
  

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 福岡女学院大学短期大学部 
設置者名 学校法人 福岡女学院 

 

 

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 

短期大学部 英語 
夜 ・

通信 
0 0 12 12 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 

https://www.fukujo.ac.jp/university/compendium/disclosures.html 

 

 

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） 

 

  

https://www.fukujo.ac.jp/university/compendium/disclosures.html


  

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 福岡女学院大学短期大学部 
設置者名 学校法人福岡女学院 

 

 

１．理事（役員）名簿の公表方法 
https://www.fukujo.ac.jp/about.html#officer 

 

 

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)九州リース 

取締役社長 

令和元年 6 月 1 日

～令和 4年 6月 31

日 

財務 

非常勤 
(株)西日本新聞 

編集局総務 

平成 30 年 6 月 1

日～令和 3 年 5 月

31日 

広報 

（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 福岡女学院大学短期大学部 

設置者名 学校法人 福岡女学院 

 

 

○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(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） 

 

・授業計画（シラバス）の作成過程 

毎年 11 月に次年度の科目担当責任者へ依頼を行う。入稿後、各学部教務部委員に

より、授業計画（シラバス）の内容（成績評価基準を中心に）の確認を行っている。

その結果、必要に応じて訂正を行う。 

・授業計画の作成・公表時期 

  授業計画の作成は毎年 11月から翌年の 2月まで作業を行っている。授業計画には、

下記の事項等を記載している。 

「授業の方法」（講義、演習、実験、実習の別）「授業のテーマ及び到着目標」 

「授業概要」「授業計画」（授業回数含む）「成績評価」「事前・事後学習」「留意 

事項」 

なお、公表時期については、3月中旬に公表を行っている。 

授業計画書の公表方法 

ホームページにおいて公表 

https://up.fukujo.ac.jp/uprx/up/pk/pky001/Pky00101.xh

tml?guestlogin=Kmh006 

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。 

https://up.fukujo.ac.jp/uprx/up/pk/pky001/Pky00101.xhtml?guestlogin=Kmh006
https://up.fukujo.ac.jp/uprx/up/pk/pky001/Pky00101.xhtml?guestlogin=Kmh006


  

（授業科目の学修成果の評価に係る取組の概要） 

 

・単位授与又は履修認定の厳格かつ適正な実施状況 

  授業計画（シラバス）に予め記載された適正な方法（各授業科目において、試験や

レポート、授業への参加度など評価基準を具体的に明示）により実施している。本

学で定められた成績評価の基準（GPA）については下記を定めている。 

区分 評価 成績評価基準  

合格 

AA 100点～90点 非常に優れている 

A 89点～80点 優れている 

B 79点～70点 単位認定が妥当 

C 69点～60点 単位が認定される最低限度 

不合格 
D 59 点～0点 単位認定は不適当 

F ― 失格 
 

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） 

 

・GPAの客観的な指標の具体的な内容（指標の算出方法など） 

  合格・不合格の評価を 5段階で行うとともに、全学的な学力を評価する指標とし 

て GPAを利用している各科目の成績評価は以下の基準で実施している。 

 

・客観的な指標の適切な実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・算出方法 

  成績が確定した履修登録科目の成績評価 GP に、その科目に与えられている単位数

を掛けたものを、総単位数で割る。計算式は以下の通りである。 

𝐺𝑃𝐴＝
4 × AAの修得単位数＋3 × Aの修得単位数＋2 × Bの修得単位数＋1 × Cの修得単位数

総単位数（D、Fの単位数を含む）
 

 

区分 評価 成績評価基準 1単位あたり GP 

合格 

AA 100点～90点 4 

A 89点～80点 3 

B 79点～70点 2 

C 69点～60点 1 

N 認定 － 

不合格 
D 59点以下 0 

F 失格 0 

客観的な指標の 

算出方法の公表方法 
大学事務室教務課より全学生に配付される「履修ガイド」で

公表。また、外部からの希望者には適宜配布している。 

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） 

 

・卒業の認定に関する方針の具体的な内容は下記の通りである。 

 

福岡女学院大学短期大学部では、教育の使命ならびに目的を達するために、本学の教

育課程を通して以下に挙げるものを身につけ、所定の単位（64 単位以上）を収めた

学生に短期大学士の学位を授与する。 

 

