


　今、看護職に関心を寄せ多くの職業の中から看護職を目指す皆様に感謝します。看護は、地

域や施設で過ごされる方から病院で医療を受けておられる方々全てを対象としています。また、

妊娠、出産の瞬間から安らかな死を迎える瞬間までその人の豊かな人生を支える役割を持った

自分自身を輝かせることのできる職業です。

　現在、世界中にコロナウイルス感染症を発症した多くの患者さんとそのご家族がいます。皆

様もご存知の通り、その最前線で直接患者の心と体のケアをして下さっている看護師がいます。

その他にも在宅で療養している療養者の安全を守っている看護師、学校や企業などの安全対策

に関わっている看護師、感染に不安を抱える地域の人々と直接相談対応し不安の軽減に務めて

いる看護師など全ての看護職の皆様に対して敬意を表するとともに感謝いたします。

「皆様のおかげで私たちは安心して今の生活ができます。本当に有難うございます。そして私

たちは常に共にあります。」

　看護職を目指す皆様が今、目の当たりにし、感じていること、感動している事を大切にして

下さい。その感性が看護の入り口に繋がります。本校では学生一人一人が主体的に学び、自分

自身の看護観を育み、地域や医療現場などどんな場においてもその持つ力を最大限に発揮でき

る看護師の育成を使命としております。このような医療情勢の中で看護職を選ばれた皆さんに

対し心から敬意を表します。

本校で「貴方が目指す看護師」「いのち・暮らし・尊厳をまもり支える看護師」になるために

私たちと共に学びましょう。

これから看護師を志す皆様へ



Greeting
The Headmaster of
Okinawa College of Nursing

沿革

真・善・美 の全人教育、すなわち、豊かな知性、感性、強い意志のある人間を形成し、「生命の尊さ」、「人間愛」を育み、看護職

への誇りと向上心を培う。また、専門職業人として現代社会や、保健・医療・福祉をめぐる環境の変化に対応し、社会に貢献でき

る有能な人材を育成する。

教育理念

真・・真実を探求し、学問を追求すること。

善・・善人を目指し、善悪を判断する心を養うこと。

美・・一輪の花に美しさを思う心の美しい感受性豊かな人になること。

本校では、全教職員が伝統と誇りをもって真善美の全人教育に取り組みます。

校訓 真・善・美

私ども「おもと会」が、学校法人おもと会沖縄看護専門学校

を設立し、30周年を迎えることとなりました。

今日までの、関係者各位の温かいご指導とご援助に、深く感

謝申し上げます。

「教育は人なり」といいます。本校の優秀な専任教員に加え、

琉球大学をはじめ各分野の専門家を講師にお迎えしていま

す。本校の教育理念は「真」「善」「美」の全人教育でありま

す。また、眼下に広がる紺碧の中城湾と、緑豊かな大里城趾

公園を背景に、本校は小さな美術館風に設計し、美しい環境

の下、感性豊かな人間形成に努めています。

希望と情熱を秘めた若人の入学を、心から期待しております。

Kazuhiro Ishii石井 和博

沖縄看護専門学校
学校法人おもと会

理事長

本校の教育目標を

1.人間の生命の尊さと健康の意味・価値を理解し、人格を尊重して行動

できる能力を養う。

2.知性及び感性を磨き、調和のとれた社会人として自己成長できる基礎

的能力を養う。

3.健康状態やその変化に応じて、看護を実践する基礎的能力を養う。

4.自分なりの看護観を持ち、倫理に基づいた看護を提供する能力を養う。

5.保健・医療・福祉制度を統合的に理解し、多職種と協働する基本的態

度を養う。

6.多様な場で生活する対象に看護を提供する基礎的能力を養う。

7.専門職業人として、主体的に継続して学習する研究的態度を養う。

を掲げ、達成できるようカリキュラムを構築しています。

本校はこれまでに、約2600名の卒業生を輩出し、県内外で活躍しており

ます。本校で、あなたの夢を実現しませんか。

Tayoko Onaga翁長 多代子

沖縄看護専門学校
学校長

学校法人おもと会

Jiro Fujita藤田 次郎
特別顧問
おもと会グループ

平成24年
12月20日

学 校 法 人 お もと
会 沖 縄 看 護 専 門
学校指定認可（入
学定員数80名）

平成25年
3月15日

学 校 法 人 おも
と会 沖 縄 県 知
事認可

平成29年
2月24日

文 部 科 学 大 臣 
職 業 実 践 専 門
課程認定

平成2年
12月20日

財 団 法 人 おも
と会 設 立 に つ
いて沖 縄 県 知
事の認可

平成3年
12月25日

厚生大臣より看
護 婦 養 成 所 の
指定を受ける

平成4年
3月25日

専 修 学 校 認 可
（ 学 校 教 育 法

第82条の8第1
項）

平成4年
4月4日

第 1 回 入 学
式 入学生56名

（男性10名 女
性46名）

平成4年
12月15日

入学定員数変更
（1 0 0 名）に つ

いて厚 生 大 臣
より認可

呼吸器・感染症のエキスパート おもと会グループ特別顧問 就任

2022年3月末で琉球大学を定年退官し、同年4月よりおもと会グループ特

別顧問に就任しました。私の略歴で分かるように、香川大学で17年間、お

よび琉球大学で17年間、計34年間医学教育に携わってきました。今回、医

療法人おもと会所属の沖縄リハビリテーション福祉学院と学校法人おもと

会所属の沖縄看護専門学校との両方で講義を担当いたします。近年の

医療はチーム医療であり、多くの職種の医療従事者が連携して患者さん

の治療に当たる必要があります。両学校の学生さんが素晴らしい

医療人になることを援助できるよう分かりやすい講義を心がけます。

1981年 岡山大学医学部卒業
1981年～1983年 国家公務員共済組合連合会虎の門病院内科 レジデント
1983年～1985年 国立がんセンター病院内科 レジデント
1985年～1987年 米国ネブラスカ医科大学呼吸器内科 留学
1987年～2005年 香川医科大学第一内科 助手、講師
2005年～2022年 琉球大学大学院 感染症・呼吸器・消化器内科学（第一内科）教授
2007年～2008年 琉球大学医学部 副学部長
2015年～2019年 琉球大学医学部附属病院 病院長（2期4年間）
2022年4月 琉球大学名誉教授、おもと会グループ特別顧問就任
主な賞／2018年度沖縄県医師会長表彰

2021年度沖縄県医事功労者知事表彰

Profile

新型コロナウイルス感染症は 2 年の間に、社会にさまざまな影響や混乱をもたらしてきました。沖縄県専門家
会議で座長を務め、出口対策に尽力した経験を活かして、日々変化する最新の感染対策について、教授します。
本校では、現在、社会で最も必要とされている、高いレベルの感染知識を有する人材の育成を図ります。
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国家資格に強い

