
注）科目名の後の算用数字は単位数｡科目名がゴシックのものは放送大学での単位修得のもの 2005年1月改定第2版･日本医労連看護闘争委員会

学校法人東亜大学学園　附属看護学院 学校法人福岡保健学院　福岡看護専門学校 学校法人別府大学　附属看護専門学校 学校法人西野学園　札幌医療科学専門学校 上尾中央看護専門学校

〒751-8503　下関市一の宮学園町3-61-10 〒811-0213　福岡市東区和白丘2-10-37 〒874-8501　別府市大字北石垣82 〒063-0032　札幌市西区西野２条2-8-15　同校西館 〒362-0011　上尾市平塚八ツ山848-1
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http://www.toua-u.ac.jp/kango/ http://www2.odn.ne.jp/fukukan/ http://www.beppu-kango.ac.jp http://nishino-g.ac.jp/ http://www.ageo.org/
２５０名(推薦入学で３割程度が当初予定) ２５０名 １５０名 ２５０名 １００名

２年(最長6年間在籍可) ２年(最長6年間在籍可) ２年(最長4年間在籍可) ２年(最長6年間在籍可) ２年(最長5年間在籍可)

２年間合計 ８２万２千円＋教科書代 ８２万円＋放送大学 ８４万円(入学前に放送大学で修得した分は減額) 約８２万８千円＋放送大学 約９３万円＋放送大学

内　　訳
初年度納入金43万6千円(入学金5万＋授業料24万5千＋実習費
10万5千＋教材費3万6千)､次年度以降38万6千円(授業料24万5
千＋実習費10万5千＋教材費3万6千)､及び教科書代

入学時40万5千円(入学金20万､授業料等16万､教材費等4万5
千)､1年10月時13万5千円(授業料等10万5千､教科書代3万)､2
年時28万円(授業料等26万5千､教科書代1万5千)

入学金22万円､授業料62万円(1単位1万円となっており､放送
大学での既修得単位分は減額される)

初年度納入金44万3千円(入学金10万､授業料31万､補助教材費
3万3千)､次年度31万円(授業料31万)､及び教科書等(約7万5
千)

入学金10万円､通信費1万円､通信授業1単位1万円､面接授
業1単位3万円､臨地実習Ⅰ(事例演習)1単位4万円､臨地自
習Ⅱ(見学実習)1単位3万円､及びテキスト代約6万円

2005年1月7日､11日､14日 2004年12月25日で終了

出願期間 2004年10月18日･月～11月2日･火(当日消印有効) 2005年1月4日･火～1月18日･火(当日消印有効)

出願書類
推薦書､作文400字程度(テーマ･看護師を目指す動機につい
て)､入学志願票､調査書､准看護師免許証コピー､就業証明
書､入学検定料２万円(郵便為替)など

入学願書､推薦書､小論文､准看護師免許の写し､就業証明
書､既習単位の成績証明書､入学選考料２万円(郵便振替振
込受付証明書)など

入学選考 口述試験(2004年11月12日･金)及び書類選考
書類選考(小論文1,000～1,200字含む｡指定用紙に記入し､入学
願書と一緒に提出｡テーマ･現代日本の医療問題を一つとりあげ､
その実態と自分の考えを述べる)

合格発表 2004年11月18日･木 ⇒ 139名に合格通知 2005年2月1日･火

入学手続
11月22日～12月3日(消印有効)までに､初年度納入金43万6
千円の納入等の手続きを完了すること

2月7日までに初年度学納金44万3千円を納入する

出願期間 2004年12月1日･水～12月16日･木(当日消印有効)
一次募集＝11月1日･月～22日･月(必着)､二次募集＝12月
15日･水～1月13日･木(必着)

2005年1月5日･水～31日･月(必着) 2005年1月4日･火～1月18日･火(当日消印有効) 2004年12月27日･月～1月7日･金(必着)

