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オープンキャンパスや受験情報など

■JR山陰本線 浜田駅より徒歩1分
■高速バスの場合
　広島駅から浜田道高速バスで約1時間50分
■JRの場合
　【山口方面から】
　　新山口－益田－浜田 〈特急〉約2時間10分
　【松江方面から】
　　松江－（山陰本線）－浜田 〈特急〉約１時間40分

詳しいお問い合わせは

☎0855-28-7788

ht tp : //www.hamakan-nh . j p

〒697-8512 島根県浜田市浅井町 777 番地 12
TEL.0855-28-7788　FAX.0855-28-7789

独立行政法人 国立病院機構

浜田医療センター附属看護学校

　ともに生きる幸せを共感しあえる天職がある。それが看護という職業。最先端の医療技術と
「幸せに生きたい」という永遠に変わらない人の気持ちを笑顔で結ぶ仕事。
　人に寄り添い、人の持てる力を引き出すことが看護の仕事。人は心配がなく幸せに生きる
ことが願いです。人が悩み苦しんでいるときに頼りにするのが人の手のぬくもりです。島根県
西部地域の中核をなす浜田医療センターを実践の場に、人と人との間に立ち、笑顔で心を結
ぶ、豊かな人間性あふれる看護師を目指しませんか。
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思いやりを出発点に、
支えたいという気持ちをカタチに。
思いやりを出発点に、
支えたいという気持ちをカタチに。

学校長　石黒　眞吾

「支えたい」という気持ちを育む

　本校は昭和28年の開設以来、浜田の地
から島根県のみならず全国に卒業生を輩
出している伝統ある看護学校です。看護は
病んでいる人、困っている人を様々な場面
で支援しようとする「思いやり」が出発点で
す。そして人として多くの方が抱く「支えた
い」という気持ちを具現化することで職業と
して成り立つのですから、看護師はとても魅
力的な職業です。そのためには医学や看護
学における病気の知識・技術だけでなく、人
と接するための社会性や倫理観を身につけ
る必要があります。人間性豊かな、患者さん
から信頼される看護師となっていただきたい
と思っています。あなたの中に芽生えた「看
護師への道」を実現するため、本校教員は
身を粉にしてサポートします。浜田医療セン
ターの理念である「心のこもった、情のある」
教育を行います。看護の道を志す意欲的な
方の入学をお待ちしています。

　看護師という仕事はいつの時代でも必要とされる仕事
です。どの時代にあっても人は常に健康でありたいと願っ
ています。人々の健康の向上や回復への援助を担うのは
看護職であり、その具体的援助の方法は、時代と共に変
化しても、対象である人間の本質を問い、人としてのあり
方や存在を踏まえた援助は普遍的なものです。そして、患
者と看護師が相互に関わり合い、良い相互関係を築ける

ように意図的に看護師が関わることです。患者にとって良
い結果がもたらされているときは、看護師にも良い結果が
もたらされ、看護師は成長します。患者のために勉強し、患
者と向かい合った分だけ看護師も成長します。ですから
相手の言葉に耳を傾け、自らも的確に表現する力が備
わった人、柔軟な発想力をもって、新たな知識を探求し、問
題を解決する意欲と行動力を備えた人を求めています。
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　生命尊重の理念に基づいて、看護職として人間に対する
洞察力を養い、豊かな人間性をはぐくむ教育を行う

