
  

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

－②を用いること。 
 

学校名 豊橋創造大学短期大学部 
設置者名 学校法人 藤ノ花学園 

 

 

１．「実務経験のある教員等による授業科目」の数 

学部名 学科名 

夜間･

通信

制の

場合 

実務経験のある 

教員等による 

授業科目の単位数 

省令

で定

める

基準

単位

数 

配

置

困

難 
全学

共通

科目 

学部

等 

共通

科目 

専門

科目 
合計 

 

幼児教育・保育科 
夜 ・

通信 
0 0 

12 12 7  

ｷｬﾘｱﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ科 
夜 ・

通信 
33 33 7  

（備考） 

 

 

２．「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表の公表方法 
本学ウェブサイトにて公表 

http://www.sozo.ac.jp/outline/course-study_syllabus 

 

 

３．要件を満たすことが困難である学部等 
学部等名 

（困難である理由） 

 

  



  

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

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

こと。 

 

※ 学校名 豊橋創造大学短期大学部 
設置者名 学校法人 藤ノ花学園 

 

 

１．理事（役員）名簿の公表方法 
本学ウェブサイトにて公表 

 http://www.sozo.ac.jp/outline/public 

 

 

２．学外者である理事の一覧表 

常勤・非常勤の別 前職又は現職 任期 
担当する職務内容 

や期待する役割 

非常勤 株式会社代表取締役 
2017.7.4～ 

2021.7.3 

組織運営体制の点

検・評価等 

非常勤 株式会社代表取締役 
2019.4.4～ 

2023.3.31 

経営計画策定への

指導・助言等 

（備考） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

様式第２号の３【⑶厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】 

 

学校名 豊橋創造大学短期大学部 

設置者名 学校法人 藤ノ花学園 

 

 

○厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表の概要 

１．授業科目について、授業の方法及び内容、到達目標、成績評価の方法

や基準その他の事項を記載した授業計画書(シラバス)を作成し、公表し

ていること。 
（授業計画書の作成・公表に係る取組の概要） 

豊橋創造大学短期大学部では、授業計画（シラバス）の作成依頼について、毎年 12

月の教授会にて「作成手引き」を配付し説明を行っている。授業計画（シラバス）原

稿の作成にあたり、まず、依頼書において、①作成スケジュール、②記入方法、③複

数教員が担当する場合の取扱、④入稿後のシラバスの点検（校正）について、⑤著作

権の取扱い等について等を説明している。つぎに、作成要領において、【授業の概要】、

【ディプロマポリシー（卒業認定・学位授与の方針）との関連性】、【授業の到達目標】、

【テキスト（教科書）】、【参考書よび参考文献】、【受講条件】、【事前・事後学修（内容・

時間）】、【成績評価】、【授業の実施方法と授業計画】などの 9項目について作成上の留

意事項について説明している。 

【授業の実施方法と授業計画】では、授業の回数やスケジュールを記載するととも

に、授業の形態についても記載することとし、アクティブラーニングの要素を含む授

業については、その旨（ディスカッション、ディベート、グループワーク、プレゼン

テーション、フィールドワーク等）について記載している。 

授業計画（シラバス）は、1 月下旬までの約 1 ヵ月を作成期間とし、その後 2 週間程

度をかけ点検（校正）をおこない、3 月のガイダンス・履修登録に学生および一般に

公開している。なお、授業計画（シラバス）は、学生支援システム上で履修登録時に

確認できるほか、本学ウェブサイトにて公表においても教育課程表にリンクし確認で

きるよう工夫している。 

また、実務経験のある教員の表記については、【授業概要】に実務経験を活かして行

う科目である旨を記載している、さらに幼児教育保育科とキャリアプランニンク゛科

では、履修案内に専任教員の略歴紹介ページを設け、実務経験のある教員と主な担当

科目を表記している。また、同案内のウェブ版においては科目名から授業計画（シラ

バス）にリンクするように配慮している。 

授業計画書の公表方法 
本学ウェブサイトにて公表 

http://www.sozo.ac.jp/outline/course-study_syllabus 

２．学修意欲の把握、試験やレポート、卒業論文などの適切な方法により、

学修成果を厳格かつ適正に評価して単位を与え、又は、履修を認定して

いること。 



  

