
  

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 東京女子体育短期大学 

設置者名 学校法人 藤村学園 

 

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 

 

保健体育学科 
夜 ・

通信 

 

6 

12 18 7  

 
夜 ・

通信 
    

 

児童教育学科学

科 幼小コース 

夜 ・

通信 
 

15 15 7  

児童教育学科学

科 幼保コース 

夜 ・

通信 
9 9 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.twcpe.ac.jp/public/pdf/experience2020b.pdf 

 

 

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 東京女子体育短期大学 
設置者名 学校法人 藤村学園 

 

 

１．理事（役員）名簿の公表方法 
https://www.twcpe.ac.jp/public/pdf/twcpe_officer202004.pdf 

 

 

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 
元多摩大学 経営情報学

部 教授  

令和元年 5月 29 日 

   ～ 

令和５年 5月 28 日 
法人の運営 

非常勤 

元（株）三菱化学ポリエ

ステルフィルムインド

ネシア代表取締役社長  

令和元年 5月 29 日 

   ～ 

令和５年 5月 28 日 
法人の運営 

非常勤 
公益財団法人日本バス

ケットボール協会会長  

令和元年 5月 29 日 

   ～ 

令和５年 5月 28 日 
法人の運営 

非常勤 
明星大学教育学部長  

・教授  

令和元年 5月 29 日 

   ～ 

令和５年 5月 28 日 
法人の運営 

（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 東京女子体育短期大学 

設置者名 学校法人 藤村学園 

 

 

○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） 

授業計画（シラバス）は Web システム｢UNIVERSAL PASSPORT｣に

より授業開始前年度の１２月より全授業科目担当者に作成を依頼してい

る。シラバスには授業概要、授業方法・形態、授業の到達目標(DP で目指

す資質・能力)、授業計画、成績評価の方法、教科書・参考書、事前・事後

学習及び学習時間（予習・復習）、実務経験における授業内容との関連性、

備考欄で構成されている。シラバス部会による第三者の点検を経た上で、

当該履修登録の開始前に公表している。 

また、学期の開始日から 1 週間を「授業ガイダンス期間」とし、授業科

目ごとの授業内容、教授内容を具体的に解説した「年間授業計画」を学生

に周知し、授業科目担当者はガイダンスを行っている。 

シラバスはホームページより、UNIVERSAL PASSPORT で閲覧するこ

とができる。 

授業計画書の公表方法 https://www.twcpe.ac.jp/students/index.html 

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） 

学修成果については、各科目で１４回の授業における提出物や小テスト

など、平素の学修状況及び、実技試験を含む定期試験を実施するなどして、

総合的に判断している。 

出席については、科目毎に出欠席状況を把握するとともに、欠席者には、

健康上の理由などの私的な事情による「欠課届」と忌引きや大会出場など

の特別な事情による「特別欠課届」を提出させ、出欠席の管理を厳格に行

っている。特に、特別欠課で定期試験等を受験できなかった者には、追試

験を受験できるよう配慮している。また、不合格となった者は、次年度以

降に再履修することができる。 

ただし 1 年間の履修登録の上限は原則 46 単位までとなっており、計画的

な履修が必要である。成績の評価基準としては「秀・優・良・可・不可」で

評価し、「可」以上を合格としている。 



  