　看護専門職として活動できる基本的能力の形成と専門職
業人としての社会的責任を自覚し、生涯にわたり自己研鑽を
行える能力・態度を育成することを目的とする

１）人間を身体的・精神的・社会的に統合された存在として
幅広く理解する

２）人々の健康を自然・社会・文化的環境とのダイナミック
な相互作用、心身相関等の観点から理解する

３）人々の多様な価値観を認識し、専門職業人として共感的
態度及び倫理に基づいた看護を実践できる基礎的能力
を養う

４）人々の健康上の課題を解決するため、科学的根拠に基
づいた看護を実践できる基礎的能力を養う

５）健康の保持増進、疾病予防とリハビリテーション、ターミ
ナルケア等健康の状態に応じた看護を実践するための基
礎的能力を養う

６）人 が々社会資源を活用できるよう保健・医療・福祉制度を
統合的に理解し、それらを調整する能力を養う

夢が100％の自信に変わるまで
徹底的に現場でサポート。

看護を学び、楽しさを学び
人の温かさを学ぶ。

カリキュラム一覧

統合分野

専門分野Ⅱ

専門分野Ⅰ

専門基礎分野

基礎分野

基礎分野
教育内容

科学的思考の
基盤

人間と
生活社会の
理解

授業科目
倫理学
情報科学、情報科学演習
論理学
英語、英会話
心理学
教育学
社会学
哲学
人間関係論
保健体育

1
2
1
3
1
1
1
1
1
1

30
45
30
90
30
30
30
30
30
30

単位 時間

専門基礎分野
教育内容

人体の機能と
構造

疾病の成り立ち
と回復の促進

健康支援と
社会保障制度

授業科目
人体形態機能学Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
生化学
栄養学
薬理学総論、臨床薬理学
微生物学
病理学
疾病論Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
社会福祉
地域福祉
公衆衛生
関係法規

4
1
1
2
1
1
5
2
1
2
1

120
30
30
45
30
30
150
30
15
30
15

単位 時間

統合分野
教育内容

在宅看護論

看護の統合と
実践

臨地実習

授業科目
在宅看護概論
ケアマネジメント
在宅看護援助論Ⅰ、Ⅱ
看護管理
医療安全
総合医療
総合看護技術
在宅看護論実習
看護の統合と実践実習Ⅰ
看護の統合と実践実習Ⅱ

1
1
2
1
1
1
1
2
1
1

15
15
60
15
30
30
30
90
45
45

単位 時間
専門分野Ⅰ

教育内容

基礎看護学

授業科目
看護学概論
看護基本技術
フィジカルアセスメント

診療に伴う援助技術
症状別援助技術
看護過程の基礎
看護研究、看護研究演習
基礎看護学実習Ⅰ、Ⅱ

1
1
1

1
1
1
2
3

30
30
30

30
30
30
60
135

単位 時間

専門分野Ⅱ
教育内容

臨地実習

授業科目

成人看護学実習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
老年看護学実習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
小児看護学実習Ⅰ、Ⅱ
母性看護学実習
精神看護学実習

成人看護学
老年看護学
小児看護学
母性看護学
精神看護学

6
4
4
4
4
6
4
2
2
2

195
90
90
90
90
270
180
90
90
90

単位 時間 97 3000
単位

合計
時間

生活援助技術、
生活援助技術演習 2 75

学会参加含む

解剖見学含む

臨地実習

　1年次から3年次には講義・実習とも段階的に学びを
深めていきます。

　卒業後は、看護師国家試験の受験資格、3年次大学
編入の資格、保健師・助産師専門学校・短期大学専攻
科の受験資格、大学教育部養護教諭特別別科の受験
資格が取得でき、本課程修了者に専門士（医療専門課
程）の称号が授与されます。

教育理念

教育目的

教育目標 教育主事
髙下  智香子

看護とは対象となる人と向き合い
より良い変化を目指して、はたらきかけること。

　人に関心を寄せ理解し、
専門的な知識と確かな技
術、看護師として必要な態
度を身につける事が重要で
す。本校は、誠実さ、主体性、
探究心を持った人を育てる
教育を目指しています。看護
師は人の命を預かる責任あ
る職業です。本校の教員は
時には厳しく、また愛情を
持って学生個々に対応した
看護教育を行っています。

　本校の魅力は、母体病院である浜田医療センターを
はじめとする近隣の施設で、高度な医療と質の高い看
護の実際に触れる体験ができること、地域の方 と々交
流を持ちながら看護を学べることです。自然豊かな浜田
の人情味あふれる環境の中で、ともに看護を学んでいき
ましょう。

理
念
・
目
的
・
目
標

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
カ
タ
チ

１年次
２年次
３年次

講義（時間） 実習（時間）
講義37単位（1065時間）
講義29単位（ 720時間）
講義 8単位（ 180時間）

実習 1単位（ 45時間）
実習 6単位（270時間）
実習16単位（720時間）
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看護師国家試験100％を目指して 就職率も進学率も100％応援
・ 主な就職先
浜田医療センター／松江医療センター
岡山医療センター／米子医療センター／呉医療センター
東広島医療センター／広島西医療センター
岩国医療センター／九州医療センター
横浜医療センター など

岡山医療センター附属岡山看護助産学校
京都医療センター附属看護助産学校助産科
島根県立大学別科助産学専攻
岡山大学養護教諭特別別科  など

・ 主な進学先

卒業後プロの看護師になってからの
キャリアアップサポート（ACTYナース）

　当校では１年次には看護技術や人体形態機能学の強化
を行い、２年次には基礎学力がどの程度身についているかを
各自が知るために、学年末に模試を行っています。
　３年次には、実習での学びを生かした国家試験対策の学
習を効果的に行い、主体的にクラスで国家試験対策を計画
して実行します。

