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本学での学修について 

看護学部 看護学科の授業科目構成 

看護学部の教育課程は、カリキュラム・ポリシーに沿って大きく４領域から編成され、

「全学共通科目」「専門科目」「教職関連科目」「他学部聴講科目」によって構成されて

います。 

 

（１）全学共通科目 

全学共通科目は、「導入教育科目」「教養基礎科目」「IT科目」「地域連携とボランテ

ィア科目」「複合・学際科目」「外国語と国際交流科目」「健康とスポーツ科目」からな

り、新潟青陵大学の全ての学部、学科の学生に開講する科目群です。 

ア．導入教育科目 

大学生として必要とされるソーシャルスキルとスタディスキルを学ぶ科目群です。 

大学入学後の学修の方法を学び、学修の戸惑いや困難を軽減できる科目を配置してい

ます。１年次前期に配置された「フレッシュマンセミナー」「スタディスキルⅠ」は

全学生必修科目です。また、大学入学時のプレイスメントテストによって、基礎学力

が不足していると判定された学生向けに、国語・数学・英語・IT（Information 

Technology, 情報技術）の基礎力を補強する科目を自由科目として用意しています。

さらに、入学早期より専門職となるためのキャリアデザインを確実なものとし、職業

を通じて豊かな人生を創造していくために広く学びを深められるよう「キャリアデザ

イン入門」を必修科目として配置しています。 

イ．教養基礎科目 

広く深く人間性を高める教養基礎科目として11 科目配置しています。教養基礎科

目は、人間の営みを理解する「哲学」「心理学」「芸術学」「文学」「地域文化

論」、人間の生活を理解する「法律学」「経済学」「社会学」、社会に氾濫している

数値情報を読み取る力を養う「統計学」、生命の根源である自然科学の基礎を学ぶ

「化学」「生物学」から構成されています。 

ウ．IT科目 

日々発展する情報技術を有効に活用する能力を身につけるIT 科目に５科目を配置

しています。「IT活用演習Ⅰ」では、ウェブ上のサービスや情報機器上のソフトウェ

アを有効活用し、アクティブな学習活動の方法を学びます。「IT活用演習Ⅱ」では、

情報を効果的・効率的に活用するスキル、「IT活用演習Ⅲ」では、表計算ソフト・統

計ソフトを使用して図･表の作り方を学びます。「IT活用演習Ⅳ」では、プログラミ

ング的思考を養い、情報化社会に対応できる力を育成します。 

エ．地域連携とボランティア科目 
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地域連携活動・ボランティア活動は、自己実現や社会貢献としてだけでなく、社会

の活性化につながる重要な活動です。今後ますますその重要性が高まる活動で６科目

配置しています。「地域連携とボランティア」で基礎を学び、「国際ボランティア

論」では諸外国にも目を向け、その意義・実像について理解を深めます。「ボランテ

ィア実習Ⅰ・Ⅱ」「地域連携実習Ⅰ・Ⅱ」では、実社会での活動を通してボランティ

アの精神・活動を体得し、協調性・積極性を身に付けます。「ボランティア実習Ⅰ・

Ⅱ」では、本学のボランティアセンターと連携し、各学生のボランティア活動履歴を

もとに、その時間数に応じて単位を認定します。 

オ．複合・学際科目 

広く医療・看護・福祉の分野について広い視点から学びを深められるよう６科目配

置しています。特に、本学の特色である人間を多面的に捉える科目として「人の生と

死」「看護・福祉史」を配置しています。「新潟学」では、みなとまち新潟の歴史を

学び、これからの新潟の課題について考えます。 

カ．外国語と国際交流科目 

今後ますますグローバル化する社会で生き抜く力をつけてもらうために、英語を中

心とした21科目を配置しています。諸地域の文化や人々の生活に触れ、健康の維持増

進にグローバルな視点で貢献するための国際的な視野を広げます。 

外国語習得の必要性・意義を改めて考える「外国語学習ストラテジー」、国際理

解・国際交流のために不可欠となる英会話能力を高める「英会話Ⅰ・Ⅱ」を必修科目

としています。また、「英語情報収集Ⅰ・Ⅱ」「英語情報発信Ⅰ・Ⅱ」等の英語の発

展科目や、異文化への接近として英語以外の語学を学ぶ「初修第二外国語入門・初修

第二外国語基礎」を選択必修科目として配置しています。 

なお、「海外研修Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」は事前指導を行った上で行われる海外の協力校

での研修を単位化するものです。「国際交流Ⅰ・Ⅱ」は、インターネットを介して行

われる交流や相互訪問によって行われる交流を単位化するものです。これらの科目

は、全学共通科目の中の選択科目とすることができます。 

 キ．健康とスポーツ科目 

  健康の維持と増進を図るため、基本的な知識と習慣を養う科目を４科目配置してい

ます。人間の健康とスポーツ・運動について学修します。 

 

（２）専門科目 

看護学及び看護実践の基礎となる学修を行なう領域であり、以下の10区分となっていま

す。このうち基礎専門科目は、他の専門領域すべての基盤となります。 

 

 

ア．基礎専門科目 
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人間はどのような存在であるかを人体の構造、機能・発育、性などの多方面から基

礎的な知識を学びます。また、人間を取り囲む環境の影響による健康破綻と人体の変

化を学び、健康破綻の予防について学びます。さらに、地域社会における保健、医

療、福祉の連携・協働の推進を理解し、人々を取り巻く保健、医療、福祉のシステム

について学びます。 

イ．基礎看護学 

「看護学概論」「基礎看護実践論Ⅰ・Ⅱ」を１年次、「基礎看護実践論Ⅲ・Ⅳ・

Ⅴ」「家族看護学」は２年次に、「看護論演習」は３年次に開講します。 

ウ．成人看護学 

「成人看護学概論」を１年次、他の４科目は２年次に開講します。 

エ．老年看護学 

  「老年看護学概論」を１年次、他の２科目は２年次に開講します。 

オ．母子看護学 

「母子看護学概論」を１年次、他の４科目は２年次に開講します。 

カ．精神看護学 

「精神看護学概論」「精神看護学」「精神看護実践論」は２年次に、「リエゾン精

神看護論」は３年次に開講します。 

キ．公衆衛生看護学 

この領域は地域に暮らす生活者を看護の対象とし、個人から集団組織への支援、保

健医療福祉の連携、健康課題に対応した施策立案など、保健師に求められる能力の基

礎を学ぶ科目です。保健師国家試験受験資格を得る学生には必修科目であり、2年次

から開講します。看護師・助産師国家試験受験資格に必要な科目も配置しています。 

ク．臨地実習 

看護実践力を養うための臨地実習科目を配置しています。「基礎看護学実習Ⅰ」「基

礎看護学実習Ⅱ」をはじめとして、領域別実習を７科目配置しています。保健師国家試

験受験資格に必要な科目として、選択科目の「公衆衛生看護学実習Ⅰ・Ⅱ」がありま

す。助産師国家試験受験資格に必要な科目として、選択科目の「リプロダクティブヘル

スケア実習Ⅰ・Ⅱ」の２科目があります。養護教諭希望者向けに、選択科目の「発達支

援実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」「保健管理実習」があります。地域における看護実践を学ぶための

選択科目として、「地域健康支援実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」があります。 

ケ．助産学関連科目 

周産期の母子を中心にすえ、ライフサイクル全体に関わる性と生殖の健康を学ぶ科

目です。助産師国家試験受験資格を得る学生には必修科目であり、「助産学実習」を

含む以下の科目を配置しています。 

「助産学概論」「助産診断学Ⅰ・Ⅱ」「助産実践論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」「助産管理

学」 
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コ．看護の総合 

この領域は、基礎専門科目、基礎看護学、成人看護学、老年看護学、母子看護学、精

神看護学、公衆衛生看護学を統合し、看護の知識・技術をより発展させ、チーム医療や

他職種との協働、看護師としてのメンバーシップ及びリーダーシップ、看護マネジメン

トの基礎的能力などの看護実践の応用編の学修を目的としています。さらに、自己の看

護体験を将来の看護実践に反映させるために必要な基礎的研究能力の育成を目的としま

す。３年次後期に基本的な研究方法や研究倫理を学び、それを基盤として４４年次に看

護研究を完成させます。 

 

（３）教職関連科目 

養護教諭一種免許状に関わる教職関連科目であり、養護教諭一種免許状を取得したい学

生は必修であり、「養護実習」を含む以下の科目を配置しています。 

「教師論」「教育本質論」「教育制度論」「特別支援教育論」「教育課程論」「道徳指

導法」「総合的な学習の時間指導法」「特別活動指導法」「教育方法論」「生徒指導論」

「教育相談論（カウンセリングを含む）」「養護実習」「教職実践演習（養護教諭）」 

 

（４）他学部聴講科目 

看護師、保健師、助産師の国家試験受験資格、そして養護教諭一種免許状が得られる看

護学部にとって、福祉心理学部における専門的知識を学ぶことは意義のあることであり、

幅広い視野を持つことができます。履修可能な科目は以下のとおりです。 

「社会・集団・家族心理学」「社会調査論」、就業力育成科目 

 

福祉心理学部 社会福祉学科の授業科目構成 

社会福祉学科の教育課程は、「全学共通科目」「専門科目」及び「他学科聴講科目」に

よって編成され、社会福祉領域の基礎と心理領域とを取り混ぜながら、学年進行に合わせ

て、１年次には基礎的な学習スキルの醸成、２年次以降は、順次、総論から各論へ移行で

きるように配慮した体系的科目配置となっています。 

 

