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大川地区医師会附属准看護学院 

 

 



学院の概要 

教育目的： 豊かな人間性を養うと共に、専門職業人としての必要な知識・技術及び態度を修得

させ、社会に貢献できる准看護師を育成することを目的とする。 

 

修業年限： 2 年間 

 

授業時間： 1 年次 12：50～16：50 （月曜日～水曜日） 

              9：50～16：50  （木曜日～金曜日） 

         2 年次 12：50～16：50 （月曜日～金曜日） 

 

実習期間： 1 年次 2月～3月 

         2 年次 4月(2週間) 8月(4週間) 9月(3週間) 10月(2 週間) 

 

卒業後の資格： 

1、都道府県知事の行う准看護師試験受験資格 

 

2、高等学校卒業者で准看護師免許取得者は看護師学校受験資格(中学校卒業者で准

看護師である場合は、免許取得後 3年以上の看護業務経験を要する) 

 

 

 

教育課程 

基礎分野 時間 専門基礎分野 時間 専門分野 時間 臨地実習 735 

論理的思考の基盤 35 人体の仕組みと働き 105 基礎看護 385  基礎看護  210 

人間と生活・社会 35 栄養 35 看護概論 70  成人看護  385 

  薬理 70 基礎看護技術 245  老年看護    

  疾病の成り立ち 105 臨床看護概論 70  母子看護  70 

  保健医療の仕組み 35 成人看護 210  精神看護  70 

  看護と法律  老年実習 

母子看護 

 

70 

  

    精神看護 70   

 

 

 

 

 

 

 

 



学費： 

項 目 金 額 

入学金 50,000 円 

授業料（半期分） 210,000 円 

教育充実費（半期分） 15,000 円 

施設費（年額） 10,000 円 

損害賠償保険（年額） 4,500 円 

制服・白衣（入学時） 60,000 円位 

教科書・参考書等（入学時） 65,000 円位 

 

修学資金及び給付金制度：  

香川県看護学生修学資金 徳島県看護学生修学資金  

              高等学校就学支援金制度 職業訓練促進給付金制度等 

              専門実践教育訓練給付金制度 申請中 

 

卒業後の進路状況： 

卒業生の１００%が地域の病院、ｸﾘﾆｯｸ等に就職し、進学者は働きながら勉学に励んでいま

す。 

 

主な進学先：   高松市医師会看護専門学校    香川看護専門学校 

                 徳島県立総合看護学校（徳島県） 倉敷看護専門学校（岡山県） 

上板橋看護専門学校（東京都） 

 

主な就職先：   地域の病院 ｸﾘﾆｯｸ 介護保険施設 子ども園等 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



①推薦入学（高等学校） 

募集人員 若干名 

修業年限 2年 

試験日 令和 3年 11月 25日（木） 

合格発表 
令和 3年 11月 29日（月） 結果発表文書を発送します。 

電話による合否には応じられませんのでご承知おきください。 

試験科目 

国語(古文・漢文を除く)  

面接  

提出書類を加味して選考します。 

出願期間 令和 3年 11月 8（月）～11 月 19日（金） 

受験料 10,000 円 

受験資格 

1、令和 3年度 3月高等学校卒業見込の者 

2、本学院の単願者であり、合格後確実に入学できる者 

3、真剣に授業や実習に取り組む者 

4、学校長の推薦がある者 

5、高等学校の評定が 3.5 以上の者 

出願書類 

1、入学願書（本学院指定のもの） 

・年齢は令和 4 年 4 月 1 日現在で書いてください。電話番号は自宅といつでも連

絡可能な番号を書いてください。 

・写真は 3 ヵ月以内に撮影したものを貼ってください。（縦 4㎝×横 3 ㎝） 

・記入後訂正する場合は、訂正箇所に二重線を引きその上に押印してください。 

2、受験票 

・受験票に氏名、生年月日を記入し、入学願書と同じ写真を貼付してください。 

・点線で切り取ってください。 

3、高等学校の調査書  

4、推薦書（本学院指定のもの） 

5、受験票送付用封筒(長 3封筒) 