出願書類
入学志願票､調査書､准看護師免許証コピー､就業証明書､
入学検定料２万円(郵便為替)など

入学願書､准看護師免許証コピー､就業証明書､入学検定
料２万円(所定振込用紙で事前納入)など

入学願書､准看護師免許証の写し､就業証明書､選考料納
付表(選考料2万円を所定用紙で事前納入)など

入学願書､小論文､准看護師免許証の写し､就業証明書､既
習単位の成績証明書､入学選考料２万円(郵便振替振込受付
証明書)など

入学願書､小論文､准看護師免許証の写し､就業証明書､入
学選考料１万円(選考納付書に証明印を押したもの)など

入学選考
書類選考(小論文800字程度含む｡課題を12月21日に発送｡直筆で
書いたものを1月14日必着で提出)

書類選考(小論文含む｡所定用紙に記入し､入学願書と一緒に提
出)

書類選考(小論文750～800字含む｡指定用紙に記入し､入学願書
と一緒に提出)

書類選考(小論文1,000～1,200字含む｡指定用紙に記入し､入学
願書と一緒に提出｡テーマ･現代日本の医療問題を一つとりあげ､
その実態と自分の考えを述べる)

書類選考(小論文含む｡小論文は1,000～1,200字で､指定用紙に
直筆記入し､入学願書と一緒に提出)

合格発表 2005年1月21日･金 一次＝11月30日(235名合格)､二次募集＝1月20日･木 2005年2月14日･月 2005年2月1日･火 2005年1月20日･木

入学手続
2005年1月24日～2月8日(消印有効)に､初年度納入金43万6
千円の納入等の手続きを完了すること

2月17～23日に入学金22万円を､3月1～10日に授業料30万
円(放送大学分減額)を振り込み､3月18日に入学説明会

2月7日までに初年度学納金44万3千円を納入する

1月26日までに入学金を振込み､入学オリエンテーション
(1月27または30日)に参加｡既修単位の申請を行い､2月4日
までに履修科目登録と放送大学団体入学手続きを行う｡
それに基づいて､2月21日までに授業料を納入する

入学前に放送大学等で修得した単位についてのみ､単位
として認定を受けることができる(31単位以内)｡入学後は
全て同学院で履修する

31単位分(基礎分野7単位､専門基礎分野12単位､専門分野12単
位)については同校で開講せず､放送大学を利用して単位
を修得する

入学前に放送大学等で修得した単位についてのみ､単位
として認定を受けることができる(31単位以内)｡入学後は
全て同校で履修する

21単位分(基礎分野7単位､専門基礎分野6単位､専門分野8単位)
については同校で開講せず､集団入学を基本に､放送大学
で単位を修得する

31単位分(基礎分野6単位､専門基礎分野11単位､専門分野14単
位)については同校で開講せず､団体入学を基本に､放送大
学で単位を修得する

方　 法
インターネットを使って､ブロードバンド放送授業とし
て実施｡各科目の開講期間中であれば､いつでも視聴･受
講できる

31単位分は放送大学｡同校で実施する15単位分について
は印刷教材で自宅学習とレポート提出

印刷教材で自宅学習とレポート提出
21単位分は放送大学｡同校で実施する25単位については
印刷教材で自宅学習とレポート提出｡1年前期に若干の面
接授業あり

31単位分は放送大学｡同校で実施する15単位のうち13単
位は印刷教材で自宅学習とレポート提出､2単位は面接授
業(情報科学の基礎2日間､看護方法Ⅱ3日間)で実施

レポート数 １単位毎に１レポートが基本
１単位毎に１レポートが基本(ただし､放送大学分は2単位で1
レポート)

１単位毎に３課題行う
１単位毎に１レポートが基本(ただし､放送大学分は2単位で1
レポート)

１単位毎に１レポートが基本(ただし､放送大学分は2単位で1
レポート)

