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       尚美学園大学 
       大学基本情報 2021 

(データは注記のない限り令和 3 年 5月 1 日現在) 

教育研究上の目的                              

□ 大学 

学則 第１条（目的） 

本学は、教育基本法及び学校教育法に基づき、「智と愛」を建学の精神とし、総合的科学的思考の涵養を教育

方針として、広範な教養を授けるとともに、芸術と情報及び政策を専門的かつ学際的に教授研究し、その深奥

を究めて、各分野において指導的役割を果たしうる創造力と表現力並びに実践力を有する人材を育成すること

を目的とする。 

 

学則 第１条の２（学部及び学科の目的） 

本学に置く学部及び学科の人材養成及び教育研究上の目的は、次のとおりとする。 

 

芸術情報学部 

様々な芸術表現とメディアを駆使した表現を追求するため、社会的に通用する情報表現及び音楽表現における

幅広い分野にわたっての専門的能力を持った人材を養成することを目的とする。 

 

情報表現学科 

社会の高度情報化において、従来の芸術教育に情報・メディアコミュニケーションを統合した先見的な教育研

究を行うことを目的とする。 

 

音楽表現学科 

器楽、声楽、ジャズ＆ポップス、音楽創作及び音楽ビジネスの各分野における専門性の追求と同時に多角的な

視座を養う教育研究を行うことを目的とする。 

 

音楽応用学科 

音楽ビジネスの世界における音楽制作と音楽産業の各分野の専門性の追求と同時に多角的な視座を養う教育

研究を行うことを目的とする。 

 

舞台表現学科 

舞台における表現を実践的かつ理論的に追求し、舞台芸術の伝統を踏まえ、あらゆる視座から将来への可能性

を広げる教育研究を行うことを目的とする。 

 

総合政策学部 

現代社会におけるさまざまな政策課題を、政治、経済、法律、情報、文化などの諸分野にわたって研究し、問

題発見―問題解決型の思考様式に基づいて政策立案できる人材を養成することを目的とする。 

 

総合政策学科 

社会科学の専門的知識を学び、国、地方自治体、企業、団体などの抱える政策課題を研究し、そのうえで問題

解決を図ることができるような人材を養成することを目的とする。 

 

ライフマネジメント学科 

文化政策全般にわたる基礎的理解を通じて、政策学の視点から文化や芸術、スポーツを研究するとともに、文

化活動の推進、育成を支援する人材を養成することを目的とする。 
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スポーツマネジメント学部 

スポーツマネジメント学科 

多角的な視点からスポーツに対する理解を深め、現代社会における多様な課題を探求、解決できる人材を養成

すること、また、マネジメントの視点から、スポーツにおける多様な価値を実践的、論理的に追求する教育研

究を行うことを目的とする。 

 

□ 大学院 

学則 第５９条（修士課程） 

本学の大学院の修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門

性を要する職業等に必要な高度の能力を養うものとする。 

 

学則 第５９条の２（研究科及び専攻の目的） 

本学に置く研究科及び専攻の人材養成及び教育研究上の目的は、次のとおりとする。 

 

総合政策研究科 

国及び地方自治体並びに企業等で活躍し得る豊かな創造性と的確な判断力を備えた高度の専門的能力を持っ

た職業人を養成する。 

 

政策行政専攻 

ガバナンス・個別政策研究及び国際関係・地域研究を主たる研究対象とし、行政に重点を置いた政策の立案・

実施・評価に関する教育研究を行うことを目的とする。 

 

芸術情報研究科 

様々な芸術表現の可能性やメディアを駆使した芸術を多角的に追求するため、社会的、国際的に通用する情報

表現及び音楽表現における幅広い分野にわたって高度の専門的能力を持った職業人を養成する。 

 

情報表現専攻 

CG・映像、音響、コミュニケーションデザイン及び美術理論の各分野に関する幅広い基礎の上に新しい時代の

メディアコンテンツの制作や研究開発に関する教育研究を行うことを目的とする。 

 

音楽表現専攻 

器楽、声楽、ジャズ＆コンテンポラリー、音楽創作、アート・マネージメント、音楽教育及び音楽理論の各分

野に関する個々の分野での高度の専門性を追求と同時に多角的な視座を養う教育研究を行うことを目的とす

る。 

 

入学定員・収容定員                             

□ 大学 

学則 第４条（学部） 

本学の学部、学科、その収容定員は、次のとおりとする。 

学 部 学 科 入学定員 編入学定員 収容定員 

(1) 芸術情報学部 

情報表現学科 190名 10名 780名 

音楽表現学科 70名 20名 320名 

音楽応用学科 70名 10名 300名 

舞台表現学科 70名 10名 300名 

(2) 総合政策学部 総合政策学科 100名 － 400名 

(3)スポーツマネジメント学部 スポーツマネジメント学科 160名 － 640名 

合    計 660名 50名 2,740名 
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２ 総合政策学科及びスポーツマネジメント学科への編入学は、収容定員に対する欠員の状況を勘案して行

うものとする。 

□ 大学院 

学則 第５条（大学院） 

本学に大学院を置き、課程は修士課程とし、研究科、専攻、その収容定員は、次のとおりとする。 

研 究 科 専  攻 入学定員 収容定員 

芸術情報研究科 
情報表現専攻 10名 20名 

音楽表現専攻 10名 20名 

総合政策研究科 政策行政専攻 10名 20名 

合    計 30名 60名 

 

 

入学者受入方針、教育課程編成・実施方針、学位授与方針            

□ ３つのポリシー 

 

 

学修成果の評価の基準                            

□ アセスメント・ポリシー 

 

 

教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力               

□ 学部・学科・大学院 

 

 

校地・校舎等の施設その他の学生の教育研究環境                

□ キャンパス案内 

□ 大学までのアクセス 

□ 学生の修学、進路選択及び心身の健康等の支援 

□ メディアセンター 

□ メディアセンター蔵書数 

図書 学術雑誌 視聴覚資料 

（点数） 

電子ジャーナル 

（種類） 冊数 うち外国書 種類 うち外国書 

168,016 32,525 896 147 35,965 16 

 

 

 

  

https://www.shobi-u.ac.jp/about/policy/educational
https://www.shobi-u.ac.jp/about/policy/assessment
https://www.shobi-u.ac.jp/faculty/
https://www.shobi-u.ac.jp/about/campus/
https://www.shobi-u.ac.jp/access/
https://www.shobi-u.ac.jp/life/
https://www.shobi-u.ac.jp/mediacenter/
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学修の成果にかかる評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準        

□ 大学 

学則 第２９条（授業科目） 
授業科目は、必修科目、選択科目及び自由科目に分ける。授業科目は、教授会の定めるところに従い、各年次の春学期又

は秋学期に配当する。 

２ 各学期に配当された科目は、その学期に限り履修することができる。ただし、下級学期に配当された授業科目を上級

学期において履修することは妨げない。 

３ 各学期に履修できる授業科目は、第３１条に定める単位の計算方法に基づき、２２単位を上限とする。ただし、自由

科目はこれに含めない。 

４ 各学期に演習を２単位以上履修し、第４２条に定める評点について、別途各学部で定める内規により一定の基準を満

たす者に対し、２６単位までの履修を認めることがある。 

５ 授業科目の種類、単位数等は、別表第１のとおりとする。 

６ 授業科目の履修方法に関し必要な事項は、別に定める。 

 

