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１．５大学による「共同看護学専攻」とは
学校法人日本赤十字学園は、運営する６つの看護大学のうち日本赤十字北海道看護大学、日本赤
十字秋田看護大学、日本赤十字豊田看護大学、日本赤十字広島看護大学、日本赤十字九州国際看護大
学の５大学を構成大学とした博士課程「共同看護学専攻」を設置し、５大学は共同で後期３年課程の
みの博士課程、共同教育課程「共同看護学専攻」を編成しています。
共同教育課程「共同看護学専攻」には、以下のような特徴があります。
① 学位は、共同教育課程を構成する５大学の連名により、授与されます。
② 学生は、主指導教員が在籍する大学に学籍を置くことになります。
③ 学生は、全構成大学の施設等を利用することができます。
④ 学生は、学籍を置く大学以外の構成大学の副指導教員からも、研究指導が受けられます。
⑤ メディアを利用した遠隔授業により、各構成大学で開講する講義を、学籍を置く大学から受講
することができます。

２．アドミッションポリシー（学生受け入れの方針）
本大学院共同看護学専攻では、次のような人を歓迎します。
① 保健・医療・福祉の専門知識を有し、さらに深く追求する意欲のある人
② 常に探求心をもち、赤十字の看護活動を担う意欲のある人
③ 自らの活動範囲を拡げ、看護を発展させる意欲のある人
④ さまざまな分野の専門家とともに、独創的な研究を志す人
⑤ 社会での実践から得た知識と経験を体系化し変革する意欲のある人
⑥ 国際的な視座で、国内外へ向けて広く成果を発信する意欲のある人
⑦ 真摯に学び、高い倫理性と豊かな人間性をもつ指導者を志す人

３．募集人員
専攻名

課 程

募集人員

共同看護学専攻

博士課程

2名

４．試験区分
第Ⅰ期
出願期間

令和 2 年 ８月２５日（火） ～令和２年 ９月１０日（木） 消印有効

試 験 日

令和 2 年 ９月２６日（土）

合格発表

令和 2 年１０月 2 日（金） １４：００

９：００～

第Ⅱ期
出願期間

令和 2 年１２月２5 日（金） ～令和３年１月８日（金） 消印有効

試 験 日

令和 3 年 １月２３日（土）

合格発表

令和３年 １月２９日（金） １４：００
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９：００～

第Ⅲ期
出願期間

令和３年 ２月 ８日（月） ～令和３年 ２月２６日（金） 当日必着

試 験 日

令和３年 ３月１０日（水）

合格発表

令和３年 ３月１１日（木） １１：００

９：００～

５．出願資格
出願することのできる者は、次の各号のいずれかに該当するものとします。
１）修士の学位を有する者（令和３年３月末日までに取得見込みの者）
２）専門職学位を有する者（令和３年３月末日までに取得見込みの者）
３）外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位
に相当する学位を授与された者（令和３年３月末日までに取得見込みの者）
４）我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置づ
けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位及
び専門職学位に相当する学位を授与された者
５）外国の大学院において修士および専門職学位に相当する学位を修得した者（令和３年３月末日まで
に取得見込みの者）
６）文部科学大臣の指定した者（平成元年文部省告示第１１８号）
７）共同看護学専攻連絡協議会において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有
する者と同等以上の学力があると認められた者で、２４歳以上の者
８）外国人留学生は、上記１～５までのいずれかに該当する者

６．出願手続き

第Ⅰ期

出願期間（出願書類受付期間）
令和２年 ８月２５日（火） ～令和２年 ９月１０日（木）

第Ⅱ期

令和２年１２月２５日（金） ～令和３年 １月 ８日（金）

第Ⅲ期
令和３年 ２月 ８日（月） ～令和３年 ２月２６日（金）
期間開始前に到着した場合は、初日に届いたものとして受理します。
下記書類等を取りまとめ、本学所定の封筒を用いて、入試・広報課あてに「簡易書留」で郵送して
ください。なお、出願書類に不備のある場合は受理しません。また、受理された出願書類は内容の変
更を認めません。さらに、出願書類は返却いたしません。
提出書類等
１）

入学願書・履歴書

２）

受験票・写真票・
入学検定料納入票

摘

要

本学所定の用紙を使用してください。
写真２枚（出願日前３カ月以内に撮影した上半身、正面、脱帽のも
の、縦４㎝×横３㎝）を入学願書および写真票に貼付してください。
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３）

