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2019 1  

No   
1 2   15,000
2 2   4,500
3 3   6,000
4 3   2,800
5 FP3  FP  10,000
6 FP3   6,000
7 Comp TIA IT Fundamentals Comp TIA 5,000
8 (CCENT,ICND1)  10,000
9 (ICND2)  10,000

10 (CCNA)  20,000
11 (Bronze SQL )  10,000
12 (Bronze 11g DBA)  10,000
13   5,000
14 Microsoft office Specialist   10,000
15 Microsoft office Specialist   5,000
16 IT   2,000
17   30,000
18  2   3,500
19  2   2,500
20  3   2,500
21  1   5,300
22  2   4,100
23  3   2,800
24  2   4,100
25  3   2,800
26 TOEIC 500   12,000
27 TOEIC 500   5,700
 

 
No.8~10

CCENT,ICND1,ICND2 7,875 7,500
CCNA 15,750

15,000  
No. 18~25  

 
 



©2019 Toyohashi Sozo University All rights reserved.

2019 2  

 

No   
1  1   6,500
2  1   5,000
3  2   3,500
4  2  iML  3,000
5  1   6,500
6  2   4,500
7  1   7,710
8  2   5,660
9  3   4,120

10  1   3,600
11  2   3,100
12 ORCA)   3,000
13  2  FLA  5,110
14  3   3,290
15   5,700
16   5,800
17  9,000
18  9,000
19   7,500
20   7,500
21   6,500
22  1   4,700
23  2   3,900
 

No.1 23  
No.1 23  
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Ⅷ 授業科目の紹介

幼児教育・保育科
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開講年度・開講学期 2019 年度 秋学期 授業コード 36330

科目 3633 幼児と健康Ⅰ 授業種別 週間授業

担当教員 朝元　尊 単位数 1

その他担当者

授業概要
子どもにとっての運動あそびの意義・意味を学ぶ。また遊びの実践を通して、保育者の視点か
ら指導・援助への理解を深める。　

ディプロマポリシー DP1 DP2 DP3 DP4

ディプロマポリシーと
の関連性

◎ 〇 〇 〇

授業の到達目標

子どもにとって体を充分に動かす遊びは心身の健康にとって重要である。特に、子どもの成長
を促す保育者としての意欲・責任感・使命感を持ち、体育的な基礎技能や専門的な知識を習得
することを目的に、授業の到達目標を以下の通りとした。

１.体育的基礎技能を習得する
２.運動あそびの楽しさや必要性を理解できる
３.子どもの運動能力と現代的課題を理解できる　

テキスト（教科書） 『保育と幼児期の運動あそび』（岩崎洋子編、萌文書林）ISBN978 － 4 － 89347 － 130 － 7　

参考書および参考文献 教育要領等　

受講条件 （卒・幼）必修　

事前・事後学習 (内容・
時間）

毎授業前までに所定箇所まで教科書を読んでおくこと（30 分程度× 15 回）
毎授業後に授業で得た学びについてレポートを作成すること（30 分程度× 15 回）
授業内で指示する実技・演習課題について、事前に調べたり自主練習して授業に参加すること（60
分程度× 15 回）

成績評価

実技・演習など、保育に必要な実践的活動を重ねながら行う授業であることから、原則として
毎回出席すること。
授業の到達目標をどの程度到達できているかを評価する。また、学習態度として、責任感を待っ
て意欲的に取り組む姿勢なども評価の対象とする。欠席、遅刻、早退や劣悪な授業態度は減点
の対象とすることがある。

評価項目 割合 評価基準

授業・課題への取り組み 40％ 参加意欲や課題に対する適切な内容になっているかを評価する

課題の達成度 20％ 課題に対する達成度を確認する

実技試験 40％ 授業内容の理解度及び、技能の習得度を実技試験で確認する　

授業の実施方法と授業
計画

第 １回　ガイダンス
第 ２回　身体を使ったあそび
第 ３回　集団遊び①（手つなぎ鬼・色鬼 ･高鬼）
第 ４回　集団遊び②（ネズミとネコ・ドロケイ・たつのしっぽ取り）
第 ５回　集団遊び③（だるまさんがころんだ・おおかみさん今何時）
第 ６回　リズム遊び①（あんたがったどこさ・かごめかごめ・はないちもんめ）
第 ７回　リズム遊び②（バンブー・ジェンカ）
第 ８回　ボールで遊ぶ①（ころがしドッヂ・はさみドッヂ）
第 ９回　ボールで遊ぶ②（ドッヂボール）
第 10 回　ボールで遊ぶ③（王様ﾄﾞｯﾁﾞﾎﾞｰﾙ）
第 11 回　縄跳び①（短縄・縄跳びカード）
第 12 回　縄跳び②（大縄・縄跳びカード）
第 13 回　縄跳び③（歌遊びと縄跳び・縄跳びカード）
第 14 回　クラスマッチ (学年合同）
第 15 回　まとめ（援助の仕方を考える）

＊ただし、受講学生の習熟度により、授業計画を変更することもある。　

ナンバリング PEDM1009　
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Ⅸ 授業科目の紹介

キャリアプランニング科
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Ⅹ 諸 規 程 集 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 学則 

● 豊橋創造大学短期大学部学位規程 

● 豊橋創造大学短期大学部履修規程 

● 豊橋創造大学短期大学部履修規程細則 

● 単位認定に関する規程 

● 単位認定に関する規程の取扱要領 

● 科目等履修生規程 

● 聴講生規程 

● 学生の学科変更に関する要綱 

● 転入学及び再入学に関する要綱 

● 委託生規程 

● 長期履修生規程 

● 調理師・フードコース規程 

● 試験における不正行為者の処分に関する規程 

● GPA制度に関する要綱 

● ハラスメント防止人権委員会規程 

● ハラスメント相談窓口に関する規程 

● ハラスメント調査委員会規程 

● ハラスメント防止ガイドライン 
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豊橋創造大学短期大学部学則 

 
 

 

 

 

 

 

 

第１章 目的及び使命 

第１条 豊橋創造大学短期大学部（以下「本学」という）は、教育基本法及び学校教育法に則り、文化の向

上を目指し創造性豊かで人間味あふれる人格の形成と、新しい時代に適応する職業的教育を目的とし、人

類の福祉に貢献し得る心身共に健全な社会の形成者を育成することをその使命とする。 

第２章 学科、学生定員、教育目標及び修業年限 

第２条 本学には、次の学科を置く。 

  幼児教育・保育科 

  キャリアプランニング科 

  専攻科福祉専攻 

  専攻科医療情報専攻 

２ 専攻科に関する事項は、4条以降の規定に関わらず第15章の規定による。 

第２条の２ 本学に、別科を置く。 

２ 別科に関する必要な事項は、別に定める。 

第３条 本学の学生定員は、次のとおりとする。 

(1) 総定員 

  幼児教育・保育科    200名 

  キャリアプランニング科 120名 

  専攻科福祉専攻      20名 

  専攻科医療情報専攻    15名 

(2) 入学定員 

  幼児教育・保育科    100名 

  キャリアプランニング科  60名 

  専攻科福祉専攻      20名 

  専攻科医療情報専攻    15名 

２ 各学科、専攻科の教育目標は、以下の各号のとおりとする。 

(1) 幼児教育・保育科 

  短期大学部の教育理念に則り、豊かな感性と高い専門職意識、時代の変化に適応出来る柔軟性や

実践力を兼ね備えた保育者の育成を目標とする。 

(2) キャリアプランニング科 

  短期大学部の教育理念に則り、社会人として求められる教養やマナーを身につけさせると同時

に、健全な職業観、就業意識を育成し、情報学を基盤として時代の要請に沿った職業的教育を施す

ことを目標とする。 

(3) 専攻科福祉専攻 

  短期大学部の教育理念に則り、保育士養成施設卒業者を対象に、介護福祉の知識と技能を修得さ

せ、人権を尊重し、健康的な日常生活を支えるに要する科学的思考と文化的かつ創造的な人間性を

併せ持つ感性豊かな専門的職業人の養成を目標とする。 

(4) 専攻科医療情報専攻 

  短期大学部の教育理念に則り、より高度な医療事務の知識と医療情報及び診療情報管理の知識と

技能を修得させ、時代の要請に沿った専門的職業人の養成を目標とする。 

第４条 本学の修業年限は、2年とする。ただし在学期間は通算4年を超えてはならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、キャリアプランニング科においては、学長の許可を得て、長期履修生として

在学することができる。  

３ キャリアプランニング科の長期履修生に関して必要な事項は、別に定める。  

昭和58年4月1日制定 平成21年4月1日　　平成25年4月1日　　平成30年4月1日

改正〔平成17年以前は省略〕　 平成22年4月1日　　平成26年4月1日　　平成31年4月1日

　　平成18年4月1日  平成23年4月1日　　平成27年4月1日 　　　　　　　　　 

　　平成19年4月1日  平成23年6月1日　　平成28年4月1日 　　　　　　　　　  

　　平成20年4月1日  平成24年4月1日　　平成29年4月1日 　　　　　　　　　 
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第３章 学年、学期、授業日数及び休業日 

第５条 学年は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 

第６条 学年を分けて次の2期とする。 

  春学期  4月 1日から  9月15日まで 

  秋学期  9月16日から翌年3月31日まで 

第７条 年間の授業日数は、定期試験等の期間を含め35週にわたるものとする。 

第８条 休業日は、次のとおり定める。 

  日曜日 

  国民の祝日に関する法律に規定する祝日 

  春期休業  2月下旬から  3月下旬まで 

  夏期休業  7月21日から  9月15日まで 

  冬期休業 12月25日から翌年1月10日まで 

２ 休業日については、必要に応じて学長が教授会の議を経て変更することができる。 

３ 上記の外に必要に応じて臨時休業を行うことができる。 

第４章 教育課程 

第９条 本学において開設する授業科目及び単位数は、別表1のとおりとする。 

２ 各授業科目の単位数は、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を標

準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準

により計算するものとする。 

(1) 講義については15時間の授業をもって1単位とする。ただし、別に定める授業科目については30

時間の授業をもって1単位とする。 

(2) 演習については30時間の授業をもって1単位とする。ただし、別に定める授業科目については15

時間の授業をもって1単位とする。 

(3) 実験、実習及び実技については45時間の授業をもって1単位とする。ただし、別に定める授業科

目については30時間の授業をもって1単位とする。 

(4) 卒業研究における成果に対しても、その成果を評価して単位を与えることができる。 

第１０条 授業科目を履修し、その試験に合格した者には、単位を与える。 

２ 試験等の評価は秀、優、良、可、不可をもって表わし、可以上を合格とする。 

第４章の２ 卒業等 

第１０条の２ 本学を卒業するためには、学生は2年以上在学し、別表1に定めるところにより64単位以上を

修得し、卒業要件を充たさなければならない。 

第１０条の３ 本学に2年以上在学し、本学則に定める授業科目及び単位数を修得した者については、教授

会の議を経て、学長が卒業を認定する。 

第１０条の４ 前条により卒業した者には、本学学位規程の定めるところにより短期大学士の学位を授与す

る。 

第１０条の５ 本学において取得できる資格及び免許状の種類は次のとおりとする。 

  幼児教育・保育科     幼稚園教諭2種免許状  保育士資格 

  キャリアプランニング科調理師・フードコース  調理師 

２ 本学において幼稚園教諭2種免許状を取得しようとする者は、教育職員免許法及び施行規則に定められ

た授業科目の単位を修得しなければならない。 

３ 本学において保育士資格を取得しようとする者は、児童福祉法施行規則に定められた授業科目の単位を

修得しなければならない。 

４ 本学において調理師を取得しようとする者は、キャリアプランニング科調理師・フードコースにおいて

調理師法施行規則に定められた授業科目の単位数を修得しなければならない。 

５ キャリアプランニング科調理師・フードコースに関する事項は別に定める。 

第５章 入学、休学、復学、退学、除籍、転入学、再入学、学科変更及び転学 

第１１条 入学の時期は、学期の初めとする。 

第１２条 本学に入学することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

(1) 高等学校を卒業した者 

(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者 
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第３章 学年、学期、授業日数及び休業日 

第５条 学年は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 

第６条 学年を分けて次の2期とする。 

  春学期  4月 1日から  9月15日まで 

  秋学期  9月16日から翌年3月31日まで 

第７条 年間の授業日数は、定期試験等の期間を含め35週にわたるものとする。 

第８条 休業日は、次のとおり定める。 

  日曜日 

  国民の祝日に関する法律に規定する祝日 

  春期休業  2月下旬から  3月下旬まで 

  夏期休業  7月21日から  9月15日まで 

  冬期休業 12月25日から翌年1月10日まで 

２ 休業日については、必要に応じて学長が教授会の議を経て変更することができる。 

３ 上記の外に必要に応じて臨時休業を行うことができる。 

第４章 教育課程 

第９条 本学において開設する授業科目及び単位数は、別表1のとおりとする。 

２ 各授業科目の単位数は、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を標

準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準

により計算するものとする。 

(1) 講義については15時間の授業をもって1単位とする。ただし、別に定める授業科目については30

時間の授業をもって1単位とする。 

(2) 演習については30時間の授業をもって1単位とする。ただし、別に定める授業科目については15

時間の授業をもって1単位とする。 

(3) 実験、実習及び実技については45時間の授業をもって1単位とする。ただし、別に定める授業科

目については30時間の授業をもって1単位とする。 

(4) 卒業研究における成果に対しても、その成果を評価して単位を与えることができる。 

第１０条 授業科目を履修し、その試験に合格した者には、単位を与える。 

２ 試験等の評価は秀、優、良、可、不可をもって表わし、可以上を合格とする。 

第４章の２ 卒業等 

第１０条の２ 本学を卒業するためには、学生は2年以上在学し、別表1に定めるところにより64単位以上を

修得し、卒業要件を充たさなければならない。 

第１０条の３ 本学に2年以上在学し、本学則に定める授業科目及び単位数を修得した者については、教授

会の議を経て、学長が卒業を認定する。 

第１０条の４ 前条により卒業した者には、本学学位規程の定めるところにより短期大学士の学位を授与す

る。 

第１０条の５ 本学において取得できる資格及び免許状の種類は次のとおりとする。 

  幼児教育・保育科     幼稚園教諭2種免許状  保育士資格 

  キャリアプランニング科調理師・フードコース  調理師 

２ 本学において幼稚園教諭2種免許状を取得しようとする者は、教育職員免許法及び施行規則に定められ

た授業科目の単位を修得しなければならない。 

３ 本学において保育士資格を取得しようとする者は、児童福祉法施行規則に定められた授業科目の単位を

修得しなければならない。 

４ 本学において調理師を取得しようとする者は、キャリアプランニング科調理師・フードコースにおいて

調理師法施行規則に定められた授業科目の単位数を修得しなければならない。 

５ キャリアプランニング科調理師・フードコースに関する事項は別に定める。 

第５章 入学、休学、復学、退学、除籍、転入学、再入学、学科変更及び転学 

第１１条 入学の時期は、学期の初めとする。 

第１２条 本学に入学することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

(1) 高等学校を卒業した者 

(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者 

 

(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指

定した者 

(4) 文部科学大臣の指定した者 

(5) 文部科学大臣の行う大学入学資格検定に合格した者 

(6) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有する者として認定した在外教育施設の当該課程

を修了した者 

(7) その他相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると本学が認めた者 

第１３条 入学志願者は、所定の願書に別表2の入学検定料を添え、定められた期日までに願い出なければ

ならない。 

第１４条 入学を志願した者については、本学において選考のうえ、入学を許可する。選考の方法は、別に

定める。 

第１５条 入学を許可された者は、別に定めるところにより、学納金を添えて入学の手続きをしなければな

らない。誓約書には、保証人の連署を必要とする。 

第１６条 入学を許可された者が指定の期日までに入学に必要な手続きを完了しないときは、入学の許可を

取り消すものとする。 

第１７条 保証人は成人であって、独立の生計を営む者で、本人の在学中の一切のことについて責任を負う

者でなければならない。 

第１８条 病気、その他の事由のため3か月以上修学を中止しようとする者は、その理由を具して保証人連

署のうえ休学を願い出て、学長の許可を得なければならない。ただし、病気の場合は、医師の診断書を添

付しなければならない。 

第１９条 特殊の病気のため長期の療養を必要と認めた場合は、休学を命じることがある。 

第２０条 休学していた者が復学しようとする場合は、保証人連署のうえ願い出て学長の許可を得なければ

ならない。ただし、病気のため休学していた者が復学しようとする場合は、修学に支障のない旨の医師の

診断書を添付しなければならない。 

第２１条 休学期間の限度は、通算して2年を超えることができない。休学期間は在学年数には通算しな

い。 

第２２条 やむを得ない理由により退学しようとする者は、保証人連署で学長に願い出て、その許可を得な

ければならない。 

第２３条 次の各号の一に該当する者は、教授会の議を経て学長が除籍する。 

(1) 第4条に定める在学年限を超えた者 

(2) 第21条に定める休学の期間を超えてなお修学できない者 

(3) 指定の期日内に学納金を納入しない者 

(4) 長期間にわたり行方不明の者 

(5) 規定の手続きをしないで、他の学校に入学を出願した者 

第２４条 本学に転入学、再入学又は学科変更を願い出る者があるときは、教授会の議を経て学長は許可す

ることができる。 

第２５条 他の学校に入学又は転入学しようとする者は、学長に願い出て許可を得なければならない。 

第６章 表彰及び懲戒 

第２６条 学生に善行があって、全学の模範とするに足る者がある場合には、表彰することができる。 

第２７条 学生が学則に反し、又は本学の秩序を乱し、その他学生の本分にもとる行為をしたときは、懲戒

することができる。懲戒は、次のとおりに分ける。 

(1) 戒告 

(2) 停学 

(3) 退学 

第２７条の２ 前条の退学は、次の各号の一に該当する学生に対して行うことができる。 

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 

(3) 正当の理由がなくて出席常でない者 

(4) 大学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者 

第２８条 学生の表彰は、学長が教授会の議を経てこれを行う。 

２ 学生の懲戒は、学生委員会で審議し、教授会の議を経て学長がこれを行う。  

第７章 学納金等 

第２９条 学納金及び手数料は、別表2に定めるとおりとする。 
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第３０条 学納金は、年2期に分けて指定期日までに分納することを原則とする。 

