
令和3年度版  

ご返済不要の奨学金制度をご用意しております 

奨学金のご案内 

皆さんの看護師になる夢を応援します 

http://mihara-ibbv.jp/hp/


１.当院の紹介 

法人名 公益財団法人  脳血管研究所  附属美原記念病院 

開   設 昭和39年8月 

職 員 数 

病院職員(常勤)：377名（うち 看護師：男性 21名、女性 128名、  准看護師：女性 4名） 
           【専門看護師】 老人看護 １名 
           【認定看護師】  皮膚・排泄ケア  1名、   感染管理  1名、   認知症看護 ４名 
                     脳卒中リハビリテーション看護 ２名、   摂食・嚥下障害看護 １名 

病 床 数 
189床：脳卒中ケアユニット ９床、 急性期 36床、 回復期リハビリ 83床、 障害者 45床 
      地域包括ケア 16床 

平   均 
患 者 数 

外来 135人/日  入院 179人/日 

診 療 科 
脳神経内科、脳神経外科、循環器内科、リハビリテーション科、整形外科、内科、外科、放射線科
精神神経科 

関連施設 
介護老人保健施設アルボース 訪問看護ステーショングラーチア ケアプランセンターみはら 
居宅介護支援事業所みはら 地域包括支援センター北・三郷 美原診療所 
特別養護老人ホームアミーキ 

救急指定 二次救急 

勤務体制 休日 月10日程度(シフト制) 育児短時間勤務、育児時間付与 

看護体制 2交替制(日勤8:30～17:30 夜勤16:45～翌8:45) 

看護方式 固定チームナーシング(全病棟共通) プライマリナーシング(回復期リハビリ・障害者・地域包括ケア)  

教   育 
プリセプター制度(入職1年間 先輩職員がマンツーマンでサポート) 
看護協会費全額補助 学会・研修参加費補助 

資格取得
支   援 

専門看護師・認定看護師 
特定行為研修修了看護師育成支援あり（現在修了者 ８名） 

ユニフォーム 白衣のデザインは自由、 購入補助・白衣クリーニング制度あり 

休   暇 
年次有給休暇（時間単位年休含）、慶弔休暇、裁判員休暇 
育児休業、子の看護休暇、介護休暇 

給   与 
賞   与 

初任給 大卒：220,200円、短大・専門卒：217,800円（何れも基本給＋職務手当） 
賞与 夏・冬 年2回の実績あり 

手   当 
職務手当、休日勤務手当、割増賃金時間外勤務手当、家族手当、通勤手当、住宅手当 
当直手当、特殊勤務手当、待機手当、深夜勤務手当 

社会保険 健康保険、雇用保険、労災保険、厚生年金保険 

企業年金 確定拠出年金、確定給付年金 

健康診断 夏・冬 年2回  

福利厚生 
職員寮、 保育所完備、 部活動費補助(1万円/年)、 各種慶弔金 
医療費還付制度、職員食(280円/食、夜勤時：夕食・朝食無料) 

令和3年1月現在 
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2．奨学金制度について 

返済不要 

返済あり(無利子) 

返済あり(有利子) 

8.4% 

65.5% 

文部科学省「 (独)日本学生支援機構奨学金貸与事業の概要(平成24年6月)」を基に作成 

当院の奨学金制度はこのタイプ 

26.1% 

返済不要の奨学金制度はわずか8.4% 
あなたもこの8.4%の方になりませんか 

   
国内の9割以上の奨学生が、「貸与型」の制度を利用し、 

卒業後一定期間をかけて返済しています。 
 

一方で、返済不要の「給付型」は、全体のわずか8.4％です。 
 

当院がご用意している奨学金は、この返済不要＊の給付型の制度です。 
 

就学期間である３年間で総額1,800,000円を支援しますので、 
安心して学業に専念することができます。 

 
  

