
  

様式第２号の１－①【⑴実務経験のある教員等による授業科目の配置】 
 
※大学・短期大学・高等専門学校は、この様式を用いること。専門学校は、様式第２号の１

－②を用いること。 
 

学校名 日本赤十字秋田看護大学 
設置者名 学校法人 日本赤十字学園 

 

 

１．「実務経験のある教員等による授業科目」の数 

学部名 学科名 

夜間･

通信

制の

場合 

実務経験のある 

教員等による 

授業科目の単位数 

省令

で定

める

基準

単位

数 

配

置

困

難 
全学

共通

科目 

学部

等 

共通

科目 

専門

科目 
合計 

看護学部 

看護学科 
夜 ・

通信 

 

26 

145 171 13  

 
夜 ・

通信 
    

 

 
夜 ・

通信 
 

  
 

 
 

 
夜 ・

通信 
    

（備考） 

 

 

２．「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表の公表方法 

https://www.rcakita.ac.jp/faculty/syllabus 

 

 

３．要件を満たすことが困難である学部等 
学部等名 

（困難である理由） 

 

  

https://www.rcakita.ac.jp/faculty/syllabus


  

様式第２号の２－①【⑵-①学外者である理事の複数配置】 
 
※ 国立大学法人・独立行政法人国立高等専門学校機構・公立大学法人・学校法人・準学校

法人は、この様式を用いること。これら以外の設置者は、様式第２号の２－②を用いる

こと。 
 

学校名 日本赤十字秋田看護大学 

設置者名 学校法人 日本赤十字学園 

 

 

１．理事（役員）名簿の公表方法 
ホームページ 

https://www.jrc.ac.jp/application/files/6915/9160/5042/84d3ac545b829209f8f14c9914e

4248e.pdf 

 

 

２．学外者である理事の一覧表 
常勤・非常勤

の別 
前職又は現職 任期 

担当する職務内容 

や期待する役割 

非常勤 日本赤十字社 社長 

(R1.6.30まで同社副社長) 

H17.4.1 

～在職期間 

理事長として法人の

業務全般を総理する 

非常勤 日本赤十字社 副社長 

(R1.6.30まで同社顧問) 

H31.4.1 

～R3.3.31 

理事長を補佐し、法

人の業務を掌理する 

非常勤 日本赤十字社 

医療事業推進本部 本部長 

H31.4.1 

～在職期間 

理事長を補佐し、法

人の業務を総括的に

掌理する 

非常勤 日本赤十字社 

医療事業推進本部  

副本部長兼看護部長 

H30.4.1 

～在職期間 

理事長を補佐し、法

人の教学関係業務を

分担する 

非常勤 日本赤十字社代表支部事務

局長会 

会長(日本赤十字社東京都支

部事務局長) 

H26.11.26

～在職期間 

全国の日赤支部の関

係からの助言、提言

等 

非常勤 一般財団法人日本赤十字社 

看護師同方会 常務理事 

H27.4.1 

～R3.3.31 

看護師の育成に関す

る助言、提言等 

非常勤   学校法人関西医科大学 

関西医科大学 

看護部長・研究科長 

H30.4.1 

～R4.3.31 

有識者（大学・教育関

連）の助言、提言等 

非常勤 学校法人加計学園 

千葉科学大学 学長 

H26.4.1 

～R4.3.31 

有識者（大学・教育関

連）の助言、提言等 

非常勤 学校法人尚美学園理事長・ 

尚美学園大学学長 

H30.4.1 

～R4.3.31 

有識者（大学・教育関

連）の助言、提言等 

（備考） 

https://www.jrc.ac.jp/application/files/6915/9160/5042/84d3ac545b829209f8f14c9914e4248e.pdf
https://www.jrc.ac.jp/application/files/6915/9160/5042/84d3ac545b829209f8f14c9914e4248e.pdf


  

様式第２号の３【⑶厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】 

 

学校名 日本赤十字秋田看護大学 

設置者名 学校法人 日本赤十字学園 

 

