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　保健所・保健センターに勤めて各種検診や生
活習慣病予防を行ったり，企業に勤めて社員の
健康管理を行う等，人々の健康の保持増進のた
めの指導を行います。

保 健 師助 産 師
　出産の介助を行うほか，妊産婦へのアドバイ
ス，産後の母子ケア等，母子が健康に過ごすた
めの指導を行います。

看 護 師
　病気やケガで医療機関に入院している人に対し
て，療養上の世話を行います。また，医師・歯科
医師の指示のもとで，診療の補助を行います。

准 看 護 師
　医師・歯科医師または看護師の指示を受け
て，病気やケガで医療機関に入院している人に
対して，療養上の世話や診療の補助を行います。
進学して看護師の資格を得ることもできます。

訪問看護ステーション
●訪問看護師　●ケアマネジャー

看護学校
●看護教員　●看護大学教授

企業・団体　　●産業看護師
海外　　　　　●国際看護師
福祉関連施設での勤務

夢を実現するための,はじめの一歩。あ なたの目指す「看護」を見つけましょう！

看護職ってどんな仕事？

看護学生 新人ナース 中堅ナース 看護管理者

認定看護師

専門看護師

看護師の1日

8： 30 電子カルテで患者さんの状
態をチェックします。

出勤

9： 00 １日の流れをチーム全員で
確認し，調整します。

申し送り

10： 00 患者さんの体調を観察しなが
ら，必要な処置・ケアを行います。
（注射，点滴，清潔ケアなど）

検温・
処置ケア

12： 00 昼食

13： 00 個別の患者さんの状態につ
いて意見交換します。

カンファレンス

13： 30 患者さんが安心できるよう
気を配ります。

検査介助

14： 30 入院患者受け入れ

16： 30 患者さんのその日の状態を
夜間の看護師に報告します。

引き継ぎ

17： 00 退勤

看護学生の1日

8： 30

9： 00 看護の知識をしっかり学び
ましょう。

講義

12： 00 お昼を食べてリフレッシュ。
スポーツをする人も！

シミュレーターを使って看
護技術を学びます。

13： 00

16： 00 球技や茶道，応援団など色
んなサークルがあります。

17： 00

知識や技術を学ぶ
のはもちろんのこ
と，コミュニケー
ション能力や，看
護職としての自覚
を育む期間です。

実践能力が向上し,
患者さんからの信
頼も高まってくる
時期です。後輩の
育成にも力を発揮
します。

広い視野で組織全
体をマネジメント
します。

資格取得に向け，
専門分野の学習が
始まります。
同じ道を目指す友
人達との出会いも
大切に。

看護職は一生働くことができる専門職です。育児や介護で一時的にいままでのよう
に働くことが難しくなった場合には，「短時間正職員制度」※ をはじめとした育児や
介護と仕事との両立を支援する職場のさまざまな仕組みを利用することもできま
す。また，病院内保育所の設置など，ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）
の取組も充実してきています。

ライフスタイルやライフステージに応じた多様な働き方が実現できるようにする
制度。育児や介護などさまざまな制約によって，働き続けることが難しかった人
や働く機会が得られなかった人たちの就業や就業継続を可能とする働き方です。

（日本看護協会「やっぱり看護のシゴト」より）

※短時間正職員制度：

病院などでしっかり指導してもらえて安心！ 後輩の成長を見ると自分のことのように嬉しいな

登校

昼食

学内実習

サークル
活動

下校

看護職は

生涯を通
して

働ける
仕事です
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※1 各学校養成所のHPは県HPからリンクしています。　※2 授業料の他に別途, 教科書代等の経費が必要です。広島県内の看護師等学校・養成所一覧及び令和5年度入学生募集案内（令和4年7月現在）

区　分
取得
可能
資格

名　称
ホームページアドレス※1 所在地

入学金
定 員 願書受付［自～至］ 試験期日

試験科目（詳細は各学校養成所の募集要項で確認してください）

授業料（年額）※2 学科試験科目 面接 健康診断

看護大学
修業年限1年

助 県立広島大学　助産学専攻科
http://www.pu-hiroshima.ac.jp/

〒723-0053
三原市学園町1-1
☎（0848）60-1126［三原Ｃ教学課］

県内居住者
その他

169,200円
236,900円  10

〈受験資格〉
看護師免許を有する者又は看護師国家試験受験資格を有する者（取得見込の者を含む。）で，次のいずれかに該当する女性

（令和５年３月31日までに該当する見込みの者を含む。ただし，入学時には看護師国家試験に合格していること。）とします。
○大学を卒業した者又は卒業見込みの者，あるいはこれと同等以上と認められた者。
○その他，大学が定める要件を満たしている者。

