建学の精神

保健衛生の学びを基に科学的思考のできる女性の育成
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表紙

青山歩未さん （H28.3 卒業）

建学の精神、教育目標、
そしてディプロマ・ポリシー(学位授与方針)
愛知みずほ短期大学は、保健衛生の学びを基に科学的思考のできる女性を育成すると
いう強い願い(建学の精神)をもって、昭和 25(1950)年に設立された歴史ある大学です。
この「建学の精神」のもと、愛知みずほ短期大学の教育目標は、次の２つです。
１．心と身体についての科学的知識を習得し、健やかに生きるための確かな実践力を発揮でき
る人材を育成する。
２．教養ある社会人として、自覚ある職業人（栄養士、養護教諭、企業で活躍できる社会人、
保育士、幼稚園教諭など）として、専門知識・技術を実践の場で活かすことができる女性
を育成する。
だから
建学精神を理解し、本学の課程で、必修等の条件を充たした上で 62 単位を修得し、次のような
能力や資質を備え、健康社会への貢献意識を確立した人に学位を授与します。

＜ディプロマ・ポリシー＞(学位授与方針)

1. 教養・倫理観
●科学的思考力を身につける。
●自律性を身につける。

4. 実践応用力

2. 問題解決総合力

●社会状況に応じ、専門的知識・技術を

●科学的思考力を多元的に活用できる力

活用する力を身につける。

を身につける。

●社会的貢献を自覚し、行動できる力を

●コミュニケーション力を身につける。

身につける。

3. 専門基礎力
●専門的知識・技術の理解をする。
●強化・発展させた専門的知識・技術
をもつ。

★各学科・専攻コースのディプロマ・ポリシーは、ハンドブックを参照してください。
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２０１８年４月

入学

８月

医事管理士等集中講義

４～６月

6～７月

医事管理士等集中講義

夢や目標を書いておこう

就職先の研修？

キャリア指導室に積極的に通う！

２回目の試験

◇短大生活に早く慣れよう

◇アルバイト、運転免許への挑戦、そしてインターンシップ。やること、いろいろ。

この夏休みの過ごし方が将来を左右するかも！

ここまでの成績が就活で「モノ」を言う。がんばって

◇実習が終わった後は、実習先へのお礼のほか、いろいろな事後学習がある

◇実習の前には、いろいろな準備学習がある

初めての夏休み

最後の試験

２０１９年４月 ２年生になる！
☆３月 就活本格化！

◇自分の学習スタイル、生活スタイルをつくろう

初めての試験

履修登録

７月

８～９月

キャリアップセミナー

医事管理士等集中講義

２月

最後の夏休み

◇授業の合間を縫って、就活！

８～９月

◇そろそろ本気で就活の準備を始める！

オフィス総合コースはインターンシップ

１月

養護教諭コースでは学校での養護実習

食物栄養専攻では栄養教諭の教育実習

６月 現代幼児教育学科では初めての幼稚園実習

救急法講習会

養護教諭コースでは、病院での看護実習

２～３月

９月

医事管理士等集中講義

現代幼児教育学科では２回目の保育所実習

９月

１～２月

卒業旅行？

保育所・幼稚園の就活本格化！

卒業判定

↑

卒業

☆10 月
みずほ祭

現代幼児教育学科では、２回目の幼稚園実習

２０２０年３月

食物栄養専攻では病院などでの給食管理実習

８月

８月

８～10 月

10 月

現代幼児教育学科では初めての保育所実習・施設実習

計画的に

目標を定めて

２～３月

救急法講習会

・リテールマーケティング検定試験

・簿記検定試験

・情報処理技能検定試験

・プレゼンテーション作成検定試験

・日本語ワープロ検定試験

・文書デザイン検定試験

・秘書実務検定試験

・情報処理技能検定試験

・プレゼンテーション作成検定試験

・日本語ワープロ検定試験

・文書デザイン検定試験

・ピアヘルパー検定試験

・簿記検定試験

・秘書実務検定試験

・医療情報事務士試験

・情報処理技能検定試験

・プレゼンテーション作成検定試験

・日本語ワープロ検定試験

・文書デザイン検定試験

・医事管理士・医療管理秘書士試験

・リテールマーケティング検定試験

・情報処理技能検定試験

・プレゼンテーション作成検定試験

・日本語ワープロ検定試験

・文書デザイン検定試験

・簿記検定試験

・秘書実務検定試験

今の気持ちを書いておこう

２月

12月

11月

10月

７月

６月

まずは、これからの２年間をながめてみよう。

短大での２年間は、短いようで、やっぱり短い。

たんだい My Story
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チューター制度のこと

夢や目標
でも、実際には、
誰に相談したらよいのだろう
少し不安なことがあるのだけれど、どうしよう
いざという時、相談できる人がいるといいな

チューターは、
あなたの悩みや困ったことの相談窓口です。
チューターは、
あなたといっしょに考えます。
チューターは、
あなたの悩みや困ったことを解決するために、
どのような方法があるかをアドバイスします。
チューターは、
ときにあなたといっしょに行動します。
・毎年５月頃、あなたとチューターとの個別面談の時間があります。
・もちろん、相談したいこと、報告したいことがあるときは、いつでも研究室を訪ねてくだ
さい。
・メールや電話で連絡することもできます。
あなたのチューターは、