３年間を通して綿密に計画された国家試験対策の実施により、
開校以来、国家試験合格率は全国平均を常に上回っています。

2021
96.5

100

%全国平均

沖縄看護専門学校 %
2020

95.4

100

%全国平均

沖縄看護専門学校 %
2019

94.7

97.8

%全国平均

沖縄看護専門学校 %

年度別 国家試験合格率

卒業生
2021 年度

国家試験合格率

シミュレーショントレーニングでは、看護の場

面を想定した設定で学ぶことにより、問題解決

する実践的な力を育みます。

（沖縄看護専門学校 看護学科は平成 29 年 2 月文

部科学省「職業実践専門課程」に認定されました）

実践力を身につける
04

01

入学前に新入生向け学習会を開催し、入学後の学生生活をスムーズにスタートしま

す。学年担当制を取り、一人ひとりへのきめ細やかな支援を行います。おもと会グルー

プのメンタルヘルスケアセンターの専門家によるアドバイスを受けることも出来ます。

また同じ校舎に沖縄リハビリテーション福祉学院の学生も学んでおり、互いに交流

しながら充実した学生生活が送れます。卒業後６ヶ月目にはカミングスクールデイ

を開催し、激励し合います。教員や同期生とのご縁を生涯に渡り大切にしていきます。

充実した学生支援
05

主体性を育む学習カリキュラムにより、本校卒

業生の就職先からの評価は高く、就職内定率は

100％を誇ります。充実した実習施設と、定期

的に開催される学内での就職説明会、担当教

員によるきめ細かな進路指導が確かな実績へと

つながっています。

就職に強い
02

学生が自らビジョンゴールを設定し、目的達成

にむけて主体的に学ぶ「プロジェクト学習」を

学習の中心に置きます。学習成果と自分の成長

を楽しみながら意欲的に学ぶことができます。

主体性を身につける
03

100%
全国平均（新卒）

96.5%

沖縄看護専門学校は入学前から卒業後まで学生一人ひとりを丁寧

にサポートし、看護師として必要となる様々な専門知識・技術は

もちろん、医療現場で必要となる実践力も在学中に身につけます。

沖縄看護専門学校でしか経験できない教育プログラムで国家試

験合格を目指し、社会から必要とされる看護師へと導きます。

Features

本校の
教育力

就職に強い

高い
国家試験
合格率

主体性を
養う

実践力を
身に
つける

充実した
学生支援

2 年連続
全員合格
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無料配布！！

I CTを活用した 学習環境へ
全館 Free wi-fi offi  ce365 無償利用

おもと会独自の教育プログラム

いつでも、どこでも、
だれでも
iPadで関連項目を検
索、ダウンロードができ
るから、あの重たい教
科書から解放されます。

卒業後もずっと
ダウンロードした書籍
とiPadは実習中およ
び卒業後も利用でき
ます。返却の必要はあ
りません。

iPadを活用した電子教科書

GIGAスクール構想 対応するおもと会のICT環境に
おもと会のGIGAスクール構想 iPadを活用し、学生ひとりひとりの学びに合わせた学習を提供します。

おもと会の ICT活用 情報収集や分析、写真・動画を活用した発表やリモート授業に対応しています。
おもと会はコロナ禍においても、学びを止めません。

本校は「学びを深化させる」

Microsoft Offi  ce
をブラウザで利用

資料の作製やプレゼ
ンテーションに必要な
WordやExcel、Power
Pointなども無料で利
用できます。

本学ではMicrosoft社が教育機関に提供する「Offi  ce365 Education A1」を導入し、下記のような学習環境を実現します。

学生個別に
メールアドレスを

発行

個別の端末を使用せ
ずに教員とやりとりが
できます。

「teams」
コミュニケーションを

web上で

課題レポートをファイル
でペーパーレスにやり
取りできるだけでなく、
フィードバックなども受
けることが可能です。

サイト上の
様々なアプリが利用

可能
サイトにログインする
と様々なアプリが用意
されており、必要に応
じて自由に利用が可
能です。

クラウド上の
データをいつでも
何度でも閲覧可能
クラウドには個人用に
１TBの超大容量の容
量を確保してあり、共
有ファイルのシェア機
能など、充実した環境
が整っています。

講義資料を
デジタル上で管理

科目別に保管したり、
必要な講義資料を効
率よく閲覧することが
できます。

iPad 無料配布

FREE

リモート授業に
も対応
コロナ禍で、登校がで
きなくなった場合にお
いても学習を遅らせま
せん。

離れていても
繋がっている
離れていても、リアル
タイムで学生と教員、
双方向の意見交換が
可能になります。 

動画を繰り返し見る反復学
習により、理解を深めます。

おもと会グループで独自にＶＲ動画を制作。プロと同じ目線を
体験でき、細かな点も確認できます。

実習補完教材（併設沖縄リハビリテーション福祉学院） 自学自習

動画やVRを
活用した

□VRとは Virtual Realityの略であり、
その場で実際に見て、聞いているよう
な仮想体験ができる撮影方法です。
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看護 学 科 ３年 制

Department of Nursing

活躍するフィールド
看護師の活躍するフィールドは病院や診療所などの医療機関のみならず、在宅領域や地

域社会・災害・国際協力など、様々な分野に広がりを見せています。

・総合病院
・一般病院
・診療所

・保健センター
・保健所
・地域包括
　支援センター

医療機関 行政機関

・幼／小／中／高の
　保健室（養護教論）

・企業の
　健康管理室

学校 企業

・NGO
・海外医療協力

・看護学教育機関
・看護学研究施設

災害・国際協力 教育機関

NS

看護学科を
ムービーでご紹介

・保健師／助産師
　養成所

・養護教諭養成課程
・大学
・海外留学など

・老人保健／福祉施設
・障がい児・者施設
・訪問看護ステーション
・保育所など

進学 地域

看護師の仕事は、採血・注射・与薬・消毒・酸素吸入・吸引・観察等の「診療の補助業務」と環境・活動・休息・

栄養・食事・排泄・清潔など「日常生活の援助」を中心に行います。

さらに求められる能力として、検査前・入院中・退院後の生活や外来で教育支援（保健指導）を行います。それ

が看護師の仕事です。

専門職業人として現代社会や保健・医療・福祉をめぐる環境の変化
に対応し、社会に貢献できる有能な人材を育成します。

看護師の仕事とは

国家試験
合格率

2021 年度実績

100%

卒業生の
就職率

2021 年度実績

100%

看護師
求人数

2021 年度実績

5,196名

2 年連続
全員合格

教務主任

Katsutoshi Takara

高良 勝俊

謙虚な気持ちでいることが
看護師にとって大事なこと
健康は、その人にとってかけがえのないものです。何らかの理由によりその健康が障害され、自分でで

きたことができなくなる辛さを看護師は理解し、その方が本来ご自分でできることの一部をさせていた

だくという謙虚な気持ちでいることが、看護師にとって大事なことと考えています。また、人と人とのつ

ながりが特に大切ですので、そのために必要なコミュニケーション力や人間を理解するための知識を育

みます。その後看護に関する専門的な知識や技術、人と関わる上での姿勢を、授業や演習、また臨地

実習を通して育みます。主体的に学ぶことにより自らの成長を感じられるよう、数多くのディスカッショ

ンやグループワークを取り入れています。自分で考え行動する看護師になってほしいと考えてます。

人
の
命
を
看み

る
仕
事
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看
護
学
科

入学から卒業までの流れ

３年制で看護職としての知識と技術をしっかりと
身につけ、即戦力の看護師を目指します。

看護師養成所では３年制、又は４年制の専門学校と大学があります。全ての
課程で取得できる看護師の資格は同じ国家資格です。３年課程の本校では
１年早く臨床に出て働くことができ、キャリアを積むことが出来ます。

