
長野県須坂看護専門学校
2023年度  学校案内
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一人ひとりの人間がかけがえのない存在であることを理解する
ために、必要な知識と感性を身につけ、相互に信頼関係を築くこ
とができる能力を養う。
自己への深い洞察力と物事への豊かな想像力をもち、倫理的な
判断に基づいて行動することができる能力を養う。
対象を専門的知識、技術をもとに総合的に理解し、看護実践に
活かすことができる能力を養う。
自らを向上させるために主体的に学習を継続する能力を養う。
社会の変化に対応し、長野県等地域社会に寄与する能力を養う。

教育目標

知識・技術の一つひとつを確実に身に付け

看護専門職として総合的な能力を高め、

社会に貢献できる人材を丁寧に育成します。

【県立】長野県須坂看護専門学校は、
県下唯一の
4年制看護専門学校です。

ご挨 拶

人を大切にし、人間力・看護力を身に付けた
誇りある看護専門職を育てます。

　学生一人ひとりに心を配り、自主性・主体性が育める
よう教職員一丸となって、看護師への道を支援します。
　社会に目を向けつつ、相手を幅広く理解し、価値観・主体
性を尊重・擁護し、意思決定を支援できる力を育成します。
　緑豊かな環境の中で、人間性豊かな看護師をめざし、総
合的な力を身に着けられるように、手を取り合って看護
を学び、互いを高めていきましょう。

校 長 ● 松本 清美

　学生一人ひとりの資質を発展させ、自主性、主体性を育む
とともに、社会の中で生活する様々な人間のあり方や価値観
を理解し、共感できる豊かな人間性と幅広い視野を養う。
　これらを基盤として看護専門職としての総合的な能力を
高め、長野県等広く社会に貢献できる人材を育成する。

教育理念

（１）

（２）

（３）

（４）
（５）
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４年制のメリット

　我が国は世界中のどの国でも経験したことのない
速さで、少子高齢社会を迎え、医療技術の急速な進歩
と共に、看護師にも社会や人々の変化に対応できる
専門的知識や技術が求められています。本校では、
4年制カリキュラムを採用することにより、講義や
演習に時間をかけ、基礎的知識と技術をしっかり身
に付けていくことができます。また、看護実践能力の
習得に向け、臨地実習での教育にも重点をおいてい
ます。実習後には、一つひとつの体験を丁寧に振り返
る時間を設け、学習を積み上げていくことができま
す。そして、卒業時には、医療分野で高度な知識と技
能をそなえた証となる高度専門士〔医療専門課程〕の
称号が付与されます。

　本校は、人間総合科学大学〔通信制〕と教育交流校とし
て提携しています。人間総合科学大学は、人間を「こころ」
「からだ」「文化」の側面から総合的に探究することを目
的とし、生命の本質を理解する思考力や、多様な社会で
生きることのできる協調性などを身に付けることができ
ます。希望者は本校での学習と同時に、人間総合科学大
学の通信教育課程も併せて履修することが可能です。こ
れにより卒業時には、４年制大学卒業の学位である学士
〔人間科学〕が取得できます。学士の取得は、将来のキャ
リアアップを有利にするなど、可能性が広がります。

通信制大学との提携による選択併修制

授業や実習の学びを丁寧に積み重ね、
看護の力を身につけます

大学〔通信制〕との併修（選択制）で、
大学卒業・学士の学位が取得できます

❶ 看護師 国家試験の受験資格
❷ 高度専門士（医療専門課程）の称号の付与
❸ 大学院修士課程入学試験の受験資格

❹ 学士（大学併修者のみ）[人間科学]
❺ 保健師養成機関等の受験資格
❻ 助産師養成機関等の受験資格

高度専門士とは
文部科学大臣が認めた4年制専門学校を修了した、より付加価値の高い
知識や技能を持つ人材を適切に評価するために創設された称号です。
長野県では県立の病院はじめ幾つかの病院で大卒と同等の扱いでの
採用となっています。

