
 

様式第１号 

令和２年６月２４日 

 

文部科学省高等教育局 

 学生・留学生課 高等教育修学支援準備室 

 機関要件確認チーム御中 

学校法人精華学園 

 

理事長 吉田 幸滋 

 

大学等における修学の支援に関する法律第７条第１項の確認に係る申請書 

 

○申請者に関する情報 

大学等の名称 精華女子短期大学 
大学等の種類 
（いずれかに○を付すこと） 

（大学・短期大学・高等専門学校・専門学校） 

大学等の所在地 福岡県福岡市博多区南八幡町 2丁目 12番 1号 

学長又は校長の氏名 学長 山田 耕路 

設置者の名称 学校法人 精華学園 

設置者の主たる事務所の所在地 福岡県福岡市博多区南八幡町 2丁目 12番 1号 

設置者の代表者の氏名 理事長 吉田 幸滋 
申請書を公表する予定のホーム

ページアドレス http://www.seika.ac.jp 

 
※ 以下のいずれかの□にレ点（☑）を付けて下さい。 
 
□ 確認申請 

大学等における修学の支援に関する法律施行規則第５条第１項に基づき確

認申請書を提出します。 
 
☑ 更新確認申請 

大学等における修学の支援に関する法律施行規則第５条第３項に基づき更

新確認申請書を提出します。 
 
 
※ 以下の事項を必ず確認の上、すべての□にレ点（☑）を付けて下さい。  
☑ この申請書（添付書類を含む。）の記載内容は、事実に相違ありません。 
 
☑ 確認を受けた大学等は、大学等における修学の支援に関する法律（以下「大

学等修学支援法」という。）に基づき、基準を満たす学生等を減免対象者とし

て認定し、その授業料及び入学金を減免する義務があることを承知していま

す。 
 
☑ 大学等が確認を取り消されたり、確認を辞退した場合も、減免対象者が卒

業するまでの間、その授業料等を減免する義務があることを承知しています。 
 
☑ この申請書に虚偽の記載をするなど、不正な行為をした場合には、確認を



  

取り消されたり、交付された減免費用の返還を命じられる場合があるととも

に、減免対象者が卒業するまでの間、自らが費用を負担して、その授業料等

を減免する義務があることを承知しています。 
 
☑ 申請する大学等及びその設置者は、大学等修学支援法第７条第２項第３号

及び第４号に該当します。 

 

○各様式の担当者名と連絡先一覧 
様式番号 所属部署・担当者名 電話番号 電子メールアドレス 

第１号 事務局・事務局長 田原 092-591-6331(内 338) stahara@seika.ac.jp 

第２号の１ 学生支援課・課長 米原 092-591-6348(直) yonehara@seika.ac.jp 

第２号の２ 事務局・事務局長 田原 092-591-6331(内 338) stahara@seika.ac.jp 

第２号の３ 学生支援課・課長 米原 092-591-6348(直) yonehara@seika.ac.jp 

第２号の４ 事務局・事務局長 田原 092-591-6331(内 338) stahara@seika.ac.jp 

 

○添付書類 
 
※ 以下の事項を必ず確認し、必要な書類の□にレ点（☑）を付けた上で、これ

らの書類を添付してください。（設置者の法人類型ごとに添付する資料が異な

ることに注意してください。） 
 

「⑴実務経験のある教員等による授業科目の配置」関係 
 
☑ 実務経験のある教員等による授業科目の一覧表《省令で定める単位数等の

基準数相当分》 
 
☑ 実務経験のある教員等による授業科目の授業計画書（シラバス）《省令で定

める単位数等の基準数相当分》 
 
「⑵-①学外者である理事の複数配置」関係 
 
☑ 《一部の設置者のみ》大学等の設置者の理事（役員）名簿 
 
「⑵-②外部の意見を反映することができる組織への外部人材の複数配置」関係  
□ 《一部の設置者のみ》大学等の教育について外部人材の意見を反映するこ

とができる組織に関する規程とその構成員の名簿 
 
「⑶厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表」関係 
 
☑ 客観的な指標に基づく成績の分布状況を示す資料 
 
☑ 実務経験のある教員等による授業科目の授業計画書（シラバス）《省令で定

める単位数等の基準数相当分》【再掲】 
 
その他 
 
☑ 《私立学校のみ》経営要件を満たすことを示す資料 
 
☑ 確認申請を行う年度において設置している学部等の一覧 



 