「看護とは」を問うところから看護の学
びが始まります。今日からあなたもプチ
ナース！

救急時の対応や AED の取り扱いを学びます。

出産したお母さんが抱っこや授乳、お風呂
ができるように支援する方法を学びます。

沖縄に来た外国の旅行者の方が病院受診しま
した。実践編を楽しく学びます。

同じ夢を持った仲間たちとの一日が
スタート。  今日も頑張るぞ ！

家族に看取られながら亡くなる患者様のケア
を全員で考えます。

新聞を使った、世界の民族衣装のファッショ
ンショーです。

情報に関する基礎知識から医学情報の取扱
まで学んでいきます。

肝臓病食や糖尿病食を実際に調理して試
食します。減塩食ですが「おいしい♡」

看護師になるためには、自分の身の回りを
整えられることも重要です。

登 校 ３時限目 演習「老年看護演習」

３時限目「レクリエーション」

１時限目 講義「基礎看護学概論」 ４時限目 演習「臨床総論」

１時限目 講義「母性看護学」 ４時限目 講義「 英語Ⅰ」

２時限目 講義「情報科学」

２時限目 「調理実習」 清 掃

国家試験低学年模試 国家試験対策地域・在宅看護論実習Ⅰ 9 月

基礎看護実習 I 11 月 成人看護学実習 I 6 月

老年看護学実習 I 10 月 3 月 10 月～ 2 月

成人看護学実習Ⅱ 各領域看護学実習 統合実習Ⅱ

卒業前タスクトレーニング基礎看護実習 II 1 月

12 月1 月～ 2 月

5 月～ 8 月

卒業長期臨地実習 中心

2 月

基礎科目・専門基礎科目 中心１年次 3 年次専門科目 中心2 年次

宇久田 真子 さん

野原 海翔 さん

知念高校 出身

糸満高校 出身

SCHOOL LIFE

看護師
３年間で即戦力の

を目指す！

看護学科での学び

問題解決力を身につける 現場での対応力の養成 主体的に行動し実践力を学ぶ

ビジョンとゴールを設定し、課題を解決し

ます。

実際の現場を想定して、患者様への援助や

問題解決方法を学びます。

デモンストレーション先生として育成され

た学生がリーダーとなり主体的に取り組み

ます。

プロジェクト学習 シミュレーション教育 デモ先生

8:30

9:00

9:00

10:45

10:45

13:15

13:15

15:00

15:00

16:35

本校のカリキュラムではグループ
ワークが多く、学生同士が意見を
出し合って情報を共有していくこ
とで 新たな知識を得ることがで
きます。また社会人も多く、落ち
着いた雰囲気で 過ごしやすい環
境です。

グループワークや行事を通じて幅
広い年齢層のクラスメイトと友好
な関係を築くことができ、コミュニ
ケーション能力の向上につながり
ました。実際に臨床を経験してきた
ベテランの先生方からは、専門的な
技術や知識を吸収しています。

1
Learn

2
Learn

3
Learn

国
家
試
験
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カリキュラム

本校では国家試験合格率が毎年全国平均を上回ることが高

く評価されております。入学直後から国家試験合格までを

見据えた本校独自のカリキュラムが国家試験合格率高水準

の秘訣です。

STUDENT VOICE

糸満高校出身

好きなバスケットを大学でも続けようか、進路に悩ん
でいた時に、ちょうど姉が本校の学生でした。患者様
のために、夜遅くまで起きて勉学に励む姿や、実習に
取り組む姿を見て、姉に憧れを持ち、本校への入学を
決意しました。進路に悩むことは、苦しい時期でもあ
ると思いますが、同じ看護師を目指す先輩として応援
しています。

寺尾 杏さん

姉に憧れ入学を決意しました

小禄高校出身

作業療法士からさらなるステップへ

作業療法士として訪問リハビリに携わっていましたが、
働く中で関わりのあった看護師は、より患者様の身近
な所で幅広く支えていて魅力的に思いました。私も、
もっと幅広く支えられる存在になりたいと思い看護師
を目指しました。妹も同じように社会人経験を経て本
校を卒業した影響も受けました。教育訓練給付金制度
も利用出来るので安心して学業に専念出来ています。

前田 実香さん

社会人入学

高校新卒入学

豊見城高校出身

曾祖母が体調を崩してしまった時に、苦しんでいる曾
祖母に対して何をして良いか分からず、声を掛ける事
しか出来ませんでした。その時、感じた無力さと小さ
い頃から「人の役に立つような仕事がしたい」という
思いから、看護師を目指しました。将来は、身体面・
精神面もより良い看護を、多職種と連携して考え、提
供することが出来るような看護師になりたいです。

渡久山 純磨さん

人の役に立つような仕事がしたい
高校新卒入学

The
Curriculums

行動科学

対象理解のための人間の行動について
心理学的・科学的に学ぶ。

人間関係論

コミュニケーション能力の育成強化に向
けて、カウンセリング理論と技を学ぶ。

倫理学

対象の立場に立って倫理的に看護を実践
する為の基礎的な知識・概念を学ぶ。

健康科学

健康の状態や変化に応じた看護を展開
するため、メンタルヘルスについて実践
を通して学ぶ。

英語

共通言語の１つである英語を学び、多文
化対応能力を高める。

基 礎 分 野

形態機能学

人体の基本的な構造と機能を理解する。
人間がどのように日常生活を遂行してい
るかを理解する。

栄養学 / 臨床栄養学

「栄養学」で基礎知識を学び、生活する
人としての対象者がどのような健康状態
であっても QOL を高める上で活用でき
る内容を構築し「臨床栄養学」を学ぶ。

臨床薬理学

医療安全の観点を持ち、薬物療法を受
ける患者の看護に繋げる。

疾病と治療総論

対象の健康に大きな影響を及ぼす病気
の原因と病状 ( 病態 ) の機序、諸機能の
回復・維持・向上に繋がる治療法を理解
し対象の心身の変化や生活への影響を
予測できる臨床判断能力の基盤を学ぶ。