　当院は卒業生を多数採用し、皆さんの在学中か
ら講師や臨地実習指導者として学習支援をしてい
ます。卒業後は個々のワーク・ライフ・バランスを尊
重し、皆さんが個々の目標に向かってキャリアアップ
できるようACTYナースに基づいて支援していきま
す。認定看護師を目指す方への支援も積極的に
行っています。

国立病院機構
看護職員の能力開発（研修）体系図

改正年月 平成29年1月

ACTYナースとは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　独立行政法人国立病院機構で用いられている看護師キャリアアッププログラムです。

浜田医療センター
  看護部長　坪倉 功子

　入学してすぐは勉強も不安でした
が、それよりも友達ができるかどう
かが不安でした。しかし、この学校
はたくさんの行事があり、学年関係
なく仲良くなれます。特に、弥栄で
の2泊3日の宿泊研修はクラスの仲
間と今まで以上に仲良くなれるきっ
かけとなりました。団結力も強まり、
忙しい学校生活もみんなで助け合
い充実した日々を送っています。さ
らに、この学校は先輩・後輩、先生
方との距離も近く、サポートが充実
しており心強いです。2年生になりよ
り専門的な学習や実習が増えてくる
ので、同じ看護師を目指す仲間と支
え合いながら理想の看護師になれ
るよう頑張っていきます。

64期生（３年生）  小松  礼奈
　私は、51期生として浜田医療セン
ター附属看護学校に入学しました。
看護学校に入学後、楽しいことやつ
らいことなどありましたが、同級生
と励まし合いながらたくさんの思い
出ができました。
　現在は救命救急センターに副看
護師長として所属し、集中ケア認定
看護師として院内・院外看護師の
看護の質の向上を目指して活動して
います。重症患者さんの看護を行う
中で、患者さんが一日も早く急性期
を脱し元の生活に戻れるように、医
師をはじめコメディカルで協力しな
がら実践を行っています。学生の皆
さんと講義や臨床実習で会えるの
を楽しみにしています。

卒業生（51期生）  中田　健
　就職して2年経ちますが、今も学
習の日々です。看護師は常に学習す
ることが求められ、どうしたら患者
さんに良い看護を提供できるか考
えていく必要があります。学生時代
の実習は辛いこともありましたが、
仲間と支え合い乗り切りました。自
分は看護師になるという気持ちを
常に忘れずにいることが大切です。
私は新生児室に就職し、戸惑いま
したが、新生児を看ることができる
のは私だけだという自信に変えて
日々看護を行っています。皆さんも
他の人に負けないところを探し、自
信に変えて、目標とする看護師に
なってください。

卒業生（61期生）  佐々木　渚
　私は社会人入試で本校に入学し
ました。以前は県外で仕事に就いて
いましたが、勉強して資格取得して
いればもっと自分にできることがある
のではないかと考えることがあり、看
護師免許取得にチャレンジすること
を決めました。生まれ故郷の看護学
校である本校が社会人入試を実施
していることを知り、周囲の支援もあ
ることから受験しました。年齢差のあ
る学生と上手くやっていけるのか不
安もありましたが、看護師免許を取
得するという同じ目標を持つ仲間た
ちと共に一緒に頑張ることが出来ま
した。免許取得後は岩国医療セン
ター（山口県）を経て、現在は地元で
ある浜田医療センターに異動して勤
務しています。社会人からまた勉強す
るということはとても勇気のいること
ですが、自分の夢に向かって後悔し
ないためにも頑張ってください。

  卒業生（54期生）  竹田  秀和

在校生の声 先輩の声 先輩の声 社会人入学

Art 技術  
Create 創造する 
Theory 理論・原理

暖かい正確な技術をもち
患者一人一人にあった適切な看護を創造していく
原理・原則、理論的な知識を基に科学的根拠を持った実践
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国立病院機構のネットワークを
活用した充実した実習環境

地域で実習し、地域の皆様と関わり育てられています

■浜田医療センターが実習の場 ■学校と臨床の共同教育

模擬患者演習で地域と触れ合う

ボランティアで地域と触れ合う

学校行事で地域と触れ合う

●先輩看護師といっしょに現場へ●病棟で患者さんに寄り添う

浜田医療センターを実践の場に
人の人生に本気で向き合い
人生の意味を知る。

実習室

主な実習施設

情報科学室

専門書の展示

図書室

　浜田医療センターをはじめとして、
様々な施設において実習を行いま
す。実習を通して、患者様の悲しみや
苦しみ、あるいは喜びなどに寄り添
い、関わり続け自己の思いに向き合
うことのできる人間愛に満ちた看護
師として成長していきます。

