
  

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 杉野服飾大学 
設置者名 学校法人 杉野学園 

 

 

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 

服飾学部 

服飾学科 
夜 ・

通信 
 10 

3 13 13  

服飾表現学科 
夜 ・

通信 
3 13 13  

（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.sugino-fc.ac.jp/about/teacher/ 

 

 

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.sugino-fc.ac.jp/about/teacher/


  

 

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 杉野服飾大学 

設置者名 学校法人杉野学園 

 

 

１．理事（役員）名簿の公表方法 
 

https://www.sugino.ac.jp/gakuen/about/organization/index.html 

 

 

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 
専門学校 校長 

株式会社 代表取締役 

2021年 3月 30 日

～ 

2023年 3月 29 日 

ドレスメーカー学院

の教学面の管理運営 

非常勤 元株式会社 特別顧問 
2021年 3月 30 日

～ 

2023年 3月 29 日 
学園の経営方針 

非常勤 
元株式会社 代表取締役

社長 

2021年 3月 30 日

～ 

2023年 3月 29 日 
服飾教育方針 

（備考） 

 

  

https://www.sugino.ac.jp/gakuen/about/organization/index.html


  

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 杉野服飾大学 
設置者名 学校法人 杉野学園 

 

 

○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）作成のためのガイドラインを作成し、各科目の授業計画（シラ

バス）内には、授業の方針・概要、到達目標（学習成果）、授業計画（各授業回）、成

績評価の方法・基準の他、フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、

メールや学内システム等の活用）方法や準備学修についても全科目表記するよう教員

に依頼し作成している。授業における成績評価の方法については、「授業態度・姿勢、

授業内試験・課題（プレゼンテーション含む）」、「期末試験・課題（プレゼンテーショ

ン含む）」、「外部評価・検定試験結果」と評価項目を全科目において統一表記して、科

目ごとにその比率を表示している。 

 シラバス作成時には、第三者が内容をチェックし修正が必要な授業計画について

は、加筆・訂正をするシステムを実施している。授業計画(シラバス)は、ホームペー

ジで公開している。 



  

授業計画書の公表方法 

服飾学科 

1 年 

https://www.sugino-fc.ac.jp/media/syllabus-clothing01-

2022.pdf 

2年 

https://www.sugino-fc.ac.jp/media/syllabus-clothing02-

2022.pdf 

3年 

https://www.sugino-fc.ac.jp/media/syllabus-clothing03-

2022.pdf 

4年 

https://www.sugino-fc.ac.jp/media/syllabus-clothing04-

2022.pdf 

 
服飾表現学科 

1 年 

https://www.sugino-fc.ac.jp/media/syllabus-

presentation01-2022.pdf 

2年 

https://www.sugino-fc.ac.jp/media/syllabus-

presentation02-2022.pdf 

3年 

https://www.sugino-fc.ac.jp/media/syllabus-

presentation03-2022.pdf 

4年 

https://www.sugino-fc.ac.jp/media/syllabus-

presentation04-2022.pdf 

 

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） 

学修成果測定の指標を定めたアセスメントポリシーを策定し、学修成果の評価を実施

している。成績評価の方法・基準には｢授業態度・姿勢｣を含め、単一の評価方法だけ

でなく、複合した項目で評価することとしている。加えて授業内での課題やプレゼン

テーションを課して、学生の理解度を計りながら成績評価している。特に専門課程に

おいては、｢外部評価・検定試験結果｣も評価基準のひとつとしての比率が高くなる。

全学生共通必修科目で初年次課程の｢服飾造形基礎｣は複数開講のため、評価時には担

当者間の打合せを設けている。 

 学生に対しては、試験や課題に対してのフィードバックを授業内やメール・学内シ

ステム等を活用して全科目に課している。 

 

 

 

 