1. イエス・キリストを通して、神を畏れ、すべての人を愛し、奉仕する態度 

2. 異なる文化を理解し、尊重する態度 

3. 自分の将来の姿を描き、それを実現し続けようとする意志 

4. 論理的に考え、明瞭に表現する能力 

5. 自分の将来を支えるのに必要となる技術と知識 

6. 英語を適切に用いて、コミュニケ－ションをとることができる能力 

 

卒業の認定に関する 

方針の公表方法 

ホームページにおいて公表 

https://www.fukujo.ac.jp/university/compendium/threep

olicy.html 

 

 

  

https://www.fukujo.ac.jp/university/compendium/threepolicy.html
https://www.fukujo.ac.jp/university/compendium/threepolicy.html


  

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 福岡女学院大学短期大学部 

設置者名 学校法人福岡女学院 

 

 

１．財務諸表等 
財務諸表等 公表方法 

貸借対照表 https://www.fukujo.ac.jp/disclosure.html 
収支計算書又は損益計算書 https://www.fukujo.ac.jp/disclosure.html 
財産目録 https://www.fukujo.ac.jp/disclosure.html 
事業報告書 https://www.fukujo.ac.jp/disclosure.html 
監事による監査報告（書） https://www.fukujo.ac.jp/disclosure.html 

 

 

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： 

https://www.fukujo.ac.jp/university/compendium/disclosures.html 

 

 

（２）認証評価の結果（任意記載事項） 
公表方法： 

https://www.fukujo.ac.jp/university/estimate/t_evaluation.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 短期大学部 

教育研究上の目的（公表方法：ホームページ） 

https://www.fukujo.ac.jp/university/compendium/policy.html 

https://www.fukujo.ac.jp/university/compendium/policy.html


  

（概要） 

短期大学部英語科では、英語によるコミュニケーション能力を伸ばし、異文化理解

を深めるとともに、社会に貢献できる人材を育成します。したがって、英語科では

次のような学生の入学を期待しています。 

 1. 英語に興味を持ち、実践的な英語運用能力を向上させようとする学生。 

2. 自己と自己を取り巻く世界を探求しようとする好奇心を持つ学生。 

3. 自国の文化と異文化に興味を持ち、相互の理解を深めようと努める学生。 

4. 教養を深め、社会に貢献できる力を身につけようとする積極的な学生。 

 

卒業の認定に関する方針（公表方法：ホームページ） 

https://www.fukujo.ac.jp/university/compendium/threepolicy.html 

（概要） 

福岡女学院大学短期大学部では、教育の使命ならびに目的を達するために、本学の

教育課程を通して以下に挙げるものを身につけ、所定の単位（64単位以上）を収め

た学生に短期大学士の学位を授与する。 

1. イエス・キリストを通して、神を畏れ、すべての人を愛し、奉仕する態度 

2. 異なる文化を理解し、尊重する態度 

3. 自分の将来の姿を描き、それを実現し続けようとする意志 

4. 論理的に考え、明瞭に表現する能力 

5. 自分の将来を支えるのに必要となる技術と知識 

6. 英語を適切に用いて、コミュニケ－ションをとることができる能力 
 

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） 

https://www.fukujo.ac.jp/university/compendium/threepolicy.html 

（概要） 

福岡女学院大学短期大学部ディプロマ・ポリシーを実現するために、次のカリキ 

ュラム策定の方針を定める。 

  1. 福岡女学院の根幹を支えるキリスト教の価値観や考え方を学び、イエス・キリ 

ストを通して神を畏れ、すべての人を愛し、奉仕する精神を身につけられるよ 

うにするためにキリスト教科目群を設置する。 

2. 将来の自己を実現するために必要な専門的な知識と技能を体系的に学ぶこと 

ができるように、イングリッシュイマージョンコース、アカデミックインテン 

シブコース、メディアイングリッシュコース、エアライン・ツーリズムコース 

を設置する。また、幅広い知識、技能、考え方を身につけられるように選択科

目 

を設置する。 

2.1 イングリッシュイマージョンコースでは、ネイティブの教員と専任教員が担 

当する必修・選択クラスを受講し、海外の大学でも通用する英語力を身につけ 

る。 

2.2 アカデミックインテンシブコースでは、英語を通して、ことばや文化、文学 

に関する知識を身につけるとともに、アカデミックな内容について理解し表現 

できる力を獲得する。 

2.3 メディアイングリッシュコースでは、さまざまなメディアを通して社会を見 

るとともに、メディアを利用して英語で自己発信できる力を獲得する。 

2.4 エアライン・ツーリズムコースでは、将来、観光産業で働くための基礎力を 

身につける。また、業界で求められる専門的な知識や技能を習得し、英語でコ 

ミュニケーションをとることができるようにする。 

3. 自己と自分の将来を見つめ、大学生活や将来の進路で必要となる基礎的な知識 

や技能を身につけるために基礎科目群を設置する。 

https://www.fukujo.ac.jp/university/compendium/threepolicy.html
https://www.fukujo.ac.jp/university/compendium/threepolicy.html


