四天王寺大学短期大学部学則

第１章

総

則

（名称・設置者）
第 １ 条 本学は四天王寺大学短期大学部と称し、学校法人四天王寺学園がこれを設置す
る。
（目 的）
第 ２ 条 本学は、聖徳太子が四天王寺を創建された精神に基づき、教育基本法および学
校教育法に則り、深く専門の学術を研究教授し、職業または実際生活において必
要とされる能力を授け、もって仏教精神を修得して人々の幸福のために献身し、
豊かな教養とすぐれた知見をもち、我国はもとより国際社会に貢献しうる有為の
人材を育成することを目的とする。
（教育研究上の目的の公表等）
第 ２ 条の２ 本学は、学科または専攻ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研
究上の目的を次の通り定める。
（１）保育科は、聖徳太子の仏教精神をもとにした仏教保育の理念と方法を体得し、
人間性豊かで慈愛に満ち、受容性と共感性に富む、保育実践力及び社会援助技
術の基本を身につけた保育者養成を目的とする。
（２）生活ナビゲーション学科は、建学の精神である聖徳太子の仏教精神とそれに
基づく学園訓の見地より、誠実・礼儀・健康を心に留め、自己と他者が調和し
共に社会貢献する人格形成に努め、幅広い教養を身につけることを教育研究上
の目的とする。それを具現化するため、自らのキャリアデザインを描き、社会
経済状況の動向に関心を持ち、必要な専門的知識や技術を修得することを目的
とする。
（３）生活ナビゲーション学科ライフデザイン専攻は、建学の精神に基づき、和の
精神を持つ、豊かな人格形成・修養に努め、生活全般からビジネスにいたるま
での幅広い教養と実務的な専門性を備えた社会に貢献できる人材の養成を目的
とする。
（４）生活ナビゲーション学科ライフケア専攻は、建学の精神である聖徳太子の仏
教精神とそれに基づく学園訓の見地より、誠実・礼儀・健康を心に留め、自己
と他者が調和し共に社会貢献する人格形成に努め、幅広い教養を身につけるこ
とを教育研究上の目的とする。それを具現化するため、主体性・協調性・倫理
性を基礎に、介護実践に必要な専門的知識と技術を修得することを目的とする。
（自己点検・評価）
第 ３ 条 前条の目的および使命を達成するため、本学における教育研究活動等の状況に
ついて、本学において自ら不断に点検および評価を行い、その教育研究水準の向
上を図るものとする。
２ 前項の自己点検・評価を行う組織・項目など、実施に必要な体制については別
に定める。
（所在地）
第 ４ 条 本学は大阪府羽曳野市学園前３丁目２番１号に置く。
第２章 学科組織、学生定員および修業年限
（学科、専攻）
第 ５ 条 本学に保育科・生活ナビゲーション学科の２学科を置き、生活ナビゲーション
学科にライフデザイン専攻およびライフケア専攻の２専攻を置く。

（学生定員）
第 ６ 条 入学定員および収容定員は次の通りとする。
学科専攻
入学定員
収容定員
保 育 科
１００人
２００人
生活ナビゲーション学科
ライフデザイン専攻
１００人
２００人
ライフケア専攻
４０人
８０人
総
数
２４０人
４８０人
（修業年限）
第 ７ 条 本学の修業年限は２年とする。
２ 在学年限は４年を超えることはできない。
第３章

学年、学期、授業日数および休業日

（学
第 ８
（学
第 ９

年）
条 学年は毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終る。
期）
条 学年を分けて、次の２学期とする。
夏学期 ４月１日から９月１９日まで。
冬学期 ９月２０日から翌年３月３１日まで。
２ 必要がある場合は前項の期間を変更させることができる。
（セメスター）
第１０条 夏学期ならびに冬学期のそれぞれの学期を１セメスターとする。
（授業日数）
第１１条 １年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、３５週にわたることを
原則とする。
２ 各学期の授業日数は１５週にわたることを原則とする。
３ 教育上必要があり、かつ、十分な教育効果をあげることができると認められる
場合は、この限りでない。
（休業日）
第１２条 休業日は原則として次の通りとする。
（１）日曜日
（２）国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日
（３）本学園の創立記念日 ２月２２日
（４）夏期休業日 ８月５日から８月３１日まで
（５）冬期休業日 １２月２７日から１月７日まで
（６）春期休業日 ３月２５日から４月１日まで
２ 必要がある場合は前項の休業日を変更し、または臨時に休業日を定めることが
できる。
第４章

授業科目および単位

（授業科目）
第１３条 授業科目は、その内容により基礎教育科目、共通教育科目、専門教育科目に区
分し、必修科目および選択科目に分ける。
（授業科目の編成等）
第１４条 授業科目の編成、単位数等は別表第１の通りとする。
第５章