第３１条 休学又は停学等に該当する者の学納金は別に定めるところによる。 

第３２条 大学で定める費用は、指定期日までに納入しなければならない。 

第３３条 一旦納入した学納金は、原則として返還しない。ただし、入学試験区分によって特に指定した日

までに取り消し願い出書を提出した者については、納入した学納金のうちから事情により授業料及び教育

充実費を返還することができる。 

第８章 職員組織 

第３４条 本学に次の職員を置く。 

  学長 

  教授 

  准教授 

  助教 

  助手 

  事務職員 

第３４条の２ 前条のほか、本学に副学長、科長、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。 

第３５条 職員の職務は、次のとおりとする。 

(1) 学長は、校務を掌り所属職員を統督する 

(2) 副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる 

(3) 科長は、科に関する校務をつかさどる 

(4) 教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有す

る者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する 

(5) 准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有

する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する 

(6) 講師は、教授及び准教授に準ずる職務に従事する 

(7) 助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有す

る者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する 

(8) 助手は、その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する 

(9) 事務職員は、学校事務を処理する 

第９章 教授会及び運営幹部会 

第３６条 本学に教授会を置く。 

２ 本学に運営幹部会を置く。 

第３７条 教授会は、学長、副学長、教授、准教授、専任講師及び助教をもって組織する。ただし、必要の

ある場合は、その他の職員を加えることができる。 

２ 運営幹部会は、理事長、学長、副学長、科長、教務委員長、学生委員長、図書委員長、事務局長をもっ

て構成する。 

第３８条 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。 

(1) 学生の入学、卒業及び課程の修了 

(2) 学位の授与 

 

(3) 前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要な

ものとして学長が定めるもの 

２ 教授会は、前項に規定するもののほか、学長等がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及

び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。  

３ 運営幹部会は次の事項を審議する。 

(1) 学則その他必要な規程の制定改廃に関する事項 

(2) 教育、研究、学生指導に関する大学としての基本方針に関する事項 

(3) 主要な大学行事に関する事項 

(4) 主要な施設等の新設・改廃に関する事項 

(5) 豊橋創造大学と共有する施設の運営や共同で実施する行事に関する事項 

(6) その他大学全般に関わる重要な事項 

第３９条 教授会の会議は、学長が招集し、その議長となる。 

２ 運営幹部会の会議は、学長が招集し、その議長となる。 

第４０条 学長にやむを得ない事故のあるときは、学長が指名した者が職務を代理する。 
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第３０条 学納金は、年2期に分けて指定期日までに分納することを原則とする。 

第３１条 休学又は停学等に該当する者の学納金は別に定めるところによる。 

第３２条 大学で定める費用は、指定期日までに納入しなければならない。 

第３３条 一旦納入した学納金は、原則として返還しない。ただし、入学試験区分によって特に指定した日

までに取り消し願い出書を提出した者については、納入した学納金のうちから事情により授業料及び教育

充実費を返還することができる。 

第８章 職員組織 

第３４条 本学に次の職員を置く。 

  学長 

  教授 

  准教授 

  助教 

  助手 

  事務職員 

第３４条の２ 前条のほか、本学に副学長、科長、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。 

第３５条 職員の職務は、次のとおりとする。 

(1) 学長は、校務を掌り所属職員を統督する 

(2) 副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる 

(3) 科長は、科に関する校務をつかさどる 

(4) 教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有す

る者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する 

(5) 准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有

する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する 

(6) 講師は、教授及び准教授に準ずる職務に従事する 

(7) 助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有す

る者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する 

(8) 助手は、その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する 

(9) 事務職員は、学校事務を処理する 

第９章 教授会及び運営幹部会 

第３６条 本学に教授会を置く。 

２ 本学に運営幹部会を置く。 

第３７条 教授会は、学長、副学長、教授、准教授、専任講師及び助教をもって組織する。ただし、必要の

ある場合は、その他の職員を加えることができる。 

２ 運営幹部会は、理事長、学長、副学長、科長、教務委員長、学生委員長、図書委員長、事務局長をもっ

て構成する。 

第３８条 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。 

(1) 学生の入学、卒業及び課程の修了 

(2) 学位の授与 

 

(3) 前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要な

ものとして学長が定めるもの 

２ 教授会は、前項に規定するもののほか、学長等がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及

び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。  

３ 運営幹部会は次の事項を審議する。 

(1) 学則その他必要な規程の制定改廃に関する事項 

(2) 教育、研究、学生指導に関する大学としての基本方針に関する事項 

(3) 主要な大学行事に関する事項 

(4) 主要な施設等の新設・改廃に関する事項 

(5) 豊橋創造大学と共有する施設の運営や共同で実施する行事に関する事項 

(6) その他大学全般に関わる重要な事項 

第３９条 教授会の会議は、学長が招集し、その議長となる。 

２ 運営幹部会の会議は、学長が招集し、その議長となる。 

第４０条 学長にやむを得ない事故のあるときは、学長が指名した者が職務を代理する。 

 

第４１条 教授会の議事は、出席者の過半数によりこれを決定する。 

２ 運営幹部会の議事は、出席者の過半数によりこれを決定する。 

３ その他教授会及び運営幹部会に関し必要な事項は別に定める。 

第１０章 図書館 

第４２条 本学に附属図書館を置き、教職員、学生の自由な研究に資することとする。 

第４２条の２ 附属図書館に関し必要な事項は、別に定める。  

第１１章 公開講座 

第４３条 本学は、成人教育及び一般公衆の文化向上を目的とし、教授会の議を経て、公開講座を開設する

ことができる。 

第１２章 科目等履修生及び聴講生 

第４４条 本学の授業科目中その1科目又は数科目の履修を志願する者がある時は、学生の修学を妨げない

限り、選考のうえ、科目等履修生又は聴講生として入学を許可することがある。 

第４５条 科目等履修生として入学を志願する者は、所定の願書に履歴書等の必要な書類及び検定料を添え

て所定の期日までに願い出なければならない。 

第４６条 科目等履修生の入学志願資格及び選考方法等については、別に定める。 

第４７条 科目等履修生の入学時期は、学年又は学期の初めとする。 

第４８条 科目等履修生はその聴講した科目につき願い出により試験を受けることができる。 

２ 前項の試験に合格した者には、単位修得証明書を与える。 

第４９条 科目等履修生の学納金は別表３に定めるとおりとする。ただし、履修に特別の費用を要するとき

は、実費を徴収する。 

第５０条 科目等履修生については本章に定めるもののほか学生に関する規定を準用する。 

第５０条の２ 聴講生について必要な事項は、別に定める。 

第１２章の２ 特別聴講学生 

第５０条の３ 他大学等（外国の大学等を含む）の学生で本学の授業科目の履修を希望する者があるとき

は、当該大学等との協議に基づき、特別聴講学として入学を許可する。 

２ 特別聴講学生について必要な事項は、別に定める。 

第１３章 委託生及び外国人留学生 

第５１条 官庁又は公共団体等が、半期以上の在学期間とし、学修科目を指定して学生委託を願い出たとき

は、選考のうえ、委託生として入学を許可することがある。願い出には、所定の検定料を添えなければな

らない。 

第５２条 委託生の入学資格等は、別に定める。 

第５３条 委託生の入学時期は、学年又は学期の初めとする。 

第５４条 委託生の学納金は、別表３に定めるとおりとする。ただし、修学に特別の費用を要するときは実

費を徴収する。 

第５５条 委託生が修学した科目の試験に合格した場合は、単位修得証明書を与える。 

第５６条 外国人で短期大学等において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志願する者がある

ときは選考のうえ外国人留学生として入学を許可することがある。 

２ 外国人留学生について必要な事項は、別に定める。 

第１４章 健康・相談センター 

第５７条 本学に健康・相談センターを置き、学生及び職員の健康保持、健康増進に資することとする。 

２ 健康・相談センターに関し必要な事項は別に定める。 

第５８条 学生及び職員の健康保持のため毎年定期に行う健康診断を受け、病気の予防と健康の増進に努め

なければならない。 
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第１５章 専攻科 

第５９条 本学に設置する専攻科（以下「本専攻科」という）は、短期大学の教育の基礎の上に精深な程度

において特別の事項を教授し、専門的職業人を育成することを目的とする。 

２ 本専攻科の標準修業年限は、1年とし、最長在学年限は、2年とする。 

第６０条 本専攻科に入学を志願することのできる者は、次の各号のとおりとする。 

(1) 専攻科福祉専攻 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学できる者（保育士養成施設が大

学である場合において、当該大学が同法第90条第２項の規定により当該大学に入学させた者を含

む。）であって、厚生労働大臣の指定した保育士養成施設を卒業した者とする。 

(2) 専攻科医療情報専攻  本学キャリアプランニング科を卒業した者で、診療情報管理士認定科目

を履修している者とする。 

２ 本専攻科の入学の時期は学年の初めとする。 

第６１条 本専攻科に専攻科会を置く。 

２ 専攻科会は、当該専攻科の授業科目を担当する専任教員及び専攻科長をもって組織する。 

３ 本専攻科の専攻科長は、当該専攻科の授業科目を担当する専任教員の中から学長が指名し、専攻科会の

承認を得る。 

４ 専攻科会は、次の事項を審議する。 

(1) 専攻科担当教員資格審査に関する事項 

(2) 授業料日の編成及び担当に関する事項 

(3) 卒業認定及び最終試験に関する事項 

(4) 学生の入学、休学、退学、除籍、再入学、留学に関する事項 

(5) 試験に関する事項 

(6) 学生の奨学及び賞罰に関する事項 

(7) その他、当該専攻科に関する事項 

第６２条 本専攻科の専攻に応じ、教育上必要な授業科目を開設する。 

２ 授業科目の名称、分類、単位数及び履修方法は、別表1のとおりとする。 

第６３条 本専攻科の授業科目の単位数の計算は、次の授業時間を含み45時間の学修を必要とする内容をも

って一単位を構成することを標準とする。 

(1) 講義及び演習科目については15時間の授業 

(2) 実習科目については30時間の授業 

第６４条 出席時間数が全体の3分の2に満たない者は、履修認定及び認定試験を受けることができない。ま

た、介護実習については出席時間数が全体の5分の4に満たない者は、履修認定及び認定試験を受けること

ができない。 

第６５条 本専攻科に1年以上在学し、次の各号に定める単位を修得した者については、教授会の議を経て

学長が修了を認定する。 

(1) 専攻科福祉専攻       45単位 

(2) 専攻科医療情報専攻  32単位 

第６６条 本専攻科への編入学については、これを認めない。 

第６７条 科目等履修生として、本専攻科の授業科目の履修をおこなうことはこれを認めない。 

第６８条 本専攻科の入学検定料、入学金及びその他の学納金は、別表2に定めるとおりとする。 

第６９条 本章に定める以外は、本学則を準用する。 

第１６章 自己評価等 

第７０条 本学は、教育研究水準の向上を図り、本学の目的及びその社会的使命を達成するため、教育研究

活動の状況について、自ら点検及び評価を行う。 

２ 前項の点検及び評価を行うに当たっては、別に専門委員会を設置する。 

附則 

１ この学則は、昭和58年4月1日から施行する。 

附則 

１ この学則は、昭和59年4月1日から施行し、改正後の別表2は昭和59年度入学生から適用する。 

附則 

１ この学則は、昭和61年4月1日から施行する。 

２ 第3条に規定する学生定員は、昭和75年度までの間は、次のとおりとする。 
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第１５章 専攻科 

第５９条 本学に設置する専攻科（以下「本専攻科」という）は、短期大学の教育の基礎の上に精深な程度

において特別の事項を教授し、専門的職業人を育成することを目的とする。 

２ 本専攻科の標準修業年限は、1年とし、最長在学年限は、2年とする。 

第６０条 本専攻科に入学を志願することのできる者は、次の各号のとおりとする。 

(1) 専攻科福祉専攻 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学できる者（保育士養成施設が大

学である場合において、当該大学が同法第90条第２項の規定により当該大学に入学させた者を含

む。）であって、厚生労働大臣の指定した保育士養成施設を卒業した者とする。 

(2) 専攻科医療情報専攻  本学キャリアプランニング科を卒業した者で、診療情報管理士認定科目

を履修している者とする。 

２ 本専攻科の入学の時期は学年の初めとする。 

第６１条 本専攻科に専攻科会を置く。 

２ 専攻科会は、当該専攻科の授業科目を担当する専任教員及び専攻科長をもって組織する。 

３ 本専攻科の専攻科長は、当該専攻科の授業科目を担当する専任教員の中から学長が指名し、専攻科会の

承認を得る。 

４ 専攻科会は、次の事項を審議する。 

(1) 専攻科担当教員資格審査に関する事項 

(2) 授業料日の編成及び担当に関する事項 

(3) 卒業認定及び最終試験に関する事項 

(4) 学生の入学、休学、退学、除籍、再入学、留学に関する事項 

(5) 試験に関する事項 

(6) 学生の奨学及び賞罰に関する事項 

(7) その他、当該専攻科に関する事項 

第６２条 本専攻科の専攻に応じ、教育上必要な授業科目を開設する。 

２ 授業科目の名称、分類、単位数及び履修方法は、別表1のとおりとする。 

第６３条 本専攻科の授業科目の単位数の計算は、次の授業時間を含み45時間の学修を必要とする内容をも

って一単位を構成することを標準とする。 

(1) 講義及び演習科目については15時間の授業 

(2) 実習科目については30時間の授業 

第６４条 出席時間数が全体の3分の2に満たない者は、履修認定及び認定試験を受けることができない。ま

た、介護実習については出席時間数が全体の5分の4に満たない者は、履修認定及び認定試験を受けること

ができない。 

第６５条 本専攻科に1年以上在学し、次の各号に定める単位を修得した者については、教授会の議を経て

学長が修了を認定する。 

(1) 専攻科福祉専攻       45単位 

(2) 専攻科医療情報専攻  32単位 

第６６条 本専攻科への編入学については、これを認めない。 

第６７条 科目等履修生として、本専攻科の授業科目の履修をおこなうことはこれを認めない。 

第６８条 本専攻科の入学検定料、入学金及びその他の学納金は、別表2に定めるとおりとする。 

第６９条 本章に定める以外は、本学則を準用する。 

第１６章 自己評価等 

第７０条 本学は、教育研究水準の向上を図り、本学の目的及びその社会的使命を達成するため、教育研究

活動の状況について、自ら点検及び評価を行う。 

２ 前項の点検及び評価を行うに当たっては、別に専門委員会を設置する。 

附則 

１ この学則は、昭和58年4月1日から施行する。 

附則 

１ この学則は、昭和59年4月1日から施行し、改正後の別表2は昭和59年度入学生から適用する。 

附則 

１ この学則は、昭和61年4月1日から施行する。 

２ 第3条に規定する学生定員は、昭和75年度までの間は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

年度 

学科 

昭和61年度 昭和62年度～昭和74年度 昭和75年度 

入学定員 総定員 入学定員 総定員 入学定員 総定員 

秘書科 200人 300人 200人 400人 100人 300人 

 

附則 

１ この学則は、昭和63年4月1日から施行し、改正後の別表2は昭和63年度入学生から適用する。 

附則 

１ この学則は、平成元年4月1日から施行し、改正後の別表1は平成元年度入学生から適用する。 

附則 

１ この学則は、平成2年4月1日から施行し、改正後の別表2は平成2年度入学生から適用する。 

附則 

１ この学則は、平成3年4月1日から施行する。 

附則 

１ この学則は、平成4年4月1日から施行する。 

２ 第3条に規定する学生定員は、平成12年度までの間は、次のとおりとする。 

 

年度 

学科 

平成4年度 平成5年度～平成11年度 平成12年度 

入学定員 総定員 入学定員 総定員 入学定員 総定員 

経営情報科 180人 280人 180人 360人 100人 280人 

 