 

○厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表の概要 

１．授業科目について、授業の方法及び内容、到達目標、成績評価の方法や

基準その他の事項を記載した授業計画書(シラバス)を作成し、公表してい

ること。 
（授業計画書の作成・公表に係る取組の概要） 

○授業計画（シラバス）の作成過程、作成・公表時期 

・１月から次年度のシラバス作成を始める。 

・各科目担当教員は、シラバス記入要領に従いシラバスを作成し、シラバスチェックリ

ストで確認したのち事務局に提出する。 

・提出されたシラバスについて、事務局学務課で体裁や誤字・脱字をチェックする。 

・カリキュラム小委員会で内容も含めチェックする。 

・不備があった科目については、教員に修正依頼・再提出・再チェックを行う。 

・すべての科目について、修正及びチェック完了後の３月下旬、学内外に公表する。 

授業計画書の公表方法 https://portal.rcakita.ac.jp/campusweb/slbssrch.do 

２．学修意欲の把握、試験やレポート、卒業論文などの適切な方法により、

学修成果を厳格かつ適正に評価して単位を与え、又は、履修を認定してい

ること。 

https://portal.rcakita.ac.jp/campusweb/slbssrch.do


  

（授業科目の学修成果の評価に係る取組の概要） 

１）単位認定について 

①単位を修得するためには、履修する授業科目を登録（履修登録）し、その授業に出

席し、一定水準以上の学業成績をおさめ、授業担当者による単位認定を受ける必

要がある。 

②履修登録をした授業科目は、途中で放棄することなく受講し試験を受けること。

出席時間数が不足した場合、または試験を受験しなかった場合は、履修を放棄し

たものとみなされ、単位が認定されない。 

③履修した科目が不合格となり、単位認定をされなかった場合、あるいは出席不足

で履修できなかった場合は、翌年度以降に再履修し、試験を受けて合格をしなけ

れば、その科目の単位を修得することはできない。 

④単位認定の結果は、学期ごとに学内ポータルシステム上で通知する。 

２）成績評価について 

①授業担当者は、授業終了後、あるいは不定期に、試験その他の方法で学業成績を

評価する。 

②成績評価は、授業計画（シラバス）に記載された成績評価の方法・基準に従い、筆

記試験、レポート、口述試験、実技試験等によって行う。なお、出席状況や受講態

度を加味することがある。 

③筆記試験による成績評価を行う科目に関しては、連絡なく試験を欠席した場合、

無断欠席として取り扱い、その授業科目は成績認定がされない。 

④以下の項に該当する学生は、成績評価を受けることができない。 

a)履修登録をしていない。 

b)出席時間数が、講義・演習科目は規定の授業時間数の３分の２、実習科目は５

分の４に満たないとき。 

c)授業料を納入していない。 

⑤成績の評価は、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの評語をもって行い、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃを合格と

し、Ｄを不合格とする。成績の評価点を１００点満点としたときは、１００～９

０点をＳ、８９～８０点をＡ、７９～７０点をＢ、６９～６０点をＣ、５９点以下

をＤと読み換える。 

３．成績評価において、ＧＰＡ等の客観的な指標を設定し、公表するととも

に、成績の分布状況の把握をはじめ、適切に実施していること。 



  

（客観的な指標の設定・公表及び成績評価の適切な実施に係る取組の概要） 

１）ｆ－ＧＰＡ制度導入の目的について 

学生の自己学習力・勉学意欲を高めることを目的とし、各人の学習到達度を評価

するため、「Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ」の成績評価に加えｆ－ＧＰＡによる成績評価制度

を導入している。 

２）成績管理とｆ－ＧＰＡについて 

ｆ－ＧＰＡとは、履修登録した全ての科目の成績をそれぞれ４．５から０までの

数値に置き換え、これに当該科目の単位数を掛けて、その合計を履修科目の総単位

数で割った数値である。 

ｆ－ＧＰＡは大学で学ぶ学生にとって、学習の到達度を客観的に測る指標となる。

「Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ」が科目ごとの学業成果を表すのに対して、ｆ－ＧＰＡは「不