（授業科目の学修成果の評価に係る取組の概要） 

豊橋創造大学短期大学部では、授業科目の履修、単位及び成績等の取扱いについて、

履修規程に必要な事項を定めている。履修規程には、授業科目、履修登録、卒業要件、

成績評価と単位授与、試験、定期試験、追試験、再試験、不正行為、再履修、既修得

単位の認定、成績評価の照会等について定めている。 

授業科目の成績評価と単位授与については、学則の定めるところにより、秀・優・

良・可を合格とし、不可を不合格としている。授業科目を履修し、試験等に合格した

ものには、それぞれ授業科目所定の単位を与え、不合格のものには単位を与えない。 

成績評価については、あらかじめ授業計画（シラバス）にて公開することとし、授業

科目の到達目標に対する達成度をどのように測るかを表記している。また、評価には

複数の評価項目（試験、レポート、小テスト）を用いることを前提としてそれぞれの

項目の基準や割合を表記している。 

３．成績評価において、ＧＰＡ等の客観的な指標を設定し、公表するとと

もに、成績の分布状況の把握をはじめ、適切に実施していること。 
（客観的な指標の設定・公表及び成績評価の適切な実施に係る取組の概要） 

 豊橋創造大学短期大学部では、Grade Point Average（GPA）を算出し、学修指導と

厳格な成績評価を行っている。なお、GPA 制度については、豊橋創造大学・豊橋創造

大学短期大学部 GPA制度に関する要綱を定めて、学内外に公開している。 

 

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） 

 

（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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

客観的な指標の 

算出方法の公表方法 
本学ウェブサイトにて公表 

http://www.sozo.ac.jp/outline/course-study_syllabus 



  

４．卒業の認定に関する方針を定め、公表するとともに、適切に実施して

いること。 
（卒業の認定方針の策定・公表・適切な実施に係る取組の概要） 

豊橋創造大学短期大学部を卒業するためには、2年以上在学し（休学期間を除く）、本

学則に定める授業科目及び単位数を修得したものについては、教授会の議を経て、学

長が卒業を認定することとしている。 

 本学の卒業認定方針は以下のとおり。 

【幼児教育・保育科】 

豊橋創造大学短期大学部で所定の単位を修めた者は、本学の建学の精神と教育理念に

基づいた、以下の基準を満たしていると認め、短期大学士の学位が授与される。幼児

教育・保育科：短期大学士（教育学） 

１．保育に関する専門的な知識や技能を修得している 

２．保育者としての意欲・責任感・使命感を身につけている 

３．他者とコミュニケーションをとることができ、協働できる 

４．自他ともに大切にし、他者を思いやり受容できる 

【キャリアプランニンク゛科】 

豊橋創造大学短期大学部では、各科における教育研究上の目的を踏まえて、所定の単

位を修得した者は、以下の基準を満たしていると認め、短期大学士の学位が授与され

る。キャリアプランニング科：短期大学士（ビジネス情報学） 

１．必修科目群からなる就業力育成コアユニットの学修により、社会人基礎力を養い、

汎用性のある一般事務能力を身につけている。 

２．一般教養科目の学修により、人間・社会・自然に対する理解を深め、幅広い教養

を身につけている。 

３．自分で選択した専門ユニットにおける体系的学修と隣接分野を含む多様な学修に

より、応用のきく専門性を身につけている。 

卒業の認定に関する 

方針の公表方法 
本学ウェブサイトにて公表 

http://www.sozo.ac.jp/outline/policy 

 

 

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

－②を用いること。 
学校名 豊橋創造大学短期大学部 

設置者名 学校法人 藤ノ花学園 

 

１．財務諸表等 
財務諸表等 公表方法 

貸借対照表 
本学ウェブサイトにて公表 

www.sozo.ac.jp/outline/financial 

収支計算書又は損益計算書 
本学ウェブサイトにて公表 

www.sozo.ac.jp/outline/financial 

財産目録 
本学ウェブサイトにて公表 

www.sozo.ac.jp/outline/financial 

事業報告書 
本学ウェブサイトにて公表 

www.sozo.ac.jp/outline/financial 

監事による監査報告（書） 
本学ウェブサイトにて公表 

www.sozo.ac.jp/outline/financial 



  

 

２．事業計画（任意記載事項） 

単年度計画（名称：              対象年度：     ） 

公表方法： 

中長期計画（名称：豊橋創造大学短期大学部第 2 次中長期計画 

                       WISTERIA PLAN 2029 対象年度：2020年度～2029 年度） 

公表方法：本学ウェブサイトにて公表 
http://www.sozo.ac.jp/outline/wisteria 

 

 

