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【重要】新型コロナウイルスの感染状況により、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、本学ホームページにてお
知らせします。
https://www.rcakita.ac.jp/

１．アドミッション・ポリシー
本学では、赤十字の理念「人道・博愛」の精神に共感し、自ら学び、考え、行動しようとする人に以下の
とおり、入学者受け入れの方針を定めています。
＜求める学生像＞
・看護を学ぶ上で基礎となる学力を有している人。
・国内外の様々な出来事に関心があり、自分の意見を表現できる人。
・赤十字の活動に関心があり、保健・医療・福祉の分野で活躍したい人。
・様々な物事に着目し、根気強く探求できる人（自己研鑽）。
・人との関わりを大切にし、積極的に他者と交流できる人（人間の尊厳・人権・倫理観・誠実性・コミュ
ニケーション）
。
・自分の健康管理ができる人。

＜入学前に身につけてきてほしいこと＞
・看護学を学ぶ基盤として、高等学校までに学んだ基礎学力を身につけている。
・国内外で起きている様々な出来事に関心を持っている。
・相手の話をよく聞き、自分の考えをまとめ表現できる。
・問題に自ら向き合い他者と協力して解決しようとする姿勢がある。
・規則正しい生活と学習習慣を身につけている。

＜入学者選抜の基本方針＞
本学の求める学生像をふまえ高等学校における基礎学力「知識・技能」
「思考力・判断力・表現力」
「主
体性をもって多様な人々と協働して学ぶ態度」を多様な入試制度により選抜します。
具体的には、学校長推薦書、調査書、学力検査、小論文、特別活動報告書から「知識・技能」を、学校
長推薦書、学力検査、小論文、面接、志望理由書などから「思考力・判断力・表現力」を、学校長推薦
書、調査書、特別活動報告書、面接、志望理由書などから「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、多面的・総合的に評価します
以上のことから本学で実施する選抜方法は以下のとおりです。
１）学校長の推薦を重視する公募制推薦選抜、指定校制推薦選抜
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選抜
３）社会人・学士としての経験を活かして修学する社会人・学士等選抜
４）学力を重視する一般入学選抜、大学入試共通テスト利用選抜

公募制推薦
学校長推薦書

指定校制推薦
学校長推薦書

赤十字特別推薦

社会人・学士等

小論文

調査書

小論文

調査書

小論文

調査書

特別活動報告書

面接

特別活動報告書

面接

特別活動報告書

面接

志望理由書 面接

志望理由書

大学入学共通テスト利用 大学入学共通テスト利用
（前期）

（後期）

学校長推薦書

調査書

志望理由書

一般入学選抜

小論文

志望理由書

調査書
特別活動報告書
志望理由書
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調査書
学力検査

特別活動報告書
志望理由書

調査書
学力検査

特別活動報告書
志望理由書

学力検査

２．令和４年度 学生募集概要
４年

修業年限

選抜種別

一般入学選抜

大学入学共通テスト利用
選抜【前期】

大学入学共通テスト利用
選抜【後期】

募集人員

30名

12名

5名

受験料

30,000円 ※１

15,000円 ※１

15,000円

赤十字の理念「人道・博愛」の精神に共感を
持ち、看護学の分野に関する知識と実践及び
研究に強い意欲があり、それを実行できる適
性と能力がある者で、次の各号のいずれかに
該当し、本学の指定する教科・科目を受験し
た者。

赤十字の理念「人道・博愛」の精神に共感を
持ち、看護学の分野に関する知識と実践及び
研究に強い意欲があり、それを実行できる適
性と能力がある者で、次の各号のいずれかに
該当し、令和４年度大学入学共通テストにお
いて本学の指定する教科・科目を受験した
者。

赤十字の理念「人道・博愛」の精神に共感を
持ち、看護学の分野に関する知識と実践及び
研究に強い意欲があり、それを実行できる適
性と能力がある者で、次の各号のいずれかに
該当し、令和４年度大学入学共通テストにお
いて本学の指定する教科・科目を受験した
者。