（添付書類）経営要件を満たすことを示す資料 
学校名 精華女子短期大学 
設置者名 学校法人 精華学園  
 

 

Ⅰ 直前３年度の決算の事業活動収支計算書における「経常収支差額」の状況 
 経常収入(A) 経常支出(B) 差額(A)-(B) 

申請前年度の決算 698,538,381 円 716,852,871 円 △18,314,490 円 

申請２年度前の決算 801,497,829 円 713,632,363 円 87,865,466 円 

申請３年度前の決算 869,914,618 円 754,939,846 円 114,974,772 円 

 

 

Ⅱ 直前の決算の貸借対照表における「運用資産－外部負債」の状況 
 運用資産(C) 外部負債(D) 差額(C)-(D) 

申請前年度の決算 2,499,697,758 円 475,000,000 円 2,024,697,758 円 

 

 

Ⅲ 申請校の直近３年度の収容定員充足率の状況 
 収容定員(E) 在学生等の数(F) 収容定員充足率

(F)/(E) 

今年度（申請年度） 600 人 476 人 79％ 

前年度 600 人 498 人 83％ 

前々年度 600 人 584 人 97％ 

 

 

（Ⅱの補足資料）「運用資産」又は「外部負債」として計上した勘定科目一覧 
 

○「運用資産」に計上した勘定科目 

勘定科目の

名称 

資産の内容 申請前年度の決算に

おける金額 

特定資産 第 2 号基本金引当特定資産 40,000,000 円 
投資有価証券 地方債 199,960,000 円 
現金預金 現金預金 2,259,737,758 円 

 

○「外部負債」に計上した勘定科目 

勘定科目の

名称 

負債の内容 申請前年度の決算に

おける金額 

長期借入金 土地購入資金 450,000,000 円 
短期借入金 土地購入資金 25,000,000 円 

  円 

 

 

 

 

 

備考 この用紙の大きさは，日本産業規格Ａ４とする。 



  

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 精華女子短期大学 
設置者名 学校法人 精華学園 

 

 

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 

 

幼児保育学科 
夜 ・

通信 

 

 

14 14 7  

生活科学科 

食物栄養専攻 

夜 ・

通信 
21 21 7  

生活科学科 
生活総合ビジネス専攻 

夜 ・

通信 
 

18 18 7  

  
夜 ・

通信 
    

（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 
各学科専攻毎に作成しているシラバスの履修表に★印として表示している。 

本学 HP『情報の公表』に掲載。 

（http://www.seika.ac.jp/publicity 2. 修学上の情報等（3）授業科目、授業の方

法及び内容並びに年間の授業計画（シラバス又は年間授業計画の概要）を参照） 

 

 

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

１－①を用いること。 
 
学校名  
設置者名  

 

 

１．「実務経験のある教員等による授業科目」の数 

課程名 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

単位数又は授

業時数 

省令で定める

基準単位数又

は授業時数 

配

置

困

難 

 

 
夜 ・

通信 
   

 
夜 ・

通信 
   

 

 
夜 ・

通信 
 

 

 
 

 
夜 ・

通信 
   

（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 

 

 

 

３．要件を満たすことが困難である学科 
学科名 

（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 精華女子短期大学 

設置者名 学校法人 精華学園 

 

 

１．理事（役員）名簿の公表方法 

http://www.seika.ac.jp/publicity 

 

 

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 設計事務所取締役 
令和 2年 4月

1 日～令和 6

年 3月 31日 

学校経営および 

教育運営への助言 

非常勤 名誉教授 
令和 2年 4月

1 日～令和 6

年 3月 31日 

学校経営および 

教育運営への助言 

（備考） 

 

  



  

様式第２号の２－②【⑵-②外部の意見を反映することができる組織への外部人

材の複数配置】 
 
※ 様式第 2号の２－①に掲げる法人以外の設置者（公益財団法人、公益社団法人、医療法

人、社会福祉法人、独立行政法人、個人等）は、この様式を用いること。 
 

学校名  

設置者名  

 

