東京都立青梅看護専門学校

■一日体験入学〈要ウェブ予約〉
5月15日（日）
午前10時から午後0時30分まで
■学校説明会〈要ウェブ予約〉
6月19日（日）／7月3日（日）
7月16日（土）
いずれも午後1時30分から午後4時まで
8月5日（金）／8月25日（木）
いずれも午後2時から午後4時30分まで
■学校祭〈公開講座は要ウェブ予約〉
10月29日（土）公開講座開催予定
■ミニ説明会〈要ウェブ予約〉
10月5日（水）／11月4日（金）
11月22日（火）／12月8日（木）
いずれも午後3時から午後4時まで

※上記日程で参加できない方は学校宛てに電話でご相談ください（平日午前9
時から午後5時まで）。

設 立/昭和55年4月
学生数/学年定員80名（総定員240名）
〒198-0014
東京都青梅市大門三丁目14番地の1
TEL. 0428-31-9051 FAX. 0428-32-0903
アクセス
■アクセス
・JR青梅線 河辺駅 徒歩25分
・西東京バス 小作駅東口行き 看護学校入口下車 徒歩3分

東京都立北多摩看護専門学校

東京都立板橋看護専門学校

■一日体験入学〈要ウェブ予約〉
5月28日（土）
午後1時30分から午後4時まで
■学校説明会〈要ウェブ予約〉
6月5日（日）／7月3日（日）
8月6日（土）／8月18日（木）
11月20日（日）
午前10時から午後0時30分まで
10月29日（土）
午後1時30分から午後3時まで
学校祭時に開催
■学校祭〈公開講座は要ウェブ予約〉
10月29日(土）公開講座開催予定
■ミニ見学会〈要ウェブ予約〉
9月21日（水）／12月7日（水）
いずれも午後3時30分から午後4時30分まで

■一日体験入学〈要ウェブ予約〉
5月21日（土）
午後2時30分から午後4時30分まで
■学校説明会〈要ウェブ予約〉
7月24日（日）
午前10時から正午まで ※高校生対象
午後1時30分から午後3時30分まで ※高校生以外
8月27日（土）／11月13日（日）
いずれも午後1時30分から午後3時30分まで
■学校祭
10月8日（土）公開講座・ミニ説明会開催予定
■ミニ説明会〈要ウェブ予約〉
9月7日（水）／12月14日（水）
いずれも午後3時から午後4時まで

設 立／昭和46年4月
学生数／学年定員80名（総定員240名）
〒173-0015
東京都板橋区栄町34番1号
TEL. 03-5943-7040 FAX. 03-5248-5481
■アクセス
・東武東上線 大山駅 徒歩5分
・都営地下鉄三田線 板橋区役所前駅 徒歩10分

（開始15分前より受付開始）

設 立/昭和53年4月
学生数/学年定員120名（総定員360名）
〒207-0022
東京都東大和市桜が丘三丁目44番地の10
TEL.042-567-0331 FAX.042-567-0336
アクセス
■アクセス
・西武拝島線・多摩モノレール線 玉川上水駅 徒歩4分

アクセス

東京都立広尾看護専門学校

■一日体験入学〈要ウェブ予約〉
5月22日（日）
  午前10時から午後0時30分まで
■学校説明会〈要ウェブ予約〉
7月17日（日）／7月30日（土）
8月20日（土）／11月26日（土）
いずれも午前10時から正午まで
■学校祭
10月29日（土）
■ミニ説明会〈要電話予約〉
6月2日（木）／9月8日（木）
10月6日（木）／11月10日（木）
12月8日（木）
いずれも午後3時から午後4時まで

設 立／昭和24年4月
学生数／学年定員80名（総定員240名）
〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿二丁目34番10号
TEL. 03-3443-0642 FAX. 03-3440-9543
アクセス
■アクセス
・地下鉄日比谷線 広尾駅 徒歩7分
・JR渋谷駅 都バス06赤羽橋・新橋行き 広尾病院前下車 徒歩
2分
・JR恵比寿駅 徒歩12分

