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衛生看護専門学校
神奈川県立神奈川県立

看護学科／助産師学科



ご挨拶
　私は公益社団法人神奈川県医師会の看護学校担当理事を務め、本校では教育指導監として教務部門を統括して
おります。本校は昭和 40 年に神奈川県医師会准看護婦学校として開設されました。平成 18 年 4 月から神奈川県
が学校を管理運営し、公益社団法人神奈川県医師会が教務部門を受託することとなり、神奈川県立衛生看護専門
学校として生まれ変わりました。
　本校の教育カリキュラムは実習を含め広く好評を頂き、これまでに 9,700 名を超える卒業生を輩出しており、
有能な専門職業人として幅広く活躍しています。
　本校では、「誠実・努力」を学校訓に掲げ、学生一人ひとりが持つ力を最大限に発揮できるよう支援し、地域
に貢献できる人材を育成することを目指しています。また、看護職は知識や技術に加え、コミュニケーション能力、
ひいては接遇力も求められます。病める方々にそっと寄り添い、護るという大切な役割を担うために、是非本校
で研鑽を積んで頂けましたら幸いです。

教育理念
本校は、生命に対する深い畏敬の念と豊かな人間性を基盤とし、地域の保健・医療・福祉の分野に貢献できる看護
実践者を育成します。また、学習者が看護専門職としての知識、技術及び倫理観を身につけ、個々人の持つ力を最
大限に発揮できるよう支援することにより、将来にわたって看護の発展に寄与できる人材の育成をめざします。

本校について
神奈川県立衛生看護専門学校は、看護学科・助産師学科の二科を有し、保健師助産師看護師法にのっとり
必要な知識及び技術を修得させ有能な専門職業人を社会に送り出すことを目的とした学校です。
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教育指導監 川田 剛裕

学校訓

誠実　努力

助産師
学科

看護
学科



3 年間で看護師を目指す教育課程です。あらゆる人々を尊重し、その人がその人
らしく、よりよく生きることを支援できる看護実践者となるために必要な知識・
技術・態度を学びます。

看護師として必要な知識、技術、態度を教授し、あらゆる人々をかけがえのない独自の存在として尊重し、
その人らしく、よりよく生きることを支援する看護実践者を育成することを目的とします。

１．すべての人に対して深い愛情と思いやりを持った調和のとれた人間性を養う。

２．人間を身体的、精神的、社会的に統合された存在として幅広く理解する能力を養う。

３．コミュニケーション力を身につけ、自己理解、他者理解に努め、より良い対人関係能力を養う。

４．生命の尊厳、人権の擁護を基盤として、多様な価値観を尊重し、
　　倫理的判断のもとに看護を実践する基礎的能力を養う。

５．人々の健康上の課題を解決するために問題解決思考を用い、その人の生活を視野に入れ、
　　実践するための基礎的能力を養う。

６．科学的根拠に基づき、人々にとって安全で安楽な看護技術を身につける。

７．様々な事象に誠実に取り組み、努力を重ね、自己成長しつづける力を養う。

８．チーム医療における看護の役割を認識し、他職種と協働できるための基礎的能力を養う。

看護学科

自己教育力
自らを成長させる力
振り返る力

問題解決力
考える力
判断力
前に進む力
創造力

人間関係形成力
聞く力
伝える力

コミュニケーション力

教育目標

教育目的

育む 3つの力



本校では根拠に基づいた看護を実践できるように、また自身のよりよい人生を考えるために、1 年次からクリティカ
ルシンキングを学びます。授業に PBL（課題解決型学習法）・TBL（チーム基盤型学習法）・協同学習等のアクティブラー
ニングを取り入れているのでグループワークが多いのが特徴です。聴いているだけではない、考えて発信する力を授
業を通して身につけていきます。

看護技術はシミュレーション演習を取り入れています。授業中だけではなく、放課後も実習室を開放しているので、
チームで練習することができます。安全で確実な技術を患者さんに提供できるようにしていきます。

実習は県内有数の施設で行います。実習施設では、実習だけではなく、時には、ボランティアとして災害訓練に傷病
者役で参加したり、病院でのクリスマスコンサートに参加することもあります。