１．高等学校若しくは中等教育学校を卒業し
た者及び令和４年３月卒業見込みの者。
１．高等学校若しくは中等教育学校を卒業し
た者及び令和４年３月卒業見込みの者。
２．通常の課程による12年の学校教育を修了
出願資格 した者及び令和４年３月卒業見込みの者。
２．通常の課程による12年の学校教育を修了
及び要件
した者及び令和４年３月卒業見込みの者。
３．学校教育法施行規則第150条（第６号を
除く）の規定により、高等学校を卒業した者 ３．学校教育法施行規則第150条（第６号を
と同等以上の学力があると認められる者及び 除く）の規定により、高等学校を卒業した者
令和４年３月３１日までにこれに該当する見 と同等以上の学力があると認められる者及び
込みの者。
令和４年３月３１日までにこれに該当する見
込みの者。

１．高等学校若しくは中等教育学校を卒業し
た者及び令和４年３月卒業見込みの者。
２．通常の課程による12年の学校教育を修了
した者及び令和４年３月卒業見込みの者。
３．学校教育法施行規則第150条（第６号を
除く）の規定により、高等学校を卒業した者
と同等以上の学力があると認められる者及び
令和４年３月３１日までにこれに該当する見
込みの者。

学力検査、調査書、特別活動報告書、志望理 令和４年度大学入学共通テストで本学が指定 令和４年度大学入学共通テストで本学が指定
由書を多面的、総合的に評価し、点数化して する教科・科目の成績及び調査書、特別活動 する教科・科目の成績及び調査書、特別活動
判定します。
報告書、志望理由書を多面的、総合的に評価 報告書、志望理由書を多面的、総合的に評価
し、点数化して判定します。
し、点数化して判定します。
＜学力検査科目＞
〇国語【「国語」（近代以降の文章）】
＜共通テスト利用科目＞
＜共通テスト利用科目＞
〇英語【「コミュニケーション英語Ⅰ」「コ ○国語【「国語」（近代以降の文章）】
○国語【「国語」（近代以降の文章）】
ミュニケーション英語Ⅱ」「英語表現Ⅰ」
○外国語【「英語」（リスニングを含まな
○数学【「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学Ａ」「数
（リスニングを含まない）】
い）】
学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学Ｂ」「簿記･会計」
選抜方法 〇数学【「数学Ⅰ・数学Ａ」】と理科【「生 ○数学【「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学Ａ」「数 「情報関係基礎」】と理科【「生物」「化
物基礎」「化学基礎」】から１科目選択
学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学Ｂ」「簿記･会計」
学」「物理」】から１科目選択、理科【「生
「情報関係基礎」】と理科【「生物」「化
物基礎」「化学基礎」「物理基礎」】を選択
学」「物理」】から１科目選択、理科【「生 する場合は２科目選択
物基礎」「化学基礎」「物理基礎」】を選択
する場合は２科目選択

出願期間

令和4年1月12日（水）
～1月31日（月）

試 験 日

令和4年2月8日（火）

令和4年1月12日（水）
～2月3日（木）
本学での個別学力試験は
行わない

令和4年2月15日（火）
～3月4日（金）
本学での個別学力試験は
行わない

合格発表

令和4年2月17日（木）11：00

令和4年3月14日（月）
11：00

入学手続

令和4年2月17日（木）～2月25日（金）

令和4年3月14日（月）
～3月22日（火）

合格者に対しては、基礎的な理解力、読解力、表現力などを育成するため、入学手続き後に課題を提示します。
※１

一般入学選抜と大学入学共通テスト利用選抜（前期）を併願の場合は、併せて40,000円とする
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３．一般入学選抜
１．募集する学部学科

看護学部

２．募

集

人

員

３０名

３．修

業

年

限

４年

看護学科

４．卒業時に取得できる
資格

看護師国家試験受験資格
保健師国家試験受験資格（選択制・定員制 ２０名 ３年次に選考）
養護教諭一種免許状（選択制・定員制 １０名 ３年次に選考）

５．出願資格及び要件

赤十字の理念「人道・博愛」の精神に共感を持ち、看護学の分野に関する知識
と実践及び研究に強い意欲があり、それを実行できる適性と能力がある者で、
次の各号のいずれかに該当し、本学の指定する教科・科目を受験した者。
（１）高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者及び令和４年３月卒業見
込みの者。
（２）通常の課程による１２年の学校教育を修了した者及び令和４年３月卒
業見込みの者。
（３）学校教育法施行規則第１５０条（第６号を除く）の規定により、高等学
校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者及び令和４年
３月３１日までにこれに該当する見込みの者。