  

4. 社会人に求められる実務的な技能や知識を会得できるようにするためにキャ 

リア教育科目群を設置する。 

5. 異文化理解をより深められるようにするために第二外国語科目群を設置する。 

6. コミュニケーション手段としての英語を学び、適切に言葉を使用できるように 

英語科目群を設置する。 

7. 1年次に学んだ知識や技能を基礎として自分の専門分野における学びを深め、 

その集大成として自ら探求した課題をまとめ、発表できるように Seminar Iな 

らびに Seminar IIを設置する。 

 

入学者の受入れに関する方針（公表方法：ホームページ） 

https://www.fukujo.ac.jp/university/compendium/threepolicy.html 

（概要） 

短期大学部英語科では、英語によるコミュニケーション能力を伸ばし、異文化理解

を深めるとともに、社会に貢献できる人材を育成します。したがって、英語科では

次のような学生の入学を期待しています。 

 1. 英語に興味を持ち、実践的な英語運用能力を向上させようとする学生。 

2. 自己と自己を取り巻く世界を探求しようとする好奇心を持つ学生。 

3. 自国の文化と異文化に興味を持ち、相互の理解を深めようと努める学生。 

4. 教養を深め、社会に貢献できる力を身につけようとする積極的な学生。 

 

 

 

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 

https://www.fukujo.ac.jp/university/compendium/organization.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 

－ 
0 人 

－ 
 

0 人 

英語科 － 3 人 1 人 4 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 26人 29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： 

https://www.fukujo.ac.jp/university/faculty/tandai_eigo_faculty.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） 

授業の質向上を目的として授業公開（専任教員対象）と学生による授業評価（専任教員・非常勤講師対

象）を実施している。また、研究倫理教育や学生指導に関する研修を開催している。 

 

 

 

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

https://www.fukujo.ac.jp/university/compendium/threepolicy.html
https://www.fukujo.ac.jp/university/compendium/organization.html


  

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 

英語科 100 人 110 人 110％ 200 人 221 人 111％ 人 人 

合計 100 人 110 人 110％ 200 人 221 人 111％ 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 

英語科 
１０６人 

（100％） 

１１人 

（  １０．４％） 

６７人 

（  ６３．２％） 

２８人 

（  ２６．４％） 

合計 
１０６人 

（100％） 

１１人 

（  １０．４％） 

６７人 

（  ６３．２％） 

２８人 

（  ２６．４％） 

（主な進学先・就職先）（任意記載事項） 

進学先：福岡女学院大学 

就職先：日本航空 ANA福岡空港 JALスカイ九州 エイチ・アイ・エス 不二越 

 

（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） 

・授業計画（シラバス）の作成過程 

毎年 11 月に次年度の科目担当責任者へ依頼を行う。入稿後、各学部教務部委員によ

り、授業計画（シラバス）の内容（成績評価基準を中心に）の確認を行っている。そ

の結果、必要に応じて訂正を行う。 

・授業計画の作成・公表時期 

  授業計画の作成は毎年 11 月から翌年の 2 月まで作業を行っている。授業計画には、

下記の事項等を記載している。 



  

「授業の方法」（講義、演習、実験、実習の別）「授業のテーマ及び到着目標」 

「授業概要」「授業計画」（授業回数含む）「成績評価」「事前・事後学習」 

「留意事項」 

なお、公表時期については、3月中旬に公表を行っている。 

 

 

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） 

・単位授与又は履修認定の厳格かつ適正な実施状況 

  授業計画（シラバス）に予め記載された適正な方法（各授業科目において、試験やレ

ポート、授業への参加度など評価基準を具体的に明示）により実施している。本学で

定められた成績評価の基準（GPA）については下記を定めている。 

区分 評価 成績評価基準  

合格 

AA 100点～90点 非常に優れている 

A 89点～80点 優れている 

B 79点～70点 単位認定が妥当 

C 69点～60点 単位が認定される最低限度 

不合格 
D 59点～0点 単位認定は不適当 

F ― 失格 
 

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） 

短期大学 英語 65単位 有 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：https://www.fukujo.ac.jp/university/establishment/top.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） 

