
様式第２号の１－①【 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 高田短期大学 
設置者名 学校法人 高田学苑 

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 

子ども学科 

夜 ・

通信 
26 26 7

夜 ・

通信 

キャリア育成学科 

オフィスワークコース
夜 ・

通信 
32 32 7

介護福祉コース 
夜 ・

通信 
51 51 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 

高田短期大学ホームページ 「高等教育段階の教育費負担軽減新制度（高等教育

無償化）」にて公表 http://www.takada-jc.ac.jp/keigen/

３．要件を満たすことが困難である学部等 

学部透明 

（困難である理由）



様式第２号の２－①【 -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 高田短期大学 
設置者名 学校法人 高田学苑 

１．理事（役員）名簿の公表方法 
http://www.mie-takada-hj.ed.jp/gakuen2/03_finance/ 

http://www.takada-jc.ac.jp/ir/ 

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 宗教法人 役員 
H30.7.6～

在職中 

組織運営体制への

チェック機能 

非常勤 株式会社 役員 
R2.5.31～ 

R6.5.30 
労務・財務 

（備考）



様式第２号の３【 厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】 

学校名 高田短期大学 

設置者名 学校法人 高田学苑 

○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） 

教務関連を担当する学務委員会において、「シラバス作成のてびき」を作成し、科目

担当教員に、本学の方針とシラバスに記載すべき目的・内容（特に準備学修、成績評

価基準、学位授与方針に則した授業の到達目標）を示した上で、Web シラバスへの入

稿を依頼している。 

1 月末までの入稿期間を経て、入稿内容を各学科の学務委員が中心となり精査し、

記載内容漏れ、卒業認定・学位授与方針から逸脱した計画等がないことを確認して、

3 月より Web 上に公開する。 

実務経験のある教員による授業科目について、Web シラバスの特記事項欄に対象科

目である旨を示している。 

授業計画書の公表方法
https://sbsv.takada-

jc.ac.jp/syllabus/select/openIndex/

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） 

各授業科目のシラバスに、学位授与の方針に基づいた学修到達目標を予め明記し、成

績評価の方法を100分率を用いて学修到達目標に照らし合わせた評価項目で明確に示

している。 

Web シラバス参照：https://sbsv.takada-jc.ac.jp/syllabus/select/openIndex/



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） 

① 客観的な指標の設定・公表 

本学におけるＧＰＡ成績評価について算定方法等をまとめ、Web で公表している。 

単位認定時、評価は10 点満点で優（8 点以上）、良（7 点）、可（6 点）、不可

（5 点以下）の4 段階とし、その各評価に対しＧＰを次の計算で算出する。 
4×9 点以上の修得単位数+3×8 点の修得単位数+2×7 点の修得単位数+1×6 点の修得単位数 

総履修登録単位数（「不可」の単位数と放棄科目の単位数を含む）

② 成績評価の適切な実施に係る取組 

各学年・学科のＧＰＡ成績分布について、グラフ化したものを公表するとともに、学

生ごとのＧＰＡについて個票を作成し、学生本人が自分の成績の相対的な位置を把握

できるよう取り組んでいる。 

客観的な指標の 

算出方法の公表方法

①②http://www.takada-jc.ac.jp/keigen/

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） 

①本学における卒業認定・学位授与の方針について、Web で学修到達目標を公表して

いる。 

②また、卒業の要件については入学生に配布する「学生便覧（刊行物）」に掲載すると

ともに、Web で卒業要件および卒業判定の手順を公表している。

卒業の認定に関する 

方針の公表方法

① 

http://www.takada-

jc.ac.jp/outline/shokai/diploma.html 

②http://www.takada-jc.ac.jp/keigen/



様式第２号の４－①【 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 高田短期大学 

設置者名 学校法人 高田学苑 

１．財務諸表等 
財務諸表等 公表方法

貸借対照表 http://www.mie-takada-hj.ed.jp/gakuen2/03_finance/ 

収支計算書又は損益計算書 http://www.mie-takada-hj.ed.jp/gakuen2/03_finance/ 

財産目録 http://www.mie-takada-hj.ed.jp/gakuen2/03_finance/ 

事業報告書 http://www.mie-takada-hj.ed.jp/gakuen2/03_finance/ 

監事による監査報告（書） http://www.mie-takada-hj.ed.jp/gakuen2/03_finance/ 

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.takada-jc.ac.jp/outline/shokai/hyoka.html 

