
 

   

 

 

タイムテーブル 内容 

 10:00～10:30 学校紹介 

 
歴史、教育の理念と目標、目指す学生像 

 
カリキュラムの特長、実習施設 

 10:30～10:55 入試の種類と準備 

  学費、その他の費用、奨学金 

10:55～11:05 休憩 

 11:05～11:20 学校紹介ﾋﾞﾃﾞｵ上映 

 11:20～11:40 施設見学 アンケート記載  

11:40～12:00 個別相談  

 

＊個別相談は説明会終了後に対応いたします． 

＊アンケートに御協力をお願いいたします． 

＊飲み物自動販売機 玄関前駐車場 ２階学生休憩室 

＊敷地内及び敷地周辺は禁煙です。 

＊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 

 

 

2018.7.7 

共立高等看護学院 

2018 年度学校説明会 



 

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．グループ学習、学校行事、学生自治会活動に積極的に参加し、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 

2018 年度入学者入試状況：（実施月：2017 年 10 月・2018 年 1 月・2月） 

試験方法  定員  志願者  受験者  合格者 実質倍率 

推薦入試 １６ 24 24 21 １．1 

社会人入試  若干名 6 6 2 ３.０ 

  一般入試（前期） ２０ 39 38 31 １.２ 

 一般入試（後期） 若干名 7 7 6 1.２ 

Ⅳ 入試問題 ：「入学者選抜要項」2 ページ参照 

1．高校推薦入試：① 国語総合(古典除く) 50 分  ②個別面接  ③書類審査 

2.社会人入試  ：① 国語総合(古典除く) 50 分  ②個別面接  ③書類審査 

3．一般入試  ： ①必須科目：国語総合（古典除く）50分 

②選択科目：1科目 50分  下記より 1科目選択 

（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 

 



 

Ⅴ 入学後の諸費用：「入試要項」3 ページ参照 

1．学校納付金 

 入学金 年間授業料 実験実習費 施設整備費 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 － 440,000 円 

3 学年時 － 390,000 円 100,000 円 － 440,000 円 

2．その他 

  1 年次 2 年次 3 年次 備考 

教科書 11～12 万円 13,000 円 15,000 円 概算．1年次 45 冊程．2，3年次 5冊前後 

ユ ニ フ ォ ー ム    

シューズ 
38,000 円     

4 月中旬．実習用。現物と引き換えで業者に

支払う。 

肝炎予防接種代 25,000 円     6 月～3月末．随時。個人差有り． 

実 習 補 習 費    

再(追)試験費 
数千円 数千円 数千円 該当者のみ 

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 

父母の会年会費 15,000 円 0 円 0 円 
年 5 千円．入学時一括納付．学生の諸活動補

助、行事記念品代等。 

コピー代 コイン式・磁気カード式  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 

Ⅵ 奨学金について 

社会に不可欠な医療の重要な担い手である看護師の育成を支え、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。 

学業目的の達成と返済契約は必ず果たすという決意が大切です。 

申請する際には、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、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  高校時予約申込可．入学後申請も可． 

メリット  ・金額が選べる ・長期返済が可能(10 年から 15 年) ・貸与額変更可能 ・保証

人がいない場合でも借りられる  

・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） 



 

留意点 

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

負担がある  ・給付型は高校生だけが申請可能。  

2 山梨県の奨学金（山梨県看護職員修学資金） 入学直後申請する． 

・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（大学・大学院への進学者を除く） 

・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） 

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。就職を希望する病院に問い合わせる。 

 

Ⅶ 共立高等看護学院の国家試験合格率 

年度  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

合格率 100% 100% 92% 100% 100% 100% 100％ 100% 100% 100% 100% 

受験者  36 32 37 45 36 41 28 40 41 40 42 

合格者  36 32 34 45 36 41 28 40 41 40 42 

 

Ⅷ 就職・進路     ■共立病院関係 5割  ■県内病院 3割  ■県外＋進学 2割 

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 JCHO 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 甲陽病院 富士川病院 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 横須賀市民病院 さいたま協同病

院 川崎協同病院 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・同地域看護学科 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 埼玉県立保健大学他 



Ⅸ 履修科目・単位数・時間数

域看護学編入  佐久大学助産師学科

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

履修科目・単位数・時間数 

助産師学科 専門学校名古屋医専地域看護学科  





 

日常の学生の皆さんの様子

 

 共立高等看護学院ホームページ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メモ 

ここからアクセスできます

 

様子は本校公式フェイスブック、インスタグラムでご

ホームページ 

 

 

 

ここからアクセスできます！ 

インスタグラムでご覧下さい． 