           ＊ 当院ご入職後のご勤務年数に応じて、ご支援した金額を返済されたとみなして（給与からの 
             控除などは一切ありません）、実質的にご負担「ゼロ」を実現しています。 
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3．奨学金の募集要項 

みなし返済期間（3～5年） 支給期間 4年 

みなし返済期間（3～5年） 支給期間 3年 

応募資格 当院の指定する看護学校等の入学合格者、推薦のある方または在校中の学生 

お申込期間 
伊勢崎敬愛看護学院 :令和３年３月27日(土)～令和３年４月９日(金) 
東群馬看護専門学校：令和３年７月頃（別途ご案内） 
この2校以外の学校等または在校中の学生：随時 

人   数 若干名 

金   額 
年額60万円（月額5万円相当） 
3年制：180万円まで   4年制：240万円まで 

期   間 3年制：最長36か月  4年制：最長48か月（在校期間中） 

連帯保証人 

原則として、配偶者または1親等の親族の方2名以上 
また以下、全ての項目を満たしている方に限ります。 
  ・一定のご職業に就き、安定した収入を得ている方 
  ・他の応募者・利用者の連帯保証人ではない方 
  ・国内に居住されている方 
  ・応募資格者の連絡先を把握されている方 

選   考 書類選考、面接及び小論文 

ご 返 済 

実際のご返済は不要です。 
 
 ご卒業後、当院の看護師として入職され、在職期間に応じて奨学金をご返済いた
だいたとみなします。 
 奨学金の返済期間は、お申し込み時に３～5年以内で選択できます。 
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4．お申込方法と選考について 

結果 選考 お申込み 

 以下の書類を当院までご郵送ください。 
 学生の方と社会人の方とでご提出いただく書類が異なりますので、ご注意ください。 
 

   
 書類、面接及び小論文による選考を行います。 
 
① 当院で書類選考を行います。 
  
② 書類選考の合否をお知らせします。 
   書類選考を通過された方へは、面接の日時も併せてご案内します。    
 
③ 指定された日時に、連帯保証人の方とご一緒にご来院ください。 
 
④ 一次面接の合否をお知らせします。 
   一次面接を通過された方へは、最終選考(小論文・二次面接)の日時も併せてご案内します。 
 
⑤ 指定された日時に、お一人でご来院ください。 
   
   

    ※お申込書類は選考結果に関わらずご返却はいたしません。      

書類選考 

一次面接 

小論文・二次面接 

結果 選考 お申込み 

必要書類 学生 社会人 詳     細 

□奨学金申込書 〇 〇 

当院HPよりダウンロードしてください。 
お申込後はメールにてお知らせしますので、 
Emailアドレスを必ずご記入ください。 
@mihara-ibbv からの受信を許可 にしてください。 
        
  http://mihara-ibbv.jp/hp/ 
              詳細はこちら→ 

□履歴書 〇 〇 写真付き 

□職務経歴書 〇   

□成績証明書 〇 原本１通 

□卒業見込証明書 〇 原本１通 

□学校長の推薦状 〇 学校長の特記事項も必要です。 
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①二次面接後、1週間以内に最終選考結果のご連絡を差し上げます。 
  
②入学月分より支給します。 
  ただし、看護学校等に在校中の学生は異なります。 
 

5．結果 ・ お問合せ先 

結果 選考 お申込み 

給付期間中について 

当院 皆さん 

参考となる情報をお届けします。 

 当院HP上にてお知らせ致します。 

 学年末の成績証明書をご提出ください。 

■成績証明書のご提出（年１回） 

■当院 近況のご案内   

■お悩み相談サポートの機会のご提供 

お問合せ先 

Emailにて、お気軽にお問合せください。 
 
 
 
美原記念病院 看護部 
mmh-nurse@mihara-ibbv.jp  
 
 
 
           
 

病院ご見学や看護師業務について 

 
 