（２）認証評価の結果（任意記載事項） 

公表方法：http://www.takada-jc.ac.jp/outline/shokai/hyoka-page.html 



（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 子ども学科、キャリア育成学科 

教育研究上の目的（公表方法：ホームページ）                 ）

（概要） 

子ども学科 

 子ども学科がモットーとする「夢と笑いのある学びの場」を通して、保育・幼児教育

の基礎理論や知識、基礎的技能・技術を修得し、思いやりのある人間性豊かな保育者

を養成する。さらに、地域と連携して子育て、子育て支援を行うなど、保育で社会に貢

献できる人材を育成することを教育目的とする。 

http://www.takada-jc.ac.jp/course/kodomo/index.html 

キャリア育成学科（オフィスワークコース・介護福祉コース） 

良好な人間関係を築く力である「ヒューマンスキル」と、多様な人々とともに仕事

に取り組むことができる「社会人基礎力」を持ち、専門能力を身につけ地域社会で活

躍できるオフィスワーカー、介護福祉士を育成することが学科の教育目的である。 

http://www.takada-jc.ac.jp/course/carrier/index.html

卒業の認定に関する方針（公表方法：ホームページ） 

（概要） 

本学に 2 年以上在学して、カリキュラム・ポリシーに基づいて設定した授業科目を

履修し、「高田短期大学学則」に規定する所定の単位を修得して卒業が認定された学

生は、次の学修到達目標に到達した（学修成果を獲得した）ものと認め、｢短期大学士｣

の学位を授与する。到達目標の概要は以下のとおり。 

共通到達目標（全学的学修成果） 

1.いのちの平等、尊厳性への気づき 2.生かされていることへの感謝 3.倫理観 

4.知識、技能 5.論理的で柔軟な思考と判断力 6.自己表現力 

7.主体的な行動力 

学科到達目標（子ども学科） 

 1.倫理観 2.知識・技能 3.論理的で柔軟な思考と判断力 

 4.自己表現力 5.主体的な行動力 6.他者との協働力 

学科到達目標（キャリア育成学科オフィスワークコース） 

 1.知識・技能【専門能力】 2.論理的で柔軟な思考と判断力【シンキング】 

 3.良好な人間関係を築く力【ヒューマンスキル】 4.主体的な行動力【アクション】

 5.他者との協働力【チームワーク】 6.キャリアデザイン【キャリア】 

学科到達目標（キャリア育成学科介護福祉コース） 

 1.倫理観 2.知識・技能 3.論理的で柔軟な思考と判断力 4.自己表現力 

 5.主体的な行動力 6.他者との協働力 

http://www.takada-jc.ac.jp/outline/shokai/diploma.html

教育課程の編成及び実施に関する方針（公表方法：ホームページ） 

（概要） 

共通方針 

共通到達目標（全学的学修成果）を実現するために、「共通教養科目」を設置する。

学科方針（子ども学科） 

 子ども学科の学科到達目標（教育課程別学修成果）を実現するために、教育の基礎

的理解に関する科目と保育の本質・目的や保育の対象の理解に関する科目で構成する



「教育・保育の基礎的理解」、領域および保育内容の指導法に関する科目や保育の内

容・方法に関する科目と、保育の表現技術に関する科目等で構成する「教育・保育の内

容と方法」、ゼミナール等の科目の「総合」や実習や実習指導科目の「教育・保育実

習」、レクリエーション・インストラクター資格取得に必要な科目で構成する「レクリ

エーション」というカテゴリーを置き、カリキュラムを編成する。

学科方針（キャリア育成学科オフィスワークコース・介護福祉コース）

 オフィスワークコース、介護福祉コースの到達目標を実現するために、学科内共通

のカリキュラムの専門科目として「キャリア育成基幹科目」、各コースの専門科目と

して「キャリア育成応用科目」を設置するとともに、各コースの到達目標を具体的に

実現するためにカテゴリーに分けて科目を編成する。

http://www.takada-jc.ac.jp/outline/shokai/curriculum.html

入学者の受入れに関する方針（公表方法：ホームページ） 

（概要） 

本学では「建学の精神」「教育の理念」「教育の目的」、並びに「ディプロマ・ポリ

シー（学位授与方針）」に基づき、以下のような学生を求めている。

学科共通の入学者受入方針 

 1.本学の建学の精神である「仏教精神に基づく人間形成」、および教育の理念であ

る「『やわらか心』の社会人の育成」に共感できる人。 

 2.専門的な知識・技能、および課題解決のための思考力・判断力・表現力を身につ

け、『やわらか心』で地域社会に貢献する意欲のある人。 

学科・コースが求める学生像（子ども学科） 

1.人とかかわることが好きで、保育士、幼稚園教諭になりたい人。 

2.保育や幼児教育に関する知識や技能を身につけたい人。 

3.現代社会における様々な問題に関心を持ち、子どもを取り巻く課題について考え 

ることのできる人。 

学科・コースが求める学生像（キャリア育成学科オフィスワークコース） 

 1.地域の様々なオフィスで働くことを希望し、何事にも誠実に取り組む心構えのあ

る人。 

 2.実践的で専門的なビジネス実務の知識を学ぶ能力と意欲のある人。 

 3.良好な人間関係を築く力と、社会人としての基礎力を身につけたい人。 

4.自らの将来についてキャリアデザインを描き、実現したい人。 

学科・コースが求める学生像（キャリア育成学科介護福祉コース） 

 1.介護福祉士として、介護・福祉分野で社会に貢献したい人。 

 2.介護・福祉に関する知識や技能を身につけたい人。 

 3.現代社会における様々な問題に関心を持ち、高齢者や障害者を取り巻く課題につ

いて考えることのできる人。 

高等学校で履修すべき科目 

「国語総合」を含む、各高等学校で定められた卒業に必要な科目。



②教育研究上の基本組織に関すること 
公表方法：ホームページ 

子ども学科 

http://www.takada-jc.ac.jp/course/kodomo/index.html 