（

）先生です。

アシスタント・チューターは、
（

）先生です。
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第1部

学生生活

１．気持ちのよい学生生活
(1)挨拶ときれいな校内
・教職員や先輩、友人達とは気持ちよく挨拶を交わしましょう。
・授業終了後、不要な照明や冷暖房はスイッチを切ってください。
・教室を利用して飲食する際は、ゴミを教室に放置せず、ゴミ箱に分別して捨てましょう。
【ひとこと】本学の学生会では、「エコキャップ運動」を実施しています。ペットボトルキャップ
の収集にご協力ください。
(2)授業中のマナー
・授業を受けるときには、机の上に必要なもの以外は置かないこと(お茶やジュースなどは授業が始
まる前までに飲み切るか、処分すること。飲み切れない場合は、ふたなどしてバッグのなかへ)。
・授業中は、電話やメールの着信音が鳴らないようにしておくこと(原則として、スマホはバッグの
中へ)。
・バッグは机の上に置かず、空いている場合は隣の椅子の上、空いてない場合は足元に置くこと。
・授業への遅刻は禁止です。また授業中許可なく教室を出入りしたり、私語をしたりすること、携
帯電話の利用などももちろん禁止です。
・体育の授業に臨む時は私物（携帯電話を含む）を全てロッカーに入れてから受講してください。
【ひとこと】教室でどの席に座るかは自由です。ただし、授業によっては指定されていることがあ
ります。その場合は、教室入り口に掲示されています。
(3)禁煙の厳守
未成年者の喫煙は、法律で禁止されているだけでなく、青少年の心身の健康への影響が大きいこ
とが知られています。
「健康増進法」は、多くの人が利用する施設での受動喫煙（他人のたばこの煙
を吸わされること）を防止することを義務づけています。短大生は建物内外全てを禁煙としていま
す。大学内の喫煙所は来客や大学生に対応するためのものです。
(4)自転車・原動機付自転車・自動車による通学
・自転車は、定められた場所にとめ、必ず施錠してください。
・原動機付自転車で通学する場合は許可が必要です。事務室に申請書を出してください。
・自動車通学は禁止です。周辺道路はすべて駐車禁止です。
【ひとこと】残念なことに、通報により駐車違反で罰則を科される学生がいます。

２．学修の支援
(1)学内ネットワーク(LAN)
1 号館と２号館に無線 LAN が整備されています。利用には手続きが必要です。手続きは事務室で。
(2)図書館
瀬木学園図書館｢本館｣は高校東校舎 1 階にあります。
1 号館 4 階に現代幼児教育学科図書館があり
ます。図書館にはたくさんの専門書（栄養関係、養護関係、保育関係）が揃い、CD やビデオ、DVD
も視聴できます。また、パソコン、ipad の貸出しも行っています。利用の際は、カウンターまで！
❀利用時間について
【本館】月曜日～金曜日
土曜日
【分館】月曜日～金曜日
土曜日

8：30～19：00
8：30～14：00
9：00～20：00
閉館

❀休館日について
日曜日及び国民の祝日、学園創立記念日
長期休暇中の一定期間

【ひとこと】図書館では、毎年図書館フェアや多読賞の表彰、雑誌などのリサイクルなどをやっ
ています。ぜひ、お楽しみください。
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(3)情報処理室 （１号館５階 ２号館２階）
情報処理室を授業で使用していない時間は、自由に使うことができます。インターネットも自由
に使えます。ログイン ID については「情報処理」の時間にお知らせします。
なお、プリンターを授業以外で使用する場合は、用紙の準備を各自で行ってください。
情報処理室は、
「愛知みずほ大学」の学生も使用します。
(4)ラーニングコモンズ
「ラーニングコモンズ」とは、パソコンが使えて自習やグループ学習ができる場所のこと。2 号
館学生ホールは「ラーニングコモンズ」として、個人学習スペースも用意しています。空き時間等
自由に利用ができます。
【ひとこと】１号館４階の現代幼児教育学科図書館もラーニングコモンズ。いろいろな使い方を
試してください。

