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１.自己点検・評価の基礎資料 

（１） 学校法人及び短期大学の沿革 

 精華女子短期大学（以下、本学という）の母体である学校法人精華学園（以下、本学園

という）は建学の精神を「仏教精神に基づく人格教育」とし、報恩感謝と感恩慈愛の心を

伝えることを基盤に、明治時代から一貫して「温雅にして有能、明敏にして着実、日本的

にして世界的な女性」の育成をという創設者のひたむきな情熱のもと博多の地に設立され

た。明治４２年の福岡高等裁縫研究所を創立して以来、幾多の変遷を経ながら発展を続け、

昭和２３年に精華女子高等学校、昭和４２年には本学が設置を認可され、平成２１年１１

月には精華学園創立１００周年記念式典を執り行った。精華学園が創立１００周年を迎え

るにあたっては、平成１４年７月の精華女子高等学校立花寺グランド新設に始まり、平成

２２年 1月の精華学園歴史資料室開設披露まで３０件に及ぶ事業･行事を展開し、現在、１

０６年目に至っている。 

 本学園の沿革の概要等は表－１、表－２の通りである。 

表－１ 学校法人精華学園の沿革の概要 

年  月 事        項 

明治４２年 ４月 開 設 福岡高等裁縫研究所 

大正１４年１１月 改 称 福岡高等裁縫研究所から吉田裁縫女学校へ 

昭和 ３年１２月 開設認可 精華高等裁縫女学校 

昭和 ３年１２月 改 称 吉田裁縫女学校を精華女塾と改称し精華高等裁縫女学校に併置 

昭和 ４年 ４月 開 校 精華高等裁縫女学校 

昭和 ８年 ３月 改 称 精華高等裁縫女学校から精華女学校へ 

昭和２２年 ４月 設置認可 学制改革により精華女子中学校 

昭和２２年１０月 設立認可 「財団法人精華女学校」 

昭和２３年 ３月 設置認可 学制改革により精華女子高等学校 

昭和２３年 ３月 改 称 「財団法人精華女学校」から「財団法人精華学園」へ 

昭和２６年 ３月 廃 止 精華女塾 

昭和２６年 ３月 改 称 私立学校法により「財団法人精華学園」から「学校法人精華学園」

へ 昭和３３年 ３月 廃 止 精華女子中学校 

昭和４２年 １月 設置認可 精華女子短期大学 

表－２ 精華女子短期大学の沿革の概要 

年  月 事        項 

昭和４２年 １月 設置認可 精華女子短期大学家政科 （家政専攻 入学定員 50名・ 

  食物栄養専攻 入学定員 100名） 

昭和４２年 ４月 就 任 初代学長 戸田忠雄 

昭和４５年 １月 設 置 専攻科家政専攻（入学定員 25名） 

昭和４６年 １月 設置認可 幼児教育科（幼稚園教諭養成課程 入学定員 50名） 

昭和５６年 ３月 就 任 学長代行 支倉サツキ 

昭和５６年 ４月 就 任 第２代学長 竹重順夫 

昭和５７年 ４月 入学定員の変更 幼児教育科 入学定員 50名→100名へ 

昭和５８年 ２月 指 定 幼児教育科（保母[現保育士]養成課程） 

昭和５９年 ４月 就 任 第３代学長 藤野博 

 平成 ２年 ４月 就 任 第４代学長 佐々木元賢 

平成 ２年 ４月 名称変更 家政科（家政専攻・食物栄養専攻）から生活科学科（生活科学 
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専攻・食物栄養専攻）へ 

平成 ９年 ４月 就 任 第５代学長 下澤亮介 

平成１２年 ４月 就 任 学長代行 川上房子 

 入学定員の変更 生活科学科生活科学専攻 入学定員 50名→100名へ 

平成１３年 ４月 就 任 第６代学長 山本孫兵衞 

平成１５年 ４月 名称変更 生活科学科生活科学専攻から生活科学科生活総合ビジネス専攻

へ  廃 止 専攻科家政専攻 

 設置認可 専攻科保育福祉専攻（入学定員 25名） 

平成１６年 ３月 指 定 専攻科保育福祉専攻[介護福祉士養成施設]（入学定員 35名） 

平成１６年 ４月 入学定員の変更 生活科学科生活総合ビジネス専攻 入学定員 100名→50名へ 

  幼児教育科 入学定員 100名→150名へ 

  専攻科保育福祉専攻 入学定員 25名→35名へ 

 名称変更 幼児教育科から幼児保育学科へ 

平成１９年１２月 就 任 学長代行 菱谷信子 

平成２２年 ４月 就 任 第７代学長 井上雅弘 

 

