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学部・⼤学院

短期⼤学部
ライフデザイン学科

・教員紹介

こども学科
・教員紹介

 

  

1 DIPLOMA POLICY
 

学位授与⽅針

本学科では、以下に⽰す資質・能⼒等を修得した者に学位を授与します。
 

【知識・理解】
 

(1) 感性豊かな、魅⼒ある⼈間性を持ち、社会⼈としての幅広い教養を⾝に付けて

いる。
 

(2) キャリアデザイン、ファッション、舞台芸術のいずれかの専⾨分野での学修を

通して、社会に参加していくための実践的な智恵を⾝に付けている。
 

【思考・判断】
 

(3) ⾃らのライフステージにおいて課題を設定し、その課題を解決するために、専

⾨分野での学修を敷衍し、考察することができる。
 

【関⼼・意欲・態度】
 

(4) 地域社会において、積極的に⾃⾝の学修成果を還元することができる。
 

(5) 他者を尊重し、共⽣社会の実現に寄与することができる。
 

【技能・表現】
 

(6) 専⾨分野での学修を通して、⾼い職業的技能を⾝に付けている。
 

(7) ⾃⾝の考えや⽴場を他者に伝え、他者との調整ができるコミュニケーション能

⼒を⾝に付けている。

ライフデザイン学科

ライフデザイン学科の特⻑

3つのポリシー

 

トップページ  学部・⼤学院・短⼤⼀覧 短期⼤学部 ライフデザイン学科

本学について 学部・⼤学院 学⽣⽣活 就職・進路 社会連携・⽣涯学習 ご利⽤者様ガイド

検索English Korean Chinese Big5 Chinese GB受験⽣サイトはこちら

http://www.hokusho-u.ac.jp/school/
http://www.hokusho-u.ac.jp/school/juniorcollege/index.html
http://www.hokusho-u.ac.jp/school/juniorcollege/lifedesign/index.html
http://www.hokusho-u.ac.jp/school/juniorcollege/lifedesign/teacher/index.html
http://www.hokusho-u.ac.jp/school/juniorcollege/childhood/index.html
http://www.hokusho-u.ac.jp/school/juniorcollege/childhood/teacher/index.html
http://www.hokusho-u.ac.jp/contactus/
http://www.hokusho-u.ac.jp/admission/opc/opc_aday/
http://www.hokusho-u.ac.jp/admission/campuslife/circle_view/circle_sports/
http://www.hokusho-u.ac.jp/
http://www.hokusho-u.ac.jp/
http://www.hokusho-u.ac.jp/school
http://www.hokusho-u.ac.jp/school/juniorcollege
http://www.hokusho-u.ac.jp/hokusho/
http://www.hokusho-u.ac.jp/school/
http://www.hokusho-u.ac.jp/studentlife/
http://www.hokusho-u.ac.jp/courseandemploy/
http://www.hokusho-u.ac.jp/lifelonglearning/
http://www.hokusho-u.ac.jp/english/
http://www.hokusho-u.ac.jp/korean/
http://www.hokusho-u.ac.jp/chinesebig5/
http://www.hokusho-u.ac.jp/chinesegb/
http://www.hokusho-u.ac.jp/admission/