本学校を卒業時に取得できる資格

本校（須坂看護専門学校）での大学出張スクーリング
授業の様子。
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長野県須坂看護専門学校の方針
【３つのポリシー】

1

2

本校の教育課程に沿って研鑽に努め、卒業要件を満たす所
定の単位を修得し、以下の能力を身につけた者に対して卒
業を認定し、医療専門課程の高度専門士の称号を授与する。

●豊かな人間性と幅広い視野を備え、社会の中で生活
する様々な人のあり方と価値観を理解し、共感する
ことができる。

●看護の対象となる人と生命の尊厳を守り、豊かな
感性と知識をもとに相互に信頼関係を築くことが
できる。

●自己への深い洞察力と物事への豊かな想像力を持
ち、倫理的な判断に基づいて行動することができる。

●対象を専門的知識、技術をもとに総合的に理解し、
科学的根拠のある看護を実践することができる。

●看護の専門性を自主的・主体的に学び、生涯にわた
り向上させていくことができる。

●社会の変化に対応し、地域の保健・医療・福祉・教育
等の関係者と協働し、地域社会に寄与することが
できる。

ディプロマ・ポリシー
（卒業認定・高度専門士の称号授与の方針）

カリキュラム・ポリシー
（教育課程編成・実施の方針）

人
間
学

健康と疾病の理解

基礎看護学

人間理解

母性看護学

小児看護学
成人看護学

精神看護学

老年看護学

総合看護 在宅看護論

看
護
学

　本校における教育課程は、看護教育・人間教育における生涯学習の出発点となる
基礎的能力を培う課程であり、一生涯学び続けるための土台と位置づけている。
　本校のディプロマ・ポリシーに基づき、学生一人ひとりの資質を発展させ、看護職
として必要な豊かな人間性と倫理観を育成し、基盤的知識を獲得できるように教育
課程を「基礎分野」「専門基礎分野」「専門分野Ⅰ」「専門分野Ⅱ」「統合分野」の５分野
で編成している。
　４年間を通じて段階的に修得できるように各学年目標を定め、「自学自習」「人と学
ぶ・人から学ぶ」ことを重視したカリキュラム構成としている。

　講義、演習、実習、体験学習などにグ
ループワークや学年交流できる構成を多
く取り入れ、協調性やプレゼンテーショ
ン力の育成を行う。
　また、実習はプロジェクト学習と丁寧
な振り返りによる自己成長の確認を行う
など、4年間の学習を丁寧に、らせんのよ
うに積み上げる授業構成としている。
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　本校は、豊かな人間性と確かな知識・技術を持ち、社会に貢献
することのできる看護実践者を育成することを目指している。
　カリキュラム・ポリシーに基づいて学修を重ね、修業年限内
に卒業要件を満たし、国家試験に合格するためには入学にあ
たって一定以上の学力を備えていることが必要条件となる。ま
た、ディプロマ・ポリシーに掲げる能力を身につけるために、以
下のような学生を求めている。

　以上を踏まえ、当校の入学者選抜は公募制推薦入学試験、社会人入学試験、一般入学試験の３区分で行い、
調査書及び学力試験においては基礎学力に関する評価を行う。また、人物考査では小論文や複数の面接委員に
よる面接を行い、学力試験と人物考査双方が一定の基準以上であるものに入学を認める。
　学習面においては、入学後の専門科目の学習に備えて理科系科目（生物、化学、物理、数学）及び国語や英語を
十分に学習しておくことが求められる。また、看護においては生活を整える力や観察・気づきの力が求められる
ことから、多くの人と触れ合う機会を持ち、日常生活における経験をできるだけ多くしておくことが望ましい。