（１）全学共通科目 

全学共通科目は、「導入教育科目」「教養基礎科目」「IT科目」「地域連携とボランテ

ィア科目」「複合・学際科目」「外国語と国際交流科目」「健康とスポーツ科目」からな

り、新潟青陵大学の全ての学部、学科の学生に開講する科目群です。 

ア．導入教育科目 

大学生として必要とされるソーシャルスキルとスタディスキルを学ぶ科目群です。 

大学入学後の学修の方法を学び、学修の戸惑いや困難を軽減できる科目を配置してい
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ます。１年次前期に配置された「フレッシュマンセミナー」「スタディスキルⅠ」は

全学生必修科目です。また、大学入学時のプレイスメントテストによって、基礎学力

が不足していると判定された学生向けに国語・数学・英語・IT（Information 

Technology, 情報技術）の基礎力を補強する科目を自由科目として用意しています。

さらに、入学早期より専門職となるためのキャリアデザインを確実なものとし、職業

を通じて豊かな人生を創造していくために広く学びを深められるよう「キャリアデザ

イン入門」を必修科目として配置しています。 

イ．教養基礎科目 

広く深く人間性を高める教養基礎科目として11 科目配置しています。教養基礎科

目は、人間の営みを理解する「哲学」「心理学」「芸術学」「文学」「地域文化

論」、人間の生活を理解する「法律学」「経済学」「社会学」、社会に氾濫している

数値情報を読み取る力を養う「統計学」、生命の根源である自然科学の基礎を学ぶ

「化学」「生物学」から構成されています。 

ウ．IT科目 

日々発展する情報技術を有効に活用する能力を身につけるIT 科目に５科目配置し

ています。「IT活用演習Ⅰ」では、ウェブ上のサービスや情報機器上のソフトウェア

を有効活用し、アクティブな学習活動の方法を学びます。「IT活用演習Ⅱ」では、情

報を効果的・効率的に活用するスキル、「IT活用演習Ⅲ」では、表計算ソフト・統計

ソフトを使用して図･表の作り方を学びます。「IT活用演習Ⅳ」では、プログラミン

グ的思考を養い、情報化社会に対応できる力を育成します。 

エ．地域連携とボランティア科目 

地域連携活動・ボランティア活動は、自己実現や社会貢献としてだけでなく、社会

の活性化につながる重要な活動です。今後ますますその重要性が高まる活動で、６科

目配置しています。「地域連携とボランティア」で基礎を学び、「国際ボランティア

論」では諸外国にも目を向け、その意義・実像について理解を深めます。「ボランテ

ィア実習Ⅰ・Ⅱ」「地域連携実習Ⅰ・Ⅱ」では、実社会での活動を通してボランティ

アの精神・活動を体得し、協調性・積極性を身に付けます。「ボランティア実習Ⅰ・

Ⅱ」では、本学のボランティアセンターと連携し、各学生のボランティア活動履歴を

もとに、その時間数に応じて単位を認定します。 

オ．複合・学際科目 

広く医療・看護・福祉の分野について広い視点から学びを深められるよう６科目配

置しています。特に、本学の特色である人間を多面的に捉える科目として「人の生と

死」「看護・福祉史」を配置しています。「新潟学」では、みなとまち新潟の歴史を

学び、これからの新潟の課題について考えます。 

カ．外国語と国際交流科目 

今後ますますグローバル化する社会で生き抜く力をつけてもらうために、英語を中
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心とした21科目を配置しています。諸地域の文化や人々の生活に触れ、健康の維持増

進にグローバルな視点で貢献するための国際的な視野を広げます。 

外国語習得の必要性・意義を改めて考える「外国語学習ストラテジー」、国際理

解・国際交流のために不可欠となる英会話能力を高める「英会話Ⅰ・Ⅱ」を必修科目

としています。また、「英語情報収集Ⅰ・Ⅱ」「英語情報発信Ⅰ・Ⅱ」等の英語の発

展科目や、異文化への接近として英語以外の語学を学ぶ「初修第二外国語入門・初修

第二外国語基礎」を選択必修科目として配置しています。 

なお、「海外研修Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」は事前指導を行った上で行われる海外の協力校

での研修を単位化するものです。「国際交流Ⅰ・Ⅱ」は、インターネットを介して行

われる交流や相互訪問によって行われる交流を単位化するものです。これらの科目

は、全学共通科目の中の選択科目とすることができます。 

キ．健康とスポーツ科目 

  健康の維持と増進を図るため、基本的な知識と習慣を養う科目を４科目配置してい

ます。人間の健康とスポーツ・運動について学修します。 

 

（２）専門科目 

社会福祉学科では、福祉分野で幅広く活躍できる専門職養成の為に必要な広範な専門科

目を整備しています。これらは、「学部共通科目」と「学科専門基礎科目」「学科専門科

目」から構成されています。 

学部共通科目には、社会福祉学科と臨床心理学科からなる福祉心理学部の学生に共通す

る学びを提供する「就業力育成科目」「福祉心理学部専門基礎科目」「医療事務関連科

目」「レクリエーション関連科目」を配置しています。特に、福祉心理学部専門基礎科目

には、「社会福祉原論Ⅰ」「社会福祉原論Ⅱ」「心理学概説」「生涯発達心理学Ⅰ」の必

修科目をはじめとして、福祉心理学部の学生全体にとって学ぶにふさわしい社会福祉学・

心理学の科目を配置しています。 

社会福祉学科の「学科専門基礎科目」には、「社会保障論Ⅰ」「社会保障論Ⅱ」「地域

福祉論Ⅰ」「老人福祉論Ⅰ」「児童福祉論Ⅰ」「障害者福祉論Ⅰ」｢社会福祉援助技術総

論｣といった卒業必修科目が数多く配置されています。これは、学科専門基礎科目が社会

福祉の学びの基礎となることを示しています。 

社会福祉学科専門科目は、「社会福祉領域」「精神保健福祉領域」「スクールソーシャ

ルワーク領域」「介護領域」「保育領域」「社会福祉の総合」に分かれています。これら

のうち「社会福祉領域」「精神保健福祉領域」「スクールソーシャルワーク領域」「介護

領域」「保育領域」は、学びの方向性や取得を目指す資格に配慮した上で科目を分類配置

したものとなっています。また、社会福祉・精神保健福祉・スクールソーシャルワーク・介

護・保育の領域ごとに、基本的理論・制度・人権などの側面からの学び、対象理解を深める学

び、援助対象者の生活課題や発達課題についての学び、対人援助技術に関する実践的専門的知
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識や技術の修得が可能となる科目群が用意されています。 