専 門 基 礎 分 野

基礎看護学

看護の理念と、看護実践の原理と倫理、看護の対象となる人
間とその健康、看護職者の社会的役割など、多角的な観点か
ら看護学全般に対する学問的基盤を学び技術を習得する。

地域・在宅看護論

訪問看護の対象者やその家族の特性と支援の在り方について
学ぶ。その人らしく最期まで在宅療養を継続するための生き抜
く力を支援する方法や多職種協働によるネットワークの構築及
び各専門職の役割について学ぶ。

成人看護学

老年看護の概念を理解し、成人期にある対象の健康課題に対
する看護の機能と役割及び適切な援助を学ぶ。

老年看護学

老年看護の概念を理解し、老年期にある対象のライフステージ
と健康課題に対する看護の機能と役割及び適切な援助を学ぶ。

小児看護学

小児看護の概念を理解し、小児期にある対象の発達段階に合
わせた教育の基礎となる生活と養護及び看護の機能と役割を
学ぶ。

母性看護学

母性看護の概念を理解し、女性や関わる人々及び妊娠期、分
娩期、産褥期にある対象への看護を学ぶ。

精神看護学

精神看護の概念を理解し、心に病を持つ対象への健康課題に
対する看護の機能と役割及び適切な援助を学ぶ。

看護の統合と実践

組織における看護の役割と実践や災害時の基本的対応、グ
ローバル化における健康課題と国際支援を学ぶ。

臨地実習

実践を通して対象を中心とした多職種協働について学び、チー
ムの一員として協働することや時間管理の必要性、複雑な状
況下でも安全・安楽な看護を実践するプロセスを学ぶ

専 門 分 野注目の授業

全国平均（新卒）96.5%

国家試験合格率

2021 年度 実績

100%

看
護
学
科

基
礎
分
野

科学的思考の基盤 行動科学／哲学／情報科学／論理学／教育学／倫理学
人間と生活・
社会の理解 人間関係論／社会学／人間の生活と文化／英語／健康科学／人間と環境／人間発達学／倫理学

専
門
基
礎

分
野

人体の構造と機能 形態機能学総論／形態機能学Ⅰ／形態機能学Ⅱ／形態機能学Ⅲ／生化学／栄養学／臨床栄養学
疾病の成り立ちと回復

の促進 微生物学／臨床薬理学／疾病と治療総論／疾病と治療Ⅰ／疾病と治療Ⅱ／疾病と治療Ⅲ／疾病と治療Ⅳ／疾病と治療Ⅴ／疾病と治療Ⅵ

健康支援と社会保障 社会福祉／関係法規／公衆衛生学／現代医療論

専
門
分
野

基礎看護学 基礎看護学概論／看護倫理／看護研究／共通基本技術Ⅰ (看護の思考 )／共通基本技術Ⅱ (快適な環境 )／共通基本技術Ⅲ
共通基本技術Ⅳ (ヘルスアセスメント )／日常生活援助技術Ⅰ／日常生活援助技術Ⅱ／診療の補助に伴う看護技術／臨床看護総論

地域・在宅看護論 地域・在宅看護概論Ⅰ／地域・在宅看護概論Ⅱ／地域・在宅看護援助論Ⅰ／地域・在宅看護援助論Ⅱ／地域・在宅看護方法論
地域・在宅看護援助論・方法論

成人看護学 成人看護学概論／成人看護学慢性期援助論／成人看護学がん看護援助論／成人看護学方法論／成人看護学急性期援助論Ⅰ
成人看護学急性期援助論Ⅱ／成人看護学急性期援助論Ⅲ

老年看護学 老年看護学概論／老年看護学援助論Ⅰ／老年看護学援助論Ⅱ／老年看護学方法論
小児看護学 小児看護学概論／小児看護学援助論Ⅰ／小児看護学援助論Ⅱ／小児看護学方法論
母性看護学 母性看護学概論／母性看護学援助論／母性看護学方法論Ⅰ／母性看護学方法論Ⅱ
精神看護学 精神看看護学概論／精神看護学対象論／精神看護学援助論Ⅰ／精神看護学援助論Ⅱ

看護の統合と実践 看護管理／災害看護・国際看護／臨床看護の実践

臨
地
実
習

基礎看護学 基礎看護学実習Ⅰ (日常生活援助）／基礎看護学実習Ⅱ（看護展開）
地域・

在宅看護論 地域・在宅看護論実習Ⅰ／地域・在宅看護論実習Ⅱ

成人看護学 成人看護学実習Ⅰ／成人看護学実習Ⅱ／成人看護学実習Ⅲ
老年看護学 老年看護学実習Ⅰ／老年看護学実習Ⅱ
小児看護学 小児看護学実習
母性看護学 母性看護学実習
精神看護学 精神看護学実習
看護の
統合と実践 統合実習Ⅰ／統合実習Ⅱ

カリキュラム一覧
（102単位／3,035時間）
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天久の杜 大浜第一病院 とよみの杜 大浜第二病院

訪問看護ステーション かみはら介護老人保健施設 ぎのわんおもと園 訪問看護ステーション おもと園

豊富な実習施設で学び
実践力を身につける
本校は充実した実習施設で
熟練した実習指導者が関わり、
現場で看護を学びます。

実習施設 実習スケジュールTraining Schedule

地域で暮らす人々を、理解することからス

タートし、看護の現場を見学します。また、

入院している患者様の日常生活の援助を行

います。

地域や介護施設の看護を学びます。

また、成人期の対象患者様についてマネ

ジメントできるように働きかけます。

母性・小児・成人・老年の発達段階の看

護を学び在宅で生活、精神で心のケアを

学びます。統合実習ではチームの一員と

して看護を行います。

地域・在宅看護論実習
基礎看護学実習

老年看護学実習／
成人看護学実習

各領域看護学実習／
統合実習

1 ２ ３年次 年次 年次9 月・１1 月・1 月
135 時間 270 時間 630 時間

10 月 １～２月 ５～８月 12 月

臨床実習
Clinical training

実習は次のページから
Training

計 以上の実習施設沖縄県内 50

大浜第一病院

大浜第二病院

中頭病院 ちばなクリニック

浦添総合病院

琉球大学病院

ハートライフ病院

沖縄中部療育医療センター

沖縄赤十字病院

那覇市立病院

南部徳洲会病院

天久台病院

オリブ山病院

糸満晴明病院

平安病院

サマリヤ人病院

介護老人保健施設はまゆう

介護老人保健施設ぎのわんおもと園

介護老人保健施設うりずん

介護老人保健施設若松苑

介護老人保健施設おきなわ徳洲苑

介護老人保健施設パークヒル天久

介護老人保健施設シルバーピアしきな

介護老人保健施設アルカディア

介護老人保健施設池田苑

介護老人保健施設おおざと信和苑

介護老人保健施設桜山荘

介護老人保健施設かりゆしの里

介護老人保健施設オリブ園

訪問看護ステーションおもととよみの杜

小禄老人訪問看護ステーション

訪問看護ステーションおもと園

大名訪問看護ステーション

オリブ山訪問看護ステーション

ふれあい老人訪問看護ステーション

訪問看護ステーションかいほう

訪問看護ステーション和

沖縄メディカル訪問看護ステーション

訪問看護ステーション若松

中部地区医師会立訪問看護ステーション

訪問看護ステーションなかがみ

訪問看護ステーションいこい

訪問看護ステーションかみはら

あおぞらこども園

あおぞら第２こども園

友愛保育園

かねぐすく保育園

はなぞの保育園

めばえ保育園

めだか保育園

愛和保育園

ゆたか認定こども園

他

主な実習先一覧（順不同）
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看護学校での学びは実習で完成されます。みなさんは臨地での実習において、入院し