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） 

 GPA 制度は学生の学修意欲を高めるとともに、適切な修学指導に資すること

を目的として、当該学期における学修状況及び成果を指標とする学期 GPA と在学

中における全期間の学修状況及び成果を指標とする累積 GPA の 2 種類を用いて

いる。GPA の対象科目は成績評価基準によって認定される全ての科目を対象と

し、成績評価（秀･優･良･可･不可）に対し段階ごとに（４･３･２･１･０）ポイント

を付与し算出している。算出方法については学生配付の「履修ナビ」（授業支援ガ

イド）やホームページに掲載している。 

また、成績評価の不振な学生や長期欠席学生の把握とともに迅速な指導の基準

とし、成績優秀者の表彰基準や奨学生の選考基準の目安にも利用している。現在、

年度初めに卒業要件修得単位数の少ない学生や、6 月には長欠者や GPA の低い学

生に修学指導を行っている。今後は GPA の分布状況等を公表し、支援対象者の学

修指導を実施する。 

GPA の算出方法 

① 学期 GPAの計算式 

（当該学期の「秀」の単位数×４＋「優」の単位数×３＋「良」の単位数×２＋ 

「可」の単位数×1） / 当該学期の総履修登録単位数（「不可」「対象外」の 

単位数を含む） 

② 累積 GPAの計算式 

（前期間の「秀」の単位数×４＋「優」の単位数×３＋「良」の単位数×２＋ 

「可」の単位数×1） / 前期間の総履修登録単位数（「不可」「対象外」の 

単位数を含む） 

客観的な指標の 

算出方法の公表方法 
https://www.twcpe.ac.jp/students/pdf/guidance/gu

idance_26.pdf 

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・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）を策定し、ホームペー

ジ、大学案内及び「履修ナビ」（授業支援ガイド）等に掲載し、広く公表して学生

の学修成果の目標としている。 

保健体育学科は最低修得単位 62 単位を修得し、本学の建学の精神に基づき豊か

な社会性と人間性を支える広い教養を身に付け、保健体育の内容を理解し実践で

きる指導者としての資質を深め、社会の発展に貢献できる能力等を身に付けた者

に卒業を認定している。 

児童教育学科は最低修得単位 65 単位を修得し、教養教育と保育・幼児教育・児

童教育に関する専門教育によって、「動きづくり」「音づくり」「ものづくり」の視

野から、指導者としての資質への理解を深め、多様化する現代社会における教育

問題及び社会問題を理解し、探究心と誠実に立ち向かう対応能力のある者に卒業

を認定している。 

卒業要件を満たした者に対し 2 月下旬の卒業認定会議で審議され、卒業認定さ

れた者は掲示で告知している。卒業認定会議で認定されなかった者は、追加認定

を 3 月の教授会で審議し、最終認定となり短期大学士を授与する。 

卒業の認定に関する 

方針の公表方法 
https://www.twcpe.ac.jp/about/education.html#depo1 

 



  

 

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 東京女子体育短期大学 

設置者名 学校法人 藤村学園 

 

 

１．財務諸表等 
財務諸表等 公表方法 

貸借対照表 https://www.twcpe.ac.jp/public/accounts.html 

収支計算書又は損益計算書 https://www.twcpe.ac.jp/public/accounts.html 

財産目録 https://www.twcpe.ac.jp/public/accounts.html 

事業報告書 https://www.twcpe.ac.jp/public/report.html 

監事による監査報告（書） https://www.twcpe.ac.jp/public/accounts.html 
 

 

２．事業計画（任意記載事項） 

単年度計画（名称：事業計画          対象年度：令和２年度     ） 

中長期計画（名称：              対象年度：     ） 

公表方法：https://www.twcpe.ac.jp/public/plan.html 

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.twcpe.ac.jp/public/selfcheck.html#gsc.tab=0 

 

 