 

１．大学等の教育について外部人材の意見を反映することができる組織 
名称  

役割 

 

 

 

 

 

 

 

２．外部人材である構成員の一覧表 
前職又は現職 任期 備考（学校と関連する経歴等） 

   

   

（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 精華女子短期大学 

設置者名 学校法人 精華学園 

 

 

○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） 

 

本学では全ての開講科目につき、科目名・担当者・開講時期・授業形態・単位数・授

業概要（実務経験のある教員による授業である旨を含む）・到達目標と評価基準・授業

計画（内容）と予習復習時間・学習成果の評価方法・その他特記すべき事項・質問相談

の受付方法等を記したシラバスを作成、公表している。 

 

【シラバス作成過程】 

①11～12月、教務委員会でシラバス内容の修正、見直し等について協議 

②教職員研修会（FD・SD研修会）でシラバス作成に関する研修会を実施 

（修正等がある場合には教職員に周知徹底） 

③12月下旬、シラバス作成要領に基づきシラバス作成に着手（全教員） 

④2 月、シラバス記載内容の適切性について全科目を対象に担当教員以外の第三者が

チェック 

⑤3月上旬、シラバス最終稿作成終了 

⑥4 月上旬、新入生および 2 年生にシラバス配付、学内オリエンテーションにて新入

生に説明 

⑦4月下旬、大学 HPにシラバス掲載（公表） 

授業計画書の公表方法 

本学 HP『情報の公表』に掲載。 

（http://www.seika.ac.jp/publicity 2. 修学上の情報等

（3）授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業計画

（2020(令和 2年度)シラバス又は年間授業計画の概要）を参 

照 

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） 

開講している各科目の成績評価については、担当する各教員が科目の特性等を踏ま

え、到達目標や学修成果の評価基準、評価方法（期末試験、小テスト、レポート、課題、

学修意欲・授業態度等）等をシラバスに定めて、厳格かつ適正に単位認定を行っている。 

※ 学修成果の評価方法については、各授業の初回に学生に周知することとしている(シ

ラバスにも明記)。 

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） 

 

 本学では、学業成績を測る基準として、「秀」「優」「良」「可」「不可」の成績評価に

加え、GPA（グレード・ポイント・アベレージ）を使用している。GPA は、履修科目の成

績評価（秀・優・良・可・不可）を、4点、3点、2点、1点、0点の GP（グレード・ポ

イント）に換算し、その総和を総単位数で割って得られる 1単位あたりの平均ポイント

である。 

 

【GPAの算出方法】 

成績評価（100点満点） 評価表示 GP 

90～100 点 秀 4 

80～89 点 優 3 

70～79 点 良 2 

60～69 点 可 1 

59点以下 不可 0 

無資格（受験資格なし） 失格 0 

 

GPA（グレード・ポイント・アベレージ）＝ 

（A科目 GP×A科目単位数）＋（B科目 GP×B科目単位数）＋・・・ 

（総単位数） 

 

※ 各科目の欠席時数が授業時間の 3 分の 1 を超えた場合（15 回の授業の場合は、6

回以上の欠席）は、「無資格」となり、その授業科目を受験することができない。 

※ 履修を途中で中止した科目については、当該科目の GPを 0として、当該科目の単

位数を総単位数に加算して GPAを算出する。 

客観的な指標の 

算出方法の公表方法 

本学 HP『情報の公表』に掲載。 

（http://www.seika.ac.jp/publicity） 2. 修学上の情報

等（４）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 ～学則及び諸規程～2020学生便覧 p78を参照） 



  

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） 

 

本学では、大学全体の卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）と、それ

に基づく各学科専攻の卒業認定・学位授与の方針をそれぞれ定め、公表している。 

卒業の要件として、本学を卒業するためには、各学科専攻が開講する授業科目および

単位数(学則別表 1～3)の中から、以下に定める単位を修得しなければならない。 

    教養科目 12単位以上、専門科目 50単位以上 合計 62単位以上 

 

