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キリストの愛を通して、豊かな人間性を培う。

東京校舎

大多喜キャンパス

掲載されている画像は、感染症拡大防止に対し十分に配慮したうえで撮影されたものです。

三育学院大学 看護学部

https://www.saniku.ac.jp

【お車でご来校の場合】
東京方面からはアクアラインをご利用になり
高速圏央道「市原舞鶴インター」より
国道 297号線を勝浦方面へ。
市原舞鶴インターより約 18km、約 30分。

【電車をご利用の場合】
JR 外房線「大原駅」より、いすみ鉄道にて
「大多喜駅」下車。タクシーで約 7分。
または
「三育学院大学久我原駅」下車。徒歩 20分。

【高速バスをご利用の場合】
東京駅八重洲口より御宿・安房小湊方面行き
「たけゆらの里」下車。

●東京校舎　アクセス ●大多喜キャンパス　アクセス
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　三育学院大学は、1898年（明治31年）にセブンスデー・アドベンチスト教会の
宣教師ウィリアム・C・グレンジャーが創立した「芝和英聖書学校」を前身とします。
　1928年（昭和3年）には、宣教師 H.O. ゲツラフが東京衛生病院看護婦学校を設
立し、以来、東京衛生アドベンチスト病院と常に連携しながら、対象者の身体だ
けでなく心に寄り添う全人的回復を目指す看護（ホリスティック・ナーシング）
を実践する看護専門職者の育成に取り組み続けてきました。
　その教育の礎から 125年、看護教育95年。三育学院大学は看護職者として求め
られるいちばん大切な姿勢を守り続けています。

キリスト教精神に基づき、95 年受け継がれる思い。
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※表紙写真
東京衛生アドベンチスト病院

95years
三育学院大学・看護教育の歩み

1896（明治 29)  セブンスデー・アドベンチスト教会の宣教活動開始。

  宣教師ウィリアム・ C・ グレンジャ ー来日。

1898（明治 31)  東京麻布に 「芝和英聖書学校」開校。

1919（大正 8)  東京杉並村天沼に「天沼学院」開校。小学、中学、高等部を併設。

1926（大正 15)     千葉県袖ヶ浦市に男子部移転。名称を 「日本三育学院」と称する。

                                 「天沼学院」は「日本三育女学院」と改称。

1928（昭和 3)  H.O. ゲツラフ看護婦により「東京衛生病院看護婦学校」を天沼に

                                 開校。 

1948（昭和 23)     「財団法人日本三育学院」に改組し、「日本三育学院神学校」と称

                                 する。

1950（昭和 25)     「東京衛生病院看護婦養成所」と改称。2 年後、厚生省の認可を受

                                 ける。

1951（昭和 26)  「日本三育学院神学校」は「学校法人三育学院」と改組。2年後、

                                 「日本三育学院カレッジ」と改称。

1974（昭和 49)     「東京衛生病院看護婦養成所」をカレッジに移管し、「三育学院カ

                                 レッジ看護学科」と改称。 

1976（昭和 51)     専修学校発足に伴い、カレッジを「専門学校三育学院カレッジ」

                                 と改称。

1978（昭和 53)     専門学校・短期大学は千葉県袖ヶ浦市より夷隅郡大多喜町久我原

                                 へ移転。 

1987（昭和 62)  カレッジ看護学科を「短期大学看護学科」に改組。

2004（平成 16)  短期大学に「専攻科（地域看護学専攻）」を設置。 

2008（平成 20)  三育学院大学 看護学部を開設。

2018（平成 30)   2 年次後期より創立の地、杉並区天沼を舞台とする新しいカリキュ

                                 ラムがスタート。 

2020（令和 2)        「三育学院大学大学院 看護学研究科看護学専攻（修士課程）」を

                                 開設。
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ウィリアム・C・グレンジャー
（1844-1899）

H.O. ゲツラフ
（1895-1973）



95years Do For
 Others

人々の幸せを
あなたの最高の喜びとするために
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だから、人にしてもらいたいと思うことは何でも、
あなたがたも人にしなさい。
                                              新約聖書　マタイによる福音書 7章 12 節

　まず、このパンフレットを手にとっていただいたことに感謝申し上げます。
　私たちは小さな大学ですが、看護師や保健師を目指すあなたにとって日本に二
つとない魅力溢れる大学であるという自負を持っています。
　私たちの教育の土台はキリストの愛です。私たちはそれを元に心のケアも含め
て患者に寄り添う「全人的看護」（ホリスティック・ナーシング）という教育目
標を掲げており、その学びを身につけた卒業生たちは多くの医療現場から高い評
価を得ています。
　また私たちは大きな国際的なネットワークを持ち学びや活躍の場が開かれてい
ることも特徴で、海外での活躍を夢見るあなたの期待にも私たちは応えることが
できます。
　さらに奨学金制度を充実させることで、意欲ある学生たちに対し門戸を少しで
も広くする努力も続けています。
　ナイチンゲールの言葉に「看護とは犠牲行為であってはなりません。人生の最
高の喜びのひとつであるべきです（Nursing should not be a sacrifice, but one of the 
highest delights of life. ）1)」というものがあります。
　看護師や保健師になることで人々や社会への貢献を目指そうというあなたの清
らかな心を私たち三育学院大学はしっかりと受け止め、あなたの人生を豊かなも
のとするためにサポートすることをお約束いたします。

学長

杉 正純
Masazumi Sugi 

1)　ナイチンゲール著　湯槙ます監修・薄井坦子他訳　ナイチンゲ
ール著作集　第3巻「看護師と見習生への書簡・書簡13」p.431　現
代社　1977



Wholistic
　本学は開校してから95年目、大学に改組してから15年目、2020年の4月には大
学院修士課程を開設しました。その間、聖書の教えに則り一貫して、全人的看護（ホ
リステック・ ナーシング）の実践ができる看護職者を育成してきました。
　看護職者はこれまで人が避けて通ることのできない生老病死という場面で重要
な役割を担ってきました。誕生の場面では生まれる赤ちゃんと母親を守ります。
病気や老いで心身が弱っているときは、希望を失わないよう闘病を支援します。
さらに、手を尽くしても助けることが難しい場合には、安らかな死を迎えられる
よう看護ります。看護職者は、喜ぶときには共に喜び、悲しむときには共に悲しみ、
寄り添うことのできるやりがいのある職業です。
　本学では、聖書の教えを学び、寮生活を通して生活の自立から人間としての自
律や人間関係を学び、大多喜という自然豊かな環境のなかで自分と向き合う経験
を通して、人として豊かに培われています。これらの準備を基盤に東京の学び舎
で看護の勉強を積み上げます。
　一流であり寄り添う看護を共に目指していきましょう。

　「三育スピリット」を備えた看護職者が
目指す看護とは、心身の健康を実現するた
めに、対象者一人ひとりが「生の充実」感
を持つことです。「生の充実」感の持ち方
は対象者一人ひとりのバックグラウンドや
感じ方、考え方、またその病状によって多
様です。そのため、看護職者には確かな知
識や技術だけではなく、対象者に寄り添い
信頼され、互いに尊重し合う関係を築く力
がその土台となります。そのためには、看
護職者自身が「生の充実」感を持つことが
重要です。本学は、この「人間としての成
長と成熟とが求められる最も高度で豊かな
看護」を実現する教育を実践する大学とし
て、さまざまな対象者が「生の充実」感を
持つ健康を実現できる看護職者の育成を目
指しています。
　今後は社会の急激な変化に伴い、精神的
側面・社会的側面のケアは、さらに必要性
が増してくることが予測されます。
　全人的看護（ホリスティック・ナーシン
グ）は、「生の充実」に直結するスピリチュ
アルな側面をも含めた、本学が最も重視し
ている考え方です。