（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 学部等名 短期大学 保健体育学科 児童教育学科 

教育研究上の目的（公表方法：https://www.twcpe.ac.jp/about/education.html  

https://www.twcpe.ac.jp/public/pdf/2020-governance%20code.pdf ）          

（概要） 

〇HP 本学園教育の目指すもの 

本学園は、藤村トヨの建学の精神を基柢に据えて、新たな「知」の創造と活用を通じ

て、社会や人類の発展に貢献する人材を育成する大学を目指しています。 

高度なスポーツ科学や健康科学に関する研究を進め、その理論に裏づけられた実践教育を

広く展開することによって、責任を果たしています。 

この考えに基づき、教員養成機関として、これまでの成果を検証しつつ、社会の要請に応

え、教育の情熱とより高度な専門知識・技能を保有する実践的な指導者を育成していきま

す。 

また、生涯学習社会の到来を踏まえ、地域社会と共存し、スポーツの楽しさ、健康の大切

さを伝えながら文化の振興に寄与する人材の養成にも力を注いでいきます。 

文化としてのスポーツを社会に浸透させ、心豊かな人間社会に貢献する人材の育成が本学

園の教育目的です。 

大学教育が直面する課題を踏まえ、全人教育を大切にし、セミナー、サークル活動、社会

奉仕活動などの全学的な展開を通して、次代を担う人材を育成するため、教員と学生が同

じ基盤に立ち、教育内容の一層の充実強化を図ることを目指します。 

〇ガバナンスコード（１）建学の精神・理念に基づく教育目的等  

① 大学体育学部体育学科と短期大学保健体育学科の教育・研究目的 大学体育学部体育

学科と短期大学保健体育学科の教育・研究の目的は、次の人材を養成することで 

す。 

  ア 教養教育と体育学に関する専門教育によって、体育・スポーツ及び保健 の視野 

から人間の一生における成長過程を幅広く捉えることのできる 「理論的な知」 

と「実践的な知」を有すること。  

イ 体育の本質と理想を追求するとともに、その担い手である指導者の資質への 

理解を深めること。 

 ウ 多様化する現代社会における教育問題及び社会問題を理解し、それを解き明かす 

探究心と、誠実に立ち向かう対応能力があること。  

② 短期大学児童教育学科の教育・研究目的 短期大学児童教育学科の教育・研究の目的

は、次の人材を養成することで す。 

 ア 教養教育と児童教育・保育に関する専門教育によって、「動きづくり」 「音づく 

り」「ものづくり」の視野から子どもの成長過程を幅広くとらえ、子どもの感性 

を豊かに育てることのできる「理論的な知」と「実践的な知」 を有すること。 

 イ 児童教育の本質と理想を追求するとともに、その担い手である指導者 の資質への 

理解を深めること。 

 ウ 多様化する現代社会における教育問題及び社会問題を理解し、それを解き明かす 

探究心と、誠実に立ち向かう対応能力があること。 

 

 



  

卒業の認定に関する方針（公表方法：
https://www.twcpe.ac.jp/about/education.html ）                      

（概要） 

 ≪保健体育学科≫ 

教育目標をかかげ、2年間の学修を通して、教育課程を修了して所定の単位数を修得し、以

下に定める能力を身につけた学生に対して、「短期大学士(保健体育)」の学位を授与しま

す。 

〔人間形成・知識・技能・理解力・指導力〕 

1.豊かな社会性と人間性を支える広い教養を身につけている。 

2・保健体育の内容を理解し実践できる能力を有している。 

3・専門分野にとどまらず、様々な領域に柔軟に対応し、指導できる力を有している。 

〔実践的に必要な思考力・判断力・表現力〕 

4.自ら設定した課題について、専門領域から分析・考察することができる。 

5.多様な人々の意見を聴き、理解した上で自分の考えを表現し、的確に伝えることができ

る。 

〔社会との関わり・関心・意欲〕 

6.社会の変化に伴う諸問題を理解し、探究心を持って積極的に解決することができる。 

7.体育・スポーツの知を生かし、社会の発展に貢献できる。 

 

≪児童教育学科≫ 

教育目標をかかげ、2年間の学修を通して、教育課程を修了して所定の単位数を修得し、以

下に定める能力を身につけた学生に対して、「短期大学士(児童教育)」の学位を授与しま

す。 

〔人間形成・知識・技能・理解力・指導力〕 

1.豊かな社会性と人間性を支える広い教養を身につけている。 

2.「動きづくり」「音づくり」「ものづくり」の視点から子どもの成長過程を幅広くとら

えることができる。 

3.専門分野にとどまらず、様々な領域に柔軟に対応し、指導できる力を有している。 

〔実践的に必要な思考力・判断力・表現力〕 

4.自ら設定した課題について、専門領域から分析・考察することができる。 

5.多様な人々の意見を聴き、理解した上で自分の考えを表現し、的確に伝えることができ

る。 

〔社会との関わり・関心・意欲〕 

6.社会の変化に伴う諸問題を理解し、探究心を持って積極的に解決することができる。 

7.保育・幼児教育および児童教育の知を生かし、社会の発展に貢献できる。 

教育課程の編成及び実施に関する方針（公表方法：

https://www.twcpe.ac.jp/about/education.html ）              ） 

（概要） 

 （概要）[カリキュラムの編成と教育内容] 

