
１．学位について

学科の区分 専攻分野の名称

幼児保育学科

健康栄養学科 食物栄養専攻

健康栄養学科 調理製菓専攻

短期大学士（教育学）

短期大学士（栄養学）

短期大学士（調理学）

２．学籍と学籍異動

学位の授与
本学の卒業者には、短期大学士の学位を授与します。

１．学籍
学籍とは本学の学生としての身分を有することをいいます。
学籍は入学によって生じ、卒業・退学・除籍により消滅します。
（学籍異動を希望する場合は、願い出て許可を受けることが必要です）

２．身上異動について（学籍異動関係）
学籍とは本学の学生としての身分を有することをいいます。学籍は入学によって生じ、卒業・退学・
除籍により消滅します。（学籍移動を希望する場合は、願い出て許可を受けることが必要です）
用紙交付・提出先 学生支援センター 教務担当

こんな時 所定様式
（提出書類） 手続き方法

現住所を変更
（学生本人・保護者・保証人）

氏名を改姓
（学生本人・保護者）

保証人を変更
（保証人（第一・第二））

休学したい
（３か月以上の欠席）

復学したい
（休学していて、その理由
がなくなり復学する場合）

退学したい

住所変更届

氏名変更届

保証人
変更届

休学願

復学願

退学願

変更後ただちに、届け出る。（担任押印が必要）
※学生証も変更となるため申出が必要。

変更後ただちに、戸籍抄本を添えて、届出る。（担任押
印が必要）※学生証も変更となるため申出が必要。

変更後ただちに、届け出る。
（担任押印が必要）

保証人連署で休学理由を担任に報告のうえ、願い出て許
可を受ける。休学期間は１年以内（場合によっては延期
１年以内可）とする。
※診断書等事実を証明する書類を添付する。
（担任押印が必要）

保証人連署で復学希望を担任に報告のうえ、願い出て許
可を受ける。（担任押印が必要）

保証人連署で退学希望を担任に報告のうえ、願い出て許
可を受ける。（担任の押印必要）
※学生証、ロッカーキー等返却のこと。



３．授業について

時限目 時間 時限目 時間

１時限目 ９：００～１０：３０ ４時限目 １４：４０～１６：１０

２時限目 １０：４０～１２：１０ ５時限目 １６：２０～１７：５０

３時限目 １３：００～１４：３０

１．授業科目
授業科目には、教養科目と専門科目・専門関連科目があり、さらに卒業や修了に必要な科目、免許及
び資格取得に必要な科目に分類され、それぞれ必修科目・選択必修科目・選択科目とに分かれている。
�必修科目……………………卒業または免許及び資格取得のために必ず履修しなければならない科目
�選択必修科目………………指定した複数の科目の中から選択して、履修しなければならない科目
�選択科目……………………自由に選び履修することができる科目

２．自己学修（予習・復習）
⑴ 単位制度
１単位の授業とは、大学での講義のみではなく、それに伴う自己学修（予習・復習）を含めて４５時間
の学修が必要とされる内容となっている。そして授業の方法（講義、演習、実験・実習、実技等）に応
じて、授業での学修時間と自己学修（予習・復習）の時間の基準が決められている。例えば、１単位の
講義科目の場合、毎回の授業１時間と予習・復習２時間の合計３時間の学修を１５回実施することとなる。
つまり、大学の授業は自己学修していることが前提で進められるため、各科目ではシラバスにおいて
課題や宿題が担当教員から提示されるのでそれにしたがって自己学修（予習・復習）を行うことが必要
となる。
※大学の講義は通常２時間・２単位で１５週にわたって行われているため、９０時間（講義３０時間、自己学
修６０時間）の学修が必要な授業内容となっている。
※単位の計算では４５分を１時間と換算している

⑵ オフィスアワー
大学の授業は、予習・復習を行うことが前提で実施される。そのため、授業を受ける学生の質問・相
談等に対してはいつでも対応することとしているが、学生の便宜を更に図るため、各教員があらかじめ
対応可能な時間帯（オフィスアワー）を定めて応じているので十分活用し学修にいかすこと。

３．授業期間・時間
授業期間は、前期と後期の２期に分かれ、それぞれ１５週である。
授業時間は、１時限（１コマ）９０分とし、１日５時限に区切られている。
４５分を１時間として計算するので、１時限（１コマ９０分）は、２時間の計算となる。
各時限は年間を通じて次のとおりである。

ただし、授業科目の性質、内容により教育上有益であると認められる場合は集中授業で実施する。



４．試 験

４．休講・補講
⑴ 休講
本学の行事や、授業担当教員の公務、出張、病気などにより授業ができなくなった場合は、休講とな
る。なお、休講の連絡がなく始業後３０分経過しても授業担当教員の入室が無い場合は、教務担当に連絡
してその指示に従うこと。毎日、必ず学生ポータルサイトを確認すること。