可」となった科目も含め、履修登録した全ての科目の学業成果及び学業への取組結

果の総合的な値として表すことになる。 

各学年のｆ－ＧＰＡが２．０未満の学生には、アドバイザーから学習指導がある。

学習指導をしてもなお改善が認められず、ｆ－ＧＰＡ１．０未満が２学年連続した

学生に対しては、退学勧告を行うことがある。また、保健師課程、養護教諭１種課

程、海外留学の資格、奨学金などの選考の際にもｆ－ＧＰＡを用いることがある。 

ｆ－ＧＰＡは、学期毎に学内ポータルシステム上で通知する。 

３）成績評価とＧＰ(Grade Point)について 

各科目の１００点満点とした際の評点と評価、ＧＰの関係は次表のとおり。 

区分 評語 評点 GP 基準及び適用 

合格 

Ｓ 100～90点 4.5～3.5 
到達目標を十分に達成して

いる非常に優れた成績 

Ａ 89～80点 3.4～2.5 
到達目標を十分に達成して

いる優れた成績 

Ｂ 79～70点 2.4～1.5 
到達目標を概ね達成してい

る成績 

Ｃ 69～60点 1.4～0.5 
到達目標を合格に必要な最

低限度達成している成績 

不合格 Ｄ 59点以下 0 
到達目標を達成できず、合格

には至らない成績 

 Ｇ 既修得単位 対象外 
他大学等で修得した科目を
本学の単位として認定した
ことを示す 

４）ｆ－ＧＰＡの計算方法について 

[ｆ－ＧＰＡの計算式] 

 

ｆ－ＧＰＡ＝ 

（ＧＰ×当該科目の単位数）履修した全ての科目の総和 

総履修単位数 

 
※１ ＧＰ(Grade Point)＝（当該科目の評点－５５）÷１０ 

ただし、評点が不合格（６０点未満）または履修放棄の場合、グレード・

ポイントは一律に０点となる。 

※２ 総履修単位数には、不合格科目「Ｄ」の単位数も含む。 

※３ 総履修単位数には、既修得科目「Ｇ」の単位数は含まない。 
※４ ｆ－ＧＰＡは小数第２位までの数値（小数第３位以下を四捨五入）とする。 

※５ 不合格科目を再履修した場合、再履修前の「Ｄ」評価は算入しない。 



  

※６ 評点による成績評価が難しい科目のＧＰは、「Ｓ」＝４．０、「Ａ」＝

３．０、「Ｂ」＝２．０、「Ｃ」＝１．０となる。 

５）ＣＡＰ制について 

ＣＡＰ制により、単位制度を実質化（１単位当たり必要な４５時間の学習時間を

確保）し、学修すべき授業科目を精選することで、十分な学習時間を確保し、授業内

容を深く身につけ、各学期にわたって適切に授業科目を履修することができる。 

本学では年間の履修単位数を５０単位(再履修科目は除く)に制限している。 

なお、４月１日現在のｆ－ＧＰＡが３．５以上の学生は、履修上限単位より２単位

拡大して履修登録することができる。 

客観的な指標の 

算出方法の公表方法 
https://www.rcakita.ac.jp/about/info/grade#grade-f

学生便覧 

４．卒業の認定に関する方針を定め、公表するとともに、適切に実施してい

ること。 

https://www.rcakita.ac.jp/about/info/grade%23grade-f
https://www.rcakita.ac.jp/about/info/grade%23grade-f


  