履修方法および課程修了の認定

（卒業の要件）
第１５条 卒業するためには、本学に４セメスター、２年以上在学し、次の各号に定める
単位を含め６２単位以上を修得しなければならない。
保育科、生活ナビゲーション学科
１．基礎教育科目
６単位
２．共通教育科目 １０単位
３．専門教育科目 ４６単位
ただし、生活ナビゲーション学科ライフケア専攻において介護福祉士試験受験
資格を取得する場合は次のとおりとする。
１．基礎教育科目
６単位
２．共通教育科目
４単位
３．専門教育科目 ８２単位
（教員免許状）
第１６条 教育職員免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、前条の規定によるほ
か、教育職員免許法および同法施行規則に定める所定の単位を修得しなければな
らない。
２ 本学の各学科において取得できる教育職員の資格および免許状の種類は、下表
の通りとする。

学科名
保育科

資格および免許状の種類
幼稚園教諭

２種免許状

（その他の資格）
第１７条 本学において厚生労働大臣の指定する科目を履修し、その単位を修得した者は、
社会福祉主事任用資格を得ることができる。
２ 保育科において児童福祉法施行令および同法施行規則第６条の２第１項第３号
の規定により厚生労働大臣の定める修業教科目を履修し、その単位を修得し卒業
した者は、保育士資格を得ることができる。
３ 生活ナビゲーション学科ライフケア専攻において、社会福祉士介護福祉士学校
指定規則（平成２０年文部科学省・厚生労働省令第２号）に定める科目の単位を
修得し、平成２７年４月１日以降に本学を卒業した者は、介護福祉士試験受験資
格を得ることができる。
（単位の計算方法）
第１８条 各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を４５時間の学修を必要とする内容
をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、
授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により計算するものとする。
（１）講義科目および演習科目については、１５時間から３０時間までの範囲で本
学が定める時間の授業をもって１単位とする。
（２）実験、実習および実技については、３０時間から４５時間までの範囲で本学
が定める時間の授業をもって１単位とする。
（３）前各号に規定する授業の方法を併用する場合の単位数は、前各号に規定する
基準を考慮して定める。
（単位の授与）
第１９条 授業科目を履修し、その試験等に合格した者には所定の単位を与える。
２ 試験は履修した授業科目について、筆記、口述、論文等の方法によって行う。
（成績評価基準等の明示等）
第１９条の２ 学生に対して、授業の方法及び内容並びに一年間の授業の計画をあらかじ

め明示するものとする。
学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当っては、客観性及び厳格性を確
保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基
準にしたがって適切に行うものとする。
（試験等の評価）
第２０条 試験等の評価は１００点満点とし、６０点以上を合格とする。
２ 前項の合格の評価は秀、優、良、可の４段階をもって表示する。
３ 単位の修得および試験に関する規程は別に定める。
（他の短期大学または大学における授業科目の履修等）
第２１条 教育上有益と認めるときは、学生が本学の定めるところにより他の短期大学ま
たは大学において履修した授業科目について修得した単位を、３０単位を超えな
い範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
２ 前項の規定は、学生が外国の短期大学または大学に留学する場合に準用する。
（短期大学または大学以外の教育施設等における学修）
第２２条 教育上有益と認めるときは、学生が行う国内の短期大学または高等専門学校の
専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業
科目の履修とみなし、本学の定めるところにより単位を与えることができる。
２ 前項により与えることができる単位数は、第２１条第１項および第２項により
本学において修得したとみなす単位数と合わせて３０単位を超えないものとする。
（入学前の既修得単位等の認定）
第２３条 教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に短期大学または大学に
おいて履修した授業科目について修得した単位を、本学に入学した後の本学にお
ける授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
２ 教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った第２２条第１項
に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、本学の定めるところに
より単位を与えることができる。
３ 第１項および第２項により修得したものとみなし、または与えることのできる
単位数は転学等の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、
第２１条第１項および第２２条第１項により本学において修得したものとみなす
単位数と合わせて３０単位を超えないものとする。
４ 前項の場合において、第２１条第２項により本学において修得したものとみな
す単位数と合わせるときは、４５単位を超えないものとする。
（卒 業）
第２４条 本学に４セメスター、２年以上在学し、本学則に定める授業科目および単位数
を修得した者については、教授会の議を経て学長が卒業を認定する。
２ 前条により卒業の認定を受けた者には、短期大学士の学位を授与する。
２

第６章 入学、休学、退学、除籍等
（入学時期）
第２５条 入学の時期は、夏学期・冬学期の始めとする。
（入学資格）
第２６条 本学に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。
（１）高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者
（２）通常の課程による１２年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程に
より、これに相当する学校教育を修了した者を含む）
（３）外国において学校教育における１２年の課程を修了した者、またはこれに準
ずる者で文部科学大臣の指定した者
（４）文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在