学則 第３０条（授業の方法） 
授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。 

 

学則 第３１条（単位計算方法） 
授業科目の単位計算方法は、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、次の基準により単位数を計算するも

のとする。 

（１）講義については、１５時間の授業をもって１単位とする。 

（２）演習については、１５時間から３０時間の授業をもって１単位とする。 

（３）外国語科目については、３０時間の授業をもって１単位とする。 

（４）実験、実習及び実技については、３０時間から４５時間の授業をもって１単位とする。ただし、芸術等の分野にお

ける個人指導による実技の授業については、１０時間の授業をもって１単位とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、卒業研究、卒業演奏及び卒業作品の授業科目については、これらの学修の成果を評価して

単位を与えることができる。 

 

学則 第３２条（単位の授与） 
授業科目を履修し、第 41条に定める考査方法に合格した者には、所定の単位を与える。 

 

学則 第３４条（成績評価基準等の明示等） 
各学部は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに 1年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。 

２ 各学部は、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては、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。 

 

学則 第４１条（考査方法） 
学業成績については、学期末試験を行い、中間試験、タームペーパー等の成績を勘案して考査する。 

２ やむをえない理由のため、定期の試験を受けられなかった授業科目については、追試験を受けることができる。 

３ 定期試験及び追試験を受けなかった授業科目については、その理由のいかんにかかわらず不合格とする。 

４ 不合格科目については、改めて履修することを妨げない。 

５ 外国語、情報科目、特論、基礎演習、演習及び総合演習等、試験あるいは試験のみによる学業成績の考査を適当とし

ない授業科目については、教授会が他の考査方法を定めることがある。 

６ 各試験の時期等については、別に定める。 

 

学則 第４２条（成績） 
授業科目の試験等の成績は、秀、優、良、可、不可の５種の評語をもって表わし、秀、優、良、可を合格、不可を不合格

とする。合格した授業科目については、所定数の単位を与える。 

（１）学業成績の到達度は、平均評点値をもって表示する。 

（２）平均評点値は、履修した自由科目を除くすべての授業科目の各評語について、１単位あたり秀４点、優３点、良２

点、可１点、不可０点の評点を与えることによって算出する。 

（３）各授業科目の担当者は、履修者に与えた評語の比率を開示しなければならない。 

 

学則 第４３条（授業評価） 
各学期末に、各授業科目について担当教員に対する履修者の評価を調査しなければならない。  
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学則 第５２条（卒業） 
本学学部に４年以上在学し、次表の条件を満たし、かつ１２４単位以上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。ただし、第４年次において原級にとどめられ、春学期において卒業要件を満たした者は教授会の議

を経て、学長が卒業を認定することがある。 

学部、学科 

 

科目 

芸術情報学部 総合政策学部 スポーツマネジメント学部 

情報表現学科 

音楽表現学科 

音楽応用学科 

舞台表現学科 

総合政策学科 
ライフマネジ

メント学科 
スポーツマネジメント学科 

（１）教養科目 26単位以上 30単位以上 

（２）専門科目 86単位以上 82単位以上 

（３）学部間自由選択科目 12単位以内 12単位以内 

合 計 124単位以上 124単位以上 

２ 所属学部の許可を得て他学部他学科の専門科目を履修した場合、所属学部の定める単位数の授業科目を当該学部又は

学科の専門科目の修得単位かえることができる。 

３ 学部間自由選択科目とは上表（１）及び（２）の修得単位の要件を満した上、これら諸科目に属する他学部他学科の

授業科目を自由に選択し、かつ卒業に必要な修得単位に算入できるものをいう。ただし、他学部他学科の授業科目の履修

については当該学部の許可を要する。 

 

□ 大学院 

学則 第６５条（履修方法） 
学生は、大学院に２年以上在学し、次に掲げる各専攻の授業科目を３０単位以上修得しなければならない。 

  芸術情報研究科情報表現専攻 

   専門科目 

    選択必修        ６単位以上 

    選択         １８単位以上 

    （音楽表現専攻の科目を２科目４単位まで修得できるものする。） 

    （総合政策研究科の科目を２科目４単位まで含むことができる。） 

    論文・制作特別演習（必修）６単位 

 

  芸術情報研究科音楽表現専攻 

   専門科目 

    選択必修         ８単位以上又は１６単位以上 

    選択          １８単位以上又は１０単位以上 

        （情報表現専攻の科目を２科目４単位まで含むことができる。） 

    論文特別演習又はリサイタル演習（選択必修）４単位以上 

 

  総合政策研究科政策行政専攻 

   基本科目          ８単位以上 

   関連科目         １４単位以上 

      総合政策特殊研究      ８単位 

 

学則 第７３条（課程修了の要件及び認定） 
大学院を修了するためには、第６０条に規定する標準修業年限以上在学し、授業科目について所定の単位を修得し、かつ、

必要な研究指導を受けた上、学位論文（修士論文並びに修士制作及び修士演奏を含む。以下この条において同じ。）又は

特定の課題についての研究の成果の審査及び試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた業績

を上げたと認められる者については、当該課程に１年以上在学すれば足りるものとする。 

２ 大学院修了の認定は、研究科委員会が行う。なお、第２年次において原級にとどめられ、春学期において修了要件を

満たした者は研究科委員会の議を経て、修了を認定することがある。 

３ 学位論文の審査及び最終試験については尚美学園大学大学院学位規程（以下「学位規程」という。）の定めるところ

による。 
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成績評価の指標（GPA）の概要                               

□ 本学で成績評価の指標とする GPA（Grade Point Average ）の算出方法 

 
○本学におけるＧＰＡの内容（指標の算出方法） 

 各学期末に行われる成績評価（総合点）によって行う。 

100～60 点は合格、59 点以下は不合格。カッコ内はグレードポイント （GP） 

秀（４）100～90 点、優（３）89～80 点、良（２）79～70 点、可（１）69～60 点、不可（０）59 点以下、失格・欠席（０） 

GPA の計算式： GPA=（GP×単位数）の総和÷履修単位数の総和 

（GPA は、小数点第三位の値を四捨五入し、小数点第二位までとする） 

○本学におけるＧＰＡの適切な実施状況 

 本学では春学期（前期）及び秋学期（後期）の期末試験実施終了後、それぞれ確定した成績をもとに GPA 計算式により算出 

し、成績表に過去の GPA の数値の推移とともに記載し、学生に配付（フィードバック）している。その GPA の状況により、指導 

担当者（アドバイザー）より履修指導を実施している。また、GPA が基準を上回った場合には、履修上限単位数を 22 単位から 

26 単位にする対応も行っている。 

○授業の成績分布状況は、学期毎に成績評価の比率（指標の比率）を公表している 

 

