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＊模擬講義～在校生との交流の間、御家族の皆様向けの説明と懇談があります． 

＊個別相談は終了後に対応いたします． 

＊アンケートに御協力下さい． 

＊飲み物自動販売機 1階玄関 ２階学生休憩室 

＊敷地内及び敷地周辺は禁煙． 

＊トイレ 女性：1階、2階、4階  男性：1階、3階   

 

 

 

公益社団法人 山梨勤労者医療協会共立高等看護学院 

 〒400-0035 山梨県甲府市飯田三丁目 1－35  TEL 055-228－7325 FAX 055－228－7125 

ホームページ http://www.yamanashi-min.jp/krkk/   kyoritsu-koukan@yamanashi-min.jp 

内容 場所 

9:00  オリエンテーション 4 階 講堂 

学校ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ：教育理念・ｶﾘｷｭﾗﾑ・実習・入試・奨学金他 4 階 講堂 

摸擬講義：「ﾊﾞｲﾀﾙｻｲﾝ」   4 階 講堂  
学費説明(御家族対象) 

御家族と教員との懇談 

 

2 階Ｃ教室  

 

模擬実習：「ﾊﾞｲﾀﾙｻｲﾝ測定」 4 階 講堂 

在校生との交流（軽食有）   4 階 講堂 

終わりの挨拶 4 階 講堂 

12:00 アンケート記載・個別相談 4 階 講堂 

共立高等看護学院 

201７年度オープンキャンパス 
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Ⅰ 教育目標 

1.「患者の立場に立つ看護を基本理念とした、患者観、医療観、社会観を養う。 

2.「患者の立場に立つ看護」を行う専門職業人として、必要な知識と技術を身につけ、実践の

場で個別に応用できる能力を培う。 

3．多面的で高度な要求に応えるチーム医療の推進において、看護職として職務に誇りと責任

を持ち、自主的、創造的に行動できる豊かな人間性を育てる。 

Ⅱ 本校が求める看護を学ぶ人 

1．看護を学ぶ基礎学力と向学心を持ち、主体的に学び 続けられる人  

2．自己の表現と他者の理解が的確にでき、積極的に人間関係が作れる人  

3．ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習、学校行事、学生自治会活動等に積極的に参加し、集団的な向上を目指せる人  

4．科学的で論理的な思考により、知識と体験を統合して 本質を深くとらえようとする人  

5．看護の対象を高い人権意識と地域での生活の視点から とらえようとする人  

6．社会の動きに常に目を向け、医療、看護を社会的視野から とらえようとする人 

 

Ⅲ 過去の受験状況 

2017 年度入学者入試状況：（実施月：2016 年 10 月・2017 年 1 月,2 月）詳しくは HP 参照 

 

 

 

 

Ⅳ 入試問題 ：「入試要項」3 ページ参照 

1）高校推薦入試：①国語総合 50 分（古文・漢文除く）②個別面接 ③書類審査 

2）社会人入試  ：①国語総合 50 分（古文・漢文除く）②個別面接 ③書類審査 

3）一般入試  ： ①必須科目：国語総合 50 分（古文・漢文除く） 

②選択科目：下記より 1科目 50 分 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ・Ⅱ   数学Ⅰ・Ａ    生物基礎 

③個別面接：10～15 分 

④書類審査 

 

試験方法 定員 志願者 受験者 合格者 実質倍率 

推薦入試 16 39 19 16 1.2 

社会人入試 若干名 15 15 5 3.0 

一般入試（前期） 20 56 53 37 1.5 

一般入試（後期） 若干名 11 11 5 2.2 
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Ⅴ 入学後の諸費用：「入試要項」3 ページ参照 

1．学費  

〔学年別学校納付金〕 

 
入学金   

(合格後 2W以内) 

年間授業料  

(3 月と 9 月に

半額づつ納入) 

実験実習費 

(3 月と 9 月に

半額づつ納入)  

施設整備費
（入学直前の3

月に一括入金） 
年間合計 

1学年時 200,000 円 390,000 円 100,000 円 150,000 円 840,000 円 

2学年時 － 390,000 円 100,000 円 － 490,000 円 

3学年時 － 390,000 円 100,000 円 － 490,000 円 

 