キャリア育成学科 

http://www.takada-jc.ac.jp/course/carrier/index.html 

キャリア育成学科オフィスワークコース 

http://www.takada-jc.ac.jp/course/office/index.html 

キャリア育成学科介護福祉コース 

http://www.takada-jc.ac.jp/course/fukushi/index.html 



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

子ども学科 － 6人 3人 4人 1人 0人 14人

キャリア育成学科 － 3人 1人 5人 2人 0人 11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 62 人 62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：ホームページ 

http://www.takada-jc.ac.jp/ir/index.html 

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 

子ども学科 150 人 129 人 86% 300 人 249 人 83% －人 －人

ｷｬﾘｱ育成学科 100 人 93 人 93% 200 人 187 人 93.5% －人 －人

合計 250 人 222 人 88.8% 500 人 436 人 87.2% －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 

子ども学科 
158 人

（100％）

1人

（0.6％）

155人

（98.1％）

2人

（1.3％）

ｷｬﾘｱ育成学科
84人

（100％）

1人

（1.2％）

76人

（90.5％）

7人

（8.3％）

合計 
242 人

（100％）

2人

（0.8％）

231人

（95.5％）

9人

（3.7％）

（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） 

科目担当教員に、本学の方針とシラバスに記載すべき目的・内容（特に準備学修、成績評 

価基準、学位授与方針に則した授業の到達目標）を示した上で、Web シラバスを作成し公 

開し、受講する学生に学修到達目標を明示している。 

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） 

本学における卒業認定・学位授与の方針について、Web で学修到達目標を公表している。 

また、卒業の要件については入学生に配布する「学生便覧（刊行物）」に掲載するととも 

に、Web で卒業要件および卒業判定の手順を公表している。 

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） 

子ども学科 
 70 単位 有・無 単位

 単位 有・無 単位

キャリア育成学科
オフィスワークコース 70 単位 有・無 単位

介護福祉コース 70 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.takada-jc.ac.jp/outline/shokai/map/index.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） 

子ども 

学科 

 620,000 円 280,000 円 448,130 円

 円 円 円

キャリア

育成学科

オフィスワ

ークコース 620,000 円 280,000 円 436,580 円

介護福祉

コース 620,000 円 280,000 円 461,030 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） 

学生一人ひとりに大学生活全体の助言・指導や悩み事の相談に応じる教員（アドバイ

ザー）を決め、より充実した学生生活を送ることが出来るようにしている。またアドバ

イザー教員が学生の相談に応じるため、全教員に「オフィスアワー」の時間を設けてい

る。 

また学生支援特別委員会を中心に、修学が困難な学生を早期に発見し、（3回以上欠席

学生を早期に抽出）、教職員による支援のための協議を行い、カウンセラーによるカウ

ンセリングやスクールソーシャルワーカー等専門機関の助言を受ける等、当該学生への

適切な支援に繋げて、中途退学を防止する「早期学生支援システム」に取り組んでい

る。

b.進路選択に係る支援に関する取組 

（概要） 

本学キャリア支援センターでは、2年間の学生生活全般を通して、学生の皆さんが将

来の生き方を考え、職業人として自立する力を培うため、学生一人ひとりに密着したき

め細かな支援に努めている。また、本学の学生向けWebサイト「高短キャンパスネッ

ト」は、学生の学習活動、学生活動、進路（就職）活動など、高田短期大学での学生生

活全般を支援するためのWebサイトと関連する機能を持ったネットワークである。学生

の学内情報入手を容易にさせるとともに、学生の就職・進学活動を教職員が協働して指

導・支援し、卒業後も学生のキャリアデザインを生涯にわたって支えていくツールとし

ての役割も担っている。

c.学生の心身の健康等に係る支援に関する取組 

（概要） 

定期健康診断後の措置として有所見者に対して個別に保健指導を行っている。また学

生相談室を設置し、学生生活や対人関係など相談に乗っており、カウンセリング室と連

携しながら支援に努めている。

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：ホームページ 

各教員の教育研究活動…各教員ページの研究業績 

  http://www.takada-jc.ac.jp/course/kodomo/kyoin/index.html 

 http://www.takada-jc.ac.jp/course/carrier/kyoin.html 

教育・研究・社会活動 

 http://www.takada-jc.ac.jp/activity/index.html 