2019/4/16 ライフデザイン学科 | 短期⼤学部 | 学部・⼤学院・短⼤⼀覧 | 北翔⼤学

www.hokusho-u.ac.jp/school/juniorcollege/lifedesign/index.html 2/6

2 CURRICULUM POLICY
 

教育課程編成⽅針

本学科では、ディプロマ・ポリシーに掲げる⽬標を達成するため、以下の⽅針に基

づき教育課程を編成します。
 

【教育内容】
 

(1) 短期⼤学部共通科⽬では、短⼤での学修への導⼊科⽬として「基礎教育セミナ

ーⅠ」、「基礎教育セミナーⅡ」を配置する他、英語、情報機器操作の基礎を修得

する科⽬を配置している。
 

(2) コース共通科⽬の必修4ユニットでは、本学科の5つの教育の柱である教養・

専⾨・総合・キャリア・編⼊教育を理解するための「ライフデザイン」、「キャリ

アデザイン」等の科⽬を配置、2年次に配置される「専⾨ゼミⅠ」、「専⾨ゼミ

Ⅱ」では、各⾃が設定した課題について、1年間研究し、論⽂、作品として成果物

の発表を⾏う。
 

(3) コース共通科⽬の選択4ユニットでは、併設の北翔⼤学との連携により、デザ

イン・美術・健康づくり・第2外国語等の科⽬を配置し、幅広い教養を⾝に付け

る。また、本学科の特⾊の1つである地域密着型インターンシップ科⽬として、

「インターンシップⅠ」「インターンシップⅡ」を配置している。
 

(4) コース専⾨科⽬のキャリアデザイン4ユニットでは、経済・経営・秘書・会

計・簿記・地域等に関わる科⽬を配置し、学期・年次進⾏に伴い、基礎から発展へ

と段階的に学修できる体系としている。
 

(5) コース専⾨科⽬のファッション4ユニットでは、理論・作品制作・ビジネス・

ファッションショー構成等に関わる科⽬を配置し、学期・年次進⾏に伴い、基礎か

ら発展へと段階的に学修できる体系としている。
 

(6) コース専⾨科⽬の舞台芸術4ユニットでは、バックステージ・演技・声優・ダ

ンス等に関わる科⽬を配置し、学期・年次進⾏に伴い、基礎から発展へと段階的に

学修できる体系としている。
 

【教育⽅法】
 

(1) コース専⾨科⽬では、双⽅向型授業展開を重視し、Ｐｌａｎ→Ｄｏ→Ｓｅｅ→

Ｔｈｉｎｋのサイクルの循環により、知識・スキルを⾼める学修を⾏っている。
 

(2) コース専⾨科⽬では、学内外における実習を多数設定し、学修内容を実践する

機会を⽤意している。特に、地域や異世代と交流し知⾒を拡げさせる実習を重視し

ている。
 

(3) 学科独⾃ツールである「履修記録ノート」により、⼊学時からの⽬標設定と学

期末、年度末等の節⽬における達成度の確認を⾏っている。
 

(4) 担任制度により、⼊学時、学期末、年度末等の節⽬に⾯談を⾏い、学修状況確

認と卒業後の進路について指導を⾏っている。
 

【教育評価】
 

(1) 各授業科⽬において、ディプロマ・ポリシーに掲げた資質や能⼒を修得させる

ために、カリキュラムマップ上の科⽬の位置付けを考慮した総合的な評価を⾏う。
 

(2) 総合的な評価は、各授業科⽬の特性に応じ「筆記試験」、「実技試験」、「課

題評価」、「作品評価」、「受講態度」、「確認テスト」、「発表」等を組み合わ

せて多⾓的に⾏う。実習を含む科⽬では、実習への取組状況や積極性、貢献度等も

含めて評価を⾏う。

3 ADMISSION POLICY
 

⼊学者受け⼊れ⽅針

本学科では、以下に⽰す資質・能⼒等を⾝に付けた者を受け⼊れます。
 

(1) ⾼等学校の教育課程を修了し、⾼等学校卒業に相当する学⼒を⾝に付けてい

る。
 

(2) ⾼等学校までの履修内容を通じて、聞く・話す・読む・書くというコミュニケ

ーション能⼒の基礎的な内容を⾝に付けている。
 

(3) キャリアデザイン、ファッション、舞台芸術のいずれかの専⾨分野に興味を持

ち、修得した知識や経験を社会で役⽴てたいという意欲がある。
 

(4) 他者の考えに⽿を傾け、理解しようと努める態度を有している。
 

(5) ⾃⾝の興味や考えを論理的に考察し、他者に説明することができる。

カリキュラムマップ
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 PDFはこちら

学びのステップ

1年次 興味・関⼼を深め、社会⼈基礎⼒を養う
 前学期 後学期

専⾨科⽬［⼀例］
●コミュニケーション論 ●服飾造形論
●演劇⼊⾨Ⅰ

●プロジェクトワーク ●ファッションデザ
イン ●演劇⼊⾨Ⅱ

基礎科⽬［⼀例］
●ライフデザイン ●基礎教育セミナーⅠ
●キャリアデザイン 

●キャリアデザイン演習 ●ライフデザイン
演習 ●インターンシップ