 

 

 

取得可能な学位                               

□ 大学 

学 部 学 科 学位名称 

芸術情報学部 

Faculty of Informatics for Arts  

情報表現学科  

Department of Information Expression  
学士（芸術情報） 

音楽表現学科 

Department of Music Expression  
学士（芸術情報） 

音楽応用学科 

Department of Music Business Development 
学士（芸術情報） 

舞台表現学科 

Department of Performing Arts 
学士（芸術情報） 

総合政策学部 

Faculty of Policy Management  

総合政策学科  

Department of Policy Management  
学士（総合政策） 

ライフマネジメント学科 

Department of Human Life Management 
学士（総合政策） 

スポーツマネジメント学部 

Faculty of Sport Management 

スポーツマネジメント学科 

Department of Sport Management 

学士（スポーツマネ

ジメント） 

 

□ 大学院 

研究科 学 科 学位名称 

芸術情報研究科 

School of Informatics for Arts 

情報表現専攻  

Division of Media Arts 
修士（情報表現） 

音楽表現専攻  

Division of Musical Arts 
修士（音楽表現） 

総合政策研究科 

School of Policy and Management Studies 

政策行政専攻  

Public Policy and Administration Studies 
修士（総合政策） 
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授業科目                                  

□ ＷＥＢシラバス 

 

資格の取得                                 

□ 教職課程 

□ 学芸員課程 

□ その他資格 

〇ビジネス著作権検定 

令和 2年度   

資格名 受験者数 合格者数 

ビジネス著作権検定上級   

ビジネス著作権検定初級   

※令和２年度は、新型コロナウイルスの影響を鑑み、受験見送り 

 

〇サッカー審判員 

公益財団法人日本サッカー協会の審判員制度である「サッカー審判員 4級」の資格を 1年次に原則取得し、4年間更新を行って

います。また、その中でも優秀な審判員は、「同審判員 3級」の資格を取得しています。 

公益財団法人日本サッカー協会／審判員に関する HP：http://www.jfa.jp/referee/system/ 

 

〇日本語能力試験 N1取得 

現在、本学では 370名（2021年 5月 1日現在）の留学生が在籍し、日本で就職を目指す留学生には最低限必要となる「日本語

能力試験 N1」の資格取得を積極的に勧めています。そこで、本学後援会（保護者組織）からの補助を活用し、N1合格者に対し

て受験料の補助を行っております。 

過去の N1合格者で補助を利用した留学生は以下の通りです。 

2019年度：12名 

2020年度：23名 

※補助を利用した人数であり、合格者が上記数より多いことがあります。 

主催：公益財団法人日本国際教育支援協会／独立行政法人国際交流基金 HP：http://info.jees-jlpt.jp/what/ 

 

 

海外協定校                                 

□ 海外交流・研修 

 

大学間連携                                 

□ 彩の国コンソーシアム 

 

産官学連携                                 

□ 尚美総合芸術センター 

  

https://portal.shobi-u.ac.jp/public/web/Syllabus/WebSyllabusKensaku/UI/WSL_SyllabusKensaku.aspx
https://www.shobi-u.ac.jp/certification/qualification/teacher/
https://www.shobi-u.ac.jp/certification/qualification/curator/
http://www.jfa.jp/referee/system/
http://info.jees-jlpt.jp/what/
https://www.shobi-u.ac.jp/life/international/exchange
http://www.saicon.jp/index.html
https://www.shobi-u.ac.jp/sac/
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学事予定                                  

□ 令和 3年度（令和 3年 4月 1日現在） 

※新型コロナウイルス感染症への対応のため日程変更が生じています。 
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学費                                    

□ 大学 

（単位：円）  

学 部 学 科 入学金 授業料 教育充実費 合計 

芸術情報学部 情報表現学科  250,000 1,000,000 400,000 1,650,000 

音楽表現学科 250,000 1,250,000 400,000 1,900,000 

音楽応用学科 250,000 1,250,000 400,000 1,900,000 

舞台表現学科 250,000 1,250,000 400,000 1,900,000 

総合政策学部 総合政策学科  200,000 750,000 250,000 1,200,000 

スポーツマネジメント学部 スポーツマネジメント学科 200,000 800,000 280,000 1,280,000 

 

□ 大学院 

（単位：円）  

研究科 専 攻 入学金 授業料 教育充実費 合計 

芸術情報研究科 情報表現専攻 185,000 850,000 200,000 1,235,000 

音楽表現専攻 185,000 1,100,000 200,000 1,485,000 

総合政策研究科 政策行政専攻  140,000 680,000 120,000 940,000 

 

特待制度                                  

特待制度の状況  

① 特待生選抜（入学試験特待生（試験成績優秀者）） 

特待生を希望し、入学試験(特待生選抜)において本学の基準を満たす成績を修めた者を対象として、試験結果の上位から

選定します。 

定 員：10名以内（一般選抜募集人員に含む） 

免除額：授業料全額、授業料半額、授業料の 30％の 3種類 

 

② 在学生特待制度（成績優秀者） 

在学生のうち学業成績の優秀な者を特待生として処遇し、勉学を奨励します。 

減免額…授業料全額（最大） 

人数…18名（各学科・各学年（2・3・4年）から 1名） 

対象…前年度の学業成績（GPA）上位者 

 

入学試験特待生 ※AO入試 特待生（情報表現学科のみ）含む  

  情報表現 音楽表現 音楽応用 舞台表現 総合政策 ライフマネジメント スポーツマネジメント 

1年 4 1 2 1 2 
 

0 

2年※ 4 0 0 0 0 
 

0 

3年※ 7 0 0 0 0 0  

4年※ 11 7 4 2 0 2  

スポーツ特別奨学生 

  情報表現 音楽表現 音楽応用 舞台表現 総合政策 ライフマネジメント スポーツマネジメント 

1年 0 0 0 0 2 
 

15 

2年 0 0 0 0 3 
 

14 

3年 0 0 0 0 3 15  

4年 0 0 0 0 1 12  

在学生特待生（成績優秀者） 

  情報表現 音楽表現 音楽応用 舞台表現 総合政策 ライフマネジメント スポーツマネジメント 

2年 1 1 1 1 1 
 

1 

3年 1 1 1 1 1 1  

4年 1 1 1 1 1 1  
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奨学金                                   

□ 日本学生支援機構奨学金 
教育の機会均等の理念のもと、意欲と能力のある学生等が、自らの意志と責任において大学等で学ぶことができるよう、国の重要な

教育事業として実施されています。 

 

◇貸与奨学金 

○種類（金額は月額） 

学部生 

・第一種奨学金(利息なし) 

自宅通学者：20,000 円、30,000 円、40,000 円、54,000 円 

自宅外通学者：20,000 円、30,000 円、40,000 円、50,000 円、64,000 円 

※2020 年度から始まった新しい給付奨学金と併せて第一種奨学金の貸与を受ける場合、貸与を受けられる月額の上限

額が制限されます。 

※申込時の家計収入が一定額以上の場合は、各区分の最高月額以外の月額から選択することになります。 

・第二種奨学金(利息付) 