具体的には「社会福祉領域」では、支援対象分野別の学びをする科目として、「公的扶助

論」「地域福祉論Ⅰ」「地域福祉論Ⅱ」「老人福祉論Ⅰ」「老人福祉論Ⅱ」「児童福祉論

Ⅰ」「児童福祉論Ⅱ」「障害者福祉論Ⅰ」「障害者福祉論Ⅱ（就労支援サービス論を含

む）」「司法福祉論」を設けています。また支援対象分野を横断する制度・政策論関係の科

目として、「社会保障論Ⅰ」「社会保障論Ⅱ」「福祉行財政と福祉計画論」「権利擁護と成

年後見制度」「社会福祉事業運営論」を配置しています。 

これらの理論・制度、分野別の福祉の学びと共に社会福祉相談職に必要な援助技術につ

いては、「社会福祉援助技術総論」「社会福祉援助技術論Ⅰ」「社会福祉援助技術論Ⅱ」

「社会福祉援助技術論Ⅲ」「社会福祉援助技術論Ⅳ」などの講義科目、「社会福祉援助技

術演習」「相談援助技術演習Ⅰ」「相談援助技術演習Ⅱ」の演習科目により修得し、「社

会福祉援助技術現場実習」「社会福祉援助技術現場実習指導」によって社会福祉の現場に

これらの学びを総合的に体験しながら身につけられるよう配慮しています。また、これら

の学びは１年次から開始し、４年間かけて完了するようバランスよく分散配置されていま

す。 

「精神保健福祉領域」では、「精神保健福祉に関する制度とサービス」「精神障害者の生

活支援システム」などの精神障害者や保健・医療を必要としている利用者支援に必要な制

度・理論に関する科目、援助方法に関する理論科目である「精神保健福祉相談援助の基盤

(基礎）)「精神保健福祉相談援助の基盤(専門）)」「精神保健福祉の理論と相談援助の展開

Ⅰ」「精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ」、そしてそれらを参加型授業等を通して具

体的に学ぶ演習科目として「精神保健福祉援助演習（基礎）」「精神保健福祉援助演習（専

門）Ⅰ」「精神保健福祉援助演習（専門）Ⅱ」、現場において体験的に学ぶための「精神保

健福祉援助実習」「精神保健福祉援助実習指導」を設け、４年間で社会福祉士関係の科目と

併修を可能とするよう主として３・４年次に配置しています。 

｢スクールソーシャルワーク領域」では、スクールソーシャルワークの基礎的な理論と実

践を学ぶ「スクールソーシャルワーク論」「スクールソーシャルワーク演習」だけではな

く、スクールソーシャルワークの現場で学ぶための「スクールソーシャルワーク実習指導」

「スクールソーシャルワーク実習」が配置されています。 

｢介護領域｣では、介護の本質や目的についての理論や介護に関わる制度や現状を理解す

る科目として「介護概論Ⅰ」「介護概論Ⅱ」「介護概論Ⅲ」「介護概論Ⅳ」があります。

これらの科目群は学生の学びの集積（年次）にあわせて、内容を深めていけるように構成

しています。 

介護の対象に関する理解の科目として、「認知症の理解Ⅰ」「認知症の理解Ⅱ」「障害

の理解Ⅰ」「障害の理解Ⅱ」「こころとからだのしくみⅠ」「こころとからだのしくみ

Ⅱ」科目が設けられています。それぞれⅠ・Ⅱの２部形式となり、１年後期、２年前期と

いうように年次をまたぐように配置しています。これらは介護実習の１年次実習と２年次



Campus Guide 2019 
 

2019 年度大学・大学院学生便覧より抜粋 

実習とに対応させることで実践と理論の融合をはかることを目的にしています。また担当

する教員も異なる専門領域をもつ２人で担当します。援助対象者の課題分析と課題解決に

関する科目として「介護過程Ⅰ」「介護過程Ⅱ」「介護過程Ⅲ」を配置しています。これ

らは１・２年次におこなう介護実習における実践に対して理論的な側面から考察を深める

という位置づけで設定しています。たとえば１年後期における「介護過程Ⅰ」では、１年

次実習の４週間の実習における実習課題の一つである情報収集と情報解釈に対して理論的

な理解を深めることを目標にしています。援助対象者への介護技術に関する理解と修得の

科目として、「生活援助技術Ⅰ」「生活援助技術Ⅱ」「生活援助技術Ⅲ」「生活援助技術

Ⅳ」「生活援助技術Ⅴ」「医療的ケアⅠ」「医療的ケアⅡ」「医療的ケアⅢ」を設けてい

ます。これらは援助対象者の障害の種類と程度を軸として個に対して展開する介護技術と

して学ぶ科目、あるいは援助対象者の家族を含めた複数者への支援を軸として展開する介

護技術として学ぶ科目、あるいは障害当事者の方の講義による当事者視点を軸として介護

技術を捉え直す科目等、多様な面から介護技術という援助技術を学び修得するように構成

しています。このように福祉ケアコースの専門科目群は、介護実習を柱とする介護実践の

経験や、実際の社会で起こっている事象を余すことなく掬う網として機能させ、当たり前

に見えるできごとに新たな意義ある知見として見直すことができることを目標にして構成

されています。 

｢保育領域｣では、保育の本質や目的についての理論や保育制度に関する科目として「保

育原理」「教育原理」「保育者論」｢社会的養護Ⅰ｣等を、保育の対象に関する理解の科目

として「子ども家庭支援の心理学」「子どもの理解と援助」等を配置しています。また、

保育の内容・方法に関する科目として、「保育の計画と評価」「保育内容総論」等を配置

しています。さらに、学外実習での学びを踏まえて展開される「保育実践演習」も配置し

ています。これらの各科目の学修内容が有機的に結合されることで、保育に関する包括的

かつ深い学びが可能になるよう配慮されています。なお、｢保育領域｣の各科目、とりわけ

基礎的な科目に関しては１・２年次に集中的に配置していますが、これは、２年次の学修

終了直後から保育実習が始まることを意識してのものです。応用的科目及び総まとめ的科

目については、３・４年次に配置することで、４年制大学ならではの発展的学修が可能と

なるよう意図されています。 

そして、「社会福祉の総合」は、文字通り福祉を総合的に学ぶための科目です。学びの

時々に応じて自分が今学んでいることを総体の中で捉え、また縦軸及び横軸から学んだ福

祉を自らの中で総合的に統合化し俯瞰することを狙いとしています。特に卒業必修科目で

ある「卒業研究Ⅰ」「卒業研究Ⅱ」は、それまでの社会福祉学科での学びをふり返り、自

ら発展的テーマを見いだし研究することを目的とした演習科目であり、４年間の学びのま

とめに学生自らが主体的に取り組むことを意図したものです。 

専門科目及び全学共通科目の中から各々に必要な科目を履修することにより、社会福祉

士（国家試験受験資格）、精神保健福祉士（国家試験受験資格）、介護福祉士（国家試験
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受験資格）、保育士等の国家資格取得が可能です。のみならず、包括的かつ豊かな人間理

解に基づいたより広範かつ専門的な力量の養成が可能です。 

 

（３）他学科聴講科目（臨床心理学科） 

社会福祉学科では、看護・福祉・心理が共に学び合う本学の教育基本理念に則り、当該

学科の学修の妨げにならない範囲において、他学科で開講されている科目の履修を認めて

います。学科を超えて互いに学び合う事により、学科独自の専門的な学びをより広く豊か

にすると共に、将来の他職種連携の基盤を成す学修経験としても期待されます。 

臨床心理学科の心理学系の科目は、社会福祉専門職の援助対象となる利用者全般を理解

する上で有効な学びとなるほか、あらかじめ指定された科目を取ることによって、認定心

理士の資格取得も可能です。 

ただし、他学科聴講科目の単位のうち、卒業認定単位に含まれるのは６単位までです。それ

を超える単位取得を妨げるものではありませんが、６単位を超えた分については自由科目

扱いとなります。 

 

福祉心理学部 臨床心理学科の授業科目構成 

臨床心理学科の教育課程は、「全学共通科目」「専門科目」及び「他学科聴講科目」に

よって編成され、社会福祉領域の基礎と心理領域とを取り混ぜながら、学年進行に合わせ

て、１年次には基礎的な学習スキルの醸成、２年次以降は、順次、総論から各論へ移行で

きるように配慮した体系的科目配置となっています。 

（１）全学共通科目 

全学共通科目は、「導入教育科目」「教養基礎科目」「IT科目」「地域連携とボランテ

ィア科目」「複合・学際科目」「外国語と国際交流科目」「健康とスポーツ科目」からな

り、新潟青陵大学の全ての学部、学科の学生に開講する科目群です。 

ア．導入教育科目 

大学生として必要とされるソーシャルスキルとスタディスキルを学ぶ科目群です。 

大学入学後の学修の方法を学び、学修の戸惑いや困難を軽減できる科目を配置してい

ます。１年次前期に配置された「フレッシュマンセミナー」「スタディスキルⅠ」は

全学生必修科目です。また、大学入学時のプレイスメントテストによって、基礎学力

が不足していると判定された学生向けに国語・数学・英語・IT（Information 

Technology, 情報技術）の基礎力を補強する科目を自由科目として用意しています。

さらに、入学早期より、専門職となるためのキャリアデザインを確実なものとし、職

業を通じて豊かな人生を創造していくために広く学びを深められるよう「キャリアデ

ザイン入門」を必修科目として配置しています。 

イ．教養基礎科目 
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広く深く人間性を高める教養基礎科目として11 科目配置しています。教養基礎科

目は、人間の営みを理解する「哲学」「心理学」「芸術学」「文学」「地域文化

論」、人間の生活を理解する「法律学」「経済学」「社会学」、社会に氾濫している

数値情報を読み取る力を養う「統計学」、生命の根源である自然科学の基礎を学ぶ

「化学」「生物学」から構成されています。 

ウ．IT科目 

日々発展する情報技術を有効に活用する能力を身につけるIT 科目に５科目配置し

ています。「IT活用演習Ⅰ」では、ウェブ上のサービスや情報機器上のソフトウェア

を有効活用し、アクティブな学習活動の方法を学びます。「IT活用演習Ⅱ」では、情

報を効果的・効率的に活用するスキル、「IT活用演習Ⅲ」では、表計算ソフト・統計

ソフトを使用して図･表の作り方を学びます。「IT活用演習Ⅳ」では、プログラミン

グ的思考を養い、情報化社会に対応できる力を育成します。 

エ．地域連携とボランティア科目 

地域連携活動・ボランティア活動は、自己実現や社会貢献としてだけでなく、社会

の活性化につながる重要な活動です。今後ますますその重要性が高まる活動で、６科

目配置しています。「地域連携とボランティア」で基礎を学び、「国際ボランティア

論」では諸外国にも目を向け、その意義・実像について理解を深めます。「ボランテ

ィア実習Ⅰ・Ⅱ」「地域連携実習Ⅰ・Ⅱ」では、実社会での活動を通してボランティ

アの精神・活動を体得し、協調性・積極性を身に付けます。「ボランティア実習Ⅰ・

Ⅱ」では、本学のボランティアセンターと連携し、各学生のボランティア活動履歴を

もとに、その時間数に応じて単位を認定します。 

オ．複合・学際科目 

広く医療・看護・福祉の分野について広い視点から学びを深められるよう６科目配

置しています。特に、本学の特色である人間を多面的に捉える科目として「人の生と

死」「看護・福祉史」を配置しています。「新潟学」では、みなとまち新潟の歴史を

学び、これからの新潟の課題について考えます。 

カ．外国語と国際交流科目 

今後ますますグローバル化する社会で生き抜く力をつけてもらうために、英語を中

心とした21科目を配置しています。諸地域の文化や人々の生活に触れ、健康の維持増

進にグローバルな視点で貢献するための国際的な視野を広げます。 

外国語習得の必要性・意義を改めて考える「外国語学習ストラテジー」、国際理

解・国際交流のために不可欠となる英会話能力を高める「英会話Ⅰ・Ⅱ」を必修科目

としています。また、「英語情報収集Ⅰ・Ⅱ」「英語情報発信Ⅰ・Ⅱ」等の英語の発

展科目や、異文化への接近として英語以外の語学を学ぶ「初修第二外国語入門・初修

第二外国語基礎」を選択必修科目として配置しています。 

なお、「海外研修Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」は事前指導を行った上で行われる海外の協力校
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での研修を単位化するものです。「国際交流Ⅰ・Ⅱ」は、インターネットを介して行