３．学生生活の充実
2 号館ラーニングコモンズ

(1)学生会活動
学生会は、学生生活の向上を図り、学生同士の理解と交流を深めるためにさまざま取り組みを行
っています。全学生が会員です。運営は学科・専攻・コースから選ばれた学生会役員によって行わ
れます。やってみたいことのある人はぜひ役員になってください。また、
“みずほ祭”やさまざまな
キャンペーン活動に積極的に参加しましょう。
【ひとこと】2017 年度の“みずほ祭”では、大須へ落語を聞きに行きました。今年はバス旅行か？
(2)サークル・クラブ活動等
サークルやクラブ活動で学生生活を充実させたいという人は、自分で新しくサークルをつくるこ
とができるほか、愛知みずほ大学のクラブ活動に参加することもできます。
【ひとこと】残念ながら、短大ではサークルやクラブの活動がなかなか活発になりません。地元
で音楽活動やダンスサークル、スポーツサークルに参加している人もいますが、ぜひ短大でも。
(3)ボランティア活動
学生会でもボランティア活動に取り組んでいるほか、大学に寄せられたボランティア情報は、掲
示板でお知らせします。
(4)学内設備の利用
種

類

トレーニングルーム
ダンス室

音楽室

場 所 と 利 用 上 の 注 意
5 号館２階
・利用は２人以上で。４月頃、使い方についての説明会があります。
・使用する場合は、事務室に申し出ること。
1 号館 2 階
・授業を行っていない場合は利用できます。ただし、現代幼児教育
学科の学生の利用が優先です。
・使用する場合、鍵は事務室で。また音楽室隣の保育研究室にも一声
かけてください。

ラウンジ

1 号館 1 階・2 階・4 階
2 号館 1 階
・昼食や休憩など、自由に利用できます。

ロッカー

1 号館 2 階。
・各自ロッカーは鍵をかけて管理してください。
・就活などで着替えが必要な人のために大型ロッカーがあります。
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４．学生生活と安心
(1)ケガをしたり体調が悪いとき
1 号館 1 階に保健室があります。
(2)学生相談室
瀬木学園図書館「本館」がある高校東校舎１階に、
「学生相談室」があります。カウンセラーが悩
みごとの相談にのります。相談内容に関する情報が他に漏れることはありません。利用は予約制に
なっているので、事務室に申し出てください。
(3)「学生教育研究災害傷害保険」と「学研災付帯賠償責任保険」
授業中や学校行事で、あるいは通学の途中で自分自身がケガをしたとき、または他人にケガをさ
せてしまったとき、事務室に申し出てください。本学では全員がこれらの保険に加入しています。
(4)防災
・新入生オリエンテーション時に防災訓練を行っています。災害時の救急技術などについても学習
します。
・秋にはシェイクアウト訓練を行っています。
・入学時に 500ml のペットボトル入りの水 2 本をお渡しします。ロッカーに入れ、災害時に備えま
しょう。
【ひとこと】ロッカーにはスニーカーなどの歩きやすい靴と飴１袋も入れておきましょう。短大
で被災したとき、自宅まで歩いて帰る覚悟と準備が必要です。

５．学生生活とお金
(1)授業料等
・入学後に大学に納めていただく授業料には、納入期限があります。前期分は 4 月 30 日、後期分
は 10 月 15 日です。
・授業料等が収められていない場合は、定期試験を受験することができません。また、「学費未納」
は除籍理由の１つです。大きな金額ですから、計画的に準備してください。
【ひとこと】
「定期試験を受験できない」ということは、仮に授業をちゃんと受けていたとしても、
単位が認定できないということです。そして「除籍」とは、あなたの学籍がなくなるということで
す。ただし、学費未納による除籍は、学費を納めることで復学できます。
(2)授業料以外に必要となるお金
学生生活では、授業料以外に次のようなお金が必要です。
教科書代／参考書代／各種検定試験の受験料／実習やインターンシップに行くときの交通費や食費
／食物栄養専攻では白衣や包丁／現代幼児教育学科では実習などで着用するエプロンなど
【ひとこと】教科書のなかには、発行部数が少ないものや、一般書店では手に入りにくいものがあ
ります。できるだけ学内の販売日に購入するようにしましょう。
(3)就活などに必要となるお金
スーツ／靴／バッグ／化粧品／就活のための交通費・食費／運転免許の取得費用(職種によっては採
用の条件になることもあります)など
(4)日本学生支援機構の奨学金
日本学生支援機構の奨学金は、貸与奨学金で経済的理由により修学に困難がある、優れた学生等
に対し貸与されます。貸与終了後は、毎月決められた金額を返還する義務が生じます。申込みの際
は、家庭の経済状況やあなたの人生・生活設計に基づき、十分考慮のうえ申込みをしてください。
奨学金予約採用説明会 高等学校在学中に予約採用候補者に決定している学生
①日時場所：平成 30 年 4 月 3 日（火）13：00～（40 分程度）1 号館 3 階 302 教室
★予約採用となっていても、手続きをしないと奨学金は貸与されません。
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奨学金申込説明会 高等学校在学中に予約採用候補者に決定している学生は出席する必要はありま
せん。
①日時場所：平成 30 年 4 月 10 日（火）
・11 日（水）12：15～（40 分程度）1 号館 3 階 304 教室
②持 ち 物：筆記用具
③内
容：奨学金についての案内、申込書の配付
④注意事項：
・募集は原則として年１回です。貸与を希望する学生は必ず出席してください。
・申込者全員が採用されるとは限りません。
・採用されても、学業成績が悪いと奨学金の貸与は中止されます。
(5)都道府県や市町村などの奨学金
経済的な理由により学費調達が困難な人の支援を目的に、都道府県や市町村などが実施する奨学
金制度があります。無利子で一定金額の月額貸与が多いですが、すべての自治体でやっているとは
限らず、また貸与の要件も自治体によって違います。
「修学資金」や「教育支援資金」という名称で、
情報収集してみましょう。
(6)アルバイト
アルバイトは貴重な経験です。アルバイトでさまざまなことを学び、その後の就活や人生に大い
に役立ったということも少なくありません。しかし、注意も必要です。
・アルバイトが忙しく授業が欠席しがちになり、試験を受ける資格がなくなった。
・睡眠時間が少なく、授業中につい寝てしまうことが多くなり、先生に注意された。
・試験や実習の期間なのに、
「人がいなくて困る」と言われて休ませてもらえなかった。
・帰宅時間が遅くなり、怪しい人に後をつけられたり、声をかけられたりした。
アルバイトで得たお金は、学生生活に必要なお金であることが多いようです。だからこそ、学生
生活が続けられなくなるようなアルバイトは考えものです。アルバイトも、時間や職種、働き方を
よく考えましょう。
【ひとこと】「ブラックアルバイト」という言葉を知っていますか？学生に学生らしい生活を送
れなくしてしまうアルバイトのことです。困ったときは「ブラックバイトユニオン」を検索して
みてください。