≪保健体育学科≫ 

2 年間の学修を通して教育目標を達成するための、教養科目、基礎科目および体育の専門

科目で編成します。 

それぞれの教育内容は次のとおりです。 

○教養科目 

基礎科目・専門科目 

○教養科目 

・スポーツを基盤とした専門の基礎理論と基礎実技を学び、実践力を養います。 

・専門科目を選択することにより体育・スポーツの理論と実技の両面から専門的に学びま

す。 

[教育方法] 

講義、演習、実技、実習等を複合的に行います。また、学生同士が教え合い相互に学び合



  

う協同学習を授業形態に取り入れています。 

[学修成果の評価方法] 

科目ごとに、シラバス（授業計画書）に明示した評価の方法により、試験（筆記、実技等）、

レポート等で行います。 

≪児童教育学科≫ 

2 年間の学修を通して教育目標を達成するために、教養科目、保育・幼児教育・児童教育に

関する科目および教職に関する専門科目でカリキュラムを編成します。 

それぞれの教育内容は次のとおりです。 

○教養科目 

本学の基本理念および歴史と伝統、国語、外国語等豊かな教養の基盤を養います。 

○基礎科目・専門科目 

音楽、図画工作、教育原理、発達心理学等、保育・幼児教育および児童教育の基礎理論と

基礎実習により実践力を養います。 

・幼小コース：幼稚園教諭および小学校教諭の資格取得に必要な教科と実習 

・幼保コース：幼稚園教諭および保育士の資格取得に必要な教科と実習 

[教育方法] 

「動きづくり」「音づくり」「ものづくり」を重視した教育を展開するために、講義、演

習、実技、実習等を複合的に行います。さらに保育実習・教育実習や卒業公演である『創

作オペレッタ』等を通してその能力を磨きあげます。 

[学修成果の評価方法] 

科目ごとに、シラバス（授業計画書）に明示した評価の方法により、試験（筆記、実技等）、

レポート等で行います。 

入学者の受入れに関する方針（公表方法：
https://www.twcpe.ac.jp/about/education.html）                   

（概要） 

  ≪保健体育学科≫ 

本学は、多様な入学試験により、入学者に求める力を多面的・多角的に評価し、総合的に

判定します。  

受け入れる学生には、以下のいずれかの能力を求めます。 

1.入学後の修学に必要な基礎学力としての知識や実技能力を有している。 

－高等学校での履修内容を理解し高等学校卒業相当の知識を有している。 

－保健体育に関して、修学に必要な実技能力を有している。  

2.物事を多面的かつ多角的に観察し、論理的に考察することができる。 

3.自分の考えをまとめて的確に表現することができる。 

4.保健体育およびスポーツに関わる諸問題に深い関心を持ち、社会に積極的に貢献する意

欲がある。 

5.積極的に多様な人々とのコミュニケーションを図り相互理解に努めようとする態度を有

している。 

上記の能力は以下の試験で測ります。また求める人物像に応じて、各種試験ごとに出願書

類、面接、学科試験等を用いて評価します。 

■総合型選抜 

建学の精神に基づき、本学の教育内容に高い関心とコミュニケーション能力を有し、入学

後も意欲的に保健体育・スポーツ分野に研鑽を重ね、将来社会で活躍が期待できる者を求

めます。 

■学校推薦型選抜 

公募推薦 

本学の教育内容に高い関心を持ち、高校時代の成績が優秀で、体育・スポーツ分野に明確

な目的意識をもっている者を求めます。  

スポーツ推薦 

本学の教育内容に高い関心を持ち、優れた競技力を有し進学後もその技能に磨きをかけ体

育・スポーツの分野で活躍できる資質を有している者を求めます。 



  

