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カリキュラムカリキュラムカリキュラム キャンパスガイドキャンパスガイドキャンパスガイド 充実した施設・設備で最新の
看護技術をしっかり学びます 年間行事年間行事年間行事 イベント参加を通して主体性を育みます

学生主体の委員会・サークルが充実

法人や地域の施設を活用し医療・福祉の最前線で学びます

式典や学生の研究発表の他、看護職としての豊かな感性を育成するため、講
演会や音楽が楽しめる講堂は、地域の方々にもご利用いただいています。

◆企画運営委員会
◆広報委員会
◆図書委員会
◆美化委員会
◆ HR委員会
◆保健委員会
◆ボランティア委員会
◆感染対策委員会（新設）

❖チアサークル（TOMBOY）
❖バスケットボールサークル
❖アニメ研究サークル
❖韓流サークル（プックンソ）
❖映画サークル
❖バレーボールサークル
❖地域交流サークル（sirius）

講堂（330席）

1学年定員40名。
各室プロジェクター・DVD・スピーカー
完備。無線LANでWi-Fi環境も整備。入学
時に用意して頂くiPadを活用しています。

講義室

学習コーナーを広く設け、情報検索などの
自己学習が可能です。

ライブラリー（図書室）

（4室）

台所、浴室、トイレ等実際の居住と同じ環
境を整備。車いす、歩行器、手すり、布団な
どを使用し、在宅に近い環境で演習が可
能です。

在宅看護実習室
実際の酸素や吸引設備を整え、臨床現場
に近づけることを重視。マジックミラー付
きの観察室や可動式カメラの設置など、あ
らゆる場面を想定した研修が可能です。

看護実習室

調理実習が可能な環境を整備。教職員
が腕をふるい、国家試験の激励会など
も行います。

総合演習室

書籍数（専門書・一般書）：約10,000冊
購読雑誌：約40種類

レストラン

学生寮（徒歩15分）

●星総合病院
●星ヶ丘病院
●三春町立三春病院（指定管理）
●介護老人保健施設オリオン
●養護老人ホーム三春町敬老園（指定管理）
●星総合病院在宅介護支援センター

●星訪問看護ステーション
サテライト星ヶ丘
　サテライトしずか
　サテライト三春
●ほしのこ保育園
●星ヶ丘保育園

●三春町第1保育所（指定管理）
●三春町第2保育所（指定管理）
●保健所・保健福祉事務所
●市町村保健センター
●地域包括支援センター
●その他　学校・企業　等

星総合病院（地域医療支援病院） 星ヶ丘病院 三春町立三春病院（指定管理）　
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星総合病院の院内レストラン「JOYEAT＋KITCHEN
（ジョイイートキッチン）」のランチは、管理栄養士指導の
もと、法人で栽培している野菜をふんだんに使ったヘル
シーなメニューが日替わりで提供されています。お得な
価格で栄養面も考えた食事ができるので人気です。 学生寮は入居したその日から生活できるよう。冷蔵庫・洗濯機・エアコン・電子レン

ジ・インターネット環境等を完備。また、実習期間だけの利用も可能。快適な日常生
活をサポートします。

宿泊研修（1年次）

宿泊研修（3年次）

うねめまつり

４月

全校生交流会　　
（仮装バレーボール大会）

ナーシングセレモニー

保健師・看護師国家試験卒業式

海外研修

レクリエーションやグループワークを通し
て仲間づくりを行います。

郡山市恒例の「うねめまつり」に踊り手として参加。
当学院のオリジナルはっぴを着て創作した踊りを披露します。

国際的な視野で保健・医療・福祉を体験型研修を通し
て文化・生活・健康を学びます。

集団生活、チームビ
ルディングを通して
クラスの団結力を高
めます。

先生方が卒業生を手作り料理でもてなすぽかぽか会や、
卒業生が後輩にメッセージを贈る船出の会など、卒業
式関連行事が充実しています。

国家試験合格に向けてこれまで学習した成果を発揮
します。国家試験激励会で教員からお守り、同窓会
からは応援グッズが送られました。
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中止
中止
アメリカポートランド
カナダ・オーストラリア
オーストラリア
オーストラリア
カンボジア