住所シール用紙

大学からの通信連絡用に使用します。住所・氏名を４カ所すべてにご
記入ください。

４）

修了および成績に
関する証明書

大学院修士課程（または博士前期課程）修了証明書又は修了見込証明
書および成績証明書。証明書は、発行者が厳封したものとします。

５）

免許証、資格証明書
の写し

看護師免許証の写しおよび保健師・助産師の免許資格を有する者は、
その免許証の写し。

６）

受験及び就学承諾書

官公庁、教育機関、病院、企業などの職員として勤務いる方で、入学
後もその身分を保持する場合、出願に際して所属機関の長から入学試
験の受験及び在職のまま就学することについて承諾を得てください。

７）

志望理由書

本学所定の用紙を使用してください。

８）

研究計画書

本学所定の用紙を使用してください。

９）

学位論文等

投稿した修士論文の別刷り（コピー可）
、または修士論文の要旨および
本文（コピー可）

外国人出願者は、以下の書類を併せて提出してください。
①当該駐在外国公館、又はこれに準ずる機関の推薦書、ならびに在留資格を記入した外国人登録済
証明書（市区町村長が発行したもの）
②日本国内に在住する日本人による出願者の身元証明書（保証人は経済的に独立している者で、入学
後も引き続いて保証人となりうる者であること）
注）改姓・改名などによる氏名変更により、各種証明書に記載されている氏名と現在の氏名が異なる場
合は、本人及び氏名変更確認のため、上記出願書類の他に戸籍抄本１通を提出してください。
出願及び入学手続きにお知らせいただいた個人情報は、学校法人日本赤十字学園プライバシーポリシ
ー第 3 項のほかに入学者選抜方法等における調査および分析等を行うために利用します。
また、本学から業務を委託する業者に個人情報を提供することもありますが、その場合、委託業者との
間で覚え書き等を締結し、委託先を適切に管理します。

７．入学検定料の納入
入学検定料 30,000 円
本学所定の振込依頼書により銀行窓口にて振り込んでください。検定料領収証は振込控として
本人が保管し、検定料振込通知書を「入学検定料納入票」に貼付してください。なお、証明書が貼
付されていないものは、出願書類として受理しません。また、納入された入学検定料は返還しませ
ん。

８．選抜方法
選抜は、学力検査、面接および書類審査等を総合して行います。
１）学力検査 ： 専門科目、英語（辞書持ち込み可、ただし電子辞書は不可）
２）面
接
３）書類審査（履歴書、志望理由書、修士論文または修士の学位相当の論文の概要等）

-3-

９．試験日時及び試験科目
試験日

科目名

第Ⅰ期
令和 2 年 ９月２6 日（土）
第Ⅱ期
令和 3 年 １月２3 日（土）
第Ⅲ期
令和 3 年 ３月１0 日（水）

時

間

受付開始

８：３０

集

８：４５まで

合

専門科目

９：００～１０：００

休

憩

１０：００～１０：１５

英

語

１０：１５～１１：１５

休

憩

１１：１５～１１：３０

面

接

１１：３０～

校舎玄関は午前 8 時 30 分に開場します。
＊第Ⅰ期で定員を満たした場合は、第Ⅱ期以降の入学選抜を実施しない場合もあります。

10．試験場
日本赤十字秋田看護大学

秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢１７番地３
TEL（０１８）８２９－３７５９（直通）

11．合格者発表
発表日

発表場所

第Ⅰ期

令和２年１０月 ２日（金）
１４：００

第Ⅱ期

令和３年 １月２９日（金）
１４：００

第Ⅲ期

令和３年 ３月１１日（木）
１１：００

日本赤十字秋田看護大学
正面玄関に受験番号を掲出
および本学公式サイト

12．入学手続き
合格通知書とともに郵送される書類により、所定の入学申込手続きを下記の
期間内に行ってください。
（入学手続き期間最終日の消印有効）
入学手続き期間
第Ⅰ期

令和２年１０月 ２日（金） ～ 令和２年１０月１３日（火）

第Ⅱ期

令和３年 1 月２９日（金） ～ 令和３年 2 月１０日（水）

第Ⅲ期

令和３年 ３月１１日（木） ～ 令和３年 ３月２２日（月）
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13．授業料等納付金
令和２年度の納付金については以下のとおりです。
種