７．選

学力検査、調査書、特別活動報告書、志望理由書を多面的、総合的に評価し、
点数化して判定します。
国語、数学、理科は「知識・技能」、
「思考力・判断力・表現力」を評価するた
め、自らの考えを立論し、それを表現するなどの記述式問題を出題します。

抜

方

法

学力検査科目及び配点
教

科

科目名等

国

語

「国語」
（近代以降の文章）

必

須

１００点

英

語

「コミュニケーション英語Ⅰ」「コミュニケーショ
ン英語Ⅱ」
「英語表現Ⅰ」
（リスニングを含まない）

必

須

１００点

数
理

学
科

「数学Ⅰ・数学Ａ」
「生物基礎」「化学基礎」

８．入 学 試 験 会 場

９．入 学 試 験 時 間 割

１０．入学者選抜日程

科目選択方法

数学、理科３科目
のうち１科目を
選択

配点

１００点

特別活動

４５点

志望理由

３０点

合計

３７５点

本学（日本赤十字秋田看護大学）
国
語
９：００～１０：００（６０分）
英
語 １０：３０～１１：３０（６０分）
数学・理科 １２：００～１３：００（６０分）
（注）１. 試験には必ず受験票を持参してください。
２. 開場は８：００です。
３. ８：５０より試験に関する説明を行いますので、８：４０までに試
験室へ入室し着席してください。
新型コロナウイルス感染症等に罹患し、受験できなかった方は、大学入学共
通テスト利用選抜（後期）へ振替受験が可能です。この場合、入学検定料は徴
収しません。

①

出願期間

令和４年１月１２日（水）～１月３１日（月）郵送必着

②

入学試験日

令和４年２月

③

合格者発表

令和４年２月１７日（木）

④

入学手続き

令和４年２月１７日（木）～２月２５日（金）

８日（火）
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１１：００

本学正面玄関に掲示

１１．受験及び修学上の 病気・負傷や障がい等で、受験及び修学上の配慮を必要とする志願者は、
配慮を必要とする入学 出願に先立ち本学入試・広報課（０１８－８２９－３７５９）へ相談して
志願者の方へ
ください。相談内容によっては対応に時間を要することもありますので、
出願する前のできるだけ早い時期に相談してください。
１２．受験に関しての注
意事項

１）受験票、筆記用具（黒色の鉛筆（HB）シャープペンシル（HB）プラスチッ
ク製消しゴム）を持参してください。
２）正面玄関で受付をしますので、あらかじめ受験票を用意し入場してくださ
い。万一、受験票を紛失、又は忘れた場合は、試験場の入口で案内係に申し
出て指示を受けてください。
３）試験が午後までかかる場合がありますので、各自昼食を持参してください。
試験終了まで試験棟以外への移動は認めておりません。試験時間内（待機
時間等）に昼食等を買いに学外に出ることはできませんので、昼食は事前に
準備してください。試験終了後、つぎの試験までの休憩時間に飲食をしても
かまいません。
４）開場は８：００です。８：５０より試験に関する説明を行いますので、８：
４０までに指定された試験室に入室し、必ず自分の受験番号と同じ番号の席
に着いてください。
５）試験開始時刻に遅刻した場合は、試験開始時刻後２０分以内の遅刻に限り、
受験を認めます。
９時２０分以降は、試験を受けることはできません。なお、事故などによ
る交通機関の遅れに伴う遅刻など、特別な事情による遅れについては受験を
認めることがありますので、証明書等を持参し案内係に申し出て指示を受け
てください。
６）受験票の他に試験時間中に、机の上に置くことができるものは、筆記用具、
時計、眼鏡、ティッシュペーパー（中身だけを取りだしたもの）だけです。
時計は、時計表示機能のみのものとします。その他の機能が付随しているも
の及びスマートフォン等の時計表示は使用を認めません。
７）筆記用具及び時計類の貸し出しは一切行いません。
８）試験当日は付き添い者控え室を設けませんのでご了承ください。
９）前日の宿泊施設や交通機関等についてのご不明な点は、入試・広報課まで
ご連絡ください。
１０）試験前日より会場準備等のため、学内への立ち入りはできなくなります。
１１）当日は本学の駐車場を利用できます。構内では係員の指示に従ってくだ
さい。