われる交流や相互訪問によって行われる交流を単位化するものです。これらの科目

は、全学共通科目の中の選択科目とすることができます。 

キ．健康とスポーツ科目 

  健康の維持と増進を図るため、基本的な知識と習慣を養う科目を４科目配置してい

ます。人間の健康とスポーツ・運動について学修します。 

 

（２）専門科目 

臨床心理学科では、臨床の専門家として、臨床心理学の視点を持ちながら活躍できる人

材を養成する為に必要な専門科目群を整備しています。これらは、福祉心理学部の「学部

共通科目」と、臨床心理学科の「学科専門科目」から構成されています。 

学部共通科目には、社会福祉学科と臨床心理学科からなる福祉心理学部の学生に共通す

る学びを提供する「就業力育成科目」「福祉心理学部専門基礎科目」「医療事務関連科

目」「レクリエーション関連科目」を配置しています。特に、福祉心理学部専門基礎科目

には、「社会福祉原論Ⅰ」「社会福祉原論Ⅱ」「心理学概説」「生涯発達心理学Ⅰ」の必

修科目をはじめとして、福祉心理学部の学生全体にとって学ぶにふさわしい社会福祉学・

心理学の科目を配置しています。 

福祉心理学部共通専門科目には、「社会福祉原論Ⅰ」「社会福祉原論Ⅱ」「生涯発達心

理学Ⅰ」の必修科目をはじめとして、福祉心理学部の学生全体にとって学ぶにふさわしい

社会福祉学・心理学の科目を配置しています。 

臨床心理学科の学科専門科目は、「心理学領域」「臨床心理学領域」「対人援助領域」

に分かれています。 

「心理学領域」は福祉心理学部共通専門科目に配置されている心理学の科目と併せて、

心理学とその方法論に関する科目群です。この領域は、心理学に関する基本的な内容を理

解するための科目と心理学の研究方法を修得するための科目で構成されます。心理学領域

の学習は、「心理学概論」「学習・言語心理学」「知覚・認知心理学」「社会心理学」な

どの基礎的な領域を中心とした科目からはじまり、３年次以降には「社会・集団・家族心

理学」「文化心理学」などのより応用的な領域の科目へと進展します。心理学の研究方法

は、「心理学研究法Ⅰ」の学修からはじまり、「心理学実験」「心理学統計法」「心理学

研究法Ⅱ」などで修得した知識を深めるとともに、その知識を実際に使えるようなトレー

ニングが行われます。さらに、３年次には「心理学文献講読Ⅰ・Ⅱ」で、文献を精緻に読

解する能力を養います。 

「臨床心理学領域」の学習は、講義による学習と演習を中心とした学習に分けられま

す。講義による学習は、「臨床心理学概論」からはじまり、「心理学的支援法」「心理ア

セスメント」「健康・医療心理学」などの各論の学習へと進み、４年次には、より深く臨

床心理学を捉えられるように「心理療法論」などの科目を配置しています。演習を中心と
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した学習は、「臨床心理ゼミナールⅠ、Ⅱ（通年）」、「臨床心理学演習（通年）」で、

基礎的な臨床心理学の知識を体験的に学習することから始まります。ゼミナール形式で行

うことで、より学生の関心に沿った学習を進められるようにし、ディスカッションを少人

数で行うことで、学習した内容をさらに深め、応用できる力を養います。４年次の「司

法・犯罪心理学」や「産業・組織心理学」では、より特化した領域の学習をし、様々な現

場で臨床心理学的知識を適用できるような方向で学習が深化します。これらの本学科の学

習の総まとめとして「卒業研究」が行われます。 

また、公認心理師資格の取得を目指す場合は4年次に「心理実習」が行われ、心理臨床

の実際を学習します。 

「対人援助領域」の科目は、福祉心理学部共通専門科目に配置されている社会福祉学の

科目と併せて、心理学的な専門的技能だけでなく、社会福祉の知見を備え、地域に還元で

きる力を持った人を養成することを目的に設置されています。 

概論と方法論の基礎科目、及び臨床心理学の演習科目を必修とすることで心理学、臨床

心理学の基礎的な学力を確実に修得することができます。また、講義科目の各論は選択科

目を中心とし、自らの関心や進路に沿った選択ができるように科目を配置しています。 

 

 

（３）他学科聴講科目（社会福祉学科） 

学部全体の設置主旨に沿い、臨床心理学科においても、心理学的知見とともに、社会福祉

学的知見を身につけることが必要です。対人援助は様々な角度から支援する、多様な職種の

連携によって、成り立つことが多いので、社会福祉学科の科目を履修することにより、福祉

領域も含んだ援助のモデルをよりよく理解し、実際の援助の場面で連携しながら、より質の

高い援助を提供することができます。 

このような幅広い学修により、希望者は社会福祉士の国家試験受験資格も取得できま

す。 

また、社会福祉学科の講義をとおして、専門領域を異にする者同士が学び合うことによ

り、学習の一層の深化が望めます。 
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ナンバリング 

本学の教育課程では、各授業科目に以下のような考え方により、記号と数字を使って、

それぞれの科目の位置づけ（学問分野・系統、水準、限定属性）を示すための5桁のナン

バリングを導入しています。 

 

●1 桁目：学問分野・系統 

G          教養系 

N          看護学系 

B      
「福祉心理学部専門基礎科目」を除く、「就業力育成

科目」等の福祉心理学部共通科目 

S          社会福祉学系 

P          臨床心理学系 
       

●2 桁目：水準 

  0        リメディアル、自由 

  1        基礎：（例：専門基礎・・・生化学、概論） 

  2        基幹：（中核的専門科目・・・○○看護学、各論） 

  3        応用：（例：総合的な学びをする科目・・・実習） 

  4        発展：（例：専門性の高い科目・・・特論） 
       

●３、４桁目：シリアルナンバー 

    0 1    各分野・水準ごとに 01～99 

    9 9     

       

●５桁目： 限定属性 

N           

N       Ｐ  保健師国家資格取得予定者のみが選択できる科目 

N       M  助産師国家資格取得予定者のみが選択できる科目 

N       Ｙ  養護教諭資格取得予定者のみが選択できる科目 

S           

S       S  Ｓコース限定：他コース・他学科聴講を認めない科目 

S       F  Ｆコース限定：他コース・他学科聴講を認めない科目 

S       C  Ｃコース限定：他コース・他学科聴講を認めない科目 

P           

P       P  臨床心理学科限定：他学科聴講を認めない科目 
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卒業要件と単位認定 

単位とは、学修量を示す基準です。授業科目を履修し、評価として合格点（本学の場合は 60 点以上）

を取ることで、それぞれの授業科目に与えられている単位が認定されます。 学科ごとに定められた一定

の基準に従い履修、修得し、学則に定められた単位数（卒業要件）に達することにより、卒業の資格が与

えられます。 

（１）卒業要件 

卒業要件については、学則で次のように定めています。 

 

看護学部 

「全学共通科目 24 単位以上、専門科目 100 単位以上の計 124 単位以上を修得する

こと。」 

福祉心理学部 

「全学共通科目20単位以上、専門科目83単位以上、前記いずれかの科目から21 

単位以上の計 124 単位以上を修得すること。」 

 

また次頁以降の表のように、それぞれの学科において、科目区分ごとに必要な単位数が卒業要件と

して定められています。単に総単位数だけでなく、必修科目として指定されているものは、すべて単

位を修得しなければなりません。履修計画を立てる時は、この表と教育課程表を参照しながら、4 年

間の学修で卒業要件を満たしているかどうか、慎重にチェックするようにしましょう。どれかひとつ

の科目区分の条件を満たしていなくても、どれかひとつの必修科目の単位を修得していなくても、卒

業は認められません。たとえば、看護学部で総単位数 124 単位以上を修得していても、基礎専門科目

の修得単位数が 23 単位未満だったり、必修科目 1 単位を未修得だと、卒業は認められません。 

卒業要件とは別に、取得しようとする資格には、資格ごとに資格取得要件があります。看護学部の

場合は、卒業要件を満たすと同時に看護師の国家試験受験資格を満たすことができます。保健師・助

産師の国家試験受験資格や養護教諭一種免許状の取得条件は、卒業要件とは別に、それぞれの資格取

得要件を満たす必要があります。福祉心理学部の場合は、いずれの資格も卒業要件とは別に、各資格

の取得要件を満たす必要があります。各資格の取得要件については、「Ⅱ．履修ガイド」の各学科の

資格の概要を参照してください。 

なお、自由科目については、卒業に必要な単位数には算入されませんので、注意してください。 

① 看護学部の卒業要件 

看護学部においては、卒業に必要な単位数は全学共通科目 24 単位以上、専門科目 100 単位以上の

計 124 単位以上です。 

看護学部卒業要件 

授業科目の区分 必修単位 選択単位 

全学導入教育科目 3   
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教養基礎科目   3 

IT 科目 1 
1 

地域連携とボランティア科目 1 

複合・学際科目 
 

4 

外国語と国際交流科目 3 3 

健康とスポーツ科目   1 

上記いずれかの区分 

※脚注参照） 

  4 

全学共通科目小計 8 16 

全学共通科目合計 24 

専
門
科
目 

基礎専門科目 23 

8 

基礎看護学 8 

成人看護学 8 

老年看護学 4 

母子看護学 8 

精神看護学 4 

公衆衛生看護学 4 

助産学関連科目   

看護の総合 10 

臨地実習 19 4 

専門科目小計 88 12 

専門科目合計 100 

小計 96 28 

合計 124 

※）他学部聴講科目から 4 単位までをここに含めることができる。 

 