本校は、助産師学科を有しており、学内公募推薦制度
があります。 ※女性のみ、一定要件を満たした方　
大学院に行き助産師を取得する場合は 6 年間学ぶ必要
がありますが、本校の看護学科 3年＋助産師学科 1年
の計 4年間で助産師の資格が取得できます。
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日本鋼管病院、聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院、横浜市立大学附属病院、
横浜市立大学附属市民総合医療センター、横浜市立脳卒中・神経脊椎センター、
横浜市立市民病院、横浜市立みなと赤十字病院、川崎市立井田病院、川崎幸病院、
国際親善総合病院、横浜南共済病院、神奈川県立がんセンター、
神奈川県立こども医療センター、神奈川県立精神医療センター、済生会横浜市南部病院、
済生会神奈川県病院、藤沢病院、横須賀共済病院、藤沢湘南台病院、湘南藤沢徳洲会病院、
大和市立病院、横浜栄共済病院、横浜労災病院、総合川崎臨港病院、AOI 国際病院、
平和病院、伊勢原協同病院、汐田総合病院
その他、訪問看護ステーション、保育所、老人保健施設、社会復帰施設、特別支援学校など

看護学科の特徴

アクティブラーニング（PBLや TBL）

充実した実習環境

シミュレーション演習

全国平均以上の国家試験合格率

助産師学科が併設

※直近 12 年間の合格率は 97％以上を維持
　（そのうち 7年は 100%の合格率）

2021 年度（111 回）

2020 年度（110 回）

2019 年度（109 回）

100％

合格率 全国平均

91.3％

97.9％ 90.4％

100％ 89.2％



１．礼儀正しい人
２．自分を大切にできる人、他者を思いやり尊重できる人
３．自分の意見を言える人、他者の意見を聴くことができる人
４．看護師になりたい、学びたいという意志がある人
５．協調性のある人
       （勉強・部活動・生徒会活動・行事などに一生懸命取り組む人）
６．責任感のある人（自分の行動・言動に責任を持つことができる人）
７．知的好奇心が旺盛な人、考える人、真剣に取り組む人

教材費（教科書代、実習費、被服代など）につい
ては学校の HP などで確認してください。なお、
授業料は年 4 回に分けて納付、教材費は年度始め
に一括で学校指定口座等にお支払いいただきます。
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課題は多いし、深い内容のものが多い。でも、この課題
を通して授業内容が理解できることに気づいた。授業で
学んだことが、自分のものになる感覚がある。

うちの学校は厳しいという人がいるが、看護師として働
くのだから当たり前だと思う。看護師になるための基礎
を学ばせてくれていると思う。逆にコロナになり、大変
な病院で生き残れる人になるには必要なことだと思って
いる。

看護師としてたくさん経験のある先生は、教科書にない
ことを教えてくれる。すごいと思う。

男子学生は数名。でも男子だからといって窮屈ではない。
人数が少ない分、男子の団結力は強い。

私の学校生活のルーティンは、授業開始 1 時間前に登校
し、コミュニティルームで授業で配布された資料を読み
込むこと。コミュニティルームは自販機があり、便利。
放課後、クラスメイトと語らう場でもあり、よく利用し
ている。

バイトは禁止ではない。でも、バイトばかりしていると、
課題や試験勉強に苦しむことがわかった。バイトの量や
時期を調整して、勉強時間を確保しておかないと、自分
が大変になる。

実習では、患者さんの長い人生の中で、病気やケガで苦
しい時にかかわらせてもらうことがわかった。実習する
たびに、感謝の気持ちが強くなる。

自分から学ぶ力がついた。実習では指導者さんや先生が
指導してくれるが、待っていては患者さんへのケアが遅
くなってしまう。患者さんのために積極的になっている
自分がいた。先生に「成長したね」と言われてうれしかっ
たし、自分でも変化している自分に気づいた。

この学校では、たくさんの実習病院で実習できるので、
病院の内部をみてプチ就職活動している。実習時のオリ
エンテーションで病院の理念をしっかり確認するように
した。私がしたい看護と、その病院の理念がマッチする
か。いろいろな病院で実習することで就職活動になって
いると思う。

実習の時に、スタッフさん同志の会話が聞こえる。実習
はインターンシップより、病院の人間関係や内部事情が、
よくわかる。挨拶するときに忙しいのに手を止めて、私
たちを見て挨拶を聞いてくださる病院はひとに優しい病
院なのだろうと感じる。

仲間と共に学び、自立する未来へ

在校生の声

Voice of current students

大学に行った友達と話すと、on-line 授業が多く友達も
できないと聞いた。ここは友達や先生の顔を見ながら
授業が受けられる。これは、うれしいことだなと思っ
ている。