外教育施設の当該課程を修了した者
（５）文部科学大臣の指定した者
（６）文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験の合格者（大学入学資格検定
合格者を含む）
（７）その他相当の年令に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると
本学が認めた者
（入学志願）
第２７条 入学志願者は本学所定の入学願書に入学検定料および別に定める書類を添えて、
指定の期日までに提出しなければならない。
（選 考）
第２８条 入学志願者については学科試験、面接等の方法により選考を行い、合格者を決
定する。
（入学手続）
第２９条 前条の合格者は指定の期日までに本学所定の誓約書、保証書を提出するととも
に入学金および授業料等の一部を納入しなければならない。
２ 学長は第１項の入学手続を完了した者に対し、入学を許可する。
（保証人）
第３０条 保証人は保護者またはこれに準ずる者であって、当該学生を保護監督し、授業
料等の支払いその他本人にかかる一切の事項について身元保証の責を負う。
（異動手続）
第３１条 本人、保証人に転居、改名等の異動があったときには、直ちにその旨を届出な
ければならない。
２ 保証人が死亡その他の事由でその責を果し得なくなったときには新たに保証人
を定めなければならない。
（休 学）
第３２条 病気その他やむを得ない事情のため、引続き６週以上にわたり修学することが
できない者は、その事由を付して休学を願い出ることができる。ただし、病気の
場合は医師の診断書を添付しなければならない。
２ 病気等のため修学することが適当でないと認められた者については、学長は休
学を命ずることがある。
３ 休学した者はその学期の試験を受けることはできない。
（休学の期間）
第３３条 休学期間は休学を許可された日から当該学期末までとする。ただし、引続き休
学を希望する者は、当該学期の定められた期日までに前条第１項の手続きを経れ
ば、翌学期末まで休学することができる。
２ 休学の期間は連続して２年を超えることはできない。
３ 休学期間は通算して２年を限度とする。
４ 休学期間は在学年数に算入しない。
（復 学）
第３４条 休学の事由が消滅したときは、学長に復学を願い出ることができる。ただし、
病気回復による復学の場合は医師の診断書を添付しなければならない。
２ 復学の時期は学期の始めとし、すでに許可された休学期間内の学期途中での復
学は認められない。
３ 復学の手続きは休学を願い出た学期内の定められた期日までに完了していなけ
ればならない。
（退 学）
第３５条 退学しようとする者は、その事由を付して学長に退学を願い出てその許可を得
なければならない。

（再入学等）
第３６条 一旦退学した者が２年以内に再入学を申し出た場合は、在学中の成績等を審査
のうえ、これを許可することがある。
２ 授業料等滞納による除籍者が２年以内に再入学を申し出た場合も、在学中の成
績等を審査のうえ、これを許可することがある。
３ 第２項に定める除籍者については、別に定めるところにより審査のうえ、復籍
を許可することがある。
（転 学）
第３７条 本学から他の短期大学に転学しようとする者は、その事由を付して学長に願い
出て、許可を得なければならない。
（転 科）
第３８条 学内における転科（専攻を含む）は認めない。
（留 学）
第３９条 留学は、本人の教育上有益と認められる範囲で本学がこれを認め、その許可を
得た場合は、これを行うことができる。
２ 前項に定める留学を行おうとする者は、その事由を付して学長に願い出なけれ
ばならない
（留学期間）
第４０条 前条による留学の期間は別に定める。
（除 籍）
第４１条 次の各号の一に該当する者は除籍する。
（１）授業料等の納入を怠り、督促を受けてもなお納入しない者
（２）第７条第２項に定める在学年限を超えた者
（３）第３３条に定める休学期間を超えて、なお復学できない者
（４）長期間にわたり所在不明の者
（外国人留学生）
第４２条 外国籍を持つ者で留学のため本学に入学を志願する者は、別に定めるところに
より選考のうえ、外国人留学生として入学を許可することがある。
２ 外国人留学生については、本学則の学生に関する規定を準用する。
第７章 入学検定料、入学金、授業料等
（諸納付金）
第４３条 本学の入学検定料、入学金および授業料等（授業料、運営維持費、施設拡充費
をいう）の額は別表第２の通りとする。
２ 前項の諸納付金の納入に関する規程は別に定める。
（納入期日）
第４４条 授業料等は毎年これを夏学期および冬学期の２回に分けて次の期日までに納入
しなければならない。
夏学期 ４月１日
冬学期 １０月１日
（休学中の授業料等）
第４５条 授業料は１学期を通して休学した者に対しては、その半額を徴収する。
２ 退学する者または退学もしくは停学を命じられた者も、その学期の授業料等全
額を納入しなければならない。
（返 還）
第４６条 既納の入学検定料および入学金は事由の如何にかかわらず返還しない。
２ 既納の授業料等は、入学手続時における授業料等で当該年度の始まる前日の３
月３１日まで（当日が休日に当たるときは休日の前日まで）に入学辞退の申出が