３．教育活動に係る情報 

（１）自己点検・評価の結果 
公表方法：本学ウェブサイトにて公表 

         http://www.sozo.ac.jp/outline/evaluation 

 

 

（２）認証評価の結果（任意記載事項） 
公表方法：本学ウェブサイトにて公表 

http://www.sozo.ac.jp/outline/evaluation 

 

  



  

（３）学校教育法施行規則第 172条の２第 1項に掲げる情報の概要 

 

①教育研究上の目的、卒業の認定に関する方針、教育課程の編成及び実施に関す

る方針、入学者の受入れに関する方針の概要 
学部等名 幼児教育・保育科 

教育研究上の目的（公表方法：本学ウェブサイトにて公表 

http://www.sozo.ac.jp/outline/aim） 

（概要） 

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。 

卒業の認定に関する方針（公表方法：本学ウェブサイトにて公表 

                 http://www.sozo.ac.jp/outline/policy） 

（概要） 

豊橋創造大学短期大学部で所定の単位を修めた者は、本学の建学の精神と教育理念

に基づいた、以下の基準を満たしていると認め、短期大学士の学位が授与される。 

幼児教育・保育科：短期大学士（教育学） 

１．保育に関する専門的な知識や技能を修得している 

２．保育者としての意欲・責任感・使命感を身につけている 

３．他者とコミュニケーションをとることができ、協働できる 

４．自他ともに大切にし、他者を思いやり受容できる 

 

教育課程の編成及び実施に関する方針（公表方法：本学ウェブサイトにて公表 

  http://www.sozo.ac.jp/outline/policy） 

（概要） 

１．教育目標 

本学の教育理念に則り、豊かな感性と高い専門職意識と実践力を兼ね備えた保育

者の育成を目標とする。 

２．カリキュラム編成 

本科は、教育目標を達成するために、次の四つの項目における九つの教育達成事項

を柱に据え、カリキュラム編成を行っている。 

（１）関心・意欲・態度 

①子どもについて自主的・継続的に学ぶ意欲があり、向上心が持てる 

②保育・教育の制度や理念、職業としての意義を理解して、広い視野から自己の将

来を展望できる 

（２）思考・判断 

③子ども一人ひとりの内面に潜む感情や個性の芽生えに共感できる 

④子どもの視点に立つ思考ができ、それに基づいた判断が行える 

（３）技能・表現 

⑤乳幼児期の発達に応じた援助・指導をすることができる 

⑥子どもの発達に応じた表現活動を実際に展開できる 

⑦地域とのかかわりに関心を持ち、情報提供・発信を行える 

（４）知識・理解 

⑧乳幼児期の発達特性や教育方法・技術の基礎について理解できる 

⑨保育者・教育者である社会人としての一般教養を身につけ、他者を理解して協同

作業ができる 

 



  

入学者の受入れに関する方針（公表方法：本学ウェブサイトにて公表 

http://www.sozo.ac.jp/outline/policy） 

（概要） 

1. 保育者を目指す学修に必要な基礎学力を身につけている人 

2. 子どもに対する適切な愛情を持ち、教育・保育・福祉に興味・関心のある人 

3. 保育者になる熱意、意欲を継続的に持てる人 

4. 専門的な知識や技能を修得するために、努力のできる人 

5. 他者とコミュニケーションをとることができ、協力できる人 

保育者は、子どもの成長に深く関わり、多くの人との連携が求められる仕事である。

コミュニケーション力が求められるので、授業や行事、部活動やボランティア活動な

どを通して、多くの人と関わり、楽しみや喜びを共有する経験をしておくことが大切

である。学生として専門的科目を学修する際に、国語四技能（読む・書く・聞く・話

す）が基礎となる。本や新聞などで活字に親しみ、ニュースや時事問題へ常に関心を

持つようにすること。さらに保育活動には、音楽・美術・体育などの表現活動が重要な

役割を担うため、得意分野を見つける努力をすること。 

 