類

金

額

摘

要

入学手続時に銀行振込で納付していただきます。
（いったん納付された入学金は返還しません。）
学校法人日本赤十字学園の設置する看護大学の卒
業生・修了生は、以下のとおり減免します。
学部卒業生
入学金の半額を免除
大学院修了生
入学金の全額を免除

入

学 金

400,000 円

授

業 料

年額 800,000 円

前期分（400,000 円）は入学後の 4 月中に納付
後期分（400,000 円）は 10 月中に納付

維持運営費

年額 300,000 円

前期分（150,000 円）は入学後の 4 月中に納付
後期分（150,000 円）は 10 月中に納付

計

1,500,000 円

※上記の他、授業で使用する書籍代、個人で使用する消耗品、在学中の災害傷害保険料、諸会費、
通学経費、合同ガイダンス等に要する交通費・宿泊費の経費などが必要となります。

14．担当教員連絡先
担当指導教員の研究内容及び連絡先
教員名

教授 原 玲子（はら れいこ）
「看護職のキャリア開発、医療施設等における継続教育に関する研究」

研究内容

質の高い看護の提供には、看護職個々のキャリア発達を支援する職場のしく
みが大きく関係します。看護職の能力開発や看護実践の評価など組織的アプロ
ーチに関する研究指導を行います。

連絡先

TEL018-829-3019 E-mail:hara@rcakita.ac.jp

教員名

教授 志賀

くに子（しが

くにこ）

「思春期を対象とする健康教育に関する研究」
研究内容

子供を産み育てる性、そして子どもの成長発達や健康に至るまでの成育期、
特に思春期を中心とした健康教育のあり方や方法に関する研究指導を行いま
す。

連絡先

TEL018-829-3048 E-mail:siga@rcakita.ac.jp
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教員名

教授 山田

典子（やまだ

のりこ）

｢虐待や暴力被害者への支援、精神保健看護活動に関すること｣
研究内容

近年、子ども虐待や高齢者や障がい者に対する虐待が顕在化されています。
被害者支援に関する研究、地域における精神保健活動に関する課題に焦点をあ
てた研究指導を行います。

連絡先

TEL018-829-4311 E-mail:yamada@rcakita.ac.jp

教員名

教授 高田

由美（たかだ ゆみ）

｢高齢者の食事援助に対する看護職の認識と行動の特徴｣
研究内容

高齢者の食生活に係わる多くの職種の中で、看護職がどのような役割を期待
されているのか、また役割を果たすために求められることを探究しています。

連絡先

TEL018-829-3046 E-mail：takada@rcakita.ac.jp

※ 出願を希望する者は、あらかじめ担当教員と必ず面談し、大学院の就学や今後の研究活動
について相談してください。電話・E-mail での相談も可能です。
※ 研究指導教員と連絡が取りにくい場合は、入試・広報課（P.7）にお問い合わせください。

15．出願資格審査
「５．出願資格の７）
」により出願しようとする者は出願前に個別の資格審査により認定を受ける必
要があります。出願資格審査の申請を必ず行ってください。
１）出願資格審査受付期間（出願締切当日の消印有効）
受付期間
第Ⅰ期

令和２年 ７月２７日(月) ～ 令和２年 ８月 ７日(金)

第Ⅱ期

令和２年１２月 ２日(水) ～ 令和２年１２月 ９日(水)

第Ⅲ期

令和３年 ２月 １日(月) ～ 令和３年 ２月２５日(木)

期間開始前に到着した場合は、初日に届いたものとして受理します。
２）出願資格審査申請書類等
下記の書類を本学宛に「簡易書留」で郵送してください。
① 出願資格審査申請書（縦４㎝×横３㎝）
② 大学を卒業している者は大学の卒業証明書と成績証明書
③ 看護師及び保健師・助産師の国家試験受験資格を得た短期大学、専修学校あるいはその他の
教育機関の卒業（修了）証明書と成績証明書
④ 看護師免許証の写しおよび保健師・助産師の免許資格を有する者は、その免許証の写し
⑤ 在職証明書（看護師もしくは保健師、助産師として実務経験がある場合）
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⑥ 研究業績を記載したもの(書式自由 A4 サイズ、著者名、論文表題、掲載誌名、掲載誌の巻・
号、頁、発行年、書籍の場合は著者名・編集者名、書名、出版社名、発行年を明記のこと)
⑦ その他、特筆すべき活動、または業績内容を記載したもの。
３）出願資格審査の方法
書類審査
４）出願資格審査結果通知
出願資格審査結果は、本人宛に郵便で通知します。
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16．出願書類の送付先及び問い合わせ先
〒010-1493 秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢１７番地３