附則 

１ この学則は、平成5年4月1日から施行し、改正後の別表1は平成5年度入学生から適用する。ただし、経

営情報科の平成4年度入学生について、別表1のうち、名称変更にかかるものについては新名称を適用する

ほか、新設科目のうち、コンピュータ簿記、経営管理演習、文書処理システム演習、情報処理システム演

習、専門セミナーについてはこれを適用するものとする。 

附則 

１ この学則は、平成6年4月1日から施行し、改正後の別表2は平成6年度入学生から適用する。 

附則 

１ この学則は、平成7年4月1日から施行し、改正後の別表2は平成7年度入学生から適用する。 

附則 

１ この学則は、平成8年4月1日から施行する。 

 

２ 第2条に規定する経営情報科については、平成8年4月1日から募集停止とし、平成7年4月1日現在に入学

した学生が、全員卒業した時点で、廃止となる。 

３ 平成4年度から平成11年度に至る経営情報科の期間を付した入学定員は、平成8年4月1日、同科の募集停

止にともなって、豊橋創造大学経営情報学部経営情報学科の入学定員に引き縦がれる 

４ 第3条に規定する学生定員は、平成12年度までの間は、次のとおりとする。 
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年度 

学科 

平成8年度 平成9年度～平成11年度 平成12年度 

入学定員 総定員 入学定員 総定員 入学定員 総定員 

幼児教育科 80人 180人 80人 160人 80人 160人 

秘書科 170人 370人 170人 340人 70人 240人 

 

附則 

１ この学則は、平成9年4月1日から施行し、改正後の別表1、別表2は平成9年度入学生から適用する。 

附則 

１ この学則は、平成10年4月1日から施行し、改正後の別表1は平成10年度入学生から適用するものとす

る。ただし、旧秘書科として平成9年度に入学した学生については、別表1の「特別研究セミナーⅡ」と新

設科目のうち、「特別科目・文書検定2 級」「特 別科目・文書検定1級」「特別科目・簿記検定2級」

「特別科目・簿記検定1級」「特別科目・英語検定準2級」「特別科目・英語検定2級」「特別科目・英語

海外研修」「特別科目・企業実務実習」について、これを適用するものとする。 

２ 第3条に規定する学生定員は、平成12年度までの間は、次のとおりとする。 

 

年度 

学科 

平成8年度 平成9年度～平成11年度 平成12年度 

入学定員 総定員 入学定員 総定員 入学定員 総定員 

幼児教育科 80人 180人 80人 160人 80人 160人 

実務教育科 170人 370人 170人 340人 70人 240人 

 

附則 

１ この学則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第10条の5に規定する幼児教育科の資格について

は、平成10年度入学生から適用するものとする。 

附則 

１ この学則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表1は平成12年度入学生から適用する

ものとする。 

２ 第3条に規定する学生定員は、平成14年度までの間は、次のとおりとする。 

 

年度 

学科 

平成12年度 平成13年度 平成14年度 

入学定員 総定員 入学定員 総定員 入学定員 総定員 

幼児教育科 80 160 80 160 80 160 

実務教育科 170 340 170 340 170 340 

 

附則 

１ この学則は、平成13年4月1日から施行し、改正後の別表1は平成13年度入学生から適用する。 

附則 

１ この学則は、平成14年4月1日から施行し、改正後の別表1は平成14年度入学生から適用する。ただし、

平成13年度に入学した実務教育科学生については、別表1の新設科目「医学の基礎知識」、「医療保険制

度」、「医療法規」、「医療事務コンピュータ」について、これを適用する。 

附則 

１ この学則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、改正後の幼児教育・保育科の名称、及び別表1の

卒業要件については、平成14年度入学生から適用するものとする。 

 

 

附則 

１ この学則は、平成15年7月1日から施行する。 

附則 

１ この学則は、平成16年4月1日から施行する。 

附則 

１ この学則は、平成17年4月1日から施行する。 

２ 実務教育科は、平成17年度から募集を停止し、在学生の卒業を持って廃止する。ただし、平成16年度以

前の実務教育科入学生については、なお従前の例による。 

附則 

１ この学則は、平成17年12月1日から施行する。 

附則 

１ この学則は、平成18年4月1日から施行する。 

附則 

１ この学則は、平成19年4月1日から施行する。 

附則 

１ この学則は、平成20年4月1日から施行する。 

２ 別表2 学納金及び手数料内訳表については、平成20年度入学生から適用する。 

附則 

１ この学則は、平成21年4月1日から施行する。 

２ 第3条に規定する学生定員は、平成22年度までの間は、次のとおりとする。 

 

年度 

学科 

平成21年度 平成22年度 

入学定員 総定員 入学定員 総定員 

幼児教育・保育科 100 200 100 200 

キャリアプランニ

ング科 
130 280 130 260 

専攻科福祉専攻 20 20 20 20 

 

附則 

１ この学則は、平成22年4月1日から施行する。 

附則 

１ この学則は、平成23年4月1日から施行する。なお、「電子カルテ演習」については、平成22年度入学生

から適用する。 

附則 

１ この学則は、平成23年6月1日から施行する。 

附則 

１ この学則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、平成23年度以前の入学生については、なお従前の

入学年度の学則を適用する。 

附則 

１ この学則は、平成25年4月1日から施行する。なお、別表１の「医療事務特講Ⅲ」については、平成24年

度入学生から適用する。 
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年度 

学科 

平成8年度 平成9年度～平成11年度 平成12年度 

入学定員 総定員 入学定員 総定員 入学定員 総定員 

幼児教育科 80人 180人 80人 160人 80人 160人 

秘書科 170人 370人 170人 340人 70人 240人 

 

附則 

１ この学則は、平成9年4月1日から施行し、改正後の別表1、別表2は平成9年度入学生から適用する。 

附則 

１ この学則は、平成10年4月1日から施行し、改正後の別表1は平成10年度入学生から適用するものとす

る。ただし、旧秘書科として平成9年度に入学した学生については、別表1の「特別研究セミナーⅡ」と新

設科目のうち、「特別科目・文書検定2 級」「特 別科目・文書検定1級」「特別科目・簿記検定2級」

「特別科目・簿記検定1級」「特別科目・英語検定準2級」「特別科目・英語検定2級」「特別科目・英語

海外研修」「特別科目・企業実務実習」について、これを適用するものとする。 

２ 第3条に規定する学生定員は、平成12年度までの間は、次のとおりとする。 

 

年度 

学科 

平成8年度 平成9年度～平成11年度 平成12年度 

入学定員 総定員 入学定員 総定員 入学定員 総定員 

幼児教育科 80人 180人 80人 160人 80人 160人 

実務教育科 170人 370人 170人 340人 70人 240人 

 

附則 

１ この学則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第10条の5に規定する幼児教育科の資格について

は、平成10年度入学生から適用するものとする。 

附則 

１ この学則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表1は平成12年度入学生から適用する

ものとする。 

２ 第3条に規定する学生定員は、平成14年度までの間は、次のとおりとする。 

 

年度 

学科 

平成12年度 平成13年度 平成14年度 

入学定員 総定員 入学定員 総定員 入学定員 総定員 

幼児教育科 80 160 80 160 80 160 

実務教育科 170 340 170 340 170 340 

 

附則 

１ この学則は、平成13年4月1日から施行し、改正後の別表1は平成13年度入学生から適用する。 

附則 

１ この学則は、平成14年4月1日から施行し、改正後の別表1は平成14年度入学生から適用する。ただし、

平成13年度に入学した実務教育科学生については、別表1の新設科目「医学の基礎知識」、「医療保険制

度」、「医療法規」、「医療事務コンピュータ」について、これを適用する。 

附則 

１ この学則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、改正後の幼児教育・保育科の名称、及び別表1の

卒業要件については、平成14年度入学生から適用するものとする。 

 

 

附則 

１ この学則は、平成15年7月1日から施行する。 

附則 

１ この学則は、平成16年4月1日から施行する。 

附則 

１ この学則は、平成17年4月1日から施行する。 

２ 実務教育科は、平成17年度から募集を停止し、在学生の卒業を持って廃止する。ただし、平成16年度以

前の実務教育科入学生については、なお従前の例による。 

附則 

１ この学則は、平成17年12月1日から施行する。 

附則 

１ この学則は、平成18年4月1日から施行する。 

附則 

１ この学則は、平成19年4月1日から施行する。 

附則 

１ この学則は、平成20年4月1日から施行する。 

２ 別表2 学納金及び手数料内訳表については、平成20年度入学生から適用する。 

附則 

１ この学則は、平成21年4月1日から施行する。 

２ 第3条に規定する学生定員は、平成22年度までの間は、次のとおりとする。 

 

年度 

学科 

平成21年度 平成22年度 

入学定員 総定員 入学定員 総定員 

幼児教育・保育科 100 200 100 200 

キャリアプランニ

ング科 
130 280 130 260 

専攻科福祉専攻 20 20 20 20 

 

附則 

１ この学則は、平成22年4月1日から施行する。 

附則 

１ この学則は、平成23年4月1日から施行する。なお、「電子カルテ演習」については、平成22年度入学生

から適用する。 

附則 

１ この学則は、平成23年6月1日から施行する。 

附則 

１ この学則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、平成23年度以前の入学生については、なお従前の

入学年度の学則を適用する。 

附則 

１ この学則は、平成25年4月1日から施行する。なお、別表１の「医療事務特講Ⅲ」については、平成24年

度入学生から適用する。 
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附則 

１ この学則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、平成26年3月31日以前に入学した学生について

は、従前の学則を適用する。 

附則  

１ この学則は、平成27年4月1日から施行する。 

附則  

１ この学則は、平成28年4月1日から施行する。  

附則  

１ この学則は、平成29年4月1日から施行する。  

附則 

１ この学則は、平成30年4月1日から施行する。 

２ 第３条に規定する学生定員は、平成31年度までの間は次のとおりとする。 

 

年度 

学科 

平成30年度 平成31年度 

入学定員 総定員 入学定員 総定員 

幼児教育・保育科 100 200 100 200 

キャリアプランニン

グ科 
60 190 60 120 

専攻科福祉専攻 20 20 20 20 

専攻科医療情報専攻 15 15 15 15 

 

  

附則  

１ この学則は、平成31年4月1日から施行する。 

  

  

別表１ 開設する科目、単位数及び卒業要件  

  

別表２ 学納金及び手数料内訳表  

 

学納金項目 
短期大学部 

入学手続き時 1年次入学後 2年生 

入学金 180,000円  

授業料 325,000円 325,000円 650,000円 

教育充実費 150,000円 150,000円 300,000円 

実験実習費 45,000円 45,000円 

合計 655,000円 520,000円 995,000円 

 

入学検定料        30,000円  
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学納金項目 
短期大学部 専攻科福祉専攻 

入学手続き時 1年次入学後 

入学金 250,000円  

授業料 325,000円 325,000円 

教育充実費 125,000円 125,000円 

実験実習費 105,000円 

合計 700,000円 555,000円 

 

入学検定料          30,000円  

  

 

学納金項目 
短期大学部 専攻科医療情報専攻 

入学手続き時 1年次入学後 

入学金 250,000  

授業料 250,000 250,000 

教育充実費 125,000 125,000 

実験実習費 60,000 

合計 625,000 435,000 

 

入学検定料          30,000円  

 

 

  

別表３ 科目等履修生及び委託生学納金及び手数料内訳表  

  

 

  入学金 
授業料(1単位につき) 

実習科目 演習科目 講義科目 

科目等履修生 50,000円 12,000円 12,000円 12,000円 

委託生 0円 12,000円 12,000円 12,000円 

 

検定料          10,000円   

附則  

１ この学則は、平成31年4月1日から施行する。  

２ 第29条の規定に基づく別表２の適用において、平成31(2019)年度以前に入学した学生については、なお

従前の例による。  
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別表２ 学納金及び手数料内訳表  

 

学納金項目 
短期大学部 

入学手続き時 1年次入学後 2年生 

入学金 180,000円  

授業料 325,000円 325,000円 650,000円 

教育充実費 160,000円 160,000円 320,000円 

実験実習費  50,000円 50,000円 

合計 665,000円 535,000円 1,020,000円 

 

   入学検定料            30,000円  
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別表２ 学納金及び手数料内訳表  

 

学納金項目 
短期大学部 

入学手続き時 1年次入学後 2年生 

入学金 180,000円  

授業料 325,000円 325,000円 650,000円 

教育充実費 160,000円 160,000円 320,000円 

実験実習費  50,000円 50,000円 

合計 665,000円 535,000円 1,020,000円 

 

   入学検定料            30,000円  

 
 

豊橋創造大学短期大学部学位規程 

 
平成17年12月 1日 制定 

改正 平成19年 4月 1日 

 

(目 的) 

第１条 この規程は、学位規則（昭和28年文部省令第9号）第13条及び豊橋創造大学短期大学部学則（以下「学

則」という。）第10条の4の規定に基づき、豊橋創造大学短期大学部(以下「本学」という。)において授与

する学位について必要な事項を定めるものである。 

(付記する専攻分野) 

第２条 本学において授与する学位は短期大学士とし、付記する専攻分野の名称については次のとおりとす

る。 

(1) 幼児教育・保育科     教育学 

(2) キャリアプランニング科  ビジネス情報学 

(学位授与の要件) 

第３条 短期大学士の学位は、学則第10条の2の規定に基づき、本学を卒業した者に授与する。 

(学位の授与) 

第４条 教授会は、卒業を認定したときは、その結果を文書により学長に報告しなければならない。 

２ 学長は、前項の報告に基づき、学位を授与し、学位記を交付するものとする。 

(学位の名称) 

第５条 本学の学位を授与された者が、その学位の名称を用いるときは、「豊橋創造大学短期大学部」と付

記するものとする。 

(学位授与の取消) 

第６条 学長は、学位を授与された者が、不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき、又は

その名誉を汚辱する行為があったときは、教授会の議を経て当該学位を取消すことができる。 

２ 学長は、前項の規定に基づき当該学位を取消したときは、学位記を返還させ、かつ、その旨を公表する

ものとする。 

附 則 

  この規程は、平成17年12月１日から施行する。 

附 則 

  この規程は、平成19年4月１日から施行する。 
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様式第１ 第4条による授与する学位記の様式 
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様式第１ 第4条による授与する学位記の様式 

 

 
 

豊橋創造大学短期大学部履修規程

平成 年 月 日制定

改正平成 年 月 日

（趣旨）

第１条 この規程は、豊橋創造大学短期大学部学則（以下「学則」という。）に基づき、授業科目の履修、

単位及び成績等の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

（授業科目）

第２条 授業科目は、学則別表１のとおりとする。

（履修登録）

第３条 学生は、学則第１０条に定めるところにより、履修しようとする授業科目について、所定の期日ま

でに履修登録を行わなければならない。

（卒業・修了要件）

第４条 卒業・修了の要件は、学則第１０条の２もしくは学則第６５条に定めるところによる。

（成績評価と単位の授与）

第５条 履修登録した授業科目の成績評価は、試験等により行う。

２ 成績評価は学則第１０条に定めるところにより、秀・優・良・可を合格とし、不可を不合格とする。

３ 授業科目を履修し、試験等に合格したものに、それぞれ授業科目所定の単位を与える。不合格のものに

は単位を与えない。

４ 成績評価の評価基準及び による評価に当たり成績評価に与えられる

（以下「 」という）は以下のとおりとする。

成績評価 成績評価基準

秀 ～ 点

優 ～ 点

良 ～ 点

可 ～ 点

不可 点以下

認 単位認定科目 －

５ 学則第２３条により、学期の途中で除籍処分となった場合は、その時点で全科目の成績を無効とする。

（試験）

第６条 試験は、定期試験、追試験及び再試験とし、筆記試験、レポートその他の方法により、これを行

う。ただし、授業科目により、その他随時諸種の試験等を行うことができる。

（定期試験）

第７条 定期試験は、原則として各授業科目が終了する学期末に、一定の期間を定めて行うものとする。た

だし、早期に終了した授業科目にあっては、適宜行うことができる。

２ 定期試験の受験資格は、次のとおりとする。

授業担当者より履修の承認を受けている者

出席・レポート提出等が授業担当者の定める基準を満たしている者

授業実施回数の２／３以上、介護実習については４／５以上出席している者

追試験

第８条 病気その他公欠等のやむを得ない事由により、定期試験を受験できなかった者には、追試験を行う

ことができる。

２ 追試験を受けようとする者は、原則として欠席当日の翌日から３日（土日祝日を除く。）以内に欠席届

と必要書類を添えて、教務課に提出し指示を受けなければならない。

３ 追試験の成績評価は、第５条第２項に準ずる。

（再試験）

第９条 定期試験の成績評価において成績不良で不合格（「不可」の評価）となった者には、再試験を行う

ことができる。ただし、授業科目によっては実施しないこともある。
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２ 再試験受験者は、所定期日までに再試験の受験申請をしなければならない。