2．教科書 （2017 年度 1年生の場合） 

〔初年度費用の必要時期と額〕 

合格発表後２W以内 200,000 円 入学金 共立高等看護学院口座に振込む 

入学直前 3月末 150,000 円 施設整備費       〃 

   〃 245,000 円 前期授業料・同実習費       〃 

   〃    100,000 円 教科書代 指定書店に振込む 

入学後 4 月中旬 38,000 円 ユニフォーム代 現物と引換えで業者に支払う 

入学後 6 月～3 月 20,000 円 肝炎抗体検査・予防接種代 3 月までに順次必要．個人差あり 

入学後 9 月末 245,000 円 後期授業料・同実習費 共立高等看護学院口座に振込む     

一年時 3 月末     245,000 円 次年度前期授業料・同実習費 共立高等看護学院口座に振込む     

No 書籍名 出版社 科目 

1 リハビリテーション看護論 [第 2版] HIROKAWA リハビリテーション学 

2 系統看護学講座 疾病のなり立ちと回復の促進［1］病理学[2015 年改定]  医学書院 病理学 

3 
系統看護学講座 疾病のなり立ちと回復の促進［2］病態生理学[2016

年改定] 
医学書院 解剖生理学Ⅰ・Ⅱ、同演習 

4 系統看護学講座 疾病のなり立ちと回復の促進［3］薬理学[第 13 版]  医学書院 薬理学 

5 系統看護学講座疾病の成り立ちと回復の促進［4］微生物学[第 12 版] 医学書院 微生物学 

6 系統看護学講座 人体の構造と機能［1］ 解剖生理学 [第 9版] 医学書院 解剖生理学Ⅰ・Ⅱ、同演習 

7 系統看護学講座 別巻 臨床放射線医学[2016 年改定] 医学書院 成人臨床看護Ⅰ放射線医学 

8 系統看護学講座 別巻 臨床検査           [第 7 版] 医学書院 成人臨床看護Ⅰ 臨床検査 

9 看護に活かす検査値の読み方・考え方[第２版] 総合医学社 成人臨床看護Ⅰ 臨床検査 

10 系統看護学講座 母性看護学［1］ 母性看護学概論 [2016 年改定]   医学書院 母性看護総論Ⅰ・Ⅱ 

11 
系統看護学講座 小児看護学［1］小児看護学概論/小児臨床看護総論[2015 年

改定]動画付 
医学書院 小児総論 

12 系統看護学講座 成人看護学［2］ 呼吸器     [2015 年改定]    医学書院 呼吸器疾患・看護 

13 系統看護学講座 成人看護学［3］ 循環器     [2015 年改定]  医学書院 循環器疾患・看護 

14 系統看護学講座 成人看護学［4］ 血液・造血器 [2015 年改定]  医学書院 血液疾患・看護 

15 系統看護学講座 成人看護学［5］ 消化器      [2015 年改定]   医学書院 消化器疾患・看護 

16 系統看護学講座 成人看護学［6］ 内分泌・代謝  [2015 年改定] 動画付 医学書院 内分泌疾患・看護 

17 系統看護学講座 成人看護学［7］ 脳・神経   [2016 年改定]  医学書院 脳神経疾患・看護 

18 系統看護学講座 成人看護学［8］ 腎・泌尿器    [2015 年改定]   医学書院 腎疾患・看護 

19 系統看護学講座 成人看護学［1］ 成人看護学総論  [第 14 版] 医学書院 成人看護総論Ⅰ 

20 系統看護学講座 基礎看護学［1］ 看護学概論       [2016 年改定] 医学書院 看護学総論Ⅰ・Ⅱ 

21 新訂 目でみるからだのメカニズム  医学書院 全科目 

22 系統看護学講座 老年看護学                       [第 8 版] 医学書院 老年看護総論Ⅰ・Ⅱ 

23 系統看護学講座 老年看護 病態・疾患論            [第 4 版] 医学書院 老年臨床看護 

24 系統看護学講座 臨床外科看護総論                 [第 10 版]  医学書院 
病理学Ⅱｰ 3 外科的治療、成

人臨床看護Ⅳ外科看護 
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3 その他 

  1 学年 2 学年 3 学年 備考 

教科書 100,000 円 13,000 円 15,000 円 概算 

ユ ニ フ ォ ー ム    

シューズ 
38,000 円     

４月中旬             

実習用。現物と引き換えに支払う。 

肝炎抗体検査・予防

接種代 
計 21,500 円     

6月4,000円  7月,8月,2月に各5,500

円 3 月 1,000 円 

補習実習費         

再・追試費 
該当者のみ 該当者のみ 該当者のみ 

やむを得ない事情で定期試験、臨地実

習を欠席した場合等 

パソコン購入代 数万円     1 年時の後期までに各自ご用意。 

クラス費(月 or随

時） 
数千円 数千円 数千円 謝恩会等準備、クラス活動費 

父母の会会費  

（年会費） 
15,000 円（入学時 3年分一括） 

学生の諸活動補助、記念品代、ニュー