20,000 円から 120,000 円までの間で、10,000 円単位で月額を選択できます。 

大学院生 

・第一種奨学金(利息なし) 

50,000 円、88,000 円 

・第二種奨学金(利息付) 

50,000 円、80,000 円、100,000 円、130,000 円、150,000 円 

 

○推薦基準（詳細は日本学生支援機構 HP をご覧ください。） 

学習活動、その他生活の全般を通じて態度・行動が学生にふさわしく、将来良識のある社会人として活動できる見込みがあり、

人物・学力の申込基準を満たしている奨学金申込者を本学で選考の上、機構に推薦をして家計審査を行い、奨学生としての採

用が決定されます。 

①学力基準 

学部生 

・「第一種奨学金のみ」または「併用貸与」 

1年次生：高等学校または専修学校高等課程最終2か年の成績の平均が3.5以上であること。または、高等学校卒業

程度認定試験合格者であること。 

2 年次生以上：本人の属する学部(科)の上位 1/3 以内であること。 

・「第二種奨学金」 

出身学校または在籍する学校における成績が平均水準以上と認められること。 

大学院生 

・「第一種奨学金のみ」または「併用貸与」 

大学等・大学院における成績が特に優れ、将来、研究能力または高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能

力を備えて活動することができると認められること。 

・「第二種奨学金」 

大学院における学修に意欲があり、学業を確実に修了できる見込みがあると認められること。 

②家計基準 

学部生 

申込時の家計支持者の年収(給与所得の場合)・所得金額(給与以外の収入の場合)等から、特別控除額を差し引いた金

額が、世帯人数ごとに設定された収入基準額以下であること。 

大学院生 

本人の収入（定職、アルバイト、父母等からの給付、奨学金、その他の収入により本人が 1 年間に得た金額）と配偶者の

定職収入の金額の合計額が、下記の金額以下の場合選考の対象となります。なお、定職収入が給与所得以外の場合

は、収入金額から必要経費を控除した額となります。 

  

◇給付奨学金（高等教育の修学支援制度） 

経済的理由で大学・専門学校への進学をあきらめないよう、2020 年 4 月から、新制度がスタートしています。 

世帯収入の基準を満たしていれば、成績だけで判断せず、しっかりとした「学ぶ意欲」があれば支援を受けることができます。 

また、給付型奨学金の対象となれば、大学・専門学校等の授業料・入学金も免除又は減額されます。 

 

◯支給額 

給付奨学生として採用されてから卒業する（修業年限の終期）まで、世帯の所得金額に基づく区分に応じて、学校の設置者（国 

公立・私立）及び通学形態（自宅通学・自宅外通学）により定まる下表の金額（月額）が、原則として毎月振り込まれます。 

 

【私立・大学の場合】 

＜自宅通学者＞ 

第 1 区分：38,300 円（42,500 円） 

第 2 区分：25,600 円（28,400 円） 

第 3 区分：12,800 円（14,200 円） 
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＜自宅外通学者＞ 

第 1 区分：75,800 円 

第 2 区分：50,600 円 

第 3 区分：25,300 円 

 

1.生活保護世帯（受けている扶助の種類を問いません。）で自宅から通学する人及び児童養護施設等（※）から通学する人

等は、自宅通学者のカッコ内の金額となります。 

2.自宅通学とは、学生が生計維持者（父母等）と同居している（またはこれに準ずる）状態のことをいいます。「自宅外通学」

の月額を選択する場合、自宅外通学であることの証明書類の提出が必要です。 

自宅外通学については日本学生支援機構 HP をご確認ください。 

※「児童養護施設等」とは、児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設（情緒障害児短期治療施設から改称）、

児童自立生活援助事業（自立援助ホーム）を行う者、小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）を行う者、里親を指し

ます。 

 

◯貸与奨学金（第一種奨学金・第二種奨学金）を併せて利用する場合 

給付奨学金と第一種奨学金を併せて利用する場合、第一種奨学金の貸与月額が制限されます。なお、第二種奨学金の貸

与月額には、給付奨学金の利用は影響しません。 

 

【2020 年度以降採用の給付奨学金受給中の第一奨学金の貸与月額（私立・大学）（単位：円）】 

＜自宅通学者＞ 

第 1 区分：0 円 

第 2 区分：0 円 

第 3 区分：21,700(20,000、30,300)円 

 

＜自宅外通学者＞ 

第 1 区分：0 円 

第 2 区分：0 円 

第 3 区分：19,200 円 

 

※親と同居している生活保護世帯の人、児童養護施設等から通学する人は、()内の金額となります。  

※調整後の貸与月額表において、20,000 円の設定は平成 30 年度以降入学者が選択できる月額であり、平成 29 年度以前

入学者は 20,000 円を選ぶことはできません。 

 

◯申込資格（詳細は日本学生支援機構 HP をご覧ください。） 

次の（1）及び（2）の両方に該当する人が申し込めます。 

（1）大学等への入学時期等に関する資格 

（2）在留資格等に関する資格 

 

◯選考基準（詳細は日本学生支援機構 HP をご覧ください。） 

給付奨学金の支給を受けるには、次の（1）と（2）の両方を満たす必要があります。 

（1）学業成績等に係る基準 

学業成績等に係る基準は以下のとおりです。 

 

【1 年次】 

次の 1～3 のいずれかに該当すること。 

1：高等学校等における評定平均値が 3.5 以上であること、又は、入学者選抜試験の成績が入学者の上位 2 分の 1 の範囲

に属すること 

2：高等学校卒業程度認定試験の合格者であること 

3：将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書等により確認できること 

 

【2 年次以上】 

次の 1、2 のいずれかに該当すること。 

1：GPA（平均成績）等が在学する学部等における上位 2 分の 1 の範囲に属すること 

2：修得した単位数が標準単位数以上であり、かつ、将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有している

ことが、学修計画書により確認できること 

※採用基準となる GPA・修得単位数はともに「入学時から前年度（前学年）末までの累積」によって判定されます。 

※標準単位数以上でないことについて、災害、傷病その他やむを得ない事由があると認められる場合には、修得単位数が

標準単位数未満であっても、学修意欲を有することが確認できれば、この基準を満たすことになります。 

※標準単位数＝卒業に必要な単位数÷修業年限×申込者の在学年数 

ただし、在学中の学業成績が次の 1.～3.のいずれかの基準に該当する場合は、支給対象外となります。 
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1．修業年限で卒業又は修了できないことが確定したこと。 

2．修得した単位数の合計数が標準単位数の 5 割以下であること。 

3．履修科目の授業への出席率が 5 割以下であることその他の学修意欲が著しく低い状況にあると認められること。 

 

※1 1.～3.のいずれかの基準に当てはまる場合であっても、災害・傷病、その他のやむを得ない事由がある場合は、支給対

象となり得ます。 

※2 編入学や転学をしている場合、編入学や転学前の学校で 1.～3.のいずれかの基準に当てはまる場合は採用となりませ

ん。 

 