１２）新型コロナウイルス感染症対策に関する留意事項等について
は本学ホームページにて別途お知らせしますので、必ず確認をして
受験してください。
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４．大学入学共通テスト利用選抜【前期】
１．募集する学部学科

看護学部

２．募

集

人

員

１２名

３．修

業

年

限

４年

看護学科

４．卒業時に取得できる
資格

看護師国家試験受験資格
保健師国家試験受験資格（選択制・定員制 ２０名 ３年次に選考）
養護教諭一種免許状（選択制・定員制 １０名 ３年次に選考）

５．出願資格及び要件

赤十字の理念「人道・博愛」の精神に共感を持ち、看護学の分野に関する知識
と実践及び研究に強い意欲があり、それを実行できる適性と能力がある者で、
次の各号のいずれかに該当し、令和４年度大学入学共通テストにおいて本学の
指定する教科・科目を受験した者。
（１）高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者及び令和４年３月卒業見
込みの者。
（２）通常の課程による１２年の学校教育を修了した者及び令和４年３月卒
業見込みの者。
（３）学校教育法施行規則第１５０条（第６号を除く）の規定により、高等
学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者及び令和４
年３月３１日までにこれに該当する見込みの者。

７．選

令和４年度大学入学共通テストで本学が指定する教科・科目の成績及び調査
書、特別活動報告書、志望理由書を多面的、総合的に評価し、点数化して判定
します。
本学では、大学入学共通テストの前年度成績の利用は行いません。

抜

方

法

本学が指定する「大学入学共通テスト」の教科・科目及び本学における配点
大学入学共通テストの利用教科・科目名
教

科

国

語

外国語

科目選択方法

科目名等
「国語」
（近代以降の文章）

必

須

１００点

「英語」
（リスニングを含まない）

必

須

１００点

「数学Ⅰ」
「数学Ⅰ・数学Ａ」
「数学Ⅱ」
「数学Ⅱ・数学Ｂ」「簿記・会計」
「情報関係基礎」
数
理

学
科

配点

数学、理科①か
ら１科目選択
又は理科②（基
礎科目）の場合
は２科目を選択

①「生物」
「化学」
「物理」
②「生物基礎」
「化学基礎」
「物理基礎」

１００点

特別活動

４５点

志望理由

３０点

合計

３７５点

３教科３科目又は４科目
● 選択科目を複数受験した場合は、高得点の科目の成績を合否判定に使用する。
８．入学者選抜日程

大学入学共通テスト特例追試験を受験された方の合格発表日は別に設けま
す。詳細は本学ホームページにてお知らせします。

①

出願期間

令和４年１月１２日（水）～２月３日（木）郵送必着

②

入学試験日

本学での個別学力試験は行わない

③

合格者発表

令和４年２月１７日（木）

④

入学手続き

令和４年２月１７日（木）～２月２５日（金）
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１１：００

本学正面玄関に掲示

５．大学入学共通テスト利用選抜【後期】
１．募集する学部学科

看護学部

２．募

集

人

員

５名

３．修

業

年

限

４年

看護学科

４．卒業時に取得できる
資格

看護師国家試験受験資格
保健師国家試験受験資格（選択制・定員制 ２０名 ３年次に選考）
養護教諭一種免許状（選択制・定員制 １０名 ３年次に選考）

５．出願資格及び要件

赤十字の理念「人道・博愛」の精神に共感を持ち、看護学の分野に関する知識
と実践及び研究に強い意欲があり、それを実行できる適性と能力がある者で、
次の各号のいずれかに該当し、令和４年度大学入学共通テストにおいて本学
の指定する教科・科目を受験した者。
（１）高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者及び令和４年３月卒業見
込みの者。
（２）通常の課程による１２年の学校教育を修了した者及び令和４年３月卒
業見込みの者。
（３）学校教育法施行規則第１５０条（第６号を除く）の規定により、高等学
校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者及び令和４年
３月３１日までにこれに該当する見込みの者。

７．選

令和４年度大学入学共通テストで本学が指定する教科・科目の成績及び調査
書、特別活動報告書、志望理由書を多面的、総合的に評価し、点数化して判定
します。
本学では、大学入学共通テストの前年度成績の利用は行いません。