　浜田医療センターには、当校を卒
業した多くの先輩看護師が働いてい
ます。そのため、学び合う仲間として
学生の思いを大切にし、多くのアドバ
イスや支援を行っています。また、実
際に患者様への看護を一緒に行う
ことで、看護を語り合い、よりよい看
護を目指しています。

　当校では医師、看護師、その他病院職
員の協力を得ながら、学生指導を行って
います。校内演習「指導者さんに見てもら
おう」など、病院附属看護学校ならではの
学習の機会があり、安心して看護を学べ
る体制が整っています。母体病院である
浜田医療センターでは、診療看護師
（JNP）や数多くの認定看護師も活躍して
おり、実習を通して高度で専門的な知識・
技術に触れることができます。

　隣接する浜田医療センターで主な看護学実習の単位
が修得できます。それ以外の実習も地域の精神科病院
や訪問看護ステーション等で行われますので、身体的・
精神的に安心して学校生活をおくることができます。
　また、国立病院機構のネットワークを活用した充実し
た実習環境で看護実践を学ぶことができます。

　地域での実習は、入院前や退院後にご自宅で療養さ
れ、支援を受けられている患者様への訪問、ケアハウス
やヘルパーの同行、ショートステイ、地域サロンや活動
への参加、幼稚園・保育園での実習など、地域で生活
されている方 と々触れ合う機会を多く取り入れていま
す。患者様や家族の皆様の持てる力を発揮し、自分らし
い生活、やりたいことを引き出し、その目標に向かって支
援を行う実習です。

　1年次に行う模擬患者演習では、シルバー人材センターの高齢者
に患者役を務めてもらい、対象の状況を把握し、思いを尊重した
援助ができることを目指し技術演習を行っています。実施後の意見
交換では、コミュニケーション力など看護師に求められる能力に
ついて直に地域の高齢者の声を聞くことができますので、大きな
学びになります。

　当校ではボランティアの一環として施設や地域で行われている
イベントや行事に、積極的に参加し地域との交流を持っています。

　学校祭では地域の方 に々も協力をいただき、フリーマーケットやイ
ベントの開催を行っています。また県内からも多くの方に参加してい
ただいており、学校行事を行いながらも地域の方と触れ合う機会が
あります。

　実習室は演習と授業を受けるための
十分な広さを確保しています。設備とし
て実際に「吸引」「酸素吸入」「ＰＨＳ型
ナースコール」など病棟とまったく変わり
ない機能を備えているのが特徴です。当
校では通常の演習の他に模擬患者演習
など実践さながらの演習を行うために、
実際の病棟内部の構造を忠実に再現し
ています。

　情報科学室はWi-Fi完備でありイン
ターネット環境が充実しています。また、
プレゼンテーションのための準備もでき
るように関係ソフトもパソコン内にインス
トールされています。

●医師や先輩看護師から
　　　　臨床体験やアドバイスも

　図書室には多くの専門誌
があります。また最新の専門
誌も毎月20冊以上購入して
います。最新の図書管理シ
ステムも導入し、図書の検
索も簡単に行うことができ
ます。

　毎月一回学習進度に合
わせて、参考になる図書を
外部の書店に出張販売をし
てもらっています。他の書店
で購入するより安く購入す
ることができます。

実
習
の
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　母体である浜田医療センターは西部
地域の中核病院として位置しています。毎
日多くの患者様や家族の方々が入院生活
を送っています。浜田医療センターで
ICU、手術室など急性期から慢性期、緩
和ケアなどあらゆる看護を学びます。臨
地実習の場で学生が主体的に患者様、ご
家族の方々、医師、看護師、色々な臨床
の人と共同して看護を実践します。その経
験が学生の看護実践能力を育成します。