短期大学部 英語科 686,000円 200,000円 245,200円 
施設設備整備費 

実習費及び委託徴収金 

 

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） 

本学における修学支援は主に学生部委員会および学生課が担っている。 

  年度初めに約 1 週間の期間を設けてオリエンテーションを実施している。この期間内 

に、奨学金制度を始め学生生活全般に関するオリエンテーションを実施し、大学生活を 

順調に過ごせるように支援している。経済的支援については、日本学生支援機構奨学金、 

地方自治体奨学金他多くの奨学金を取り扱っている。また、本学独自の給付型奨学金（修 

https://www.fukujo.ac.jp/university/establishment/top.html


  

学支援奨学金、家計急変奨学金）を運用している。なお、家計急変奨学金については、随 

時募集し学業継続の支援を行っている。 

・「福岡女学院大学短期大学部 自己点検・評価報告書」 p.67-71 

https://www.fukujo.ac.jp/university/estimate/2018/tandai02.pdf 

・「学生生活」 

  https://www.fukujo.ac.jp/university/compendium/img/disclosures/gakuseiseikatsu.pdf 

b.進路選択に係る支援に関する取組 

（概要） 

本学における進路支援は就職委員会がある。進路就職課の職員が学生一人一人と面談を実 

施している。学生の就職支援のために時間割りの中に週 1 度、就職支援プログラムを設け、 

就職に関する有益な情報が進路就職課より提供されている。2 年生のアドバイザー教員に 

各学生の進路決定状況、進行状況が記された冊子が配布され、情報の共有を進めている。

学生のインターンシップについて学科独自に運輸・宿泊・旅行業を中心としたインター

ンシップを行っている。また、進学・留学に関する支援は、進路就職課、国際交流セン

ターと連携しアドバイザーが中心となって行っている。 

・「福岡女学院大学短期大学部 自己点検・評価報告書」 p.71-72 

https://www.fukujo.ac.jp/university/estimate/2018/tandai02.pdf 

 ・「就職支援プログラム」 

https://www.fukujo.ac.jp/university/employment/program.html 

・「キャリアサポート」 

https://www.fukujo.ac.jp/university/employment/intern.html 

・「国際交流」 

https://www.fukujo.ac.jp/university/compendium/img/disclosures/kokusaikoryu.pdf 

c.学生の心身の健康等に係る支援に関する取組 

（概要） 

本学における心身の健康等の支援は主に学生部委員会、学生心理相談室、および学生課保 

健室が担っている。学生の心身の相談は「学生心理相談室」が担っている。常勤の臨床心 

理士を配置し、学生生活で抱える様々な心理的悩みや問題の相談を受け付けている。障害 

のある学生への修学支援の相談窓口を学生心理相談室として、学部・学科、事務部各課、 

科目担当教員との連携を行っている。 

学生の身体の相談は「学生課保健室」が担っている。常勤の保健師・看護師を配置し、健 

康相談や定期健康診断、病気の早期発見、応急処置等を行っている。 

・「福岡女学院大学短期大学部 自己点検・評価報告書」 p.67-71 

https://www.fukujo.ac.jp/university/estimate/2018/tandai02.pdf 

・「学生心理相談室」 

https://www.fukujo.ac.jp/university/campus_life/soudan.html 

・「学生生活」 

 https://www.fukujo.ac.jp/university/compendium/img/disclosures/gakuseiseikatsu.pdf 

 

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 

https://www.fukujo.ac.jp/university/compendium/disclosures.html 

 

 

https://www.fukujo.ac.jp/university/estimate/2018/tandai02.pdf
https://www.fukujo.ac.jp/university/compendium/img/disclosures/gakuseiseikatsu.pdf
https://www.fukujo.ac.jp/university/estimate/2018/tandai02.pdf
https://www.fukujo.ac.jp/university/employment/program.html
https://www.fukujo.ac.jp/university/employment/intern.html
https://www.fukujo.ac.jp/university/compendium/img/disclosures/kokusaikoryu.pdf
https://www.fukujo.ac.jp/university/estimate/2018/tandai02.pdf
https://www.fukujo.ac.jp/university/campus_life/soudan.html
https://www.fukujo.ac.jp/university/compendium/img/disclosures/gakuseiseikatsu.pdf
https://www.fukujo.ac.jp/university/compendium/disclosures.html