基礎分野
心理学1､情報科学1､法律と人権1､論理学1､人間関係論1､
教育学1､食と文化1

生物学･論理学2､心理学･倫理学2､社会学･経済学2､外国
語1

文学2､倫理学1､心理学2､社会学2 心理学2､倫理学2､社会学2､外国語1
ヒトの生物学2､情報科学の基礎1､人間発達と社会2､心理
学2

専門基礎分野
解剖生理学Ⅰ1､解剖生理学Ⅱ2､代謝栄養学2､病理学Ⅰ1､
病理学Ⅱ2､薬理学1､微生物学1､公衆衛生学1､社会福祉1､
関係法規1､保健医療論1

解剖生理学2､生化学2､病理学2､微生物学2､薬理学2､医療
保障論･公衆衛生学2､社会福祉･関係法規2

解剖生理学2､生化学(含栄養学)2､病理学2､微生物学2､薬
理学2､公衆衛生学1､社会福祉2､関係法規1

解剖生理学Ⅰ2､解剖生理学Ⅱ1､病理学Ⅰ2､病理学Ⅱ1､微
生物学2､薬理学1､生化学1､社会福祉2､公衆衛生学1､関係
法規1

人体の構造と機能2､疾病の成り立ち2､生化学と栄養1､感
染症と生体防御2､病態学1､治療論Ⅰ1､治療論Ⅱ1､公衆衛
生2､保健医療福祉論2

専門分野

基礎看護学Ⅰ2､基礎看護学Ⅱ3､基礎看護学Ⅲ2､在宅看護
論Ⅰ1､在宅看護論Ⅱ2､成人看護学Ⅰ1､成人看護学Ⅱ2､老
年看護学Ⅰ1､老年看護学Ⅱ2､小児看護学Ⅰ1､小児看護学
Ⅱ2､母性看護学Ⅰ1､母性看護学Ⅱ2､精神看護学Ⅰ1､精神
看護学Ⅱ2

基礎看護学Ⅰ2､基礎看護学Ⅱ･Ⅲ3､基礎看護学Ⅳ1､基礎
看護学Ⅴ1､在宅看護論Ⅰ2､在宅看護論Ⅱ1､成人看護学Ⅰ
1､成人看護学Ⅱ2､老年看護学Ⅰ2､老年看護学Ⅱ1､小児看
護学Ⅰ2､小児看護学Ⅱ1､母性看護学Ⅰ2､母性看護学Ⅱ1､
精神看護学Ⅰ2､精神看護学Ⅱ1

基礎看護学Ⅰ2､基礎看護学Ⅱ3､基礎看護学Ⅲ2､在宅看護
論Ⅰ1､在宅看護論Ⅱ2､成人看護学Ⅰ1､成人看護学Ⅱ2､老
年看護学Ⅰ1､老年看護学Ⅱ2､小児看護学Ⅰ1､小児看護学
Ⅱ2､母性看護学Ⅰ1､母性看護学Ⅱ2､精神看護学Ⅰ1､精神
看護学Ⅱ2

基礎看護学Ⅰ2､基礎看護学Ⅱ1､基礎看護学Ⅲ2､基礎看護
学Ⅳ1､基礎看護学Ⅴ1､在宅看護論Ⅰ2､在宅看護論Ⅱ1､成
人看護学Ⅰ2､成人看護学Ⅱ1､老年看護学Ⅰ2､老年看護学
Ⅱ1､小児看護学Ⅰ2､小児看護学Ⅱ1､母性看護学Ⅰ2､母性
看護学Ⅱ1､精神看護学Ⅰ2､精神看護学Ⅱ1

看護学概論Ⅰ2､看護学概論Ⅱ1､看護方法Ⅰ1､看護方法Ⅱ
1､看護方法Ⅲ1､看護方法Ⅳ1､在宅看護論Ⅰ2､在宅看護論
Ⅱ1､成人看護学Ⅰ2､成人看護学Ⅱ1､老年看護学Ⅰ2､老年
看護学Ⅱ1､小児看護学Ⅰ2､小児看護学Ⅱ1､母性看護学Ⅰ
2､母性看護学Ⅱ1､精神看護学Ⅰ2､精神看護学Ⅱ1

紙上事例演習
専門科目毎に３事例(計21事例)｡各科目毎に３ヶ月間､授
業がブロードバンド配信されており､その期間に提出

専門科目毎に､３事例をまとめて提出(計21事例) 専門分野毎に３事例(精神看護学のみ2事例で､計20事例) 専門分野毎に３事例(計21事例) 専門分野毎に３事例(計21事例)

病院見学実習
専門科目毎に２日間(計14日間)｡同学院指定病院または地
元の病院施設で行う

専門科目毎に２日間(計14日間) 専門分野毎に２日(計14日)で､県内の実習施設で行う 専門分野毎に２日(計14日) 専門分野毎に２日(計14日)

