。
平成19年

学校教育法第82条の8の規定により
2月26日 和歌山県教育委員会から専修学校専門課程の
認可を受ける。

平成19年

4月1日 国保野上厚生総合病院附属看護専門学校開設

シンボルマークのデザインコンセプト

このデザインは、学校を表すシンボルマークであ
り、校章・校旗などに広く使用しています。
野上の頭文字「ｎ」が基本モチーフとなっており、
この「ｎ」と「ｎ」の重なりでグリッドを構成し、内部に
ハートを表現しています。
さらに、看護をイメージさせるピンクをシンボルカ
ラーとして、信頼感のある安定した形状をとってい
ます。 （デザイン：和歌山大学 北村元成先生）
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３学年 山本 京

入学して３年目になります。
３年目は共に過ごすクラスメイトとの絆はさらに強くなり、学校生活での悩みや不安についてアド
バイスをし合い、助け合いながら学んでいます。
学校は設立１４年目ですが、全学年で毎日掃除を行っているため、とてもきれいです。また学校周
辺は自然豊かであるため、落ち着いた環境で集中して学習ができます。このような恵まれた環境
で、明るく楽しい学生生活を送っています。
３年生はほとんどの時間が臨地実習であり、学んできた知識や技術をさらに深めていきます。患
者さんとの関わりの中では、学内の演習や教科書通りにはいかず悩むこともあります。しかし、一
人で悩むのではなく、チームの仲間と悩みを共有し、より良い看護を目指して、学習に励んでいま
す。
今年度は看護師国家試験を控えています。クラスメイトや先生方の助けをもらいながら、合格に
向けて頑張りたいです。

●国保野上厚生総合病院附属看護専門学校(公立学校）
● 〒640-1141 和歌山県海草郡紀美野町小畑165-4
● ℡ 073-489-8500 FAX 073-489-8600
● ｈｔｔｐ：//www.ｎｏｋａｍｉ-ｎｕｒｓｉｎｎｇ．ｊｐ/