抜

方

法

本学が指定する「大学入学共通テスト」の教科・科目及び本学における配点
大学入学共通テストの利用教科・科目名
科目選択方法

教

科

国

語

「国語」
（近代以降の文章）

必

「数学Ⅰ」
「数学Ⅰ・数学Ａ」
「数学Ⅱ」
「数学Ⅱ・数学Ｂ」「簿記・会計」
「情報関係基礎」
数
理

学
科

配点

科目名等
須

数学、理科①か
ら１科目選択
又は理科②（基
礎科目）の場合
は２科目を選択

①「生物」
「化学」
「物理」
②「生物基礎」
「化学基礎」
「物理基礎」

１００点

１００点

特別活動

４５点

志望理由

３０点

合計

２７５点

２教科２科目又は３科目
● 選択科目を複数受験した場合は、高得点の科目の成績を合否判定に使用する。
８．入学者選抜日程
①

出願期間

令和４年２月１５日（火）～３月

②

入学試験日

本学での個別学力試験は行わない

③

合格者発表

令和４年３月１４日（月）

④

入学手続き

令和４年３月１４日（月）～３月２２日（火）
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４日（金）郵送必着

１１：００

本学正面玄関に掲示

６．出願手続
出願は「インターネット出願システム」によって受け付けます。事前に準備するものと「インタ
ーネットでの出願登録」
「入学検定料の支払い」後に印刷するものがあります。
詳細および出願方法は「インターネット出願ガイド」を確認してください。
つぎの出願書類を、封筒貼付用宛名シートを貼った角２封筒にて「簡易書留・速達」で出願最終
日までに郵送してください。
一般入学選抜および大学入学共通テスト利用選抜（前期）を併願する方は、下記②～④の書類は 1
部の提出で結構です。封筒貼付用宛名シートを貼った角２封筒にまとめて同封してください。
（１）出願書類

①願書・写真票

②特別活動報告書

③調査書

願書は入試種別ごとに必要です。インターネット出願システムを利用して入力・
印刷してください。顔写真のデータ（ファイル形は JPEG）が必要です。
提出した願書の入力内容は変更できません。
大学入学共通テスト利用選抜（前期・後期）へ出願の場合は、大学入学共通テス
ト成績請求票を貼付してください。
本学ホームページから両面印刷し、注意事項をよく読み自筆で記入してくださ
い。
（特殊技能については根拠資料の添付が必要です）
文部科学省所定の様式により､出身高等学校長が作成し厳封したもの。
調査書の保存年限を経過したものは最終学歴校の成績証明書又は単位取得証明
書〈学籍に関する記録や修得単位に関する記録があるもの〉および卒業証明書
高等学校卒業程度認定試験合格者及び従前の大学入学資格検定合格者は合格証
明書および合格成績証明書
※一般入学選抜及び大学入学共通テスト利用選抜（前期）を併願する場合は、1
部で可

④志望理由書

本学ホームページから印刷し、自筆で記入してください。

（２）出願に関して

１）出願書類の処理には日数がかかりますので、書類の準備・郵送等は早めに行ってください。
２）出願書類に不備のある場合は､受理できません。また、受理した出願書類の内容の変更は認めま
せん。ただし、氏名・住所・電話番号に変更があった場合には入試・広報課まで連絡してくださ
い。
３）提出した出願書類は原則として記載内容の変更ができませんので、誤りや記入漏れのないよう
に記入してください。記入は黒ボールペンを使用し、ていねいに記入してください。修正すると
きは、修正テープ等でていねいに消し、その上に記入してください。連絡先は、確実に連絡がと
れる所を記入してください。
４）出願書類に虚偽の記載があった場合は、入学許可の後でもこれを取り消します。
５）提出された出願書類はいかなる理由があっても返却しません。