三育学院大学が大切にする「三育スピリット」
全人的看護（ホリスティック・ナーシング）とは

全人的看護（ホリスティック・ナーシング）の考え方

豊かな知識・確かな技術 三育スピリット

対象者に寄り添うホリスティックなケア

精神的側面 身体的側面

社会的側面スピリチュアルな側面

対象者一人ひとりの
「生の充実」

一流を支えるものは
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複雑多様化する社会だからこそ
対象者の「生の充実」までを実現する看護が必要

学部長

村上 寬
Yutaka Murakami 



Nursing
　初めは慣れない環境で友達もいないため不
安と孤独でいっぱいでした。しかし、寮生活
により、共に過ごす時間が多いためすぐに友
人ができました。大学は様々な地域の人が集
まっているため、沖縄にはない文化や価値観
などの刺激を受けることができます。また、
地元を離れることにより改めて沖縄の良さ
や、家族の大切さに気付かされます。
　三育学院大学は千葉と東京の二つのキャン
パスがあるため、「自然の中で落ち着きなが
ら生活したいけど、東京での生活も憧れる」
という両方の生活を送る事ができる特徴もあ
ります。特に千葉での生活は、野生動物と遭
遇したり、校舎裏にある森で筍を取ったり、
夕食後にサークル活動をしたりなど濃い時間
を過ごすことができました。大学は沖縄出身
の人も多いため、県人会を通して他学年と交
流できる場もあります。

私たちは、全人的看護のための 7つの
教育目標を掲げています。
1.人間の尊厳を尊重し擁護する能力
2.科学的根拠に基づいて、ホリスティッ
　ク・ナーシングを実践する能力
3.看護専門職者としての倫理的態度
4. 看護の対象に関わる人々や保健・
　医療・福祉における多職種と連携
　協働できる能力　
5. 異文化を理解し国際看護に貢献で
　きる能力　
6. 自己の健康を管理する能力　
7. 生涯を通して看護の現象について
　探求し自己研鑽する能力

三育学院大学出身の看護師が高い評
価を得ている理由が、ここに。
　看護学の基盤となる知識や技術か
らチーム医療の実践までを幅広く学
ぶ「専門科目・専門基礎科目」、物事
を論理的に考える力や人間関係を円
滑にする実践力を身につける「教養
教育科目」、そしてキリスト教の価値
観や使命感を根底に持ち、人間を統
合体として理解し、人間のスピリチュ
アルな側面も包括した「全人的回復」
を目指すことのできる人物を育てる
「キリスト教教育」。そのすべてがバ
ランス良く満たされた教育によって、
毎年優れた看護師を輩出しています。

「看護はひとつの芸術であり、それは実際的かつ科学的な、
系統だった訓練を必要とする芸術である。」2)     ナイチンゲール

まず看護師自身の人間性を高める教育をめざす。
多くの患者・家族の皆さんからの高い評価には
理由があります。
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看護学部 4年

仲宗根 愛

2)　ナイチンゲール著　湯槙ます監修・薄井坦子他訳　ナイチンゲ
ール著作集　第2巻「看護師の訓練と病人の看護」p.97　現代社　
1974



Public Health
Nursing

　私が市町村実習を担当した御宿町は、海と
山に囲まれた自然豊かな町です。そんな町に
住む約7,300人の健康を、保健師や様々な職種
が協力して支えています。私たち学生も保健
師の役割について学びながら、住民と多くの
関わりを持つことができました。実習では、
地区踏査や家庭訪問、保健事業への参加など
を通して、住民の人柄や地域ならではの健康
問題があることを知りました。高齢者を対象
に行った熱中症予防教室では、畑仕事をする
住民が多いなどの地域性や、生活習慣に合わ
せた予防法をその内容に盛り込むことで、住
民が実践しやすいように工夫しました。この
教育を通し、熱中症に関する知識の提供だけ
なく、住民が生活をふり返り自身の問題に気
づく機会につなげることができました。保健
師として、地域の健康課題を見極め、住民が
主体的に健康行動をとれるよう促すことの重
要性を学んだ、実りの多い実習でした。

　三育学院大学は、千葉県の中でも高齢化率
が進行しており、年々人口が減少してきてい
る勝浦市や大多喜町、御宿町で保健師課程の
実習を行います。これらの地域で実習が行え
るということは、人口の多い市町村で行うよ
りも、より深く保健師について学ぶことがで
きると思います。私は、保健師で一番重要な
ことは地域の住民との関係性だと考えていま
す。人口の少ない町だからこそ、住民一人ひ
とりの顔が見え、声が届きやすいと思います。
実習では、住民と向き合う時間があり、短い
期間の中でもしっかりと住民と良い関係を築
けたのではないかと思います。
　また、大学の存在を住民の方が知っており、
学生をあたたかく迎えて下さるので緊張がや
わらぎ、安心して保健師について学ぶことが
できました。

三育学院大学は保健師の育成において
も注目されています。
　地域や企業、学校で保健指導と健康
管理を行う保健師。
　三育学院大学では保健師課程を希望
する学生（12名まで）のための科目も
充実しています。
　公衆衛生看護学では、地域で暮らす
人々の生活を社会や健康と関連させ
て、地域住民全体の健康の保持増進や
病気の予防を図るために展開する保健
師活動に必要な知識と技術を学びま
す。

2021年度卒業

新城 瑠彦

地域拠点と協力して健康を守り続ける
保健師という仕事。
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2021年度卒業

比嘉 みる

　保健師は、地域に住むすべての住民がいき
いきとした生活を送れるように、他職種や住
民と連携した地域づくり、健康づくりを行い
ます。
　いきいきとした生活を送るためには、住民
の健康観や日常の過ごし方、住んでいる環境
が健康にどのような影響があるのかを知るこ
とが大切です。そのため、保健師は、生活し
ている地域に出向き、住民の生の声を聞く必
要があります。
　実習では、住民の声や地域特性から上がっ
た課題に対して、住民に合わせた健康づくり
を提案しましたが、日常生活の中にすぐに取
り入れた住民が少なく残念でした。このよう
な体験から、保健師活動は継続して行われる
ことに意味があると学びました。また、住民
と繰り返し対話を重ねることが、住民のニー
ズに沿った健康づくりの提案や、住民の望む
地域づくりにつながると学びました。

2021年度卒業

野崎 由衣



三育学院大学・看護教育の歩み

1896（明治 29)  セブンスデー・アドベンチスト教会の宣教活動開始。

  宣教師ウィリアム・ C・ グレンジャ ー来日。

1898（明治 31)  東京麻布に 「芝和英聖書学校」開校。
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1974（昭和 49)     「東京衛生病院看護婦養成所」をカレッジに移管し、「三育学院カ