〈試験科目等〉
○ 試験期日，科目等の詳細については， 

直接各大学にお問い合わせください。535,800円

助 広島国際大学 　助産学専攻科
https://www.hirokoku-u.ac.jp/

〒737-0112
呉市広古新開5丁目1-1
☎（0823）70-4500
　［入試センター直通］

250,000円
 10

〈受験資格〉 次のいずれにも該当する女性であることが受験資格要件となります。
○大学を卒業した者又は卒業見込みの者，あるいはこれと同等以上と認められた者。
○看護師資格を有する者又は看護師国家試験受験資格を有する者，あるいは出願時点で看護師国家試験受験資格取得見込みである者。
※だだし，入学時には看護師国家資格を取得しておく必要があります。

〈試験科目等〉
○ 試験期日，科目等の詳細については， 

直接各大学にお問い合わせください。1,500,000円

助 福山平成大学　助産学専攻科
https://www.heisei-u.ac.jp

〒720-0001
福山市御幸町上岩成正戸117-1
☎（084）972-5001

200,000円
 10

〈受験資格〉
看護師資格を有する女性，又は出願時において看護師免許取得見込の女性で，次のいずれかの資格に該当する者とする。
○ 学士の称号を授与された者，又は令和5年3月31日までに授与される見込の者。
○ 専修学校の専門課程（修業年限が4年以上であること。その他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で 

文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者。
○外国において，学校教育における16年の課程を修了した者。○文部科学大臣の指定した者。（昭和28年文部省告示第5号）

〈試験科目等〉
○ 試験期日，科目等の詳細については， 

直接各大学にお問い合わせください。1,300,000円

看護大学
修業年限4年

保
助
看

広島大学　医学部
［保健学科看護学専攻］

https://www.hiroshima-u.ac.jp/

〒734-8553
広島市南区霞1丁目2-3
☎（082）257-5049

282,000円
 60

総合  Ⅱ型　4年10月 1日～4年10月 7日
 ※大学入学共通テストの受験必須
 ※ 総合型選抜（国際バカロレア型）

については募集要項を参照
一般  前期 5年 1月23日～5年 2月 3日
 ※大学入学共通テストの受験必須

総合  Ⅱ型　4年11月19日
一般  前期　5年 2月25日

総合  Ⅱ型　出願書類，小論文，面接※「大学入学共通テスト」5教科7科目
一般  共通 　前期日程
＜文科系＞  （国）国語総合（近代以降の文章）・現代文Ｂ 

（外）英語，独，仏，中から1科目
＜理科系＞  （数）数Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・数A・数B（数列，ベクトル）， 

（外）英語，独，仏，中から1科目
※「大学入学共通テスト」〈文科系〉5又は6教科8科目〈理科系〉5教科7科目

有
（ 総合  のみ）

無
535,800円

保
看

県立広島大学　保健福祉学部
［保健福祉学科　看護学コース］

http://www.pu-hiroshima.ac.jp/

〒723-0053
三原市学園町1-1
☎（0848）60-1126［三原Ｃ教学課］
☎（082）251-9540［本部入試担当］

県内居住者
その他

282,000円
394,800円  60

社会  4年 9月15日～ 9月22日
学推  4年11月 1日～11月 8日
一般  前期 

5年 1月23日～ 2月 3日一般  後期

社会   4年10月 7日
学推   4年11月22日
一般  前期 5年 2月25日
一般  後期 5年 3月12日

社会   小論文
学推   小論文　
共通   「大学入学共通テスト」５教科５科目（又は６科目）
一般  前期 課さない
一般  後期 課さない

有 無
535,800円

保
看

広島都市学園大学　健康科学部
［看護学科］

https://www.hcu.ac.jp/

〒734-0014
広島市南区宇品西５丁目13-18
☎（082）250-1133

250,000円

100

総合   4年 9月 5日～ 9月25日
学推  前期 専・ 社会  4年11月 1日～11月14日
学推  後期 併 4年11月15日～12月 5日
一般  前期Ａ 5年 1月 4日～ 1月26日
一般  前期Ｂ 5年 1月 4日～ 1月27日
一般  前期Ｃ 5年 1月 4日～ 1月29日
一般  中期 5年 2月 1日～ 2月17日
一般  後期 5年 2月10日～ 2月28日
共通  前期 5年 1月 4日～ 2月 4日
共通  中期 5年 2月10日～ 2月28日，後期他