６．学生生活と人間関係
(1)ハラスメントに気をつけて
ハラスメントとは、他者に対する発言・行動等が本人の意図には関係なく、相手を不快にさせた
り、尊厳を傷つけたり、不利益を与えたり、脅威を与えることを指します。ハラスメントをなくす
ためにも、被害にあったときには泣き寝入りせずに相談しましょう。また、自分ではそのつもりが
なくても、加害者になってしまうこともあります。どういう行為がハラスメントなのかを知り、被
害者・加害者にならないようにしましょう。
◆セクシャル・ハラスメント（セクハラ）
性的な言動により相手を不快にさせることをいいます。性的な冗談を言ったり、容姿や体型につ
いてあれこれ言ったり、食事やデートにしつこく誘ったり、身体に接触するなどの行動、卑猥な画
像を見せるなどの行為があります。
◆パワー・ハラスメント（パワハラ）
立場的に優位にある人が、本来の職務を超えて人格や尊厳を侵害したり、不当な扱いをしたりす
ることをいいます。侮辱する発言をしたり、理由もなく無視をしたり、必要のない作業や雑用を強
制させるなどの行為があります。
◆アカデミック・ハラスメント（アカハラ）
教職員が自分の地位を利用して学生に精神的・身体的に苦痛を与えることをいいます。学習の妨
害をしたり、辞めろと凄んだりするなどの行為があります。
◆アルコールハラスメント（アルハラ）
飲酒をともなう人権侵害や嫌がらせを指す言葉で、具体的には飲酒や一気飲みの強要、飲まない・
飲めない人への口撃や、酔った状態での暴力や性的嫌がらせなどの迷惑行為があります。
【ひとこと】ハラスメントにあったら、不快だと言うことを相手に伝えましょう。伝えることがで
きなくても記録を残しましょう。一人で悩まず相談しましょう。
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(2) SNS に気をつけて
みなさんは、LINE、Facebook、Instagram、Twitter などを利用していますか？これらは便利で楽
しい反面、社会的ルールやモラルを守らないと、人に迷惑をかけたり、自分の個人情報が漏れたり、
犯罪に巻き込まれたりします。インターネットに流れた情報は、世界中の人が閲覧でき、制御でき
ません。
・SNS に不謹慎な画像を載せたことによる炎上
・個人が特定されたことによるストーカー行為
・フィッシングやオンライン詐欺
・出会い系サイトでの援助交際
・無許可で撮影した写真を SNS にアップしたことによる人権侵害

□講義の様子を動画で撮影し YouTube にアップした。
□芸能人が変装してデートしていたことを LINE のグループで報告した。
□好きなバンドの歌詞を定期的にツイートする bot を作った。
□電車内ですごい体勢で寝ている人がいたので写真を撮ってツイートした。
□高校生の頃にやった万引きをツイッターで告白した。

(3)デート DV に気をつけて
デート DV とは、恋人同士の間で起きる暴力です。身体的あるいは物理的な暴力だけでなく、精神
的なダメージを与えたり、心理的恐怖心を与えたりすることも暴力です。暴力は許すと繰り返され、
エスカレートします。