７．入学検定料
入試種別

入学検定料

一般入学選抜

30,000 円

大学入学共通テスト利用選抜（前期）

15,000 円

大学入学共通テスト利用選抜（後期）

15,000 円

一般入学選抜および大学入学共通テスト
利用選抜（前期）併願

40,000 円
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（１）入学検定料の支払いおよび出願上の注意
１）必ず「インターネット出願ガイド」に沿って手続きをしてください。
２）クレジットカード、コンビニエンスストア、ペイジーでの支払いが可能です。コンビニエンスス
トアにより取扱時間が異なりますのでご注意ください。
取扱期間最終日の支払いは 15 時までです。
３）入学検定料支払いの領収書は提出不要です。控えとして各自保管してください。
４）入学検定料の支払い期間は、各入試種別の出願期間に準じます。
５）入学検定料は、理由の如何にかかわらず返還できません。

８．合格発表
合格者の受験番号を本学正面玄関に掲示します。また、インターネット出願システムを利用して、
合否結果照会サービスにより合否結果を確認することも可能です。（受験番号と誕生日を入力してく
ださい）なお、合格者には､「合格通知書」及び「入学手続関係書類等」を送付します。電話等による
お問い合わせにはお応えできません。

９．入学手続き
合格者は、つぎにより入学手続きを行ってください。
（１）提出書類 合格通知書に同封しますので、記載の上､提出してください。
① 身元保証書
② 入学金納付書（３００,０００円）
（注１） 納付した入学金は返還しません。
（２）入学手続書類の提出は、郵送に限ります。
入学手続書類は、締切当日の消印有効とします。
（３）入学手続き期間内に「入学手続」を完了しないときは、入学試験合格者としての権利を失い
ます。

１０．入学前教育
本学での学修に必要な基礎知識を再確認するとともに、大学へ入学する自覚を高めることを目的と
し、入学手続きを行った者を対象に入学前教育を実施します。

１１．学生納付金
入 学 金
種

全納（一括納付）

前

半期ごとの分割納付
期（４月）
後
期（１０月）

授 業 料

８５０，０００円

４２５，０００円

４２５，０００円

維持運営費

３００，０００円

１５０，０００円

１５０，０００円

実験実習費

３００，０００円

１５０，０００円

１５０，０００円

１，４５０，０００円

７２５，０００円

７２５，０００円

計
（注）

類

３００，０００円

1.授業料の納付方法は全納（一括納付）、半期ごとの分割納付を選ぶことができます。
2.上記の他､授業で使用するテキスト代（前年度実績：９万円程度、選択科目により一部異なります。）、
個人で使用する用具（聴診器・ペンライト）、実習用ユニフォーム代、在学中の災害傷害保険料、
諸会費（学友会費・父母の会費等）、通学や実習に要する交通費等の経費が必要となります。
3.保健師課程履修者は「保健師教育課程履修料」として別途納付が必要です。
4.養護教諭一種課程履修者は「養護教諭一種教育課程履修料」として別途納付が必要です。
5.学生納付金に関するお問い合わせ先 ： 経理課経理係（018-829-3014）
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１２．奨学金制度
以下のような奨学金制度を利用することができます。いずれも学業・人物ともに優れ、修学意欲を持ち
ながら、経済的理由により修学が困難であると認められる者の中から選考されます。
それぞれの奨学金の詳細については、それぞれの団体へお問い合わせください。
なお、本学における奨学生の募集・決定は、すべて４月入学後に実施するガイダンス以降の手続開始に
なります。
（独立行政法人日本学生支援機構の予約採用者を除きます）
独立行政法人 日本学生支援機構（第一種奨学金・第二種奨学金）
財団法人 秋田県育英会（秋田育英奨学金）
秋田県看護職員修学資金
財団法人 日本赤十字社看護師同方会 奨学資金
日本赤十字社 各県支部・赤十字病院の奨学金制度

１３．高等教育の修学支援新制度
本学は支援対象校に認定されています。この制度は、意欲と能力のある若者が経済的理由により進学およ
び修学の継続を断念することのないよう、授業料等の減免および返還義務のない奨学金を給付するものです。
詳細は文部科学省のホームページをご確認ください。