（２）学校法人の概要 

平成２７年５月１日現在の学生・生徒数（専攻科を含む）は下記の通りである。 

教育機関名 所在地 入学定員 収容定員 在籍者数 

精華女子短期大学 福岡市博多区南八幡町 2丁目 12番 1号 335 635 653 

精華女子高等学校 福岡市博多区住吉 4丁目 19番 1号 400 1280 1344 

 

 

（３）学校法人・短期大学の組織図 

学校法人・短期大学の組織図は下記の通りである。 

 

＜学校法人の事務組織＞ （平成 27年 5月 1日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次長 
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                  （平成２７年５月１日現在） 

   

   

 

          

  

（４）立地地域の人口動態・学生の入学動向・地域社会のニーズ 

・立地地域の人口動態（短期大学の立地する周辺地域の趨勢） 

 本学の所在地は、福岡市博多区にあり敷地の一部は福岡県春日市にまたがる。また、福

岡市南区とも隣接しこれらの市区より通学する学生も多い。福岡市の人口は１，５２２，

８０６人（平成 27年 3月現在）であり、ここ数年の人口増加率も０．８〜１．０％と増加

傾向にある。平成２３年６月には推計値人口で政令指定都市の中でも京都市を越え６番目

の規模となった。人口動態は、自然動態、社会動態ともにプラスで推移しており、今後と

も人口増加が見込まれる。 

 福岡県春日市は、福岡市の住宅街として発展し、人口１１１，７６２人（平成 27年 3月）

となった。人口動態は平成１８年頃一時マイナスになったが、その後はプラスに転じ安定

的に推移している。本学の立地、及び隣接する福岡市博多区、南区、福岡県春日市の総人

口は約５９２千人になる。（平成 27年 3月末現在） 

・学生の入学動向（過去の実績と未来の予測、学生の出身地別人数及び割合） 

 本学は、過去九州一円から入学者を集めていたが、近年は福岡県を中心に北部九州出身

者が多くなってきた。この傾向は今後も続くと考えられる。学生の出身地別人数及び割合

は表－３の通りである。 

 

 

 

 

専任教員数                   ３３名 

非常勤教員数                  ９３名 

専任事務職員数（理事長、法人専任を除く）    ２４名 

非常勤事務職員数                     ５名                                           
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表－３ 学生の出身地別人数及び割合 

 

・地域社会のニーズ 

 本学の立地する福岡市とその周辺は、人口も伸び都市機能も充実している。商業都市と

して発達し、ビジネスや食関連産業から本学への期待は大きい。同時に、高齢社会、待機

児童問題なども顕在化し保育者や福祉サービスの人材養成を行う本学は地域ニーズに応え

ている。 

・地域社会の産業の状況 

 福岡市は九州の政治経済の中心であり、古くから商業都市として栄えた。現在も、第三

次産業に従事する者の割合は政令指定都市の中でも最高である。小売業、ビジネス支援関

連産業、教養・生活関連産業が盛んである。 

・ 短期大学所在の市区町村の全体図 

           

 平成23年度 

入学生 

平成24年度 

入学生 

平成 25年度 

入学生 

平成26年度 

入学生 

平成27年度 

入学生 

 人数 

(人) 

割合 

（％） 

人数 

(人) 

割合 

（％） 

人数 

(人) 

割合 

（％） 

人数 

(人) 

割合 

（％） 

人数 

(人) 

割合 

（％） 

山口 11 3.2 3 0.9 4 1.2 6 

 

1.9 8 

 

 

2.4 

 福岡 224 64.7 249 73.0 222 67.9 203 65.1 209 

 

 