（2）家計に係る基準（収入基準・資産基準） 

あなたと生計維持者が、次の「収入基準」及び「資産基準」のいずれにも該当する必要があります。 

父母がいる場合は、原則として父母（2 名）が「生計維持者」となりますが、生計維持者が誰であるか不明な場合は、日本学

生支援機構 HP の「生計維持者について」、もしくは「生計維持者に係る Q&A」をご確認ください。 

 

1.収入基準 

収入基準は以下のとおりです。（日本学生支援機構 HP 内の「進学資金シミュレーター」で、収入基準に該当するかおおよそ

の確認ができますので、ご利用ください。） 

 

【第 1 区分】あなたと生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること（※1）。 

【第 2 区分】あなたと生計維持者の支給額算定基準額（※2）の合計が 100 円以上 25,600 円未満であること。 

【第 3 区分】あなたと生計維持者の支給額算定基準額（※2）の合計が 25,600 円以上 51,300 円未満であること。 

 

※1 ふるさと納税、住宅ローン控除等の税額控除の適用を受けている場合、各区分に該当しない場合があります。 

※2 支給額算定基準額(a)＝課税標準額×6％－（調整控除額＋調整額）(b)（100 円未満切り捨て） 

支給額算定基準額を算出するための「課税標準額」「調整控除額」「調整額」は、課税証明書や所得証明書に必ず記載され

ているものではありません。なお、「マイナポータル」を活用すれば、市町村民税の課税標準額などを調べることができます。 

 

(a)市町村民税所得割が非課税の人は、（※1）の場合を除き、この計算式にかかわらず、支給額算定基準額が 0 円となりま

す。 

(b)政令指定都市に対して市民税を納税している場合は、（調整控除額＋調整額）に 4 分の 3 を乗じた額となります。 

 

2.資産基準 

あなたと生計維持者（2人）の資産額（※）の合計が2,000万円未満（生計維持者が1人のときは1,250万円未満）であること。 

※資産とは、現金やこれに準ずるもの（投資用資産として保有する金・銀等、預貯金、有価証券の合計額を指し、土地等の

不動産は含みません）。 

なお、資産に関する証明書（預金通帳のコピー等）の提出は不要です。  
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2021 年度 日本学生支援機構奨学金 給付・貸与者数 

学部 学科 種別 1 年 2 年 3 年 4 年 種別計 

芸術情報学部 情報表現学科 給付 19 25 13 11 68 

第一種 26 40 30 21 117 

第二種 39 60 49 32 180 

音楽表現学科 給付 10 10 12 9 41 

第一種 7 13 7 12 39 

第二種 16 20 24 24 84 

音楽応用学科 給付 7 4 7 6 24 

第一種 7 8 9 9 33 

第二種 16 20 28 11 75 

舞台表現学科 給付 6 8 7 4 25 

第一種 5 11 6 10 32 

第二種 8 14 11 18 51 

総合政策学部 総合政策学科 給付 5 8 2 1 16 

第一種 10 13 8 3 34 

第二種 17 34 14 12 77 

ライフマネジメント学

科 

給付 0 0 19 7 26 

第一種 0 0 31 17 48 

第二種 0 1 48 27 76 

スポーツマネジメント

学部 

スポーツマネジメント

学科 

給付 30 23 0 0 53 

第一種 33 33 0 0 66 

第二種 54 84 0 0 138 

学年別計 

給付計 77 78 60 38 253 

第一種計 88 118 91 72 369 

第二種計 150 233 174 124 681 

合計 315 429 325 234 1303 

 

研究科 専攻 種別 1 年 2 年 種別計 

芸術情報研究科 

情報表現専攻 
第一種 0 0 0 

第二種 0 0 0 

音楽表現専攻 
第一種 2 1 3 

第二種 1 0 1 

総合政策研究科 政策行政専攻 
第一種 0 0 0 

第二種 0 0 0 

学年別計 

第一種 2 1 3 

第二種 1 0 1 

合計 3 1 4 

 

 

 

  



15 
 

□授業料等減免（高等教育の修学支援新制度） 

日本学生支援機構 給付奨学金と同一の基準となっており、給付型奨学金の対象者が併せて対象者となります。世帯収入に応じ

た３段階の区分で支援額が決まります。 

 

◇減免額一覧 

〇入学金 

学 部 第一区分 第二区分 第三区分 

芸術情報学部 250,000 円 166,700 円 83,400 円 

総合政策学部 200,000 円 133,400 円 66,700 円 

スポーツマネジメント学部 200,000 円 133,400 円 66,700 円 

 

〇授業料（年間） 

2020年度以降入学者 

学 部 第一区分 第二区分 第三区分 

全学部 700,000 円 466,700 円 233,400 円 

 

2019年度以前入学者 

学 部 第一区分 第二区分 第三区分 

芸術情報学部 700,000 円 466,700 円 233,400 円 

総合政策学部 680,000 円 453,400 円 226,700 円 
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学生データ                                 

□ 入学者数 

学 部 志願者 入学者 

芸術情報学部 707 466 

編入学 29 20 

合 計 736 486 

総合政策学部 161 121 

編入学 14 12 

合 計 175 133 

スポーツマネジメント学部 278 207 

 

研究科 志願者 入学者 

芸術情報研究科 39 22 

総合政策研究科 11 9 

 

□ 学生数 

学 部 在籍者数 研究科 在籍者数 

芸術情報学部 1909 芸術情報研究科 39 

総合政策学部 767 総合政策研究科 17 

スポーツマネジメント学部 453   

 

□ 出身地別在学生情報 
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□ 留学生出身国・地域（学部在籍者、休学者を含む） 
国 名 人数 国 名 人数 国 名 人数 

中華人民共和国 212 大韓民国 63 ベトナム 45 

マレーシア 24 ネパール 8 台湾 3 

ミャンマー 2 モンゴル 2 スリランカ 2 

インドネシア 2 ロシア 2 チュニジア 1 

メキシコ 1 ガーナ 1 スウェーデン 1 

タイ 1  

 

 

□ 社会人学生数 

学部 人数 

芸術情報学部 0 

総合政策学部 0 

スポーツマネジメント学部 0 

総合政策研究科 0 

芸術情報研究科 0 

 

 

□ 卒業生数  

学部 学科 

令和 2年度

（2020年度）

卒業生数 

入学年度別内訳 

H29 

(2017) 

H28 

(2016) 

H27 

(2015) 

H26 

(2014) 

編入 

芸術情報学部 情報表現学科 126 115 7 0 1 3 

音楽表現学科 71 60 4 0 0 7 

音楽応用学科 48 40 4 2 0 2 

舞台表現学科 60 60 0 0 0 0 

総合政策学部 総合政策学科 76 68 4 1 0 3 

ライフマネジメント学科 103 98 3 2 0 0 

 

 

□ 卒業生総数 

卒業・修了者数 

大学 11,107 

大学院 449 

合 計 11,556 
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□ 学位取得状況 

 