                                 レッジ看護学科」と改称。 

1976（昭和 51)     専修学校発足に伴い、カレッジを「専門学校三育学院カレッジ」

                                 と改称。

1978（昭和 53)     専門学校・短期大学は千葉県袖ヶ浦市より夷隅郡大多喜町久我原

                                 へ移転。 

1987（昭和 62)  カレッジ看護学科を「短期大学看護学科」に改組。

2004（平成 16)  短期大学に「専攻科（地域看護学専攻）」を設置。 

2008（平成 20)  三育学院大学 看護学部を開設。

2018（平成 30)   2 年次後期より創立の地、杉並区天沼を舞台とする新しいカリキュ

                                 ラムがスタート。 

2020（令和 2)        「三育学院大学大学院 看護学研究科看護学専攻（修士課程）」を

                                 開設。

Curriculum
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理論と実践に裏付けられた、充実のカリキュラム。
少人数制教育のメリットが活きる密度の濃い4年間です。

1 2 3 4

1 2 3 4看護の基盤を築き人格の形成をつちかう 専門知識を身につける 知識と実践をつなげる 看護への理解を深化させる

大多喜キャンパス 東京校舎 大多喜キャンパス
東京校舎

年次 年次年次年次

･基礎看護学実習 I 
･地域看護学実習 
･地域交流実習

･基礎看護学実習 II
･国際看護実習 I

[ 基礎看護学 ]
･看護学概論
･三育の全人的看護と伝統 
･看護技術の基礎 
･生活行動援助論 I･II
･看護過程の基礎

[ 地域看護学 ]
･地域看護学概論
[ 成人･老年看護学 ]
･成人の特徴と生活と健康 
･高齢者の特徴と生活と健康

[ 基礎看護学 ]
･ヘルスアセスメント 
･診療の援助技術論 I･II
[ 地域看護学 ]
･家族看護学 
･在宅看護論 I
[ 成人･老年看護学 ]
･慢性期看護論 
･急性期･周手術期看護論 
･回復期看護論 
･看護理論
[ 小児看護学 ]
･子どもの特徴と生活と健康 
･子どもの健康と看護

[ 女性看護学 ]
･女性の特徴と生活と健康
･リプロダクテイブヘルスケア
[ 精神看護学 ]
･こころと健康 
･こころの健康と看護
[ 国際看護 ]
･国際看護論
[ 看護の発展科目 ]
･医療安全管理学 
･看護倫理 
･看護展開演習 I

[ 人間と健康 ]
･人体の形態と機能 I･II
･生化学
･微生物学 
･栄養学 
･疾病･治療学 I

[ 環境と健康 ]
･公衆衛生学 
･健康教育論 I 
･ファシリテ一ション

[ 人間の理解 ]
･発達心理学 
･人間関係論 
･哲学 
･心理学
･スポーツ科学 I･II
[ 文化･社会の理解 ]
･社会学
･歴史
･美学
･ボランティア活動論

[ 情報科学 ]
･基礎学習セミナ一 
･論理的思考 
･情報科学 
･統計学
[ 基礎科学 ]
･物理学
･生物学
･化学
[ 語学の修得 ]
･英会話 I･II 
･英語 I
･韓国語

[ 人間と健康 ]
･疾病･治療学 II･III
･薬理学

[ 人間の理解 ]
･教育学
[ 文化･社会の理解 ]
･日本国憲法 
･日本文化演習 (茶道）

[ 基礎科学 ]
･生活環境論
[ 語学の修得 ]
･英語 II 
･韓国語

[ 地域看護学 ]
･在宅看護論 II
･産業保健 
･学校保健
[ 成人･老年看護学 ]
･緩和ケア･終末期看護論
[ 小児看護学 ]
･健康問題をもつ子どもと看護

[ 女性看護学 ]
･女性の健康問題と看護
[ 精神看護学 ]
･こころを病む人と看護
[ 国際看護 ]
･国際保健医療問題
[ 看護の発展科目 ]

[ 公衆衛生看護学 ]
･公衆衛生看護学原論 
･対象別支援技術論 
･公衆衛生看護活動展開論 I

[ 健康と環境 ]
･疫学
･保健医療福祉行政論 
･保健医療社会学

[ 公衆衛生看護学 ]
･公衆衛生看護活動展開論 II 
･地域ケアシステム論 
･組織協働活動論 

･健康危機管理論
･公衆衛生看護管理論 
･公衆衛生看護学実習 I･II･III

･総合看護実習

[発展科目 ]
･看護専門職論
･災害看護学
･卒業研究 I･II
･看護管理学
･看護における補完療法
･論文講読 (看護）

[ アドベンチストの信仰と生活 ]
･キリスト教概論 
･聖書 I

･キリストの生涯
･キリスト教音楽 I･II

[ アドベンチストの信仰と生活 ]
･聖書 II
･パ一ソナルミニストリ一 ･ミニス卜リーオブヒーリング

[ アドベンチストの信仰と生活 ]
･聖書 III

[ アドベンチストの信仰と生活 ]
･聖書 IV
･クリスチャンの奉仕

･小児看護学実習 
･精神看護学実習 
･国際看護実習 II 
･在宅看護論実習 
･スピリチュアルケア実習

看護師と保健師の国家試験受験資格が得られます
選択制の保健師課程を履修すれば、卒業時には看護師
の国家試験受験資格に加えて、保健師国家試験受験資
格が得られます。看護師国家試験と保健師国家試験の
両方に合格すれば、養護教諭二種免許と衛生管理者の
資格も申請によって取得でき、看護師の資格だけでは
できない分野まで、活動の幅が大きく広がります。

保健師課程
（選択制 / 12名）

･慢性期看護実習 
･急性期看護実習 
･回復期看護実習 
･緩和ケア･終末期看護実習 
･老人福祉施設実習 
･母性看護学実習 

[ 環境と健康 ]
･健康教育論 II
･保健統計演習
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Otaki
Campus

　私は、三育学院大学に入学し、自律的に勉
強できるようになりました。その理由は、大
多喜の心穏やかになる自然あふれるキャンパ
スで、同じ夢を持つ友達と学ぶことができる
からです。更に、学生の学修のために、自ら
の時間を割いて真剣に向き合ってくださる先
生、学生の人格的成長を願い、悩みを優しく
聞いてくださる寮監が三育学院大学にはいま
す。一般の大学生と比べて、アルバイトや自
分のための時間は十分にないかもしれませ
ん。しかし、自分のために使う時間より、将
来出会う患者さん、関わる人のために勉強を
する意義を三育学院大学で学びました。それ
らは最終的には、患者さんや関わる人だけで
なく、自分の成長に、そして祝福に繋がると
私は考えます。

看護学部 3年

琴野 佑菜
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豊かな自然の中で勉学に集中し、自分を成長させる場所。
大多喜キャンパス

入学から2年生の前期までは、落ちつ
いた学びの環境の中で。
　大多喜キャンパスでは主に基礎教
養科目、基礎看護学などを学びます。
この豊かな自然に囲まれたキャンパ
スは心を静めてキリスト教の精神や
価値観に触れ、本学の目指す全人的