（卒業の認定方針の策定・公表・適切な実施に係る取組の概要） 

１）ディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与に関する方針：卒業時に期待される能

力） 

本学では以下のような能力を身につけ、かつ所定の単位を修得した学生の卒業を認

定し、学位を授与します。 

１．赤十字の基本原則を理解し、人間の尊厳と権利を尊重して行動できる豊かな人間性

を身につけている。 

２．人間を統合的に捉え、人々の健康と生活の質を高める看護を実践できる基礎的な能

力を身につけている。 

３．多職種と連携、協力し少子高齢多死社会における生活者の保健・医療・福祉の向上

に寄与できる基礎的な能力を身につけている。 

４．国内外の社会変化を的確に把握し看護の分野における専門職として学習を継続す

る能力を身につけている。 

５．救護に関する組織的活動ができる基礎的な能力を身につけている。 

 

２）アセスメント・ポリシー（学修成果の評価の方針） 

本学看護学部では、教育の成果を可視化し、教育改善を恒常的に実施する目的で、デ

ィプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシーの３つのポ

リシーに基づき、機関レベル（大学）、教育課程レベル（学部・学科）、科目レベル（授

業・科目）の３段階で学修成果を評価する方法を定めています。  

１．機関レベル 

学生の志望進路（就職率、資格・免許を活かした専門領域への就業率及び進学率、

退学率等）から学修成果の達成状況、卒業後のキャリアと大学での学びの関連性に

ついて評価します。検証結果は、日本赤十字秋田看護大学の現状把握、全学的な教

育改革・改善、学生・学習支援の改善等に活用します。 

２．教育課程レベル 

学部・学科の所定の教育課程におけるディプロマ・ポリシー達成状況（単位取得

状況・GP・GPA）、資格・免許の取得状況から教育課程全体を通した学修成果の達成状

況を評価します。また、学年ごとの単位取得率・成績分布の状況を評価し、学士力に

おける汎用的技能と態度・志向性（問題解決力、主体的学習力、コミュニケーション

能力）について、アクティブ・ラーニング（PBL：Problem Based Learning）（TBL：

Team Based Learning）の学修成果を基盤として評価します。  

３．科目レベル 

シラバスで提示された授業等科目の学修目標に対する評価及び学生アンケート等

の結果から、科目ごとの学修成果の達成状況を評価します。 

 

３）卒業の要件（学則より抜粋） 

第 34条 学生が本学を卒業するためには、本学に４年（再入学、転入学により入学

した場合は別に定める年数）以上在学し、卒業認定に必要な単位を修得しなけれ

ばならない。 

２ 卒業認定に必要な単位は、124単位以上とする。 

３ 卒業認定は、教授会の議を経て、学長がこれを行う。 

 

卒業の認定に関する 

方針の公表方法 
https://www.rcakita.ac.jp/faculty/policy 

学生便覧 
 

  

https://www.rcakita.ac.jp/faculty/policy


  

様式第２号の４－①【⑷財務・経営情報の公表(大学・短期大学・高等専門学校)】 
 
※大学・短期大学・高等専門学校は、この様式を用いること。専門学校は、様式第２号の４

－②を用いること。 
学校名 日本赤十字秋田看護大学 

設置者名 学校法人 日本赤十字学園 

 

 

１．財務諸表等 
財務諸表等 公表方法 

貸借対照表 
ホームページ 

(https://www.jrc.ac.jp/public-info/) 

収支計算書又は損益計算書 
ホームページ 

(https://www.jrc.ac.jp/public-info/) 

財産目録 
ホームページ 

(https://www.jrc.ac.jp/public-info/) 

事業報告書 
ホームページ 

(https://www.jrc.ac.jp/public-info/) 

監事による監査報告（書） 
ホームページ 

(https://www.jrc.ac.jp/public-info/) 
 

 

２．事業計画（任意記載事項） 
単年度計画（名称： 事業計画収支予算 対象年度：令和２年度） 

公表方法：ホームページ(https://www.jrc.ac.jp/public-info/) 

中長期計画（名称：学校法人日本赤十字学園 第三次中期計画～学園大学間の連携推進～              

対象年度：2019 年度(令和元年度)～2023年度(令和 5年度)） 

公表方法：ホームページ(https://www.jrc.ac.jp/public-info/) 

 

 