面接授業 専門科目毎に３日間(計21日間)｡同学院のみで実施
専門科目毎に３日間(計21日間)｡実施形態として集中型と
夜間型あり

専門分野毎に３日(計21日)で､同校で実施 専門分野毎に３日(計21日) 専門分野毎に３日(計21日)

学
費
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学校法人聖母学園　聖母看護学校 学校法人誠広学園　平成医療専門学院 学校法人愛西学園　弥富看護専門学校 学校法人玉田学園　神戸常盤短期大学　★文科省認可 和歌山病院協会立　和歌山看護専門学校

〒161-8550　新宿区下落合4-16-11 〒503-1131　岐阜市黒野185-6 〒498-0048　愛知県海部郡弥富町稲吉2-52 〒653-0838　神戸市長田区大谷町2-6-2 〒640-0112　和歌山市西庄1107-26

０３－３９５０－０１７３ ０５８－２３４－０００２ ０５６７－６８－２３１９ ０７８－６１１－３３３３ ０７３－４５６－５７８０

http://www.seibo-jcn.ac.jp/ http://www.heisei-iryou.ac.jp/ http://www.yatomi-kango.ac.jp/ http://www.kobe-tokiwa.ac.jp/college/ http://www.cypress.ne.jp/wakayama-nc
４００名 ２００名 ２５０名 ３５０名 ２５０名(推薦入学で５割程度)

２年(最長4年間在籍可) ２年(最長6年間在籍可) ２年(最長6年間在籍可) ２年(最長4年間在籍可) ２年(最長4年間在籍可)

１０１万円程度(放送大学を最大に活用の場合)＋放送大学 ７９万円程度(放送大学を最大に活用の場合)＋放送大学 ８１万４千円＋教科書代＋放送大学 ９５万円 ５６万円＋放送大学

入学金5万円､授業料年額48万円×2年
入学金10万円､授業料12万円×2年､教材費6万5千円程度
×2年､単位登録料1単位1万円(32～41万｡不合格の場合の再登
録料は必要ない)

入学金20万円､入学年度27万円(授業料27万)､次年度34万4
千円(授業料28万8千､病院実習費5万6千)､及び教科書代

1年次57万円(入学金20万､授業料36万､実習費1万)､2年次38万
円(授業料36万､実習費2万)

初年度納入金31万円(入学金6万､授業料25万円)､次年度
以降25万円(授業料25万円)

2004年12月27日･月､2005年1月13日･木

2005年1月11日･火～1月13日･木

入学願書､小論文､推薦書､准看護師免許の写し､就業証明
書､入学検定料１万円など

書類選考(小論文750～800字含む｡所定用紙に記入し､願書と一
緒に提出)

2005年2月3日･木

2月4～8日までに入学金6万円を納入し､手続きを行う｡授
業料25万円は4月に納入

2005年2月1日･火～2月12日･土(当日消印有効) 2005年1月4日･火～1月28日･金(必着) 2005年1月17日･月～31日･月(当日消印有効) 2005年1月5日･水～1月25日･火(当日消印有効) 2005年1月17日･月～1月20日･木

入学願書､小論文､准看護師免許証の写し､就業証明書､入
学選考料1.5万円(所定用紙で振込み､領収書を添付)､放送大学
出願票など

入学願書､小論文､准看護師免許証の写し､就業証明書､入
学選考料２万円(所定用紙で振込み､領収書を添付)など

入学願書､小論文､准看護師免許証の写し､就業証明書､入
学検定料２万円(所定用紙で事前振込み)など

入学願書､小論文､准看護師免許証のコピー､就業証明書､
高等学校卒業証明書(大学入学資格検定合格証)､入学検定料
２万円(所定用紙で事前振込み)など

入学願書､准看護師免許の写し､就業証明書､入学検定料
１万円など

書類選考(小論文含む｡小論文は1,200字程度で､指定用紙に直筆
記入し､願書と一緒に提出｡テーマ･患者様と関わった経験を踏ま
え､看護ケアにとって大切だと思ったこと)

書類選考(小論文含む｡小論文は400字程度で､指定用紙に直筆記
入し､入学願書と一緒に提出)