日本赤十字秋田看護大学 入試・広報課
（受付時間：平日 8 時 30 分 ～ 17 時 00 分）
電 話 ： ０１８－８２９－３７５９（直通）
ＦＡＸ ： ０１８－８２９－３０３０
E-mail ： koho@rcakita.ac.jp

17．大学院に関するＱ＆Ａ

Ｑ

職場が秋田市から離れているため通学が難しいのですが、自宅にいながら遠隔授業や集中講

Ａ

本学共同看護学専攻では、日本赤十字学園の全国５つの大学院を専用回線で結んだ遠隔授業

義などで学べる方法はありますか？

を行っています。また、パソコンやタブレットなど、インターネットに接続可能な端末があ
れば、自宅や職場からでも受講が可能です。

Ｑ
Ａ

博士課程のすべての授業を秋田で受講することができるのでしょうか？
ほとんどの授業について、秋田の本学内や自宅などから遠隔授業により受講できます。その
一方、１年次に行われる合同ガイダンスと合同研究ゼミナールでは、5 大学の教員・大学院
生が東京の日本赤十字看護大学に集合し、親交を深めながら学ぶ機会もあります。また、研
究計画書審査および博士論文審査は東京等で対面により実施されることがあります。

Ｑ
Ａ
Ｑ
Ａ

学生寮はありますか？
本学が運営する学生寮はありませんが、日本赤十字秋田看護大学および日本赤十字秋田短
期大学の学生が主に入寮している近隣の民間学生寮（女性専用）をご紹介します。
大学院で奨学金を受けたいのですが、どのような制度がありますか？
独立行政法人日本学生支援機構が、大学院生を対象とする奨学金制度を設けています。詳
しい内容や手続き等については、日本学生支援機構のサイトでご確認ください。
大学院で奨学金の貸与を希望する方へ：http://www.jasso.go.jp/saiyou/daigakuin.html
また、秋田県内の看護職員の充足を目的とする秋田県看護職員修学資金の制度もあ
り、継続して業務に従事したときは返還免除される場合があります。
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18.

学校法人日本赤十字学園 プライバシーポリシー

学校法人日本赤十字学園と本学園において設置する各大学・短期大学（以下「本学園」とい う。）は、
業務上知り得た全ての個人情報を、個人の人格を尊重する赤十字の理念のもと、
「個人情報の保護に関す
る基本方針」
（平成 16 年 4 月 2 日付閣議決定）等に則り、次のとおりプライバシーポリシーを定め、遵
守してまいります。
1
2

3

4

5
6
7

本学園は、
「個人情報の保護に関する法律」等の法令及び「学校法人日本赤十字学園の保有する個人
情報保護規程（以下「学園内規程」という。）
」を遵守いたします。
本学園は、次に記載する場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、第三者に個人情報を提供す
ることはありません。
1） 法令に定めがあるとき。
（国の機関又は地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事
務を遂行することに対して協力する必要があって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に
支障を及ぼすおそれがあるとき等）
2） 人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合であって、本人の同意を得ることが困難であ
る場合。
本学園は、必要に応じて個人情報を収集する際には、その利用目的を明らかにし、収集した個人情報
の使用範囲を目的達成のために必要な範囲に限定し、適切に取り扱うように努めます。
（例えば、入学
志願の際、入学手続きの際及び入学後に提出いただく個人情報の利用目的は、別紙のように限定いたし
ます。
）
本学園は、個人情報の保護、運用について、厳重な管理を実施いたします。
1） 保有する個人情報について、不正アクセス、漏洩、滅失又は毀損等の管理上のリスクが存在する
ことを常に強く意識し、これらに対する人的、物的安全管理措置を講じます。
2） 業務遂行上、やむを得ず個人情報を取り扱う業務を外部に委託するときは、委託業者との間で覚
書き等を締結し、委託先を適切に管理します。
本学園は、本方針や学園内規程等の運用について、法令等の改正、社会情勢の変化等に応じて継続的
に改善してまいります。
本学園は、個人情報保護の意識の向上を図るために、教育啓発活動を推進します。
本学園は、本人又は本人から委任を受けた代理人から、本人自身の個人情報の開示、訂正、追加、削
除の申し出を受けた場合は、学園内規程等に基づき、誠実に対応します。