学部等名 キャリアプランニンク゛科 

教育研究上の目的（公表方法：本学ウェブサイトにて公表 

http://www.sozo.ac.jp/outline/aim） 

（概要） 

短期大学部の教育理念に則り、社会人として求められる基礎学力、教養やマナーを

身につけさせると同時に、健全な勤労観、職業人意識を育成し、時代の要請に沿った

専門的教育を施し、社会に貢献できる人材を養成することを目標とする。 

卒業の認定に関する方針（公表方法：本学ウェブサイトにて公表 

                 http://www.sozo.ac.jp/outline/policy） 

（概要） 

 豊橋創造大学短期大学部では、各科における教育研究上の目的を踏まえて、所定の

単位を修得した者は、以下の基準を満たしていると認め、短期大学士の学位が授与さ

れる。 

キャリアプランニング科：短期大学士（ビジネス情報学） 

１．必修科目群からなる就業力育成コアユニットの学修により、社会人基礎力を養い、

汎用性のある一般事務能力を身につけている。 

２．一般教養科目の学修により、人間・社会・自然に対する理解を深め、幅広い教養を

身につけている。 

３．自分で選択した専門ユニットにおける体系的学修と隣接分野を含む多様な学修に

より、応用のきく専門性を身につけている。 

教育課程の編成及び実施に関する方針（公表方法：本学ウェブサイトにて公表 

  http://www.sozo.ac.jp/outline/policy） 

（概要） 

１．教育目標 

  短期大学部の教育理念に則り、社会人として求められる基礎学力、教養やマナー

を身につけさせると同時に、健全な勤労観、職業人意識を育成し、時代の要請に沿

った専門的教育を施し、社会に貢献できる人材を養成することを目標とする。 

 

 教育目標をより具体的に項目化すると、以下のとおりである。 

（１）現代社会の多様な課題を解決するのに不可欠な、社会人基礎力を身につけてい

る。 



  

（２）健全な勤労観、責任感といった、実社会で必要な職業人意識を身につけている。 

（３）社会人として必要なマナーを身につけている。 

（４）生涯学習の出発点となる基礎教養を身につけている。 

（５）論理的思考力、課題発見力、課題解決力、などの知的能力を身につけている。 

（６）自分で選択した専門分野で、基礎知識を身につけている。 

（７）自分で選択した専門分野で、応用力・実践力を身につけている。 

２. 教育課程の編成方針 

  キャリアプランニング科のカリキュラムは、基盤となる「就業力育成コアユニッ

ト」「一般教養ユニット」と、いくつかの専門ユニット群から構成されている。 

  「就業力育成コアユニット」は、社会人基礎力を身につけるためのもので、すべて

の科目を必修としている。ここに属する「キャリアプランニングⅠ／Ⅱ」という科

目は、高校から短大教育への円滑な接続を目的とする初年次教育としても機能して

いる。 

「一般教養ユニット」は、社会人・職業人にふさわしい知識や教養を身につけるた

めの科目群である。 

  それ以外の専門ユニット群は、本科ならではの幅広い開講科目群をわかりやすく

グループ分けしたものである。学生が希望する進路に応じて、どうやってユニット

を組み合わせ系統だてて学修するのか履修コースをいくつか示し、その進路に適し

た各種資格に積極的に取り組むように指導している。 

３．教育目標の達成 

  教育目標で示した７項目に対する科目構成の概要は以下のとおりである。 

（１）社会人基礎力の育成・・・文書作成能力、計算・数学的思考力、情報リテラシ

ー、基礎英語など、一般事務能力で必須な汎用的な能力を育成するため、「ビジネ

ス文書Ⅰ／Ⅱ」、「プロジェクトプランニング」、「計算実務」、「パソコン演習

Ⅰ／Ⅱ」、「実務英語」を設置する。 

（２）職業人意識の育成・・・働く意味を考え、将来を模索し、プロ意識を醸成するた

め、「キャリアプランニングⅠ／Ⅱ」、「ビジネス実務総論」、「ビジネス実務演

習」、「ライフ・コーディネート」、「ゼミナール」、「インターンシップ」、「医

療事務実習」を設置する。  

（３）社会人として求められるマナー・・・あらゆる機会をとらえて、教職員はキャン

パスライフマナーを守らせるように努めるとともに、ビジネスマナーを身につけ

させるために、「マナー演習」を設置する。  

（４）知的基盤としての教養・・・教養の幅を広げるために、教養科目群からなる「一

般教養ユニット」を設置する。  

（５）知的能力の育成・・・単なる知識として知っているだけではなく、具体的な問題

にあてはめて知識を使いこなす実践力を身につけるため、「社会科学基礎」、「知

識分野基礎」、「基礎教養Ⅰ／Ⅱ」、「ニュース解説」を設置する。  

（６）と（７）専門的な知識や技能の習得 

   専門的な知識と実務能力を体系的に学ぶために、いくつかのユニットを設置し、

学生に選択させる。医療事務職を目指す学生を対象に、「医療事務ユニット」を設

置する。 

公務員職を目指す学生を対象に、「公務員ユニット」を設置する。 

一般事務職を目指す学生を対象に「オフィス秘書ユニット」設置する。 

サービス業を目指す学生を対象に「販売士ユニット」を設置する。 

英語力・国際感覚を活かした職業を目指す学生を対象に「国際・観光ユニット」を

設置する。 

このようにユニット群を用意して、現場の種々雑多な課題を解決するために必要不可

欠な基礎力から応用力まで幅広く身につけさせる態勢を整えている。 

 