書類選考(小論文600字程度含む｡指定用紙に直筆記入し､入学願
書と一緒に提出)

2月11日に筆記試験(60分､50点満点)と小論文800～1,000字
程度(60分､50点満点)

1月30日･日に筆記試験(看護に関する内容:基礎看護､成人看
護､老年看護､母子看護､精神看護)

2005年2月21日･月 2005年2月10日･木 2005年2月10日･木 2005年2月25日･金 2005年2月3日･木

2月21日･月～3月10日･木までに入学金5万円を納入し､所
定の書類を提出し､入学手続きを行う｡授業料48万円は3
月22日･火曜までに納入

2月18日･金までに入学金10万円･授業料12万円を納入し､
2月13日･日または2月20日の入学説明会に参加し､放送大
学履修登録(2月28日まで予定)･本校履修登録(4月8日必着)等
にすすむ

2月18日までに所定の振込用紙で入学金20万円を振り込
み､入学ガイダンス(3月5､6､12日のいずれか)に参加する

3月1～10日までに初年度納入金57万円の納入などを完了
すること

2月4～8日までに入学金6万円を納入し､手続きを行う｡授
業料25万円は4月に納入

30単位分(基礎分野6単位､専門基礎分野10単位､専門分野14単
位)については同校で開講せず､放送大学で単位を修得す
る

22～31単位＝22単位(専門基礎分野8単位､専門分野14単位)
は､放送大学で修得｡9単位(基礎分野7単位､専門基礎分野2単
位)は放送大学か同学院のどちらかで修得

30単位分(基礎分野7単位､専門基礎分野13単位､専門分野10単
位)については同校で開講せず､放送大学で単位を修得す
る

同短大での履修を基本としているが､放送大学等での修
得単位についても規定に沿って認定される(30単位以内｡た
だし､学費の減額はない)

31単位分(基礎分野7単位､専門基礎分野10単位､専門分野14単
位)については同校で開講せず､放送大学で単位を修得す
る

ＣＳ放送･スカイパーフェクトTVの216チャンネルで週1
回放送する(1単位毎に45分×7回)

下記科目名の頭に､Sと表記された科目は各2日のスクー
リング､Tと表記されたものは印刷教材による自己学習と
なる

30単位分は放送大学で修得｡同校で実施する16単位につ
いては印刷教材で自宅学習とレポート提出

印刷教材で自宅学習とレポート提出が基本｡ただし､科目
名の頭にSと表記された科目はスクーリングで実施｡ス
クーリングは､名古屋と岡山でも実施

31単位分は放送大学で修得｡同校で実施する15単位につ
いては印刷教材で自宅学習とレポート提出

１単位毎に１レポートが基本(ただし､放送大学分は2単位で1
レポート)

Tと表記された科目は１単位毎に１レポートが基本(ただ
し､放送大学分は2単位で1レポート)

１単位毎に１レポートが基本(ただし､放送大学分は2単位で1
レポート)

１単位毎に１レポート(ただし､放送大学分は2単位で1レポー
ト)

生物学2､キリスト教と人間論1､社会学2､心理学2
ST情報科学1､ST生物学･地域環境学2､ST哲学･心理学2､ST
外国語2

論理学2､心理学2､社会学2､外国語1
物理学2､化学2､生物学2､論理的思考演習2､生命と倫理2､
教育と人間2､生涯発達論2､家族と社会2､生活と法2､カウ
ンセリング論2､医学英語2のうち､8単位以上を修得

生物学2､心理学･カウンセリング2､哲学･家族論2､外国
語･社会学1

解剖生理学2､病理･病態学Ⅰ2､病理･病態学Ⅱ(含む薬理
学)2､微生物学･感染症学2､生化学2､社会福祉論2､公衆衛
生学2

ST形態機能学2､食品の成分と機能2､疾病の成立と回復促
進2､感染症と生体防御2､S病態学Ⅰ1､S病態学Ⅱ1､S薬理
学1､社会福祉入門2､S総合医療論Ⅰ1､T総合医療論Ⅱ1