ている方や入所している方を受けもち、そこで、学校で身につけた知識、考え方、技

術を活用して、ケアを提供します。学内とちがって、臨地にはさまざまな状況があります。

その複雑な状況の下で、どのようにケアを提供するのか考え、計画し、実践すること

でみなさんの学習は完成されます。看護を学ぶ上で、実習はとても大切なものなのです。

実習調整者は、実習年間計画を練ったり、実習病院との様々な調整を

行います。また、各領域の実習指導教員が病院との調整を円滑に行え

るよう、教員を指導・支援します。

同じことを繰り返すことで、

頭ではなく、体にしみ込ん

でいきます。繰り返される

ことは、螺旋状の階段を上

がっているイメージが大切

なのです。学習と体験は連

動させることで初めて成長

の動力となります。

ユニフィケーションシステムとは、

学校と実習施設との連携システム

です。本校教員の持つ教育力と実

習施設の看護実践力を統合させ、

学生への教育の質向上を実現して

います。

学外実習には教員が同行し、学生を

指導するため、安心して実習に取り組

めます。また実習終了後の振り返り授

業では、実践したことの意味づけなど、

看護の探求をサポートします。

経験の積み重ねが看護学生としての自分を作る

教科で学んだ理論や方法を臨地場面において体験し、看護の実践に必要な
知識・技術・態度を習得します。

学生一人ひとりが安心して

臨地実習を通しての成長のイメージ課題を明確にし、次の実習へ備える
実践することで学習は完成されます。

８つのステージ演習で実習に備える
学内演習は大きく８つに分かれます。患者様や家族の気持ちに配慮しながら、安全・安心な

援助ができるよう、学内で繰り返し丁寧に技術演習を行います。

本校は、学校と実習施設におけるそれ

ぞれの教育力・看護実践能力を共有し、

質の向上を図るユニフィケーションシス

テムを取り入れており、全領域で、ティー

チングアシスタント（実習施設に勤務す

る看護職員）が演習に関わることで学

生の学習支援を行なっています。

在宅で療養している人々の生活を支え

る看護援助を学びます。

在宅看護論演習
臨床に近い形でシミュレーション学習

を通して何を見てどうするのか判断・対

応を体験していきます。

看護の統合と実践演習

バイタルサインの測定や食事、清潔、排

泄、活動などの日常生活支援を学びます。

基礎看護学演習
治療を受ける患者様 の回 復 過 程に

沿った援助を学ぶ演習を行います。

成人看護学演習
沐浴や抱っこなど、妊産婦や新生児

への看護援助を学びます。

母性看護学演習
発達段階に応じた遊びの工夫や、関わり

方など、子供と家族への援助を学びます。

小児看護学演習

病院や介護老人保護施設にいる高齢

者への支援方法を学びます。

老年看護学演習
精神を障がいされた人の日常生活上

の困難を支援する方法を学びます。

精神看護学演習

実習に臨めるために実習に向けての
学内演習

本 校には実習調整者がいます

Support for training

実習調整者

三浦 夕香 先生

Yuka Miura

実習体制

臨地実習を通しての成長のイメージ

ユニフィケーション

PICK UP

沖縄看護専門学校 実習先病院

教育の連携

臨床の連携

老年
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リフレクションノート

実習のステップアップ

実習生の 1 日

実習取材 協力先

年 次 が上 がるごとに幅 広 い 知 識と
技術を得る実習を行います。

実習での成長実習ライフ
Training Life ピンチをチャンスに変える学内実習

実習での経験はひとつひとつが「宝の山」です。

リフレクションノートで、実習で経験したことを、

文字や図表で書き記して、学びにおける自分の成長を

実感することが出来ます。

おもと会グループの母体病院である大浜第一病院も実習施設となっています。
多くの卒業生が働いており、実習指導者として後輩を育成します。

看護ケアで大切な “ 気づく力 ” をトレーニングするための患者役はもちろ

ん教員です。学生が何に注目し、観察しているのか厳しくチェックが入り

ます。その中でも学生が考えていること、感じていることに意味付けを

しながら丁寧に指導を行います。

その後体験したことをグループでリフレクション、そして行動を意味付け

して経験にする！！学内だからできること、臨床現場でしかできないこと、

創意工夫して学ぶことができました。

新型コロナのピンチを学内実習充実のチャンスと捉え、シミュレーターの活用や、視聴覚教材を用いた学習、

リアルな状況が体験できるよう環境を整えました。

１
年次

２
年次

３
年次

病院ってどんな所？看護師さんはどん

なことをしているの？患者様の入院生活

は？を体験しながら患者様に必要な援助

を考え実践していきます。

看護とは？

１０月の介護老人保健施設実習で、地域

や施設で生活する高齢者の Q ＯＬを高

める援助を学びます。１月２月の成人看

護学実習で様々な病気で入院している成

人期の対象者を中心に「疾患を持つ人の

看護」を学習し、３年次の領域実習に

繋げます。

 QOL を高める 病院で入院している子どもの看護や保育

園での実習、成人期・老年期を対象とし

た看護、心の病で入院している人の看護、

妊娠中の母親と赤ちゃんの看護、在宅で

療養している人の看護など様々な対象者

への看護を学び、看護専門職として活動

していく力を身につけるための実習を行

い、新人看護師としてデビューする準備

を行います。

学びの統合

朝の挨拶

8:00

カンファレンス

14:00

バイタルサインの測定

9:00

患者様のケア

10:00

実習終了の挨拶

15:00

昼食

13:00

「経験」という「宝」を記録したリフレクションノート。
看護師を目指す上で大事な記録です。

It's my Treasure

患者様との距離を
縮めていくことの大切さ

必死になれ沢山のことが
学べ成長できます

患者様のアセスメントをしたり、必要なケアを考えたり、と

必死になれ沢山のことが学べ成長できます。また、患者様

との信頼関係が築けた時はたまらなく嬉しかったです。将来

は、学び続けるいう姿勢と努力を忘れず、自分の明るさを

活かして患者様に元気を与え、多くの人を助けられる看護師

になりたいです。

浦添高校出身池田 華穂 さん

実習で感じた事は、コミュニケーションの大切さと患者様の言葉

の重みです。初めて会う患者様と、病気の話をすると壁を感じる

方が多いことに気付きました。患者様にあったコミュニケーショ

ン方法を見つけ距離を縮めていくことの大切さを感じました。患

者様の言葉はパワーを持っています。患者様の「ありがとう」の

言葉ほど嬉しく、自信がみなぎるものは他にないと 思います。

知念高校出身東江 風河 さん

実習体験後記

看
護
学
科

①患者設定はリアルに
②学生の考えを尊重する
③実習室を病院にする
④再現できないことは視聴覚教材で代替えする
⑤教員全員で学生の実習支援をする

基本的なルールは 5 つ
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▶ 高い就職率には自信があります！ ▶ 在学中から卒業後までしっかりサポート！