指定校推薦 

本学が指定する高等学校における高等学校長が推薦する生徒で、本学の教育内容に高い関

心を持ち、体育・スポーツ分野に明確な目的意識を持っている者を求めます。 

■一般選抜 

本学の教育内容に高い関心を持ち、学業に優れ、体育・スポーツに関する能力を有する者

を求めます。 

≪児童教育学科≫ 

本学は、多様な入学試験により、入学者に求める力を多面的・多角的に評価し、総合的に

判定します。 

受け入れる学生には、以下のいずれかの能力を求めます。 

1.入学後の修学に必要な基礎学力としての知識や実技能力を有している。 

－高等学校での履修内容を理解し高等学校卒業相当の知識を有している。 

－音楽、図画工作、体育に関して、修学に必要な実技能力を有している。  

2.物事を多面的かつ多角的に観察し、論理的に考察することができる。 

3.自分の考えをまとめて的確に表現することができる。 

4.“スポーツを愛し、子どもを愛せる人”で、保育・幼児教育および児童教育に関わる諸

問題に深い関心を持ち、社会に積極的に貢献する意欲がある。 

5.積極的に多様な人々とのコミュニケーションを図り相互理解に努めようとする態度を有

している。 

上記の能力は以下の試験で測ります。また求める人物像に応じて、各種試験ごとに出願書

類、面接、学科試験等を用いて評価します。 

■総合型選抜 

建学の精神に基づき、本学の教育内容に高い関心とコミュニケーション能力を有し、入学

後も意欲的に身体教育を中心とした保育・幼児教育および児童教育の分野に研鑽を重ね、

将来社会で活躍が期待できる者を求めます。 

■学校推薦型選抜 

公募推薦 

本学の教育内容に高い関心を持ち、高校時代の成績が優秀で、身体教育を中心とした保育・

幼児教育および児童教育の分野に明確な目的意識をもっている者を求めます。 

スポーツ推薦（幼小のみ） 

本学の教育内容に高い関心を持ち、優れた競技力を有し進学後もその技能に磨きをかけス

ポーツの分野で活躍できる資質を有しており、将来、保育・幼児教育および児童教育の分

野で活躍が期待できる者を求めます。 

指定校推薦 

本学が指定する高等学校における高等学校長が推薦する生徒で、本学の教育内容に高い関

心を持ち、身体教育を中心とした、保育・幼児教育および児童教育の分野に明確な目的意

識を持っている者を求めます。 

■一般選抜 

本学の保育・幼児教育および児童教育に高い関心を持ち、学業に優れた者を求めます。 

 

 

②教育研究上の基本組織に関すること 
公表方法：https://www.twcpe.ac.jp/about/education.html  

学園組織図及び情報公開上の事業計画資料（法人委員会及び教学委員会組織連関図） 

 

  



  

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 － 人 

保健体育学科 － 3人 2人 1人 0人 0人 6人 

児童教育学科 － 7人 6人 3人 0人 0人 16人 

b.教員数（兼務者） 

学長・副学長 学長・副学長以外の教員 計 

 

1人 62人 63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://gyoseki-twcpe.jp/twehp/KgApp 

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） 

ＦＤ委員会を中心にＦＤ研修の実施、学生による授業評価の活用等により、教員の教育意識や指導技術

を高め、授業内容の改善・充実を図っている。 

 

 

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 

短期大学・保健

体育学科 50人 24人 48.0％ 100人 68人 68.0％ ― ― 

短期大学・児童

教育学科 110 人 64人 58.2％ 220人 140人 63.6％ ― ― 

合計 160 人 88人 55.0％ 320人 208人 65.0％ 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 