https://www.sugino-fc.ac.jp/media/syllabus-clothing01-2022.pdf
https://www.sugino-fc.ac.jp/media/syllabus-clothing01-2022.pdf
https://www.sugino-fc.ac.jp/media/syllabus-clothing02-2022.pdf
https://www.sugino-fc.ac.jp/media/syllabus-clothing02-2022.pdf
https://www.sugino-fc.ac.jp/media/syllabus-clothing03-2022.pdf
https://www.sugino-fc.ac.jp/media/syllabus-clothing03-2022.pdf
https://www.sugino-fc.ac.jp/media/syllabus-clothing04-2022.pdf
https://www.sugino-fc.ac.jp/media/syllabus-clothing04-2022.pdf
https://www.sugino-fc.ac.jp/media/syllabus-presentation01-2022.pdf
https://www.sugino-fc.ac.jp/media/syllabus-presentation01-2022.pdf
https://www.sugino-fc.ac.jp/media/syllabus-presentation02-2022.pdf
https://www.sugino-fc.ac.jp/media/syllabus-presentation02-2022.pdf
https://www.sugino-fc.ac.jp/media/syllabus-presentation03-2022.pdf
https://www.sugino-fc.ac.jp/media/syllabus-presentation03-2022.pdf
https://www.sugino-fc.ac.jp/media/syllabus-presentation04-2022.pdf
https://www.sugino-fc.ac.jp/media/syllabus-presentation04-2022.pdf


  

 

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） 

成績は S,A,B,C,D で評価している。評価の基準は以下の設定である。 

S（100～90 点）：特に優れた成績 

A（89～80 点）：優れた成績 

B（79～70 点）：妥当と認められる成績 

C（69～60 点）：合格と認められる成績 

D（59 点以下）：不合格 

なお、点数では評価できない科目があり、その科目の合格と認められる成績は「合」

としている。 

また、奨学金採用者決定、成績上位者判定、退学勧告等にＧPA を採用している。成

績評価の S,A,B,C,D を 4,3,2,1,0 と点数に置き換え、この点数に科目の単位数をかけ

て科目点数を出し、さらに全ての科目点数の合計を履修した科目の総単位数で割って

算出している。 

GPA＝（科目の点数×科目の単位数）の総和 ÷ 履修した科目の総単位数 

ただし、成績として合否のみを判定している科目（1 科目）はこの GPA の算出から除

外している。学生には、個人別時間割表、成績通知書、成績証明書に表記して告知し

ている。 

さらに GPA を活用して、各科目の平均値、成績分布を示し、教員の成績評価の際の参

考とするようにし、成績評価の平準化を図る工夫もしている。 

また、2 年間連続で GPA1.0 以下の学生に対し、教務委員会での協議の上「退学の勧

告」を行うこともある。 

客観的な指標の 

算出方法の公表方法 
https://www.sugino-fc.ac.jp/m_act/exam_risyu/ 

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） 

本学ではディプロマポリシーで定めた教育目標の達成を評価するため、アセスメントポ

リシーにおいて学修成果の評価の基準を定めている。 

服飾学科では服飾造形又は服飾ビジネスの、服飾表現学科では服飾表現の専門職業人を養

成することを目的としている。 

ディプロマポリシーでは、服飾学科の 6 つのコースと服飾表現学科の 5 つの専攻の専門

教育課程でそれぞれ具体的な教育目的と人材育成目標を定めている。 

この人材養成目標に従って、アセスメントポリシーでは服飾学科の教育課程修了時に達

成されることが期待される能力の水準として中央職業能力開発協会が出した「アパレル分

野」職業能力評価基準中の能力ユニットのレベル 1 の能力基準を原則として使用すること

としている。 

服飾表現学科においては教育課程修了時に達成されることが期待される能力の水準を、

ディプロマポリシーで専攻ごとに定めている養成目標の職種の人材として現代日本の企

業のスタッフの業務を遂行する能力としている。 

2 つの学科とも、教養科目 34 単位、専門科目 90 単位、合計 124 単位を修得することで 

卒業を認定することがディプロマ ポリシーで謳われている。 

卒業の認定に関する 

方針の公表方法 
https://www.sugino-fc.ac.jp/about/policy/ 

 

https://www.sugino-fc.ac.jp/m_act/exam_risyu/
https://www.sugino-fc.ac.jp/about/policy/


  

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 杉野服飾大学 

設置者名 学校法人 杉野学園 

 

 

１．財務諸表等 
財務諸表等 公表方法 

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

 

 

２．事業計画（任意記載事項） 

単年度計画（名称：令和 4年度事業計画 対象年度：令和 4年度           ） 

公表方法：：https://www.sugino.ac.jp/gakuen/governance/plan/ 

中長期計画（名称：杉野学園中長期計画(第 3期)対象年度：令和 3年度～令和 7年度） 

公表方法：：https://www.sugino.ac.jp/gakuen/governance/mandl-term/ 

 

 