あった場合を除き、事由の如何にかかわらず返還しない。
（奨学金）
第４７条 学業、人物ともに優秀で入学後特別の事由によって授業料等の納入が困難にな
った者に対しては、選考のうえ奨学金を給付することがある。
第８章 職員組織
（職 員）
第４８条 本学に名誉学長、学長、教育職員（教授、准教授、講師）
、事務職員およびその
他必要な職員を置く。
２ 本学に副学長を置くことができる。
（職 務）
第４９条 職員の職務は、次の通りとする。
（１）名誉学長は、本学の象徴であって、学長の要請に基づき本学の宗教的儀礼を
行う。
（２）学長は、校務を掌り、所属職員を統督する。
（３）副学長は、学長を補佐し、命を受けて校務を掌り、学長が職務に支障あると
きは、これを代行する。
（４）教育職員は、学長の命に従い教育、研究その他校務に従事するとともに学生
の指導にあたる。
（５）事務職員およびその他の職員は、学長の命に従い、校務を管理、処理すると
ともに、教育職員と協力して学生の指導にあたる。
第９章 教授会
（構 成）
第５０条 本学に教授会を置く。
２ 教授会は専任の教授、准教授および講師をもって組織する。
３ 理事、事務局長、および学長の指名する者は必要に応じ教授会に出席する。
（開 催）
第５１条 教授会は学長がこれを招集し、その議長となる。
（役 割）
第５２条 教授会は本学の建学の精神に則り、学長が次に掲げる事項について決定を行う
に当たり意見を述べるものとする。
（１）学生の入学、卒業および課程の修了
（２）学位の授与
（３）同条第１号および第２号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項
で、教授会の意見を聴くことが必要なもの
ア 教育課程に関する事項
イ 教員の資格審査等に関する事項
ウ 学生の厚生補導ならびに学生の賞罰に関する事項
２ 教授会は、前項に規定するもののほか、学長が掌る教育研究に関する事項、な
らびにその他学長の諮問事項について審議し、および学長の求めに応じ、意見を
述べることができる。
（決 定）
第５３条 教授会は、教育研究に関する専門的な観点から意見を述べるものであり、その
結果を十分に考慮した上で、学長が最終決定を行う。
第１０章
（図書館）

付属施設

第５４条 本学に図書館を置き、図書、文献その他研究資料を収集保管して、学生および
職員の閲覧に供する。
（エクステンションセンター）
第５５条 本学にエクステンションセンターを置き、地域社会との交流を図り、在学生、
卒業生および社会人の生涯学習を推進するための業務を行う。
（研究所）
第５６条 本学に仏教文化研究所を置く。
２ 研究所に関する規程は別に定める。
（保健センター）
第５７条 本学に保健センターを置き、学生および職員の健康管理ならびに応急処置を行
う。
第１１章 科目等履修生・学術交流生
（科目等履修生）
第５８条 本学において特定の授業科目につき履修を希望し、その授業科目の単位の修得
を希望する者があるときは、在学生の学修に支障のない場合に限り審査のうえ、
科目等履修生として修学を許可することがある。
（科目等履修の手続）
第５９条 科目等履修を許可された者は指定の期日までに所定の書類を提出するとともに、
別に定める登録料および科目等履修料を納入しなければならない。
（修了試験）
第６０条 科目等履修生は、履修した授業科目の修了試験を受験することができる。
（単位の認定および証書等）
第６１条 科目等履修生が履修した授業科目の修了試験を受験し、これに合格したときに
は、本学の定めるところにより単位の認定を受け、修了証書の授与を受けること
ができる。
２ 科目等履修生としての在籍年数は、正規の課程のおける在籍年数として認定す
ることはできない。
（学術交流生）
第６２条 外国の大学あるいはそれに相当する教育機関に在学中の者、またはこれを卒業
した者で、日本国内の教育機関等において教育を受ける目的、あるいは学術交流
を行う目的をもって入国し、本学においてその目的の達成を希望する者があると
きは、当該外国公館もしくは公共機関等の発行する身分証明書または推薦書のあ
る場合に限り、審査のうえ学術交流生として受け入れることがある。
（学則の準用）
第６３条 科目等履修生に対しては、第２章、第４章ないし、第５章および第７章を除き、
本学則を準用する。
２ 第６２条に定める学術交流生に対しては、第２章、第４章ないし、第５章およ
び第７章を除き、本学則を準用する。
第１２章