また、卒業の判定にあたっては、上記に定める所定の単位を修得しているかを、①各学

科専攻内における審議 ⇒ ②教務委員会における審議 ⇒ ③学務審議会における

審議 ⇒ ④教授会（卒業単位履修認定会議）の議を経て、学長が卒業を認定する。 

卒業の認定に関する 

方針の公表方法 

本学 HP『情報の公表』に掲載。 

（http://www.seika.ac.jp/publicity）2. 修学上の情報等

（４）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 ～学則及び諸規程～ を参照 

〇卒業認定・学位授与の方針 学生便覧 p89～p92 

〇卒業の要件 学生便覧 p62 

〇別表 1～3（各学科専攻の授業科目および単位数） 

学生便覧 p69～p74 

〇卒業の判定 学生便覧 p65 
 

  



  

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 精華女子短期大学 
設置者名 学校法人 精華学園 

 

 

１．財務諸表等 
財務諸表等 公表方法 

貸借対照表 http://www.seika.ac.jp/publicity 

収支計算書又は損益計算書 http://www.seika.ac.jp/publicity 

財産目録 http://www.seika.ac.jp/publicity 

事業報告書 http://www.seika.ac.jp/publicity 

監事による監査報告（書） http://www.seika.ac.jp/publicity 
 

 

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：              対象年度：     ） 

公表方法： 

 

 

３．教育活動に係る情報 

（１）自己点検・評価の結果 

公表方法：http://www.seika.ac.jp/ publicity 

 

 

（２）認証評価の結果（任意記載事項） 

公表方法： 

 

  



  

（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 精華女子短期大学 

教育研究上の目的（公表方法：本学 HP『情報の公表』に掲載。） 

（http://www.seika.ac.jp/publicity） 2. 修学上の情報等（４）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 ～学則及び諸規程～ を参照）p60） 

（概要） 

本学は、教育基本法および学校教育法に従い、精華学園の設置目的である仏教精神に基づ

く人格教育を基礎とし、幼児保育学科においては人間形成の基盤となる乳幼児の保育に関

する専門的知識技能を、生活科学科においては食物栄養専攻ならびに生活総合ビジネス専

攻に関する専門的知識技能を授け、よって高い教養をもち、家庭ならびに社会に大いに貢

献し得る情操豊かな女性の養成を目的とする。 

卒業の認定に関する方針（公表方法：本学 HP『情報の公表』に掲載。） 

（http://www.seika.ac.jp/publicity） 2. 修学上の情報等（４）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 ～学則及び諸規程～ を参照）p89～90 

（概要） 

(１)本学の卒業認定・学位授与の方針を、次のとおり定める。  

①仏教精神に基づく人格教育を基礎とし、自律実践、自立貢献できる人を育てる 

②人間としての高い教養と社会人として必要とされる汎用能力をもつ人を育てる 

③社会に貢献できる専門知識と技術･技能を身につけた優秀な人を育てる 

 

(２）各学科専攻の卒業認定・学位授与の方針を、次のとおり定める。 

幼児保育学科では、卒業までに次に示す事項を達成した場合に卒業を認定し、学位を授与

する。 

①保育者として必要な専門知識･技能を修得している 

②保育に関する知識・技能を生かし、多面的に考察し、様々な状況に対応することができる 

③子どもを取り巻く様々な問題に関心を持ち、主体的に保育に臨むことができる 

④慈しみの心で人と接し、人とともに社会に貢献できる実践力を身につけている 

 

生活科学科食物栄養専攻では、卒業までに次に示す事項を達成した場合に卒業を認定し、

学位を授与する。 

①栄養士として必要な専門知識･技能を修得し、多様化する社会のニーズに対応

できる能力を有している 

②食や健康に関する知識・技能を生かし、人々の疾病予防・健康増進、食育の指導を実践す

ることができる 

③食や健康を取り巻く様々な問題に関心を持ち、学習意欲を持続的に高め、努

力することができる 

④慈しみの心で人と接し、人とともに社会に貢献できる実践力を身につけている 

 