解剖生理学2､疾病論2､生化学(含む栄養学)2､微生物学2､
薬理学1､リハビリテーション1､公衆衛生･医療保健論2､
社会福祉･関係法規2

看護解剖生理学2､生化学2､疾病論2､病原微生物学･免疫
学2､薬理学2､公衆衛生学1､保健医療福祉総論2､関係法規
1

人体の構造と機能2､生化学2､疾病の成立と回復促進2､感
染症と生体防御2､薬理学2､社会福祉･関係法規2､公衆衛
生2

基礎看護学Ⅰ1､基礎看護学Ⅱ2､基礎看護学Ⅲ2､基礎看護
学Ⅳ1､基礎看護学Ⅴ1､在宅看護論Ⅰ2､在宅看護論Ⅱ1､成
人看護学Ⅰ2､成人看護学Ⅱ1､老年看護学Ⅰ2､老年看護学
Ⅱ1､小児看護学Ⅰ2､小児看護学Ⅱ1､母性看護学Ⅰ2､母性
看護学Ⅱ1､精神看護学Ⅰ2､精神看護学Ⅱ1

看護原論Ⅰ2､S看護原論Ⅱ1､S看護方法Ⅰ1､T看護方法Ⅱ
1､T看護方法Ⅲ2､在宅看護論Ⅰ2､S在宅看護論Ⅱ1､成人看
護学Ⅰ2､S成人看護学Ⅱ1､老年看護学Ⅰ2､S老年看護学Ⅱ
1､小児看護学Ⅰ2､S小児看護学Ⅱ1､母性看護学Ⅰ2､S母性
看護学Ⅱ1､精神看護学Ⅰ2､S精神看護学Ⅱ1

基礎看護学Ⅰ2､基礎看護学Ⅱ2､看護過程展開の技術1､看
護研究論1､看護管理･倫理1､在宅看護論2､在宅看護方法
論1､成人看護学2､成人看護学方法論1､老年看護学2､老年
看護学方法論1､小児看護学概論1､小児看護学方法論Ⅰ1､
小児看護学方法論Ⅱ1､母性看護学概論1､母性看護学方法
論Ⅰ1､母性看護学方法論Ⅱ1､精神看護学概論1､母性看護
学方法論Ⅰ1､母性看護学方法論Ⅱ1

看護学概論2､看護対人関係論1､S看護過程1､看護行為論
1､S看護教育指導技術1､看護と研究1､S在宅看護概論1､在
宅援護論2､S成人看護学概論1､成人援助論2､S老年看護概
論1､老年援護論2､S小児看護学概論1､小児援助論2､S母性
看護概論1､母性援護論2､S精神看護学概論1､精神援助論
2､

看護学概論2､基礎看護学方法論Ⅰ2､基礎看護学方法論Ⅱ
1､基礎看護学方法論Ⅲ1､基礎看護学方法論Ⅳ1､在宅看護
概論2､在宅看護方法論1､成人看護学概論2､成人看護学方
法論1､老年看護学概論2､老年看護学方法論1､小児看護学
概論2､小児看護学方法論1､母性看護学概論2､母性看護学
方法論1､精神看護学概論2､精神看護学方法論1

専門分野毎に３事例(計21事例) 専門分野毎に３事例(計21事例) 専門分野毎に３事例(計21事例) 専門分野毎に３事例(計21事例) 専門分野毎に３事例(計21事例)

専門分野毎に２日(計14日) 専門分野毎に２日(計14日) 専門分野毎に２日(計14日) 専門分野毎に２日(計14日)｡名古屋･岡山でも実施 専門分野毎に２日(計14日)

専門分野毎に３日(計21日) 専門分野毎に３日(計21日) 専門分野毎に３日(計21日) 専門分野毎に３日(計21日)｡名古屋･岡山でも実施 専門分野毎に３日(計21日)

スカイパーフェクトTVを使って放送授業を行う｡各科目
の放送は週1回､決められた時間帯に実施｡各科目につい
て前期･後期ともに放送される

情報科学1､生物学･地域環境学2､哲学･心理学2､外国語2､
形態機能学2は､同学院でスクーリング･印刷教材学習で
習得する方法もある｡スクーリングがかなりあり､通学日
数は63～71日程度となる