公開講座

（公開講座）
第６４条 本学は市民文化の向上その他諸研究教育活動に資するため、必要に応じ公開講
座または講習会を開催することがある。
第１３章

賞

罰

（表 彰）
第６５条 次の各号の一に該当する者は、教授会の議を経てこれを表彰することがある。

（１）学業成績および人物が特に優秀な者
（２）他の学生の模範とすべき篤行のある者
（懲 戒）
第６６条 本学の建学の精神もしくは教育方針に違反し、または学生の本分にもとる行為
があった者は、その軽重に従い、別に定められた規程に則り、審議する。
２ 懲戒は訓告、停学、退学の３種とする。
（退学処分）
第６７条 前条の退学処分は、次の各号の一に該当する者に対して行う。
（１）性行不良で改善の見込みがないと認められる者
（２）学業を怠り成業の見込みがないと認められる者
（３）正当な事由がなく出席が常でない者
（４）本学の建学の精神および学則、諸規程、教育方針もしくは誓約書の記載事項
に反し、又は学生の本分にもとる行為のあった者
（５）訓告または停学にもかかわらず、なお改悛の見込みがないと認められる者
（遵守事項）
第６８条 学生が遵守しなければならない事項は本学則に規定するもののほか、別に定め
る。

附

則
１
２
３
４
５
６
７

本学則は昭和３２年４月１日から施行する。
本学則は昭和４１年４月１日から一部改正し施行する。
本学則は昭和４２年４月１日から一部改正し施行する。
本学則は昭和４３年４月１日から一部改正し施行する。
本学則は昭和４５年４月１日から一部改正し施行する。
本学則は昭和４７年４月１日から一部改正し施行する。
本学則は昭和４９年４月１日から一部改正し施行する。ただし第２１条、および第
３２条の規定は昭和４８年１２月２０日から適用する。
８ 本学則は昭和５０年４月１日から一部改正し施行する。ただし第２１条、第２２条
および第３２条の規定は昭和５０年１月８日から適用する。
９ 本学則は昭和５１年４月１日から一部改正し施行する。ただし第２１条、第２２条
および第３２条の規定は昭和５１年１月８日から適用する。
10 本学則は昭和５２年４月１日から一部改正し施行する。ただし第２１条、第２２条
および第３２条の規定は昭和５２年１月８日から適用する。
11 本学則は昭和５３年４月１日から一部改正し施行する。ただし第２１条、第２２条
および第３２条の規定は昭和５２年１２月１日から適用する。
12 本学則は昭和５４年１２月１０日から一部改正し施行する。旧学則は同日付をもっ
て廃止する。
13 本学則は昭和５５年４月１日から一部改正し施行する。ただし経過措置として次の
とおり定める。
（１）昭和５４年度以前の入学生については、第１３条および別表第１の規定にかかわ
らず、「卒業要件としての修得単位数」および「授業科目の編成、単位数等」の取り
扱いは、なお従前の例による。
（２）昭和５４年度以前の入学生については、第３７条および第３８条の規定にかかわ
らず「授業料等の納入期日」および「休学中の授業料等」の取り扱いは、なお従前
の例による。
14 本学則は昭和５６年４月１日から一部改正し施行する。ただし経過措置として次の
通り定める。

（１）昭和５５年度以前の入学生については、第１３条および別表第１の規定にかかわ
らず、「卒業要件としての修得単位数」および「授業科目の編成、単位数等」の取り
扱いは、なお従前の例による。
（２）昭和５４年度以前の入学生については、第３７条および第３８条の規定にかかわ
らず「授業料等の納入期日」および「休学中の授業料等」の取り扱いは、なお従前
の例による。
15 本学則は昭和５７年４月１日から一部改正し施行する。ただし経過措置として次の
とおりと定める。
（１）昭和５５年度以前の入学生については、第１３条および別表第１の規定にかかわ
らず、「卒業要件としての修得単位数」および「授業科目の編成、単位数等」の取り
扱いは、なお従前の例による。
（２）昭和５４年度以前の入学生については、第３７条および第３８条の規定にかかわ
らず「授業料等の納入期日」および「休学中の授業料等」の取り扱いは、なお従前
の例による。
16 本学則は昭和５８年４月１日から一部改正し施行する。ただし第２２条、第２４条
および第３６条の規定は昭和５８年度入学生に対して昭和５７年１２月１０日から適
用する。
なお、昭和５５年度以前の入学生については、第１３条および別表第１の規定にか
かわらず、「卒業要件としての修得単位数」および「授業科目の編成、単位数等」の取
り扱いは、なお従前の例による。
（２）昭和５４年度以前の入学生については、第３７条および第３８条の規定にかかわ
らず「授業料等の納入期日」および「休学中の授業料等」の取り扱いは、なお従前
の例による。
17 本学則は昭和５９年４月１日から一部改正し施行する。ただし第２２条、第２４条
および第３６条の規定は昭和５９年度入学生に対して昭和５８年１２月１０日から適
用する。
18 本学則は昭和５９年４月１日から一部改正に施行する。ただし、昭和５８年度以前
の入学生には第１３条２項に定める「進級の基準」を適用せず、なお従前の例による。
19 本学則は昭和６０年４月１日から一部改正し施行する。ただし第２２条、第２４条
および第３６条の規定は昭和６０年度入学生に対して昭和５９年１２月１０日から適
用する。
20 本学則は昭和６１年４月１日から一部改正し施行する。ただし第２２条、第２４条
および第３６条の規定は昭和６１年度入学生に対して昭和６０年１１月１３日から適
用する。
21 本学則は昭和６１年４月１日から一部改正し施行する。
ただし第６条に規定する学生定員は、平成１１年度までの間は、次の通りとする。
昭和６１年度
昭和 62 年度～平成 11 年度
平成１２年度
年度
学科
入学定員 総 定 員 入学定員 総 定 員 入学定員 総 定 員
保 健 科
１００
２００
１００
２００
１００
２００
保 育 科
１００
２００
１００
２００
１００
２００
生活科学科
２００
３００
２００
４００
１００
３００
英 語 科
２００
３００
２００
４００
１００
３００
計
６００ １,０００
６００ １,２００
４００ １,０００
22 本学則は昭和６２年４月１日から一部改正し施行する。ただし第２２条、第２４条
および第３６条の規定は昭和６２年度入学生に対して昭和６１年１２月５日から適用
する。
23 本学則は昭和６３年４月１日から一部改正し施行する。ただし第２２条、第２４条