３．教育活動に係る情報 

（１）自己点検・評価の結果 

公表方法：https://www.rcakita.ac.jp/cooperation/accreditation 

 

 

（２）認証評価の結果（任意記載事項） 

公表方法：https://www.rcakita.ac.jp/cooperation/accreditation 

 

  

https://www.rcakita.ac.jp/cooperation/accreditation
https://www.rcakita.ac.jp/cooperation/accreditation


  

（３）学校教育法施行規則第 172条の２第 1項に掲げる情報の概要 

 

①教育研究上の目的、卒業の認定に関する方針、教育課程の編成及び実施に関す

る方針、入学者の受入れに関する方針の概要 
学部等名 看護学部看護学科 

教育研究上の目的 

（公表方法：https://www.rcakita.ac.jp/faculty/idea、大学案内、学生便覧） 

（概要） 

日本赤十字秋田看護大学の教育は、「人道：Humanity」の理念を基調とし活躍できる人

材を育成する。また、科学的な看護を実践するために主体的な行動力と感性を備え、社会

性豊かな人間形成、さらに優れた問題解決力をもって、国内外を問わず人々の保健・医療・

福祉・救護の向上に寄与できる看護専門職者を育成することを目的とする。 

卒業の認定に関する方針 

（公表方法：https://www.rcakita.ac.jp/faculty/policy、大学案内、学生便覧） 

（概要） 

看護学部では以下のような能力を身につけ、かつ所定の単位を修得した学生の卒業を認

定し、学位を授与します。 

１．赤十字の基本原則を理解し、人間の尊厳と権利を尊重して行動できる豊かな人間性を

身につけている。 

２．人間を統合的に捉え、人々の健康と生活の質を高める看護を実践できる基礎的な能力

を身につけている。 

３．多職種と連携、協力し少子高齢多死社会における生活者の保健・医療・福祉の向上に

寄与できる基礎的な能力を身につけている。 

４．国内外の社会変化を的確に把握し看護の分野における専門職として学習を継続する能

力を身につけている。 

５．救護に関する組織的活動ができる基礎的な能力を身につけている。 

教育課程の編成及び実施に関する方針 

（公表方法：https://www.rcakita.ac.jp/faculty/policy、大学案内、学生便覧） 

（概要） 

１．赤十字の基本理念を基盤とした人材、そして豊かな人間性、医療人に必要な倫理観や

国際的視野を養うために、「基盤教育科目」「専門基礎科目」「専門科目」「赤十字」の 4科

目群からカリキュラムを構築し、地域特性を鑑みた特色のある教育を行います。 

２．「基盤教育科目」では、人間の「心」と「身体」、「社会・文化・自然」、「情報」、及び

「国際化社会」に関する科目を設定し、人間を対象とする高い倫理観、柔軟性、そして

教養を涵養するための科目を設定します。 

３．「専門基礎科目」、「専門科目」では、超高齢多死社会で活動する看護職に必要な保健・

医療・福祉に対する知識、技術、態度を修得するために、基礎的な科目、そして発展的

な科目を配置します。 

４．「赤十字」では、赤十字の基本理念と国内外の救援を担う看護活動を理解し、それらに

柔軟に対応できるよう問題基盤型学習 PBL（Problem Based Learning）を基に、思考力と

的確な判断力、コミュニケーション力を養うための科目を配置します。 

５．各科目において学生の主体的学習を推進するため、学習時間の確保を図る等、教育内

容の統合を行います。 

入学者の受入れに関する方針 

（公表方法：https://www.rcakita.ac.jp/faculty/policy、大学案内、学生便覧） 

https://www.rcakita.ac.jp/faculty/idea
https://www.rcakita.ac.jp/faculty/policy
https://www.rcakita.ac.jp/faculty/policy
https://www.rcakita.ac.jp/faculty/policy


  

（概要） 

調査書や学力試験から「知識」を、小論文と志望理由書などから「思考力・判断力・表

現力」を、調査書・特別活動・面接などから「主体性をもって多様な人々と協働して学ぶ

態度」について、客観的に評価する。 

 