３．教育活動に係る情報 

（１）自己点検・評価の結果 
公表方法：「自己点検・評価報告書（令和 2 年度）」を杉野服飾大学附属図書館に配

備している。そのほか、希望者は学校法人杉野学園総務課に申し込むことで閲覧が可

能である。このことは以下の URL にて示している。 

 

https://www.sugino-fc.ac.jp/about/torikumi 

 

 

 

（２）認証評価の結果（任意記載事項） 

公表方法：https://www.sugino-fc.ac.jp/about/jihee/ 

 

  

https://www.sugino.ac.jp/gakuen/governance/finance/
https://www.sugino.ac.jp/gakuen/governance/finance/
https://www.sugino.ac.jp/gakuen/governance/finance/
https://www.sugino.ac.jp/gakuen/governance/finance/
https://www.sugino.ac.jp/gakuen/governance/finance/
https://www.sugino.ac.jp/gakuen/governance/plan/
https://www.sugino.ac.jp/gakuen/governance/mandl-term/
https://www.sugino-fc.ac.jp/about/torikumi
https://www.sugino-fc.ac.jp/about/jihee/


  

（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 服飾学部 

教育研究上の目的（公表方法：https://www.sugino-fc.ac.jp/about/policy/） 

（概要） 

杉野服飾大学服飾学部の教育の基本理念は、挑戦（チャレンジ）の精神、創造する力、自

立（自己実現）する能力の育成である。現在及び未来の日本のファッション産業の道を切

り拓くチャレンジ精神をもって、芸術性・技術力と文化的教養に基づいた創造力を養い、

服飾の分野の専門職業人として社会で自立する能力のある人材を送り出すことが杉野服飾

大学の使命である。 

服飾学科ではビジネスの基礎を知るモードテクノロジーの専門家と服飾造形の基礎を知る

ファッションビジネスの専門家の素地を培うことを教育の目的としている。服飾関係の造

形分野の４つのコースとビジネス分野の２つのコースを置き、それぞれの専門分野で活躍

できる創造力をもった人材育成を目指す。 

服飾表現学科では服飾表現に関する専門職業人を育成すること及び現代の服飾表現に関す

る業務の現状分析と新しい表現方法の創造を研究することを教育研究の目的としている。

5 つの専攻を置き、ファッション価値を人々に伝えるさまざまな表現世界で専門家として

活躍する人材育成を目指す。 

卒業の認定に関する方針（公表方法：https://www.sugino-fc.ac.jp/about/policy/） 

（概要） 

本学ではディプロマポリシーで定めた教育目標の達成を評価するため、アセスメントポ

リシーにおいて学修成果の評価の基準を定めている。 

服飾学科では服飾造形又は服飾ビジネスの、服飾表現学科では服飾表現の専門職業人を養

成することを目的としている。ディプロマポリシーでは、服飾学科の 6 つのコース別及び

服飾表現学科の 5 つの専攻別の専門教育課程でそれぞれ具体的な教育目的と人材育成目標

を定めている。この目標に従って、アセスメントポリシーでは服飾学科の教育課程修了時

に達成されることが期待される能力の水準として中央職業能力開発協会が出した「アパレ

ル分野」職業能力評価基準中の能力ユニットのレベル 1 の能力基準を原則として使用する

こととしている。 

服飾表現学科においては教育課程修了時に達成されることが期待される能力の水準を、

ディプロマポリシーで専攻ごとに定めている養成目標の職種の人材として現代日本の企業

のスタッフの業務を遂行する能力としている。 

こうした人材育成を目指して組まれたカリキュラムに沿って必要とされる教養科目 34 単

位と専門科目 90単位の合計 124単位を修得することで卒業を認定する。 

教育課程の編成及び実施に関する方針 

（公表方法：https://www.sugino-fc.ac.jp/about/policy/） 

（概要） 

服飾学科では 1 年次の初年次教育課程と 2 年次からの 6 つのコースに分かれた専門教育課

程を設けている。初年次教育課程では、服飾関係科目の共通必修と専門選択を設け、服飾

造形に関する基礎的な技術やファッションビジネスの基礎を全学生が修得することとして

いるのが特徴である。専門教育課程では、教育目的と目標が異なることに基づきコースご

とに独自の必修科目を設定している。 

服飾表現学科では初年次教育課程と 2 年次後期から 5 つの専攻に分かれた専門教育課程を

設けている。初年次教育課程では、服飾表現科目の共通必修科目により服飾表現に関する

基礎的な技術や表現方法を全学生が修得することとなり、これが特徴となっている。2 年

次前期のオムニバス形式の「服飾表現演習」での学修をもとに、2年次後期の専門教育課程

で 5 つの専攻に分かれ、各専攻の教育目的と目標を達成するために必要な必修科目を専攻

ごとに設定している。両学科とも各コース、専攻の目指す専門職業分野の人材育成を可能

とする方針のもとにカリキュラムを編成している。 

https://www.sugino-fc.ac.jp/about/policy/
https://www.sugino-fc.ac.jp/about/policy/
https://www.sugino-fc.ac.jp/about/policy/