３ 再試験受験者が合格した場合の成績評価は「可」とする。

（不正行為）

第１０条 試験中に不正行為をした者には、学則第２７条及び豊橋創造大学短期大学部試験における不正行

為者の処分に関する規程に基づき処分を行う。

（再履修）

第１１条 単位を修得できなかった授業科目は、再履修することができる。

２ 授業科目の単位を修得できなかった者が、当該単位を修得しようとするときは、改めて履修登録を行い

再履修しなければならない。

（成績評価の照会）

第１２条 学生は成績評価に関して疑義が生じた場合、どのような基準・方法で成績が評価されたかについ

て照会を求めることができる。

２ 成績評価の照会を行おうとする者は、成績発表の日から 週間以内（最終日が休業日にあたるときは翌

日まで）に「成績評価確認願（別紙 ）」を提出しなければならない。

３ 教務課は、「成績評価確認願」を受理したときは、授業担当教員に確認依頼を行うものとする。

４ 確認依頼をうけた教員は、教務課を通して速やかに当該学生に回答を行うものとする。

（その他）

第１３条 この規程に定めるもののほか、履修等に関し必要な事項は、豊橋創造大学短期大学部履修規程細

則に定めるところによる。

附則

１ この規程は、平成 年 月 日から施行する。

附則

１ この規程は、平成 年 月 日から施行する。
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２ 再試験受験者は、所定期日までに再試験の受験申請をしなければならない。

３ 再試験受験者が合格した場合の成績評価は「可」とする。

（不正行為）

第１０条 試験中に不正行為をした者には、学則第２７条及び豊橋創造大学短期大学部試験における不正行

為者の処分に関する規程に基づき処分を行う。

（再履修）

第１１条 単位を修得できなかった授業科目は、再履修することができる。

２ 授業科目の単位を修得できなかった者が、当該単位を修得しようとするときは、改めて履修登録を行い

再履修しなければならない。

（成績評価の照会）

第１２条 学生は成績評価に関して疑義が生じた場合、どのような基準・方法で成績が評価されたかについ

て照会を求めることができる。

２ 成績評価の照会を行おうとする者は、成績発表の日から 週間以内（最終日が休業日にあたるときは翌

日まで）に「成績評価確認願（別紙 ）」を提出しなければならない。

３ 教務課は、「成績評価確認願」を受理したときは、授業担当教員に確認依頼を行うものとする。

４ 確認依頼をうけた教員は、教務課を通して速やかに当該学生に回答を行うものとする。

（その他）

第１３条 この規程に定めるもののほか、履修等に関し必要な事項は、豊橋創造大学短期大学部履修規程細

則に定めるところによる。

附則

１ この規程は、平成 年 月 日から施行する。

附則

１ この規程は、平成 年 月 日から施行する。

 

豊橋創造大学短期大学部履修規程細則 

平成２８年４月 １日制定 

（趣旨） 

第１条 この細則は、豊橋創造大学短期大学部履修規程の定めるところにより、履修に関し必要な事項を

定めるものとする。 

 

（授業及び時間割） 

第２条 授業は、すべて教育課程に基づいて実施する。 

２ 授業は、集中講義や実習に関する授業、及び休業日に実施する科目を除きすべて時間割に従って実

施する。 

３ 時間割は、教育課程に基づき、学期ごとに編成する。 

４ 時間割及び教室の変更は教務課の承認を得なければならない。 

５ 授業時間は以下のとおりとする。ただし、キャリアプランニング科調理師・フードコースの授業時間につ

いては別に定める。 

時限 時  間 

第１限  ９：００～１０：３０ 

第２限 １０：４０～１２：１０ 

第３限 １３：１０～１４：４０ 

第４限 １４：５０～１６：２０ 

第５限 １６：３０～１８：００ 

 

（欠席及び公欠） 

第３条 授業の欠席については、次のとおりとする。 

 （１）遅刻・早退は、３回をもって欠席１回とみなす。ただし、授業開始後、３０分を超えた遅刻・早退は欠席

とみなす。       

２ 授業を次の理由で欠席する者は、公認欠席（以下「公欠」という。）として取扱いを受けることができる。 

（１） 忌引 

（２） 本人又はその同居家族等が感染症（学校保健安全法施行規則第１８条に定める感染症及び「感

染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定する指定感染症等）に罹り、

出校停止措置を受ける場合 

（３） 本人の就職試験等（会社訪問は除く）の場合 

（４） 大学の認めた公的な理由による場合（対外試合・課外活動等） 

（５） 地震・水害等の大規模な災害で出校することが危険となった場合 

（６） その他大学が正当な理由として特に認めた場合 

３ 公欠は、原則として出席を必要とする授業回数に含まない。ただし、最終的な取り扱いは授業担当者の

判断による。 

 

（追試験・再試験の受験料） 

第 4 条 追試験、再試験の受験料は一科目につき１，０００円とする。ただし、公欠により定期試験を受験で

きなかった場合の追試験の受験料は徴収しない。 
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（再履修の登録料） 

第５条 授業科目の再履修にかかる登録料は無料とする。 

 

（その他） 

第６条 その他、履修等に関する詳細な取り扱いについては、別途定めることができる。 

 

 

附則 この細則は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ この細則の施行に伴い、豊橋創造大学短期大学部教育課程実施に関する細則を廃止する。 
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（再履修の登録料） 

第５条 授業科目の再履修にかかる登録料は無料とする。 

 

（その他） 

第６条 その他、履修等に関する詳細な取り扱いについては、別途定めることができる。 

 

 

附則 この細則は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ この細則の施行に伴い、豊橋創造大学短期大学部教育課程実施に関する細則を廃止する。 

 

 

豊橋創造大学短期大学部　単位認定に関する規程

平成 18 年４月１日　制定

平成 20 年４月１日　改正

　（目 的）

第１条　短期大学設置基準第 14 条、第 15 条及び第 16 条に基づく単位の認定については、この規

　　　程の定めるところによる。

　　２　単位の認定は、教務委員会で原案を作成し、教授会の議を経て学長が認定する。

　（入学前の既修得単位の認定）

第２条　本学に入学を許可された者が、次の各号に該当する単位を有する場合、本学における授

　　　業料目の履修により修得したものとみなすことができる。

　　　（1）　国内の大学、短期大学を卒業又は中途退学し、新たに本学 1 年次に入学した者が当該

　　　　大学・短期大学で履修した授業科目について修得した単位

　　　（2）　短期大学設置基準第 17 条に規定する科目等履修生として修得した単位

　　２　前項の規定により認定できる単位は本学で開設する授業料目と同一名称又は内容に類似

　　　性が認められる科目に限り、30 単位を上限に認定し、成績評価は「認定」とする。

　（再入学生の単位の認定）

第３条　再入学生が再入学以前に本学において修得した単位について、再入学した学年の学生と

　　　同様の教育課程の履修により修得したものとみなすことができる。

　　２　前項の規定により認定できる単位は、共通名称の同一科目については全て認定し、その

　　　成績評価は既得のままとする。また、その他の科目については「基礎教育科目」、「専門教

　　　育科目」の科目区分ごとに包括認定し、成績評価は「認定」とする。

　（単位互換協定等における他大学・短期大学の修得単位の認定）

第４条　本学が協定する又は認定する大学若しくは短期大学（外国の大学を含む）で履修する単

　　　位については、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

　　２　前項の規定により認定できる単位は、30 単位を超えない範囲で本学における授業科目の

　　　履修により修得したものとみなし、成績評価をつけることができる。

　（転入学生の既修得単位の認定）

第５条　転入学生の転入前に修得した単位については、転入後の学科の授業科目履修により修得

　　　したものとみなすことができる。

　　２　前項の規定により認定できる単位は、共通名称の同一科目は全て認定し、その成績評価

　　　は既得のままとする。また、その他の科目の成績評価は「認定」とする。

　　３　転入する年次によっては、転入先の履修科目の関係上、２年間（最低在学期間）では卒

　　　業できない場合がある。
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 （補 則） 

第６条 この規程の運用に必要な事項は、別に定めることができる。 

 

  附 則  

この規程は、平成 18 年４月１日から施行する。 

  附 則  

この規程は、平成 20 年４月１日から施行する。 
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 （補 則） 

第６条 この規程の運用に必要な事項は、別に定めることができる。 

 

  附 則  

この規程は、平成 18 年４月１日から施行する。 

  附 則  

この規程は、平成 20 年４月１日から施行する。 

豊橋創造大学短期大学部

単位認定に関する規程の取扱要領

　（単位認定の申請）

第１条　単位認定に関する規程に基づく単位認定については、全て本人からの申請に基づき取り

　　　扱うものとする。

　（単位認定申請の受付期間）

第２条　本学に入学する以前に修得した単位の認定を希望する者は、下記の申請受付期間内に手

　　　続きをすること。

　　　（１）春学期入学者・・・入学年の 6月 30 日

　　　（２）秋学期入学者・・・入学年の 12 月 27 日

　　　　 ただし、受付期間終了日が事務局休業日の場合は、休業日後最初の事務局開業日と

　　     する。

　（その他）

第３条　次の各号の一に該当する科目を受講した場合、単位認定及び成績評価は行なわない。た

　　　だし、授業科目の受講の結果を示すため、成績通知書等に「履」と表すことができる。

　　　（１）　豊橋創造大学短期大学部の他学科の授業科目

　　　（２）　豊橋創造大学の授業科目のうち、単位互換科目ではない授業科目

　　　（３）　正規の教育課程ではない補習的な科目

　　　（４）　その他学長が特に認めた科目

　　附　則

この取扱要領は平成 20 年 4 月 1 日から施行する。
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豊橋創造大学短期大学部　科目等履修生規程

平成 4 年 7 月 8 日　制定平成 11 年 4 月 1 日　平成 15 年 4 月 1 日

改正平成 8 年 4 月 1 日　平成 14 年 4 月 1 日　平成 19 年 4 月 1 日

  

  

  

　（趣　旨）

第１条　学則第 12 章各条の規定に基づく科目等履修生の入学志願資格及び選考方法及びその他の

　　　必要な事項については、この規程による。

　（入学資格）

第２条　科目等履修生の入学資格は、高等学校等を卒業した者、もしくはそれと同等以上の学力

　　　があると認められる者とする。

　（出願に必要な書類）

第３条　科目等履修生として入学を希望する者は、次の各号の書類に検定料を添えて提出しなけ

　　　ればならない。

　　　(1)　願書（本学所定のもの）

　　　(2)　最終出身校等の卒業もしくは修了証明書

　　　(3)　履歴書（市販のものを使用し、写真を貼付すること）

　　　(4)　勤務先を有する者は、勤務先の承認書

　　　(5)　その他必要な書類

　（選考方法）

第４条　科目等履修生の選考方法は、第 3 条による書類等の審査の上、面接を行う。必要に応じ

　　　て論文（作文）を課す場合がある。

　（入学の許可）

第５条　科目等履修生の入学の許可は、選考の結果、教授会に諮り、学長が行う。

（入学時期）

第６条　科目等履修生の入学時期は学年または学期の初めとする。

（学納金）

第７条　科目等履修生の学納金は、学則別表 3のとおりとする。

　　２　授業料目の履修に必要な特別な費用（実習費および教材費等）は、科目等履修生が負担

　　　するものとする。

　　３　一たん提出した書類及び納入した学納金は原則として返還しない。ただし、特に指定し

　　　た日までに取り消し願い出書を提出した者については、納入した学納金のうち、事情によ

　　　り授業料を返還することができる。

　（在学期間）

第８条　科目等履修生として、在学できる期間は、2年を限度とする。

第９条　ただし、在学期間満了後、継続して履修を願い出た時はこれを許可することがある。こ

　　　の場合、入学検定料、入学金は徴収しない。
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豊橋創造大学短期大学部　科目等履修生規程

平成 4 年 7 月 8 日　制定平成 11 年 4 月 1 日　平成 15 年 4 月 1 日

改正平成 8 年 4 月 1 日　平成 14 年 4 月 1 日　平成 19 年 4 月 1 日

  

  

  

　（趣　旨）

第１条　学則第 12 章各条の規定に基づく科目等履修生の入学志願資格及び選考方法及びその他の

　　　必要な事項については、この規程による。

　（入学資格）

第２条　科目等履修生の入学資格は、高等学校等を卒業した者、もしくはそれと同等以上の学力

　　　があると認められる者とする。

　（出願に必要な書類）

第３条　科目等履修生として入学を希望する者は、次の各号の書類に検定料を添えて提出しなけ

　　　ればならない。

　　　(1)　願書（本学所定のもの）

　　　(2)　最終出身校等の卒業もしくは修了証明書

　　　(3)　履歴書（市販のものを使用し、写真を貼付すること）

　　　(4)　勤務先を有する者は、勤務先の承認書

　　　(5)　その他必要な書類

　（選考方法）

第４条　科目等履修生の選考方法は、第 3 条による書類等の審査の上、面接を行う。必要に応じ

　　　て論文（作文）を課す場合がある。

　（入学の許可）

第５条　科目等履修生の入学の許可は、選考の結果、教授会に諮り、学長が行う。

（入学時期）

第６条　科目等履修生の入学時期は学年または学期の初めとする。

（学納金）

第７条　科目等履修生の学納金は、学則別表 3のとおりとする。

　　２　授業料目の履修に必要な特別な費用（実習費および教材費等）は、科目等履修生が負担

　　　するものとする。

　　３　一たん提出した書類及び納入した学納金は原則として返還しない。ただし、特に指定し

　　　た日までに取り消し願い出書を提出した者については、納入した学納金のうち、事情によ

　　　り授業料を返還することができる。

　（在学期間）

第８条　科目等履修生として、在学できる期間は、2年を限度とする。

第９条　ただし、在学期間満了後、継続して履修を願い出た時はこれを許可することがある。こ

　　　の場合、入学検定料、入学金は徴収しない。

　（受講科目数及び単位数）

第１０条 科目等履修生として履修し得る受講科目数及び単位数は、原則として次の各号のとお

　　　　りとする。ただし、平成 14 年 3 月以前に大学及び短期大学を卒業した者はこの限りでは

　　　　ない。

　　　　(1)　受講科目…本学の開講する科目のうち指定された授業科目で 8科目を限度とする。

　　　　(2)　単位数……原則として 16 単位以内とする。

　（単位修得の認定）

第１１条 科目等履修生が履修した授業科目の単位の認定については、学則第 9 条および第 10 条

　　　　を準用する。

　　附　則

この規程は、平成 5年 4月 1日から施行する。

　　附　則

この規程は、平成 8年 4月 1日から施行する。

　　附　則

この規程は、平成 11 年 4 月 1 日から施行する。

　　附　則

この規程は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。

　　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 19 年 4 月 1 日から施行する。
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豊橋創造大学短期大学部　聴講生規程

平成 16 年 4 月 1 日制定

改正平成 20 年 4 月 1 日

　（目　的）

第１条　この規程は、豊橋創造大学短期大学部学則（以下「学則」という）第 44 条及び第 50 条

の２の規定に基づき、聴講生の取扱いを定めることを目的とする。

　（聴講生の定義）

第２条　聴講生とは、次の各号の一に該当する者をいう。

　　　(1)　本学の学生以外の者（以下「学外者」という）で 1 科目又は数科目を履修し、その単

　　　　位の修得を目的としない者

　　　(2)　本学の在籍者で 1科目又は数科目を履修し、その単位の修得を目的としない者

　（聴講の資格）

第３条　聴講生を願い出ることができる者は、次の各号の一に該当する者をいう。

　　　(1) 高等学校を卒業した者又は同等程度の学力を有する者で学習意欲のある者

　　　(2) 本学の在籍者で学習意欲のある者

　（聴講科目の範囲及び単位数）

第４条　聴講できる科目の範囲及び単位数は、本学の開設する授業科目の中で指定する科目及び

　　　単位数とする。

　（学生数）

第５条　聴講生を受け入れる学生数は、本学学生の単位の修得に支障を来さない範囲の人数とす

　　　る。

　（聴講の手続き）

第６条　聴講生を願い出る者は、所定の期日までに次の書類を提出しなければならない。ただし、

　　　本学の在籍者については、第 1号の書類のみ提出することとする。

　　　(1)　聴講生願書（様式１）

　　　(2)　履歴書（所定の様式による、写真添付）

　　　(3)　聴講生手数料払込金受取書等（様式３）

　　　(4)　外国人にあっては、聴講期間を満たす在留資格を有することを証明する書類

　　　(5)　その他指定する書類

　（聴講の許可）

第７条　聴講を願い出たものがあるときは、書類の提出を確認のうえ、聴講を許可する。

　（聴講料の納入）

第８条　聴講を許可された者は、所定の期日までに聴講料を納入しなければならない。

　　２　聴講料については別表にこれを定める。ただし、実習費等の諸経費については聴講生の

　　　負担とし、別途徴収する場合がある。

　（聴講の期間）

第９条　聴講生の履修期間は、春学期又は秋学期若しくは両学期にまたがる期間の何れかの期間

　　　とし、一年以内とする。
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豊橋創造大学短期大学部　聴講生規程