  

入学者の受入れに関する方針（公表方法：本学ウェブサイトにて公表 

http://www.sozo.ac.jp/outline/policy） 

（概要） 

本科では、「女子短大」の存在意義を積極的に見いだし、充実した支援体制のもと

で、徹底した少人数教育を実施している。学生が自らの適性を見極め、実社会におい

て活躍する場を見つけるために、多様な人々と共生・共感・協働できる能力の育成を

目標としている。 

本科では、社会人基礎力、汎用性のある実務能力に加え、次の何れかの専門分野の

能力を身につけ社会に貢献したい人を受け入れる。 

 

1. 医療事務職をめざす専門分野 

2. 事務職・秘書をめざす専門分野 

3. 公務員をめざす専門分野 

4. 接客、販売、サービス業をめざす専門分野 

5. 外国語、国際感覚を活かす専門分野 

 

本科のカリキュラムは、高等学校までに身につけたバランスのとれた基礎学力を前

提として、ディプロマ・ポリシーを達成できるように組み立てられている。カリキュ

ラムを構成する各科目は、学生からの視点から「何ができるようになるか」を明確に

し、その達成度の可視化に努めている。 

学力の 3要素である「基礎的な知識・技能」、「思考力・判断力・表現力等の能力」、

「主体性・多様性・協働性」を評価するために、入学者受け入れに際し、いくつかの選

抜方法を用意している。 

多様な学生を受け入れるために、入試区分により評価項目の比重が異なるようにし、

調査書審査に加え、面接や作文・小論文、学力試験の機会を設け、多面的に意欲や能力

を判断している。 

 高等学校在学中の資格取得・特別活動を加点するので入試ガイドを見て対応して

おくことを勧める。加算点の大きい資格は、本科として入学前の取得を期待している

ものである。 

 総合型選抜（奨学生入試、AO入試）と学校推薦型選抜（指定校推薦入試、推薦入試）

で合格した入学予定者に対しては、勉強を継続し円滑な高大接続を期すために入学準

備学習を課す。   

 

 

②教育研究上の基本組織に関すること 
公表方法：本学ウェブサイトにて公表 

http://www.sozo.ac.jp/outline/public 

 

  



  

③教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること 

a.教員数（本務者） 

学部等の組織の名称 
学長・ 

副学長 
教授 准教授 講師 助教 

助手 

その他 
計 

－ 人 － 0人 

幼児教育・保育科 － 7人 3人 0人 1人 0人 11人 

キャリアプランニング

科 
－ 

3人 2人 3人 0人 0人 8人 

b.教員数（兼務者） 

学長・副学長 学長・副学長以外の教員 計 

 

3人 41人 44人 

各教員の有する学位及び業績 
（教員データベース等） 

公表方法：本学ウェブサイトにて公表 

http://www.sozo.ac.jp/outline/staff-formation 

c.ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）の状況（任意記載事項） 

 

 

 

④入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに

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

学部等名 
入学定員 

（a） 

入学者数 

（b） 

b/a 収容定員 

（c） 

在学生数 

（d） 

d/c 編入学 

定員 

編入学 

者数 

幼児教育・保

育科 100人 42人 42.0％ 200人 123人 61.5％ 人 人 

キャリアプラ

ンニング科 60人 47人 78.3％ 120人 92人 76.7％ 人 人 

合計 160人 89人 55.6％ 320人 215人 67.2％ 人 人 

（備考） 

 

b.卒業者数、進学者数、就職者数 

学部等名 

 

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

幼児教育・保

育科 

70人 

（100％） 

5人 

（7.1％） 

62人 

（88.6％） 

3人 

（4.3％） 

キャリアプラ

ンニング科 

53人 

（100％） 

0人 

（0.0％） 

49人 

（92.5％） 

4人 

（7.5％） 

合計 
123人 

（100％） 

5人 

（4.1％） 

111人 

（90.2％） 

7人 

（5.7％） 

（主な進学先・就職先）（任意記載事項） 
 

（備考） 
 

 