  

入学者の受入れに関する方針 

（公表方法：https://www.sugino-fc.ac.jp/about/policy/） 

（概要） 

杉野服飾大学は、チャレンジ精神をもって、芸術性・技術力と文化的教養に基づいた想

像力を養い、服飾分野の専門的な職業人として社会で自立する能力のある人材の育成を目

指し、以下のような人物を受け入れる。 

「学部の教育内容に強い関心と学習意欲をもっている人」 

「優れた創造性や豊かな個性をもっている人」 

「自己の認識や表現ができ、自己実現への意欲が高い人」 

服飾学科の求める学力の 3要素 

 

▶知識、技能 

・服飾を学ぶために必要な高校までに身につけておくべき基礎学力を備え、ものづくりや

ファッションビジネスへの興味関心がある。 

▶思考力、判断力、表現力 

・服飾の造形とビジネスについて求めることを自ら考え、それを実現するために必要なこ

とを判断し、実現するとともにこれらのことを表現する力を有している。 

▶主体性、多様性、協働性 

・服飾の造形とビジネスについて自分の考えをしっかり持ったうえで、自分とは違った立

場や考え、発想を柔軟に取り入れて協力しながら物事を作り上げていく力を持っている。 

・目的に向かい継続して研究、実践できる。 

 

服飾表現学科の求める学力の 3要素 

▶知識、技能 

 ・服飾表現を学ぶために必要な高校までに身につけておくべき基礎学力を備え、服飾を

通して表現することに興味関心、探究心や行動力がある。 

▶思考力、判断力、表現力 

 ・舞台や映像メディアでの服飾表現や多様な社会生活における服飾表現、服飾業界のフ

ァッション表現など多様な服飾表現について考察し、必要なことを判断したうえで表現で

きる力を有している。 

▶主体性、多様性、協働性 

 ・自分とは異なる立場を尊重し、多様な人々の考えや発想を柔軟に取り入れて服飾の表

現を高めることができる。 

 

 

②教育研究上の基本組織に関すること 

公表方法：https://www.sugino.ac.jp/gakuen/about/organization/ 
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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 

服飾学部 １人 － 1 人 

 － 24 人 1人 11人 7人 11人 54 人 

 － 人 人 人 人 人 人 

b.教員数（兼務者） 

学長・副学長 学長・副学長以外の教員 計 

 

人 83人 83 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.sugino-fc.ac.jp/about/teacher/ 

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） 

本学では FD の活動を行う主体的役割を担う組織として FD 研究委員会を置いている。 

FD 研究委員会は主に学生へのアンケート調査を実施し、その結果から改善すべき課題、

問題を抽出、検討し、学内の教職員に問題提起をしている。 

新入生へのアンケート調査、学生による授業評価アンケート調査、卒業時の学生生活ア

ンケート調査、さらに教員による授業公開・見学を定期的に実施し、その結果を改善に向

けて報告書としてまとめている。さらに平成 30 年度より学生に FD 活動に参加してもら

うことを企画し、学生と FD 研究委員代表者との意見交換会も実施してきている。 

そのほか、学内への啓蒙活動として学内勉強会等も企画し、学生対応の問題、授業方法の

改善などをテーマとして取り上げてきた。 

 

 

 

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 

服飾学部 240人 173人 72.1％ 1020人 763人 74.8％ 30人 9 人 

 人 人 ％ 人 人 ％ 人 人 

合計 240人 173人 72.1％ 1020人 763人 ％ 30人 9 人 

（備考） 
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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 

服飾学部 
170人 

（100％） 

5人 

（ 2.9％） 

116人 

（ 68.3％） 

49人 

（ 28.8％） 

 
人 

（100％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

合計 
170人 

（100％） 

5人 

（ 2.9％） 

116人 

（ 68.3％） 

49人 

（ 28.8％） 

（主な進学先・就職先）（任意記載事項） 

主な進学先:杉野服飾大学大学院 

      文化ファッション大学院大学 

主な就職先:アイア(株)、(株)アダストリア、(株)キャン、(株)ストライプインターナショナル 

      (株)チュチュアンナ、(株)TSI、(株)ナイスクラップ、(株)パル 

      (株)ベイクルーズ、MARK STYLER(株)、(株)マッシュスタイルラボ 

      (株)ラコステジャパン、ユザワヤ商事(株) 