沖縄県内外における就職先一覧

●浦添総合病院

●大浜第一病院

●沖縄医療生協協同組合

●沖縄赤十字病院 

●沖縄メディカル病院 

●光生会病院 

●海老名総合病院 

●川崎協同病院 

●済生会横浜南部病院 

●横浜旭総合中央病院 

愛知県

神奈川県

●海邦病院 

●久田病院 

●沖縄県立病院 

●サマリア人病院

●中部徳洲会病院

●彦根中央病院 

●柏厚生総合病院 

●国立育成医療研究センター 

●総合東京病院 

●東京北医療センター 

滋賀県

千葉県

東京都

●同仁病院

●中頭病院

●那覇市立病院

●南部徳洲会病院

●ハートライフ病院

●東京都立小児総合医療センター 

●日大板橋病院 

●西神戸医療センター 兵庫県

●平安病院

●北部地区医師会病院

●牧港中央病院

●友愛会 豊見城中央病院

●友愛会 友愛医療センター

●琉球大学病院

沖縄県内 沖縄県外（順不同・一部抜粋） （順不同・一部抜粋）

“プロフェッショナル”としての キャリアデザインも描けるキャリアアップ
Career Up

看
護
学
科

就職率

2021 年度 実績

100%

求人件数

2021 年度 実績

名 病院・施設以上5,196 30
学内説明会参加病院・施設

高い就職率を誇るのも沖縄看護専門学校の特長。入学時から、
面接対策や履歴書の書き方指導など手厚いサポートによリ安心
して就職活動に臨める環境があります。基礎はもちろん、実践
的なカリキュラムによって社会に出てからの力も身につきます。

沖縄看護専門学校の卒業生の活躍の場は、沖縄県を始
め全国各地に広がっています。実習病院・施設への就職
を希望する学生も多いため、実習病院・施設の情報や採
用情報を提供するなど、サポート体制を強化しています。

自分に合った就職先を発見するチャンスを提供する沖縄
看護専門学校のサポート。学内でおこなわれる就職説
明会には、県内の病院・施設が多数参加するので、就
職先の幅が広がります。

沖
縄
看
護
専
門
学
校

看
護
師
合
格

卒業

看護系の
大学院で

修士課程を
終了

看 護 師 実 務 経 験 5 年 以 上

認定看護師
教育課程修了

+
認定審査に合格

看 護 大 学
別 科 助 産専 攻

（ 1 年）

「助産師」とは、厚生
労働大臣の免許を受け
て、助産又は妊婦、じょ
く婦若しくは新生児の
保健指導を行います。

助産師

特定行為研修
を修了

+
認定審査に合格

特定行為と認められた38
行為を、医師の具体的な
指示なしで看護師自らの
判断で実践することがで
きます。

特定看護師
キャリアキャリア

UPUP

必要な単位取得
+

認定審査に合格

専門看護師認定審査に合
格し、看護に関わる倫理
的問題や教育・研究活動
なども行います。

専門看護師
キャリアキャリア

UPUP

認 定看 護 師 認 定審 査に
合格し、認定看護分野い
ずれかにおいて高いレベ
ルの看護を実践するスペ
シャリストです。

認定看護師
キャリアキャリア

UPUP

看 護 大 学
看 護 学 科

（ 3 年 次 編 入）

保健所や保健センター
等で公衆衛生の向上の
ために働く職業。厚生労
働大臣の免許を受けて
保健指導を行います。

保健師
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キャリアアップしていく先輩たち
本校では開校以来 2,597 名の卒業生を輩出してきました。病院や施設で働
く卒業生を始め、デイサービスや訪問事業所を立ち上げ運営する卒業生、助
産師、保健師の資格を取得した卒業生と多彩なフィールドで活躍しています。
※掲載内容は撮影時の情報です

医療現場で得られる知識や経験が
私を大きく成長させてくれます。
私は現在、産婦人科外来病棟にて勤務しています。病棟では分娩介助、
新生児、産褥ケア、婦人科疾患や他科の入院患者さんのケアをしてい
ます。分娩介助では、介助者側の一瞬の判断が母子の命に関わる為、
緊張感やプレッシャーを感じます。時には、こうすれば良かったので
はないかと自責の念に駆られることもありますが、赤ちゃんが元気に
産声をあげ、お母さんが元気な状態で赤ちゃんを抱いている姿を見る
と、大きな達成感や幸福感を感じることができます。医療現場で得ら
れる知識や経験は今後も私を大きく成長させてくれます。

皆さんは今の医療現場で
必要な力となります
新型コロナウイルスの影響で私が最終学年の時、一斉休
校となったり、実習臨地に行ける機会は少なく不安を抱
えたまま就職となりました。でも、看護学校生活で学ん
だことは必ず活きていきます。医療現場はひっ迫し、生
活にも制限がかかり大変なこともありますが、そんな中
で看護師を目指し頑張っている皆さんは今の医療現場で
必要な力となります。人が 1 番苦しい時にそばにいて支
えることが出来るのは看護師としての魅力だと私は思い
ます。これから一緒に頑張っていきましょう。

看
護
学
科

| W e bでもっと詳しく！|
卒業生紹介特設ページ

 沖縄看護　卒業生 検索

スマホはこちらから

2
助産師
具志堅 理沙
Risa Gushiken

【南風原高校 出身】

さん

高知県立 総合看護専門学校

保健学科・

沖縄県立看護大学別科助産専攻

助産師・保健師
ハートライフ病院
助産師として勤務

沖
縄
看
護
専
門
学
校

卒業後

2005 進学

進学

2010

4
看護師
泉川 月乃
Tsukino Izumikawa

【西原高校 出身】

さん

社 会 医 療 法 人 財 団

石 心 会

川 崎 幸 病 院 勤 務

沖
縄
看
護
専
門
学
校

卒業後

2021

辛い経験から、一念発起し小児看護のスペシャリストとして
看護師として人の生命に携わらさせて頂いている以上、看取り
を経験する事もあります。その時にはやはり辛い時もあります。
又、それが小児であればなおさらの事で、一度、燃え尽き症候
群に陥ってしまった事もあります。しかし、その子ども達やご
家族と一緒に過ごした貴重な時間やたくさんの思い出が力を与
え、又私自身も妹を天国へと見送っているという人生経験から、
看護師として小児看護のスペシャリストを目指そうと再起して
行きました。その中で、当時県内にはまだ一人もいなかった小
児看護専門看護師を志し大学院へと進学しました。今は、地域・
在宅で暮らす医療的ケアの必要な子ども達とご家族の為に小児
看護専門看護師としてサポートさせて頂いています。

