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伝統のある二校を統合した 

新たな学校が開校します

学校長より

副学校長より

SEITO
Yokohama Medical Association 
SEITO nursing vocational school

本校は、横浜市医師会看護専門学校（菊名）
と横浜市医師会保土谷看護専門学校（星
川）の二校を統合し、平成30年4月より校名
も新たに新設校として開校致します。前身の
二校共、46年・32年の長い歴史と伝統があり、
7,100名を越える看護職を医療の第一線に送
り出してきました。
今後も更に時代が求める質の高い看護師の
養成を目的に教育環境、設備の充実を図り
統合移転致します。
看護の基本は「人に寄り添う」事であり、人と
関わるには、常に慈しみの心から生じるおだや

かな顔とやさしい言葉を持って接し、智恵の目
（知目）と知識に基づいた実践（行足）があっ
て初めて看護が完成される事から、本校では
看護学の習得と同時に心の豊かな人間性を
養う事を教育の目標として、教育理念を「和顔
愛語」「知目行足」としています。
急速な超高齢社会を迎え、また医療技術の
進歩の中、看護師の活躍する場や役割は増
大しています。
やりがいのある専門職である看護師の道を目
指す志のある皆様の入学をお待ちしています。

看護師を目指している皆さん「横浜市医師会
聖灯看護専門学校」で一緒に学びませんか。
新しい校舎は、美しく快適な学習環境の整備
がされています。
看護師は、赤ちゃんからお年寄りまでの幅広
い年齢の人 を々対象に健康・不健康を問わず、
健康な人はより健康に、病気の人は一日も早
く快復するように支援する役割を持っていま
す。看護の学習は、実際に自分の目で見て、
自分の手で触れて、考え、判断しながら学習す
るという特徴を持っています。外来講師も臨

床の最先端で医療・看護に従事している専門
性の高い先生方にお願いしています。学校の
先生方も教育熱心で学生個々の学びにしっ
かりと寄り添ってくれています。最新の教材を
使ったわかりやすい授業の工夫もしています。
看護師になるための学習は決して楽ではあり
ませんが、学び終えた先には「看護師免許」と
いう一生ものの「資格」と「友達」という大きな
宝物と充実感が待っています。
皆さんの入学を教職員一同、心からお待ちし
ています。

学校長

鳥山直温

副学校長

佐藤麗子
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教育理念
本校の建学精神は、和やかな笑顔と愛情のこもった優しい言葉で相手の立場に立って接することを意味する「和顔
愛語」と、知識と実践が伴って初めて真実が理解できることを意味する「知目行足」です。この2つの精神を礎に、豊か
な人間性をそなえ地域社会に貢献できる看護師を育成します。

教育目的
教育理念に基づき、豊かな人間性を育み、専門職として必要な知識と技術を修得し、地域で生活する人々に貢献でき
る看護師を育成します。

教育目標
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できる能力を養います。
②人との関わりの中で人間関係を形成する能力を養います。
③看護師としての役割と責任を自覚し、倫理に基づいた看護が実践できる基礎的能力を養います。
④健康状態やその変化に応じて、科学的根拠に基づく安全な看護が計画的に実践できる基礎的能力を養います。
⑤保健・医療・福祉システム及び多職種の役割や連携を理解し、地域と協働して社会資源の活用をマネジメントでき
る基礎的能力を養います。
⑥探究心をもち自ら学び、人として成長し続ける姿勢を養います。

本校の求める学生像（アドミッションポリシー）
本校の教育理念を理解し、 ●看護を学ぶ明確な目的意識を持ち、看護を通して社会に貢献する意欲のある人 
次のことを目指して ●広い視野から物事を考え、主体的に課題の解決に取り組むことができる人 
いける人を求めます。 ●他者を思いやり、誠実に物事に取り組むことができる人 
 ●相手の話を丁寧に聴き、自らの考えを適切に表現できる人 
 ●規律を守り、礼儀を重んじる態度を備えた人 
 ●基礎学力を持ち、心身共に健康を維持できる人