仲間と支え合う 1 年だった。ここにこなければ出会えな
かった仲間や先生と学び、日々成長している自分を感じ
る。同じ看護師を目指す仲間は、本当に心強い存在。

人見知りで消極的だった自分。看護師を目指すならば、
できるだけ人とかかわろうと決めた。まだ、人見知りが
なくなったわけではないが、人に声をかけることもでき
るようになり、コミュニケーション力がついたと感じる。
成長していると自分で思えることが、うれしい。

横浜の
観光スポットなど
ロケーションが充実

コミュニティ
ルームなど

設備がいいです

実際の現場で
考え・学ぶことで
成長できました

募集概要

日本鋼管病院、聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院、
横浜市立大学附属病院、横浜市立市民病院、
横浜市立みなと赤十字病院、川崎市立井田病院、川崎幸病院、
国際親善総合病院、横浜南共済病院、
神奈川県立こども医療センター、済生会横浜市南部病院、
藤沢湘南台病院、横浜労災病院、
神奈川県立がんセンター、横須賀共済病院など

県内の病院施設に
就職しています！アドミッションポリシー 学 費

  70,500円入学料

217,200円授業料

先生のフォローが
心強いです

仲間と一緒だから
壁が乗り越えられる

たくさんの実習が
そのまま

就職活動に！



3 年間の
スケジュール

S c h e d u l e

1 年次に習得した知識を基礎に、さらに専門
的な知識と看護技術を積み重ねていきます。
2 年次後半から専門分野の領域横断科目が始
まります。実習は 7 月と 2 月にそれぞれ 3週
間の実習があります。その他、4月と11月に老
年看護実習も行います。

実習が本格的に始まります。5月中旬から夏休
みをはさみ 11月下旬まで、成人看護、小児看護、
母性看護、精神看護、地域・在宅看護といっ
た領域毎に実習を行います。また、11 月下旬
から 12月に 3年間の総まとめとして 3 週間の
統合実習を行います。講義では領域横断科目
が本格的に始まり、7月から看護の統合と実践
を中心に看護学の総仕上げをします。

講義をメインに学内で知識と技術の習得を目
指します。9月に初めて実習があります。
年明けの 1 月には 3 週間の基礎看護実習を行
います。

看護技術を身に付ける
最初が肝心、ワクワクの一年

より専門的な看護学習
充実の一年

実践に向けてさらなる
看護学習 実りの一年

ナーシングセレモニー ナーシングセレモニー 文化祭

文化祭 入学式

卒業式

3 年間で 107 単位（2,940時間）を修得します。



私は高校生の時、自分の進路について悩み始め、母との何気ない会話の中で助産師という職業を知り、憧れを抱くように
なったのがきっかけで助産師を目指すようになりました。助産師になるためには、まずは看護師の資格が必要です。看護
学科がある大学や、専門学校にいくつも足を運び、助産師になるためのルートが学校によってさまざまであることを知り
ました。 大学では、４年の看護課程ののち、大学院に進み助産師課程の修得に 2 年かかり、計 6 年助産師への道に時間が
かかってしまったり、4 年間の中の最後の 1 年で助産課程に進めるところでも、進める学生は 1～ 2 名に限られていると
ころなどがありました。専門学校では、卒業後に助産師課程をもつ他の専門学校への受験をするルートと、校内の推薦を
もらい助産課程のある学校に進学できるルートがありました。
しかし、神奈川県内で助産師になれる専門学校は衛生看護専門学校のみで、どの学校に進んでも最終的にはこの学校にた
どり着くことに気づきました。私は、助産師を目指すための近道はここの学校への進学だと思い、入学を決めました。 入
学後の看護学科での 3 年間は、習得するべき知識や技術が想像していたよりも多く、ただひたすら勉学に励みました。忙
しい毎日ではありましたが、実際に実習で患者さんと関わると、日々学んでいることが実習での患者さんのケアに直結し
ていることを痛感し、より日々の学習の大切さや、やりがいを感じるようになりました。
また、同じ志を持つ仲間とともに過ごす学校生活はとても 刺激的で、励まし合い助け合いながら切磋琢磨した仲間は一
生物だと感じています。 
看護学科を卒業し、校内での公募推薦により助産師学科へ入学しました。課題や演習と日々めまぐるしい毎日を送ってい
ますが、自分の学びたいこと、学びたいことだけを学習できる今の環境が、とても幸せなことであることを噛み締めて、
毎日を過ごしています。看護師、助産師への道をお考えの皆さん、神奈川県立衛生看護専門学校への進学を選択肢の一つ
として考えていただけたら嬉しいです。 