 

 

 



  

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

学部等名 

 

入学者数 
修業年限期間内 

卒業者数 
留年者数 中途退学者数 その他 

 
人 

（100％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

 
人 

（100％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

合計 
人 

（100％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

（備考） 

 

 

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

短大設置基準第 11 条の 2第１項において学生に明示することとされている授業の方法

及び内容並びに一年間の授業の計画については、各科ともカリキュラムポリシーととも

に以下のとおり本学ウェブサイトにて公表している。 

公表方法：本学ウェブサイトにて公表  

http://www.sozo.ac.jp/outline/course-study_syllabus  

公表内容：履修案内（学年暦を含む）、教育課程表/シラバス、カリキュラムマップ 

 

 

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

短大設置基準第 11 条の 2 第 2 項において学生に明示することとされている卒業に必要

な単位表と取得できる学位については、ディプロマポリシーとともに以下のとおり本学の

ホームページにて公表している。 

公表方法：本学ウェブサイトにて公表  

http://www.sozo.ac.jp/outline/credit 

http://www.sozo.ac.jp/outline/degree 

公表内容：卒業に必要な単位表、取得できる学位 

学部名 学科名 
卒業に必要となる 

単位数 

ＧＰＡ制度の採用 

（任意記載事項） 

履修単位の登録上限 

（任意記載事項） 

 
幼児教育・保育科 64単位 ○有 ・無 50単位 

 単位 有・無 単位 

 

キャリア 

プランニング科 
64単位 ○有 ・無 50単位 

  単位 有・無 単位 

ＧＰＡの活用状況（任意記載事項） 公表方法： 

学生の学修状況に係る参考情報 

（任意記載事項） 
公表方法： 

 

⑦校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること 
公表方法：本学ウェブサイトにて公表 

http://www.sozo.ac.jp/outline/public 

http://www.sozo.ac.jp/examination/campuslife/map.html 



  

⑧授業料、入学金その他の大学等が徴収する費用に関すること 

学部名 学科名 
授業料 

（年間） 
入学金 その他 備考（任意記載事項） 

 
幼児教育・保育科 650,000円 180,000円 370,000円  

 円  円 円  

 

キャリア 

プランニング科 
650,000円 

180,000円 370,000円  

 円 円 円  

 

 

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

（概要） 

 学生に対する経済的支援については、日本学生支援機構等の外部奨学金を含め、本学

独自の奨学金制度、授業料減免制度を設けている。 

 外国人留学生については、本学独自の外国人留学生授業料減免制度により経済的支援

を行うほか、毎月初めに留学生定例会を開催して在籍確認を行いながら日々の学生生活

から在留関係、生活支援まで対応し、助言・指導を行っている。 

 

b.進路選択に係る支援に関する取組 

（概要） 

本学では学生の就職・進路支援をキャリア教育などの教育面での支援と就職先決定な

ど具体的な就職活動に必要な支援を二本立てで対応している。学科ごとにキャリアの展

開に関する講義や講演を行い、自らの進路やキャリアについて考える場を提供し、具体

的な進路決定の段階で必要な支援は、就職・就業・資格取得を支援する事務局キャリア

センターが行っており、教学組織と事務組織が一体となって体制が構築・運用されてい

る。 

c.学生の心身の健康等に係る支援に関する取組 

（概要） 

学生の心身の健康等に係る支援については、健康・相談センターが講義や課外活動中

のケガ、病気の応急処置だけではなく、精神的な不調等を含め、不登校や長期欠席に関

する悩みの相談にも対応している。また、健康・相談センター内には学生相談室が設置

され、臨床心理士の資格を持つカウンセラーが週 2日カウンセリングを実施している。 

 障害学生の支援については、平成 29年度に「障害学生支援に関する基本方針」「障害

学生支援規程」を定め、障害のある学生からの支援要請により、合理的配慮に基づく支

援を行う全学的制度を整えた。学内のバリアフリー化は、ほぼ整備され、聴覚障害を持

つ学生については、教務課が中心となり、ノートテイク派遣制度に基づく学習支援が行

われている。 

 

 

⑩教育研究活動等の状況についての情報の公表の方法 
公表方法：本学ウェブサイトにて公表 

幼児教育・保育科    http://www.sozo.ac.jp/department/childcare 

キャリアプランニング科 http://www.sozo.ac.jp/department/career-planning 

 

 


