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Ⅰ 授業について

１ 『Four Seasons（2018TFU）』にて

（１）授業日程

・ 前期15回、後期15回の講義回数

（試験を除く）

・ 土曜日：補講日

・ 前期試験：7月27日（金）～8月4日（土）

・ 後期開始：9月 7日（金）

（２）実習
・ 5月から各種実習が開始（教育・福祉・

医療・企業・行政系）



２ 本学ホームページ上にも『年間行事』として

公開
（https://www.tfu.ac.jp/guardian/index.html）



学部・研究科等 授与率（％）

大学院
総合福祉学研究科

社会福祉学専攻修士課程 100.00

福祉心理学専攻修士課程 81.25 

総合福祉学部

社会福祉学科 93.47

社会教育学科 93.94

福祉心理学科 92.52

総合マネジメント学部
産業福祉マネジメント学科 90.65

情報福祉マネジメント学科 83.19

子ども科学部 子ども教育学科 98.33

健康科学部

保健看護学科 97.50

リハビリテーション学科（作業療法学専攻） 97.87

リハビリテーション学科（理学療法学専攻） 87.23

医療経営管理学科 91.40

合計
学生数 授与数

92.90
1,367 1,270

2017年度 学位授与率（卒業率）

4年生の留年生：64名（2018年5月1日現在）

Ⅱ 2017年度 卒業の状況



資格名称 人数 資格名称 人数
社会福祉士受験資格 １４６ 博物館学芸員 ８
精神保健福祉士受験資格 ２８ 社会福祉主事 ４５４
保育士 １２２ 社会教育主事 ２８
介護福祉士受験資格 ３５ 第一種衛生管理者 １０
介護職員初任者研修 １３ 心理判定員 １３３
幼稚園教諭一種 １２４ 保健師受験資格 ２２
小学校教諭一種 ９８ 看護師受験資格 ７７
中学校教諭一種（社会） ９２ 作業療法士受験資格 ４６
高等学校教諭一種（地歴） ５２ 理学療法士受験資格 ４１
高等学校教諭一種（公民） ２２ 身体障害者福祉司 ７
高等学校教諭一種（福祉） ２ 障がい者スポーツ指導員（初級） １４

特別支援学校教諭一種 １３２ 障がい者スポーツ指導員（中級） ７

養護教諭一種 ４６ レクリエーションインストラクター ４
学校図書館司書教諭 ４７ 社会貢献活動支援士 ３
図書館司書 ３６ 合 計 １，８４９

平成29年度 各種資格取得（主な資格）人数

Ⅲ 資格取得と国家試験の合格状況



資格名
社会
福祉士

精神
保健
福祉士

介護
福祉士

看護師 保健師
作業
療法士

理学
療法士

本学
合格率 71.5％ 75.0％ 100％ 97.4％ 77.3％ 100％ 95.1％

全国
平均
合格率

54.5％ 76.9％ 88.0％ 96.3％ 85.6％ 83.9％ 87.7％

2017年度 各種国家試験 合格率



１ 卒業のための修得単位数等

・ 124（保健看護学科125）単位以上

・ 通算ＧＰＡ：1.50以上の修得

２ 卒業見込証明書

・ 原則、3年次終了時点で90単位以上

（以下でも面談にて「可」の場合あり）

Ⅳ 卒業のための修得単位数



※ ＧＰＡ制度について

・ GPAは、世界的に用いられている成績評価

・ GPAは、成績評価基準に基づく評定をGP

(Grade Point）に換算し、所定の計算式を用

いて算出した１単位あたりのGP平均値のこと

★ 成績の評定、点数、評価基準、およびGPの

関係は次のとおり。



評定
点数 評価基準 GP

（100点満点） 到達目標 成績 判定 （科目評点）

秀 90点～100点 ほぼ完全に達成 きわめて優秀

合格

４

優 80点～89点 十分に達成 優秀 ３

良 70点～79点 概ね達成 良好 ２

可 60点～69点 最低限達成 最低の合格 １

不可 59点以下 達成していない 合格不可 不合格 ０

GPA=

「秀」の単位数×４＋「優」の単位数×３＋「良」の単位数×２
＋「可」の単位数×１＋「不可」の単位数×０

履修登録した科目の単位数合計（「不可」「履修放棄」を含む）

成績評価基準

ＧＰＡの計算式





科目分類 卒業要件

～省 略～

卒要件外 合計

卒業要件単位数 124.0

修得単位数 100.0 22.0 122.0

【単位修得状況】の見方

ここに記載されている単位数が重要!!!!

３ 成績表の見方：補足

こちらではない!!!!!!



お送りする「成績表」のサンプル

ここに記載されている
「修得単位数」が重要!!!!

こちらの「合計」ではない!!!!

GPAはここに



１ 1年間の履修上限

・ 原則、46単位まで履修可能

（資格単位を入れると60単位まで履修可能）

２ 修得単位数と学修支援

・ 年間31単位以上履修（4年生を除く）

Ⅴ 修得単位数と学修支援



学修面談の目安

学 年 総修得単位数 通算GPA

1年生 24単位未満

1.20未満
2年生 48単位未満

3年生 78（79）単位未満

4年生 124（125）単位未満

・ 上記の基準に該当する場合：アドバイザー
（ゼミ担当教員）が面談をしながらサポートを
する。



【各種実践活動（実習）】
・実学臨床教育
・インターンシップ
・福祉ボランティア活動
・資格のための実習 等

【交流と感性教育】
・国際交流/異文化体験
・芹沢銈介美術工芸館
・音楽堂 等

【地域連携教育】
・災害ボランティア活動
・地域共創実学教育 等

【多様な学び】
・救急救命士課程
・社会貢献活動支援士課程 等

【クラブ＆サークル】
・体育会
・大学指定団体
・文化会
・同好会 等

リエゾンゼミ(1～4年)
学修相談～生活相談

東北福祉大学
総合福祉学部

総合マネジメント学部
教育学部
健康科学部

３ 学びを支える重層的な人材養成プログラム

学生相談室
ウェルネス支援室
学生生活支援センター
予防福祉クリニック
キャリアセンター ほか