⑵ 補講
休講となった授業に対しては、原則として補講を行う。学生ポータルサイトによって連絡するので、
日時等を確認すること。

１．試験に関する規定
⑴ 試験の種別
試験は、定期試験、追試験及び再試験とする。

⑵ 試験の種類
試験の種類は、論述試験、客観試験、口頭試験、実地試験、レポートとする。ただし、科目によって
は必要に応じて試験を行う。

⑶ 試験の時期
�定期試験は、学生全員を対象に各学期末において定期的に行う。
�追試験は、定期試験を病気その他やむを得ない事由で欠席し、受験できなかった者に対して、定期試
験終了後に行う。
�再試験は、定期試験の科目が不合格になった者に対して、定期試験終了後に行う。
�追・再試験は、当該科目につき１回限りとする。
�定期試験、追・再試験の実施日時及び試験場はその都度掲示する。

⑷ 受験の不許可
�学費滞納の場合は履修科目のすべてについて受験を許可しない。
�欠席回数が、授業を行った回数の３分の１を超えた場合は、その科目の受験を許可しない。
�正当な理由なく定期試験を欠席した場合は、追試験の受験資格は得られない。
�試験開始より２０分経過した後は、受験を許可しない。ただし、交通機関の事故等の非常事態の場合は、
教務部長が受験の可否を決定する。

⑸ 受験欠席の手続き
定期試験当日欠席する場合はあらかじめ、また突発的事故のため欠席した場合は、事後直ちに欠試届
を学務課教務担当に提出しなければならない（試験日を含めて３日以内）。その際、欠席理由を証明で
きる書類を添付すること。



判定 評価と評点区間 評価の基準

合格

Ｓ（９０点以上） 到達目標を十分に達成し、きわめて優秀な成果を修めている

Ａ（８０点～８９点） 到達目標を十分に達成している

Ｂ（７０点～７９点） 到達目標を達成している

Ｃ（６０点～６９点） 到達目標を最低限度達成している

不合格 Ｄ（５９点以下） 到達目標を達成していないので再履修が必要である

�追試験の成績評価はBを最高限度とする。
�再試験の成績評価はCを最高限度とする。

�病気の場合 ……医師の診断書等
�忌引の場合 ……会葬礼状等
�交通機関の事故 ……交通機関の証明書
�就職試験等 ……受験先の証明書等
�その他やむを得ない事由のある場合……事由を証明する書類
欠試届者については、教務部長が受験の可否を決定する。

⑹ 追・再試験の手続き
追・再試験を受ける者は、指定期日までに「追・再試験受験願」に所定の受験料（追試験１科目１０００
円、再試験２０００円）の証紙を貼付し、教務担当で手続きを済ませ、追・再試験受験票を受けとること。

⑺ 成績評価および単位認定
試験等による学修の評価は、S、A、B、C、D及びR（認定）のいずれかで表し、S、A、B、C及
びRを合格とし単位を認定が認定される。

⑻ 不正行為
�試験中に不正行為を行った者の評価は、以下のとおりとし、学則第７６条の規定により処分する。
１）当該学期の筆記試験全科目の評価を無効とする。
２）通年科目については、当該学期のみ無効とする。
３）不正行為に協力したと認められた者も１）、２）と同様に扱う。
�不正行為の内容は、次のとおりとする。
１）代人受験
２）答案の交換
３）カンニングペーパー等の使用
４）机、辞書、身体等への書込み
５）他人の答案の転写
６）言動または携帯電話等による連絡
７）許可のない教科書、ノート、参考書等の参照
８）参照が許可された教科書、ノート、参考書等の貸し借り
９）答案の持ち出し
１０）その他、上記に準ずる行為



⑼ 受験心得
�試験の時間割は、あらかじめ掲示板に掲示するのでよく確認すること。
�受験の際は定刻５分前までに定められた席につき、学生証を写真のある面を上にして机上に置くこと。
�学生証を忘れた場合は、受験資格を失うのが原則であるが、１回目については学務課教務担当の窓口
で手続きを行い、仮受験票の交付を受けることができる。ただし、２回目からは紛失とみなされ、学
生証再発行の手続きをとらなければならない。
�机の中が空であることを試験開始前に確認すること。
�筆記用具や時計または試験監督者が指示した物や許可した教科書、ノート、参考書以外は机の上に置
かないこと。
�許可された教科書、ノート、参考書の貸し借りをしないこと。
�腕時計の機能を超えた多機能な時計の使用や携帯電話を時計代わりに使用しないこと。
�その他の所持品は鞄等に入れ、見えることのないように収納した上で、椅子の下に置くこと。また、
名札は着用しない。
�携帯電話は試験開始前までに電源を切り、鞄等へしまうこと。電源を切ってもアラームが鳴ることの
ないようにすること。
�必要のない私語をせず静粛に試験に臨むこと。
�試験監督者、科目担当教員の試験に関する指示に従って行動すること。
�試験開始より３０分経過後から終了５分前までは、退室できる。ただし、再入室は認められない。
�答案用紙には、学科、学年、学籍番号、氏名をもれなく記入すること。記入のない答案は無効となる。
�不正行為および試験監督者に不正行為と見誤られるようなことは厳重に慎むこと。
�本規定の各項目をよく読んで試験に臨むこと。