１４．特待生制度
指定校制推薦選抜及び一般入学選抜の成績が上位の者及び入学後の学業成績が上位の者に対し、授業料を
免除（全額又は半額）する特待生制度があります。

１５．国の教育ローン
お電話でのお問い合わせ・資料請求教育ローンコールセンターへお問い合わせください。

月～金 ９：００～２１：００ ／ 土曜日 ９：００～１７：００
※日曜日、祝日、年末年始（１２月３１日～１月３日）はご利用いただけません。

１６．本学周辺の案内図および交通手段
＜本学周辺の案内図＞

＜秋田駅バスターミナル案内図＞

秋田駅からの交通機関
●秋田中央交通バス
http://www.akita-chuoukotsu.co.jp/
秋田駅東口のりば③より広面御所野線 ３４０円 所要時間：１５～２０分程度「日赤病院前」下車
●タクシー 秋田駅東口より 所要時間：１５分程度
秋田空港より
所要時間：２０分程度
●入学試験当日は､本学の駐車場を利用できます。
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一般入学選抜成績開示

令和４年度入学者選抜に係る一般入学選抜の成績開示は次のとおり取り扱います。
【開示対象者】
成績を開示する対象者は、一般入学選抜受験者本人のみとします（代理人への開示は行いません）
。
【開示内容】
開示する成績は、筆記試験の点数のみとします。
【申請手数料】
５００円
【申請期間】
成績開示申請期間は、令和４年５月９日～５月２０日（土・日・祝日は除く）の午前９時～午後４時と
します。
【提出書類】
・一般入学選抜成績開示申請書
・受験票（コピー不可）
・定額小為替５００円（無記名）
・返信用封筒（本人氏名・自宅住所を記載、長形３号・４０４円切手貼付）
【申請方法】
申請は、窓口（入試・広報課）または郵送で受け付けます。
【一般入学選抜成績開示申請書】
本学公式ホームページよりダウンロードしてください。
【開示方法】
成績開示は本人への郵送のみで行います。
※本学の学生は窓口（入試・広報課）での受取も可能です。
【その他】
令和３年度以前の入学者選抜に係る個人成績は、開示しません。
不備があった場合は、成績開示に応じられないことがあります。
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災害救助法適用地域における災害で被害をうけた受験生への検定料免除について
日本赤十字秋田看護大学及び日本赤十字秋田短期大学では、被災者の経済的負担を軽減し、進学機会
の確保を図るため、次のとおり検定料の免除を行います。
１．対象となる入学試験
令和２年度入学者選抜より適用
２．免除内容
出願に伴う検定料の全額免除
３．対象者
学費負担者が災害救助法の適用されている地域で被災し、かつ、次の各号のいずれかに該当する受験
者
①学費負担者が死亡又は行方不明となっている方
②学費負担者の所有する自宅家屋が、全壊、大規模半壊、半壊又は流失の被害を受けた方
検定料の免除の対象となる災害は、免除を受けようとする入学者選抜試験の入学年度前３カ年間に
おいて発生したもので、受験前に発生したものとなります。
４．申請方法
次の手順で申請してください。
（１）事前連絡をする
事前に入試・広報課へ電話連絡をしてください。
連 絡 先 入試・広報課
電
話 018-829-3759
受付時間 平日 8：30～17：00
（２）申請書類を提出する
本学への事前連絡後、受験しようとする入学者選抜試験の出願期間開始日1週間前までに、次の書類
を提出してください。
なお、この申請を行う場合は検定料を振り込まないでください。
①検定料免除申請書（様式１） ※様式は本学ホームページよりダウンロードしてください。
②学費負担者の死亡又は行方不明を証明する書類（３の①に該当する方）
③学費負担者が居住する市区町村の長の発行する罹災証明書（３の②に該当する方）
５．検定料の免除の方法
申請に基づいて審査の上、検定料を免除又は返還します。
６．許可又は不許可の通知について
許可と決定された方には、許可通知を行います。また、不許可と決定された方には、電話連絡をすると
ともに文書により通知しますので、電話連絡を受けた後、速やかに検定料を振り込んでください。納付を
確認した後、受験票を送付します。
７．お問い合わせ、提出先
入試・広報課
TEL
018-829-3759
e-mail koho@rcakita.ac.jp
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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.

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。
2. 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。
3. 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。）
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。

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。あらかじめご了承ください。
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〒０１０-１４９３
秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢 17 番地 3
ＴＥＬ ０１８－８２９－３７５９（入試・広報課直通）
（窓口取扱時間：平日 ８：３０～１６：３０）
メール koho＠rcakita.ac.jp
ＵＲＬ http://www.rcakita.ac.jp/

- 13 -