 上記を踏まえ、本学で実施する選抜方法は以下のとおりとする。 

 

１）学校長の推薦を重視する公募制推薦入学試験、指定校制推薦入学試験 

２）赤十字病院長・赤十字支部長推薦を重視する赤十字特別推薦入学試験 

３）社会人・学士としての経験を活かして修学する社会人・学士等入学試験 

４）学力を重視する一般入学試験、大学入試センター試験利用入学試験 

 

 

②教育研究上の基本組織に関すること 

公表方法：https://www.rcakita.ac.jp/about/info 

 

  

https://www.rcakita.ac.jp/about/info


  

③教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること 

a.教員数（本務者） 

学部等の組織の名称 
学長・ 

副学長 
教授 准教授 講師 助教 

助手 

その他 
計 

看護学部 2人 － 2人 

 － 8人 14人 11人 8人 3人 44人 

 － 人 人 人 人 人 人 

b.教員数（兼務者） 

学長・副学長 学長・副学長以外の教員 計 

 

0人 83人 83人 

各教員の有する学位及び業績 
（教員データベース等） 

公表方法：https://www.rcakita.ac.jp/faculty/teacher 

c.ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）の状況（任意記載事項） 

 

 

 

 

④入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに

進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること 
a.入学者の数、収容定員、在学する学生の数等 

学部等名 
入学定員 

（a） 

入学者数 

（b） 

b/a 収容定員 

（c） 

在学生数 

（d） 

d/c 編入学 

定員 

編入学 

者数 

看護学部 100人 112人 112.0％ 400人 434人 108.5％ 0人 0人 

 人 人 ％ 人 人 ％ 人 人 

合計 100人 112人 112.0％ 400人 434人 108.5％ 0人 0人 

（備考） 

 

 

b.卒業者数、進学者数、就職者数 

学部等名 

 

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

看護学部 
118人 

（100％） 

7人 

（  5.9％） 

110人 

（  93.2％） 

1人 

（  0.8％） 

 
人 

（100％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

合計 
118人 

（100％） 

7人 

（  5.9％） 

110人 

（  93.2％） 

1人 

（  0.8％） 

（主な進学先・就職先）（任意記載事項） 

進学先：秋田県立衛生看護学院、日本赤十字秋田看護大学大学院他 

就職先：秋田赤十字病院、秋田大学医学部附属病院、石巻赤十字病院他 

（備考） 

 

 

  

https://www.rcakita.ac.jp/faculty/teacher


  

 

c.修業年限期間内に卒業する学生の割合、留年者数、中途退学者数（任意記載事項） 

学部等名 

 

入学者数 
修業年限期間内 

卒業者数 
留年者数 中途退学者数 その他 

看護学部 
120人 

（100％） 

118人 

（  98.3％） 

1人 

（  0.8％） 

1人 

（  0.8％） 

0人 

（  ％） 

 
人 

（100％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

合計 
人 

（100％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

（備考） 

 

 

⑤授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること 
（概要） 

○授業計画（シラバス）の作成過程、作成・公表時期 

・１月から次年度のシラバス作成を始める。 

・各科目担当教員は、シラバス記入要領に従いシラバスを作成し、シラバスチェックリス

トで確認したのち事務局に提出する。 

・提出されたシラバスについて、事務局学務課で体裁や誤字・脱字をチェックする。 

・カリキュラム小委員会で内容も含めチェックする。 

・不備があった科目については、教員に修正依頼・再提出・再チェックを行う。 

・すべての科目について、修正及びチェック完了後の３月下旬、学内外に公表する。 

 

 