（別紙）
入学志願の際、入学手続きの際及び入学後に提出いただく個人情報の利用目的
1

学籍管理及び学籍の異動管理を行うため。

2

学籍・異動、履修成績、証明書、調査、学生証等の帳票作成及び集計、また本人への送付・連絡のため。

3

履修成績表の保証人への送付のため。

4

就職関係情報の管理のため。

5

学費情報の管理、帳票作成及び送付・連絡のため。

6

図書館利用資格の確認及び利用者サービス実施のため。

7

学内情報ネットワーク利用資格の確認及び利用者サービス実施のため。

8

奨学金業務に関連する資料作成、また本人への連絡のため。

9

学生の健康管理に関する資料を作成・保管するため。

10

大学・短期大学からの広報誌（紙）の送付のため。

11

納付金、募金依頼関連書類の送付のため。

12

卒業生データを作成・管理するため。

13

保護者の会、同窓会等（学生生活の支援及び会員相互の親睦と福祉を図るとともに、大学の発展に寄与するこ

とを目的として設立されたもの）
、大学と密接な関係を持つ団体に連絡先情報を提供するため。
14

その他、大学・短期大学からの連絡のため。
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19.

日本赤十字秋田看護大学へのアクセス

各地から秋田空港・秋田駅までのアクセス
〈航空機〉

東京から

東京国際空港─（航空機）－秋田空港（1 時間 5 分）
秋田空港～秋田駅間

名古屋から

中部国際空港―（航空機）－秋田空港（1 時間 20 分）
秋田空港～秋田駅間

大阪から

リムジンバス（約 35 分）

大阪国際空港―（航空機）－秋田空港（1 時間 30 分）
秋田空港～秋田駅間

札幌から

リムジンバス（約 35 分）

新千歳空港―（航空機）－秋田空港（1 時間 5 分）
秋田空港～秋田駅間

〈JR〉

リムジンバス（約 35 分）

リムジンバス（約 35 分）

東京から

秋田新幹線「こまち」

東京駅―秋田駅（約 4 時間）

仙台から

秋田新幹線「こまち」

仙台駅－秋田駅（2 時間１０分）

盛岡から

秋田新幹線「こまち」

盛岡駅－秋田駅（１時間３０分）

新潟から

羽越本線特急「いなほ」

新潟駅－秋田駅（３時間３０分）

青森から

奥羽本線特急「つがる」

青森駅－秋田駅（２時間５０分）

秋田空港・秋田駅～日本赤十字秋田看護大学へのアクセス
１）空港リムジンバス（秋田中央交通バス）

９５０円

秋田空港を発着する航空機に接続して、秋田駅西口と秋田空港を結ぶリムジンバスです。
秋田駅西口で下車して、秋田駅東口から日赤病院行きの路線バスにお乗り換えください。
２）路線バス（秋田中央交通バス）
秋田駅東口乗り場から

３４０円
広面御所野線

所要時間１５分から２０分程度

「日赤病院前」下車（土日はバスの本数が少なくなりますのでご注意ください）
３）秋田エアポートライナー

～早籠便（はやかごびん）～

秋田空港を発着する航空機に接続して、秋田市内と空港を結ぶ予約制乗合タクシーです。
あらかじめ利用前日の正午までに、電話で直接予約してご利用ください。

秋田空港～本学（市内Ａ地区）

片道２,500 円

運行会社 キングタクシー ／ ℡：018-867-7444
４）タクシー
秋田駅東口から

所要時間２０分程度

（２,000 円程度）

秋田空港から

所要時間４０分程度

（５,000 円程度）
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秋田駅バスのりば

案内図

秋田空港発着のリムジンバスは

西口バスターミナル１番です。

本学（日赤病院前）へのバスは

東口バスターミナル３番です。

（それぞれ駅の反対側にありますので、ご注意ください。）

20.その他
新型コロナウイルス感染の状況により、学生募集要項に記載されている日程、選抜方法等を変更する場
合があります。変更については、本学公式サイト等でお知らせします。
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日本赤十字秋田看護大学
入試・広報課
〒010-1493
電 話
ＦＡＸ
E-mail

秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢１７番地３
０１８－８２９－３７５９（直通）
０１８－８２９－３０３０
koho@rcakita.ac.jp

