
学校法人日本赤十字学園 法人本部事務局
〒105-0012 東京都港区芝大門1-1-3 日本赤十字社ビル西館6階
TEL：03-5472-2836  FAX：03-5472-2837  https://www.jrc.ac.jp/

学生の学修環境の整備、修学支援の拡充のため、皆様
からのご支援をお願いしています。
当学園が設置する大学・短期大学へのご寄付は、特定
公益増進法人に対する寄付金として、税制上の優遇措置
が受けられます。
●個人の場合……寄付金控除として税額控除もしくは所
得税控除のどちらか有利な方を選択し、所得税の控除
を受けられます。
●法人の場合……一般寄付金の損金算入限度額と別枠
で、これと同額まで損金として算入できます。
詳しくは法人本部事務局または各赤十字看護大学・短
期大学までお問い合わせください。

日本赤十字社は120余年にわたる看護師養成事業の歴史があります
が、医学・医療の高度化に応えられる質の高い看護職を育成するため、
高等教育部門として学校法人日本赤十字学園を設立し、今日では、各地の
6看護大学と6大学院、1短期大学において、赤十字の特色を生かしなが
ら、毎年多くの優れた看護・介護の人材を社会に
送り出しています。
保健・医療・福祉の施設のみならず災害や国際

救援の現場では、苦痛に喘ぎ、不安に慄いている
人たちが大勢います。今後も本学園の看護大学・
短期大学では、高度で専門的な知識や技術に
加えて、そうした人たちと痛みを分かち合え、
ともに支え合って看護・介護ができる、心の豊か
さを持った人材を育成し続けたいと思っています。

赤十字学園 検 索

学校法人日本赤十字学園
理事長 大塚 義治

日本赤十字北海道看護大学 〒090-0011
 北海道北見市曙町664-1
 TEL.0157-66-3311
日本赤十字秋田看護大学・ 〒010-1493
日本赤十字秋田短期大学 秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢17-3
 TEL.018-829-4000
日本赤十字看護大学
　広尾キャンパス 〒150-0012
 東京都渋谷区広尾4-1-3
 TEL：03-3409-0875
　大宮キャンパス 〒338-0001
 埼玉県さいたま市中央区上落合8-7-19
 TEL：048-799-2747
日本赤十字豊田看護大学 〒471-8565
 愛知県豊田市白山町七曲12-33
 TEL.0565-36-5111
日本赤十字広島看護大学 〒738-0052
 広島県廿日市市阿品台東1-2
 TEL.0829-20-2800
日本赤十字九州国際看護大学 〒811-4157
 福岡県宗像市アスティ1-1
 TEL.0940-35-7001
日本赤十字国際人道研究センター 〒150-0012
 東京都渋谷区広尾4-1-3
 日本赤十字看護大学内
 TEL：03-3409-0882
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赤十字の人道の理念を