平成 16 年 4 月 1 日制定

改正平成 20 年 4 月 1 日

　（目　的）

第１条　この規程は、豊橋創造大学短期大学部学則（以下「学則」という）第 44 条及び第 50 条

の２の規定に基づき、聴講生の取扱いを定めることを目的とする。

　（聴講生の定義）

第２条　聴講生とは、次の各号の一に該当する者をいう。

　　　(1)　本学の学生以外の者（以下「学外者」という）で 1 科目又は数科目を履修し、その単

　　　　位の修得を目的としない者

　　　(2)　本学の在籍者で 1科目又は数科目を履修し、その単位の修得を目的としない者

　（聴講の資格）

第３条　聴講生を願い出ることができる者は、次の各号の一に該当する者をいう。

　　　(1) 高等学校を卒業した者又は同等程度の学力を有する者で学習意欲のある者

　　　(2) 本学の在籍者で学習意欲のある者

　（聴講科目の範囲及び単位数）

第４条　聴講できる科目の範囲及び単位数は、本学の開設する授業科目の中で指定する科目及び

　　　単位数とする。

　（学生数）

第５条　聴講生を受け入れる学生数は、本学学生の単位の修得に支障を来さない範囲の人数とす

　　　る。

　（聴講の手続き）

第６条　聴講生を願い出る者は、所定の期日までに次の書類を提出しなければならない。ただし、

　　　本学の在籍者については、第 1号の書類のみ提出することとする。

　　　(1)　聴講生願書（様式１）

　　　(2)　履歴書（所定の様式による、写真添付）

　　　(3)　聴講生手数料払込金受取書等（様式３）

　　　(4)　外国人にあっては、聴講期間を満たす在留資格を有することを証明する書類

　　　(5)　その他指定する書類

　（聴講の許可）

第７条　聴講を願い出たものがあるときは、書類の提出を確認のうえ、聴講を許可する。

　（聴講料の納入）

第８条　聴講を許可された者は、所定の期日までに聴講料を納入しなければならない。

　　２　聴講料については別表にこれを定める。ただし、実習費等の諸経費については聴講生の

　　　負担とし、別途徴収する場合がある。

　（聴講の期間）

第９条　聴講生の履修期間は、春学期又は秋学期若しくは両学期にまたがる期間の何れかの期間

　　　とし、一年以内とする。

　　２　引き続き履修を希望する者は、改めて願い出て許可を受けなければならない。

　　３　前項の願い出は、学外者については第６条の第 2 号の書類提出は不要とする。本学の在

　　　籍者については第 6条の第１号の書類のみ提出する。

　（聴講科目の登録）

第１０条 聴講生は、学期の初めに聴講科目の登録をしなければならない。

　（聴講許可証の交付）

第１１条 聴講生として許可された者には、「聴講許可証」（様式２）を交付する。

　（単位の認定）

第１２条 聴講生は、登録した科目の試験を受けることはできるが単位の認定はできない。

　　　２　所定の出席をおさめ、聴講生本人から申し出があった場合には、聴講修了を証明する

　　　　修了証を発行する場合がある。

　（聴講許可の取消し）

第１３条 聴講生としての本分に反する行為があった場合は、聴講を取り消すことがある。

　（その他）

第１４条 聴講生の利用できる設備と施設については、次の各号のとおりとする。ただし、本学

　　　　の在籍者については本学の設備と施設を全て利用することができる。

　　　　(1)　図書館…図書館で所定の手続き後に利用できる

　　　　(2)　売店・食堂…現金による購入方法により利用できる

　　　　(3)　学内 LAN・パソコン利用…教務課に ID とパスワードの申請を行い利用する

　　　　(4)　駐車場…学生課で所定の手続きを行い利用する

　　　　(5)　その他の設備・施設の利用に関しては、庶務課に申し出て許可を得てから利用する

　　附　則

この規程は、平成 16 年４月１日から施行する。

　　附　則

この規程は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。

 

【別表】聴講料

区分 入学金 授業料 実習費等 手数料

学外者 50,000 円
1 単位につき

10,000 円

必要な諸経費は

別途徴収する。

10,000 円

在
籍
者

学則第 18 条に係る

在籍者の場合
0円

1単位につき

1,000 円
0 円

その他の在籍者の

場合
0円 0円
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豊橋創造大学短期大学部・学生の学科変更に関する要綱 
平成 13 年 4 月 1 日制定 

平成 28 年 3 月 1 日改正 

(目的) 

第1条 この要綱は、豊橋創造大学短期大学部学則第 24 条の規定に基づき、学生の学科変更に関する事項を

定めることを目的とする。 

(定義) 

第2条 学科変更とは、豊橋創造大学短期大学部(以下｢本学｣という。)に在籍する者が、本学の他の学科へ学籍

を異動することをいう。 

(出願要件) 

第3条 学科変更を希望する者(以下「志願者」という。)は、現に在籍する学科において半年以上在籍 

      していなければならない。 

  ２  学籍異動した者が再び学科変更の願い出をすることは原則として認めない。 

 (出願手続) 

第4条 志願者は、別表1「豊橋創造大学短期大学部 学科変更願」（以下「学科変更願」という。）にその理由を記

入し、所属する科長を通じて願い出るものとする。ただし、変更先の学科において欠員がない場合は、受

理されない場合がある。 

２  願い出の時期は年度ごとに定める。 

(選考方法) 

第5条 学科変更の選考は、学科変更願の審査と面接等によって行う。 

  ２  学科変更の選考に係る検定料は徴収しない。 

(変更許可) 

第6条 前条の規定による選考において適当と認められた者に対しては、教授会の議を経て学科変更を学長が許

可する。 

(変更時期) 

第7条 学科変更は学期の初めとする。 

(受入年次と在学年限) 

第8条 学科変更を許可された者の受入年次は、志望学科の科会議において決定する。 

なお、当該学生が在学することができる年数は、受入年次に在学する学生と同一とする。 

(既修得単位の認定) 

第9条 学科変更を許可された者の既修得単位の認定は、別表 2 に基づき、志望学科の科会議が行う。 

(その他) 

第10条 この要綱に定めるもののほか、学科変更に関し必要な事項は、各学科等が別に定める。 

    附則 

１ この要綱は、平成 13 年 4 月 1 日から施行する。 

２ この要綱は、平成 28 年 3 月 1 日から施行する。 
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豊橋創造大学短期大学部・学生の学科変更に関する要綱 
平成 13 年 4 月 1 日制定 

平成 28 年 3 月 1 日改正 

(目的) 

第1条 この要綱は、豊橋創造大学短期大学部学則第 24 条の規定に基づき、学生の学科変更に関する事項を

定めることを目的とする。 

(定義) 

第2条 学科変更とは、豊橋創造大学短期大学部(以下｢本学｣という。)に在籍する者が、本学の他の学科へ学籍

を異動することをいう。 

(出願要件) 

第3条 学科変更を希望する者(以下「志願者」という。)は、現に在籍する学科において半年以上在籍 

      していなければならない。 

  ２  学籍異動した者が再び学科変更の願い出をすることは原則として認めない。 

 (出願手続) 

第4条 志願者は、別表1「豊橋創造大学短期大学部 学科変更願」（以下「学科変更願」という。）にその理由を記

入し、所属する科長を通じて願い出るものとする。ただし、変更先の学科において欠員がない場合は、受

理されない場合がある。 

２  願い出の時期は年度ごとに定める。 

(選考方法) 

第5条 学科変更の選考は、学科変更願の審査と面接等によって行う。 

  ２  学科変更の選考に係る検定料は徴収しない。 

(変更許可) 

第6条 前条の規定による選考において適当と認められた者に対しては、教授会の議を経て学科変更を学長が許

可する。 

(変更時期) 

第7条 学科変更は学期の初めとする。 

(受入年次と在学年限) 

第8条 学科変更を許可された者の受入年次は、志望学科の科会議において決定する。 

なお、当該学生が在学することができる年数は、受入年次に在学する学生と同一とする。 

(既修得単位の認定) 

第9条 学科変更を許可された者の既修得単位の認定は、別表 2 に基づき、志望学科の科会議が行う。 

(その他) 

第10条 この要綱に定めるもののほか、学科変更に関し必要な事項は、各学科等が別に定める。 

    附則 

１ この要綱は、平成 13 年 4 月 1 日から施行する。 

２ この要綱は、平成 28 年 3 月 1 日から施行する。 

 

 

【別表１】 
豊橋創造大学短期大学部 学科変更願 

                         平成  年  月  日 
豊橋創造大学短期大学部 学長殿 
                     学籍番号                
                     氏  名                
※太枠内を記入し、添付書類として成績証明書と一緒に提出して下さい。 
変更希望学科 

変更希望学科 現在の所属学科 
 幼児教育・保育科 幼児教育・保育科 
 キャリアプランニング科 キャリアプランニング科 

 入学年度 
平成  年  月入学 

変更理由及び変更希望学科の志願理由 

 

変更希望時期 
平成  年  月より  １年次 ・ ２年次  として 
                 ※どちらかに○印をつける 

＊＊＊ 以下、事務局記入欄 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

書類受付日 平成  年  月  日 

 

変更先科長 現所属科長 教務課 

教授会審議日 平成  年  月  日 
   

審議結果 許 可 ・不許可 

 

異動開始日（学科変更日） 平成  年  月  日 

新学籍番号  

前 学 科 
在籍期間 

平成  年  月  日 
   ～平成 年 月  日
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【別表２】 
◆豊橋創造大学短期大学部からの学科変更学生の単位認定 
 自己申請により単位認定できる科目の読替え表 

幼児教育･保育科  キャリアプランニング科 

授 業 科 目 

単位数 
開講時期(●印)  

授業科目 

単位数 
  

１年次 ２年次  １年次 ２年次 

必

修

選

択
春 秋 春 秋  必修 選択 春 秋 春 秋 

言葉と表現  2 ●    ⇔ プレゼンテーション  2 ●     

  ●  2  礎基学数 ⇔ 計算実務 2  ●     

   ● 1  Ⅰ道茶 ⇔    ●● 1  Ⅰ道茶

  ●  1  Ⅱ道茶 ⇔   ●●  1  Ⅱ道茶

フラワーアレンジメント
 

  
1 ●    ⇔    ●● 1  Ⅰ道華

   ● 1  技実育体 ⇔ トレーニング  1    ● 

英語(異文化理解とコミュニケ

ーション) 
2   ●   ⇔ 実務英語 2  ●     

子どもの心理学  2  ●   →     ● 2  学理心

子どもの食と栄養  2   ● → 栄養と健康  2   ●   

情報教育入門  2 ●    ⇔     ● 2  門入ＴＩ

教育工学演習Ⅰ(情報教育と

コンピュータ) 
 2  ●   ⇔ パソコン演習Ⅰ 2  

●  

●
    

教育工学演習Ⅱ(子どもとコン

ピュータ) 
 2   ●  ⇔ パソコン演習Ⅱ   2   

●  

●
   

保育者のライフデザイン
 

 
1  ●    ⇔ キャリアプランニングⅠ 1  ●     

保育者のｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝⅠ
 

 
1   ●   ⇔ キャリアプランニングⅡ 1   ●    

保育者のｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝⅡ
 

 
2    ● ⇔ ゼミナール 2    ● 

1 年次単位振替可能科目 1 年次 18 
2 年次単位振替可能科目 2 年次 6 

 総計 24 
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【別表２】 
◆豊橋創造大学短期大学部からの学科変更学生の単位認定 
 自己申請により単位認定できる科目の読替え表 

幼児教育･保育科  キャリアプランニング科 

授 業 科 目 

単位数 
開講時期(●印)  

授業科目 

単位数 
  

１年次 ２年次  １年次 ２年次 

必

修

選

択
春 秋 春 秋  必修 選択 春 秋 春 秋 

言葉と表現  2 ●    ⇔ プレゼンテーション  2 ●     

  ●  2  礎基学数 ⇔ 計算実務 2  ●     

   ● 1  Ⅰ道茶 ⇔    ●● 1  Ⅰ道茶

  ●  1  Ⅱ道茶 ⇔   ●●  1  Ⅱ道茶

フラワーアレンジメント
 

  
1 ●    ⇔    ●● 1  Ⅰ道華

   ● 1  技実育体 ⇔ トレーニング  1    ● 

英語(異文化理解とコミュニケ

ーション) 
2   ●   ⇔ 実務英語 2  ●     

子どもの心理学  2  ●   →     ● 2  学理心

子どもの食と栄養  2   ● → 栄養と健康  2   ●   

情報教育入門  2 ●    ⇔     ● 2  門入ＴＩ

教育工学演習Ⅰ(情報教育と

コンピュータ) 
 2  ●   ⇔ パソコン演習Ⅰ 2  

●  

●
    

教育工学演習Ⅱ(子どもとコン

ピュータ) 
 2   ●  ⇔ パソコン演習Ⅱ   2   

●  

●
   

保育者のライフデザイン
 

 
1  ●    ⇔ キャリアプランニングⅠ 1  ●     

保育者のｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝⅠ
 

 
1   ●   ⇔ キャリアプランニングⅡ 1   ●    

保育者のｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝⅡ
 

 
2    ● ⇔ ゼミナール 2    ● 

1 年次単位振替可能科目 1 年次 18 
2 年次単位振替可能科目 2 年次 6 

 総計 24 

豊橋創造大学短期大学部　転入学及び再入学に関する要綱

平成 12 年４月１日　制定

(省　略 )

改正　平成 19 年４月１日

　(目　的 )

第１条　この要綱は、豊橋創造大学短期大学部学則 (以下、学則という )第 24 条の規定に基づき、

　　　本学への転人学及び再人学に関する事項を定めることを目的とする。

　　　(豊橋創造大学短期大学部学則第 24 条関連 )

　(定　義 )

第２条　転入学とは、受験資格のある者が第１学年の人学時以外に中途入学することをいい、再

　　　人学とは、本学を正当な理由で中途退学したものが、再び人学することをいう。

　(受験資格 )

第３条　転入学を志願することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。

　　　（1）　短期大学に在学したことのある者

　　　（2）　大学に在学したことのある者

　　２　再入学を志願することができる者は、本学を正当な理由で退学した者とする。

　(出願手続 )

第４条　転入学を志願する者は、次の各号に掲げる出願書類に入学検定料を添えて出願するもの

　　　とする。

　　　(1)　転人学願書

　　　(2)　健康診断書

　　　(3)　在学した短期大学の成績証明書

　　２　再人学を志願する者は、次の各号に掲げる出願書類に人学検定科を添えて出願するものとする。

　　　(1)　再入学願書

　　　(2)　健康診断書

　(入学検定料 )

第５条入学検定料は、学則別表２の例による。

　(選考 )

第６条　転入学及び再入学の選考は、小論文および面接等によって行う。

　(入学許可 )

第７条　前条の規定による選考に合格した者に対しては、敦授会の議を経て学長が人学を許可する。

　(入学手続 )

第８条　入学手続きは、学則第 15 条の例による。

　(学納金 )

第９条　学納金は、学則別表２の例による。

　(その他 )

第 10 条　募集人員、試験日等については、教授会の議を経て毎年度これを定める。

（附則一部省略 )

　　附　則

この要綱は、平成 19 年４月１日から施行する。
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豊橋創造大学短期大学部 委託生規程 

平成５年４月１日 制定 

平成８年４月１日 改正 

 

 (趣 旨) 

第１条 学則 13 章各条の規定に基づく委託生の人学資格については、この規程による。 

 

 (入学資格) 

第２条 委託生の人学資格は、高等学校を卒業した者、もしくはそれと同等程度以上 

    の学力があると認められる者で、委託を願い出た官庁または公共団体等から推 

    薦された者とする。 

 

 （入学に必要な書類） 

第３条 委託生として人学を希望する者は、次の各号の書類を提出しなければならな 

    い。 

   (1) 委託願書（本学所定のもの） 

   (2) 履歴書（市販のものを使用し、写真を貼付すること） 

   (3) 所属長の作成する身上書 

   (4) その他必要な書類 

 

 (選考方法等) 

第４粂 選考方法、入学の許可、学費、単位修得の認定等については、科目等履修生 

    規程を準用する。 

 

  附 則 

この規程は、平成５年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規程は、平成８年４月１日から施行する。 
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豊橋創造大学短期大学部 委託生規程 

平成５年４月１日 制定 

平成８年４月１日 改正 

 

 (趣 旨) 

第１条 学則 13 章各条の規定に基づく委託生の人学資格については、この規程による。 

 

 (入学資格) 

第２条 委託生の人学資格は、高等学校を卒業した者、もしくはそれと同等程度以上 

    の学力があると認められる者で、委託を願い出た官庁または公共団体等から推 

    薦された者とする。 

 

 （入学に必要な書類） 

第３条 委託生として人学を希望する者は、次の各号の書類を提出しなければならな 

    い。 

   (1) 委託願書（本学所定のもの） 

   (2) 履歴書（市販のものを使用し、写真を貼付すること） 

   (3) 所属長の作成する身上書 

   (4) その他必要な書類 

 

 (選考方法等) 

第４粂 選考方法、入学の許可、学費、単位修得の認定等については、科目等履修生 

    規程を準用する。 

 

  附 則 

この規程は、平成５年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規程は、平成８年４月１日から施行する。 

豊橋創造大学短期大学部キャリアプランニング科

長期履修生規程

平成 17 年 4 月 1 日制定

平成 19 年 4 月 1 日改正

平成 26 年 4月 1日改正

　(趣　旨 )

第１条　この規程は、豊橋創造大学短期大学部学則第４条第３項（以下「学則」という）の規定 

　　　に基づき、キャリアプランニング科の長期履修生に関し、必要な事項を定めるものとする。

　(定　義 )