※編入学生を除く 

 
入学年 専攻 学位名称 入学者 学位取得者 学位取得状況 

H31 

(2019) 

総合政策研究科 政策行政専攻 修士（総合政策） 5 5 100.0% 

芸術情報研究科 情報表現専攻 修士（情報表現） 9 8 88.9% 

芸術情報研究科 音楽表現専攻 修士（音楽表現） 8 6 75.0% 

計   24 21 87.5% 

H30 

(2018) 

総合政策研究科 政策行政専攻 修士（総合政策） 10 10 100.0% 

芸術情報研究科 情報表現専攻 修士（情報表現） 6 6 100.0% 

芸術情報研究科 音楽表現専攻 修士（音楽表現） 8 5 62.5% 

計   24 21 87.5% 

H29 

(2017) 

総合政策研究科 政策行政専攻 修士（総合政策） 14 14 100.0% 

芸術情報研究科 情報表現専攻 修士（情報表現） 9 8 88.9% 

芸術情報研究科 音楽表現専攻 修士（音楽表現） 10 9 90.0% 

計   33 31 93.9% 

 

 
学科・専攻 学位 総取得者数 

芸術情報学部 情報表現学科 学士（芸術情報） 2884 

芸術情報学部 音楽表現学科 学士（芸術情報） 2301 

芸術情報学部 音楽応用学科 学士（芸術情報） 159 

芸術情報学部 舞台表現学科 学士（芸術情報） 187 

総合政策学部 総合政策学科 学士（総合政策） 3861 

総合政策学部 ﾗｲﾌﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学科 学士（総合政策） 1653 

総合政策研究科 政策行政専攻 修士（総合政策） 176 

芸術情報研究科 情報表現専攻 修士（情報表現） 101 

芸術情報研究科 音楽表現専攻 修士（音楽表現） 170 

総計   11492 

 

  

入学年 学科 学位名称 入学者 学位取得者 学位取得状況 

H29 

(2017) 

芸術情報学部 情報表現学科 学士（芸術情報） 176 116 65.9% 

芸術情報学部 音楽表現学科 学士（芸術情報） 87 65 74.7% 

芸術情報学部 音楽応用学科 学士（芸術情報） 66 40 60.6% 

芸術情報学部 舞台表現学科 学士（芸術情報） 87 60 69.0% 

総合政策学部 総合政策学科 学士（総合政策） 102 72 70.6% 

総合政策学部 ﾗｲﾌﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学科 学士（総合政策） 113 98 86.7% 

計   631 451 71.5% 

H28 

(2016) 

芸術情報学部 情報表現学科 学士（芸術情報） 163 118 72.4% 

芸術情報学部 音楽表現学科 学士（芸術情報） 67 46 68.7% 

芸術情報学部 音楽応用学科 学士（芸術情報） 72 55 76.4% 

芸術情報学部 舞台表現学科 学士（芸術情報） 82 68 82.9% 

総合政策学部 総合政策学科 学士（総合政策） 79 58 73.4% 

総合政策学部 ﾗｲﾌﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学科 学士（総合政策） 155 120 77.4% 

計   618 465 75.2% 

H27 

(2015) 

芸術情報学部 情報表現学科 学士（芸術情報） 206 153 74.3% 

芸術情報学部 音楽表現学科 学士（芸術情報） 70 50 71.4% 

芸術情報学部 音楽応用学科 学士（芸術情報） 88 64 72.7% 

芸術情報学部 舞台表現学科 学士（芸術情報） 90 59 65.6% 

総合政策学部 総合政策学科 学士（総合政策） 68 47 69.1% 

総合政策学部 ﾗｲﾌﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学科 学士（総合政策） 185 146 78.9% 

計   707 519 73.4% 

計   675 518 76.7% 
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□ 卒業後の進路状況 

令和 2年度（全卒業生＝国内生＋留学生） 

学科名 
卒業者数

※１ 

進路の内訳 

就職 

希望者数 

就職者数※０ 

（就職率％※２） 

進学者数※３ 

（大学院） 

フリーランス

起業等者数 
その他※４ 

情報表現学科 124 89 74 83.1 2 0 4 44 

音楽表現学科 68 40 37 92.5 6 2 2 23 

音楽応用学科 48 28 19 67.9 3 2 4 22 

舞台表現学科 60 29 25 86.2 1 0 13 21 

芸術情報学部 計 300 186 155 83.3 12 4 23 110 

総合政策学科 73 39 31 79.5 3 1 3 36 

ライフマネジメント学科 101 84 77 91.7 0 0 2 22 

総合政策学部 計 174 123 110 89.4 4 1 7 53 

全学 合計 474 309 265 85.8 16 5 30 163 

※０自営（家業継承者などを含む） 

※１卒業者数＝就職者数＋フリーランス・起業等者数＋進学者数＋その他 

※２就職率＝就職者数／就職希望者数 

※３進学者数＝大学院進学者数＋専門学校進学者数＋その他の学校進学者数＋留学者数 （  ）内は大学院進学者数 

※４その他＝就職活動継続者＋アルバイト＋家事従事＋就職希望せず＋不明、帰国（留学生） 

 

 

令和 2年度（全卒業生＝国内生のみ） 

学科名 
卒業者数

※１ 

進路の内訳 

就職 

希望者数 

就職者数※０ 

（就職率％※２） 

進学者数※３ 

（大学院） 

フリーランス

起業等者数 
その他※４ 

情報表現学科 107 78 71 91.0 2 0 4 30 

音楽表現学科 63 37 36 97.3 5 2 2 20 

音楽応用学科 43 26 19 73.1 1 0 4 19 

舞台表現学科 60 29 25 86.2 1 0 13 21 

芸術情報学部 計 273 170 151 88.8 9 2 23 90 

総合政策学科 33 22 17 77.3 2 0 3 11 

ライフマネジメント学科 100 83 77 92.8 0 0 2 21 

総合政策学部 計 133 106 101 95.3 3 0 7 22 

全学 合計 406 276 252 91.3 12 2 30 112 

※０自営（家業継承者などを含む） 

※１卒業者数＝就職者数＋フリーランス・起業等者数＋進学者数＋その他 

※２就職率＝就職者数／就職希望者数 

※３進学者数＝大学院進学者数＋専門学校進学者数＋その他の学校進学者数＋留学者数 （  ）内は大学院進学者数 

※４その他＝就職活動継続者＋アルバイト＋家事従事＋就職希望せず＋不明、帰国（留学生） 
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□ 就職先  

令和 2年度 情報表現学科 就職先一覧                                            

 

 

 

  

映像・音楽・舞台 情報通信 建設業
リーダー電子株式会社 株式会社ネットワーク 殖産住宅株式会社
株式会社Provision 株式会社OverTheClip 医療・介護・福祉
株式会社オーエン（番組制作） 株式会社サイプレス・ソリューションズ 社会福祉法人ハッピーネット
株式会社フラワーコミュニティ放送 株式会社夢テクノロジー 医療法人社団　白凜会（ブランクリニック）