（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 

服飾学部 
215人 

（100％） 

157人 

（ 73.0％） 

5人 

（ 2.3％） 

47人 

（ 21.9％） 

6人 

（2.8％） 

 
人 

（100％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

合計 
215人 

（100％） 

157人 

（ 73.0％） 

5人 

（ 2.3％） 

47人 

（ 21.9％） 

6人 

（2.8％） 

（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） 

カリキュラムに示された専門科目(必修・選択)、教養科目(必修・選択)は、講義・演習・実

習で構成されている。履修計画(履修申告)は年度初めに１回だが、前年度末にオリエンテーシ

ョンや個別相談を実施して仮申告し、年度初めに履修の追加や修正を加えて本申告としてい

る。ただし、選択科目に限って後期授業開始前に期間を設けて、キャップ制限単位数内で追加

を許可している。 

 

 

 

 

 



  

 

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） 

ディプロマポリシーで定めた教育目標の達成を評価するため、アセスメントポリシーにおいて

学修成果の評価の基準を定め、評価を実施している。そして教育目標に掲げられた職種に就く

ための能力水準に達するために組まれたカリキュラムに沿って、教養科目 34 単位と専門科目

90単位の合計 124単位を修得することで卒業を認定する。 

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） 

服飾学部 
服飾学科 124単位 ㊒・無 55単位 

服飾表現学科 124単位 ㊒・無 55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：https://www.sugino-fc.ac.jp/m_act/exam_risyu/ 

学生の学修状況に係る参考情報 

（任意記載事項） 
公表方法：https://www.sugino-fc.ac.jp/about/torikumi/ 

 

 

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：                                   

（校地・校舎）：https://www.sugino.ac.jp/gakuen/governance/education/disclosure/ 

（施設・設備  ：https://www.sugino-fc.ac.jp/campus/facility/ 

 

 

 

 

 

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） 

服飾学部 

服飾学科 800千円 300千円 360千円 

施設設備費(1 年生 300千円 

2年～4年生 200千円) 

実験実習費 40 千円 

維持費 20千円 

休学在籍料前・後期各 50千円 

服飾表現

学科 
800千円 300千円 360千円 

施設設備費(1 年生 300千円 

2年～4年生 200千円) 

実験実習費 40 千円 

維持費 20千円 

休学在籍料前・後期各 50千円 
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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） 

本学では経済的な理由により修学困難な学生、又は受験時・入学時には納付金軽減のた

め、以下の給付型奨学金を設けている。 

在校生対象：杉野学園奨学金、利子補給奨学金、杉野学園緊急時奨学金、｢大学等における修

学の支援に関する法律｣による学校法人杉野学園の授業料等減免 

新入生対象：同窓生特別免除制度、杉野学園新入生奨学金、全国ファッションデザインコン

テスト奨励金（杉野学園主催の全国ファッションデザインコンテスト高校生の

部において優秀な成績を収めた者を対象） 

b.進路選択に係る支援に関する取組 

（概要） 

就職部ではキャリアコンサルタントの資格を持った専門の職員が、就職活動の支援だけで

なく、インターンシップや様々なキャリア形成に関するカウンセリングを行っている 

c.学生の心身の健康等に係る支援に関する取組 

（概要） 

学生定期健康診断：全学生の定期健康診断（無料）を毎年（4月）に実施。 

医務室：救急処置を目的とし、学外のケガや病気でも相談に応じている。          

業務時間 9:00～17:00 

学生相談室：専門のカウンセラーが学生個々の自主的解決の方向に沿って適切な助言や 

指導をしている。※学生相談室は要予約制 

杉野学園ヘルスサポートセンター：365日 24時間無料の電話相談 

医務室だより：季節ごとに健康に関する注意事項を掲載したチラシを発行し、 

学生への注意喚起を計っている。今年度は特に全学生対象に 

新型コロナウイルス感染症についての注意喚起とワクチン接種等の推進 

について学生情報サイト manabaに掲出して発信を行っている。 

 

 

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://www.sugino-fc.ac.jp/about/torikumi/ 

 

https://www.sugino-fc.ac.jp/about/torikumi/