ス発行等。 

コピーカード代 800 円     
学内コピー機・プリンターを使う際に

必要 

国家試験関係費用   160,000 円 
国家試験学外講座受講料 模擬試験代 

出願費他． 2年生の年度末に納付． 

Ⅵ 奨学金について 

社会に不可欠な看護職の養成を支え、一人一人の人生を支える各種の奨学金制度を有効に活か

して下さい。申請する際には、学業目的と返済契約は必ず果たすという決意をもって、返済額

や返済期間、利息額等も良く見極めて申請して下さい。（奨学金は申請しても受けられないこ

とがあります。また退学、国家試験不合格の際は短期間で返済が必要となるものもあります。） 

1 日本学生支援機構の奨学金 

メリット 

・金額が選べる   ・額が変更できる  ・長期間の返済が可能 10 年から 15年 

25 系統看護学講座 臨床外科看護各論                 [第 8 版] 医学書院 
病理学Ⅱｰ 3 外科的治療、成

人臨床看護Ⅳ外科看護 

26 系統看護学講座 成人看護学［10］ 運動器          [2016 年度改定] 医学書院 
病理学Ⅱｰ3運動器疾患と治

療 

27 ﾅｰｽのためのくすりの辞典  へるす出版 実習        

28 クリスティーンのやさしい看護英会話 医学書院 外国語ⅠⅡⅢ 

29 系統看護学講座 基礎看護学［2］ 基礎看護技術 I   [2015 年改定]  動画付 医学書院 看護技術 

30 系統看護学講座 基礎看護学［3］ 基礎看護技術Ⅱ  [2017 年改定] 動画付 医学書院 看護技術 

31 ナーシング・グラフィカ看護の統合と実践(2)：医療安全[2016 年改定] メディカ 医療安全 

32 ナーシング・グラフィカ 在宅看護論 地域療養を支えるｹｱ メディカ 地域看護学 

33 看護過程に沿った対症看護 [第 4版] 学研 看護過程・実習 

34 看護に必要なやりなおし数学・物理 照林社 物理学 

35 新体系看護学講座 健康支援と社会保障制度①現代医療論[第 3版] ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ 保健医療論 

36 看護技術プラクティス[第 3版] 学研 看護技術 

37 フィジカルアセスメント ガイドブック[第 2版] 医学書院 ﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄ 

38 看護覚え書[第 7版] 現代社 看護学総論Ⅰ 

39 はじめての看護理論 医学書院 看護学総論Ⅰ・Ⅱ 

 
教科書代合計 95,570 

 
ネーム入れ費用 130 

 
宅配料金 1300 

 
総合計  97,000 
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・保証人なしでも申込可能  ・ 進学後に申請が出来る ・高校 3年次に予約申込可能 

・成績優秀者は無利息が選べる ・定期採用以外に緊急採用がある（家計急変時等） 

・給付型奨学金がある（要件に注意：住民非課税世帯他） 

留意点 

・申請に成績基準あり（第一種：無利息、第二種：有利息）  ・返還免除がない 

・第 2種型は利息負担がある     

2 山梨県の奨学金（山梨県看護職員修学資金） 

・入学後に申請する。 

・看護師の資格取得後すぐに山梨県内に就職する方が対象 

・200 床未満の県内病院、診療所等に 5年間働くことで全額返還免除。 

・200 床以上の県内病院に 5年間働く場合は半額が返還免除。 

・全学年が対象だが申請は年一回（入学直後の４月に申請）・月額３万６千円（2015 年度） 

3 山梨勤労者医療協会の奨学金 （共立病院の奨学金） 

・対 象：山梨勤労者医療協会への入職希望者。全学年が対象で本校以外の学生も貸与可能。 

・貸与額：1 号奨学金月額 4万円（看護師資格取得後 3年間の勤務で返済免除） 

2 号奨学金月額１～４万円（返済免除規定なし。1号奨学金との併給可能） 

・入学後に申請する  

4 その他（卒業後看護師として就職することが貸与の前提） 

県内６０病院中４７の病院で奨学金制度を運営している。就職希望の病院に問い合わせる。 

Ⅷ 就職・進路 

□共立病院関係５割強  □県内病院３割  □県外１割＋進学 1割弱 

・県内：共立病院(甲府、巨摩、石和) 山梨大学医学部附属病院 山梨県立中央病院 

国立甲府病院 社会保険山梨病院 市立甲府病院 山梨厚生病院 加納岩総合病院  

山角病院 飯富病院 山梨赤十字病院 上野原市立病院 他 

・県外：静岡県立癌センター 東京医科大学八王子医療センター 東海大学附属病院 

順天堂大学附属病院 信州大学付属病院 佐久総合病院 他 

・進学：山梨大学医学部看護学科  飯田女史短期大学助産師学科 日本赤十字看護大学学校 

助産師学科 ユマニテク看護学校助産師学科 浜松医科大助産師学科 大分藤華医療 

技術専門学校助産学科 島根県立大学保健師学科  埼玉県立大学  佐久大学 他 