●看護師になりたいという明確な意思のある人

●学ぶ意識と自らを成長させようという努力を怠
らない人

●自ら考えることができ、考えたことを簡潔・明瞭
にまとめて表現できる人

●相手の立場を理解し、柔軟にコミュニケーション
できる人

●社会の出来事や人に関心を持ち、情報を集める力
のある人

●協調性があり、場にふさわしい行動がとれる人

専門基礎分野
〈24単位〉

基礎分野
〈17単位〉

専門分野
〈83単位〉

〈合計124単位〉

アドミッション・ポリシー
（入学者受け入れの方針）

「人体の構造と機能」「疾病の成り立ちと回復の促進」「健康支援と社会保障制度」に関
する科目を配置し、健康問題を理解し、観察力・判断力を強化する内容とする。また、健
康や障害の状態に応じて社会資源を活用できるような基礎的能力を養う。

「科学的思考の基盤」「人間と生活・社会の理解」に関する科目を配置し、人間と生活・社
会を幅広く理解できる内容とする。また、自由で主体的な判断と行動を促し、創造力を
高めるとともに、社会性を身につけるための基礎的能力を養う。

「基礎看護学」に関する科目を配置し､看護全般の概念を捉え､各看護学の基盤となる
知識や技術を身につける。

「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」に関する科目を配
置し、各看護学における看護の対象を理解するとともに、健康の増進・疾病の予防・健康
の回復・苦痛の緩和等に関する知識を深め、看護実践能力の向上を図る内容とする。

「在宅看護論」「看護の統合と実践」に関する科目を配置し、地域で生活する対象を理解
するとともに、知識、技術を発展させ、より実践に近い形での看護実践力を身につける。
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地方独立行政法人長野県立病院機構 信州医療センター／こども病院

長野県厚生農業協同組合連合会 北信総合病院／佐久総合病院／南長野医療センター篠ノ井総合病院／長野松代総合病院／
北アルプス医療センターあづみ病院

日本赤十字社　長野県支部 飯山赤十字病院／長野赤十字病院／安曇野赤十字病院

国立大学法人 信州大学医学部附属病院

独立行政法人国立病院機構 東長野病院／まつもと医療センター

地方独立行政法人・公立 長野市民病院／市立大町総合病院／伊那中央病院／飯田市立病院

その他 長野中央病院／新生病院／相澤病院／健和会病院

クラス担任を中心に、

全職員が学生全員の

国家試験合格を支援します。

・飯田女子短期大学（地域看護学専攻）
・北海道教育大学（養護教諭 特別別科）

主な県内就職病院（過去3年実績）

進学先
過去３年実績

就職率

100%

親身な就職指導はもちろん、

学生本人の希望や適性にそった

就職および進学の支援をします。

国家試験 卒業後の進路
（令和3年度実績）

合格率

100%
全国平均 91.3％

体育館

テニスコート

校舎

学生寮

駐車場

1F

2F

3F

●教務室・事務室　 ●講師室
●会議室　●保健室　●学生ホール

●普通教室　 ●更衣室
●演習室　●図書室

●看護実習室
●視聴覚教室　●OA教室

体育館、学生寮（３階、48室）、
テニスコート

施設概要

駐車場

学生寮

校舎体育館

テニスコート

学費等（2022年度入学生）
※実習等に係る交通費・宿泊代等に関し
ては別途必要となりますが、居住地に
より経費が異なるため、記載してあり
ません。なお、授業料については、減
免制度があります。また、人間総合科
学大学を併修する場合、別途費用がか
かります。

※諸費は、実習に関わる被服等、模擬試
験、課外活動費などです。

区　分 入学料 授業料 教科書代 保護者会費 諸　費 合　計
1年 84,600円 234,600円 63,000円 6,000円 67,000円 455,200円
 ２年 ― 234,600円 49,000円 6,000円 40,000円 329,600円
 ３年 ― 234,600円 30,000円 6,000円 30,000円 300,600円
4年 ― 234,600円 19,000円 6,000円 90,000円 349,600円
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わたしは長野県立信州医療センターに就職し、HCU（高度治