総合   4年10月 1日
学推  前期 専・ 社会  4年11月19日
学推  後期 併 4年12月10日
一般  前期Ａ 5年 2月 2日
一般  前期Ｂ 5年 2月 3日
一般  前期Ｃ 5年 2月 4日
一般  中期 5年 2月22日
一般  後期 5年 3月 5日
共通  前期・中期・後期　個別試験なし

総合   レポート作成
学推  前期 専・後期 併 書類審査，小論文　
一般  前期Ａ・Ｂ・Ｃ  「国語総合（古文・漢文除く）」，「数Ⅰ・A」， 

「コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ」，理科（「生物基礎」
「化学基礎」「物理基礎」から２科目）から２教科選択 

一般  中期・後期  「国語総合」，「数学Ⅰ・A」， 
「コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ」から１教科選択

共通  前期・中期・後期 「大学入学共通テスト利用入試」2教科2科目

有
総合  学推
社会  
一般  前期A・B

のみ

無
1,300,000円

保
助
看

安田女子大学　看護学部
［看護学科］

https://www.yasuda-u.ac.jp/

〒731-0153    
広島市安佐南区安東6丁目13-1
☎（082）878-8557

90,000円
120

総合  専 自己表現 4年 9月 1日～ 9月14日
総合  専・併 4年10月21日～11月 4日
学推  専 4年11月 1日～11月 5日
一般  前期A・B・C 5年 1月 6日～ 1月20日
一般  後期 5年 2月17日～ 2月28日
共通  前期 5年 1月 6日～ 1月20日
共通  後期 5年 2月17日～ 2月28日

総合  専 自己表現 4年10月 1日，2日
総合  専 4年11月12日
総合  併 4年11月20日
学推  専 4年11月20日
一般  前期A 5年2月1日　前期B 5年2月 3日

 前期C 5年2月4日　後期 5年3月10日
共通  前期・後期 個別試験なし

総合  専 自己表現 授業理解試験
総合  専 国語，理科
総合  併 国語，英語，理科
学推  専 小論文
一般  前期A・B・C 理科，英語，国語，数学から３教科選択
一般  後期 国語，英語，理科
共通  前期 選択科目：3教科3科目
共通  後期 選択科目：4教科4科目