株式会社コスモステクノ静岡 株式会社ギガ 株式会社木下の介護
株式会社インナップ 株式会社アドックインターナショナル 教育・公務員
株式会社トラストネットワーク 株式会社アイシーズ 学校法人尚美学園
株式会社綜合舞台 日本情報産業株式会社 自衛隊（航空）
株式会社ザ・チューブ 株式会社アウトソーシングテクノロジー 各種団体
株式会社ＴＢＳアクト 株式会社ティエム２ 関東信越税理士会
株式会社テイクシステムズ 株式会社ドワンゴ 志木地区衛生組合
株式会社テイク アルサーガパートナーズ株式会社 不動産
株式会社東京サウンド・プロダクション CGCGスタジオ株式会社 明和地所株式会社
株式会社銀座サクラヤ NTTインターネット株式会社 サービス・その他
株式会社パシフィックアートセンター 株式会社July セカンドストリート
株式会社白川プロ ゲーム・アニメ 株式会社ユニティ
ＷＯＷＯＷエンタテインメント株式会社 株式会社バンダイ 株式会社クリエイトエス・ディー
株式会社ブル 日本ＫＦＣホールディングス株式会社
株式会社ゾディアック 株式会社アップビート
株式会社コロッサス 株式会社セキチュー
株式会社アシイナ 有限会社ハートマーケット
株式会社ビジュアルバンク 羽生モータースクール

株式会社シーシーディ
株式会社タイブレイク
電音コンストラクション株式会社
株式会社ヨドバシカメラ
株式会社デザートスノー
株式会社大和防災設備
株式会社ヌリーズ
株式会社ビーネックスパートナーズ
ビジョナリーホールディングス株式会社

株式会社ブルーメイト（アパレル）
たけだなおや歯科クリニック
泉電設株式会社
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令和 2年度 音楽表現学科 就職先一覧                                          

 

 

令和 2年度 音楽応用学科 就職先一覧                                          

 

  

教員・公務員・その他（学童） 医療・介護・福祉
北本市立小学校 マインドライン株式会社
越谷市立中学校 社会福祉法人 永寿荘
ふじみ野市立小学校 株式会社学研ココファン
船橋市立高等学校 社会福祉法人 東京蒼生会
つくば市立中学校 AHCグループ株式会社
東京消防庁 サービス・卸売・小売
陸上自衛隊（音楽隊） 株式会社ビーコム
株式会社明日葉 株式会社豊昇<マクドナルドのフランチャイジー>

楽器・音楽教室 株式会社メガネフラワー
株式会社サウンドハウス 株式会社ナガオ
ヤマハミュージックリテイリング ハードオフファミリー株式会社
アーデン音楽館（講師） 東和産業株式会社
音楽・映像・音響・舞台・エンターテインメント 株式会社バルニバービ
株式会社ノア（スタジオノア） エスパス日拓
株式会社ＥＷＣ HARU Diner
株式会社コナミデジタルエンタテインメント ブルーノート東京
情報・通信 コーセー化粧品販売株式会社
株式会社KAZUPプロダクション 各種団体
日研トータルソーシング 公益財団法人 新潟市開発公社

郡山市園芸振興センター

エンターテインメント・マスコミ サービス・その他
株式会社つくばテレビ 株式会社じょぶれい
株式会社フォーライフミュージックエンタテイメント 株式会社ＡＣＮ
音楽・芸能 本町ながしお歯科医院
株式会社キングレコード さいたま冠婚葬祭センター
映像・音響・舞台 明治安田生命保険相互会社
株式会社ドックス（番組制作） ガイアジャパン株式会社
株式会社ブリングアップ史 株式会社奴ダイニング
建設業 株式会社刈谷葬儀社
共同エンジニアリング株式会社 株式会社いちやまマート
公務員
船橋市役所



22 
 

令和 2年度 舞台表現学科 就職先一覧                                          

 

 

令和 2年度 総合政策学科 就職先一覧                                          

 

  

レジャー・エンターテインメント 卸売・小売
株式会社ムーミン物語 株式会社ビッグカメラ
音楽・芸能 メーカー・商社
アソビシステム株式会社（俳優所属） 株式会社ネクステージグループ
(株)ジェイトップワーク 株式会社スシローグローバルホールディングス

BOS ACTION UNITY(アクション俳優） サービス・その他
アイザックエンタープライズ ㈱共立メンテナンス
ゲーム・IT 株式会社ウィルオブ・ワーク
株式会社ディッジ 株式会社ゼロエミッション
株式会社ビズ パーソルテンプスタッフ株式会社
スタジオ 株式会社ＯＳプラチナ社
井上美代子バレエスタジオ 株式会社ロッテリア
ダンスワークス 株式会社インターレイズ（ストラッシュ）

株式会社ノア 株式会社SOLUTION GROUP
株式会社FEEL CONNECTION 株式会社アウトソーシング
医療・介護・福祉 株式会社LIFE CREATE
株式会社ケアサポート
アサヒサンクリーン株式会社
株式会社木下の介護

公務員 医療・介護・福祉
愛知県警察 株式会社ケア21
警視庁 株式会社友乃屋
情報・IT・通信 各種団体
株式会社ウェザーニュース 関東情報産業協同組合
㈱システムエグゼ 一般財団法人国際教育協会
株式会社ポケット サービス・その他
製造業 株式会社ベルク
有限会社山下プラスティック工業 株式会社オン・ザ・プラネット
アポロ株式会社 KINDLER株式会社
メーカー・商社 ALSOK
株式会社平沢商会 コヤマドライビングスクール
卸売・小売 株式会社福しん
株式会社ABCマート AQUA TECH 株式会社
株式会社ヨドバシカメラ 株式会社日本ケイテム

株式会社トレジャーファクトリー
株式会社OSプラチナ
株式会社ジョイン（ブライダル事業部）

税理士法人YMG林会計
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令和 2年度 ライフマネジメント学科 就職先一覧     

  

スポーツ関係 金融業 サービス・その他
株式会社ウェルネスフロンティア 富士信用金庫 株式会社豊昇
株式会社スポーツストーリーズ 不動産・賃貸 株式会社三和
株式会社フュービック LIFIX GROUP 株式会社エコ配
株式会社JPホールディングス 株式会社ライブラボ 綜合警備保障株式会社
スポーツコミュニティ株式会社 リゾートトラスト株式会社 株式会社津田屋
株式会社総合体育研究所 医療・介護・福祉 グリッドグループホールディングス株式会社

株式会社東京ドームスポーツ 株式会社Maximum life（冨里ひまわり整骨院） 株式会社オートピア（オートバックス）

幼児活動研究会株式会社 あしかり園 株式会社アーバンセキュリティ
株式会社メガスポーツ（スポーツオーソリティ） 社会福祉法人 永寿荘 株式会社J-SHIP
カラダファクトリー サクラサービス株式会社 株式会社ONE
株式会社ときわスポーツ 板橋中央医科グループ バリュエンスホールディングス株式会社