および第３６条の規定は昭和６３年度入学生に対して昭和６２年１１月２８日から適
用する。
24 本学則は平成元年４月１日から一部改正し施行する。ただし第２２条、第２４条お
よび第３６条の規定は平成元年度入学生に対して昭和６３年１１月２９日から適用す
る。
25 本学則は平成２年４月１日から一部改正し施行する。ただし第２２条、第２４条お
よび第３６条の規定は平成２年度入学生に対して平成元年１１月３０日から適用する。
26 本学則は平成３年４月１日から一部改正し施行する。ただし第２２条、第２４条お
よび第３６条の規定は平成３年度入学生に対して平成２年１１月３０日から適用する。
27 本学則は平成４年４月１日から一部改正し施行する。ただし第２２条、第２４条お
よび第３６条の規定は平成４年度入学生に対して平成３年１２月３日から適用する。
28 本学則は平成５年４月１日から一部改正し施行する。ただし平成４年度以前の入学
生については、第１３条乃至第１５条および第１８条の規定にかかわらず「卒業およ
び進級の要件」および「単位の計算方法」の取り扱いは、なお従前の例による。
29 本学則は平成６年４月１日から一部改正し施行する。なお第１５条（卒業の要件）、
第１８条（単位の計算方法）および第４１条（除籍）の規定は平成５年度入学生に対
しては平成５年４月１日に遡って適用する。ただし平成４年度以前の入学生について
は、第１３条乃至第１５条および第１８条の規定にかかわらず「授業科目の編成、単
位数等」、「卒業および進級の要件」および「単位の計算方法」の取り扱いは、なお従
前の例による。
30 本学則は平成７年４月１日から一部改正し施行する。なお第１５条（卒業の要件）、
第１８条（単位の計算方法）および第４１条（除籍）の規定は平成５年度入学生に対
しては平成５年４月１日に遡って適用する。ただし平成４年度以前の入学生について
は、第１３条乃至第１５条および第１８条の規定にかかわらず「授業科目の編成、単
位数等」、「卒業および進級の要件」および「単位の計算方法」の取り扱いは、なお従
前の例による。
31 本学則は平成８年４月１日から一部改正し施行する。なお第１５条（卒業の要件）、
第１８条（単位の計算方法）および第４１条（除籍）の規定は平成５年度入学生に対
しては平成５年４月１日に遡って適用する。ただし平成４年度以前の入学生について
は、第１３条乃至第１５条および第１８条の規定にかかわらず「授業科目の編成、単
位数等」、「卒業および進級の要件」および「単位の計算方法」の取り扱いは、なお従
前の例による。
32 本学則は平成９年４月１日から一部改正し施行する。なお第１５条（卒業の要件）、
第１８条（単位の計算方法）および第４１条（除籍）の規定は平成５年度入学生に対
しては平成５年４月１日に遡って適用する。ただし平成４年度以前の入学生について
は、第１３条乃至第１５条および第１８条の規定にかかわらず「授業科目の編成、単
位数等」、「卒業および進級の要件」および「単位の計算方法」の取り扱いは、なお従
前の例による。
33 本学則は平成１０年４月１日から一部改正し施行する。ただし、平成９年度以前の
入学生については、第１３条乃至第１８条の規定にかかわらず「授業科目」、「授業科
目の編成等」、「卒業の要件」、「資格」および「単位の計算方法」の取り扱いは、なお
従前の例による。
34 本学則は平成１１年４月１日から一部改正し施行する。ただし、平成９年度以前の
入学生については、第１３条乃至第１５条および第１７条、第１８条の規定にかかわ
らず「授業科目」、「授業科目の編成等」、「卒業の要件」、「その他の資格」および「単
位の計算方法」の取り扱いは、なお従前の規定による。
35 本学則は平成１２年４月１日から一部改正し施行する。ただし、第６条の規定にか
かわらず、平成１２年度から平成１６年度までの間の入学定員および収容定員は次の