有
総合  専 自己表現
総合  専

のみ

無
1,390,000円

保
助
看

日本赤十字広島看護大学　看護学部
［看護学科］

http://www.jrchcn.ac.jp/

〒738-0052
廿日市市阿品台東1-2
☎（0829）20-2860
　［入試課直通］

400,000円
125

学推   4年11月 1日～11月 8日
共通  前期 5年 1月 4日～ 2月 1日

 後期 5年 2月20日～ 2月24日
一般   5年 1月 4日～ 1月13日
社会   5年 1月 4日～ 1月13日

学推   4年11月19日
共通  前期 個別試験なし

 後期 個別試験なし
一般  5年 2月 4日
社会  5年 2月 4日

学推   ［小論文］面接，調査書及び志望理由書
共通  前期 選択科目：4教科4科目 調査書

 後期 選択科目：4教科4科目から3教科3科目を選択　調査書
一般    国語（国語総合（近代以降の文章）,現代文B），数学（数学Ⅰ,数学A）， 

外国語（英語）及び調査書
社会    国語 （国語総合（近代以降の文章）,現代文B），数学（数学Ⅰ,数学A），

面接及び成績証明書

有
学推  社会

のみ
無

初年度
次年度以降

1,350,000円
1,550,000円

保
看

広島国際大学　看護学部
［看護学科］

https://www.hirokoku-u.ac.jp/

〒737-0112
呉市広古新開5丁目1-1
☎（0823）70-4500
　［入試センター直通］

250,000円
120

学推  学校推薦型選抜 4年11月 1日～11月10日
一般  手続期間長期型 5年 1月 6日～ 1月19日
一般  前期Ａ・Ｂ・共通テストプラス

 5年 1月 6日～ 1月19日
　　   ※その他は募集要項参照

学推  学校推薦型選抜 4年11月19日，20日
一般  手続期間長期型 5年 2月 2日
一般  前期Ａ・Ｂ・共通テストプラス

 5年 2月 2日，6日，7日
　　  ※その他は募集要項参照

一般  前期Ａ　 1限目「英語」，2限目「数学Ⅰ・Ａ」「数学Ⅰ・Ａ・Ⅱ・Ｂ」，
から１科目選択，3限目「物理基礎・物理」「化学基礎・化学」

「生物基礎・生物」「国語」から１科目選択。各科目100点。 
（1限目～3限目の受験科目のうち，高得点2科目を
合否判定に使用する）

 ※その他は募集要項参照

無 無
1,430,000円

保
看

広島文化学園大学　看護学部
［看護学科］

http://www.hbg.ac.jp/

〒737-0004
呉市阿賀南2丁目10-3
☎（0823）74-6000

250,000円
110

総合  　　 4年10月12日～11月 2日
学推  前期 4年11月 1日～11月16日

 後期 4年12月 1日～12月12日
一般  社会  前期 5年 1月 5日～ 1月24日

 中期 5年 2月 6日～ 2月15日
 後期 5年 2月20日～ 3月10日
共通  前期 5年 1月 5日～ 1月24日

 中期 5年 2月 6日～ 2月15日
 後期 5年 2月20日～ 3月10日

総合  面談者に通知
学推  前期 4年11月24日

 後期 4年12月18日
一般  社会  前期 5年 2月 1日

 中期 5年 2月18日
 後期 5年 3月17日
共通  本学独自の学力試験なし

総合  調査書
学推  教育連携：調査書　公募制：調査書，小論文　
一般   「国語総合」「数学Ⅰ・Ａ」｢コミュニケーション英語Ⅰ･Ⅱ｣

調査書
社会  小論文
共通  「大学入学共通テスト」2教科2科目

有
総合  学推

のみ
無

1,000,000円

保
看

福山平成大学　看護学部
［看護学科］

https://www.heisei-u.ac.jp

〒720-0001
福山市御幸町上岩成正戸117-1
☎（084）972-5001

330,000円
 80

学推  Ａ 4年11月 1日～11月 9日
学推  Ｂ 4年11月22日～12月 7日
一般  前期Ａ・ 共通  5年 1月 5日～ 1月24日
一般  前期Ｂ 5年 2月 4日～ 2月15日
一般  後期・ 共通  後期 5年 2月22日～ 3月 7日

学推  Ａ 4年11月15日，16日
学推  Ｂ 4年12月10日　
一般  前期Ａ 5年 1月31日～ 2月 3日
一般  前期Ｂ 5年 2月21日
一般  後期 5年 3月11日
共通  前期･後期 個別試験なし

学推   Ａ･Ｂ （必）コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 
 （選）国語総合，数学Ⅰ･Ａ，化学基礎，生物基礎から1科目選択

一般   前期Ａ･Ｂ （必）コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・英語表現Ⅰ・Ⅱ，国語総合 
後期 （選）数学Ⅰ･Ａ，化学基礎，生物基礎から1科目選択

共通  前期 「大学共通テスト」3教科3科目選択
共通  後期  2教科2科目選択

有
（ 学推  のみ）

無
1,400,000円

看護師養成所
［3年課程］

修業年限／全日制3年

看
広島市立看護専門学校

［第一看護学科］
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/kangogakkou/

〒730-0043
広島市中区富士見町11-27
☎（082）243-6146

市内
市外

5,650円
8,470円  80 推薦  専 4年 9月28日～10月 6日

一般   4年12月23日～5年 1月 6日
推薦  専 4年10月22日
一般   5年 1月20日

推薦  専 数学Ⅰ・数学A，国語総合（古文・漢文を除く）
一般   国語総合（古文・漢文を除く），
 コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ，
 数学Ⅰ・数学A

有 無
132,000円

看
広島県立三次看護専門学校

［第一看護学科］
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/179/

〒728-0023
三次市東酒屋町10518-1
☎（0824）62-5141

県内居住者
その他

5,650円
7,910円  60

推薦  4年 9月21日～10月 5日
社会  4年 9月21日～10月 5日
一般  4年12月16日～5年 1月 4日

推薦  4年 10月 28日
社会  4年 10月 28日
一般  5年 1月 25日，26日

推薦 ・ 社会  国語総合（古文，漢文を除く）
一般   国語総合（古文，漢文を除く），数学Ⅰ・数学Ａ，

コミュニケーション英語Ⅰ・ 
コミュニケーション英語Ⅱ

有 無
132,000円

看
独立行政法人国立病院機構
呉医療センター附属呉看護学校
http://kure.hosp.go.jp/kurekan/

〒737-0023
呉市青山町3-1
☎（0823）22-5599

250,000円
 40

特推  4年 9月21日～10月 5日
推薦  社会  4年 9月21日～10月 5日
一般  4年12月 1日～4年 12月26日

特推  4年11月 2日
推薦  社会  4年11月 2日
一般  5年 1月17日

特推  なし
推薦  国語総合（古文・漢文を除く）現代文Ｂ
社会  国語総合（古文・漢文を除く）現代文Ｂ，小論文
一般   国語総合（古文・漢文を除く）現代文Ｂ， 