株式会社こども体育研究所 教育支援 株式会社フィルライト
公務員・学校・その他 株式会社総合資格 株式会社ケイズグループ
警視庁 商社・卸売・小売 東京美装興業株式会社
埼玉県警察 株式会社ネクステージグループ 株式会社清香園
室蘭市役所 株式会社スズキ自販埼玉
三芳町立小学校 株式会社ビッグモーター
埼玉県東部小中学校 日産プリンス埼玉株式会社
川越市立中学校 株式会社odd-e Japan
蒲田女子高等学校 埼玉トヨタ自動車株式会社
川越市特別支援学校 Ambitious
埼玉県立所沢特別支援学校 株式会社UNIQLO
学校法人所沢文化幼稚園 株式会社ネクステージ
建設業 株式会社JINS
株式会社大久保恒産 トヨタ西東京カローラ株式会社
製造業 ナス物産株式会社
株式会社IHI扶桑エンジニアリング トヨタカローラ新埼玉株式会社
株式会社日立ビルシステムエンジニアリング 綿仁株式会社
日本トーカンパッケージ株式会社 株式会社Wiz
電気・ガス・水道 各種団体
菱東産業株式会社 株式会社環境管理センター
運輸
佐川急便株式会社
情報・通信
株式会社イーエム通信
共同エンジニアリング株式会社
株式会社サンテックス
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運営組織                                  

   
芸術情報学部 学部長 恩田 憲一 

     

       

     
総合政策学部 学部長 櫻井 準也 

    

       

     
スポーツマネジメント学部 学部長 小泉 昌幸 

    

       

     
芸術情報研究科 研究科長 山﨑 岩男 

    

学 長 
久保 公人 

      

    
総合政策研究科 研究科長 濱西 隆男 

   

        

     
教務部 部 長 加藤 順一 

副学長 
富澤 一誠 

    

      

   
学生部 部 長 金原 由紀子 

     

       

     
キャリア・就職部 部 長 緒方 庶史 

    

       

     
国際交流センター センター長 小島 有利子 

    

       

    
メディアセンター センター長 萩野谷 悦子 

     

       

     
教職・資格課程センター センター長 川島 眞 

    

       

    
入学広報センター センター長 学長（兼務） 

     

       

     
事務局 事務局長 柴崎 義之 

   

 

事務組織                                  

＜事務局＞ 

教務課…教務、教職・資格に関すること 

メディアセンター事務課…メディアセンターに関すること 

学生課…学生諸活動、奨学金関連、後援会（保護者会）・尚友会（同窓会）関連、国際交流・留学生支援に関すること 

キャリア・就職課…キャリア支援に関すること 

入試・広報課…大学広報、入試・学生募集に関すること 

庶務・管理課…キャンパス整備、大学全般の庶務に関すること 
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教職員データ                                

□ 教職員数                               （単位：人） 

専任教員（学長・副学長含まず) 79 非常勤講師 255 教員計 334 

専任職員（パートタイム含む） 74 職員計 74 

 

□ 職階別教員数                             （単位：人） 

 教授 准教授 講師 助教 合計 

芸術情報学部 23 15 8 0 46 

総合政策学部 10 6 2 1 19 

スポーツマネジメント学部 7 3 4 0 14 

合計 40 24 14 1 79 

 

□ 男女別教員数        （単位：人） 

専任教員 兼任（非常勤）教員 

男性 女性 男性 女性 

62 17 159 96 

 

□ 年齢構成別教員数 

 66～70 61～65 56～60 51～55 46～50 41～45 36～40 31～35 26～30 合計 

芸術情報学部 0 12 11 10 4 6 3 0 0 46 

総合政策学部 0 4 2 6 2 3 1 1 0 19 

スポーツマネジメント学部 1 5 0 0 2 3 1 2 0 14 

合計 1 21 13 16 8 12 5 3 0 79 

 

□ 科学研究費補助金等研究助成等の状況 

 
令和 3年度 

申請数 

令和 3年度 

採択数 

芸術情報学部 3 0 

総合政策学部 4 3 

スポーツマネジメント学部 0 1 

 

□ 専任教員の保有学位・研究業績等 

  

https://www.shobi-u.ac.jp/navi/disclosure/


26 
 

□ 専任教員一覧（50音順） 
芸術情報学部 情報表現学科（学科長 定平 誠） 
【教授】 
石井 満 恩田 憲一 定平 誠 野地 朱真  
華山 宣胤 春口 巌 宮澤 光造   
     
【准教授】 
樫村 雅章 川口 肇 須藤 智 土井 直哉  
野上 竜一 藤橋 誠 山寺 紀康   
     
【専任講師】 
柿崎 景二 坂本 サク 里見 慶   
     
芸術情報学部 音楽表現学科（学科長 後藤 文夫） 
【教授】 
片岡 大志 川島 眞 河内 純   
小島 有利子 後藤 文夫 宮本 憲二   
     
【准教授】     
坪口 昌恭 林 容子 藤田 千章   
     
【専任講師】     
齋藤 真由美 前田 拓郎    
     
芸術情報学部 音楽応用学科（学科長 竹内 誠） 
【教授】     
緒方 庶史 重野 知央 竹内 誠 村木 益実  
     
【准教授】     
中島 宏     
     
【専任講師】     
漢那 拓也 宮木 朝子    
     
芸術情報学部 舞台表現学科（学科長 山﨑 岩男） 
【教授】     
伊藤 紫織 伊藤 大 岡本 雄司 小林 仁  
奈木 隆 山﨑 岩男    
     
【准教授】     
青井 智佳子 大隅 智佳子 清水 典人 関 聡太郎  
     
【専任講師】     
三輪 亜希子     
     
総合政策学部 総合政策学科（学科長 加藤 順一） 
【教授】     
奥乃 真弓 加藤 順一 加藤 弘之 伊達 雅彦  
濱西 隆男 三野 裕之 安 章浩   
     
【准教授】     
角谷 淳 小林 正英 高橋 幸裕 畑中 綾子  
     
【専任講師】     
上村 博昭 田中 啓太    
     
【助教】     
荒 まゆみ     
     
総合政策学部 ライフマネジメント学科（学科長 眞下 英二） 
【教授】     
金原 由紀子 小林 和久 櫻井 準也   
     
【准教授】     
大西 麗衣子 木村 光太郎    
     

 

 



27 
 

 
スポーツマネジメント学部 スポーツマネジメント学科（学科長 眞下 英二） 
【教授】     
海老原 修 大野 好司 小泉 昌幸 櫻井 光行  
佐野 慎輔 萩野谷 悦子 眞下 英二   
     
【准教授】     
小野里 真弓 梶 孝之 荘 発盛   
     
【専任講師】     
仁木 康浩 舟木 泰世 宮坂 雄悟 茂木 康嘉  

 

事業計画・事業報告・財務情報・寄附行為・役員名簿                             

□ 学校法人尚美学園 ホームページ 

 

http://www.shobigakuen.ac.jp/info.html