必修科目は、全学共通科目 8 単位と専門科目 88 単位の計 96 単位であり、高い倫理性と豊かな人

間性、健康問題解決のための看護実践的能力を育成するものです。選択科目は、全学共通科目から 16

単位以上、専門科目から 12 単位以上の計 28 単位以上です。ただし、全学共通科目の選択科目は、教

養基礎科目から 3 単位以上、IT 科目または地域連携とボランティア科目から 1 単位以上、複合・学

際科目から 4 単位以上、外国語教育と国際交流から 3 単位以上、健康とスポーツ科目から 1 単位以

上を含めることとし、科学的思考、学際的視野、地域・国際社会の理解が促進することをねらってい

ます。 

なお、他学部聴講科目については、以下の科目から４単位まで卒業要件の全学共通選択科目として

認めます。 

「社会・集団・家族心理学」「社会調査論」、就業力育成科目 
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② 福祉心理学部 社会福祉学科の卒業要件 

社会福祉学科において、卒業に必要な単位数は全学共通科目 20 単位以上、専門科目 83 単位以上、

いずれかの区分で 21 単位以上、計 124 単位以上です。 

必修科目37単位（全学共通科目８単位、専門科目29単位）、選択科目87単位以上（全学共通科目から

12 単位以上、専門科目から 54 単位以上、前記いずれかの科目から 21 単位以上）を修得し、124 単位以上

修得すること。ただし、全学共通科目の選択科目は、教養基礎科目から 3 単位以上、IT 科目または地

域連携とボランティア科目から 1 単位以上、複合・学際科目から 4 単位以上、外国語教育と国際交流

科目から 3 単位以上、健康とスポーツ科目から 1 単位以上を含めること。 

なお、他学科聴講科目については、学則で定める「全学共通科目・専門科目のいずれかの科目から

21 単位以上」の中の全学共通科目の区分の選択科目として、以下の科目から６単位までを認めてい

ます。 

「知覚・認知心理学」「学習・言語心理学」「心理学研究法Ⅰ」「心理学統計法」「心理・教育測定法」

「心理学実験」「社会心理学実験実習」「神経・生理心理学」「心理学的支援法」「社会心理学」「社会・

集団・家族心理学」「コミュニティ心理学」「文化心理学」「司法・犯罪心理学」「産業・組織心理学」 
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社会福祉学科卒業要件 

授業科目の区分 必修単位 選択単位 

全
学
共
通
科
目 

導入教育科目 3   

教養基礎科目   3 

IT 科目 1 
1 

地域連携とボランティア科目 1 

複合・学際科目   4 

外国語と国際交流科目 3 3 

健康とスポーツ科目   1 

全学共通科目小計 8 12 

全学共通科目合計 20 

専
門
科
目 

学部共通科目 

54 

 就業力育成科目  

 福祉心理学部専門基礎科目 8 

医療事務関連科目  

レクリエーション関連科目  

学科専門基礎科目 13 

学科専門科目  

社会福祉領域 
 

精神保健福祉領域   

スクールソーシャルワーク領域  

介護領域 2 

保育領域   

社会福祉の総合 6 

専門科目小計 29 54 

専門科目合計 83 

上記いずれかの区分（※）   21 

小計 37 87 

合計 124 

        （※）他学科聴講科目６単位までを、全学共通科目の区分の選択科目として 

ここに含めることができる。 

 

 

 

 

③ 福祉心理学部 臨床心理学科の卒業要件 

臨床心理学科において、卒業に必要な単位数は全学共通科目 20 単位以上、専門科目 83 単位以上、

いずれかの区分で 21 単位以上、計 124 単位以上です。 
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必修科目 44 単位（全学共通科目 8 単位、専門科目 36 単位）、選択科目 80 単位以上（全学共通科目か

ら 12 単位以上、専門科目から 47 単位以上、前記いずれかの科目から 21 単位以上）を修得し、124 単位

以上修得すること。ただし、全学共通科目の選択科目は、教養基礎科目から 3 単位以上、IT 科目また

は地域連携とボランティア科目から 1 単位以上、複合・学際科目から 4 単位以上、外国語教育と国際

交流から 3 単位以上、健康とスポーツ科目から 1 単位以上を含めること。 

なお、他学科聴講科目については、学則で定める「全学共通科目・専門科目のいずれかの科目から

21 単位以上」の中の全学共通科目の区分の選択科目として、以下の科目から６単位までを認めてい

ます。 

「社会保障論Ⅰ」「社会保障論Ⅱ」「権利擁護と成年後見制度」「福祉行財政と福祉計画論」「社会福

祉事業運営論」「公的扶助論」「地域福祉論Ⅰ」「地域福祉論Ⅱ」「老人福祉論Ⅰ」「老人福祉論Ⅱ」「児

童福祉論Ⅰ」「障害者福祉論Ⅰ」「障害者福祉論Ⅱ（就労支援サービス論を含む）」「司法福祉論」「介

護概論Ⅰ」 
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臨床心理学科卒業要件 

授業科目の区分 必修単位 選択単位 

全
学
共
通
科
目 

導入教育科目 3   

教養基礎科目   3 

IT 科目 1 
1 

地域連携とボランティア科目 1 

複合・学際科目   4 

外国語と国際交流科目 3 3 

健康とスポーツ科目   1 

全学共通科目小計 8 12 

全学共通科目合計 20 

専
門
科
目 

学部共通科目 

47 

就業力育成科目 
 

福祉心理学部専門基礎科目 8 

医療事務関連科目  

レクリエーション関連科目  

学科専門科目 

心理学領域 10 

臨床心理学領域 16 

対人援助領域 2 

医療事務関連科目  

レクリエーション関連科目  

専門科目小計 36 47 

専門科目合計 83 

上記いずれかの区分（※）   21 

小計 44 80 

合計 124 

        （※）他学科聴講科目６単位までを、全学共通科目の区分の選択科目として 

ここに含めることができる。 

 

 

 

 

（２）外国語と国際交流科目の履修について 

今後ますますグローバル化する社会で生き抜く力をつけてもらうために、本学では全学共通科目に

「外国語と国際交流科目」という区分を設けています。 

卒業要件としては、必修科目「外国語学習ストラテジー」（1 単位）と「英会話」（2 単位）に加え
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て、「英語情報収集・発信」、「目的別英語」、「TOEIC・TOEFL 演習」から３単位以上、合計６単位

以上取得しなければなりません。この他に、「初修第二外国語」「国際交流」「海外研修」など多様な

科目が用意されています。 

 

①

「 外

国 語

学 習

ス ト

ラ テ

ジー」 

「外国語学習ストラテジー」では、外国語を学ぶことの重要性を再確認した上で、多読プログラム

や e ラーニングの利用方法、オンラインリソースの活用方法など外国語の学習ストラテジーをまず学

びます。 

②「英会話」 

国際理解・国際交流のために最低限の英会話能力は不可欠であるという考えから、全学部の学生に

「英会話」2 単位学ぶことを義務付けています。科目名「英会話Ⅰ」「英会話Ⅱ」は、履修する順序を

表すもので、それぞれ多様な英語力に対応するために、能力別にクラスを編成します。 

③ 「英語情報収集」「英語情報発信」 

英語を使って情報を収集することで知識をより豊かなものにするとともに、分析・整理した内容や

それについての意見を英語で発信することは、どんな分野でも不可欠なプロセスです。そのため、「英

科目名 単位 条件 履修条件 

外国語学習ストラテジー 1 

必 3 

  

英会話Ⅰ 1 入学時の基礎学力テストにより能力別クラス編成と

します。 英会話Ⅱ 1 

英語情報収集Ⅰ 1 

選必 3 

 

 

英語情報収集Ⅱ 1 
英語情報収集Ⅰの単位取得済みであることが必要で

す。 

英語情報発信Ⅰ 1  

英語情報発信Ⅱ 1 
英語情報発信Ⅰの単位取得済みであることが必要で

す。 

目的別英語Ⅰ 1 英語情報収集と英語情報発信を 2単位以上履修して

いることが望ましい。 目的別英語Ⅱ 1 

TOEIC・TOEFL 演習Ⅰ 1 入学時の基礎学力テストで、高校 3年レベルに達し

ていることが必要です。 TOEIC・TOEFL 演習Ⅱ 1 

初修第二外国語入門 1 ドイツ語・中国語・韓国語から 1つ選択できます。

希望者が多い場合は抽選となります。 初修第二外国語基礎 1 

外国語としての日本語Ⅰ 1 
 

自由科目ですので、卒業要件の単位数には含まれま

せん。 外国語としての日本語Ⅱ 1 

海外研修Ⅰ 1 

選択 

フィリピン研修、韓国研修、中国研修など 45 時間以

上の海外研修プログラムをⅠまたはⅡとします。 海外研修Ⅱ 1 

海外研修Ⅲ 2 アメリカ研修など 90 時間以上の海外研修プログラム

をⅢ、180 時間以上のものをⅣとします。 海外研修Ⅳ 4 

国際交流Ⅰ 1  

国際交流Ⅱ 1  
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語情報収集」「英語情報発信」という科目を開講しています。「英語情報収集」では、英語 4 技能のう