生活科学科生活総合ビジネス専攻では、卒業までに次に示す事項を達成した場合に卒業を

認定し、学位を授与する。 

①ホスピタリティとマネジメントをベースとした職業能力や専門的知識･技能を修得し

ている 

②ICT の活用等をとおして､様々な状況を多面的かつ柔軟に考察し､的確な判断力と分析力を

身につけている 

③くらしやビジネス､地域の社会問題に関心を持ち､その解決に向け､自ら学び続けるこ

とができる 

④慈しみの心で人と接し、人とともに社会に貢献できる実践力を身につけている 



  

教育課程の編成及び実施に関する方針（公表方法：本学 HP『情報の公表』に掲載。） 

（http://www.seika.ac.jp/publicity） 2. 修学上の情報等（４）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 ～学則及び諸規程～ を参照） 

学生便覧 p61～63、p90～92 

概要）各学科専攻の教育課程編成・実施の方針を、次のとおり定める。 

 

幼児保育学科では、本学の卒業認定・学位授与の方針に掲げる目標を達成するために、教

養科目および保育に関わる専門科目を体系的に配置する。幼稚園教諭二種免許状および保育

士資格取得を中心にした教育課程を編成し、特に保育現場での保育･教育実習を柱として、

その事前･事後の学習に重点を置く。教養科目では、心理学や女性学、生物学、英語、情報

処理などの一般教養科目を開講し、専門科目では、保育の目的、対象の理解などの科目や保

育の内容・方法などの科目を配して知識や技術が十分に身につくよう教育を行う。 

①保育者として必要な専門知識・技能を修得するため、保育の本質・目的、保育の対象 

の理解、保育の内容・方法など、保育に関わる専門科目を配置する。 

②保育に関する知識・技能を生かし、多面的に考察し、様々な状況に対応することがで

きるようにするため、事前・事後の学習・指導も含めた保育・教育実習を配置する。 

③子どもを取り巻く様々な問題に関心を持ち、主体的に保育に臨むことができるように

するため、｢保育・教職実践演習（幼稚園）｣や｢キャリア形成演習｣など総合演習や特別

科目を配置する。 

④慈しみの心で人と接し、人とともに社会に貢献できる実践力を身につけるため、｢保育

基礎ゼミ｣など教養科目を配置する。 

 

生活科学科食物栄養専攻では、本学の卒業認定・学位授与の方針に掲げる目標を達成する

ために、基礎科目、栄養士に必要な専門科目、職業に関する専門科目、栄養に係る教育に関

する科目および教育の基礎的理解に関する科目等を体系的に配置する。特に、講義で理論を

学び、演習、実習、実験に関する科目で実践力をみがく。つまり、理論と実践を反復学習す

ることで、現場で役立つ技術が身につくよう教育を行う。 

①栄養士として必要な専門知識・技能を修得するため、栄養と健康、食品と衛生、社会

生活と健康などに関する専門科目を配置する。 

②人々の疾病予防、健康増進、食育の指導を実践できる能力を身につけるため、人体の

構造と機能、栄養と健康、栄養の指導、給食の運営などに関する専門科目を配置する。 

③食や健康を取り巻く様々な問題に関心を持ち、多様化する社会のニーズに対応できる

能力を身につけるため、栄養士養成課程の卒業要件に加えて、フードスペシャリスト資

格および栄養教諭二種免許状の取得に関する科目を配置する。また、目的意識や学習意

欲を持続的に高め、努力することができるように｢食物栄養セミナー｣｢キャリア・デザイ

ン｣｢食物栄養基礎ゼミ｣などの科目を配置する。 

④慈しみの心で人と接し、人とともに社会に貢献できる幅広い教養と実践力を身に付け

るため、基礎教養科目を配置する。 

 