本校の特長
地域で生活する人々に貢献できる看護師の育成を目指し、医療と生活を関連させて考えられるように3つの視点をカリ
キュラムに取り入れています。

各専門領域での学びが生活者の立場に立って看護を理解できるように、「退院支援と調整」の科目を設けています。

3年間で修学する【第一看護学科】と、4年間で働きながら修学する【第二看護学科】があり、看護師として必要な科目を
修めると看護師国家試験の受験資格が得られます。また、保健師・助産師養成機関の受験資格や大学の編入学試験
の受験資格も得られます。

本校の教育

カリキュラム

学科の紹介

基礎分野 専門基礎分野 専門分野Ⅰ 専門分野Ⅱ 統合分野
13単位315時間 22単位525時間 14単位450時間 38単位1320時間 13単位405時間

自己や他者理解をあら
ゆる視点から学び、自
分自身をはじめ人間を
理解し、看護の基盤を
学びます

看護を学ぶ上で基礎
となる人体を系統だて
て理解し、健康、疾病、
障がいに関する観察
力、判断力を身につけ、
看護を取り巻く社会的
な仕組みを学びます

看護学の土台として、
原理原則を身につけ
基本となる知識・技術・
態度を学びます

各領域の対象の特性
を踏まえ科学的根拠を
もち、入院中から退院
後の生活が支援でき
る看護の展開と実践
を学びます

各専門領域の知識、
技術を統合し、「退院
を目指した看護」「病
院と在宅をつなげる看
護」「在宅での看護」
を関連づけて学びます

合計100単位 3015時間

第一看護学科 第二看護学科
3年課程全日制（修業年限3年） 3年課程定時制（修業年限4年）

120人（3クラス） 40人（1クラス）

始業9：20～終業16：40 始業13：30～終業16：40

4時限／日 2時限／日

3SE ITO nurs ing  voca t iona l  schoo l

＊実習期間や行事は全日になります。

病院と在宅をつなげる看護 在宅での看護➡➡ ➡➡退院を目指した看護
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2年

2年

1年

1年

第一看護学科　定員／120人（3クラス）
朝から夕方までの3年課程全日制（修業年限3年）

第二看護学科　定員／40人（1クラス）
午後に授業のある3年課程昼間定時制（修業年限4年）

SEITO

COLUMN
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4年3年



山下 恵子 さん
保土谷看護専門学校 
第一看護学科 
平成27年度卒業

済生会横浜市南部病院勤務

29期生として入学し先生方やクラスメイトに支えてもら
いながら、日々充実した生活を送れていました。実習で
は、患者さんとの関わりで嬉しかったことも看護の難しさ 
も経験しました。そのときの実習指導者が患者さんに 
とってどのような看護が必要なのか一緒に考え、学びを
深めて下さいました。そのことがきっかけとなり、実習病
院である南部病院に就職を決めました。

実際に看護師として働き始め、入院や手術を終えた 
患者さんの看護や退院が多く、忙しい日 を々送っていま
すが、患者さんの笑顔を見るとやりがいを感じられます。 
患者さんに寄り添い、個別性のある看護ができるように
日々努力しています。

看護をしていて、看護師になって良かったと思う事が多
いです。学生生活大変なことも多いと思いますが、一緒
に働ける日を楽しみにしています。

宮本 愛美 さん
看護専門学校（菊名校） 
看護学科

私は社会人を経て看護師を目指したため、入学直後は久
しぶりの学生生活に戸惑いました。しかし本校は様々な
年齢の方がいるので、すぐに慣れることが出来ました。ま
た、価値観の違いが学びに大きく影響し、看護師として
重要な、多角的に見る視点が育まれました。学習面で困
難な時や技術面で不安がある時は親身に指導し助けて
くれる先生方のおかげで１つずつ成長することができま
す。実習においては、実習期間を通してグループメンバ
ーと助け合うことで、苦しい時でも楽しく学ぶことができま
す。何より患者様と接することは、未熟な自分でも役に立
てる事を実感し、成長を感じると共に更なる学びとなって
います。仲間との励み、先生方からのサポート、そして訓え
を胸に、私はどんな辛いことがあっても、自信を持って歩む
よう努めています。そんな素晴らしい出会いのある本校で
看護師を目指せることは、私にとってかけがえのない財産
になっています。これから看護師を目指す皆さん、本校で
学び、あなたの大切なものを見付けてみませんか。