ちリーディング力とリスニング力の養成に、「英語情報発信」では、ライティング力とスピーキング

力の養成に、それぞれ重点を置いています。 

④ 「目的別英語」 

各学部・学科の専門性を加味し、福祉、心理、保育、看護、ビジネスといった将来のキャリアプラ

ンに合わせた内容と目的で英語を学習するのが「目的別英語」です。履修前に「英語情報収集」「英

語情報発信」を 2 単位以上履修していることが望ましいです。 

⑤ 「TOEIC・TOEFL 演習」 

英語でのコミュニケーション力を判定するための世界共通のテスト TOEIC（Test of English for 

International Communication）と、米国やカナダへの留学を希望する外国人を対象とした、英語の

学力テスト TOEFL（Test of English as a Foreign Language）受験準備を少人数の演習形式で行い、

英語の 4 技能をバランスよく伸ばし、英語圏大学留学受入の標準的な最低基準の力を身につけること

を目指します。受講にはTOEICまたはTOEIC換算点で470点以上を取得していることが必要です。 

⑥ 「初修第二外国語」 

ドイツ語、中国語、韓国語が用意されており、いずれか１つ選択し学ぶことができます。それぞれ

の外国語に、入門と基礎、の２つのクラスがあります。希望者が多い場合は抽選を行うことがありま

す。また、「英語基礎」履修中の者は、「初修第二外国語科目」は履修できません。なお、「初修第二外

国語基礎」の履修にはその外国語入門の単位取得が必要です。 

⑦ 「海外研修」と「国際交流」 

海外研修Ⅰ、海外研修Ⅱ、海外研修Ⅲ、海外研修Ⅳ、国際交流Ⅰ、国際交流Ⅱの 6 科目がありま

す。科目名にあるⅠやⅡは、内容を区別するもので、レベルや順序を示すものではありません。した

がって、この科目群の履修順序は自由です。各科目の内容については、年度ごとに別途ガイダンスを

行い、詳細を示します。 

⑧ 英語の単位認定制度 

下表の基準により、英語の単位認定を受けることができます。この制度で単位認定された科目の

成績は単位認定科目として「T」と記録されます。また、学期ごとの履修登録の上限ならびに GPA 算

出の対象外です。成績評価の詳細については 2.8 の（１）、履修登録の上限の詳細については 2.5 の

（９）、GPA の算出の詳細については 2.8 の（２）を参照してください。 

 

 認定基準 認定単位数 認定科目数 認定科目 

A 

TOEIC600 以上 

または 

英検 2級合格 

1 単位 右のいずれか 1科目 
英語情報収集Ⅰ 

英語情報発信Ⅰ 

B 

TOEIC730 以上 

または 

英検準 1級合格 

2 単位 

A で認定される科目 1

科目の他に右のいず

れか 1科目 

英語情報収集Ⅱ 

英語情報発信Ⅱ 
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（３）IT 演習とビジネスアプリケーションについて 

日々発展する IT（Information Technology,情報通信技術）を使いこなす能力は、将来進む分野に

関わらず、現代人にとっての欠くことのできないリテラシーです。本学では、全学共通科目の IT 科

目に「IT 活用演習Ⅰ」（必修）、「IT 活用演習Ⅱ」、「IT 活用演習Ⅲ」、「IT 活用演習Ⅳ」の 4 科目を開

講するだけでなく、在学中に IT スキルを証明する各種検定取得を目指すこともできるように、看護

学部では他学部聴講科目に、福祉心理学部では学部共通科目の「就業力育成科目」に「ビジネスアプ

リケーションⅠ～Ⅳ」を配置しています。なお、「ビジネスアプリケーションは、自由科目ですので、

卒業に必要な単位数には算入されません。 

（４）導入教育科目の履修について 

大学での学習をスムースにスタートできるようにするために、全学共通科目に導入教育科目を用

意しています。導入教育科目のうち、「フレッシュマンセミナー」と「スタディスキルⅠ」、「キャリ

アデザイン入門」は必修科目ですので、この科目は必ず単位を取得しなければなりません。 

「国語表現基礎」「数学基礎」「英語基礎」「IT 基礎演習」の 4 科目は、入学時のプレイスメントテ

ストによって履修を薦められた人のみ、必ず履修するようにしてください。これら 4 科目の成績評

価は、一定の水準に到達したか否かで「合格（P）」または「不合格（F）」で表わされます。 

なお、「国語表現基礎」「数学基礎」「英語基礎」「IT 基礎演習」の 4 科目は自由科目となりますの

で、卒業に必要な単位数には算入されません。 

 

（５）単位計算方法 

本学学則、第 2 章学部通則、第 3 節教育課程および履修方法等、第 24 条で次のように規定してい

ます。 

「第 24 条 授業科目の単位計算方法は、1 単位の授業科目を 45 時間の学修を必要とする

内容をもって構成することとし、授業の方法に応じて次の基準により計算す

るものとする。 

(1) 講義・演習については、15 時間ないし 30 時間の講義・演習をもって１単位

とする。 

(2) 実験・実習及び実技については、30 時間ないし 45 時間の実験・実習又は実

技をもって 1 単位とする。」 

まず始めに注意が必要なのは、「45 時間の学修」というのは、授業の時間数だけでなく、予習や復

習の自学自習時間を含めての時間であるということです。たとえば、15 時間の授業時間で 1 単位に

なる科目は、授業時間以外に 30 時間その科目のために自学自習することが必要であることを想定し

ているということです。30 時間の授業時間で 1 単位になる科目の場合は、授業時間以外に 15 時間そ

の科目のために自学自習することが必要であることを想定しているということです。 

どの科目がどれだけの授業時間数で何単位になるかは、教育課程表に示されています。教育課程表

をよく見ると分かるように、同じ授業時間数でも、単位数が異なります。たとえば、講義科目の「法
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律学」は、2 単位、30 時間と示されています。これは、30 時間の授業時間に対して、60 時間の予習

復習等の自学自習の学修時間を想定しているということです。 

もうひとつ注意が必要なのは、本学の場合、他のほとんどの高等教育機関と同様に、1 コマの授業

（90 分）を 2 時間の学修とみなすということです。「哲学」の場合、1 学期 15 回の授業で 30 時間と

いう計算になります。これらのことを、授業の種類によって図示すると次のようになります。 

 

単位の認定 

履修科目の単位は、各科目の担当教員が認定します。成績評価については、後述の「2.8 成績評価

について」を参照してください。 

入学前の他大学等における既修得単位認定 

本学第 1 年次に入学した者が、他大学等で修得した単位は、第 1 年次の初めに、願いにより審査の

上、30 単位まで認定されます。認定した単位の評価は、すべて「T」として処理されます。詳しくは、

「V.3.6 入学者の既修得単位の取り扱いに関する規定」を参照の上、入学式後、1 週間以内に学務課

へ必要書類を提出してください。 

編入学生については、「V.5.1 編入学に関する規定」および「V.5.2 新潟青陵大学 3 年次編入学生の

単位認定等に関する規定」を参照してください。 

他学部他学科の科目履修と単位認定 

他学部他学科の科目のうち、他学部他学科の学生に履修を認めている科目を履修し、単位の認定を

受けることができます。これにより取得した単位は、看護学部は 4 単位まで、福祉心理学部は 6 単位

までは全学共通科目の選択科目として含めることができ、卒業要件単位として算入されます。各学部

が指定した 6 単位を超えた単位については、自由科目となりますので、卒業に必要な単位数には算入

されません。 

履修登録の上限（ＣＡＰ制） 

履修科目の登録の上限は、原則として各学期 25 単位です。ただし、集中科目、実習科目、自由科

授  業 

30 時間 

授  業 

30 時間 

自学自習 

60 時間 

自学自習 

15 時間 

授  業 

60 時間 

自学自習 

30 時間 

● 1 単位 授業 30 時間（1 コマ授業 15 回）の科目：「ICT 演習Ⅰ」など 

● 2 単位 授業 30 時間（1 コマ授業 15 回）の科目：「看護・福祉史」など 

● 2 単位 授業 60 時間（1 コマ授業 30 回）の科目：｢中国語会話｣など 

合計学修時間 
90 時間 

合計学修時間 
90 時間 

合計学修時間 
45 時間 
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目、能力別英語の単位認定制度により単位認定を受ける科目はこれに含めません。また、次の基準に

よりこの上限を調節します（履修規定第 3 条）。不明な点はアドバイザーや学務課に相談してくださ

い。 

 

基準 上限の調整 
複数科目の単位を修得

し、かつ GPA（Grade Point 

Average）が（3.0）以上の

場合 

次の学期の履修単位上限数を４単位増やすことが

できる。ただし、学期の履修単位は 32 単位を超え

て増やすことはできない。 

GPA が（1.5）未満の場

合 
次の学期の履修単位上限数を４単位減らさなけれ

ばならない。ただし、学期の履修単位は 12 単位を

下回って減らさない。 
履修単位上限を減らさ

れている者が、複数科

目の単位を修得し、か

つ GPA が（1.5）以上

の場合 

次の学期の履修単位上限を 25 単位とする。 

※GPA については、「2.8 成績評価について」を参照してください。 

※上記基準における取得単位数及び GPA は当該学期中のものを示します。 

成績評価について 

成績の評価 

成績の評価を受けるためには、2.3「授業について」の（３）⑤で示した被評価資格（授業回数の 3

分の 2 以上の出席）を満たす必要があります。次のような場合は、被評価資格は与えられません。 

● 授業料その他納付金が未納の者（延納が認められているものを除く） 

● 期限内に履修登録がなされていない者 

● 不正行為を行った者 

各履修科目の評価は、授業担当者が、試験等（レポート等を含む）や提出物などを総合して行ないま

す。科目によっては試験等を実施しないこともあります。具体的な評価方法は、科目によって異なりま

すので、各科目のシラバスを参照するとともに、各授業担当者に確認してください。 

本学では、下の表の成績評価基準により成績の評価を行ない、GPA（Grade Point Average）を算出

します。GPA は皆さんの成績を総合的に数値で評価するものです。将来的には各種学内選抜等に利用

することが計画されています。 

履修登録した科目は最後まで履修するのが望ましいですが、途中で履修を中止する場合は、必ず履修

中止の手続きをとるようにしましょう（（３）履修中止制度参照）。放置すると、「評価なし」として成

績上に記録が残り、GPA の算出時には 0 点として算入されます（一部 GPA 算出に加えられない科目

を除く）。 
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区分 評語 成績評価基準 GP 
評 価 内 容  
（英文内容）  