コミュニケーション英語Ⅰ，コミュニケーション英語Ⅱ，数学Ⅰ

有 無
550,000円

保健師保 看護師看 助産師助 准看護師准
学校推薦型選抜学推 推薦入試推薦 一般選抜一般 社会人入試社会 総合型選抜総合 特別推薦特推大学入学共通テスト利用入試共通 社 専願 併 併願
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区　分
取得
可能
資格

名　称
ホームページアドレス※1 所在地

入学金
定 員 願書受付［自～至］ 試験期日

試験科目（詳細は各学校養成所の募集要項で確認してください）

授業料（年額）※2 学科試験科目 面接 健康診断

看護師養成所
［3年課程］

修業年限／全日制3年

看
国家公務員共済組合連合会
呉共済病院看護専門学校
http://www.kure-kyosai.jp/school/

〒737-0811
呉市西中央3丁目2-4
☎（0823）26-7425

250,000円
 35

推薦  4年10月 3日～4年10月17日
社会  4年10月 3日～4年10月17日
一般  4年12月 5日～5年 1月 5日

推薦  4年11月10日
社会  4年11月10日
一般  5年 1月13日

推薦  基礎学力テスト，小論文
社会  基礎学力テスト，小論文
一般   国語総合（古文・漢文を除く），数学Ⅰ・A， 

コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ

有 無
460,000円

看 広島県厚生連尾道看護専門学校
http://www.onokan.jp/

〒722-0002
尾道市古浜町7-19
☎（0848）24-1191

250,000円
 40

推薦  専・併 4年 9月 5日～4年 9月22日
社会   4年 9月 5日～4年 9月22日
一般  一次 4年11月21日～4年12月 9日
一般  二次 4年12月26日～5年 1月13日
一般  三次 5年 2月20日～5年 3月10日

推薦  専・併 4年10月 1日
社会   4年10月 1日
一般  一次 4年12月17日
一般  二次 5年 1月21日
一般  三次 5年 3月18日

推薦  小論文（800字以内）
社会  一般常識，小論文（800字以内）
一般  一次・二次・三次  学科試験（国語総合），小論文（800字以内）

有
有

社会 および
現役高校生
以外は必要900,000円

看
福山市医師会看護専門学校
[専門課程看護師３年課程第一看護学科]
https://www.fmed.jp/cnt/kango/

〒720-0032
福山市三吉町南2丁目11-25
☎（084）926-7588

200,000円
 60

推薦  専 4年 9月21日～4年10月 3日
一般  一次 4年12月19日～5年 1月 4日
一般  二次 5年 2月16日～5年 2月27日

推薦  専 4年10月 9日
一般  一次 5年 1月 8日
一般  二次 5年 3月 5日

推薦  専 国語総合（古文，漢文を除く），数学Ⅰ・数学Ａ
一般  一次  国語総合（古文，漢文を除く），数学Ⅰ・数学Ａ，コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ　英語表現Ⅰ
一般  二次 国語総合（古文，漢文を除く），数学Ⅰ・数学Ａ，コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ　英語表現Ⅰ

有 無
444,000円

看
福山医療専門学校

［看護学科］
https://fukuiryo.ac.jp

〒721-0945
福山市引野町南１丁目6-45
☎（084）946-6780

300,000円
 40

推薦  AO  社会  一般  4年10月17日～10月27日
推薦  AO  社会  一般  4年11月14日～11月24日
推薦  AO  社会  一般  4年12月 5日～12月15日
推薦  AO  社会  一般  5年 1月16日～ 1月26日
AO  社会  一般  5年 2月 6日～ 2月16日

 ※その他日程は募集要項参照

推薦  AO  社会  一般  4年10月30日
推薦  AO  社会  一般  4年11月27日
推薦  AO  社会  一般  4年12月18日
推薦  AO  社会  一般  5年 1月29日
AO  社会  一般  5年 2月19日