⑥学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること 
（概要） 

１）単位認定について 

①単位を修得するためには、履修する授業科目を登録（履修登録）し、その授業に出席し、

一定水準以上の学業成績をおさめ、授業担当者による単位認定を受ける必要がある。 

②履修登録をした授業科目は、途中で放棄することなく受講し試験を受けること。出席時間

数が不足した場合、または試験を受験しなかった場合は、履修を放棄したものとみなさ

れ、単位が認定されない。 

③履修した科目が不合格となり、単位認定をされなかった場合、あるいは出席不足で履修で

きなかった場合は、翌年度以降に再履修し、試験を受けて合格をしなければ、その科目の

単位を修得することはできない。 

④単位認定の結果は、学期ごとに学内ポータルシステム上で通知する。 

２）成績評価について 

①授業担当者は、授業終了後、あるいは不定期に、試験その他の方法で学業成績を評価する。 

②成績評価は、授業計画（シラバス）に記載された成績評価の方法・基準に従い、筆記試験、

レポート、口述試験、実技試験等によって行う。なお、出席状況や受講態度を加味するこ

とがある。 

③筆記試験による成績評価を行う科目に関しては、連絡なく試験を欠席した場合、無断欠席

として取り扱い、その授業科目は成績認定がされない。 

④以下の項に該当する学生は、成績評価を受けることができない。 

a)履修登録をしていない。 

b)出席時間数が、講義・演習科目は規定の授業時間数の３分の２、実習科目は５分の４に

満たないとき。 



  

c)授業料を納入していない。 

⑤成績の評価は、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの評語をもって行い、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃを合格とし、Ｄ