合 格  

S 100～90 点  4.0  
特に優れた成績を表します。  
（Excellent）  

A  89～80 点  3.0  
優れた成績を表します。  
（Very Good）  

B  79～70 点  2.0  
妥当と認められる成績を表します。  
（Good）  

C  69～60 点  1.0  
合格と認められる最低限の成績を表します。  
（Satisfactory）  

不合格  F  59 点以下  
0.0  

合格と認められる最低限の成績に達していないことを

表します。（Failure）  

評価なし(N) 
受験資格あるいは被評価資格なし。 
（Not Applicable） 

GPＡ算出 

対象外  

P  合格科目  －  
能力別クラス編成による導入教育等、優劣を示さ

ず、一定基準を満たしかどうか判断する場合。  
（Passed）  

T  単位認定科目 －  
転編入や留学などにより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表します。  
（Credits Transferred）  

GPA の算出方法 

4.0×S の修得単位数＋3.0×A の修得単位数＋2.0×B の修得単位数＋1.0×C の修得単位数 

総履修登録単位数（「不合格（F）」および「評価なし（N）」の単位数を含む。） 

    （注 1）「自由科目」と「合格科目」と「単位認定科目」は、計算式に含まない。 

 （注 2） 再履修により新たに評価を受けた場合は、新しい評価に基づき算出する。 

履修中止制度 

授業を受けてみたものの、授業内容が勉強したいものと違っていた場合や、授業について行けるだけ

の知識が不足していた場合などに、前期及び後期の定められた期間中に、自らの申請により、履修登録

した科目の履修の中止が認められる制度です。そのままでは単位を修得することが難しく、不合格（評

語 F）となることで GPA が下がることを回避するための特別な制度です。 

このため、「履修中止」を申請し、履修を放棄した科目は、卒業や進級、就職活動などいかなる理由

があっても、履修中止の申請を取り消し、その学期において履修を復活させることはできません。再度

履修したい場合は、必要に応じ翌年度に履修登録をしなければなりません。 

なお、必修科目については、特に認める場合を除き、履修中止の対象とはしません。 

成績の確認と履修指導・退学勧告 

成績は、N-COMPASS を利用して確認することができます。 

また、保護者へは、学期ごと（成績発表後）に成績通知書を郵送にてお渡しします。 

N-COMPASS を利用した成績確認の方法・期間、保護者への成績通知書の郵送の時期は、その都

度定期試験前に発表します。この確認をしない場合、後述する「追試験」「再試験」の受験手続きが
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できず、それらを受験する機会を失うこととなります。 

   成績に関する連絡は、自己責任でしっかりと確認してください。 

成績について質問・不明な点がある場合は、成績発表後、すみやかに学務課まで申し出てください。 

各学期のGPAが 2.0未満であった学生は、アドバイザーから学修指導を受けなければなりません。

また、3 学期連続して GPA が 1.0 未満であった学生は、学長から退学勧告を受けることになります。 

成績の評価方法 

単位の認定および成績評価の方法には、次のものがあります。 

①定期試験 

②定期試験とは別に授業期間中に行なう試験（臨時試験） 

③総合評価 

④レポート・論文等の提出物 

⑤その他担当教員が指示したもの 

どのような方法を取るかは、各科目によって異なります。また、複数の方法を組み合わせて実施さ

れる場合もあります。詳しくは、各科目のシラバスを参照するとともに、各授業担当者に確認してく

ださい。 

 

定期試験 

定期試験は、前後期末の定められた期間に行われます。 

試験の実施日程、時間割その他必要な事項は、原則として試験実施の 1 週間前に掲示します。試験

の期日について、しっかり確認してください。 

① 定期試験の欠席連絡 

定期試験を欠席あるいは遅刻せざるを得ない場合は、試験開始前までに必ず学務課に連絡してくだ

さい。定期試験を無断欠席すると、その後の追試験を受ける権利を失いますので、十分注意してくだ

さい。 

詳しくは、後述の「追試験」を参照してください。 

② 定期試験に際しての注意事項 

定期試験受験に際しては、次の注意事項を必ず守るようにしてください。 

１．受験会場では、1 列おきに、前方より着席すること。試験監督により座席について指示

があった場合は、すみやかに従うこと。 

２．必ず学生証を携帯し、試験監督者が確認しやすい位置におくこと。学生証を忘れた場合

は、試験開始前に学務課に申し出て、仮学生証（当日限り有効）の交付を受けて、これ

を使用すること。 

３．やむを得ず遅刻した場合は、試験開始後 30 分以内に限り監督者の許可を得て入室する

こと（試験開始 30 分以降の入室は認めない）。 

４．筆記用具（筆箱から出す）のほか、許可されたもの（※）以外の物品は机の上に置かず

バッグ等にしまうこと。バッグ等は通路に置かず椅子の下に置くこと。 
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（※）学生証、鉛筆、シャープペンシル、消しゴム、袋から出したティッ 

シュペーパー、ハンカチ、時計、めがね、目薬。その他、担当教員 

が許可する教科書・参考書・ノート類。 

５．試験中の私語、物品の貸し借りをしないこと。 

６．携帯電話（スマートフォン、PHS を含む）、パソコン（モバイル PC 等を含む）、タブレ

ット端末等の通信機能を有する機器、携帯音楽プレーヤー等の携帯型録音再生機器等

（以下「携帯機器類」という。）は電源を切り、バッグ等にしまうこと。 

７．答案は、解答してあるか否かにかかわらず、提出すること。 

８．体調不良などのものは挙手をし、試験監督者の指示に従うこと。 

９． 学籍番号・氏名を忘れずに記入すること（記されていない答案は無効とする）。 

１０．その他、試験場においては、すべて試験監督者の指示に従うこと。 

③ 不正行為 

    不正行為は絶対にしないこと。不正行為を行った場合は、履修規程第９条に則り、 

当該科目の被評価資格を喪失することになります。 

 １．試験場における次の行為は、不正行為として取り扱います。 

a．本人以外の者が、本人になりすまして試験を受けること。 

b．机上や衣服、身体等に書き込みをすること。 

c．持ち込みや使用を認められたものに書き込みをする等、本来の使用目的と異な 

る使い方をすること。 

d．試験時間中に、カンニングペーパー類や持ち込みを許可されていない教科書・ 

参考書・ノート類を持ち込んだり、他の受験生の答案を見たり、他の人から答 

えを教わったりすること。 

e．試験時間中に、答えを教える等の他の受験生を利するような行為をすること。 

f．問題・答案用紙配付から回収までの私語や答案・資料等の見せ合い、交換をす 

ること。 

g．前述（②６）の携帯機器類に触れたり、指示された以外の場所・状態で保管 

したりしていること。 

h．その他、試験監督者の指示に従わないこと。 

 

２．試験場における次の行為は、不正行為として取り扱う場合があります。 

a．試験時間中に、使用を認められていない用具を使用して解答すること。 

b．試験監督者の試験開始の指示の前に、解答を始めること。 

c． 試験監督者の試験終了の指示の後に、筆記用具や消しゴムを持ち続けていた 

り、解答を続けていたりすること。 

d．試験場において、他の受験生の迷惑となる行為をすること。 

e．試験時間中に、携帯機器類・時計等の音（着信、アラーム、振動音等）を鳴 

らすこと。 

     f．答案を持ち帰ること。 
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         g．バッグ等を椅子の下以外に置くこと。 

h．その他、試験の公平性を損なう一切の疑わしき行為をすること。 

 

   ３．定期試験にかかわらず、授業中に行われる臨時試験（小テスト）や実技試験、 

評価にかかわる提出物においても同様に扱います。 

 

レポートについて 

レポートは評価の一方法であり、定期試験と同様に重要なものです。レポートのテーマ・提出期限・

提出方法・用紙・様式・枚数等については、担当教員の指示に従い、作成および提出にあたっては厳

格な態度で臨まなければなりません。 

① レポートの作成 

N-COMPASS のレポート機能ではなく、紙によるレポートの場合には、表紙をつけ、ホッチキス

等で必ず閉じ、表紙には、授業科目名・担当教員名・テーマ・学科・学年・学籍番号・氏名を必ず記

入してください。 

② レポートの提出 

N-COMPASS によるレポート提出の場合、各自で提出が完了したことを確認するとともに、ファ

イルの不具合等により再提出を求められることもあるので、その後も教員から受領の確認がなされる

まで、十分注意しましょう。 

学務課内のレポート提出ボックスに提出するレポートには、授業科目名・担当教員名・テーマ・学

科・学年・学籍番号・氏名を記入し、担当教員より指示された提出期限内に提出してください。学務

課窓口受付時間外の提出はできません。また、レポートは必ず本人が提出すること。提出期限に遅れ

たレポートは受理できません。 

追試験 

定期試験を受験する資格はあるが、病気や交通機関の遅延等の本人の責めに帰さない理由により、

定期試験を受験できなかった者は、本人の申し出により追試験を受験することができます。具体的に

は次のような場合です。 

①本人の病気または怪我 

②事故または公共交通機関の遅延 

③忌引   など 

追試験の受験を希望する者は、試験の事前（当日に急病または事故によりどうしても連絡ができな

い場合は事後すみやか）に学務課（教員ではなく学務課）へ欠席連絡をした上で、欠席理由を明記し

た「定期試験欠席届」を学務課に提出してください。その際、病欠の場合は医師の診断書、病欠以外

の場合は欠席を証明できる書類を添えてください。証明できる書類がないと承認できません。 

この連絡・届出を怠った場合、追試験の受験資格はありません。 

その後、追・再試験申込期間中に、学務課で「追・再試験受験願」に必要事項を記入し学務課に提
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出してください。原則として、申込期間以外の手続きはできません。申込期間については、事前によ