第２条　長期履修生とは、修業年限を超えて、一定の期間にわたり授業科目を履修し、要件を満

　　　たすことにより卒業することを目的として、本学に入学を許可された者をいう。

　(資　格 )

第３条　長期履修生として申請することができる者は、キャリアプランニング科の入学手続き者

　　　及びキャリアプランニング科１年次在学生のうち、次の各号のいずれかに該当するために

　　　学則で定められた卒業要件の年限で卒業することが困難な者とする。

　　　　（１）有職者（正規雇用以外の者を含む）

　　　　（２）出産 ･育児 ･介護等を行う必要がある者

　　　　（３）その他長期履修することが必要と認められる者

　(在学年数 )

第４条　長期履修生の期間は、標準修業年限を含めて４年以内とする。

第５条　休学期間は、長期履修期間には算入しない。

　(履修登録単位数 )

第６条　長期履修生が登録できる 1年あたりの単位数の上限は原則として次のとおりとする。

入学時申請

在学 1年次申請

　(申請手続 )

第７条　長期履修生となることを希望する者は、長期履修生申請書（様式第１）を以下の提出期

　　　限までに学長に提出するものとする。

　　　　（１）入学予定者は、入学手続案内で定める時期。

　　　　（２）在学生は、長期履修開始前年度 (１年次 )の２月末日。

第８条　長期履修生が履修期間の延長及び短縮を希望する場合は、長期履修期

　　　間変更申請書（様式第２）にクラス担任（セミナー担当）の意見を添えて、学長に提出す

　　　るものとする。

在学期間 １年次 ２年次 ３年次 ４年次

３年 ３４ ３４ ３４ ―

４年 ２５ ２５ ２５ ２５

在学期間 １年次 ２年次 ３年次 ４年次

３年 ― ２５ ２５ ―

４年 ― １７ １７ １７
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　　２　在学中の新規申請及びすでに許可された長期履修期間の変更については、１回に限り延

　　　長（３年を４年）または短縮（４年を３年）することができるものとする。

　(許可 )

第９条 第６条及び前条の申請に対しては、キャリアプランニング科会の議を経て、学長が許可す

　　　る。

　(長期履修生に係る学納金の取扱い )

第 10 条 長期履修生の学納金については、豊橋創造大学短期大学部学則第２９条に定める金額を、

　　　 履修年限に応じて別表に定める通りとすることができる。　

別表

キャリアプランニング科長期履修生学納金

年別納入額

3年履修（入学時申請した者）

4年履修（入学時申請した者）

3年履修（入学時申請した者）

4年履修（入学時申請した者）

　（改廃）

第 11 条 この規程の改廃は、キャリアプランニング科会において行う。

附　則　この規程は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。

附　則　この規程は、平成 19 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。

1年次 2年次 3年次 支払い予定総額

　入学金 180,000　 180,000　

　授業料 400,000　 450,000　 450,000　 1,300,000　

　教育充実費 200,000　 200,000　 200,000　 600,000　

　実験実習費 30,000　 30,000　 30,000　 90,000　

計 810,000　 680,000　 680,000　 2,170,000　

1 年次 2年次 3年次 支払い予定総額

　入学金 180,000　 180,000　

　授業料 650,000　 325,000　 325,000　 1,300,000　

　教育充実費 300,000　 150,000　 150,000　 600,000　

　実験実習費 45,000　 22,500　 22,500　 90,000　

計 1,175,000　 497,500　 497,500　 2,170,000　

1 年次 2年次 3年次 4年次 支払い予定総額

　入学金 180,000　 180,000　

　授業料 325,000　 325,000　 325,000　 325,000　 1,300,000　

　教育充実費 150,000　 150,000　 150,000　 150,000　 600,000　

　実験実習費 22,500　 22,500　 22,500　 22,500　 90,000　

計 677,500　 497,500　 497,500　 497,500　 2,170,000　

1 年次 2年次 3年次 4年次 支払い予定総額

　入学金 180,000　 180,000　

　授業料 650,000　 220,000　 215,000　 215,000　 1,300,000　

　教育充実費 300,000　 100,000　 100,000　 100,000　 600,000　

　実験実習費 45,000　 15,000　 15,000　 15,000　 90,000　

計 1,175,000　 335,000　 330,000　 330,000　　 2,170,000　
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　　２　在学中の新規申請及びすでに許可された長期履修期間の変更については、１回に限り延

　　　長（３年を４年）または短縮（４年を３年）することができるものとする。

　(許可 )

第９条 第６条及び前条の申請に対しては、キャリアプランニング科会の議を経て、学長が許可す

　　　る。

　(長期履修生に係る学納金の取扱い )

第 10 条 長期履修生の学納金については、豊橋創造大学短期大学部学則第２９条に定める金額を、

　　　 履修年限に応じて別表に定める通りとすることができる。　

別表

キャリアプランニング科長期履修生学納金

年別納入額

3年履修（入学時申請した者）

4年履修（入学時申請した者）

3年履修（入学時申請した者）

4年履修（入学時申請した者）

　（改廃）

第 11 条 この規程の改廃は、キャリアプランニング科会において行う。

附　則　この規程は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。

附　則　この規程は、平成 19 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。

1年次 2年次 3年次 支払い予定総額

　入学金 180,000　 180,000　

　授業料 400,000　 450,000　 450,000　 1,300,000　

　教育充実費 200,000　 200,000　 200,000　 600,000　

　実験実習費 30,000　 30,000　 30,000　 90,000　

計 810,000　 680,000　 680,000　 2,170,000　

1 年次 2年次 3年次 支払い予定総額

　入学金 180,000　 180,000　

　授業料 650,000　 325,000　 325,000　 1,300,000　

　教育充実費 300,000　 150,000　 150,000　 600,000　

　実験実習費 45,000　 22,500　 22,500　 90,000　

計 1,175,000　 497,500　 497,500　 2,170,000　

1 年次 2年次 3年次 4年次 支払い予定総額

　入学金 180,000　 180,000　

　授業料 325,000　 325,000　 325,000　 325,000　 1,300,000　

　教育充実費 150,000　 150,000　 150,000　 150,000　 600,000　

　実験実習費 22,500　 22,500　 22,500　 22,500　 90,000　

計 677,500　 497,500　 497,500　 497,500　 2,170,000　

1 年次 2年次 3年次 4年次 支払い予定総額

　入学金 180,000　 180,000　

　授業料 650,000　 220,000　 215,000　 215,000　 1,300,000　

　教育充実費 300,000　 100,000　 100,000　 100,000　 600,000　

　実験実習費 45,000　 15,000　 15,000　 15,000　 90,000　

計 1,175,000　 335,000　 330,000　 330,000　　 2,170,000　
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豊橋創造大学短期大学部

試験における不正行為者の処分に関する規程

平成 14 年 4 月 1 日制定

改正平成 21 年 4 月 1 日

　（目　的）

第１条　この規程は、豊橋創造大学短期大学部学則第 27 条に基づき試験における不正行為者の処

　　　分について必要な事項を定める。

　（定　義）

第２条　試験とは定期試験、追試験、再試験をいう。

　（適　用）

第３条　この規程は、教育的見地から学生を適正に指導する目的を達するように適用する。

　（処分と手順）

第４条　不正行為が発覚した場合の手順は別に定め、不正行為者の処分は、教務委員会が原案を

　　　作成し、教授会の審議を経て学長が行う。

　（不正行為）

第５条　次に定める行為を不正行為とみなす。

(1)　 替え玉受験及びその依頼

(2)　 答案交換

(3)　 カンニングペーパーの使用

(4)　 書き込み（机、所持品、身体など）

(5)　 答案を写す（見た者、見せた者）

(6)　 私語又は動作による連絡（連絡した者、連絡を受けた者）

(7)　 偽名、氏名抹消又は故意による無記名

(8)　 持込みが許可されていない参照物件の使用

(9)　 使用が許可された参照物件の貸借（借りた者、貸した者）

(10)　携帯通信機器の使用

(11)　受験態度が不良の場合

(12)　レポート提出に際して他者のものを引き写した場合

(13)　第 1号から第 12 号に準ずると認められる場合

(14)　第 1号から第 13 号の行為が試験終了後に発覚した場合

　（処分内容）

第６条　第５条に該当する不正行為を行った者には、次のいずれかの処分を行う。

(1)　当該科目を無効とする

(2)　当該学期における当該科目までに行った履修科目の試験の単位を無効とする

(3)　当該学期の全履修科目の単位を無効とする

(4)　停学とする

(5)　退学とする
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 （処分の通知・掲示） 

第７条 不正行為者の処分内容は、本人に通知するとともに、学内所定の場所に掲示する。 

 （処分の記載） 

第８条 処分事項は、不正行為報告書に記載し保管する。 

 

  附 則 

この規程は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。 

  附 則 

この規程は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。 
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 （処分の通知・掲示） 

第７条 不正行為者の処分内容は、本人に通知するとともに、学内所定の場所に掲示する。 

 （処分の記載） 

第８条 処分事項は、不正行為報告書に記載し保管する。 

 

  附 則 

この規程は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。 

  附 則 

この規程は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。 

豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部 GPA 制度に関する要綱 

平成 25年 4 月 1 日制定 

平成 26年 4 月 1 日改正 

（目的） 

第１条 この要綱は、豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部における Grade Point Average（以

下「GPA」という）を算出する制度を定めることにより、学生の学習意欲を高めるとともに、適切な

学修指導と厳格な成績評価に資することを目的とする。 

 
（成績評価と GP） 

第２条 豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部教育課程実施に関する細則に定める成績評価

に与えられる Grade Point（以下「GP」という）は、次のとおりとする。 

 

区分 成績評価 成績評価基準 GP 

合格 

秀 100～90 点 4.0 

優 89～80 点 3.0 

良 79～70 点 2.0 

可 69～60 点 1.0 

不合格 

不 59 点以下 0.0 

欠  0.0 

失  0.0 

GP 対象外 
認 単位認定科目 － 

履 卒業要件外単位 － 

 
（GPA の種類） 

第３条 GPA の種類は、当該学期における学修の状況及び成果を示す指標としての GPA（以下

「学期 GPA」という）、当該年度における学修の状況及び成果を示す指標としての GPA（以下「年

度 GPA」という）並びに在学中における全期間の学修の状況及び成果を示す指標としての GPA

（以下「通算 GPA」という）とする。 

 
（GPA 算出方法） 

第４条 GPA の算出方法は、次のとおりとする。 

（１）学期 GPA 

（当該学期に評価を受けた科目で得た GP）×（当該科目の単位数)の合計 

     
 

当該学期の総履修単位数（不合格科目を含む） 
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（２）年度 GPA 

（当該年度に評価を受けた科目で得た GP）×（当該科目の単位数)の合計  

 
 

当該年度の総履修単位数（不合格科目を含む） 
 
（３）通算 GPA 

（各学期に評価を受けた科目で得た GP）×（当該科目の単位数)の累計 

 
 

総履修単位数（不合格科目を含む） 
 
（GPA 対象科目） 

第５条 GPA 対象科目は、次に掲げるものを除外した科目とする。 

 （１）認定科目（他大学等で修得した科目を本学の単位として認定した科目及び他大学

等との単位互換等で修得した単位） 

 （２）卒業要件外単位として認められた科目 

 
（GPA 算定時期） 

第６条 GPA の算定時期は、春学期にあっては 9 月、秋学期にあっては 3 月とする。ただし、春学

期に実施の集中講義等により GPA 算定時期までに成績が確定していない科目については、秋

学期の履修として算出する。 

  
（履修の取消） 

第７条 GPA 算定対象科目については、履修登録をした科目であっても受講目的が達成されない

などの理由から履修を取りやめた場合、別に定める履修取消期間内に限り、履修の登録を取り

消すことができる。 

 
（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、GPA の取り扱いに関し必要な事項は、別に定める。 

 

附則 

この要綱は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 

 

附則 

この要綱は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。 
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（２）年度 GPA 

（当該年度に評価を受けた科目で得た GP）×（当該科目の単位数)の合計  

 
 

当該年度の総履修単位数（不合格科目を含む） 
 
（３）通算 GPA 

（各学期に評価を受けた科目で得た GP）×（当該科目の単位数)の累計 

 
 

総履修単位数（不合格科目を含む） 
 
（GPA 対象科目） 

第５条 GPA 対象科目は、次に掲げるものを除外した科目とする。 

 （１）認定科目（他大学等で修得した科目を本学の単位として認定した科目及び他大学

等との単位互換等で修得した単位） 

 （２）卒業要件外単位として認められた科目 

 
（GPA 算定時期） 

第６条 GPA の算定時期は、春学期にあっては 9 月、秋学期にあっては 3 月とする。ただし、春学

期に実施の集中講義等により GPA 算定時期までに成績が確定していない科目については、秋

学期の履修として算出する。 

  
（履修の取消） 

第７条 GPA 算定対象科目については、履修登録をした科目であっても受講目的が達成されない

などの理由から履修を取りやめた場合、別に定める履修取消期間内に限り、履修の登録を取り

消すことができる。 

 
（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、GPA の取り扱いに関し必要な事項は、別に定める。 

 

附則 

この要綱は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 

 

附則 

この要綱は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。 

豊橋創造大学短期大学部 

                 ハラスメント防止人権委員会規程 

平成 14 年 11 月 1 日制定 

（省 略）    

改正 平成 25 年 7 月 1 日 

 （目 的） 

第１条 豊橋創造大学短期大学部（以下「本学」という。）において働く教職員及び学生全ての諸 

   活動におけるハラスメント等の人権侵害の防止と問題解決のために、本学にハラスメント 

   防止人権委員会（以下「人権委員会」という。）を置き、その任務、組織等について定める。 

 （定 義） 

第２条 この規程における「人権尊重の精神に反するハラスメント行為」とは、教職員及び学校 

   関係者の就労上並びに学生の修学上の人権が侵害される以下の行為をいう。 

   (1) セクシュアル・ハラスメント：相手を不快にさせる性的言動により、相手に精神的、 

     肉体的な苦痛又は困惑を与えること。 

   (2) パワー・ハラスメント：就労上の力関係を利用して、その権限を逸脱して不適切な言 

     動、指導を行い、相手に精神的、肉体的苦痛又は困惑を与えること。 

   (3) アカデミック・ハラスメント：教員等の権威的地位にある者が、その職務を逸脱して 

     不適切な教育・研究指導を行い、相手に精神的、肉体的苦痛又は困惑を与えること。 

   (4) その他のハラスメント 

     前各号のハラスメントにはあたらないが、相手の意に反して行われる正当性のない嫌が 

     らせの言動によって、相手方に不快の念を抱かせること 

 （組 織） 

第３条 人権委員会は、次の者で構成する。 

  ２ 委員は、各科教授会及び学生委員会より各 1 名と事務職員代表職員 1 名とし、学長が指 

   名し、教授会の承認を得る。 

  ３ 人権委員会が必要とするときは、委員長の推薦による若干名を委員とし、学長が指名す 

   ることができる。 

  ４ 委員長は学長が指名し、委員会と教授会の承認を得る。 

 （任 務） 

第４条 人権委員会は、いずれも関係者個人の秘密を厳守し、次の各号に掲げる事項を任務とし 

   て遂行する。 

   (1) ハラスメントに関する相談、救済とその対応 

   (2) ハラスメント防止に関する情報収集、研修及び啓発 

   (3) その他ハラスメントに関する重要事項の対応 

  ２ ハラスメントに関する相談、申立て及び問題解決の手続きについては、別に定めるガイ 

   ドラインに則して取り扱うものとする。 



298
©2019 Toyohashi Sozo University All rights reserved.