を不合格とする。成績の評価点を１００点満点としたときは、１００～９０点をＳ、８９

～８０点をＡ、７９～７０点をＢ、６９～６０点をＣ、５９点以下をＤと読み換える。 

３）ｆ－ＧＰＡ制度について 

学生の自己学習力・勉学意欲を高めることを目的とし、各人の学習到達度を評価するた

め、ｆ－ＧＰＡによる成績評価制度を導入している。 

各学年のｆ－ＧＰＡが２．０未満の学生には、アドバイザーから学習指導がある。学習指

導をしてもなお改善が認められず、ｆ－ＧＰＡ１．０未満が２学年連続した学生に対して

は、退学勧告を行うことがある。また、保健師課程、養護教諭１種課程、海外留学の資格、

奨学金などの選考の際にもｆ－ＧＰＡを用いることがある。 

４）ＣＡＰ制について 

ＣＡＰ制により、単位制度を実質化（１単位当たり必要な４５時間の学習時間を確保）し、

学修すべき授業科目を精選することで、十分な学習時間を確保し、授業内容を深く身につ

け、各学期にわたって適切に授業科目を履修することができる。 

本学では年間の履修単位数を５０単位(再履修科目は除く)に制限している。 

なお、４月１日現在のｆ－ＧＰＡが３．５以上の学生は、履修上限単位より２単位拡大し

て履修登録することができる。 

５）ディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与に関する方針：卒業時に期待される能力） 

本学では以下のような能力を身につけ、かつ所定の単位を修得した学生の卒業を認定し、

学位を授与します。 

１．赤十字の基本原則を理解し、人間の尊厳と権利を尊重して行動できる豊かな人間性を身

につけている。 

２．人間を統合的に捉え、人々の健康と生活の質を高める看護を実践できる基礎的な能力を

身につけている。 

３．多職種と連携、協力し少子高齢多死社会における生活者の保健・医療・福祉の向上に寄

与できる基礎的な能力を身につけている。 

４．国内外の社会変化を的確に把握し看護の分野における専門職として学習を継続する能

力を身につけている。 

５．救護に関する組織的活動ができる基礎的な能力を身につけている。 

６）アセスメント・ポリシー（学修成果の評価の方針） 

本学看護学部では、教育の成果を可視化し、教育改善を恒常的に実施する目的で、ディプ

ロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシーの３つのポリシーに

基づき、機関レベル（大学）、教育課程レベル（学部・学科）、科目レベル（授業・科目）

の３段階で学修成果を評価する方法を定めています。 

１．機関レベル 

学生の志望進路（就職率、資格・免許を活かした専門領域への就業率及び進学率、退学率

等）から学修成果の達成状況、卒業後のキャリアと大学での学びの関連性について評価しま

す。検証結果は、日本赤十字秋田看護大学の現状把握、全学的な教育改革・改善、学生・学

習支援の改善等に活用します。 

２．教育課程レベル 

学部・学科の所定の教育課程におけるディプロマ・ポリシー達成状況（単位取得状況・GP・

GPA）、資格・免許の取得状況から教育課程全体を通した学修成果の達成状況を評価します。

また、学年ごとの単位取得率・成績分布の状況を評価し、学士力における汎用的技能と態度・

志向性（問題解決力、主体的学習力、コミュニケーション能力）について、アクティブ・ラ

ーニング（PBL：Problem Based Learning）（TBL：Team Based Learning）の学修成果を基

盤として評価します。  

３．科目レベル 

シラバスで提示された授業等科目の学修目標に対する評価及び学生アンケート等の結果

から、科目ごとの学修成果の達成状況を評価します。 

 



  

７）卒業の要件（学則より抜粋） 

第 34 条 学生が本学を卒業するためには、本学に４年（再入学、転入学により入学した場

合は別に定める年数）以上在学し、卒業認定に必要な単位を修得しなければならない。 

２ 卒業認定に必要な単位は、１２４単位以上とする。 

３ 卒業認定は、教授会の議を経て、学長がこれを行う。 

 

学部名 学科名 
卒業に必要となる 

単位数 

ＧＰＡ制度の採用 

（任意記載事項） 

履修単位の登録上限 

（任意記載事項） 

看護学部 
看護学科 124単位 有 年間 50単位 

 単位 有・無 単位 

 
 単位 有・無 単位 

 単位 有・無 単位 

ＧＰＡの活用状況（任意記載事項） 

公表方法： 

https://www.rcakita.ac.jp/about/info/grade#grade-f 

学生便覧 

学生の学修状況に係る参考情報 

（任意記載事項） 
公表方法： 

 

 

⑦校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること 

公表方法：https://www.rcakita.ac.jp/campusmap/webcampustour 

 

  

https://www.rcakita.ac.jp/campusmap/webcampustour


  

 

⑧授業料、入学金その他の大学等が徴収する費用に関すること 

学部名 学科名 
授業料 

（年間） 
入学金 その他 備考（任意記載事項） 

看護学部 
看護学科 850,000円 300,000円 600,000円 

維持運営費 300,000円 

実験実習費 300,000円 

 円 円 円  

 
 円 円 円  

 円 円 円  

 

 

⑨大学等が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること 
a.学生の修学に係る支援に関する取組 

（概要） 

学生生活を送るうえで、修学上や健康上などのさまざまな悩み事や問題に対しては、アド

バイザーや学生活動・キャリア支援委員会の担当教員及び学務課職員がいつでも相談に応

じ、指導・助言を行っている。 

b.進路選択に係る支援に関する取組 

（概要） 

 本学では、経験豊富な教職員が年間を通じて就職・進学に関する相談を受け付けており、

１年次からアドバイザーを中心に学生一人ひとりに卒業後の進路を意識したきめ細かいサポ

ートを実施している。また、進路指導相談室にはキャリアアドバイザーを配置し、求人票や

就職試験に関することをいつでも相談できる環境となっており、求人に係わる様々な資料を

学生が自由に閲覧・コピーすることもできるようになっている。 

c.学生の心身の健康等に係る支援に関する取組 

（概要） 

 メンタルヘルスケアについては、公認心理師によるカウンセリングを毎週月曜日と金曜日

に実施しており、予約しなくても自由に相談できる体制を整えている。その他のさまざまな

悩み事や問題に対しては、アドバイザーや学生活動・キャリア支援委員会の担当教員及び学

務課職員がいつでも相談に応じ、指導・助言を行っている。 

 

 

⑩教育研究活動等の状況についての情報の公表の方法 

公表方法：https://www.rcakita.ac.jp/about/info 
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