教育を行うのに最適です。多くの教
員・職員も隣接する住宅に居住して
おり、授業を離れても学生と教員が
親しく交流できるアットホームで安
心の環境です。

グレンジャー記念講堂内パイプオルガン

グレンジャー記念講堂と
大河平記念ホール

キャンパス全景

聖歌隊



Dormitory 看護学部 3年

濱岡 くるみ

16 17

ここでの経験と思い出が、あなたの一生の宝になる。
大多喜キャンパスでの寮生活

ミルテ寮の一室

ミルテ寮（女子寮）カレッジホール（男子寮）

カレッジホールの一室

　私が最も魅力的だと感じるのは寮生活で
す。寮生活は、同じ目標に向かう仲間と共に
過ごし、切磋琢磨できるかけがえのない経験
だと感じています。私自身、最初は勉学と学
生生活との両立に不安を感じていました。し
かし、気づけば昼夜問わず温かく支えてくれ
る仲間がいたことで、勉学も学生生活も非常
に楽しく過ごすことができました。
　また、様々な背景にある人と関わることが
できるため、多くの刺激を受け、多様な価値
観や文化に触れることができます。そして、
看護職者として重要な、コミュニケーション
能力や対人理解力を身に付けることができる
貴重な環境だと感じています。
　これらの経験は自らを成長させるととも
に、看護職者として患者さんと関わるときの
自信となり、患者さんの心に寄り添える温か
い看護を提供できる大切な土台となると確信
しています。

身体の内側から健康を支える卵乳菜食
（ベジタリアン食）
　三育学院大学の食堂は、穀物と野菜、
果物、ナッツ類、豆類を中心としたベ
ジタリアン食に、卵、乳製品を加えた
卵乳菜食（Lacto-ovo-vegetarian）とい
うスタイルを取り入れています。
入学後「身体の調子が良くなった」と
いう声も聞かれるほどの健康食です。

「寮生活で成長できた」という声多数。
学生時代の貴重な経験です。
　三育学院大学では入学から 2 年生
前期まで大多喜の寮に入ります。寮、
と聞いてとまどう人も多いかもしれ
ません。けれども看護師・保健師と
いう同じ目標を持つ仲間と共同生活
をし、共に実習や国家試験準備をす
ることは、プロの看護師に求められ
るコミュニケーション能力や対人理
解力を高めることに大いに役立ちま
す。

　空気の澄んだ大自然の中、友人た
ちと勉強に集中するという貴重な経
験は、あなたを必ず成長させてくれ
るでしょう。

ミルテ寮トレーニングフロア

学内食堂 ミルテ寮内ラウンジ

ミルテ寮内会食室

P24 P25



Tokyo
School Bldg. 

　私の出身地は山梨県であるため現在は一人
暮らしをしています。そのため１、２年次の
千葉の寮生活とは異なり一人暮らしに慣れな
いことも多く最初は大変なこともありました
が、周りの友人や家族、学校の先生方に支え
られ一人暮らしも安定し学生生活を楽しく、
学び多く豊かに過ごしています。私は３年生
の時、実習のため毎朝早朝に起き電車通学を
しました。三育学院大学の実習病院は主に東
京衛生アドベンチスト病院のため校舎のそば
に実習先があることで、実習後は東京校舎の
方に戻り、毎日友人と一日の振り返りや次の
日の計画、学習などをともに行うことで大変
な実習期間を協力し支え合いながら乗り越え
ることができました。
　また、実習期間中の昼食は東京衛生アドベ
ンチスト病院の食堂で食事をとることができ
るため一人暮らしの私にとっては栄養バラン
スのある食事が摂取できることが本当にあり
がたいです。

看護学部 4年

田代 桃子

密度の濃い実践を通して、着実に見えてくる看護の道。
東京校舎

18 19

学生生活の後半は、学びもキャンパ
スライフも充実できる東京校舎。
　東京杉並の閑静な住宅地にある東
京衛生アドベンチスト病院。本学の
東京校舎は、その病院敷地に隣接す
る形で建てられており、2年生後期か
ら4 年生前期まで、この東京校舎で学
びます。
　ここは 1928年に H.O. ゲツラフ看護
師が東京衛生病院看護婦学校を開校
した、いわば建学の記念すべき場所
でもあります。

　大多喜キャンパスで基礎をしっか
り学んだ後、さらに深い学びと実践
力を身につけるための拠点として東
京校舎は機能します。
　JR 東日本中央線と東京メトロ丸ノ
内線の両方が利用できる荻窪駅は、
都心にも出やすく、キャンパスライ
フはより充実したものになるでしょ
う。

5 号館 6号館 サフランハイツ



Graduate
School

　私は現在、東京校舎に隣接する東京衛生ア
ドベンチスト病院で実習を行っています。実
習では、座学での学びを生かしとても多くの
学びを得ることができると実感しています。
　特に領域別実習では実際に患者さんを受け
持ち看護過程を展開し、患者さんに必要な看
護とは何かを考え看護を実践します。そのた
め、実際に患者さんとコミュニケーションを
通して関わることで全身状態の把握、患者さ
んがなにに困っていてどのようなことに不安
を抱いているのかを把握することの重要性を
学ぶことができました。また、看護学生だか
らこそ一人の患者さんに真摯に向き合うこと
ができると考えるため、今後の実習において
も患者さんの気持ちを第一に考え心に寄り
添った看護について学んでいきたいと思って
おります。

看護学部 4年

藤田 咲葵

系列病院でのリアルな学び。
そしてボランティア活動も。
　敷地が隣接している東京衛生アドベ
ンチスト病院や神戸アドベンチスト病
院における実習や、実際に勤務してい
る看護師や医師の授業があります。

　また、キャロリングや健康祭といっ
た、地域住民の方々との交流を深める
ためのイベントの開催やボランティア
活動を積極的に行っています。

指導的実践者、教育者そして研究者を目指す人へ。
より高度な全人的看護を学ぶ大学院。

20 21

健康祭

キャロリング

大学院の概要
1. 大学院 (修士課程 )の目的について
実践の場で抱いた問題意識や実践の根拠について、研究的に発展させ、実践と研究が融和する高度の実践能力を修得し、指
導的実践者の育成をする。また、各専攻分野の看護学を精深し、研究能力を有する教育者・研究者の育成を目的とする。

2. 名称や学位等について

                   研究科                              専攻                       課程                      学位               入学定員         収容定員         修業年限

             看護学研究科                   看護学専攻             修士課程          修士 ( 看護学）            5 人     10 人                2 年
 
3. 専門領域について（下記の専門領域から 1つ選択し、専攻する）
①キリスト教人間学 ②保健医療社会学 ③スピリチュアルケア ④看護教育学 ⑤看護技術学 ⑥感染看護学 ⑦成育看護学 ⑧成
人看護学 ⑨高齢者看護学 ⑩地域看護学（在宅看護論） それぞれの専門性に精通し、大学院の教育経験豊かな教授陣により
指導が行われる。

4. 社会人学生への配慮について
社会人入学生が仕事と学業が両立できるよう、授業は昼夜開講する。

5. 入学試験について
入試日：  一般 I 期・推薦 I 期       2022 年 9 月 4 日（日）
                一般 II 期・推薦 II 期     2023 年 1 月 22 日（日）
                一般 III 期・推薦 III 期   2023 年 2 月 23 日（木）
入試科目 : ①専門科目（60 分）：各々が選択した専門に関する問題を出題。
                  例 : 成人看護学の専攻志願者には、成人看護学に関連した問題のみが出題される。
                  ②面接 (20 分）：修士論文で取り組みたいテ一マに関連した内容。
                  出願に先立ち、志望する専門領域の教員への面談は必須。

https://www.saniku.ac.jp/graduate/
詳細は三育学院大学大学院の
ホームページをご覧ください。



College 
Graduates

ネパール口唇口蓋裂
医療チームに携わって

石川 雄二さん
1981年卒　専門学校日本三育学院カレッジ
看護学科卒業生
東京都 八王子学園 八王子高等学校出身
東京衛生アドベンチスト病院 /手術室/師長

　私は三育学院を卒業した後、実習病
院であった東京衛生アドベンチスト病
院に就職し、 現在に至っています。
1995 年、系列の国際 NGO ADRA Japan
の呼びかけに応じるかたちで、医療
チームを立ち上げ、毎年秋、仲間とと
もにネパールに出かけて行き、数十人
の患者 さんを手術してくるというボ
ランティア活動を続けていますが、私
にとって大きな楽しみ であり、生き
がいです。日々の仕事も、ネパールで
のボランティア活動も、三育学院で学
んだ 全人的看護がすべての土台と
なっています。