緩和ケア病棟の患者さんへ
真心をこめてクリスマスカー
ドを送ります。

音楽祭、体育祭、文化祭と盛りだくさんの３日間！
３日目の文化祭は一般公開しています。

４月

10月

８月

３月 ３月

９月

奨学金制度

貸与額（無利子）

公益財団法人星総合病院　奨学金

月額5万円 月額3万円

公益財団法人星総合病院　総務人事部　TEL 024-983-5511（代）お問い合わせ先

ポラリス保健看護学院は授業で学ぶだけで
なく、学校行事も学生が主体
となって行っています。私も一
人の学生として行事やボラン
ティアなど様々な活動を通し
て地域との繋がりを大切にし
ています。充実した学習環境の
もと、思い出を作りながら一緒
に夢を実現しましょう。

９月

Figh
t！

基礎分野
科学的思考の基盤を作り、人間と生活・社会の理解
を深め、看護を考える土壌を作ります。
論理学 / 化学 / 人間工学 /レクリエーションスキル / 集団力
学 / 発達心理学 / 行動心理学 / 人と暮らしの社会学 / 教育
学 / 倫理学 / コミュニケーション / カウンセリング技法 / 英
語 /ふくしまを知る/音楽

専門分野
看護の概念を軸に基本的な看護実践を展開していく
能力を身につけます。また、地域の人々の生活と健康
を多角的に捉え、健康を保持・増進するための支援方
法を学びます。

基礎看護学 / 地域・在宅看護論 / 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 / 公衆衛生看護学
/看護の統合と実践 /実習

専門基礎分野
人体の機能と構造、疾病の成り立ちと回復について
学び、看護につなげていきます。
解剖生理学 / 栄養代謝学 / 病理学 / 臨床微生物 / 疾患がわ
かる /Ⅰ～Ⅶ/ 臨床栄養学 / 臨床薬理学 / 疾患がわかって看
護に活かす / 健康論 / 医療概論 / 保健医療福祉行政の基本
/社会福祉論 /法と倫理 /公衆衛生学 /情報リテラシー /情
報処理 /保健統計学 /疫学など

地域の人々の暮らしに寄り添い、その人らしく生きることを支え、さらには、健康な
地域づくりに深く寄与し、社会に貢献できる人材の育成を目指しています。

令和３年度の北極祭は「繋げよう地域の”WA”」をテーマに全校生による献血
の参加、献血の普及啓発ポスターと動画作成、地域の美化活動（ゴミ拾い）な
ど、地域貢献活動に取り組みました。

カリキュラムの特徴

ポラリスの目指す教育

「わかる人」から
「できる人」になる

1年次：高齢者スポーツ
大会で運営ボランティア
を行いました。

4年間、毎年BLS研修
を受け、救急蘇生の
スキルを磨きます。

4年次：看護の統合と実践の演習
（急変時シミュレーション）

３年次：在宅看護論の演習
（訪問看護シミュレーション）

3年次：学校保健の実
習で、小学生に健康教
育を実施しています。

近隣住民の方に手作りマス
クをプレゼントしました。温
かいメッセージを添えて…

４年次：地域交流館で学生に
よる「きらきらくらぶ」を開催
しました。

地域交流：地域の方 と々一
緒に登山やスキーを行い
交流する機会があります。

４年次：ワクチン接種会場で、誘導、
案内、声かけなどのボランティアを
行い、郡山市における集団接種の仕
組み、多職種連携を学びました。

1年生の基礎実習で
「足浴」を実施しまし
た。「気持ちいいよ」と
言ってくださいました。

演習やグループ
ワークを通して
主体性・対話力を

磨く

ICT教材の活用や
シミュレーション教育で

よりリアルに
学習する

実際に地域の人々と
触れ合いながら、
人との関わり方、
つながり方を
体験して学ぶ

あらゆる場で
看護を

実践していく

学生会会長 ４年生
渡邊 未久