保健体育学科 
32人 

（100％） 

4人 

（  12.5％） 

21人 

（  65.6％） 

7人 

（  21.9％） 

児童教育学科 
68人 

（100％） 

11人 

（  16.2％） 

50人 

（  73.5％） 

7人 

（  10.3％） 

合計 
100人 

（100％） 

15人 

（  15％） 

71人 

（  71％） 

14人 

（  14％） 

（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） 

授業計画（シラバス）は、科目ごとに授業概要、授業方法・形態、授業の到達目標(DP で目指

す資質・能力)、授業計画、成績評価の方法、教科書・参考書、事前・事後学習及び学習時間

（予習・復習）、実務経験における授業内容との関連性等を記載し、全授業科目において作成

している。前期・後期セメスター制で、学期の開始日から 1週間を「授業ガイダンス期間」と

し、授業科目ごとの授業内容、教授内容を具体的に解説した「年間授業計画」を作成し学生に

周知している。 

 

 

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） 

 学修の成果は平素の学修及び出席状況等を総合的に判断し、成績評価基準により｢秀・優 

・良・可・不可」で評価される。 

最低修得単位を修得し、本学の建学の精神に沿って、教養教育と専門教育によって、 

｢理論的な知」と｢実践的な知｣を有し、指導者としての資質を深め、多様化する現代社会 

における教育問題及び社会問題にも誠実に立ち向かう対応能力のある者に卒業を認めて 

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） 

 
保健体育学科 62単位 有・無 単位 

児童教育学科 65単位 有・無 単位 

 
 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：https://www.twcpe.ac.jp/public/pdf/report/report_R01_03.pdf 

 

  



  

 

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） 

 

保健体育 680,000円 230,000円 320,000円 
施設設備費 270,000円 

実験実習料 50,000円 

児童教育 720,000円 230,000円 330,000円 
施設設備費 270,000円 

実験実習料 60,000円 

 
 円 円 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）本学独自の奨学金制度により、学業及びスポーツ優秀者に対する修学支援金や、修

学を継続するために経済的援助を必要とする者には、学費を援助する奨学金を給付してい

る。長欠者や成績不振な学生には、ゼミ、グループ担任等が個人面談等を行い指導するとと

もに、オフィスアワーや学力保障期間を利用して、授業担当者からの修学支援を行ってい

る。 

b.進路選択に係る支援に関する取組 

（概要） 

  本学では、１学年前期の必須科目として「キャリアデザイン」の授業を設定し、また

「インターンシップ」の授業（選択）も実施し、進路選択における基礎的知識を身につけ

るようにカリキュラムを組んでいる。 

 さらに学年毎にガイダンス等を通じ、必要な情報を提供すると共に、キャリア支援課にお

いて、キャリアコンサルタントによる、個別進路相談の場を設けている。 

 最終的に進路の方向性が決まり就職試験、採用試験に向けた「就職対策講座」を基礎コー

スから直前コースに分けて段階的に実施し希望する進路に進めるよう支援を行っている。 

 また、教員希望の学生を対象とした「教職ラーニングステーション」を開設や「教師力養

成講座」「教養対策講座」「教員試験対策講座」などを実施し、支援を行っている。 

c.学生の心身の健康等に係る支援に関する取組 

（概要） 

  本学では、学校保健安全法に基づく健康診断、応急処置、医事・リハビリ相談、メンタ

ル相談を健康管理センターが行っており、リハビリ相談は理学療法士が、メンタル相談は

臨床心理士が対応している。 

学生は、オフィスアワー等で担当教員と相談できるほか、学生課・健康管理センターにい

つでも相談できることを、キャンパスガイド（学生便覧）やユニバーサルパスポート（学

生ポータルサイト）、HP等で周知している。また、外部相談窓口として、健康相談、メン

タルヘルスカウンセリング、ハラスメント相談に電話・メールで相談できる体制を整えて

いる。 

本学は、個人情報保護の重要性を認識し、適切な取扱いのもと、学生の心身の健康に係

る支援の充実を図っている。 

なお、授業中やクラブ活動中に発生した傷害を対象とする「学生教育研究災害傷害保険

(学研災)」、学生が他人にケガをさせたり、他人の財物を破損したことによって被る損害

賠償保険として「学研災付帯賠償責任保険(付帯賠償)に全員加入している。 

 

 

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：https://gyoseki-twcpe.jp/twehp/KgApp 



  

 