・受験者の郵便番号、住所、氏名を記入し、簡易書留郵便金額相当分の郵便切

手を貼ってください。 

6、「ATM ご利用明細票」 

・受験料納入の際の「ATM ご利用明細票」を同封してください。 

・別件で必要な場合はｺﾋﾟｰでも構いません。 

 

 

 

 

 

 



 

②推薦入学（施設） 

募集人員 若干名 

修業年限 2年 

試験日 令和 3年 11月 25日（木） 

合格発表 
令和 3年 11月 29日（月） 結果発表文書を発送します。 

電話による合否には応じられませんのでご承知おきください。 

試験科目 

作文  

面接  

提出書類を加味して選考します。 

出願期間 令和 3年 11月 8（月）～11月 19日（金） 

受験料 10,000 円 

受験資格 

1、大川地区医師会会員施設において 1 年以上就業中である者 

2、本学院の単願者であり、合格後確実に入学できる者 

3、真剣に授業や実習に取り組む者 

4、勤務施設長の推薦がある者 

出願書類 

1、入学願書（本学院指定のもの） 

・年齢は令和 4年 4月 1日現在で書いてください。電話番号は自宅といつでも連

絡可能な番号を書いてください。 

・写真は 3 ヵ月以内に撮影したものを貼ってください。（縦 4㎝×横 3 ㎝） 

・経歴欄には中学校から現在までの履歴をすべてお書き下さい。欄が不足する

場合は枠を追加して下さい。 

・記入後訂正する場合は、訂正箇所に二重線を引きその上に押印してください。 

2、受験票 

・受験票に氏名、生年月日を記入し、入学願書と同じ写真を貼付してください。 

・点線で切り取ってください。 

3、高等学校調査書または中学校調査書 

・但し、卒業後 5年以上経過している場合は不要です。  

4、最終学校の卒業証明書 

・中学校、高校、短大、大学の学校長が発行したものです。 

・専門学校は除きます。 

5、勤務施設長の推薦書（本学院指定のもの） 

6、受験票送付用封筒（長 3 封筒） 

・受験者の郵便番号、住所、氏名を記入し、簡易書留郵便金額相当分の郵便

切手を貼ってください。 

7、「ATM ご利用明細票」 

・受験料納入の際の「ATM ご利用明細票」を同封してください。 

・別件で必要な場合はｺﾋﾟｰでも構いません。 

 



 

③ 一般入学 

募集人員 20名（推薦入学含む） 

修業年限 2年 

 試験日          出願期間               合格発表 

1次募集 

2次募集 

3次募集 

R3.12/9(木)        R3.11/22(月)～12/6(月)       R3.12/13(月） 

R4.2/3(木）       R4.1/17(月)～1/31(月)        R4.2/7(月) 

R4.3/10(木)      R4.2/21(月)～3/7(月)           R4.3/11(金) 

合格発表 
結果発表文書を発送します。 

電話による合否には応じられませんのでご承知おきください。 

試験科目 

国語(古文・漢文を除く)  