□バカにしたり嫌な呼び方をしたりする。
□大声で怒鳴ったり物を投げつけたりする。
□メールや LINE の内容をチェックする。
□性的行為を強要する。

□避妊に協力しない。
□友人関係を制限する。
□お金を常に払わせる。
□お金を借りて返さない。

７．社会とのつきあい方
(1)めざせ防犯女子
・危険度チェック
□ゴミ出しくらいなら鍵はかけない。
□トートバッグを持ち歩くことが多い。
□行きつけのコンビニがある。
□高いヒールの靴が好き。
□カーテンは女の子らしいかわいい柄をかけている。
□表札や郵便受けにはフルネームで名前が入っている。
□窓を開けて寝ることがある。
□帰りが深夜になっても家まで歩いて帰る。
□歩きながら携帯電話で話したり、メールをしたりすることが多い。
□毎日同じ時間・同じ車両の電車に乗って通学する。
✔チェック ０～３個:上級者
４～６個：中級者
７～10 個：初級者
・屋外で犯罪にあわないために
１．イヤホンで音楽を聴いたり、スマホで通話やメールをしたりしながら歩かない。
２．歩道がある明るい道、人通りのある道を歩く。
３．防犯ブザーをカバンの外側につける。
４．背筋を伸ばし、周囲を警戒しながら早足で歩く。
【ひとこと】通常、後ろから人が接近していることに気づくまでの距離は（
スマホなどで音楽を聴きながら歩いていると（
）ｍ。
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）ｍ。でも、

(2)詐欺(さぎ)にご用心
詐欺とは、他人をだまして金品を奪ったり損害を与えたりすることです。さまざまな手口で近づ
き、金銭を巻き上げようとします。自分は騙されないと過信せずに、少しでもおかしいと思ったら
誰かに相談しましょう。相談を妨げるような勧誘はすべて詐欺や悪質商法だと疑ってください。
・資格取得商法
主に電話での勧誘で、
「受講するだけで簡単に資格が取れる」などと契約を迫ります。電話によ
る勧誘はまず疑ってかかり、不要と思えばはっきり断りましょう。
・マルチ商法
ネットワークビジネスともいわれるもので、会員が会員を勧誘する仕組みです。
「もうかる」
「手
軽なビジネス」という誘いに乗らないようにしましょう。
・キャッチセールス
路上で「アンケートに協力してください」などと声をかけ、事務所に連れていき契約を迫りま
す。しつこく迫ってきてもきっぱりと断って振り払いましょう。
・送りつけ商法
商品を勝手に送り付けて代金を請求するものです。受け取っただけでは売買契約は成立しませ
んので、代金を払ったり、使用したりしてはいけません。

８．事務室案内 （１号館１階）
✤各種証明書の申込み
事務室入り口の左側に、申込書の記入コーナーがあります。必要事項を記入し、証明書ごとに
申込みをしてください。出来上がりは、申込みの 2 日後です。
✤学割・通学証明書の発行
✤学生証の再発行
✤落し物を拾ったとき、落し物をしたとき
学内で落し物を拾ったときは、事務室へ届けてください。事務局へ届けられた拾得物は、掲示板
でお知らせし、事務室で保管しています。落し物をしたときは、掲示板を見てください。
✤奨学金（日本学生支援機構）について知りたいとき
✤学内でケガをしたときや体調が悪いとき
✤悩みごとがあるとき
「学生相談室」の利用は予約制です。利用の申し込みは事務室で。

各種証明書の申し込みコーナー
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第 2 部 学修のしかた
大学での「学修」とは知識や技能を主体的に学び修める（身に付ける）ことで、受け身で学ぶ
高校までの「学習」とは異なるものです。

1. 心構え
① 学修は主体的に、自分の責任のもとで行います。
決められた時間割はありません。同じ学科・専攻・コースであっても、取得する資格や選択
する科目によって、時間割は一人ひとり異なります。受講したい教科は自分自身で手続きを行
います。この手続きを「履修登録」といいます。正しく履修登録しないとその授業を受講する
ことはできません。
授業科目の選択方法、履修登録の方法は、学科、専攻、コースごとのオリエンテーションで
詳しく説明します。
他の専攻・コースの学生や大学生と一緒に授業を受けることもあります※。
※単位互換制度：愛知みずほ大学が単位互換科として指定した授業科目を「特別聴講生」と
して無料で受講できます。その習得した単位は、卒業単位として認められ
ます。今年度の対象科目は、シラバスに記載されています。興味のある人
は、チューターまたは教務（事務室）までお申し出ください。
② 空き時間を有効に使いましょう。
授業科目の選択によっては、授業のない日や空き時間ができることがあります。空き時間は、
学生ホール、情報処理室等で自主的に勉強したり、図書館で読書や DVD 観賞などをしたりして、
有効に使いましょう。