長野県 東海大学付属諏訪高等学校出身
就職 : 東京衛生アドベンチスト病院

　三育学院大学では、スピリチュア
ルケアを学ぶことができます。
　私は現在、コロナ病棟で患者様の
生と死を身近に見ています。
　たくさんの不安を抱えた患者様に
どう寄り添ったらいいのか未だに難
しいですが、三育学院大学で土台を
学べたからこそ患者様に寄り添った
看護が出来ているのではないかと実
感しています。
　もちろん、まだまだ未熟な部分も
沢山あるので今後も三育スピリット
を心に留めて働いていきたいです。
　三育での4年間は今の私にとって人
生において大切な思い出となり、成
長できた場所です。

秋田県 聖霊女子短期大学付属高等学校出身
就職 : 東京警察病院

　三育学院大学で学ぶことができた全
人的看護が私にとって重要なものとし
て残っています。
　特に、全人的看護の中でもスピリ
チュアルの部分について私に大きな影
響を与えてくれたと思っています。
　三育での学びから実際に看護師とし
て働く中で患者に寄り添った看護の実
践に繋がっているという実感がありま
す。
　これからも患者に寄り添える全人的
な看護を行いたいと思います。

日本全国、そして国境も越えたプロフェッショナル。
卒業生たちからのメッセージ
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〈就職〉
東京衛生アドベンチスト病院
神戸アドベンチスト病院
アドベンチストメディカルセンタ一
相沢病院
上尾中央総合病院
医療法人財団 健康文化会 小豆沢病院
医療法人 卯の会 新垣病院
板橋区（保健師）
板橋中央病院
伊東市民病院
イムス東京葛飾総合病院
イムス横浜狩場脳神経外科病院
海老名総合病院
大久保病院
大多喜町役場（保健師）
大森赤十字病院
沖縄県立病院
神栖市（保健師）
北里大学病院
君津中央病院
行徳総合病院
杏林大学医学部付属病院
群馬中央病院
健和会
国際医療福祉大学 三田病院
国家公務員共済組合 三宿病院
国家公務員共済組合連合会 九段坂病院
恩賜財団済生会支部 済生会新潟第二病院
済生会横浜市東部病院
独立行政法人 国立病院機構 埼玉病院
三之町病院
塩田記念病院
慈雲堂病院
慈恵医科大学病院
社会医療法人 社団木下会 鎌ケ谷総合病院
医療法人 社団保健会
製鉄記念室蘭病院
総合東京病院
千葉県（保健師）
千葉県がんセンター
千葉総合病院
千葉西総合病院
千葉メディカルセンター
帝京大学 ちば総合医療センター
東金市（保健師）
東京慈恵会医科大学付属病院
東京品川病院
公益社団法人 東京都教職員互助会 三楽病院
東邦大学医療センタ一大森病院
獨協医科大学付属病院
成田赤十字病院
新潟大学医歯学総合病院
日本医科大学病院
日本赤十字医療センター
日本大学病院
長谷川病院
東千葉メディカルセンタ一
日の出が丘病院
福寿会
藤枝市立総合病院 
横須賀市立うわまち病院
琉球大学医学部附属病院
〈進学〉
三育学院大学大学院
天使大学大学院
獨協医科大学助産学専攻科

就職&進学実績

2020年卒

由井 瑠璃さん

2020年卒

能登屋 奈美さん



Faculty
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『スピリチュアルな痛みに触れたい』
　人が病気になった時、同時に心の奥深くに痛みを抱えま
す。後悔や自責の思い、自分の存在価値への意識、生きる
ことへの辛さなどの苦しみです。このようなスピリチュア
ルな痛みは、触れたいと願わなければ決して見えません。
そしてその場限りの安易な慰めではなく、 新たな生きる意
味を見出すことへの助け、自己の存在意義の回復への力と
なるケアが必要です。これは苦しみにある人への大きな光
となり、看護者に励ましと慰めを与えるケアとなります。
本学では全人的看護を目指し、患者に関心を注ぎ、真に寄
り添い、傾聴、共感できる看護師を育てるため、「スピリチュ
アルケア」の理論や実践方法を学びます。

『保健師活動はいきいきした暮らしを保証する看護』
　本学では保健師の育成もしています。2020年のコロナ禍
では、 保健師という言葉を耳にする機会や電話相談をして
いる姿の映像を 観る場面が多くあったことでしょう。そ
こでは感染拡大を防ぐために活動する専門職として紹介さ
れています。このように保健師は 病気になることを未然
に防ぐあるいは悪化させないことを主に活動します。それ
は、地域住民の健康状態や地域文化や習慣、そして価値観、
暮らしぶりを健康の視点から分析し、健康な町づくりを住
民とともに考え、行う活動です。活動は、住民のいきいき
した暮らしを保証し、住み慣れた地域で自分らしく生活を
していくことを可能にします。一緒に学びましょう。

『多様な側面から看護を見つめる』
　入院患者の他者とのつながりは、病院内の医療従事者と
だけではありません。患者の背景には家族・職場・地域・
健康産業・国家 などの社会があり、その中で生活してい
ます。疾患そのものや病院内での関係性を見るだけでは、
全人的な理解にはならないと考えられます。「社会学」は
人間と社会との関連性について探求する学問です。家族・
ジェンダー・地域・文化・社会システムなど多様な側面か
ら人間の行為を見つめる姿勢を身につけるため、講義では 
マンガ・アニメ・小説などの例を用いて学びます。このよ
うな看護学以外の学びを通して、新たな看護観の形成がで
きることを期待しています。

『小児看護学の学び』
　小児看護で対象となる子どもの年齢は胎生期～青年期と
幅広く、 病気や障害もさまざまです。看護師は対象児の負
担を最小限に安全・安楽な処置や生活援助を行うだけでな
く、子どもや家族に心理的、 社会的な支援や教育も行います。
　本学では 2 年次から始まる 3 つの講義を通じて、子ども
の発達、 疾患、治療、看護について学修します。その後の
実習では、対象児の個別的側面だけでなく全人的な視点を
持ち看護を行うことで、小児看護観を深めていきます。小
児看護学に必要な知識や技術、そして看護観を系統的に学
ぶことができるよう、充実したカリキュラムを用意して皆
様をお待ちしています。