２．レポート提出
レポートの提出は、特に指定がない場合は本学指定のレポート用紙を使用して、次の図のように作成
し、担当教員の指示にしたがって指定日時までに提出すること。
なお、教務担当へ提出する場合は、指定された日時を過ぎたものは受理しない。ただし、正当な理由
のあるものについては、追試験と同様に扱う。
⑴ レポート作成の注意
�表紙をつける。
�本文にはページを入れる。
�数字の順序は次のとおりとする。
�（例）カッコなし→両カッコ→片カッコ→丸数字

１ ⑴ １） ①

－ －
※ホチキスでとめる

標 題

科目名
担当教員名
所属学科
学年 組 番号
氏名
提出日

⑵ 提出時のチェック項目
�ホチキスで二箇所とめてあるか。
�指定の用紙を使用しているか。
�指定枚数を守っているか。
�参考・引用文献を明示したか。
�提出期限を守っているか。



５．成績評価とGPA制度

成績評価 グレードポイント

S ４点

A ３点

B ２点

C １点

D ０点

受験資格喪失 ０点

１．成績評価および単位認定
試験に関する規定（７） 成績評価および単位認定（P．３８）参照

２．成績発表
各学期末の試験の結果は、まず不合格科目のみを通知し、追・再試験終了後、成績は学生ポータルサ
イトで公表する。１年次学期末には、保護者にも通知する。

３．GPA（グレード・ポイント・アベレージ）制度
GPA制度は、履修した成績を下記の計算方法により換算することで、より具体的に個人の学習達成
度が確認できるとともに、努力目標がより明確になり、学習に対する意欲的な取り組みを期待するもの
である。
⑴ 卒業には、通算のGPAが２．０以上であることが望ましい。
⑵ 通算のGPAが３．０以上の学生は、学長賞・優等賞の選考対象となり、成績優秀者として卒業式で
表彰される。
⑶ 通算のGPAが原則として、２．８以上の学生は、就職（進学）の際、学長推薦が得られる。
⑷ 成績不振の学生に対しては、学科の教員が指導を行う。状況によっては保護者を交えて面談し、勉
学の方法・今後の履修の仕方について助言や指導を行う。

※学年末に保護者に通知する成績通知書には、GPAを記載する。外部提出用の成績証明書には記載し
ない。

●グレードポイントの設定
●GPA算出方法

（履修科目の単位数×グレードポイント）の合計
ＧＰＡ＝

履修登録科目の単位数の合計

※GPAは、履修登録した全科目を対象とする。
途中で履修放棄した当該科目のグレードポイントは０点
となるので注意すること。



６．欠席、遅刻、早退の取り扱い

種 別 病 名

第一種

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マーブルグ
病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群（病原体がコロナ
ウイルス属SARS コロナウイルスであるものに限る。）及び鳥インフルエンザ（H
５N１・H７N９）、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症

第二種 インフルエンザ（鳥インフルエンザ（H５N１・H７N９を除く。）、百日咳せき、麻
しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎

第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結
膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症

※なお、その他の感染症【感染性胃腸炎（ノロウイルス感染症、ロタウイルス感染症など）、サルモネラ感
染症（腸チフス、パラチフスを除く）、カンピロバクター感染症、マイコプラズマ感染症等】が第三種に
準じる扱いとなる場合もあるので、「感染症」と診断されたら速やかに医務室に連絡してください。

※上記感染症により授業を欠席した場合に、医師による診断書等（感染症治癒を証明するもの）を添付し本
学所定の欠席届（出席停止用）を提出した場合は公欠扱いとなります。