基調とした教育により、

看護・介護のプロフェッショナルの

育成を目指します。

ミッション

質の高い教育を実践する大学

情報通信技術（ICT）を活用した教育を実践する大学

学園大学間の連携を活かした大学運営

地域社会との連携及び社会貢献へ
積極的に取り組む大学

健全な経営基盤に立つ成長する大学

ビジョン

理事長挨拶

日本赤十字学園の
看護大学・大学院・短期大学
～6大学7学部・6大学院・1短大～
（北海道・秋田・広尾・大宮・豊田・広島・福岡）

あ な た の 夢
赤 十 字 の キャン パ ス で
実 現 し て み ま せ ん か



北海道
（講義・受講）

広 島

秋 田

九 州

遠隔教育システム
（共同教育課程）
●共同災害看護学専攻
●共同看護学専攻

例えば共同看護学専攻は、九州に在籍していても、遠隔
授業で北海道の講義を受けることができます。もちろん、
直接、北海道で受講することも可能です。

ハイビジョン画像・高音質
双方向・リアルタイム

豊 田

受講＋
質疑応答

受講＋
質疑応答

受講＋
質疑応答

受講＋
質疑応答

あなたの夢
赤十字のキャンパスで
実現しましょう！
120余年の伝統に裏打ちされた進化し続ける教育

看護師・助産師
保健師・養護教諭
介護福祉士

研究者・教育者
管理者

専門看護師
認定看護師

災害救護
国際救援

各大学院における専門看護師教育課程
  大学院名  教育課程
 日本赤十字北海道看護大学大学院 がん看護、慢性看護、精神看護
 日本赤十字秋田看護大学大学院 がん看護、精神看護
 日本赤十字看護大学大学院 がん看護、小児看護、慢性看護、クリティカルケア
   看護、精神看護、老年看護、災害看護、在宅看護
 日本赤十字豊田看護大学大学院 小児看護、精神看護
 日本赤十字広島看護大学大学院 がん看護、小児看護、精神看護、災害看護
 日本赤十字九州国際看護大学大学院 クリティカルケア看護、在宅看護

各大学における認定看護師教育課程

各大学における認定看護管理者教育課程
  大学名  教育課程
 日本赤十字看護大学 看護管理学領域
 日本赤十字豊田看護大学 看護管理学領域
 日本赤十字広島看護大学 看護教育・管理学分野

実践と研究、双方でキャリアアップ

赤十字の特色ある教育

学部・学科

大学院 修士

大学院 博士

●赤十字の歴史、活動、基本原則などを
　学ぶことにより、人道的価値観を身につけ、
　苦しむ人に寄り添う看護・介護の心を学ぶ

日本で、世界で広がる
活躍のフィールド

得られる受験資格・取得資格
看護師 助産師 保健師 介護

福祉士

2020年度版

養護教諭
一種免許

日本赤十字北海道看護大学

看護学部 看護学科 400 100
看護学研究科 看護学専攻 修士課程 32 16
看護学研究科 共同看護学専攻 博士後期課程 6 2

収容定員 入学定員

【創設：1999年】

～手渡しの看護を～～地球に寄り添う看護～

日本赤十字豊田看護大学

看護学部 看護学科 480 120
看護学研究科 看護学専攻 修士課程 20 10
看護学研究科 共同看護学専攻 博士後期課程 6 2

収容定員 入学定員

【創設：1989年】

～赤十字の理念のもと、看護の
知恵と心と技を育みます～

日本赤十字広島看護大学

看護学部 看護学科 500 125
看護学研究科 看護学専攻 修士課程 20 10
看護学研究科 共同看護学専攻 博士後期課程 6 2

収容定員 入学定員

【創設：2000年】

～ひとりを看る目、
　　　　　その目を世界へ～

日本赤十字九州国際看護大学　　　

看護学部 看護学科 400 100
看護学研究科 看護学専攻 修士課程 20 10
看護学研究科 共同看護学専攻 博士後期課程 6 2

収容定員 入学定員

【創設：2001年】

日本赤十字秋田看護大学
日本赤十字秋田短期大学

【創設：1996年】

～「生きる」を
　　　　支える人になる～

看護学部 看護学科 400 100
看護学研究科 看護学専攻 修士課程 24 12
看護学研究科 共同看護学専攻 博士後期課程 6 2
短期大学 介護福祉学科 60 30

収容定員 入学定員

日本赤十字看護大学
【創設：1954年】

～Vision for Humanity
人道の実現に向けて～

看護学部 看護学科 540 130
 （3年次編入学 10）

さいたま看護学部 看護学科 320 80
看護学研究科 看護学専攻 修士課程 60 30
看護学研究科 国際保健助産学専攻 修士課程 30 15
看護学研究科 看護学専攻 博士後期課程 24 8
看護学研究科 共同災害看護学専攻 博士課程5年一貫制 10 2

収容定員 入学定員

教育の特徴と活躍分野

災害・国際看護教育の充実 赤十字施設・病院との連携
●実際の災害を想定した看護演習
●災害看護の高度実践者、学術的・
国際的グローバルリーダーの育成

●世界各国の赤十字社との連携によ
る国際交流事業

●歴史ある赤十字病院
での実習

●教育・研究での協働
●奨学金による就学支援

  大学名  教育課程
 日本赤十字広島看護大学 摂食・嚥下障害看護

広尾キャンパス 大宮キャンパス