東京都立荏原看護専門学校

奥多摩町

■一日体験入学〈要ウェブ予約〉
5月15日(日）
午前10時から午後0時30分まで

青梅市
瑞穂町

檜原村

武蔵村山市
福生市

あきる野市

東村

■一日体験入学〈要ウェブ予約〉
5月14日（土）
午前10時
■学校説明会〈要ウェブ予約〉
6月25日（土）
  午前10時から正午まで
8月5日（金）
  午前10時から正午まで／午後2時から午後4時まで
8月27日（土）
  午前10時から正午まで
11月19日（土）
学校祭と同時開催
■学校祭
11月19日（土）

※上記日程で参加できない方は学校宛てに電話でご相談ください（平日午前9時から
午後5時まで）
。

（開始30分前より受付開始）

設 立/昭和49年4月
学生数/学年定員80名（総定員240名）
〒183-0042
東京都府中市武蔵台二丁目27番地の1
TEL. 042-324-6411 FAX. 042-326-3970
■アクセス
・JR中央線・武蔵野線 西国分寺駅 徒歩10分

17 東京都立看護専門学校

アクセス

設 立/平成7年4月
学生数/学年定員80名（総定員240名）
〒206-0042
東京都多摩市山王下一丁目18番地1
TEL. 042-389-6601 FAX.042-389-6603
アクセス
■アクセス
・京王相模原線・小田急多摩線・多摩モノレール線 多摩センター駅
徒歩15分
・京王バス 松が谷高校循環 南多摩看護専門学校下車すぐ

小金井市

杉並区

三鷹市

稲城市

文京区

千代田区

渋谷区

台東区

中央区

東京都立南多摩看護専門学校

■一日体験入学
5月29日（日）
１回目 午前10時から正午まで
■学校説明会〈要ウェブ予約〉
7月31日（日）／8月27日（土）
両日とも
１回目 午前9時30分から
午前11時30分まで
２回目 午後1時30分から
午後3時30分まで
10月29日（土）学校祭開催日
■学校祭〈公開講座は要電話予約〉
10月29日
(土）公開講座開催予定
■ミニ説明会〈要電話予約〉
11月10日（木）／11月24日（木）
12月8日（木）／12月22日（木）
いずれも午後3時30分から午後4時30分まで

中野区

葛飾区

荒川区

豊島区

武蔵野市

狛江市

東京都立府中看護専門学校

練馬区

西東京市

調布市

多摩市

■学校説明会〈要ウェブ予約〉
6月26日（日）／7月10日（日）／8月5日
（金）
8月27日（土）／10月29日（土）
いずれも午前10時から正午まで

北区

府中市

日野市

（開始30分前より受付開始）

足立区

江東区

港区
世田谷区

（開始30分前より受付開始）

墨田区
江戸川区

国分寺市

板橋区

東久留米市

小平市

立川市
国立市

八王子市

山市

新宿区

昭島市

東大和市

日の出町

清瀬市

羽村市

目黒区
品川区

町田市

大田区

■学校祭
10月29日(土）公開講座開催予定
■ミニ説明会〈要電話予約〉
7月14日（木）／9月15日（木）／10月13日
（木）
11月10日（木）／12月15日（木）
いずれも午後3時から午後4時まで
設 立／昭和46年4月
学生数／学年定員80名（総定員240名）
〒145-0065
東京都大田区東雪谷四丁目5番28号
TEL. 03-3727-2961 FAX. 03-3727-5105
■アクセス
・東急池上線洗足池駅 徒歩10分

アクセス

東京都立看護専門学校

所在地・学校説明会日程

東京都福祉保健局医療政策部医療人材課
〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
TEL. 03-5320-4442 FAX. 03-5388-1436

※学生募集、その他東京都立看護専門学校についてのお問合せは、
入学を希望する学校又は東京都福祉保健局医療政策部医療人材課へ
※日程は令和４年３月末時点のものであり、日時や実施方法が変更と
なる可能性があります。
詳細は各学校のホームページをご覧ください。

東京都立看護専門学校
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