● 基礎看護学実習／成人看護学実習

● 老年看護学実習

● 老年看護学実習

ＮＨＯ浜田医療センター

ＮＨＯ浜田医療センター
浜田市シルバー人材センター ケアハウス美川

ＮＨＯ浜田医療センター
みのり保育園／おおぞら保育園／石見幼稚園

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

● 母性看護学実習

● 精神看護学実習

● 在宅看護論実習

ＮＨＯ浜田医療センター

清和会西川病院
島根県立こころの医療センター

浜田訪問看護ステーション／そよかぜの丘訪問看護ステーション
高砂訪問看護ステーション／浜田市地域包括支援センター

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

● 看護の統合と実践実習
ＮＨＯ浜田医療センター
ＮＨＯ松江医療センター

・・・・・・・

医療センタ
ーは看護学

校の

＼すぐ
隣にありま

す！／
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・・・・・・・

● 看護の統合と実践実習
ＮＨＯ浜田医療センター
ＮＨＯ松江医療センター

・・・・・・・

医療センタ
ーは看護学

校の

＼すぐ
隣にありま

す！／



学
生
生
活浜田で友情を育むキャンパ スライフ

同じ目標を持つ多くの仲間と
互いに励ましあい、支え合っていきます。

学生アパートの生活について

奨学金制度
1） 日本学生支援機構
2） 島根県修学資金
3） 浜田医療センター奨学金制度（年６０万）
※1）～ 3）は、入学時にご相談ください。
※3）浜田医療センターで働く意欲のある人を奨学金で応援しています。看護学校でご相談ください。

年間スケジュール

　一同講堂に集まり、お茶会を開催
します。新入生並びに新しく教員と
なった先生を囲んで学生自治会が
歓迎する会を計画運営しています。
新入生の心を響かせるパフォーマン
スが見ものです。

　高校生を対象に、学生スタッフが
皆様を看護学校の世界へご案内し
ます。毎回様々な楽しい企画を準備
してお待ちしています。入学試験のこ
と、学校での生活のこと、看護のこと
など何でも相談してください。

　各学年の親睦を深めるため
に、学生自治会が中心となりス
ポーツ大会を行っています。

　私達は日々実習や講義で看
護を学ばせていただいています。
日々の感謝と尊厳を込めて病院
内や病院外でゴミ拾いや清掃
活動などボランティアを行って
います。

　中国四国県内の国立病院機構
附属の看護学生が一同に集まり、
学校紹介や就職説明会などを受
け、学生同士で親睦を深めあってい
ます。

　夏は小学校や中学校の生徒も
交えてオープンスクールを行ってい
ます。

　3学年が一致団結し、日ごろお世
話になった方々に感謝の意を込め
て、楽しく、人との交流や絆をテーマ
に学校祭を行っています。浜田駅北
医療フェスタと共同し、地域を盛り
上げる役割を担っています。

　３年次にこれまで積み上げてき
た自己の看護を振り返り、研究とし
てまとめ、自己の看護観を明確にし
ます。

　ナーシングセレモニーは、会場を暗くした中でナイチンゲール像から、
ローソクにともしびを受け取り、そのほのかな光の下で誓詞を宣誓するとい
う、以前の戴帽式の流れを受けている形で、心改まるものです。患者にとっ
ては、暗闇は「不安な心」を表し、一筋のろうそくの光は、「希望の灯」であ
り、看護師にとっては「看護の心」を表し、１年生は、将来に向け、看護の心
を新たにいたします。１年生が宣誓式で決意を表す事は、上級生にもいろ
いろなことを考えさせる良い機会になります。上級生は改めて、誓いを実行し
ているか、問い直し、改めて自己の将来像を描きなおします。保護者の皆様
方をはじめ、お集まりいただいた一同看護の奥深さを実感します。

　僕は学生アパートで生活しています。学校からは自転車で片道10分程度
です。途中には買い物ができる場所もありますので、食料品・日用品の買い物
には困りません。最初は友達ができるか不安でしたが、同じアパートには同級
生や先輩方がいますので、早い段階でその不安は吹き飛びました。特に先輩
方には、スムーズに学校生活を送
る方法を聞いたり、困ったことが
あるとすぐに相談したりできます
ので大きな支えになっています。
　みなさんも学業だけでなく、プ
ライベートも充実させ、私たちとと
もに看護師を目指し頑張ってみ
ませんか？

　新しい地で学び、医療の未来を育む皆さんを、学校・病院だけでなく、地域の方 も々応援しています。 そして、その地域の方々
も、日々、学生から元気をもらっています。 学生の笑顔と地域の笑顔を繋げた大きなチカラで、未来の幸せを育みましょう！