 （会 議） 

第５条 人権委員会の会議は、委員長が召集し議長となる。 

 （ハラスメント相談窓口） 

第６条 人権委員会は、ハラスメントに関する相談、救済とその対応のために、ハラスメント相 

   談窓口を設置する。 

  ２ 前項のハラスメント相談窓口に関する規程は、別に定める。 

 （ハラスメント調査委員会） 

第７条 人権委員会は、ハラスメントに関する実態調査のために、ハラスメント調査委員会を設 

   置することができる。 

  ２ 前項のハラスメント調査委員会に関する規程は、別に定める。 

 （任 期） 

第８条 委員長・委員の任期は 1 年とする。ただし、再任を妨げない。 

 （幹 事） 

第９条 人権委員会に幹事を置き、教学部長及び教学部の職員 1 名をあてる。 

  ２ 幹事は、委員長の指揮をうけて会務を処理する。 

  附 則 

  １ この規程は、平成 14 年 11 月 1 日から施行する。 

  ２ セクシュアル・ハラスメント防止規程（平成 12 年 4 月 1 日制定）は、廃止する。 

  附 則 

    この規程は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。 

  附 則 

    この規程は、平成 19 年 1 月 1 日から施行する。 

  附 則 

    この規程は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。 

  附 則 

    この規程は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。 

  附 則 

    この規程は、平成 25 年 7 月 1 日から施行する。 
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 （会 議） 

第５条 人権委員会の会議は、委員長が召集し議長となる。 

 （ハラスメント相談窓口） 

第６条 人権委員会は、ハラスメントに関する相談、救済とその対応のために、ハラスメント相 

   談窓口を設置する。 

  ２ 前項のハラスメント相談窓口に関する規程は、別に定める。 

 （ハラスメント調査委員会） 

第７条 人権委員会は、ハラスメントに関する実態調査のために、ハラスメント調査委員会を設 

   置することができる。 

  ２ 前項のハラスメント調査委員会に関する規程は、別に定める。 

 （任 期） 

第８条 委員長・委員の任期は 1 年とする。ただし、再任を妨げない。 

 （幹 事） 

第９条 人権委員会に幹事を置き、教学部長及び教学部の職員 1 名をあてる。 

  ２ 幹事は、委員長の指揮をうけて会務を処理する。 

  附 則 

  １ この規程は、平成 14 年 11 月 1 日から施行する。 

  ２ セクシュアル・ハラスメント防止規程（平成 12 年 4 月 1 日制定）は、廃止する。 

  附 則 

    この規程は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。 

  附 則 

    この規程は、平成 19 年 1 月 1 日から施行する。 

  附 則 

    この規程は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。 

  附 則 

    この規程は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。 

  附 則 

    この規程は、平成 25 年 7 月 1 日から施行する。 

豊橋創造大学短期大学部 

                 ハラスメント相談窓口に関する規程 

平成 14 年 11 月 1 日制定 

平成 18 年 4 月 1 日改正 

平成 19 年 1 月 1 日改正 

平成 20 年 4 月 1 日改正 

平成 25 年 7 月 1 日改正 

 （目 的） 

第１条 本規程は、豊橋創造大学短期大学部ハラスメント防止人権委員会（以下「人権委員会」  

   という。）規程第 6 条に基づき、本学のハラスメント相談窓口（以下「相談窓口」という。） 

   に関して必要な事項を定める。 

 （組 織） 

第２条 ハラスメント相談員（以下「相談員」という。）は、学長の指名をもって次のとおり構成 

   する。男女比はほぼ等しくなるように配慮するものとする。 

   (1) 各科から選出された教育職員 各 2 名 

   (2) 学生課から選出された事務職員  1 名 

   (3) 健康・相談センター業務要員および心理カウンセラー 

   (4) その他学長が必要と認めた者 

  ２ 相談窓口は、学生課、健康・相談センターに設置する。相談員が直接相談を受け付ける 

   こともできる。 

  ３ 相談員以外の教職員がハラスメントに関わる相談を受けた時は、本人の了承を得た上で、 

   秘密を守り速やかに本人が指名する相談員に連絡をする。 

 （任 務） 

第３条 相談員は、人権委員会規程に関する相談に応じるとともに、これを速やかに人権委員会 

   委員長に報告をする。 

 （対 象） 

第４条 本規程の対象者は、本学において働く教職員及び本学学生とする。 

 （相談員およびハラスメント相談に関与した者の義務） 

第５条 相談窓口の担当者、相談員、その他、職務上ハラスメント相談に関する情報を知り得た 

   者は、当該事案について秘密を厳守するとともに、相談者及びハラスメントに関わる情報 

   をもたらした者への不利益や二次被害が生じないようにしなければならない。  

 （相談員の任期） 

第６条 委員の任期は 1 年とする。ただし、再任を妨げない。 

  附 則 この規程は、平成 14 年 11 月 1 日から施行する。 

  附 則 この規程は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。 

  附 則 この規程は、平成 19 年 1 月 1 日から施行する。 

  附 則 この規程は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。 

  附 則 この規程は、平成 25 年 7 月 1 日から施行する。 
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　　　　　豊橋創造大学短期大学部

　　　　　　　　　　　ハラスメント調査委員会規程

平成 14 年 11 月 1 日制定

平成 18 年 4 月 1 日改正

平成 20 年 4 月 1 日改正

平成 25 年 7 月 1 日改正

　（目　的）

第１条　本規程は、豊橋創造大学短期大学部ハラスメント防止人権委員会（以下「人権委員会」　

　　　という。）規程第 7 条に基づき、本学のハラスメント調査委員会（以下「調査委員会」とい

　　　う。）に関して必要な事項を定める。

　（組　織）

第２条　調査委員会は、次の各号に定める委員長及び委員をもって構成する。

　　　(1)　委員長

　　　(2)　委員 若干名

　　２　委員長は学長が指名し、調査委員会の承認を得る。

　　３　委員は、人権委員会委員長の推薦により、学長が指名する。ただし、人権委員会が必要

　　　と認めたときは、学長は人権委員会委員長の推薦によりその他の者を委員に指名すること

　　　ができる。なお、委員の指名にあたっては、委員の男女比や調査の客観性、中立性および

　　　公平性が確保されるよう配慮しなければならない。

　　４　前項のほか、人権委員会が必要と認めるときは、学長は人権委員会委員長の推薦により

　　　学外者（弁護士・医師等）に委員を委嘱することができる。

　　５　調査においては、ハラスメント被害を申し立てた者の要請に応じて、担当したハラスメ

　　　ント相談員も同席することができる。

　（任　期）

第３条　委員長及び委員の任期は、調査終了までとする。

　（任　務）

第４条　調査委員会の任務は、次に掲げる事項とし迅速に対応するものとする。

　　　(1) ハラスメントに関する実態調査

　　　(2) 調査結果の人権委員会への報告

　　２　調査委員会は、ハラスメントをしたと申し立てられた者に対して、意見陳述の機会をも

　　　うけなければならない。

　　３　調査委員会の委員は、任期中および任期後において、その職務上知り得たあらゆる情報

　　　の秘密を厳守するとともに、関係者のプライバシーを保護し、人権を尊重しなければなら

　　　ない。

　（事　務）

第５条　調査委員会の事務の所管は、事務局長あるいは事務局長が任命した者とする。

　　附　則　この規程は、平成 14 年 11 月 1 日から施行する。

　　附　則　この規程は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。

　　附　則　この規程は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。

　　附　則　この規程は、平成 25 年 7 月 1 日から施行する。
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　　　　　豊橋創造大学短期大学部

　　　　　　　　　　　ハラスメント調査委員会規程

平成 14 年 11 月 1 日制定

平成 18 年 4 月 1 日改正

平成 20 年 4 月 1 日改正

平成 25 年 7 月 1 日改正

　（目　的）

第１条　本規程は、豊橋創造大学短期大学部ハラスメント防止人権委員会（以下「人権委員会」　

　　　という。）規程第 7 条に基づき、本学のハラスメント調査委員会（以下「調査委員会」とい

　　　う。）に関して必要な事項を定める。

　（組　織）

第２条　調査委員会は、次の各号に定める委員長及び委員をもって構成する。

　　　(1)　委員長

　　　(2)　委員 若干名

　　２　委員長は学長が指名し、調査委員会の承認を得る。

　　３　委員は、人権委員会委員長の推薦により、学長が指名する。ただし、人権委員会が必要

　　　と認めたときは、学長は人権委員会委員長の推薦によりその他の者を委員に指名すること

　　　ができる。なお、委員の指名にあたっては、委員の男女比や調査の客観性、中立性および

　　　公平性が確保されるよう配慮しなければならない。

　　４　前項のほか、人権委員会が必要と認めるときは、学長は人権委員会委員長の推薦により

　　　学外者（弁護士・医師等）に委員を委嘱することができる。

　　５　調査においては、ハラスメント被害を申し立てた者の要請に応じて、担当したハラスメ

　　　ント相談員も同席することができる。

　（任　期）

第３条　委員長及び委員の任期は、調査終了までとする。

　（任　務）

第４条　調査委員会の任務は、次に掲げる事項とし迅速に対応するものとする。

　　　(1) ハラスメントに関する実態調査

　　　(2) 調査結果の人権委員会への報告

　　２　調査委員会は、ハラスメントをしたと申し立てられた者に対して、意見陳述の機会をも

　　　うけなければならない。

　　３　調査委員会の委員は、任期中および任期後において、その職務上知り得たあらゆる情報

　　　の秘密を厳守するとともに、関係者のプライバシーを保護し、人権を尊重しなければなら

　　　ない。

　（事　務）

第５条　調査委員会の事務の所管は、事務局長あるいは事務局長が任命した者とする。

　　附　則　この規程は、平成 14 年 11 月 1 日から施行する。

　　附　則　この規程は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。

　　附　則　この規程は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。

　　附　則　この規程は、平成 25 年 7 月 1 日から施行する。

豊橋創造大学短期大学部ハラスメント防止ガイドライン 

 

平成 25 年 6 月 5 日 

改正平成 28 年 4 月 1 日 

 

豊橋創造大学短期大学部 

ハラスメント防止人権委員会 

 

１．目的 

このガイドラインは、本学においてハラスメントのない快適な修学・就労環境が維持さ 

れることをめざして、本学のすべての学生および教職員がハラスメント防止に関する理解 

を深めるとともに、ハラスメントに関する学内の対応について周知することを目的として 

作成されています。 

 

２．ガイドラインの対象および適用範囲 

（１）本学で修学・就労するすべての学生および教職員がその対象となります。 

（２）本学の学生および教職員間で発生した事案は、発生場所、時間を問わず、その対象 

となります。 

 

３．ハラスメントとは 

（１）セクシュアル・ハラスメント 

セクシュアル・ハラスメントとは「相手を不快にさせる性的言動により、相手に精神的、 

肉体的苦痛又は困惑を与えること」をさします。 

セクシュアル・ハラスメントには、教育・研究・就労上の地位を利用して不当に性的要 

求を行うもの（対価型）と修学・就労環境を悪化させるもの（環境型）があります。 

修学・就労を目的として本学に所属しているにもかかわらず、学生、教員あるいは同僚 

としてではなく、性的対象として扱われるということは、たとえそれが常にではなくても、 

それだけで人間としての意思を無視されたように感じる、非常に不愉快な事態です。その 

うえ、立場や地位を不当に利用して、本人の意思に反した性的要求を行うという対価型ハ 

ラスメントは、人間の尊厳を損なう大変卑劣な行為です。絶対に許してはなりません。 

一方、環境型セクシュアル・ハラスメントには、言動の受け手が不快に感じる場合だけ 

でなく、同席する第三者が不快に感じる場合も含まれます。性別、性指向、性役割分業に 

関する固定観念にもとづく言動も、相手を不快にさせ、教育・研究・就労環境を著しく損 

ねる可能性があります。悪意なしに行われた場合でも、相手が不快に感じていることを知 

ったうえで、なお繰り返す場合は、ハラスメントとみなされます。 



302
©2019 Toyohashi Sozo University All rights reserved.

（２）パワー・ハラスメント 

パワー･ハラスメントとは「就労上の力関係を利用して、その権限を逸脱して不適切な言 

動、指導を行い、相手に精神的、肉体的苦痛又は困惑を与えること」です。この場合のパ 

ワーは、一般には立場が上にある者が有すると考えられますが、職務上の特定の権限、人 

間関係、影響力を背景に、立場が下にある者から上にある者へのパワー・ハラスメントが 

発生する場合もあります。 

パワー・ハラスメントは、身体的・精神的攻撃、無視や仲間はずれなどの人間関係から 

の切り離し、プライベートへの過度の侵害、遂行不可能な過大な要求、もしくは本人の能 

力・経験には不相応に過小な要求など（担当から外す、仕事を与えない等）によって発生 

します。 

正当な業務命令に相当する場合でも、結果的に相手に不要な苦痛を与えた場合は、効果 

的に業務命令が遂行されたとは言いがたいことから、受け手の苦痛を知った時点で、受け 

手に応じた言動に修正することが望ましいと考えられます。また、一般的な業務命令であ 

っても、敏感な受け手が特に苦痛を表明する場合もありえますが、受け手の苦痛を知った 

あとでもなおその言動を修正しない場合は、ハラスメントとみなされます。 

 

（３）アカデミック・ハラスメント 

アカデミック・ハラスメントとは「教員等の権威的地位にある者が、その職務を逸脱し 

て不適切な教育・研究指導を行い、相手に精神的、肉体的苦痛又は困惑を与えること」を 

さします。 

アカデミック・ハラスメントには、権限を不当に超える、行き過ぎた指導や叱責（濫用 

的言動）、権限に無関係な指導や叱責（恣意的言動）などがあります。 

アカデミック・ハラスメントにおいては、パワー・ハラスメント同様、教員等の言動、 

指導の「不当性」が問題となりますが、正当な指導であっても、強すぎるあるいは多すぎ 

る指導（濫用的言動）によって相手の苦痛があまりに大きく、教育効果があがっていない 

あるいは修学が困難になっているような場合は、ハラスメントとみなされる可能性があり 

ます。その場合は、相手の個人差に応じて、言動・指導方法を変更する必要があります。 

 

（４） その他のハラスメント 

その他のハラスメントには、上記の（１）、（２）、（３）以外のハラスメントが含まれます。たとえば、飲

み会において飲酒を強要すること（アルコール・ハラスメント）はこれに相当します。 

 

４．ハラスメントを防止するために 

（１）基本的な心構え 

お互いに、唯一無二のかけがえのない存在として、相手の人格を尊重しましょう。性別、 

立場、地位が異なっているからといって、相手を一方的に劣っているとみなしたり、特定 
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（２）パワー・ハラスメント 

パワー･ハラスメントとは「就労上の力関係を利用して、その権限を逸脱して不適切な言 

動、指導を行い、相手に精神的、肉体的苦痛又は困惑を与えること」です。この場合のパ 

ワーは、一般には立場が上にある者が有すると考えられますが、職務上の特定の権限、人 

間関係、影響力を背景に、立場が下にある者から上にある者へのパワー・ハラスメントが 

発生する場合もあります。 

パワー・ハラスメントは、身体的・精神的攻撃、無視や仲間はずれなどの人間関係から 

の切り離し、プライベートへの過度の侵害、遂行不可能な過大な要求、もしくは本人の能 

力・経験には不相応に過小な要求など（担当から外す、仕事を与えない等）によって発生 

します。 

正当な業務命令に相当する場合でも、結果的に相手に不要な苦痛を与えた場合は、効果 

的に業務命令が遂行されたとは言いがたいことから、受け手の苦痛を知った時点で、受け 

手に応じた言動に修正することが望ましいと考えられます。また、一般的な業務命令であ 

っても、敏感な受け手が特に苦痛を表明する場合もありえますが、受け手の苦痛を知った 

あとでもなおその言動を修正しない場合は、ハラスメントとみなされます。 

 

（３）アカデミック・ハラスメント 

アカデミック・ハラスメントとは「教員等の権威的地位にある者が、その職務を逸脱し 

て不適切な教育・研究指導を行い、相手に精神的、肉体的苦痛又は困惑を与えること」を 

さします。 

アカデミック・ハラスメントには、権限を不当に超える、行き過ぎた指導や叱責（濫用 

的言動）、権限に無関係な指導や叱責（恣意的言動）などがあります。 

アカデミック・ハラスメントにおいては、パワー・ハラスメント同様、教員等の言動、 

指導の「不当性」が問題となりますが、正当な指導であっても、強すぎるあるいは多すぎ 

る指導（濫用的言動）によって相手の苦痛があまりに大きく、教育効果があがっていない 

あるいは修学が困難になっているような場合は、ハラスメントとみなされる可能性があり 

ます。その場合は、相手の個人差に応じて、言動・指導方法を変更する必要があります。 

 

（４） その他のハラスメント 

その他のハラスメントには、上記の（１）、（２）、（３）以外のハラスメントが含まれます。たとえば、飲

み会において飲酒を強要すること（アルコール・ハラスメント）はこれに相当します。 

 

４．ハラスメントを防止するために 

（１）基本的な心構え 

お互いに、唯一無二のかけがえのない存在として、相手の人格を尊重しましょう。性別、 

立場、地位が異なっているからといって、相手を一方的に劣っているとみなしたり、特定 

の固定観念にもとづいて自律的な言動を妨げたりすることのないようにしましょう。立場 

や地位を不当に利用したり、濫用したりして、相手に不要な苦痛を与えないようにしまし 

ょう。 

 

（２）初期段階で食い止める 

物事の受け止め方には個人差があることから、悪意があるかどうか、意図的かどうかに 

関わらず、ハラスメントの芽はどこにでも生じうると言えます。重要なのは、受け手が苦 

痛を感じていることを察知した初期の段階で防止することです。第三者として察知した場 

合も、見てみぬふりをせず、自分にできることはないかを模索してください。 

万一、意図せず相手に苦痛を与えてしまった場合は、謝罪したうえで、言動を修正する 

ようにしましょう。また、日常的に他者の受け止め方や自分の言動が及ぼす影響を絶えず 

評価し、受け手に不要な苦痛を与えずにすむ方法はないかを模索するよう心がけましょう。 

 

（３）一人で抱え込まない 

物事の受け止め方に個人差があるということは、他者が苦痛に感じていることを察知す 

るのは難しいということでもあります。立場、地位の違いから、相手に苦痛を感じている 

ことを表明するのが非常に難しい場合もありえます。もし不当な苦痛を与えられていると 

感じた場合は、一人で抱え込まず、第三者の力を借りましょう。身近な人はもとより、学 

内に設置されているハラスメント相談窓口を利用してください。ハラスメントかどうかは 

っきりしない場合でも、相談は受け付けますので、あきらめないでください。 

また、相手から苦痛を表明されたが、どのように対応したらよいかわからないという場 

合、第三者として事態を察知した場合も、第三者としてできることはないかを共に考える 

という形で、相談を受け付けます。皆が当事者意識をもって、快適な修学・就労環境を維 

持するように、努力し続けましょう。 

 