生活科学科生活総合ビジネス専攻では、本学の卒業認定・学位授与の方針に掲げる目標を

達成するために、教育課程を基礎教養科目と専門科目に分け、さらに後者をビジネスの基礎

くらしのビジネスビジネス・コミュニケーションビジネス・コンピューティング、医療事務、

観光・ホテル・ブライダルの分野に細分化し、体系的に専門科目を配置する。特に、医療事

務観光・ホテル・ブライダルの両分野をともに学ぶことで、ホスピタリティ力およびマネジ

メント力育成の相乗効果を図る。 

①ホスピタリティとマネジメントをベースとした職業能力や専門知識・技能を修得する

ため、ビジネスの基礎を学び、そのうえでホスピタリティ精神が活かされる医療事務お

よび観光・ホテル・ブライダル分野の専門科目を配置する。 

②ICT の活用等をとおして、様々な状況を多面的かつ柔軟に考察し、的確な判断力と分析

力を身につけるため、ビジネス・コンピューティングに関する専門科目を配置する。 

③くらしやビジネス、地域の社会問題に関心を持ち、その解決に向け、自ら学び続ける



  

ため、くらしのビジネス、ビジネス・コミュニケーションに関する専門科目を配置する。 

④慈しみの心で人と接し、人とともに社会に貢献できる幅広い教養と実践力を身に付ける

ため、基礎教養科目を配置する。 

入学者の受入れに関する方針（公表方法：本学 HP『情報の公表』に掲載。） 

（http://www.seika.ac.jp/publicity） 2. 修学上の情報等（４）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 ～学則及び諸規程～ を参照）学生便

覧 p63～65、p92～93                   

（概要） 

本学の入学者受け入れの方針は、次のとおりである。 

精華女子短期大学は、その建学の精神である「仏教精神に基づく人格教育」を通じて、広

く社会で自律実践・自立貢献する人を育成する。そのための高等教育機関のファーストステ

ージとして、学びを必要とする人にその機会を提供する。入学を希望する人には、そこで必

要な高等学校等における基礎的な知識・理解、技能、表現力、意欲等が備わっていることを

求める。入学者選抜では一定能力以上の入学試験による選抜、一定水準以上の成績を持つ生

徒の推薦により判定を行う。 

幼児保育学科の入学者受け入れの方針は次のとおりである。 

①保育・福祉に興味、関心がある人  

②目的意識が明確で、保育者になる意欲のある人 

③何事にも努力し、前向きに学び続けようとする人 

④自らの考えを表現し、他者とコミュニケーションがとれる人 

⑤感謝と思いやりの心を持ち、慈しみの心で人と接することのできる人 

 

生活科学科食物栄養専攻の入学者受け入れの方針は次のとおりである。 

①食や健康に興味、関心がある人 

②将来、栄養士として社会に貢献したいという夢を持つ人 

③何事にも努力し、前向きに学び続けようとする人 

④自らの考えを表現し、他者とコミュニケーションがとれる人 

⑤感謝と思いやりの心を持ち、慈しみの心で人と接することのできる人 

 

生活科学科生活総合ビジネス専攻の入学者受け入れの方針は次のとおりである。 

①医療、観光、ファッションなど多様な分野に関心がある人 

②地域の文化や経済に興味があり、将来さまざまなビジネス分野で長期に活躍をめざす

人 

③何事にも努力し、前向きに学び続けようとする人 

④自らの考えを表現し、他者とコミュニケーションがとれる人 

⑤感謝と思いやりの心を持ち、慈しみの心で人と接することのできる人 

 

 

②教育研究上の基本組織に関すること 

公表方法：http://www.seika.ac.jp/ publicity 

 

  



  

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 

－ 1 人 － 1 人 

幼児保育学科 － 5 人 3 人 5 人 1 人 0 人 14 人 

生活科学科 － 7 人 1 人 3 人 1 人 2 人 14 人 

b.教員数（兼務者） 

学長・副学長 学長・副学長以外の教員 計 

 

0人 69人 69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：http://www.seika.ac.jp/publicity 

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 

幼児保育学科 150人 124人 83％ 300人 219人 73％ 人 人 

生活科学科 150人 141人 94％ 300人 257人 86％ 人 人 

合計 300人 265人 88％ 600人 476人 79％ 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 

幼児保育学科 
127人 

（100％） 

20人 

（  18.7％） 

103人 

（  81.1％） 

4人 

（  3.1％） 

生活科学科 
144人 

（100％） 

8人 

（  5.6％） 

128人 

（  88.9％） 

8人 

（  5.6％） 

合計 
271人 

（100％） 

28人 

（  10.3％） 

231人 

（  85.2％） 

12人 

（  4.4％） 

（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） 

学則別表(教育課程)検討、授業計画（開講科目、科目担当者、開講コマ数、クラス規模

等）検討、シラバス作成要領、カリキュラムマップの検討 

 (各学科専攻、教務委員会にて検討、学務審議会等にて審議、承認) 