単位認定試験が年4回(入学年は3回)あり､試験2ヶ月前のレ
ポート合格者は､いつでも試験を受けることができる

短期大学のため､従看護師とての就業経験が10年以上だ
けでなく､高等学校卒業または大学入学資格検定合格が
必要｡スクーリングは名古屋と岡山でも実施

２年課程通信制情報　　（2005年度入試関係）
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２年間合計

内　　訳

出願期間

出願書類

入学選考

合格発表

入学手続

出願期間

出願書類

入学選考

合格発表

入学手続

方　 法

レポート数

基礎分野

専門基礎分野

専門分野

紙上事例演習

病院見学実習

面接授業

学
費

修 業 年 限

募 集 定 員
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入試説明会

放送大学の活用
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入
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注）科目名の後の算用数字は単位数｡科目名がゴシックのものは放送大学での単位修得のもの 2005年1月改定第2版･日本医労連看護闘争委員会

徳島県立看護学院 学校法人麻生塾　麻生医療福祉専門学校 学校法人華苑学園　熊本看護専門学校

〒770-0046　徳島市鮎喰町2-41-6 〒820-0018　飯塚市芳雄町3-83 〒860-0079　熊本市上熊本1-10-8

０８８－６３３－６６１１ ０９４８－２５－８７６０ ０９６－３５５－４４０１

http://www.tcn.ne.jp/~kango/ http://www.asojuku.ac.jp/iizuka http://www.kumamotokango.ac.jp/
２５０名(四国4県在住者に各県50名以内の推薦枠) ２５０名 ２５０名

２年(最長4年間在籍可) ２年(最長4年間在籍可) ２年(最長4年間在籍可)

７２万円(四国在住者41万円)＋教科書代等＋放送大学 約８４万円＋放送大学約3万7千円 約７６万円＋放送大学

入学料10万円､授業料62万円(四国在住者31万円)､及び教科
書代､国家試験講座代､実習経費等

1年次43万円(入学金10万､授業料25万5千､病院見学実習費2万5
千､面接授業料5万)､2年次33万円(授業料25万5千､病院見学実
習費2万5千､面接授業料5万)､及び教科書･教材約8万円と放
送大学約3万7千円

入学金11万円､1年次4月15万5千円(授業料9万､面接授業料3
万5千､通信費1万5千､教材費1万5千)､1年次10月13万円(授業料
9万､病院見学実習費4万)､2年次4月13万5千円(授業料9万､面接
授業料3万5千､病院見学実習費4万､通信費1万5千､教材費1万5

千)､2年次10月9万円(授業料9万)､及び教科書代約8万円と
放送大学

福岡1月9･10日､飯塚1月15･16日､北九州1月22･23日

2005年1月31日･月～2月10日･木(当日消印有効)

入学願書､小論文､推薦書､履歴書､准看護師免許証のコ
ピー､就業証明書､入学試験手数料１万円(県収入証紙を貼
付)など

小論文(800字以内｡指定用紙に記入し､入学願書と一緒に提出｡
テーマ･看護学院看護学科(通信制)で学ぶことの意味)

2005年3月7日･月

3月9～15日までに学費等を納入し､手続きを完了するこ
と

2005年1月31日･月～2月10日･木(当日消印有効) 2005年1月5日･水～1月28日･金(必着) 2005年1月6日･木～1月20日･木(必着)

入学願書､小論文､履歴書､准看護師免許証のコピー､就業
証明書､入学試験手数料１万円(県収入証紙を貼付)など

入学願書､小論文､出願受付票､准看護師免許証の写し､就
業証明書､入学選考料2万円(振込受付証明書)など

入学願書､小論文､准看護師免許証のコピー､就業証明書､
入学選考料2万円(郵便為替)など

小論文(800字以内｡指定用紙に記入し､入学願書と一緒に提出｡
テーマ･看護学院看護学科(通信制)で学ぶことの意味)

書類選考(小論文含む｡テーマ･私の考える看護師の使命) 書類選考(小論文800～1,000字含む)