2年次 教養を広げ、専⾨を深め、実践⼒を磨く
 前学期 後学期

専⾨科⽬［⼀例］
●企業と経営 ●ファション造形実習
Ⅲ ●照明・⾳響実習Ⅰ ●⾝体表現

●マネジメントゲーム ●ステージプランニング
実習 ●照明・⾳響実習Ⅱ

http://www.hokusho-u.ac.jp/school/juniorcollege/lifedesign/files/cmap_lifedesign_2018.pdf
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意識の⾼い社会⼈をめざす基礎学⼒とマナーを養い、ビジネ
ス分野で通⽤する⼈財を育成します。市場経済および企業経
営の基本を理解し、その実践としての簿記・会計や秘書関係
の科⽬を学び、さらにプレゼンテーション能⼒などを⾝につ
けていきます。

キャリアデザインコース

ファッション、舞台、アートの世界で通⽤する⼈材を育成し
ます。ファッションでは服飾造形の知識と技術を学び、「⼈
と⾐服のかかわり」をデザインする⼒を、また舞台芸術では
公演活動を通じて読解⼒やコミュニケーション能⼒などを養
います。

ファッション舞台アートコース

就職活動に向けて取り組むプロジェクトワークや地域密着型
インターンシップなどを活⽤できます。

POINT!

多彩なキャリア関連プログラム
ファッション、舞台、アートを志向する仲間と刺激しあい、
幅広い視野を得られます。

POINT!

さまざまな才能と積極的にコラボレーションを

 前学期 後学期

基礎科⽬［⼀例］
●専⾨ゼミⅠ ●チームビルディング
ゲーム

●専⾨ゼミⅡ ●ファッションとリフォーム ●プ
ロデュース論（アートマネジメントを含む） 

          

ライフデザイン学科の2コース

在学中に受験可能な検定

コース共通

検定

ITパスポート試験（1年次前学期授業科⽬「情報学基礎」で⽀援）

コンピュータ会計能⼒検定 3級（1年次前学期授業科⽬「コンピュータ会計」で取得）

秘書技能検定 準1・2・3級（1年次前学期授業科⽬「秘書概論」で⽀援）

 

検定 キャリアデザインコース ファッション舞台アートコース

秘書技能検定 ● ●

コンピュータ会計能⼒検定 ● ●

ＩＴパスポート試験 ● ●

簿記検定 ●  

ファッションビジネス能⼒検定  ●

カラーコーディネーター検定  ●

パターンメーキング技術検定  ●

ファッション⾊彩能⼒検定  ●

学びを活かせる将来像

職業 キャリアデザインコース ファッション舞台アートコース
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職業 キャリアデザインコース ファッション舞台アートコース

情報サービス関連 ●  

⾦融機関（銀⾏など） ●  

デザイナー・スタイリスト  ●

医療事務 ●  

広告関連 ● ●

縫製・パタンナー  ●

営業・販売事務 ● ●

アパレル関連  ●

舞台関連  ●

放送制作関連 ● ●

⼀般事務 など ● ●

就職について

 
※平成27年度については2016年5⽉1⽇現在、平成28年度については2017年5⽉1⽇現在、

  平成29年度については2018年3⽉31⽇現在のデータを掲載しています。
  また、就職率につきましては、就職者数÷就職希望者数で算出しています。詳細はこちらをご確認ください。

ライフデザイン学科の最新情報 ⼀覧を⾒る

http://www.hokusho-u.ac.jp/courseandemploy/courseemploydata/
http://www.hokusho-u.ac.jp/info/?cldcat=12
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ライフデザイン学科

ライフ・キャリア１年インターン
シップ続報！

ライフデザイン学科

ライフ・キャリア１年ただ今イン
ターンシップ真っ只中！

ライフデザイン学科

ライフデザイン学科専⾨ゼミ発表
会！

ライフデザイン学科

キャリア １年インターンシップ
集中講義！

ライフデザイン学科

ライフデザイン100⽇プラン成果
報告会！

ライフデザイン学科

ライフ・キャリア１年江別希少名
品販売のご報告！

〒069-8511
 北海道江別市⽂京台23番地

 TEL 011-386-8011 (代)
 FAX 011-387-3739

 www.hokusho-u.ac.jp
 info@hokusho-u.ac.jp
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