通りとする。
年度
学科別
保 健 科
保 育 科
生活科学科
英 語 科
計

平成１２年度
入学定員 収容定員
100人 200人
100人 200人
190人 390人
190人 390人
580人 1,180人

平成１３年度
入学定員 収容定員
100人 200人
100人 200人
180人 370人
180人 370人
560人 1,140人

平成１４年度
入学定員 収容定員
100人 200人
100人 200人
170人 350人
170人 350人
540人 1,100人

平成１５年度
入学定員 収容定員
100人 200人
100人 200人
160人 330人
160人 330人
520人 1,060人

平成１６年度
入学定員 収容定員
100人 200人
100人 200人
150人 310人
150人 310人
500人 1,020人

平成１７年度
入学定員 収容定員
100人 200人
100人 200人
100人 250人
100人 250人
400人 900人

36 本学則は平成１３年４月１日から一部改正し施行する。ただし、第６条に規定する
入学定員および収容定員は、平成１６年度までの間、次の通りとする。
年度
学科別
保 健 科
保 育 科
生活科学科
(生活科学専攻)
生活科学科
(生活福祉専攻)
英 語 科
計

平成１３年度
入学定員 収容定員
100 人 200 人
100 人 200 人

平成１４年度
入学定員 収容定員
100 人 200 人
100 人 200 人

平成１５年度
入学定員 収容定員
100 人 200 人
100 人 200 人

平成１６年度
入学定員 収容定員
100 人 200 人
100 人 200 人

平成１７年度
入学定員 収容定員
100 人 200 人
100 人 200 人

140 人 330 人 130 人 270 人 120 人 250 人 110 人 230 人 110 人 220 人
40 人

40 人

40 人

80 人

40 人

80 人

40 人

80 人

40 人

80 人

180 人 370 人 170 人 350 人 160 人 330 人 150 人 310 人 100 人 250 人
560 人 1,140 人 540 人 1,100 人 520 人 1,060 人 500 人 1,020 人 450 人 950 人

37 本学則は平成１４年１月１日から一部改正し施行する。
38 本学則は平成１４年４月１日から一部改正し施行する。ただし、平成１３年度以前
の入学生については、第１４条の規定にかかわらず、「授業科目の編成等」の取り扱い
は、なお従前の例による。
39 本学則は平成１５年４月１日から一部改正し施行する。
40 本学則は平成１６年４月１日から一部改正し施行する。ただし、平成１５年度以前の
入学生については、第１３条乃至第１５条および第１８条の規定にかかわらず「授業
科目」、「授業科目の編成等」、「卒業の要件」、「教員免許状」、「その他の資格」および
「単位の計算方法」の取り扱いは、従前の例による。なお、第６条に規定する入学定
員および収容定員は平成１７年度までの間、次の通りとする。
年度
学科別
保 健 科
保 育 科
生活科学科
(生活科学専攻)
生活科学科
(生活福祉専攻)
英 語 科
計

平成１６年度
入学定員 収容定員
100 人 200 人
100 人 200 人

平成１７年度
入学定員 収容定員
100 人 200 人
100 人 200 人

110 人 230 人 110 人 220 人
40 人

80 人

40 人

80 人

100 人 260 人 100 人 200 人
450 人 970 人 450 人 900 人

41 本学則は平成１７年４月１日から一部改正し施行する。ただし、平成１６年度入学
生については第１４条（授業科目の編成等）の規定にかかわらず保育科専門教育科目
の取り扱いは、なお従前の例による。また平成１５年度以前の入学生については、第
１３条乃至第１８条の規定にかかわらず「授業科目」、「授業科目の編成等」、「卒業の
要件」、「教員免許状」、「その他の資格」および「単位の計算方法」の取り扱いは、な
お従前の例による。
42 本学則は、平成１８年４月１日から一部改正し施行する。ただし、経過措置として
次のとおり定める。また、第２４条第２項については、平成１８年１月１日より一部
変更し施行する。
（１）平成１７年度以前の入学生については、第１４条の規定にかかわらず、「授業科目