推薦  
AO  書類選考，入学選考作文
社会  
一般  学科試験，書類選考，入学選考作文

有 無
1,280,000円

看護師養成所
［3年課程］

修業年限／定時制4年

看
呉市医師会看護専門学校
[医療専門課程看護学科]
http://www.kure.hiroshima.med.or.jp/

〒737-0056
呉市朝日町15-24
☎（0823）25-7700

150,000円  35
（昼定）

推薦  専 4年 9月26日～10月 7日
推薦  併・ 社会   4年11月 7日～11月18日
一般  第1回 4年12月26日～5年 1月13日
一般  第2回 5年 1月30日～ 2月10日

推薦  専 4年10月15日
推薦  併・ 社会   4年11月26日
一般  第1回 5年 1月21日
一般  第2回 5年 2月18日

推薦  専 小論文
推薦  併・ 社会   国語総合（古文漢文を除く），小論文
一般  第1回 国語総合（古文漢文を除く），小論文，数学Ⅰ
一般  第2回 小論文

有 無
400,000円

看 尾道市医師会看護専門学校
http://ono-ishikai-kango.jp

〒722-0025
尾道市栗原東2丁目4-33
☎（0848）25-3153

230,000円  40
（昼定）

推薦  専 4年 9月14日～ 9月27日
推薦  社会  専 推薦  併 4年10月13日～11月 1日
一般  Ａ 4年12月 9日～12月23日
一般  Ｂ 5年 2月 3日～ 2月16日
一般  Ｃ 5年 2月28日～ 3月 7日

推薦  専 4年10月 1日
推薦  社会  専 推薦  併 4年11月 5日
一般  Ａ 5年 1月 7日
一般  Ｂ 5年 2月18日
一般  Ｃ 5年 3月 9日