返田 亜友美 さん
保土谷看護専門学校 
第二看護学科 
平成18年度卒業

聖マリアンナ医科大学 
横浜市西部病院勤務

看護師になり11年目を迎えました。学生時代、脳外科
病棟で看護助手を行っていたのをきっかけに脳外科疾
患に興味を持ち、脳外科病棟を希望し配属されました。
患者さまの多くは機能障害があり介助を要することが多
く、思うように身体が動かないことで苛立ってしまう患者
さまも多くいました。患者さまが良くなるためにはどのよう
な看護介入が必要なのか、より専門的にアセスメントが
行え、看護介入、スタッフへの教育が行えるよう認定看
護師を志し、現在脳卒中リハビリテーション看護認定
看護師として活動しています。

学生時代より大切にしている「個別性をふまえた看護」
を、学んできた知識や技術をもとに認定看護師として 
実践し、スタッフへ教育していきたいと考えています。

青木 彩花 さん
保土谷看護専門学校 
第二看護学科

二科の特徴は、授業が午後からのカリキュラムなので、午
前中の時間を学生それぞれが効果的に活用できることで
す。その特徴を生かして現役生や社会人経験者、子育て
中の人など、様 な々背景の人たちが、同じ夢を持った仲間と
してお互いの良さを引き出しあい、支え合いながら一緒に学
んでいます。午前中は自己学習や家事、あるいは仕事へ行
くなど、それぞれが時間を活用しながら学校へ通っています。
私は現在、子育てをしながら看護助手として働き、看護
学校へ通っています。午前中に仕事がない日には、朝ゆ
っくりと子どもを送り出し、家事も済ませてから学校へ行
き、午後の授業に集中することができています。子育て
や仕事をしながらの学生生活は、実習や勉強に追われて
くじけそうになることもありますが、やり遂げた時の達成感
は言葉にできないほど感激的です。悩んだり困った時は、
クラスの仲間と支え合ったり、先生方から適切なサポート
を得て成長につなげています。年齢や生活背景は様々
でも、生活を工夫しながら看護の勉強をすることができる、 
この第二看護学科で夢に向かって一緒に頑張りましょう！

保土谷校・菊名校の卒業生と在校生から 
あなたへのメッセージ
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卒業生より

在校生より

卒業生より

在校生より



本校の特色

横浜市の地域医療に貢献 横浜市医師会が横浜市の財政支援と協力のもとで学校運営を行い、 
市内医療機関に看護師を送りだすことを大きな使命としています。

おもな実習病院 市内の医療機関を中心に、多くの実習病院のご協力により、 
学びやすい実習環境を作っています。
●大口東総合病院●大船中央病院●神奈川県立こども医療センター●神奈川県
立精神医療センター●神奈川病院●上白根病院●菊名記念病院●けいゆう病院
●済生会神奈川県病院●済生会横浜市東部病院●済生会横浜市南部病院●聖
マリアンナ医科大学横浜市西部病院●聖隷横浜病院●総合相模更生病院●日本
医科大学武蔵小杉病院●日向台病院●藤沢病院●横浜相原病院●横浜市立市
民病院●横浜市立大学附属市民総合医療センター●横浜市立大学附属病院●
横浜市立脳卒中・神経脊椎センター●横浜新緑総合病院●横浜総合病院●横浜
保土ケ谷中央病院●横浜南共済病院　ほか（50音順）

パートナーシップによる 学生とのコミュニケーションを大切にして、個々の学力に応じたきめ細やかな指導と低
学習支援 学年からの国家試験対策などを通じて、国家試験を目指す学生の学習をサポートします。