美原記念病院 人事・総務部 
mmh-soumu@mihara-ibbv.jp  
 

奨学金制度について 

http://mihara-ibbv.jp/hp/


Q．美原記念病院を選んだ理由は何ですか？ 

A．1番は卒業後、美原記念病院で働くことが約束されて、奨学金の返済も不要なことです。 

Q．奨学金制度を利用した一番のメリットは何でしたか？ 

A．学費に対する不安が全くなくなり、勉強に集中することができました。 

Q．在学中に経験したことで、良かったことは何ですか？ 

A．私は将来勤務する病院での看護を知りたいと思い、看護学校1年生のときから美原記念 
   病院にアルバイトに来ていました。 
   
   授業が終わってからの2時間程度のアルバイトでしたが、患者さんとコミュニケーションをとったり、 
     看護師さん達と一緒に食事介助などを行ったり、いろいろな経験をすることができました。 

Q 美原記念病院に入職後、魅力を感じたところはどんなところですか？ 

Ａ．教育制度がとても充実しているところです。 
   学会発表や資格取得には、勤務時間の配慮やアドバイスももらえます。また費用のサポートも  
   あるので、迷わずチャレンジすることもできます。 
 
   仕事と育児の両立もでき、女性や子育て世代にも配慮されている環境だと思います。 
   例えば、子育てが忙しい時期には夜勤免除なども配慮してくれます。そのため、産休や育休の 
   復職率も100％なんだと思います。 

Q．最後に看護師を目指す皆さんへ一言ありますか？ 

A． 授業のこと、看護師資格試験のことなど、分からないことや不安なことは何でも相談に 
   乗ります。また、卒業後、皆さんと一緒に働くことができるのを楽しみにしています。 

勤務２年目 急性期病棟 Y.Kさん 

当院の奨学金制度を利用した先輩看護師の声です。 

7．先輩看護師の声 

http://mihara-ibbv.jp/hp/


8．ワンポイントアドバイス 

メールの書き方（例： 奨学金説明会への参加申込みの場合） 

   

①宛先：アドレスは間違えないように入力しましょう。 
 
 
②CC：送信時にご自分のアドレスをCCに入れると、そのメールが 
      実際に送信できたかを確認することができます。 
 
 
③件名：分かりやすく簡潔に入力しましょう。 
 
 
④宛名：相手の名前を間違えないように、フルネームで入力しましょう。 
 
 
⑤目的・要件：簡潔に入力しましょう。 
 
 
 
⑥締めくくりの挨拶： 「当日は、よろしくお願い申し上げます。」 
             「お手数をおかけしますが、よろしくお願い致します。」 
             などで締めくくります。 
 
⑦署名（差出人名）：最後にご自分の学校名・お名前（フルネーム） 
               アド レス、電話番号等を入力しましょう。 

履歴書や小論文の書き方 

 書類選考時の履歴書や、小論文試験の際、採用担当者や面接者はどこに注目しているでしょう。 
 最近では、パソコンで作成することも多くなりました。入力漏れや変換ミス、字体を明朝やゴシック体に統一する、 
 文字の大きさを揃えるなどに注意しましょう。 
  
 では、手書きの場合はどうでしょう。丁寧に書くことはもちろんですが、罫線をまたいだり、枠からはみ出して記入して 
 いないかもしっかり確認しましょう。ちょっとしたコツで、印象は随分と変わるものです。 
 
 小論文の場合は、決められた範囲や時間内に、自分の言いたいことを整理して相手に伝える他、上記の書き方 
 にも注意して、まとめることを心がけてみましょう。 

面接の受け方 

 面接は「質問されたことに、はっきり答えなくては！」と思ってはいないでしょうか。もちろん、大きな声で自信をもって 
 答えることも必要です。でも、それだけではありませんよ。 
  
 事前に調べて分からないことや、不明な点など確認したいことがあれば、面接者に率直に聞いてみるのも良いと思い 
 ます。それが、面接者に「積極性がある」「当院に興味を抱いてくれている」など、良い印象を与えるかもしれません。 

① 

② 

④ 

⑤ 

⑦ 

⑥ 

③ 
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