 

 

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） 
 各科目の学修成果については、各科目担当者が到達目標、学習成果の評価基準および評価方法を定め、

シラバスに示しており、授業の初回に周知することとしている。各科目担当者は、これに基づき厳正に

単位認定を行っている。卒業認定については、該当内規及び単位認定状況を各学科専攻、教務委員会、

学務審議会、教授会にて適切に判定を実施している。 

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） 

 
幼児保育 62単位 有・無 単位 

食物栄養 62単位 有・無 単位 

 
生活総合 62単位 有・無 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：http://www.seika.ac.jp/publicity 

 

  



  

 

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） 

 
幼児保育 550,000円 210,000円 395,700円  

食物栄養 550,000円 210,000円 409,100円  

 
生活総合 550,000円 210,000円 389,400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） 

 学修成果の向上・充実を図るための PDCAサイクル制度を確立している。各学科・専攻課 

程における各学科・専攻会議において、適宜、「学位授与の方針」や教育課程編成の見直しを

行うとともに教育課程や授業内容の改正を検討している。また PDCAサイクルにおける学修成

果アセスメントのツールとして、学修成果の達成度（成績評価）や資格取得状況、就職状況や

外部試験の結果を利用したり、研修日、FD研修会、学生による授業評価、授業評価に基づくグ

ッドティーチングの表彰及び公開授業を行う等して教育の質向上に向けた取り組みを全学的

に行っている。また、本学では各学科・専攻にクラスアドバイザー制を導入しており、きめ細

かい学生の修学支援を行っている。事務部門では学生支援課が相談窓口となり、教職員間の密

な情報共有、連携により学生の修学に関わる支援を全学的に実施している。 

b.進路選択に係る支援に関する取組 

（概要） 

 就職支援については、学生委員会・学生支援課において当該年度の就職支援スケジュールを

作成し、実施の定期的検証を行っている。個々の学生に対しては、希望業種・職種・勤務等の

マッチングを図るため、個人面談を行っている。本学は、小回りのきく学校規模といえるので、

この利点を活かし多様化した学生に対して丁寧に対応できるようクラスアドバイザーや学生

支援課の職員が個別指導を主体にした就職支援を行っている。 

就職支援の施設としては就職指導室があって学生の利用に供しており、就職情報の収集、就

職支援に活用されている。就職試験対策については、各学科・専攻で行なうと共に、学生支援

課においてもグループディスカッション、面接指導、就職実践セミナーや学内企業説明会を積

極的に開催している。 

また、進学支援については、学生支援課において、４年制大学等への編入に関する情報提供及

びアドバイスを実施するとともに、各学科・専攻においては編入学試験の論文指導、語学指導

等の試験対策を教員が個別指導している。さらに、キャリア教育の授業科目として幼児保育学

科では、キャリア形成を目的とした保育基礎ゼミ・キャリア形成ゼミを開講、生活科学科食物

栄養専攻では、食物栄養基礎ゼミ、キャリアデザインⅠ・Ⅱを開講、生活科学科生活総合ビジ

ネス専攻では、ビジネス基礎ゼミ、キャリア形成ゼミを開講している。これらの科目を通して、

学生の基礎的・汎用的能力の向上に加え、専門性の獲得を促進している。 

c.学生の心身の健康等に係る支援に関する取組 

（概要） 

 メンタルケアやカウンセリングの体制については、学生相談室を設置して、週２日学外から

カウンセラーが来学し学生の相談に対応している。健康面については、週 1日健康相談室を開

設して、看護師資格を持つ教員が健康についての相談や傷病に対応している。相談日時は予約

制となっており、学生支援課が窓口となり電話等で受付を行っている。予約が入っていないと

きは、学生が直接学生相談室に行き相談することができる。 

 

 



  

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：http://www.seika.ac.jp/publicity 

 