ハイレベルな教養と技術。
そして三育スピリットを次世代につなげる情熱があります。

鈴木 美和
教授
《地域看護学・公衆衛生
看護学》

廣瀨 幸美
教授
《小児看護学 /母性看護学》

市川 光代
特任教授
《老年看護学》

本郷 久美子
特任教授
《スピリチュアルケア》 

新原 豊
客員教授 

今野 和穂
准教授
《女性看護学》

松﨑 敦子
准教授
《小児看護学》

近藤 かおり
講師
《成人看護学》

堀江 久樹
助教
《地域看護学》

今野 玲子
准教授 
《成人看護学 /老年
看護学》

遠田 きよみ
講師
《基礎看護学》

基礎看護学 /スピリチュアルケア
准教授

山口 道子
Michiko Yamaguchi

公衆衛生看護学 /地域看護学
教授

浦橋 久美子
KumiKo Uranashi

社会学
教授

篠原 清夫
Sugao Shinohara

小児看護学
准教授

松崎 敦子
Atsuko Matsuzaki

佐藤 壽子
特任教授
《公衆衛生看護学/地
域看護学》 

松本 浩幸
准教授
《精神看護学》

玉那覇 文美
講師
《基礎看護学》

近藤 勇美
助教
《女性看護学》

新妻 規恵
講師
《英語》

素村 知佳
講師
《成人看護学》

サムエル
コランテン
講師
《英会話》 

山口 道子
准教授
《基礎看護学 /スピ
リチュアルケア》 

村上 寛
教授　学部長　
《成人看護学 /看護管理学》

浦橋 久美子
教授　学部長補佐 
《公衆衛生看護学 /地域
看護学》

後藤 佳子
教授　学部長補佐
《基礎看護学》

篠原 清夫
教授
《社会学》

山本 理
教授
《生物学》

白木 沙知
助教
《老年看護学》

清野 星二
助教
《小児看護学》

手塚 早苗
助教
《地域看護学》



Global
Network

　三育学院大学の母体であるセブン
スデー・アドベンチスト教会には、
全世界で 115の系列高等教育機関があ
り、看護学を専攻できる大学も数多
くあります。
　三育学院大学では国際看護実習を
サザンアドベンチスト大学で行って
おり、希望すれば系列大学の大学院
留学も可能です。

　特に医学部を中心に医療に特化し
たロマリンダ大学は全米の中でも最
先端の研究・教育が行われており、
高度な看護の学びを続けることがで
きます。
　将来海外での活躍を夢見るあなた
にとって、三育学院大学はまたとな
いチャンスが得られる場と言えるで
しょう。

ロマリンダ大学（アメリカ/カリフォルニア州）
　健康科学、予防医学の分野で世界的に名前の知
られた医療系大学。看護学だけでなく、医学、歯学、
薬学、救急医療、医療技術、カウンセリングなど
医療に関するあらゆる分野が集積しています。最
先端の医療を学ぶ 4,500名以上の学生の中には留
学生も多く、学生の出身国は80ヶ国以上にもなり
ます。

サザンアドベンチスト大学（アメリカ /テネシー州）
　学生総数 2,500 名ほどの中規模大学。三育学院
大学看護学部 2 年次の選択科目「国際看護実習 I 
( 欧米の看護体験 )」で行われる 3週間の短期留学
は、 このキャンパスで行われます。看護学部のほ
か医療衛生などの専門分野の予科が充実してお
り、看護•医療に関して幅広く学ぶことができま
す。

三育学院大学から世界につながる
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Loma Linda University

Southern Adventist University 

A
Adriatic Union College
Marusevec, Croatia
AdventHealth University
Orlando, FL, United States
Adventist College of Nursing and Health 
Sciences 
Penang, Malaysia
Adventist International Institute of 
Advanced Studies
Silang, Cavite, Philippines
Adventist Medical Center College - Iligan
Iligan City, Philippines
Adventist University Cosendai 
Nanga Eboko, Upper Sanaga, Cameroon
Adventist University Institute of 
Venezuela
Nirgua, Edo. Yaracuy, Venezuela
Adventist University of Africa 
Ongata Rongai, Nairobi, Kenya
Adventist University of Central Africa 
Gasabo District, Kigali City, Rwanda
Adventist University of France 
Chemin du Perouzet, 74160 
Collonges-sous-Saleve, France
Adventist University of Haiti
Port-au-Prince, Haiti
Adventist University of Lukanga 
Lubero, Nord-Kivu, Democratic Republic of 
the Congo
Adventist University Zurcher
Sambaina, Antsirabe, Madagascar
Amazonia Adventist College
Benevides, PA, Brazil
Andrews University
Berrien Springs, MI, United States
Antillean Adventist University 
Mayaguez, Puerto Rico, Puerto Rico
Asia-Pacific International University 
Muak Lek, Saraburi, Thailand
Avondale University
Cooranbong, NSW, Australia

B
Babcock University
Ogun State, Nigeria
Bahia Adventist College
Cachoeira, BA, Brazil
Bangladesh Adventist Seminary and 
College
P.S. Kaliakoir, District Gazipur-1750, 
Bangladesh
Belgrade Theological Seminary
11030 Belgrade, Serbia
Bogenhofen Seminary
St. Peter am Hart, Austria
Bolivia Adventist University
Vinto, Cochabamba, Bolivia
Brazil Adventist University
Engenheiro Coelho, SP, Brazil
Bugema University
Kampala, Uganda
Burman University
Lacombe, AB, Canada

C
Central American Adventist University 
La Ceiba, Alajuela, Costa Rica
Central Philippine Adventist College
Murcia, Negros Occidental, Philippines
Chile Adventist University
Camino a Tanilvoro, Chillan, Chile
Chinese Adventist Seminary
Sai Kung, New Territories, Hong Kong
Colombia Adventist University 
Corporation
No. 33 AA-1, Medellin, Colombia
Cuba Adventist Theological Seminary 
Santiago de las Vegas, La Havana, Cuba
Czecho-Slovakian Union Adventist 
Theological Institute
00 Praha 2-Vinohrady, Czech Republic

D
Dominican Adventist University 
Bonao, Dominican Republic

E
Ecuador Adventist College
Santo Domingo, Santo Domingo de los 
Tsachilas, Ecuador
Ethiopia Adventist College
Oromiya Region, Ethiopia

F
Flaiz Adventist College
West Godavari District, Andhra Pradesh, 
India
Friedensau Adventist University 
Moeckern-Friedensau, Germany
Fulton Adventist University College 
Nadi, Fiji

H
Helderberg College of Higher Education
Somerset West, Cape Town, South Africa
Hong Kong Adventist College 
Sai Kung, New Territories, Hong Kong
Hungarian Adventist Theological College
Pecel, Hungary

I
Indonesia Adventist University 
Bandung, West Java, Indonesia
Inter-American Division Publishing 
Association
Doral, FL, United States
Italian Adventist University Villa Aurora
Florence, Italy

K
Klabat University
Airmadidi, North Sulawesi, Indonesia

L
La Sierra University
Riverside, CA, United States
Latin-American Adventist Theological 
Seminary
Brasilia, DF, Brazil
Loma Linda University
Loma Linda, CA, United States
Lowry Adventist College
Bangalore, Karnataka, India

M
Manila Adventist College
Pasay City, Metro Manila, Philippines
METAS Adventist College, Surat
Surat, Gujarat, India
Middle East University
Jdeidet El Metn, Metn, Lebanon
Minas Gerais Adventist College 
Lavras, MG, Brazil
Montemorelos University
Montemorelos, N.L., Mexico
Mountain View College
Valencia City, Bukidnon, Philippines
Myanmar Union Adventist Seminary 
Myaungmya, Myanmar