2. 授業時間
１日の授業は、平日は５時限、土曜日は３時限の中で実施されます。
時限

時間

第１限

9：00～10：30

第２限

10：40～12：10

第３限

13：00～14：30

第４限

14：40～16：10

第５限

16：20～17：50

3. 授業の受け方
●
●
●
●

授業中の私語は慎み、集中して授業に取り組んでください。
机の上には授業に必要なものだけを置いてください。飲食物を置いてはいけません。
原則として授業の途中で席を立ってはいけません。トイレは授業の前に済ませてください。
授業の際は、「シラバス」を必ず持参してください。
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4. 履修登録から単位修得までの流れ
下記の流れを 1 年生(前・後期)、2 年生(前・後期)と計 4 回繰り返し、卒業要件を満たして卒
業となります。
履修登録

※シラバスをよく読み、履修する授業科目を決め、自分自身で登録します

登録修正、登録抹消

※手続きは自分自身で行います

履修（90 分×原則 15 回の講義または演習）

定期試験受験

合

※実験や実習は時間が左記と異なります

（受験資格：原則、授業回数の 2／3 以上出席、学納金納入）

格

不合格

出席回数不足

追・再試験申し込み
追・再試験受験

合

単

位

格

不合格

修 得

単 位 修 得 失 敗
再履修

5. 卒業要件
卒業するためには、次の条件をすべて満たさなければなりません。
共通科目

専門教育科目

合計

生活学科
生活文化専攻

18 単位以上
（必修 10 単位を含む）

44 単位以上
（必修 6 単位を含む）

62 単位以上

生活学科
食物栄養専攻

18 単位以上
（必修 10 単位を含む）

44 単位以上
（必修 24 単位を含む）

62 単位以上

現代幼児教育学科

10 単位以上
（必修 10 単位を含む）

52 単位以上
（必修 21 単位を含む）

62 単位以上

◆この単位数を修得した者に対し、卒業を認定し、学位（短期大学士）が授与されます。
◆卒業できないと“留年”となります。留年は 2 年まで認められています。
12
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6. 学生サポート制度
２年生が１年生の学習を支援する制度です。学科・専攻・コースで実施内容や実施期間は異な
ります。チューターから実施内容や実施期間、申し込み方法等の連絡がされますので、積極的に
参加をしてください。

7. オフィスアワーとコンタクトタイム
オフィスアワーとは、教員が学生の質問や相談を受けるための時間です。時間と場所はシラバ
スに書いてありますので活用してください。
コンタクトタイムとは、学生が教員に対して連絡等の短時間で済む用事のために、教員が在室
する時間を示したものです。各研究室のドアに張り出してありますので活用してください。

8. 学習到達度調査・自己評価シート・学習行動把握のためのアンケート
在学中、以下の 3 つの調査を行いますのでご協力をお願いします。調査の目的は以下に記して
あります。いずれの調査結果も個人の成績に反映いたしません。
①【学習到達度調査】
〔目的〕本学での学習成果の推移を皆さん自身と教職員が確認する調査です。就職試験に備え
て、自分の得意分野や弱点を見つけるためにも役立ちます。
〔実施時期〕入学時 、2 年次のオリエンテーション、卒業時の 3 回行います。
〔内容〕内容は、“一般教養”と“専門教養（共通問題および学科・専攻・コース別）”です。
②【自己評価シート】
〔目的〕本学での学習や資格取得に対する意識を調査します。
〔実施時期〕入学時と卒業時に行います。
〔内容〕学生生活や学習、資格取得に対する考え方をマークシート方式で回答します。
③【学習行動把握のためのアンケート】
〔目的〕皆さんの学習状況について調査します。
〔実施時期〕１年に１度、前期成績発表の時に行います。
〔内容〕学習時間や学習方法等について調査します。

9. 授業の休講および補講について
1）休講および補講の連絡について
原則として、事前に教務（事務室）から学内掲示板への掲示と、web によって連絡をします。
電話による問い合わせには応じておりませんので、学校からの連絡とハンドブック記載内容によ
って確認して判断してください。
2）休講事由（下記２～５の場合）解除の場合の授業・定期試験および補講の連絡について
原則として、以下のとおりです。
解除または中止の時刻

授業・定期試験の実施

午前 ７時 までに解除または中止

通常通り実施

午前 10 時 までに解除または中止

午前は中止し、午後からは通常通り実施

午前 10 時 の時点で継続中

当日はすべて中止
13
12

3）臨時休講
１. 自然休講

事前に「休講」の掲示がなく、授業開始時刻を 30 分経過しても何ら連絡が
なく、かつ授業が行われない場合は「休講」として扱います。

２. 天候異変

名古屋市に暴風警報（暴風・大雨、暴風雪を含む）が発令された場合に限
り、授業・定期試験を休講とします。名古屋市に暴風警報が発令された場合
とは、以下の場合をいいます。
①名古屋市に警報が発令された場合
②名古屋市を含む「尾張東部」に警報が発令された場合
③名古屋市を含む「愛知県西部」に警報が発令された場合
④名古屋市を含む「愛知県」に警報が発令された場合
＊名古屋市を含まない場合は除外されます。
なお、報道機関によっては、
「尾張東部（の一部）」等、旧来の地域名が用
いられる場合があるため、名古屋市に発令されているかどうかは、次の方法
等により各自で確認してください。
① 名古屋市地方気象台の HP
URL： http://jma-net.go.jp/nagoya/
② NHK および一部の民放テレビ
〔天候異変時の注意事項〕
１.暴風警報が通学範囲内に発令されている場合、原則として登校しないでく
ださい。
２.暴風警報以外の警報発令時において交通機関が運休した場合、無理な登校
をしないでください。
３.以上の場合には後日、遅滞なく担当教員に申し出てください。