2005年3月7日･月 2005年2月10日･木 2004年2月1日･火

3月9～15日までに学費等を納入し､手続きを完了するこ
と

日までに初年度納入金43万円を納入し､手続きを完了す
ること

入学金11万円を納入し､3月27日の入学者説明会に参加す
る

31単位以内で､同学院における履修に替えることができ
る

基礎分野の6単位についてのみ同校で開講せず､放送大学
で単位を修得する｡ただし､入学前に修得している単位に
ついて､認定される場合あり

31単位分については､放送大学での修得が基本

印刷教材で自宅学習とレポート提出
6単位分は放送大学｡同校で実施する40単位については印
刷教材で自宅学習とレポート提出

31単位分(基礎分野7単位､専門基礎分野14単位､専門分野10単
位)は放送大学が基本｡同校で実施する15単位については
印刷教材で自宅学習とレポート提出

科目毎に１レポート(中間試験)が基本
１単位毎に１レポート(ただし､放送大学分は2単位で1レポー
ト)

１単位毎に１レポートが基本(ただし､放送大学分は2単位で1
レポート)

生物学･情報科学1､論理学2､心理学2､倫理学1､社会学1
論理学1､倫理学2､心理学2･家族関係論2･社会学2･芸術2
のうち2科目選択

文学･論理学2､心理学･カウンセリング2､社会学2､英語1

解剖生理学2､栄養学1､病理学1､薬理学2､病態生理･疾病
論Ⅰ1､､病態生理･疾病論Ⅱ1､､病態生理･疾病論Ⅲ1､微生
物学1､公衆衛生学2､社会福祉･社会保障1､関係法規1

解剖生理学2､生化学1､薬理学1､微生物学1､病態学概論1､
病態学Ⅰ2､病態学Ⅱ2､公衆衛生学1､社会福祉論2､関係法
規1

解剖生理学2､生化学(含む栄養学)2､病理学3､薬理学1､微
生物学2､公衆衛生学･関係法規2､社会福祉2

基礎看護学Ⅰ2､基礎看護学Ⅱ2､基礎看護学Ⅲ2､基礎看護
学Ⅳ1､在宅看護論Ⅰ2､在宅看護論Ⅱ1､成人看護学Ⅰ2､成
人看護学Ⅱ1､老年看護学Ⅰ2､老年看護学Ⅱ1､小児看護学
Ⅰ2､小児看護学Ⅱ1､母性看護学Ⅰ2､母性看護学Ⅱ1､精神
看護学Ⅰ2､精神看護学Ⅱ1

基礎看護学概論2､基礎看護方法Ⅰ2､基礎看護方法Ⅱ2､基
礎看護方法Ⅲ1､在宅看護概論1､在宅看護方法2､成人看護
概論1､成人看護方法2､老年看護概論1､老年看護方法2､小
児看護概論1､小児看護方法2､母性看護概論1､母性看護方
法2､精神看護概論1､精神看護方法2

基礎看護学Ⅰ2､基礎看護学Ⅱ1､基礎看護学Ⅲ1､基礎看護
学Ⅳ2､基礎看護学Ⅴ1､在宅看護論Ⅰ2､在宅看護論Ⅱ1､成
人看護学Ⅰ1､成人看護学Ⅱ2､老年看護学Ⅰ1､老年看護学
Ⅱ2､小児看護学Ⅰ2､小児看護学Ⅱ1､母性看護学Ⅰ2､母性
看護学Ⅱ1､精神看護学Ⅰ2､精神看護学Ⅱ1

専門分野毎に２～３事例 専門分野毎に３事例(計21事例) 専門分野毎に３事例(計21事例)

専門分野毎に２日(計14日)で､四国4県などで実施 専門分野毎に２日(計14日)｡近隣施設で受講可 専門分野毎に２日(計14日)

専門分野毎に３日(計21日)で､四国4県で実施
専門分野毎に３日(計21日)｡集中型(3日連続)､曜日出席型(3週
連続)のどれかに出席｡飯塚と福岡で実施

専門分野毎に３日(計21日)

四国4県が財政負担等協力し､四国在住者の学費軽減や病
院見学実習･面接授業の4県での実施を行う｡四国在住者
とは2004年4月1日以前から在住している者｡新規入学募
集は2009年度まで5年間の予定

在学期間延長の場合には､在学料年額5万円､授業料1単位
当たり12,500円のみが必要
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