1
小児看護専門看護師
屋宜 佳成
Yoshinari Yagi

【コザ高校 出身】

さん

沖縄県立看護大学大学院
（生涯発達保健看護分野

母子保健看護領域 実践小児看護
（高度実践看護師教育課程）専攻）

公益社団法人日本看護協会認定

小児看護専門看護師

資格取得

いきがい

サポートステーション

勤務

沖
縄
看
護
専
門
学
校

卒業後

2002 2018 2021

病気や症状も多岐に渡るため、
常に学び続ける向上心も大切
私が配属している救急外来では救急車の受け入れなど緊急度や重症度
を判断しながら患者さんに関わります。緊迫した場面も多く心理面や身
体面でも鍛えられます。また、病気や症状も多岐に渡るため、常に学
び続ける向上心も大切だと思います。日々の対応を振り返り得た反省や
知識がその後の看護に活きてくると実感しています。医師やスタッフと
コミュニケーションを取りながら救急患者の緊急治療や入院などをス
ムーズに対応できた時は救急外来看護師としてやりがいを感じます。

3
看護師
新垣 美桜
Mio Arakaki

【向陽高校 出身】

さん

大 浜 第 一 病 院  
救 急特 殊
外 来 勤 務

沖
縄
看
護
専
門
学
校

卒業後

2018
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在学中の学生サポート

学年複数担当制を取り、一人ひとりへのきめ細やかな支援を行いま

す。本人・保護者を交えての面談／成績、健康、経済的な面への

相談対応、アドバイスを行います。

「おもと会 こころと体のヘルスケアセンター」専門職員によるサポー

ト。個人情報保護の厳守下において、学業面での成績、人間関係で

の悩み、健康面での悩み相談など無料で相談対応します。

本校でのサポート おもと会グループでのサポート

卒業後もサポート

国家試験は年々難易度を増しています。本校は、全員合格できるよ

う国家試験対策に取り組んでいますが、合格できなかった場合でも、

聴講生として、特別講義や集中講義、模擬試験など直前の国家試験

対策への参加が可能です。受験料や実費負担額を除き、学費などの

請求は一切ありません。

本校には、同窓会があり、卒業生と学校の親睦と情報交換を図り、

看護の発展に寄与しています。また、自主的に本校の施設設備を使

用して、勉強会を実施できます。卒業後も本校を通しての縁を大切

にし、学びと交流の場となっています。

聴講生制度 同窓会

クラスメイトとの交流を深め、新しい環境に戸惑うことなく学校生活が

スタートできるよう支援します。教員紹介、本校生活の紹介、新入生同

士の親睦、在校生との交流、プロジェクト学習の準備などを行います。

「国語」「数学」「生物」「物理」などの基礎学力の向上を目指して、「基礎学

力向上プログラム」を実施します。特別教材により新入学生の基礎学力を

個別に評価し、それぞれの新入学生に最適な学習プログラムを提供します。

入学前学習会 基礎学力向上プログラム

国家試験対策サポート

３年間のうちで過去問 5,000 問をクリアし、

繰り返し問題に取り組むことで知識を深めま

す。またグループ学習でお互いの知識をシェ

アし、万全の状態で国家試験に望みます。

校内模試とグループ学習の
徹底強化

国家試験の全国模擬試験に挑戦。本番と同様

の問題に取り組むことで、全国規模で実力を

チェックできます。また、弱点を知ることで

効果的な学習計画が立てられます。

全国模擬試験の実施で
学力のチェックと本番対策

教員は特別講義や個別指導で国家試験学習をサ

ポートします。また非常勤講師を招いての国家

試験対策講義も行い、苦手分野などを正確に分

析・対応することで学力向上を目指します。

特別講義や個別指導で
弱点を正確に把握し克服する

看
護
学
科

入学試験合格者には学生生活が円滑に進むよう「新入生向け学習会」を実施し、入学後の学生生活をスムーズにスタートします。

さらに入学前に交流を行うことで、入学前に仲間と出会い学生生活がイメージできるので、学習意欲が大いに高まります。

入学前から、学生生活をスムーズにするサポート

入学前の教育サポート

教育サポート01

SUPPORT SYSTEM

Okinawa college of Nursing

各種サポート
入学前から卒業後まで、学生一人ひとりの目標実現に向けて丁寧にサポート
本校は、学生一人ひとりの目標実現に向けて、教育面、キャリア面、学費面について丁寧なサポートを行います。

様々なバックアップで看護師の専門職への道をサポート
入学前には「新入生向け学習」を実施し、学習意欲を向上させます。また、在学中

も親身に対応し、卒業後も聴講生制度や同窓会など様々な方法で卒業生をサポート

します。

Support for Education
教育サポート01

徹底した個別指導で社会性やマナーを身につけます。また、各専門領域で活躍する

卒業生や専門者を迎え、特別講義、臨床で活かせる資格取得サポートも行い卒業後

のキャリアに繋げます。

Support for Career
キャリアサポート02

Support for Tuition
学費サポート

日本学生支援機構奨学金制度の手続きを担当職員が丁寧にサポートします。また、

返還免除の奨学金や社会人対象の給付金制度も充実しており、安心して学業に専念

できます。
03
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学費サポート03

沖縄看護専門学校は授業料減免制度の認定校！
住民税非課税世帯・準ずる世帯の学生の皆さんは、奨学金支給に加えて入学金・授業料が減免されます。

毎年１回、県内の病院・施設を本校へ招き、就職に関する様々な情報を元に就職説明会を行なっています。

また、業界のニーズはますます高まっていること、卒業生の活躍により参加施設数は年々急増しています。

就 職 説 明 会

経験豊富な各領域の専

任教員が個別相談を受

けます。就職に関する

相談はもちろん、将来

に関する悩みにも丁寧

に対応します。

個別相談 就職指導

担任教員が面接練習や履歴書・エ

ントリーシートの記入方法など、

それぞれ学生一人ひとりに合った

きめ細やかな相談を行なっており

ます。また、担当職員が求人窓口

となり、早急に求人データを提供

します。

看
護
学
科

高等教育の修学支援制度
PICK UP

沖縄看護専門学校で上限額の給付が決定した場合（例）

合計

万
円120

・給付型奨学金 万円
（給付）

約46年間
最大

減免・入学金  授業料 万円
（減額）

約75年間
最大

自宅通学者の例

詳しくは文科省のホームページ (https://www.mext.go.jp/kyufu/index.htm) をご確認ください。

本校では、最終学年はもちろん、より早い段階からの就職サポートを行なっています。内部・外部の専門講師によるマナー講座を実施し、社会人スキ

ルを身につけることができます。また、臨床現場との連携により、業界情報や就職活動に役立つ最新情報を収集し、常時学生の相談に応じています。

徹 底 し た 個 別 指 導

キャリアサポート02

人生 100 年時代
新たなスタート

これからでも遅くはない

もう一度学びたい

社会人の方必見 !!
沖縄看護専門学校は専門実践教育訓練給付金制度の認定校です！
専門実践教育訓練給付金制度とは、働く人の能力開発やキャリアアップを支援するため、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を自己負担で受