５．ハラスメントを受けたと感じたら 

（１）相談窓口と相談員 

本学では、学生課および健康・相談センターにハラスメント相談窓口が設置されていま 

す。身近に相談できる人がいない場合、あるいは、自分（たち）にできることを行ったけ 

れど事態が改善されない場合は、上記の相談窓口に連絡してください。なお、相談窓口を 

介さず、直接相談員に連絡することも可能です。 

相談窓口では、相談内容、所属、性別等を配慮して、２名の相談員を指名し、相談に応 

じる態勢を整えます。相談窓口の担当者が相談員を兼ねている場合は、そのまま相談員と 

なる場合もあります。 

相談は、原則として、本人あるいは本人の同意を得た第三者によるものを受け付けます。 

第三者が相談窓口に連絡する場合は、大学への要望や相談後の対応について、可能な限り 
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本人の希望を確認しておいてください。 

相談後の対応に際しては、相談事案の担当者以外には非公表とすることも可能です。ただし、

その場合には、解決方法に限界がありますので、相談員とともによく検討しましょう。 

 

（２）プライバシーの保護と守秘義務 

ハラスメントに関わる情報の取り扱いに関しては、厳格な守秘義務が課されます。また、 

相談者との対応に際して、あたかも責任の一端が本人にあるかのように言ったり、ほのめ 

かしたりすることによって、二次被害が発生しないように十分に配慮します。 

 

（３）相談員の役割 

相談員は、相談者の立場を十分に配慮した上で、相談に応じ、必要な助言を与えるとと 

もに、以下の事柄を支援します。 

 

イ．現状の理解や要望の整理 

ロ．解決方法の選択 

ハ．申立書の作成 

 

問題解決にあたって、相談者が大学側に何らかの対応を要望する場合、相談者は被害の 

状況や大学への要望をまとめた申立書を作成します。 

なお、相談の過程で必要な助言が与えられ、自ら解決できそうな見通しが立った場合に 

は、申立てをしないで相談を終了します。 

 

（４）不利益取り扱いの禁止 

ハラスメントの相談、申立て、調査への協力等によって、不利益な取り扱いを受けるこ 

とは許されません。もしこれらの関係者に対して、不利益な取り扱いを行った場合には、 

懲戒処分の対象となる場合があります。 

 

（５）虚偽の申し立て・証言の禁止 

ハラスメントの相談、申立ておよび調査に際して、虚偽の申し立てや証言をしてはなり 

ません。もし虚偽の申立て・証言を行った場合は、懲戒処分の対象となる場合があります。 

また、当該事実の確認等のため、聴取を求められた場合は、正当な理由なく拒否すること 

はできません。もし正当な理由なく拒否した場合は、懲戒処分の対象となる場合がありま 

す。 
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６．問題解決の手続き 

相談者は大学に対して、以下の手続きを選択して申立てをすることができます。ハラス 

メント防止人権委員会は、被害者の状況に応じて最善の問題解決を図るために、以下の手 

続きに先行して（あるいは併行して）、修学・就労環境を確保するための緊急措置を講ずる 

ことがあります。なお、公平性を確保するために、原則として、申立人と同じ部局の委員 

は当該事案の担当者となることはできません。 

 

（１）通知 

「通知」とは、相手方の特定の言動に関して、それがハラスメントに相当するかどうか 

は問わないまま、その言動に関する相談があったことのみを相手方に知らせ、自発的な問 

題解決を依頼するものです。「通知」は、ハラスメント防止人権委員長から相手方に直接行 

われます。また「通知」は、申立人の名前を相手方には公開しないで行うことができます。 

「通知」は、申立てがあってから１ヶ月以内の手続き終了をめざします。 

 

（２）調整 

申立人が、相手方の言動に関してハラスメントかどうかを問うことよりも、問題解決を 

優先する場合には、ハラスメント防止人権委員会委員長によって指名された委員が双方に 

助言を与えながら、申立人と相手方の主張を公平な立場で調整します。ハラスメント防止 

人権委員会委員長は、考想された調整プランの内容を学長に要請し、学長は関連部局長に 

その実行を直接指示します。「調整」は、申立てがあってから２ヶ月以内の手続き終了をめ 

ざします。 

 

（３） 調査 

相手方の言動に関して、懲戒処分の検討も含めた厳正な対応を要望する場合には、相手 

方の言動がハラスメントに相当するかどうかの事実関係の調査を行うために、ハラスメン 

ト調査委員会を設置します。ハラスメント防止人権委員会は、調査結果にもとづいてとら 

れるべき措置についての勧告案を作成します。学長はその勧告を受けて、すみやかに必要 

な措置を講じます。学長は、原則として、調査結果にもとづく措置勧告の内容を申立人お 

よび相手方に開示します。その際、ハラスメントを行ったとされる者は、ハラスメント防 

止人権委員会に不服申し立てを行うことができます。学長は、必要に応じて、関係者のプ 

ライバシーに配慮しながら、調査結果にもとづく措置勧告の内容について関係部局長に開 

示します。「調査」は、申立てがあってから３ヶ月以内の手続き終了をめざします。 

なお、調査の結果、ハラスメントの事実が存在しないこと、あるいは措置に適さないこ 

とが明らかになった場合は、申立人に通知し、ハラスメント防止人権委員会は申立ての取 

り下げを勧告することができます。 
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７．その他の防止策 

（１）  学生および教職員に対して、ガイダンス等の機会を利用して、このガイドライン 

を周知徹底させ、ハラスメントに関する理解の向上を図ります。 

（２）  教職員に対しては、定期的に講演会や研修を行い、ハラスメント防止に関する理 

解の向上を図ります。 

（３）  教職員のうち、特に管理職およびハラスメント防止を担当する教職員に対しては、 

ハラスメントの防止と排除に関して、求められる責任と果たすべき役割について理解 

させ、適切な対応がとれるようになるための研修を行います。 

 

８．その他 

（１）  このガイドラインは平成 25 年 7 月 1 日から実施します。 

（２）  運用の状況をみて、見直しの必要が生じた時には、その都度改定を行うものとし 

ます。 

以上 
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履修登録下書き用紙



312
©2019 Toyohashi Sozo University All rights reserved.



313
©2019 Toyohashi Sozo University All rights reserved.

地域連携・広報センター



履修上の基礎知識



履修上の基礎知識



履修上の基礎知識



履修上の基礎知識

2





3





4





5





325
©2019 Toyohashi Sozo University All rights reserved.
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森上　亜城洋

八木　幸一

矢島　明彦

山口　直己
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淺倉　君枝
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池田　信子

石田　卓生

石山　登
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小坂　清美

児玉　和人

小林　ルミ

近藤　朋胤

斎藤　善郎

齋藤　富士雄

佐藤　克彦

皿井　幸代

塩野谷　恵子

芝田　郁子

柴田　理恵

霜山　博也

白柳　佳子

y-asai@sozo.ac.jp

asakimi@sozo.ac.jp

k-aratani@sozo.ac.jp

s-ando@sozo.ac.jp

m-ii@sozo.ac.jp

n-ikeda@sozo.ac.jp

i-takuo@sozo.ac.jp

n-ishiyama@sozo.ac.jp

z-isogai@sozo.ac.jp

f-isobe@sozo.ac.jp

sh-ito@sozo.ac.jp

hi-ito@sozo.ac.jp

k-inagaki@sozo.ac.jp

t-inoue@sozo.ac.jp

m-imaizumi@sozo.ac.jp

h-imagami@sozo.ac.jp

y-ueda@sozo.ac.jp

t-uehara@sozo.ac.jp

h-uchiyama@sozo.ac.jp

o-hiromi@sozo.ac.jp

s-okubo@sozo.ac.jp

a-odagi@sozo.ac.jp

mam-onishi@sozo.ac.jp

o-ippei@sozo.ac.jp

ohno-h@sozo.ac.jp

j-oba@sozo.ac.jp

m-obayashi@sozo.ac.jp

h-oda@sozo.ac.jp

h-oya@sozo.ac.jp

n-kasamatsu@sozo.ac.jp

ka-kato@sozo.ac.jp

y-kato@sozo.ac.jp

k-yukari@sozo.ac.jp

y-kimura@sozo.ac.jp

k-yutaka@sozo.ac.jp

s-kawamura@sozo.ac.jp

t-kageyama@sozo.ac.jp

r-kandori@sozo.ac.jp

kito-h@sozo.ac.jp

k-kino@sozo.ac.jp

y-kimura@sozo.ac.jp

kosaka@sozo.ac.jp

k-kodama@sozo.ac.jp

r-kobayashi@sozo.ac.jp

t-kondo@sozo.ac.jp

syoshiro@sozo.ac.jp

f-saito@sozo.ac.jp

ka-sato@sozo.ac.jp

s-sarai@sozo.ac.jp

s-keiko@sozo.ac.jp

y-shibata@sozo.ac.jp

r-shibata@sozo.ac.jp

h-shimoyama@sozo.ac.jp

y-shirayanagi@sozo.ac.jp
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森上　亜城洋

八木　幸一

矢島　明彦

山口　直己

山口　満

山根　友絵

横山　真吾

若原　憲男

渡邊　益枝

a-morikami@sozo.ac.jp

yagi@sozo.ac.jp

a-yajima@sozo.ac.jp

n-yamaguchi@sozo.ac.jp

myama@sozo.ac.jp

t-yamane@sozo.ac.jp

s-yokoyama@sozo.ac.jp

n-wakahara@sozo.ac.jp

mas-watanabe@sozo.ac.jp

淺井　康史

淺倉　君枝

荒谷　幸次

安藤　節子

伊井　公一

池田　信子

石田　卓生

石山　登

磯貝　善蔵

磯部　文雄

伊藤　章子

伊藤　裕

稲垣　惠一

井上　尚子

今泉　真理子

今神　仁美

上田　洋子

上原　卓也

内山　弘之

大木　ひろみ

大久保　里香

小田木　敦子

大西　麻未

太田　一平

大野　晴己

大場　純子

大林　雅春

織田　秀隆

大矢　日信

笠松　紀雄

加藤　勝敏

加藤　友香

金井　ゆかり

木村　恭朗

唐澤　豊

川村　佐和子

影山　卓

神鳥　亮太

鬼頭　寿夫

木下　賀律子

木村　恭朗

小坂　清美

児玉　和人

小林　ルミ

近藤　朋胤

斎藤　善郎

齋藤　富士雄

佐藤　克彦

皿井　幸代

塩野谷　恵子

芝田　郁子

柴田　理恵

霜山　博也

白柳　佳子

y-asai@sozo.ac.jp

asakimi@sozo.ac.jp

k-aratani@sozo.ac.jp

s-ando@sozo.ac.jp

m-ii@sozo.ac.jp

n-ikeda@sozo.ac.jp

i-takuo@sozo.ac.jp

n-ishiyama@sozo.ac.jp

z-isogai@sozo.ac.jp

f-isobe@sozo.ac.jp

sh-ito@sozo.ac.jp

hi-ito@sozo.ac.jp

k-inagaki@sozo.ac.jp

t-inoue@sozo.ac.jp

m-imaizumi@sozo.ac.jp

h-imagami@sozo.ac.jp

y-ueda@sozo.ac.jp

t-uehara@sozo.ac.jp

h-uchiyama@sozo.ac.jp

o-hiromi@sozo.ac.jp

s-okubo@sozo.ac.jp

a-odagi@sozo.ac.jp

mam-onishi@sozo.ac.jp

o-ippei@sozo.ac.jp

ohno-h@sozo.ac.jp

j-oba@sozo.ac.jp

m-obayashi@sozo.ac.jp

h-oda@sozo.ac.jp

h-oya@sozo.ac.jp

n-kasamatsu@sozo.ac.jp

ka-kato@sozo.ac.jp

y-kato@sozo.ac.jp

k-yukari@sozo.ac.jp

y-kimura@sozo.ac.jp

k-yutaka@sozo.ac.jp

s-kawamura@sozo.ac.jp

t-kageyama@sozo.ac.jp

r-kandori@sozo.ac.jp

kito-h@sozo.ac.jp

k-kino@sozo.ac.jp

y-kimura@sozo.ac.jp

kosaka@sozo.ac.jp

k-kodama@sozo.ac.jp

r-kobayashi@sozo.ac.jp

t-kondo@sozo.ac.jp

syoshiro@sozo.ac.jp

f-saito@sozo.ac.jp

ka-sato@sozo.ac.jp

s-sarai@sozo.ac.jp

s-keiko@sozo.ac.jp

y-shibata@sozo.ac.jp

r-shibata@sozo.ac.jp

h-shimoyama@sozo.ac.jp

y-shirayanagi@sozo.ac.jp

城座　映明

鈴木　一弘

鈴木　知代

鈴木　真衣

鈴木　里枝

鈴木　佐和子

鈴木　康博

鈴木　裕子

鈴木　陽子

洲淵　智子

Stewart Gale

高野　美代子

髙橋　大輔 

高橋　希

高柳　賀代

武田　圭太

武田　康代

武長　脩行

田口　大樹

田口　マユリ

田中　多智子

田原　大悟

塚田　月美

手島　裕美

内木　美恵

内藤　敏博

内藤　道夫

中神　佐代子

中島　史朗

中島　美奈子

中村　洋子

中森　陽子

長山　浩士

中山　善文

西尾　林太郎

西田　光宏

西村　康明

西山　千穂子

野口　惠美

橋本　克訓

長谷川　彰

畑野　光正

馬場　惠子

韓　銀暎

藤澤　大

藤丸　郁代

藤原　英

古井　景

船井　純平

細田　和子

堀田　芳弘

松井　由紀美

松島　麻利

松村　美奈

丸山　千寿

三木　裕子

水木　一恵

三輪木　君子

村上　逸人

森川　竜哉

森下　紗恵

森下　みどり

森嶋　直人

安井　謙

柳原　伸行

山崎　美紀

吉川　吉美

吉田　節子

吉田　洋

渡邊　慎一郎

渡辺　眞登

t-shiroza@sozo.ac.jp

kaz-suzuki@sozo.ac.jp

t-suzuki@sozo.ac.jp

m-suzuki@sozo.ac.jp

s-satoe@sozo.ac.jp

s-suzuki@sozo.ac.jp

ya-suzuki@sozo.ac.jp

y-suzuki@sozo.ac.jp

yo-suzuki@sozo.ac.jp

s-satoko@sozo.ac.jp

stewart@sozo.ac.jp

m-takano@sozo.ac.jp

d-takahashi@sozo.ac.jp

n-takahashi@sozo.ac.jp

ka-takayanagi@sozo.ac.jp

kta@sozo.ac.jp

t-yasuyo@sozo.ac.jp

tak@sozo.ac.jp

d-taguchi@sozo.ac.jp

m-taguchi@sozo.ac.jp

t-tanaka@sozo.ac.jp

d-tahara@sozo.ac.jp

t-tsukada@sozo.ac.jp

h-tesha@sozo.ac.jp

m-naiki@sozo.ac.jp

t-naito@sozo.ac.jp

m-naito@sozo.ac.jp

n-sayoko@sozo.ac.jp

s-nakashima@sozo.ac.jp

n-minako@sozo.ac.jp

y-nakamura@sozo.ac.jp

y-nakamori@sozo.ac.jp

k-nagayama@sozo.ac.jp

y-nakayama@sozo.ac.jp

nishio-r@sozo.ac.jp

m-nishida@sozo.ac.jp

y-nishimura@sozo.ac.jp

nchihoko@sozo.ac.jp

e-noguchi@sozo.ac.jp

k-hashimoto@sozo.ac.jp

a-hasegawa@sozo.ac.jp

hatano@sozo.ac.jp

k-baba@sozo.ac.jp

u-han@sozo.ac.jp

d-fujisawa@sozo.ac.jp

i-fujimaru@sozo.ac.jp

f-hizuru@sozo.ac.jp

a-furui@sozo.ac.jp

j-funai@sozo.ac.jp

k-hosoda@sozo.ac.jp

y-hotta@sozo.ac.jp

y-matsui@sozo.ac.jp

m-ishigami@sozo.ac.jp

m-matsumura@sozo.ac.jp

c-maruyama@sozo.ac.jp

h-miki@sozo.ac.jp

i-mizuki@sozo.ac.jp

kimiko-m@sozo.ac.jp

h-murakami@sozo.ac.jp

t-morikawa@sozo.ac.jp

isashi@sozo.ac.jp

m-morishita@sozo.ac.jp

n-morishima@sozo.ac.jp

k-yasui@sozo.ac.jp

yananobu@sozo.ac.jp

m-yamazaki@sozo.ac.jp

y-yoshikawa@sozo.ac.jp

s-yoshida@sozo.ac.jp

hyoshida@sozo.ac.jp

s-watanabe@sozo.ac.jp

w-masato@sozo.ac.jp
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