JR浜田鉄道部
部 長  永嶺  比呂志　

公益社団法人シルバー人材センター
理事長  小谷　典弘　

浜田ビルメンテナンス株式会社
島内  直美　

株式会社e-Front 島根支社
髙橋  翔太　

地域も学生の未来を応援します！

●新入生歓迎会 ●オープンスクール ●スポーツ大会 ●ナイチンゲール生誕祭 ●学生フォーラム

●オープンスクール

●学校祭

●看護研究発表会

　在校生がこれまでお世話になっ
た卒業生に向けて、感謝の意を込め
て会を催します。

●予餞会

●ナーシングセレモニー

65期生  長廻  瑞樹
4 ● 入学式

● 新入生歓迎会
● オープンスクール

● 終業式

● オープンスクール

● 始業式
● 学会参加

● 始業式

● 卒業式
● 予餞会

● 看護師
　 国家試験

● 終業式

● ナーシングセレモニー
● 看護研究発表会
● 学校祭

5 6
7 8

9 10
11 12

1 2
3

4月 4月 5月 5月 5月

8月

10月

10月

3月

　医療・看護の発展のためにどのよ
うな取り組みがなされているのか、学
会に参加して社会に貢献する看護
師としての役割を学びます。

●学会参加

9月

● スポーツ大会
● ナイチンゲール
　 生誕祭
● 学生フォーラム

10月

VOICE

出身校／島根県立松江北高等学校

アパートの近くにはショッピ
ングモールなどもあって、と
ても便利！友達と一緒に暮
らせるのも安心ですね。

64期生  前森  陽二郎
出身校／島根県立矢上高等学校

　看護学校の生徒の皆様には、浜田
駅をご利用頂きありがとうございま
す。通学時、駅社員へ「おはようござい
ます」等の挨拶を交わして頂くことで
元気を頂戴しています。浜田市は「自
然豊かな風景・海の幸・伝統文化・
温泉」に恵まれた環境です。浜田で医
療・看護を学び頑張る皆さんを浜田
鉄道部は応援しています。

　シルバー人材センターは、看護師を
目指し頑張る皆さんを応援しています。
私たち高齢者は、「働くことを生きがい
に」と、自助・共助・協働の精神のもと、
地域に貢献できることを喜びとして頑
張っています。超高齢社会となり、看護
（介護）を求めるニーズは増大していま
す。当センターを実習の場としてご利用
いただき、素晴らしい看護師として成
長されることの一助となれば幸いです。
共に幸せを願って！！

　浜田市外から通学される看護学生
の学生アパート、ハイ・ステージ港町
（48戸）を管理しています。アパートと
事務所が隣接しているので親元を離
れ、初めての一人暮らしが安心して送
れるよう学校とも連携し、サポートし
ています。社会人へ向けての第一歩と
なる一人暮らしが充実し、楽しい学生
生活が送れる事を願い応援していま
す。

　e-Front 島根支社は、旅行業のシス
テム開発を行いながら、教育事業にも
携わっています。そのなかで、看護学
校のみなさんとは外部講師として関
わっています。授業を通して、みなさん
がコンピュータやソフトウェアと仲良
くなるお手伝いができればと思ってい
ます。一緒に学んでいきましょう。みな
さんの活躍を応援しています。
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校のみなさんとは外部講師として関
わっています。授業を通して、みなさん
がコンピュータやソフトウェアと仲良
くなるお手伝いができればと思ってい
ます。一緒に学んでいきましょう。みな
さんの活躍を応援しています。
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学校案内
2019

JR山陰
本線

オープンキャンパスや受験情報など

■JR山陰本線 浜田駅より徒歩1分
■高速バスの場合
　広島駅から浜田道高速バスで約1時間50分
■JRの場合
　【山口方面から】
　　新山口－益田－浜田 〈特急〉約2時間10分
　【松江方面から】
　　松江－（山陰本線）－浜田 〈特急〉約１時間40分

詳しいお問い合わせは

☎0855-28-7788

ht tp : //www.hamakan-nh . j p

〒697-8512 島根県浜田市浅井町 777 番地 12
TEL.0855-28-7788　FAX.0855-28-7789

独立行政法人 国立病院機構

浜田医療センター附属看護学校

　ともに生きる幸せを共感しあえる天職がある。それが看護という職業。最先端の医療技術と
「幸せに生きたい」という永遠に変わらない人の気持ちを笑顔で結ぶ仕事。
　人に寄り添い、人の持てる力を引き出すことが看護の仕事。人は心配がなく幸せに生きる
ことが願いです。人が悩み苦しんでいるときに頼りにするのが人の手のぬくもりです。島根県
西部地域の中核をなす浜田医療センターを実践の場に、人と人との間に立ち、笑顔で心を結
ぶ、豊かな人間性あふれる看護師を目指しませんか。