N
Naga View Adventist College
Naga City, Philippines
Navojoa University
Navojoa, Sonora, Mexico
Newbold College of Higher Education 
Bracknell, Berkshire RG42, United Kingdom
Northeast Adventist University 
West Jaintia Hills District, Meghalaya, India
Northern Caribbean University 
Mandeville, Manchester, Jamaica
Northern Luzon Adventist College 
Sison, Pangasinan, Philippines

O
Oakwood University
Huntsville, AL, United States

P
Pacific Adventist University
Boroko, Papua New Guinea
Pacific Union College
Angwin, CA, United States
Pakistan Adventist Seminary and 
College
Sheikhupura District, Punjab, Pakistan
Paraguay Adventist University 
Asuncion, Paraguay
Parana Adventist College
Ivatuba, Parana, Brazil
Peruvian Union University
Nana, Lima, Peru
Polish Senior College of Theology and 
Humanities
Podkowa Lesna, Poland

R
River Plate Adventist University 
Entre Rios, Argentina
Roorkee Adventist College
Roorkee, Uttarakhand, India
Rusangu University
Off Lusaka/Livingstone Road, Monze, 
Zambia

S
Sagunto Adventist College
s/n, 46500 Sagunto (Valencia), Spain
Sahmyook Health University
Dongdaemun-ku, Seoul, South Korea
Sahmyook University
Seoul, South Korea
Saniku Gakuin College
Isumi-gun, Chiba, Japan
Sonoma Adventist College
Kokopo, Papua New Guinea
South Philippine Adventist College 
Matanao, Davao del Sur, Philippines
Southern Adventist University 
Collegedale, TN, United States
Southwestern Adventist University 
Keene, TX, United States
Spicer Adventist University
Pune, Maharashtra, India
Spicer Memorial College
Pune, Maharashtra, India
Surya Nusantara Adventist College
North Sumatra, Indonesia

T
Taiwan Adventist College
Nantou County, Taiwan, China
The University of Arusha
Usa River, via Arusha, Tanzania

U
Ukrainian Adventist Center of Higher 
Education
Bucha, Kyiv Region, Ukraine
Union College
Lincoln, NE, United States
University of Eastern Africa Baraton 
Eldoret, Kenya
University of the Southern Caribbean 
Port of Spain, Trinidad and Tobago

V
Valley View University
Accra-Dodowa Road, Accra, Ghana
Vellore Adventist College of Education
Otteri, Vellore, India

W
Walla Walla University
College Place, WA, United States
Washington Adventist University 
Takoma Park, MD, United States

Z
Zaoksky Adventist University
Zaoksky, Tula Region, Russia

三育学院大学の主な系列大学や高等教育機関
出典 : SEVENTH-DAY ADVENTIST YEARBOOK 2020 “EDUCATIONAL INSTITUTIONS” より COLLEGES, SEMINARIES, AND UNIVERSITIES
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横浜三育小学校
小学生だからできること、小学生にしか
できないことをしっかり行い、知・徳・
体が調和した人格教育を実践しています。

三育学院大学

専門学校 三育学院カレッジ
セブンスデー・アドベンチスト（SDA）教
会の牧師を志す方のほか、聖書の学びを通
し、キリスト教的教養を身につけ、それぞ
れの目的に応じて学ぶことができます。

広島三育学院（高等学校・中学校）
キリスト教主義に基づく全寮制男女共学の
学校で、Spirit、Soul、Body のバランスあ
る全人的な三育教育の実践を目指していま
す。

三育学院中学校
キリスト教を柱とした全寮制による 24 時
間の全人教育を行っています。

沖縄三育中学校
自然と触れ合いながら「見えない学力」
を伸ばす。沖縄三育中学校が目指すもの
は「幸せ教育」です。

函館三育小学校
1980 年創立。函館で唯一の私立小学校。
心を育むキリスト教教育を実践していま
す。

東京三育小学校
キリスト教がすべての教育の土台です。徳
育、知育、体育に重きをおき、豊かな心と
健やかな体、高い知性をバランスよく伸ば
します。

沖縄三育小学校
" 少人数制 " で " コミュニケーション力 "
と " 思いやりの心をもった "、" 国際人 " を
育てる教師全員がクリスチャンの私立小学
校です。

光風台三育小学校
豊かな心、高い知性、健やかな体をバラ
ンス良く伸ばします。少人数教育やネイ
ティブ講師による充実の英語教育を行っ
ています。

鹿児島三育小学校
充実の英語教育と徹底した少人数教育が
特徴。豊かな心と健やかな体、高い知性
をバランスよく伸ばします。

久慈川三育小学校
キリスト教の教えを土台とし、知・徳・
体の円満な発達をはかる三育教育を行い、
隣人や社会のために喜んで奉仕すること
のできる人物を育てることを目標としま
す。

広島三育学院大和小学校
広島三育学院高等学校・中学校キャンパス
内にある、複式の小学校です。聖書の教え
を基礎とするキリスト教主義教育を実践し
ています。

★病院

東京衛生アドベンチスト病院
神戸アドベンチスト病院
アドベンチストメディカルセンター

★福祉施設

特別養護老人ホーム シャローム
特別養護老人ホーム シャローム東久留米
特別養護老人ホーム シャローム横浜

★国際援助活動

特定非営利活動法人 ADRA

★健康食品事業

三育フーズ

★メディア出版事業

メディアセンター
福音社

広島三育学院小学校
聖書の教えを基に個性を重んじ、知育・徳
育・体育の 円満な発達を図り、社会に貢
献する人間性豊かな人物の育成を目指しま
す。

鹿児島三育幼稚園
人のために祈り思いやれる心、健康で丈夫
な体、よく見て考え工夫する力を育てます。

広島三育学院幼稚園
聖書の教えを基に個性を重んじ、知育・徳
育・体育の円満な発達を図り、社会に貢献
する人間性豊かな人物の育成を目指しま
す。

横浜三育幼稚園
横浜三育幼稚園は、横浜市中区山手の緑豊
かな丘の上にあるキリスト教の小さな幼稚
園です。

札幌三育幼稚園
「豊かな心」を育むさまざまな「活動」
を行っています。

札幌三育小学校
札幌市で唯一の私立小学校です。こころ
（愛）・あたま（智力）・からだ（実践力）
を育て、バランスのとれた人物の育成をめ
ざす教育です。

学びやふれあい、そして社会貢献の輪が広がっています。
三育学院のネットワーク
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Hospitals

実習の場所であり、先輩たちが待つ場所でもある。
三育学院大学の系列病院
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　東京衛生アドベンチスト病院、神戸アドベンチスト病院、アドベンチストメディカルセンタ一 (沖縄 )は、 三育学院大学と
同じセブンスデー･アドベンチスト教会（キリスト教プロテスタント）が設置する病院 です。開設当初より、キリス卜の愛
に根ざした心からの医療奉仕を使命とし、本学と同じ「全人的」 回復を理念の礎に据えています。
   三育学院大学では、この 3病院と実習その他将来の就職先の一つとして連携しています。

神戸アドベンチスト病院

副院長兼看護部長

足立 光生
(1995年卒業　三育学院短期大学看護学科卒業生 )