３. 特別警報
発令時
４. 地震警戒

当日の授業・試験は行いません。登校しないで、各自ただちに命を守る行動
をとってください。

宣言発令時
５. 交通機関

名鉄がストライキをおこなった場合に限り、授業・定期試験を行いません。

ストライ

上記以外の理由で運休した場合は、原則として当日の授業・定期試験を行い

キ

ます。特に天候不順で交通機関の遅れが考えられる場合は、各自で早めの登
校を心がけてください。

4）補講の連絡について
上記１～５については、後日休講になった分の補講または定期試験が実施されます。その日程
については、掲示板への掲示および web で連絡をしますので注意していてください。

14
13

第 3 部 未来へのステップ
1. キャリアセンターの紹介
【指針】《学ぶ》と《働く》をつなぐ考えと行動を磨き、進路（就職・進学他）において１人
１人が納得できる活動をサポートします。
(1) キャリアセンターって何をしているところ？
皆さんの夢や進路の実現に向けて、満足度の高い活動をしてもらうための支援をしています。
～その 1～

みなさんの就職活動の支援です。１年生から利用できます。

～その 2～

進路選択のための相談はいつでもやっています。
みなさんの適性にあった道筋づくりを支援しています。

～その 3～

筆記試験対策や、面接対策など、いろいろな企画を実施しています。
苦手な人はどんどん利用しましょう。

～その 4～

就活関連書籍・企業パンフレット・求人票はもちろんそろっています。
また、先輩方の就活体験記やインターンシップ日記もあります。

～その 5～

短大 2 年間で身につけた能力や専門知識を、
仕事を通して社会で役立てられるよう、
「教育」と「進路(就職)」を合わせた就職指導や資格取得支援を行っています。

～その 6～

職場体験ができる《インターンシップ(自由応募型)》の案内をしています。
進路を考える上でもぜひ活用してもらいたいプログラムです！

～その 7～

入学前から卒業後までも見据えたサポートをしています。

内定がもらえる学生と、なかなかもらえない学生。どこに違いがあると思いますか？
それは「何かにチャレンジし、努力した学生」か「なんとなく 2 年間を過ごした学生」かの違
いです。
「自分はどんな業界・企業で、どんな仕事にむいてるのか？」という仮説を立てるための情報
収集をすることも、頑張ることのひとつですよ。
ひとりではできないことも、みんなと一緒ならできますよね。応援しています。

2. キャリア教育プログラム
(1) キャリア開発教育カリキュラム
授業「大学の学びとキャリアⅠ～Ⅱ」（全 30 回講義：1 年後期～2 年前期）
主な内容
①就職活動の流れに沿ったカリキュラム
②授業の中で、外部（企業・市町村・経済団体等）との連携あり
(2) インターンシップ
インターンシップとは、大学生が一定期間、企業で働く「職場体験」を指します。学生の今
だからこそできる貴重な機会です。もし、少しでも興味があれば、一度自分なりにさがしてみ
てはいかがでしょうか？なによりもまず、行動することが大事です。
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主な種類
①単位取得型インターンシップ（オフィス総合コース：2～3 月実施）
②自由応募型インターンシップ（求人サイト・商工会議所・企業 HP から検索）
③採用直結型インターンシップ（1 年生の 1～2 月が中心）
④長期インターンシップ（夏季休暇利用）
⑤短期インターンシップ（1～2 日）
⑥共育インターンシップ（愛知県中小企業家同友会主催）
★AMJC

インターンシップ概要

インターンシップは職業体験という点から、企業の一員として働き、スキルアップを目的と
しています。企業側も学生に対して社員同様の目的意識や責任感を求めています。アルバイト
とは違い、自分で考えて主体的に行動することが重要です。

（3）その他
・サポートプログラム

・資格取得対策講座(学外)

3. 就職支援事業
(1) 主な就職活動支援プログラム
・基礎学力補充講座
・新聞記者が教える、文章作成講座
・履歴書写真撮影およびメイク
・合同説明会バスツアー
・就活プログラム（春季・夏季休暇中）
・学内企業説明会および一次試験
・キャリアカウンセリング
・面接対策
・自己分析・履歴書の書き方講座
・業界セミナー