看護師課程で学んだ能力を基盤に、生涯発達の視点に
立って次世代を生み育てる喜びを伝え、その過程を支援
できる助産師を育成する。
他者及び自己を尊重し、学習者が自ら学び続ける力を高
めることを支援し、多様な価値観に対応できる人間性豊
かな助産師を育成する。

5 人兄妹全員が助産院で生まれ、妹たちの生まれる瞬間に立ち会うと言う経験をしていた私にとって助産師という職業は
身近な存在でした。私たち兄妹をとりあげてくださった助産師さんのように赤ちゃんとお母さんに関わる助産師になって
お産のお手伝いがしたいと思い、助産師学科に進学しました。
そんな助産師学科での一番の思い出は、同期と語り合った時間です。助産師学科ではグループワークや技術練習などが授
業の中心でした。同じ助産師を目指す同期たちと、助産観や自分達の目指す分娩介助、女性を取り巻くジェンダー問題な
どについて、授業を超えて休み時間や帰り道で語り合う、そんな時間が新鮮で楽しくて、大好きでした。
入職後、私は新生児集中治療室に配属されました。分娩介助はしていませんが、日々新生児についてたくさんの事を学ん
でいます。また、助産師学科で学んだ新生児医療の実際やNCPR が自分の糧になっていると感じています。
周産期を取り巻く環境も複雑化していますが、懸命に生きている赤ちゃんとそのご家族を支えるチームの一員である助産
師という職業に誇りを持って働いています。

在校生の声

Voice of a current student

卒業生の声

Voice of graduates

教育目的

１．各ライフサイクルにおける生理的変化を踏まえ、性と生殖に関する支援をするために
　　必要な知識と技術と態度を育成する。

２．科学的根拠に基づいて、周産期の助産過程の展開ができる能力を育成する。

３．安全に分娩介助ができる知識と技術と態度を養い、対象が持っている産む力を自ら発揮できるように
　　支援する能力を育成する。

４．母子保健活動において保健・医療・福祉チームの一員として、多職種と連携及び協働を図る能力を育成する。

５．専門職業人としての倫理観を養い、対象と自己を理解する姿勢を育成する。

６．多角的に物事を見る力を養い、母子保健活動に関する課題発見能力ならびに問題解決能力を育成する。

教育目標

助産師学科の特徴　アクティブラーニング

助産師学科
看護師の教育を受けた女子が、助産師を目指す 1 年間の
課程です。助産師は妊娠・出産・産後の母子へのケアは
もちろん、女性とその周りの人々の生涯に寄り添い、サ
ポートする役割を持つ専門職です。

PBL・シミュレーションを用いた授業で実践力を強化し、
自らの実践の振り返りを大切に自己教育力アップに繋げています。

本校看護学科から助産師学科へ進学

本校看護学科から助産師学科へ進学

助産師学科
前田 大雅 さん

2020年度
卒業

助産師学科
櫻井　萌 さん

2022年度
入学



1. 自らの課題を発見し解決する力と行動力を
　もっている人
2. 何事にも誠実に取り組み責任ある行動がとれる人
3. 助産の実践者として神奈川県内の病院や
　助産院で働く意思のある人 教材費（教科書代、実習費、被服代など）につい

ては学校の HP などで確認してください。なお、
授業料は年 4 回に分けて納付、教材費は年度始め
に一括で学校指定口座等にお支払いいただきます。

募集概要

アドミッションポリシー 学 費

  70,500円入学料

217,200円授業料

就
職
先
実
績

けいゆう病院、横浜市立大学附属市民総合医療センター、
国立病院機構横浜医療センター、平塚市民病院、藤沢市民病院、大和市立病院、
横浜市立市民病院、横浜市立みなと赤十字病院、聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院、
神奈川県立こども医療センター、国際親善総合病院、済生会横浜市南部病院、
横浜南共済病院、横浜市立大学附属病院、小田原市立病院など

1 年間の
スケジュール

S c h e d u l e

助産学実習は一人ひとり、スケジュールが異なります。
分娩見学・分娩介助・出生直後の児のケアなど、その瞬間にしか学
べないことを逃さないように、いつでも実習に向かえるよう学生は
準備しています。
助産師学科での学生生活は、夢の実現・目標達成のために、とても
充実している素敵な 1 年間です。

就職も
しっかりサポート！
県内病院での
実績多数！

入学する前に
しておくべきことはある？

看護に必要なものは「国語力」「計算力」「理科（生物・
化学・物理）」です。入学前にしっかり学習してください。
また、学習習慣（予習・復習）を身につけておいてくだ
さい。苦手科目はそのままにせず、克服することも看護
師への第一歩です。なお、本校では入学前教育を取り入
れております。