（別紙） 
 
※この別紙は、更新確認申請の場合に提出すること。 
 
※以下に掲げる人数を記載すべき全ての欄について、該当する人数が 1人以上 10人以下の

場合には、当該欄に「－」を記載すること。該当する人数が 0 人の場合には、「0 人」と

記載すること。 
 

学校名 東京女子体育短期大学 

設置者名 学校法人 藤村学園 

 

 

１．前年度の授業料等減免対象者及び給付奨学生の数 

 
 

 前半期 後半期 年間 

支援対象者（家計急変

による者を除く） 
人 人 人 

内 

訳 

第Ⅰ区分 人 人  

第Ⅱ区分 人 人  

第Ⅲ区分 人 人  

家計急変による 

支援対象者（年間） 
  人 

合計（年間）   人 

（備考） 

 

 

 

※本表において、第Ⅰ区分、第Ⅱ区分、第Ⅲ区分とは、それぞれ大学等における修学

の支援に関する法律施行令（令和元年政令第４９号）第２条第１項第１号、第２号、

第３号に掲げる区分をいう。 

※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。 

 

 

２．前年度に授業料等減免対象者としての認定の取消しを受けた者及び給付奨

学生認定の取消しを受けた者の数 

 

（１）偽りその他不正の手段により授業料等減免又は学資支給金の支給を受け

たことにより認定の取消しを受けた者の数 

 

年間 人 

 

（２）適格認定における学業成績の判定の結果、学業成績が廃止の区分に該当し



  

たことにより認定の取消しを受けた者の数 
 

 

 

右以外の大学等 

短期大学（修業年限が２年のものに

限り、認定専攻科を含む。）、高等

専門学校（認定専攻科を含む。）及

び専門学校（修業年限が２年以下の

ものに限る。） 

年間 前半期 後半期 

修業年限で卒業又は修了 

できないことが確定 
人 人 人 

修得単位数が標準単位数

の５割以下 
（単位制によらない専門学校に

あっては、履修科目の単位時間

数が標準時間数の５割以下） 

人 人 人 

出席率が５割以下その他 

学修意欲が著しく低い状況 
人 人 人 

「警告」の区分に 

連続して該当 
人 人 人 

計 人 人 人 

（備考） 

 

 

 

※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。 

 

上記の（２）のうち、学業成績が著しく不良であると認められる者であって、

当該学業成績が著しく不良であることについて災害、傷病その他やむを得な

い事由があると認められず、遡って認定の効力を失った者の数 

右以外の大学等 
短期大学（修業年限が２年のものに限り、認定専攻科を

含む。）、高等専門学校（認定専攻科を含む。）及び専

門学校（修業年限が２年以下のものに限る。） 

年間 人 前半期 人 後半期 人 

 

（３）退学又は停学（期間の定めのないもの又は３月以上の期間のものに限る。）

の処分を受けたことにより認定の取消しを受けた者の数 

 
 

退学 人 

３月以上の停学 人 

年間計 人 



  

（備考） 

 

 

 

※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。 

 

３．前年度に授業料等減免対象者としての認定の効力の停止を受けた者及び給

付奨学生認定の効力の停止を受けた者の数 

 

停学（３月未満の期間のものに限る。）又は訓告の処分を受けたことにより

認定の効力の停止を受けた者の数 
 

３月未満の停学 人 

訓告 人 

年間計 人 

（備考） 

 

 

 

※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。 

 

４．適格認定における学業成績の判定の結果、警告を受けた者の数 
 

 

 

右以外の大学

等 

短期大学（修業年限が２年のもの

に限り、認定専攻科を含む。）、

高等専門学校（認定専攻科を含

む。）及び専門学校（修業年限が

２年以下のものに限る。） 

年間 前半期 後半期 

修得単位数が標準単位数

の６割以下 
（単位制によらない専門学校に

あっては、履修科目の単位時間

数が標準時間数の６割以下） 

人 人 人 

ＧＰＡ等が下位４分の１ 人 人 人 

出席率が８割以下その他 

学修意欲が低い状況 
人 人 人 

計 人 人 人 

（備考） 

 

※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。 