く確認をし、不備のないようにしてください。 

追試験の成績評価は 90 点（S）を上限とします。 

追試験の時間割は、掲示により知らせます。追試験の受験は、1 科目について 1 回限りです。原則

として、大学が指定した追・再試験期間中に受験できなかった場合は、その受験資格を失います。 

再試験 

成績評価の結果、不合格（標語 F）となった科目がある者は、本人の申し出により、再試験を受け

ることができます。ただし、被評価資格を失い「評価なし」となった科目は、当然ですが再試験の対

象とはなりません。 

再試験の受験を希望する者は、学務課が定めた追・再試験申込期間中に、学務課にある「追・再試

験受験願」に受験料 1 科目 1,000 円の証紙を添えて学務課で手続きをし、各科目担当教員に申し込み

をしてください。原則として、申込期間以外の手続きはできません。申込期間については、事前によ

く確認をし、不備のないようにしてください。 

再試験の成績評価は、60 点（C）を上限とします。 

再試験の時間割は、掲示によりお知らせします。再試験の受験は、1 科目について 1 回限りです。

原則として、大学が指定した追・再試験期間中に受験できなかった場合は、その受験資格を失います。 
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その他学修に関する規程 

学位規程 

（趣 旨） 

第１条 新潟青陵大学学則第45条の規程に基づき、学士の学位の授与については、この規程の定めるところに

よる。 

（学士の学位授与の要件） 

第２条 学士の学位は、本学に４年以上、途中編入の場合は指定された期間在学し、所定の科目および単位数

を修得し卒業した者に授与するものとする。 

（学士の学位の授与） 

第３条 学長は、前条の規定により学士の学位を授与すべきものには、学位記を授与する。 

（専攻分野の名称） 

第４条 本学が授与する学士の学位に付記する専攻分野の名称は、次の通りとする。 

     看護学部看護学科       看護学 

     福祉心理学部社会福祉学科   社会福祉学 

     福祉心理学部臨床心理学科   臨床心理学 

（学位記の様式） 

第５条 学位記の様式は、別記様式のとおりとする。 

 

   附   則 

 この規程は、平成15年４月１日から施行する。 

附   則 

 この規程は、平成27年４月１日から施行する。 
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学位記の様式、学士（看護学）の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第  号 

 

卒業証書・学位記 

 

              氏 名 

     年月日生 

本学看護学部看護学科の所定の課程を修了したのでここに本学を卒業し

たことを認め学士（看護学）の学位を授与する 

 

 平成 年 月 日 

 
 

新潟青陵大学 

学長         印 
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3.2 履修規程 

（目 的） 
第１条 この規程は、新潟青陵大学学則に定めるもののほか、授業科目（以下「科目」という）の履修方法

に関し必要な事項を定めることを目的とする。 
（授業科目の年次配当等） 
第２条 各学科の科目、年次配当、必修、選択の区分及び時間数は別表の通りとする。 
２ 毎学年の科目名及び担当教員名は、その学年の初めに発表する。 
（履修登録） 
第３条 学生は、その学期中に履修しようとする科目を本学所定の様式により、学期の初めに指定の期日ま

でに登録しなければならない。 

２ 単位を修得した科目は再び履修登録することはできない。 

３ 履修科目の登録の上限は、原則として各学期 25 単位とする。ただし、集中科目、実習科目、自由科目は

これに含めない。また、次の基準によりこの上限を調節する。 

基準 上限の調整 

複数科目の単位を修得し、かつ

GPA（Grade Point Average）が

（3.0）以上の場合 

次の学期の履修単位上限数を４単位増やすことができる。ただ

し、学期の履修単位は 32 単位を超えて増やすことはできない。 

GPA が（1.5）未満の場合 
次の学期の履修単位上限数を４単位減らさなければならない。

ただし、学期の履修単位は 12 単位を下回って減らさない。 

履修単位上限を減らされている

者が、複数科目の単位を修得し、

かつ GPA が（1.5）以上の場合 

次の学期の履修単位上限を 25 単位とする。 

（履修指導・退学勧告） 

第 4条 各学期の GPA が 2.0 未満であった学生は、アドバイザーから学修指導を受けなければならない。 

２ 3 学期連続して GPA が 1.0 未満であった学生は、学長から退学勧告を受ける。 

（単位の認定） 
第５条 各科目の単位の認定は担当教員による成績評価をもって行なわれ、合格者は所定の単位が与えられ

る。 
（試 験） 
第６条 試験は、定期試験、臨時試験、追試験及び再試験とし、科目毎にその科目の担当教員がこれを行な

う。ただし、担当教員に事故がある場合は、他の教員が代わってこれを行なうことができる。 
２ 定期試験は、各科目の所定の授業が終了した学期末に行なう。 
  ただし、担当教員が必要と認めたときは、これに代わってまたはこれ以外に臨時試験を行なうことがで

きる。 
３ 試験は、原則として筆記による。ただし、担当教員が必要と認めたときは、実技又は論文提出等による

ことができる。 
（追試験） 
第７条 病気や交通機関の遅延等の本人の責めに帰さない理由により定期試験を受験することのできない者

は、願い出により、その科目について追試験を受けることができる。 
２ 前項の規定に基づき追試験を受けようとする者は、本学所定の様式に定期試験を受けられなかった理由

を証する文書を添えて、指定された期日までに学長に提出しなければならない。 
（再試験） 
第８条 成績評価においてＦ評価となった者は、願い出により、その科目について１回に限り再試験を受け

ることができる。 
２ 前項の規定に基づき再試験を受けようとする者は、本学所定の様式に必要事項を記入し、指定された期
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日までに学長に提出しなければならない。 
（不正行為） 
第９条 定期試験、授業中に行われる臨時試験（小テストなど）や実技試験、評価にかかわる提出物におい

て不正行為を行なった者は、当該科目の被評価資格を喪失する。 
（被評価資格） 
第10条 不正行為を行った者、出席時間が当該科目の授業時間数の３分の２に満たない者は、その成績評価

の対象としない。ただし、当該科目の担当教員が欠席の事情をやむをえないと認めたときは被評価資格を

得ることができる。 
２ 実習については、前項の試験科目から除き、別に定めるところによるものとする。 
（成績の評価） 

第11条 成績評価は、100点満点とし、当該科目の担当教員が、次の基準により行なう。 
 

区分 評語 成績評価基準 GP 
評 価 内 容  

（英文内容）  

合 格  S 100～90 点  4.0  
特に優れた成績を表します。  
（Excellent）  

 A  89～80 点  3.0  
優れた成績を表します。  
（Very Good）  

 B  79～70 点  2.0  
妥当と認められる成績を表します。  
（Good）  

 C  69～60 点  1.0  
合格と認められる最低限の成績を表します。  
（Satisfactory）  

不合格  F  59 点以下  

0.0  

合格と認められる最低限の成績に達していないことを表しま

す。（Failure）  

評価なし(N) 
受験資格あるいは被評価資格なし。 
（Not Applicable） 

GPＡ算出 

対象外  

P  合格科目  －  

能力別クラス編成による導入教育等、優劣を示さず、一定基

準を満たしかどうか判断する場合。  
（Passed）  

T  単位認定科目  －  

転編入や留学などにより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表します。  
（Credits Transferred）  

 
２ 追試験を受験する者の成績評価は、90点を超えないものとする。 
３ 再試験の評価は60点を超えないものとする。 
４ 前項の成績評価による学業成績を総合的に判断する指標として、GPAを用いる。GPAは、卒業に必要な

単位として算入することのできる授業科目の成績評価のうち、Ｓに4.0、Ａに3.0、Ｂに2.0、Ｃに1.0、Ｆに

０をそれぞれGPとして与え、各授業科目のGPにその単位数を乗じて得た積の合計を、卒業に必要な単位

として算入することのできる授業科目の総履修登録単位数からGPA算出対象外の単位数を引いた数で除し

て算出する。ただし、再履修により新たに評価を受けた場合は、新しい評価に基づきGPAを算出する。 
（進 級） 
第12条 学長は、教授会の議を経て、各学年次までの配当された科目について、次年次の学修に支障を与え

る科目を履修できなかった者は、次の年次へ進級させないものとする。 
２ 前項の規定により進級できなかった者は、修得を要する科目及び教授会の議を経て学長が決定する範囲

内の科目を履修するものとする。 
３ その他進級について必要な事項は別に定める。 
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   附   則 
 この規程は、平成12年４月１日から施行する。 
   附   則 
 この規程は、平成13年４月１日から施行する。 

附   則 
 この規程は、平成23年４月１日から施行する。 

附   則 
 この規程は、平成25年４月１日から施行する。 

附   則 
 この規程は、平成26年４月１日から施行する。 

附   則 
 この規程は、平成27年４月１日から施行する。平成26年度入学生から適用する。 

附   則 
 この規程は、平成29年４月１日から施行する。 

附   則 
この規程は、平成30年４月１日から施行する。 

附   則 
この規程は、平成31年４月１日から施行する。 

 
 別表（学則第22条 別表Ⅰを再掲）省略 