大学との違いはあるの？

看護学科の修業年限は3年です。学習内容は学校ごとに
特色は異なりますが、講義と実習内容について大学との
差はありません。看護師として求められる実践能力は同
じです。より早く確実に看護の道へ進むために専門学校
で学ぶことはとても良いことです。

看護学生の 1日の
スケジュールが知りたい！

●学校で座学・演習の授業
9:00～16:30まで（1コマ90分、4限まで）
※昼休憩 12:15～ 13:15
放課後は技術練習をしたり、図書室やコミュニティルーム
で勉強します。時間に余裕があって息抜きをしたいと思っ
たときに、中華街や元町（電車で5分）、桜木町（電車で
10分）にふらっとお出かけすることもできます！
　　　　　　
●実習に行く日（例：病院実習の場合）
8:30～16:30まで
※昼休憩（1時間）
病棟にて実習計画の打合せ→受け持ち患者さんへ看護展
開→指導者、教員とカンファレンスを行う→帰宅後、本
日の実習記録を書く、明日の実習計画をする（実習期間
は3年生になると 1クールが3週間！）

奨学金制度はある？

神奈川県看護師等修学資金、日本学生支援機構の2つが
あります。経済面、学力面などを総合的に見て貸付金額
を決定します。なお、修学資金については貸付人数が決
まっているため、学内選考があります。

学校の教育体制は？

講義に関しては、大学や総合病院に勤めている医師・看
護師など医療のプロが外部講師として講義を行うほか、
臨床経験豊富な学内教員から看護の基本や技術を学ぶこ
とができます。実習に関しては、実習施設に本校卒業生
が在籍しており、安心して実習ができる環境です。また、
学年毎に教員5人以上のチームで手厚くサポートする体
制をとっており、とても面倒見が良いです。

入学定員、入試制度、面接で
重視されることを教えて！

看護学科の定員は 120 名、助産師学科の定員は 40 名
です。入試制度は、看護学科は一般入試のほか、指定校
推薦、公募推薦などがあります。最新情報は HP 等で確
認してください。助産師学科は一般入試と指定校推薦、
学内公募推薦があります。面接では、主体性、創造力、
協調性・発信力があるかを重視しています。
「主体性」について1つ例を挙げます。Aさんは看護学科
1年生。「看護と生化学」の試験が不合格でした。看護師
になりたい気持ちは変わらないので再試験合格を決意
し、アルバイトの時間を削り、図書室などで同じく不合
格の友人を誘い、勉強することにしました。友人と励ま
し合い、学んだ内容を確認し合う学習方法に替えたこと
で、二人とも再試験は合格できました。看護師になる！
という強い気持ちがあったので、主体的に学習方法を変
更し、再試験の合格という結果につなげることができた
のです。主体性とは、自分の意志や判断に基づき、責任
を持って行動することです。自分の考えで行動するとい
うことだけではなく、自らの行動がもたらす結果にも責
任を持つという意味も含まれています。看護学校の学習
量は膨大です。主体性をもって行動できるかは非常に大
切なことですね。

4 月入学～ 7 月　学内での授業 22 単位　495 時間の単位認定試験まで修了。アクティブラーニングを中心に
授業はすすみます。それぞれの授業では、チームでひとつのことをまとめていく充実感があります。
8月頃～実習開始（病院、助産院、保健福祉センター）11単位　495時間　合計33単位（990時間）を修得します。

※夏季休暇中でも実習となる日があります。

Q  A&
よくあるご質問にお答えします！

マスコットキャラ ダイナースくん



JR京浜東北・根岸線根岸駅から約800ｍ
徒歩10分ACCESS

〒231-0836 横浜市中区根岸町2-85-2
電話：045-625-6767　FAX：045-625-6789

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f3625

衛 生 看護専門学校
神奈川県立神奈川県立

看護学科／助産師学科

至 磯子

至 間門

至 横浜

JR京
浜東北

・根岸
線

根岸駅前 日石前

根岸不動下不動下バス停 根岸七曲り下
バス停

根岸駅

地図アプリは
こちら

桜木町駅

根岸駅

横浜・八景島
シーパラダイス

横浜の観光スポットへもアクセスが良く、
さらに最寄り駅の「根岸」からは、坂道のない
平坦な道を徒歩10分程なので通いやすい！

みなとみらい

至横浜

至大船

石川町駅
元町・中華街

八景島