推薦  専・ 推薦  社会  専・ 一般  Ｂ・Ｃ 小論文
推薦  併 国語総合（古文・漢文除く）
一般  Ａ  国語総合（古文・漢文除く）， 

コミュニケーション英語Ⅰ
有 無

460,000円

看護師学校
［高校５年一貫看護師課程］

看
広島県立広島皆実高等学校

［衛生看護科］
http://www.minami-h.hiroshima-c.ed.jp/

〒734-0001
広島市南区出汐二丁目4-76
☎（082）251-6441

衛生看護科
専　攻　科

5,650円
5,650円  40 一般  一次選抜 5年 1月25日～ 2月10日正午 一般  一次選抜  5年 2月27日，28日 

（予備日5年3月1日）
国語，社会，数学，理科，英語
自己表現 無 無衛生看護科

専　攻　科
118,800円
123,600円

看
清水ヶ丘高等学校

［看護科］
http://www.shimizugaoka.jp/

〒737-0023
呉市青山町2-1
☎（0823）23-1520

看 護 科
看護専攻科

225,000円
30,000円  40 推薦  日程未定（郵送のみ）

一般  日程未定
推薦  5年 1月19日
一般  5年 1月19日

推薦  国語,英語,数学
一般  国語,英語,数学 有 無看 護 科

看護専攻科
420,000円
420,000円

看護師養成所
［2年課程］

修業年限／全日制2年

看
広島県立三次看護専門学校

［第二看護学科］
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/179/

〒728-0023
三次市東酒屋町10518-1
☎（0824）62-5141

県内居住者
そ の 他

5,650円
7,910円  20 推薦  4年 9月21日～10月 5日

一般  4年12月16日～5年 1月 4日
推薦  4年10月27日
一般  5年 1月27日

推薦  専門基礎科目・専門科目
一般  国語，専門基礎科目・専門科目 有 無

132,000円

看
広島市医師会看護専門学校

［医療専門課程（全日コース）］
http://www.city.hiroshima.med.or.jp/hma/kango/default.html

〒733-8548
広島市西区観音本町1丁目1-1
☎（082）233-0900

400,000円
 40

推薦   4年10月 3日～4年10月21日
一般  1期 4年12月21日～5年 1月13日
一般  2期 5年 1月30日～5年 2月14日

推薦   4年11月10日
一般  1期 5年 1月22日
一般  2期 5年 3月 4日

推薦   書類審査
一般  1期 書類審査，学科試験：一般常識問題
一般  2期 書類審査，学科試験：一般常識問題

有 無
600,000円

看護師養成所
［2年課程］

修業年限／定時制3年

看
広島市立看護専門学校

［第二看護学科］
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/kangogakkou/

〒730-0043
広島市中区富士見町11-27
☎（082）243-6146

市内
市外

5,650円
8,470円  40

（昼定）
一般  4年12月23日～5年 1月 6日 一般   5年 1月19日 一般  国語，看護学（准看護師試験に準ずる） 有 無

87,600円

看
広島市医師会看護専門学校

［医療専門課程（夜間コース）］
http://www.city.hiroshima.med.or.jp/hma/kango/default.html

〒733-8548
広島市西区観音本町1丁目1-1
☎（082）233-0900

250,000円  40
（夜定）

推薦   4年10月 3日～4年10月21日
一般  1期 4年12月21日～5年 1月13日
一般  2期 5年 1月30日～5年 2月14日

推薦   4年11月10日
一般  1期 5年 1月22日
一般  2期 5年 3月 4日

推薦   書類審査
一般  1期 書類審査，学科試験：一般常識問題
一般  2期 書類審査，学科試験：一般常識問題

有 無
420,000円

看
福山市医師会看護専門学校

［専門課程看護師2年課程第二看護学科］
https://www.fmed.jp/cnt/kango/

〒720-0032
福山市三吉町南2丁目11-25
☎（084）926-7588

100,000円  40
（昼定）

一般  一次 4年12月26日～5年 1月10日
一般  二次 5年 1月26日～5年 2月 6日

一般  一次 5年 1月15日
一般  二次 5年 2月12日

一般  一次 国語（現代国語），看護学（准看護師試験に準ずる）
一般  二次 国語（現代国語），看護学（准看護師試験に準ずる） 有 無

312,000円

准看護師養成所
修業年限２年

准
広島市医師会看護専門学校

［医療高等課程］
http://www.city.hiroshima.med.or.jp/hma/kango/default.html

〒733-8548
広島市西区観音本町1丁目1-1
☎（082）233-0700

150,000円
120

推薦   4年10月 7日～4年10月21日
一般  1期 4年10月 7日～4年10月21日
一般  2期 4年12月 1日～5年 1月18日
一般  3期 5年 1月30日～5年 2月14日

推薦   4年11月 6日
一般  1期 4年11月 6日
一般  2期 5年 1月29日
一般  3期 5年 3月 4日

推薦   書類審査
一般  1期 
一般  2期 基礎学力テスト（国語・数学）
一般  3期 

有 有
（書類審査）360,000円

准 安佐准看護学院
http://www.asajyun.jp/

〒731-0138
広島市安佐南区祇園2丁目48-7
☎（082）875-0935
※令和5年4月に広島市安佐北区可部南2丁目に移転予定

150,000円  40
（予定）

推薦  専 4年 9月 5日～4年 9月16日
一般  1期 4年 9月26日～4年10月 7日
一般  2期 5年 1月16日～5年 1月27日
一般  3期 5年 2月13日～5年 2月24日

推薦  専 4年 9月25日
一般  1期 4年10月16日
一般  2期 5年 2月 5日
一般  3期 5年 3月 5日

推薦  専 書類審査
一般   国語 有 有

（書類提出）300,000円
（月割りとし、毎月納入）

准
呉市医師会看護専門学校

［医療高等課程准看護科］
http://www.kure.hiroshima.med.or.jp/

〒737-0056
呉市朝日町15-24
☎（0823）25-7700

50,000円
 40

社会  専  4年10月11日～4年10月21日
推薦  専・ 一般  第1回 4年11月14日～4年11月25日
一般  第２回 5年 1月10日～5年 1月20日
一般  第３回 5年 2月 6日～5年 2月17日

社会  専・ 推薦  専（施設） 4年10月29日
推薦  専（学校）・ 一般  第1回 4年12月 3日
一般  第２回 5年 1月28日
一般  第３回 5年 2月25日

但し第3回は第2回までに定員に達した場合、実施しない

社会  専・ 推薦  専（施設） 国語,作文
推薦  専（学校）・ 一般  各回共通 国語,数学,作文 有 無

300,000円

准 尾道准看護学院
http://onojyun.jp/

〒722-0025
尾道市栗原東2丁目4-33
☎（0848）24-1945

70,000円
 50

推薦  一次 専 4年10月 3日～4年10月14日
推薦  二次 併 4年11月21日～4年12月 2日
推薦  社会  専 4年11月21日～4年12月 2日
一般  一次 併 4年12月19日～5年 1月 5日
一般  二次 併 5年 2月 1日～5年 2月13日
一般  三次 併 5年 2月22日～5年 3月 3日