の編成等」のうち基本教育科目および専門教育科目の取り扱いは、なお従前の例に
よる。
（２）平成１７年度以前の入学生については、第１３条および第１５条乃至第１７条の
規定にかかわらず「授業科目」、「卒業の要件」、「教員免許状」および「その他の資
格」の取り扱いは、なお従前の例による。
43 本学則は平成１８年７月１日から一部改正し施行する。
44 本学則は平成１９年４月１日より一部改正し施行する。ただし平成１８年度以前の
入学生については、第１４条および第１５条の規定にかかわらず「授業科目の編成等」、
「卒業の要件」の取り扱いは、なお従前の例による。
45 本学則は、平成１９年８月１日から一部改正し施行する。
46 本学則は、平成２０年４月１日から一部改正し施行する。ただし、経過措置として
次の通りとする。
（１）平成１９年度以前の入学生については、第５条、第６条の規定にかかわらず、「学
科」、「学生定員」は従前の例による。
（２）平成１９年度以前の入学生については、第１３条乃至第１８条および第２０条の
規定にかかわらず「授業科目」、
「授業科目の編成等」、
「卒業の要件」
、
「教員免許状」、
「その他の資格」、「単位の計算方法」および「試験等の評価」の取り扱いは、なお
従前の例による。
（３）第６条の規定にかかわらず、入学定員および収容定員は下表の通りとする。
年度
平成２０年度
平成２１年度
学科
入学定員
収容定員
入学定員
収容定員
０人
０人
１００人
０人
保 健 科
２００人
１００人
２００人
１００人
保 育 科
生活科学科
２００人
１００人
２１０人
１００人
生活科学専攻
８０人
４０人
８０人
４０人
生活福祉専攻
０人
０人
１００人
０人
英 語 科
計
２４０人
６９０人
２４０人
４８０人
47 本学則は、平成２０年７月１日から一部改正し施行する。
48 本学則は、平成２１年４月１日から一部改正し施行する。ただし、平成２０年度
以前の入学生については、第１４条および第１５条の規定にかかわらず「授業科目の
編成等」および「卒業の要件」の取り扱いは、なお従前の例による。
49 本学則は、平成２１年８月１日から一部改正し施行する。
50 本学則附則４６にて経過措置をとっていた保健科及び英語科を平成２１年９月３０
日をもって廃止とする。
51 本学則は、平成２２年４月１日から一部改正し施行する。ただし、経過措置として
次の通りと定める。
（１）平成２１年度以前の入学生については、第５条および第６条の規定にかかわら
ず「学科」、
「学生定員」は従前の例による。
（２）平成２１年度以前の入学生については、第１４条および第１５条の規定にかか
わらず「授業科目の編成等」、「卒業の要件」は、なお従前の例による。
（３）第６条の規定にかかわらず入学定員および収容定員は下表の通りとする。
年度
学科

平成２２年度
入学定員
収容定員

平成２３年度
入学定員
収容定員

保 育 科
生活科学科
生活科学専攻
生活福祉専攻
生活ナビゲーション学科
ライフデザイン専攻
生活福祉専攻

１００人

２００人

１００人

２００人

０人
０人

１００人
４０人

０人
０人

０人
０人

１００人
４０人

1００人
４０人

１００人
４０人

２００人
８０人

計

２４０人

４８０人

２４０人

４８０人

52 本学則は、平成２２年５月１日から一部改正し施行する。
53 本学則は、平成２３年４月１日から一部改正し施行する。ただし、平成２２年度以
前の入学生については、第１４条の規定にかかわらず「授業科目の編成等」の取り扱
いは、なお従前の例による。
54 本学則は、平成２４年４月１日から一部改正し施行する。ただし、経過措置として
次の通りと定める。
（１）平成２３年度以前の入学生については、第５条および第６条の規定にかかわら
ず「学科、専攻」、「学生定員」は従前の例による。
（２）平成２３年度以前の入学生については、第１４条、第１５条および第１７条の
規定にかかわらず「授業科目の編成等」、「卒業の要件」、「その他の資格」は、な
お従前の例による。
（３）第６条の規定にかかわらず入学定員および収容定員は下表の通りとする。
年度
学科
保 育 科
生活科学科
生活福祉専攻
生活ナビゲーション学科
ライフデザイン専攻
生活福祉専攻
ライフケア専攻
計

平成２４年度
入学定員
収容定員
２００人
１００人

平成２５年度
入学定員
収容定員
２００人
１００人

０人

０人

０人

０人

１００人
０人
４０人

２００人
４０人
４０人

１００人
０人
４０人

２００人
０人
８０人

２４０人

４８０人

２４０人

４８０人

55 本学則は、平成２４年４月１日から一部改正し施行する。ただし、平成２３年度以
前の入学生については、第１４条および第１５条の規定にかかわらず「授業科目の編
成等」および「卒業の要件」の取り扱いは、なお従前の例による。
56 本学則は、平成２５年４月１日から一部改正し施行する。ただし、平成２４年度以
前の入学生については、第１４条および第１５条の規定にかかわらず「授業科目の編
成等」および「卒業の要件」の取り扱いは、なお従前の例による。
57 本学則は、平成２５年７月１日から一部改正し施行する。
58 本学則は、平成２６年４月１日から一部改正し施行する。ただし、平成２５年度以
前の入学生については、第１４条、第１５条および第１７条の規定にかかわらず「授
業科目の編成等」、「卒業の要件」および「その他の資格」の取り扱いは、なお従前の
例による。
59 本学則は、平成２７年４月１日から一部改正し施行する。ただし、平成２６年度以
前の入学生については、第１４条の規定にかかわらず「授業科目の編成等」の取り扱
いは、なお従前の例による。