他
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・各種採用試験対策講座

(2) 閲覧資料
◆就職試験報告書
就職活動を終えた先輩による入社試験情報が満載。面接・筆記試験の内容や日程、内定者か
らのアドバイスは必見です。
◆求人 NAVI
愛知みずほ短期大学へ寄せられた約 10000 件の求人情報が掲載された進路就職支援システ
ム『求人検索 NAVI』。キャリアセンターのパソコンだけでなく、自宅 PC やスマートホンか
らのアクセスも可能。
◆参考書・雑誌
業界研究本・筆記試験対策本等の貸し出しをしています。（貸出期間は 2 週間。希望者はキ
ャリアセンタースタッフに申し出てください。）
◆進学関係
大学院・大学・専門学校等の資料も閲覧できます。

4. ジョブマーケティング
・アルバイト紹介

・広報

・企業研究

・市場調査

5. よくある相談
◆履歴書やエントリーシートのアドバイスが欲しい。
◆自己分析はどうすればいいですか。
◆面接対策をしてほしい。
◆業界・企業研究はどうしたらいいですか。
◆教員志望だが、就職活動が気になる。
◆インターンシップに参加するにはどうすればいいですか。
◆今、何をすればいいのかわからない。
◆やりたいことが見つからない。
困ったときは、キャリアセンターに連絡してくださいね。
キャリアセンター

(052)882-1193(直通)
月～金曜 9:00～18:00
隔週土曜 9:00～12:00

※カウンセラー全員がキャリアコンサルタント国家資格を所有しています。
複雑化する今の就職環境を受けて、悩みを抱える学生に丁寧に対応しています。
※電話、もしくは直接キャリア指導室で申し込んでください。
※個別相談はいつでも行っています。気軽に声をかけてください。
※相談時間は 1 回およそ 30 分くらいです。
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校内案内図
【１号館】
（１F）

２、３号館へ

図書館、５号館へ

守衛室

保健室

学内実習室（厨房）
自販機

多目的トイレ

電子レンジ

男子トイレ

事務室
給茶機
女子

ゴミ箱

EV

食堂兼学生サロン

トイレ

AED

ラウンジ

証明書
掲示板（教務関係）

正面玄関
ちょっとしたテーブルセッ
トがあります

（２F）

整頓を心がけて、
きれいに使いましょう

男子ロッカー

音楽室

保育研究室

女子ロッカー

求人（保育関係）

大型ロッカーもあります
求人（一般）
パソコンが
使えます！

男子トイレ

キャリア
センター

ダンス室

女子
EV

インターンシップ

トイレ
ゴミ箱

授業をおこなっていない
時間は、使用可です.希望

掲示板（キャリア）

ゴミ箱

者は事務局まで申し出て
吹き抜け

ください.
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自販機

ラウンジ

（３F）

非常勤講師の先生に会いたいときは
現代幼児教育学科ゼミ室

この部屋に行きましょう！

面談

短大

研究室 1

研究室 2

会議室

非常勤講師室

学長室

大学学長室

応接室

男子トイレ

研究室 3
保育演習室

女子
トイレ

EV

掲示板（図書館、検定）

301 講義室

303 講義室

302 講義室

研究室 4

ゴミ箱

304 講義室

305 講 義

（４F）

屋上広場（ウッドデッキ）

男子トイレ

現代幼児教育学科

自販機

図書館

ゴミ箱
女子
EV

トイレ
ラウンジ
掲示板

大学院研究室

401 講義室

402 講義室

403 講義室

図書館本館は高校東校舎１階、現代幼児教育学科図書館は 1 号館 4 階にあります。
たくさんの専門書が揃い、本館では CD や DVD も視聴できます。
空き時間等、大いに活用しましょう。
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404 講義室

（５F）

男子トイレ

女子

ゴミ箱

501 講義室

演習室 2

トイレ

EV
掲示板（国際交流関係）

502 講義室

503 教室

情報処理室

ここは、飲食禁止です！

授業をしていない時間は、
事務室で申請して使用できます。

授業で使用していない時間は
自由に使用できます。

【２号館】
（１F）

個人学習スペースやコピー機、自由
に使えるパソコンもあります！

ラーニンズコモンズ

電子レンジ

第 1 調理室

101 講義

玄関

給茶機

調理準備室

AED
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ゴミ箱

保管庫

第 2 調理室

更衣室
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男

女

子

子

ト

ト

イ

イ

レ

レ

守衛室

栄養調理研究室

（２F）

201 講義室
吹き抜け

看護実習室

学校保健実習室

化学実験室

情報処理室

研究室 1

子
ト

女子トイレ

男

学校保健

イ

化学実験準備室

レ

学校保健

生活文化

研究室 2

研究室

情報処理
研究室

【３号館】
（１F）
研究室 7

事務室
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センター
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瀬木
研究室

入口
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学生会室

女子
トイレ

短大

【５号館】
（１F）

大学学
生会室

（２F）
ラウンジ
男子トイレ
トレーニングルーム
入口

（３F）

さまざまな運動機器があります。チューターに申し出る
と、運動機器活用の講習日が指定されます。講習を受け
ることによっていつでも使用できます。使用にあたって
は、事務に申し込んでください。

【体育館】

AED
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