療室）に配属され4年目となりました。指導担当の先輩に成長を

認めてもらいながら精一杯頑張っています。HCUには重症で急

変のリスクもある患者様が多く、大切な命を預かっているという

責任の重さを痛感しながら働いています。その原動力は須坂看護

専門学校で過ごした学生時代の思い出です。特に臨地実習では仲

間とともに患者さんの看護について考えたことが印象に残って

います。また、私たちは4年制の1期生でした。4年間の中で実習

や講義での学びを丁寧に振り返りながら、知識を定着させる時間

をとることができたと思います。その時間があったからこそ今の

自分にも活きていると感じています。先生方も熱心に指導してく

ださり一人ひとりの学生に対して親身になってくださいました。

今でも時々、先生方に会いに学校に行き元気をもらっています。

是非この学校で素敵な看護師を目指してください。

4年 Sさん（北信地区N高校 卒）

私がこの学校に入学した理由は、４年制のカリキュラムである

ことにより講義や演習、実習を振り返る時間が多く、学びを深める

ことができること、そして看護師になるための基礎的な知識や技

術を確実に身に着けられることに魅力を感じたからです。

入学して４年目になりますが、日々の講義や演習などにゆっく

りと時間をかけて取り組むことができ、知識を確実に身に着ける

ことができます。そのため、実習では学校で学んだ知識を生かし

て、安全・安楽な看護を患者様へ提供することにつながっていると

実感しています。

また、私が学校生活で感じることは、先生方が学生１人１人に親

身になってサポートしてくださることです。実習では、先生方が学

生の考えや看護を尊重しながら指導してくださるので、学びが深

まるとともに新たな視点や学びも増え、自分自身の自信に繋がっ

ていると実感しています。

日々の勉強や実習で大変なこともありますが、先生方や同じ夢

を持った仲間と支え合いながら、充実した楽しい学校生活を送っ

ています。皆さんも同じ夢を持つ仲間として一緒に、この須坂の地

で看護の道を歩んでみませんか。

先輩からのメッセージ

在学生からのメッセージ

地方独立行政法人　長野県立信州医療センター　HCU勤務

Kさん（平成29年度卒業 4年制1期生）　
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●高速道路を利用
　上信越自動車道・須坂長野東インター
　から（約4.4ｋｍ）車で約15分

●長野電鉄を利用
　長野電鉄「長野駅」→長野電鉄
　「須坂駅」→須坂看護専門学校
　・長野駅から須坂駅まで電車で約25分
　・須坂駅から本校まで（約2.3ｋｍ）
　　車で約8分、徒歩で約30分

本校が位置する北信濃須高（すこう）地域は、
北信五岳（戸隠、飯綱、黒姫、妙高、斑尾の山々）と北アルプスを望み、
蔵の町須坂市、北斎のまち小布施町、松川渓谷沿いの温泉郷高山村からなり、
歴史と文化、四季折々に美しい自然に恵まれています。
隣接する臥竜山と竜ヶ池を中心とする臥竜公園は、
春には桜・アヤメ・フジ・ツツジが咲き乱れ市民の憩いの場所として親しまれています。

入寮対象者は、通学が困難な女子となります。

URL:http://www.pref .nagano. lg. jp/suzakakango/

詳しくは、ホームページをご覧ください。 長野県須坂看護専門学校 検　索

生活環境

位置と環境

長野県須坂看護専門学校
TEL 026-248-8311　FAX 026-251-2355

Email:suzakakango@pref.nagano.lg. jp　

〒382-0028 長野県須坂市臥竜2丁目20番1号

●設備概要／48室（全室個室・和22室・洋26室）
　　　　　　（食堂・洗濯室・トイレ・風呂は共同）
　　　　　　各室にガスストーブ完備

●寄 宿 料／年額70,800円

●管理費等（光熱水費）／実費負担

須坂