面接  

提出書類を加味して選考します。 

受験料 10,000 円 

受験資格 中学校卒業者または卒業見込の者及びそれ以上の学力を有する者 

出願書類 

1、入学願書（本学院指定のもの） 

・年齢は令和 4 年 4 月 1 日現在で書いてください。電話番号は自宅といつでも連

絡可能な番号を書いてください。 

・写真は 3 ヵ月以内に撮影したものを貼ってください。（縦 4㎝×横 3 ㎝） 

・経歴欄には中学校から現在までの履歴をすべてお書き下さい。欄が不足する場

合は枠を追加して下さい。 

・記入後訂正する場合は、訂正箇所に二重線を引き、その上に押印してください。 

2、受験票 

・受験票に氏名、生年月日を記入し入学願書と同じ写真を貼付してください。 

・点線で切り取ってください。 

3、高等学校調査書または中学校調査書 

但し、卒業後 5年以上経過している場合は不要です。  

4、最終学校の卒業証明書 

中学校、高校、短大、大学の学校長が発行したものです。専門学校は除きます。 

5、受験票送付用封筒（長 3 封筒） 

・受験者の郵便番号、住所、氏名を記入し、簡易書留郵便金額相当分の郵便切

手を貼ってください。 

6、「ATM ご利用明細票」 

・受験料納入の際の「ATM ご利用明細票」を同封してください。 

・別件で必要な場合はｺﾋﾟｰでも構いません。 

 

 



 

出願方法と注意点 

1、受験料は下記の口座に振り込みをお願いします。 

・振込手数料はご負担ください。 

・「ご依頼人」は必ず受験生本人の氏名をご記入ください。 

 

 

 

 

 

2、出願書類は角２（A4）封筒を用いて出願書類を一括して必ず簡易書留で郵送してください。

持参での出願受付は致しかねますので、ご承知おきください。 

3、受験票送付用封筒の送付先は、確実に届く住所を記載して下さい。 

4、試験日の前日になっても受験票がお手元に届かない場合は、お問い合わせください。 

5、一旦納入した受験料及び提出書類は返還できません。 

 

試験日の時間割 

入 試 日 試 験 科 目 試 験 時 間 

☆ R3.11/25(木) 

・推薦入学(高等学校) 

・推薦入学（施設） 

☆ R3.12/9(木) 

・一般入学（1次募集） 

☆ R4.2/3(木) 

・一般入学（2次募集） 

☆ R4.3/10(木) 

・一般入学（3次募集） 

 

受付 8：30 ～8：45 

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 8：45 ～9：00 

・国語(古文・漢文除く)：一般入学と推薦入

学(高等学校) 

・作文：推薦入学（施設） 

9：00 ～9：50 

面接試験 
10：00 ～ 

 

 

受験の際に持参するもの 

1、受験票 

2、筆記用具(ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ含む) 

3、腕時計(ｱﾗｰﾑ機能付きは禁止) 

4、上履きと履物を入れる袋 

 

受験時の注意点 

1、必ず受験票を持参ください。受付で受験票を提示して下さい。 

2、受験生は 8時 45分までに受付を済ませ、受験番号の所に着席して下さい。 

3、面接は受験番号順に行う予定です。 

百十四銀行  津田支店  普通預金 

口座番号   ０１４４６６１ 

大川地区医師会附属准看護学院 学院長 圖子 義文  



4、試験会場では携帯電話の電源を切って下さい。 

5、試験中は係員の指示に従って下さい。 

6、駐車場は、校舎南側に東から詰めて使用して下さい。校舎東側は東讃保健所の駐車場です

ので、お間違いのないようにお願いします。 

7、自宅で体温測定を行い、学院内ではﾏｽｸ着用し手指衛生を行ってください。 

 

学院案内・募集要項請求方法 

1、本学院窓口で直接受け取れます。（平日 8：30～17：00） 

2、郵送を希望される場合は、140円の切手と受取人の郵便番号、住所、氏名を明記した 10㎝

×5㎝の紙片を同封の上、下記の本学院宛てに郵送してください。 

3、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでもご覧になることが出来ます。ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ内の入学願書・受験票・推薦書を印刷

して出願する事が出来ます。 

4、募集要項・提出書類等は、7月頃ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに掲載予定です。 

 

入試の問い合わせ・願書提出先 

     平日の 8時半から 17 時までにお問い合わせ下さい。 

大川地区医師会附属准看護学院 

〒 769-2401 香川県さぬき市津田町津田 1673-2 

電話 0879-42-3424 

 

 

駐車場 