講した方に対して、受講費用の一部（最大 70％）を給付する制度です。一定の条件を満たす雇用保険の加入者が対象となります。

なお、失業状態にある方が初めて専門実践教育訓練（通信制、夜間制を除く）を受講する場合、受講開始時に 45 才未満であるなど一定の要件

を満たせば、別途、教育訓練支援給付金が支給されます。詳細は、ハローワークでご確認ください。

教育訓練給付金制度

給付金 支給例

社会人入学 A さんの場合
支払った入学金や授業料に対して給付金を給付

教育訓練給付金

１年次給付金

２年次給付金

３年次給付金

卒業後

合 計

万円40
万円40
万円40
万円48
万円168

168万円支給されます最大学費 （３年間）70%

3 年以上の勤務経験がある方へ

１. 受給資格の確認

２. キャリアコンサル
　  ティングの予約＆
　  受講

３. ジョブカードの発行
　  を受けて 1 年以内の
       方が対象

受講開始日（4 月 1 日）
の１ヶ月前の 2 月末ま
でに申請手続きを行う。

専門実践教育訓練給付
金制度を受けるための
注意事項などを学院の
担当職員が説明します。

6 ヶ月毎に申請を行い、
教育訓練中から支給を
受けることができます。

国家試験に合格し、か
つ修了日の翌日から 1
年以内に一般被保険者
としての雇用で就職し
た場合、教育訓練経費
の 20% にあたる追加給
付を受けることができ
ます。

それ以降の入試を希望
する場合は本校へお問
い合わせください。

手続きの流れ

STEP. 1 STEP. 2 STEP. 3 STEP. 4 STEP. 5

所轄のハローワークへ 受講前の申請手続き 本校へ入学 支給の申請 追加給付の支給申請

2 月までの入試合格が条件です

本学は専門実践教育訓練給付金の支給対象となる厚生労働大臣指定講座がある認定校です。2018 年 1 月 1 日からは、給付率もアップされ、受講者
が支払った教育訓練経費の 50%、さらに資格取得等をした場合は追加で 20%、合計 70% が支給されます。支給の上限額は年間で 40 万円、資格取
得等した場合は 56 万円、合計額は、最大で 168 万円になります。 （※）給付金の手続きは入学１ヶ月前の 2 月末までです

※当分の間、初めて支給を受けようとする方については 2 年以上あれば可

皆さんに合った、奨学金や給付金を一緒に考えていきます。
個別シミュレーションが可能ですのでお気軽にご相談ください。

お困りの際には、いつでもご相談ください 学費サポートに関する
お問い合わせ先はこちら

098-946-1414
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Close-up

シミュレーションルーム

大講堂・体育館

教室 コンピューター室

大実習室

全館
Free WiFi

完備

多目的ホール 休憩室

学生ホールパウダールーム

図書室

機能性と快適性を追求した、看護を 学ぶキャンパス

施設・設備

校舎６F からの眺め

演習室や設備も充実して

整っている学習環境は、

質の高い技術を

身につけることにも繋がります。

Library 勉強に最適な環境は集中力が違う !
学生の自己学習活動に最適な環境があります。

平日 22 時まで利用可能な自習スペースです。

土・日・祝日も終日開放し、
学生の学習環境を整えています。

図書室の整備運営に関わる図書室職員の努

力研鑽で質の高い図書室が保たれていま

す。講義以外の時間でも自己学習によって、

看護師として必要な専門知識を深めていく

ことは大変重要です。学習に集中できる環

境が本校の魅力です。

質の高い
ラーニングスポット

エメラルドグリーンの中城湾を眼下に臨み、

緑豊かな公園を背景とした恵まれた環境

看
護
学
科
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CAMPUS LIFE CAMPUS GUIDE
入学式に始まり、スポーツイベント・学園祭など、お楽しみもいろいろ。

普段はしっかり学んで、季節ごとの催し物をおもいっきり楽しみましょう。
本校は、沖縄本島南部を周回する幹線道路、国道 331 号線沿い。沿線には大型ショッピングセンターが軒を連ね、

ビーチや世界遺産など、見どころいろいろ。放課後のお楽しみもいろいろです。

ジェフで友人とおしゃべり！

ジェフ・TSUTAYA

衣食住、全て揃っているから
ショッピングも楽々

イオン南風原店

サンエー板良敷店

たまには外食してみるのもいい
かも

ガスト佐敷店

夏はビーチパーティーを
楽しもう！

きらきらビーチ

たまには気晴らしに
映画でも！

サザンプレックス

歩いて１分！お昼は近くのロー
ソンが便利

ローソン

食事・ショッピング、何でも
OK ！

サンエー西原シティ

4 5 6 7 8 9APR.

入学式 オープンキャンパス カミング
スクールデー

夏季休業

オープンキャンパス

前期授業開始

植樹祭

新入生歓迎スポーツ大会

防災訓練

MAY. JUN. JUL. AUG. SEP.

10 11 12 1 2 3
後期授業開始 学園祭 冬季休業 看護師国家試験 卒業式

県内就職
説明会

戴帽式

春季休業

OCT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAR.

国
道
３
２９号線

沖
縄
自
動
車
道

知念高校知念高校

きらきらビーチきらきらビーチ

サンエー板良敷店サンエー板良敷店

ローソンローソン

サンエー西原シティサンエー西原シティ

イオン南風原店イオン南風原店

サザンプレックスサザンプレックス

ガスト佐敷店ガスト佐敷店沖縄看護専門学校沖縄看護専門学校

与那原警察署与那原警察署

ジェフ・TSUTAYAジェフ・TSUTAYA

周辺MAP
15

minuites spot

周りには
車で 15 分以内で
行ける 楽しい
スポットばかり

春季休業

ドラッグストアもあるから安心。
海が近いのでお昼も楽しめる！

看
護
学
科

駐車場
500台

完備
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この3年間で一番実感できた本当に大切なこと。
それは「支え合うことの尊さ」

くじけそうな私に何度も手を差し伸べてくれた先生方、

ともに励まし合い、諦めないことの大切さを教えてくれた仲間たち。

そして何より「看護師になる」という道を決意した私たちをここまで3年間ずっと支え、

見守ってくれた家族から「本物の愛情」を教えてもらいました。
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