推薦  一次 専 4年10月22日
推薦  二次 併 4年12月11日
推薦  社会  専 4年12月11日
一般  一次 併 5年 1月15日
一般  二次 併 5年 2月23日
一般  三次 併 5年 3月12日

推薦  一次 専・ 推薦  二次 併 国語（作文500字を含む），数学
推薦  社会  専 小論文（800字程度）
一般  一次 併 国語（作文500字を含む），一般教養
一般  二次 併 小論文（800字程度）
一般  三次 併 小論文（800字程度）

有
有

（書類審査）
※ 令和5年3月中学

校ならびに高校卒
業見込者は不要

348,000円

准
福山市医師会看護専門学校

［高等課程准看護科］
https://www.fmed.jp/cnt/kango/

〒720-0032
福山市三吉町南2丁目11-25
☎（084）926-7588

100,000円  40
（昼定）

社会  専  4年 9月29日～4年10月11日
一般  一次 5年 1月 5日～5年 1月16日
一般  二次 5年 2月 2日～5年 2月13日

社会  専  4年10月16日
一般  一次 5年 1月22日
一般  二次 5年 2月19日

社会  専  一般教養，小論文
一般  一次 国語，一般教養（国語除く）
一般  二次 国語，一般教養（国語除く）

有 無
300,000円

定員に達した場合、 
三期入試は実施しない

（定員になり次第以後の試験は
実施しない場合があります）

※1 各学校養成所のHPは県HPからリンクしています。　※2 授業料の他に別途, 教科書代等の経費が必要です。保健師保 看護師看 助産師助 准看護師准 推薦入試推薦 一般選抜一般 社会人入試社会 総合型選抜総合 特別推薦特推大学入学共通テスト利用入試共通 社 専願 併 併願
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〒730-8511 広島市中区基町10番52号　TEL：082-513-3057（ダイヤルイン）
広島県 健康福祉局 医療介護基盤課

看護職ってどんな仕事？

そんなときは，広島県の「看護」がつまった総合情報サイト

「ひろしまナース　ネット」をご覧ください。
先輩たちが各職種の魅力を紹介するムービーやリレーメッセージ，県内の看護学校・
養成所情報や奨学金情報など，役に立つ情報が満載です！ぜひアクセスしてください！

どこで学べばいいの？

ひろしまナースネット 検 索

いずれの資格も文部科学大臣または都道府県知事の指定する学校・養成所を卒業して，国家試験（准看護師の場合は都道府県
知事試験）に合格した後に，本人の申請により各資格に登録され，免許が与えられます。
なお，保健師及び助産師の免許申請には，看護師国家試験の合格が前提条件となります。

看護職員になるまで

高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者，もしくは通常の課程による12年の学校教育を修了
した者，または監督庁の定めるところにより，これと同等以上の学力があると認められた者とする。

※注1）

【入学資格】
看護大学助産学専攻科の場合は
大学卒業，または同等以上の者
であることが条件となります。

教育制度の略図

中学校もしくはこれに準ずる学校を卒業した者，もしくは中等教育学校の前期課程を修了した者，
または監督庁の定めるところにより，これと同等以上の学力があると認められた者とする。

※注2）

保 健 師

高等学校卒業

保健師国家試験

保健師学校養成所
〈１年以上〉

看護大学
〈４年〉

看護師等養成所
（統合カリキュラム）
〈４年〉

看護
短期大学
〈３年〉

看護師
養成所

〈3年・定時制４年〉

【入学資格】
（１）３年以上の業務経験を有する准看護師
（２）高等学校を卒業している准看護師
（３）通信制の課程においては，７年以上業務
　　 に従事している准看護師

【入学資格】
（１）高等学校を卒業している准看護師に限る
（２）通信制の課程においては，免許を得た後
　　 ７年以上業務に従事している准看護師

助産師学校養成所
〈１年以上〉

助産師国家試験 看護師国家試験

都道府県知事試験

助 産 師 看 護 師

准 看 護 師

※注1）

中学校卒業 ※注2）

選択制 選択制

高等学校
5年一貫

（看護師課程）
〈5年〉

高等学校
衛生看護科

〈3年・定時制４年〉

准看護師
養成所
〈2年〉

看護短期大学
〈2年・通信制2年〉
高等学校専攻科

〈2年〉

看護師養成所
〈2年・定時制3年
通信制2年以上〉

詳しくは各学校・養成所または担当課にお問い合わせください

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/nurse-net