看護師国家資格の取得 学生全員の看護師国家資格取得に向けて、 
教職員、講師、実習施設関係者の力を結集して支援します。

卒業後の就職 横浜市内で看護師として就業することを奨励しています。進学者を除き殆どの方が 
実習病院をはじめ横浜市内の医療機関に就職しています。就職率は100%です。

学納金

●その他入学時に必要な教科書代、白衣等被服代、実習演習教材費などで200,000円程度別途必要になります。
●授業料年額は4回（4月、7月、10月、1月）に分けて納付していただきます。ただし、1年次1期授業料は入学手続き時
に入学金、施設整備費、傷害・損害保険料と共に納付していただきます。

本校独自の修学支援制度
●横浜市医師会聖灯看護専門学校修学資金貸付金（人数制限あり） 
卒業後、直ちに横浜市内の医療機関に看護師として就労するなど、一定の条件を満たす場合は、 
返還を免除します。

●特待生 
成績が特に優れている学生を特待生として、授業料年額の20%を免除します。 
（1年次生は前期試験の成績により後期分授業料を20%免除します。）

他の修学支援制度
●神奈川県看護師等修学資金貸付金（人数制限あり）
●日本学生支援機構奨学金（人数制限あり）＊高校在学中に予約採用手続きすることをお勧めします。
●実習病院の奨学金　等
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項目
1年次 2年次以降

第一看護学科 
全日制（3年）

第二看護学科 
定時制（4年）

第一看護学科 
全日制（3年）

第二看護学科 
定時制（4年）

入学金 200,000円 200,000円 ─ ─
施設整備費 50,000円 50,000円 ─ ─
授業料 360,000円 324,000円 360,000円 324,000円

年間合計 610,000円 574,000円 360,000円 324,000円

受験をお考えの方に

学費について



エントランス
ホール

教員
研究室

教材室1
WC

EV

EV

学生
ラウンジ

面談室
1～4

ホール

ホール
WC

WC
WC

EV

EV

学習室

図書室

WC

演習室
1～5

WC WC学生
ラウンジ

EV

演習室
6～10 ホール301

教室

多目的教室2

多目的教室1
WC

学生
ラウンジ

講堂

ステージ
WC

WC
WC

地下2階

地下1階

1階

2階

3階

教材室2

パソコン
教室

教務室
事務室

印刷室
学校長室

201
教室

202
教室

203
教室

302
教室

303
教室

304
教室

看護実習室3
シミュレーション・ラボ在宅看護

実習室

看護実習室1

看護実習室2
会議室1

会議室2

母性・小児
看護実習室

204
教室

205
教室

206
教室207

教室

305
教室

306
教室

横浜市医師会 聖灯看護専門学校
〒230-0047 神奈川県横浜市鶴見区下野谷町三丁目88番16
http://www.yokohama.kanagawa.med.or.jp/school/seito/

【問合せ先】 横浜市医師会看護専門学校再整備準備室 ☎045‐201‐7387
 横浜市医師会看護専門学校 ☎045‐433‐2305
 横浜市医師会保土谷看護専門学校 ☎045‐333‐6047

ヨコハマの新しい学び舎、平成 3 0年 4月1日開校予定

ACCESS
●JR鶴見駅から鶴見線「鶴見小野」駅下車（3分）、徒歩1分
●JR鶴見駅、京急鶴見駅、京急花月園前駅から 
徒歩約20分（学校敷地内に駐輪場有）
横浜市営バス「鶴見駅前（東口）」バス停から 
15系統「本町通3丁目」バス停下車（6分）、徒歩5分
川崎鶴見臨港バス「鶴見駅東口」バス停から 
「ふれーゆ行」「小野町」バス停下車（6分）、徒歩5分

教室 明るく学べる教室

図書室 豊富な書籍と自己学習ができるスペース

学生ラウンジ 各階にある寛ぎのスペース

看護実習室 シミュレーション・ラボを備えた5つの実習室

完成イメージ図