　神戸アドベンチスト病院は、日本三大古
泉として知られる有馬温泉にほど近い神戸
市北区にある一般急性期病院です。116 床
の小規模病院ながら、ハイ ケアユニット
(高度急性期治療室 )、急性期病棟、地域包
括ケア病棟、ホスピス緩和ケア病棟を持ち、
周産期、急性期･高度急性期、回復期、終
末期など、地域の医療 ニーズに幅広く応え
る診療を提供しています。理念である「キ
リス卜の愛と確かな医療をもって心と体の
いやしをめざします。」の実践を通して、
地域の皆様より「職員が親切で優しい病院」
として、長年にわたり親しまれています。

東京衛生アドベンチスト病院

　東京衛生アドベンチスト病院は、三育学院大学の実習病院で、多くの卒業生が働いて い
ます。同じ敷地内にある大学と連携し、看護実践能力の高い看護師を育てるために、 現場の
看護師が看護技術のクラスの一部を担当しています。
　当院は「こころとからだのいやしのためにキリストの心でひとりひとりに仕えます」と
いう理念の下、患者さんが大切にされていると感じる配慮のある看護を目指しています。
　三育学院大学の卒業生は、全人的看護、スピリチュアルケアを学んでおり、患者さんの
話す言葉に耳を傾け、表情や態度、身体の緊張などを丁寧に読み取る力が優れています。
患者さんから信頼される看護師を目指し、三育学院大学で看護の学びを深めていただきた
いと思います。

東京衛生アドベンチスト病院は、365日24 時間対応の無痛分娩で 都内でも高い知名度があります。また 1996 年に東京 23 区内で最初に緩和
ケア病棟を開設し、以来 20 年にわたり対象者に寄り添う全人的看護を実践しています。

副院長兼看護部長　平野 美理香 　(1988年卒業　三育学院カレッジ看護学科卒業生）

アドベンチストメディカルセンター
　アドベンチストメディカルセンターは、キリス卜系の病院で緩和ケアに力をいれて
います。
   「こころとからだの癒しの為に、キリス卜の心で一人ひとりに仕えます」という理
念のもと自分を愛せるように他者を愛し、対象者とその家族が安心できる雰囲気づく
りと治療に努めています。そのほかに外来･健診･歯科などがあります。日曜日診療･
また外国人の受診者も多く、沖縄では通称 “アメリカ病院” として親しまれています。



Scholarships

　本学は各種の奨学金制度を設け、
人物・学業にすぐれ、経済的理由に
より修学が困難な学生に対して経済
的支援を行っています。
　本学の奨学金制度が充実している
理由の一つは、同じ理念で運営され

ている系列の病院が三育の理念を身
につけた看護師を必要としているか
らです。
　卒業後数年間は系列病院で勤務す
ることが返還免除の条件となってい
る奨学金もあります。

　系列病院ではこの期間を利用して、
卒業生が看護師として一人前に成長す
るまで、本学と同じ理念に基づき継続
教育を行います。

※奨学金はこの他にも各種用意されています。
詳しくは入試広報課までお問い合わせください。

学びたい、という意欲を大切にしたいから
どこよりも充実させることを目指しました。
三育学院大学の奨学金制度
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看護学部特待生奨学金
新入生の中で
1. 指定校推薦入試志願者（系列校推薦入試合格者含む）
2. 公募推薦 I 期志願者
3. 総合型 II 期（特別選抜）志願者
に特待生選抜試験を実施し、その試験結果及び調査書によって選考。奨学金は入学手続時に交付。
A種 : 入学年度 1年間の授業料相当額
B種 : 入学年度 1年間の授業料 50%相当額
A種 : 若干名
B種 : 6 名以内

一般入学試験成績優秀者特別奨学金
本学の実施する一般入学試験に合格し入学する者の内、成績優秀な者。
50万円（入学初年度のみ）
若干名

三育学院奨学金
1. 人物が優秀な者
2. 学資の支弁が困難な者
3. 学業成績が優良な者
20万円
若干名

千葉県保健師看護師奨学金（名原壽子奨学金）
卒業後直ちに千葉県内において保健師または看護師として就業することを誓約する者。
3年、4年次は保健師課程の正規生であること。
第一種年額 60万円、第二種年額 20万円
各学年から第一種 1名、第二種 2名

アドベンチスト病院協議会奨学金（一般・貸与）【一般は返済義務無し】
アドベンチスト病院協議会に属する医療機関の看護師養成を目的とし、アドベンチスト 3病院（東京衛生アドベ
ンチスト病院、神戸アドベンチスト病院、アドベンチストメディカルセンター）のいずれかの病院において看護
師業務就業を誓約する者。
一般奨学金 : 各年次につき 600,000 円（各年審査）
貸与奨学金 : 4 年間で 2,000,000 円、2年毎に 1,000,000 円までの支給を原則とする。
入学定員のおおよそ 6割。年度により増減の可能性があります。
一般奨学金は就業義務を果たすと返済義務なし。貸与奨学金は一般奨学金申請者で更に貸与を希望する者に支給。
卒業後返済義務あり。

給付型

資格

支給額

人数

給付型

資格
支給額
人数

給付型

資格

支給額
人数

給付型

資格

支給額
人数

給付・貸与型

資格

給付・貸与型奨学金
（条件付き）

人数

補足



Staff
あなたの大切な4年間をしっかりサポートします。
大多喜と東京の職員チーム
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全人的看護をめざす三育学院大学な
らではの手厚いサポート。
　「人間としての成長と成熟とが求め
られる最も高度で豊かな看護」を実
現する教育を実践する大学だからこ
そ、三育学院大学は学生サポートの
充実が必要だと考えています。
　少人数制教育のメリットを活かし
て学生一人ひとりに寄り添い、さま
ざまな角度から学生生活を支援する
ことで、安心・安全で充実した 4年間
を過ごせる環境をお届けします。

寮生活から奨学金の相談まで。さま
ざまなニーズにお応えします。
　この職員チームによるサポートに
よって、はじめは寮生活に不安を感
じたとしても、すぐそれが杞憂であっ
たことがおわかりいただけるでしょ
う。
　また、ほとんどの方が利用される
奨学金制度に関しても、親身になっ
てご相談に応じ、キメ細かく対応。
保護者の方々からも高い評価をいた
だいています。

大多喜キャンパス職員 東京校舎職員 Open Campus
三育学院大学の魅力に直接触れられる日。
オープンキャンパス&看護学体験セミナー
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三育学院大学看護学部 入試広報課　TEL : 03-3393-7810
東京都杉並区天沼 3丁目 17-15　　nyuushi@saniku.ac.jp
東京校舎では「いつでも見学」を実施しています。お気軽にご相談ください。

要予約
お問い合わせ

東京衛生アドベンチスト病院
看護学体験セミナー

&
オープンキャンパス

6/19（日） 7/17（日）

9/11（日） 10/23（日）
11/20（日） 3/26（日）2023 年

5/29（日）

（要予約）

大多喜
キャンパスツアー

（要予約）

8/7（日） 8/21（日） 8/28（日）
施設見学を中心に個別にキャンパス内をご案内します。
感染対策の為に 1組 3名さままでのご参加とさせていただきます。

看護学体験セミナー
（要予約）

沖縄アドベンチストメディカルセンター 7/24（日） 3/192023 年
（日）6/12（日）

看護に関する講義、体験学習を予定しています。
また入試・奨学金に関する個別相談コーナーを設けますので、お気軽にご参加ください。