１．欠席
�欠席回数が授業を行った回数の３分の１を超えた場合は、その科目の受験資格を喪失するので、十分
に注意すること。
�同一の授業科目の遅刻・早退（正当な理由のない場合）は３回で欠席１回となる。
�出席についての不正行為（代返、代筆）があった場合は、依頼者、実行者ともその科目の受験資格を
喪失する。
２．遅刻・早退
�授業開始の挨拶後の入室は遅刻扱い、終了の挨拶前の退室は早退とする。ただし、授業開始３０分以降
の入室及び授業終了３０分前の退室は欠席扱いとする。
３．公認欠席
�下記の理由により、授業を欠席した場合は、公認欠席（公欠）とし、欠席扱いとする。
�公欠と認められた授業は、補習授業の受講又は公欠した授業に相当する学修を修めたと担当教員が認
める場合には、欠席扱いとしないことができることとする。（補習授業の内容等は担当教員の指示に
従うこと。）
１）忌引き
２）実習（実習先での事前・事後指導による欠席は、原則として実習先の要請が必要。）
３）集中授業や校外実習などで当該授業に出席できない場合
４）ホームステイ及びその事前研修
５）出身校から進学説明会等への派遣依頼があり、これに出席した場合
６）本学院及び公共機関主催の特別な催事に参加要請があり、これに参加した場合
７）公共機関からの表彰式等への派遣依頼があり、これに出席した場合
８）学校において予防すべき感染症（第１種・第２種・第３種）に罹患した場合（別表参照）
９）カウンセリングを受ける場合（校医の指示で指定した時間に限る）
１０）その他やむを得ない事由のある場合
※必ず、その事由を証明できる書類（証明書等）を添付して届出を行うこと。

【別表】学校において予防すべき感染症（学校保健安全法施行規則第１８条による）



７．暴風警報等発令時及び交通機関の運休・遅延等による授業等の取扱い

８．学生ポータルサイトについて

１．暴風警報の発表に伴う緊急休講措置について
埼玉県南中部・南東部に気象庁等により暴風警報等（暴風警報・暴風雪警報又は特別警報）が発令さ
れた場合には、発令された時間帯（午前６時から午前９時、午前１０時から午後１時）によって午前及び
午後の授業等は休講となります。
なお、授業時間中に発令の場合には次の授業以降の授業はすべて休講となります。
�６時から９時までに発令 午前休講（第１時限・第２時限）
�１０時から１３時までに発令 午後休講（第３時限・第４時限・第５時限）

２．災害等により交通機関が全面的に不通となり、通学に支障が生ずると判断した場合の休講について
自然災害（地震・台風・降雪など）等により下記の交通機関の運休や長時間の運転見合わせの場合、
休講になることがあります。その場合は状況に応じ連絡します。
対象とする交通機関は次の通りです。
①京浜東北線 ②高崎線 ③宇都宮線 ④東武野田線 ⑤川越線・埼京線 ⑥武蔵野線

３．交通機関の運行停止等による授業の取扱いについて
居住地からの交通機関が災害等や運行停止等（運転見合わせ・不通・人身事故等）により不通となり、
授業を欠席した場合は、当該交通機関の「遅延証明書」を発行してもらい、指定の欠席届（公欠届）に
「遅延証明書」を添付し、欠席・遅刻した日を含め７日以内（次の授業時まで）に学務課教務担当で手
続きした後、教科担当へ提出してください。

なお、上記を原則としますが、状況により判断する場合もありますので、最新情報は本学HP、
学生ポータルサイト等を確認してください。

自分の履修科目・時間割・各教科の出欠状況・受験資格喪失科目などの確認が常にできる学生ポータ
ルサイトを運用しています。
本学からの連絡も含め、皆さんの自宅のパソコンやスマートフォンからも、履修状況・出欠閲覧・休
講・補講・教室変更情報・成績・シラバス等を確認することができます。
学生ポータルサイトを利用するためには、ユーザ IDとパスワードが必要になります。
＊ポータルサイトのURL : https : //ccm.kgef.ac.jp/portal/account/logon

（利用方法等の質問：学務課教務担当）



９．授業支援システム Ranavis（ラナビス）について

学生のみなさんが能動的に学べる環境（アクティブ・ラーニング環境）を００１教室（リズム教室）、第
３調理実習室、第３実験室の３室に整備しました。プロジェクター型電子黒板やカメラ、マイク等から
なる講義収録システムを整備するとともに、収録した映像を情報処理演習室（３号館）のパソコンや iPad
等を用いて視聴できる授業配信システムも整備しています。
また、学習用のWi-Fi 環境を、１階の１０１教室と４階のテュートリアルルームⅠ・Ⅱ・Ⅲ及び第３実
験室の５教室に整備し、学習用の iPad 等で利用することができます。
これらの授業支援システムRanavis（ラナビス）を活用すると、パソコン・iPad 等で、事前学習や
振返り学習としての映像視聴や、小テスト・アンケート等の結果をグラフで表示するなど、フィードバ
ックを始め、その活用方法は多岐にわたり、みなさんの主体的な学びを支援します。
授業支援システムRanavis（ラナビス）を利用するためには、ユーザ IDとパスワードが必要になり
ます。

（利用方法等の質問：学務課教務担当）