61.8 

佐賀 6 1.7 6 1.8 5 1.5 8 2.6 10 3.0 

長崎 18 5.2 19 5.6 23 7.0 18 5.8 27 8.0 

熊本 19 5.5 17 5.0 19 5.8 20 6.4 26 7.7 

大分 12 3.5 8 2.3 13 4.0 7 2.2 16 4.7 

宮崎 17 4.9 17 5.0 19 5.8 23 7.4 19 5.6 

鹿児島 17 4.9 12 3.5 15 4.6 15 4.8 12 3.6 

沖縄 15 4.3 4 1.2 5 1.5 4 1.3 6 1.8 

その他 7 2.0 6 1.8 2 0.6 8 

 

2.6 5 1.5 

計 346 100.0 341 100.0 327 100.0 312 100.0 338 100.0 
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（５）課題等に対する向上・充実の状況  

①平成２５年度第三者評価結果における三つの意見の「向上・充実のための課題」で指摘

された事項への対応について（領域別評価票における指摘への対応は任意） 

 

改善を要する事項 

 （向上・充実のための課題） 

対策 成果 

基準Ⅰ 建学の精神と教育の

効果 

［テーマＢ 教育の効果］ 

○ＰＤＣＡサイクルを機能さ

せていく上では、学習効果の

測定が重要となる。教育目標

の中には、データに置き換え

難い定性的なものが含まれる

ので、継続して学習成果の測

定・評価に一層の工夫を加え、

その精度を高めていくことが

望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準Ⅱ 教育課程と学生支援 

［テーマＡ 教育課程］ 

○ＧＰＡ制度を活用するに当

たり、成績評価に関する全学

的な共通認識を得る機会を設

けることにより、ステークホ

ルダーに対する透明性や公平

感が得られるような方策が期

待される。 

 

 本学では学習成果を明文化して規定していないが、

建学の精神を基に各学科・専攻課程の教育課程を通し

て得られる学習の成果と捉えている。そのことは、平

成２４年度に見直した「学位授与の方針」を全うする

ことにつきる。具体的な目標は明確化され、カリキュ

ラムマップ等の整備も進み、学生、教職員共に学習の

到達度を把握する手法を確立した。授業科目によって

は認知的学習の可能なものと非認知的学習によるもの

とがあり、その区分を考慮に入れて量的・質的データ

の集約に努めつつある。 

 教育課程では、授業科目ごとの成績評価表に基づき、

ＧＰＡ方式を導入し、期ごとの成績推移を追跡するこ

とで、教養と職能の習得度の一面を量的データとする

とともに、キャリアプランニングシートを作成し、学

生が本学で身につけるべき能力を自己評価で確認し、

多数項目のチェックと言語記述により、学習成果の一

面を量的・質的データとしている。さらに実習体験や

インターンシップ体験の評価からも学習成果を測定し

ている。また、各学科・専攻課程の資格取得率や就職

率も学習成果の測定の資料としており、学習成果の測

定・評価の精度を高める取り組みを進めている。 

 

 学習成果を軸とした教育課程の点検と改善は、本学

では緒についたばかりであり、教職員のなすべき課題

は山積している。平成２４年度は平成２５年度にむけ

てシラバスの改善やカリキュラムマップの導入を検討

し、履修カルテやキャリアプランニングシートなどの

活用でかなりの改善が進んだ。平成２５年度は、（１）

測定しにくいが教育に必要な非認知的学習成果の普遍

的な評価方法の確立、（２）質的表現による「学位授

与の方針」と量的な「卒業要件」との対応の可視化、

（３）教育の効果のアセスメント（学習成果の査定）

を行うための学習成果の量的・質的データの収集と可

平成２５年度第三者評価結果の

三つの意見の「向上・充実のため

の課題」の提示を受けたばかりで

検討を開始したところである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２５年度第三者評価結果の

三つの意見の「向上・充実のため

の課題」の提示を受けたばかりで

検討を開始したところである。 
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過去 7 年間に文部科学省の設置計画履行状況等調査において留意事項が付されたことはな

い。 

（６）学生データ 

①入学定員、入学者数、入学定員充足率、収容定員、在籍者数、収容定員充足率 

入学定員、入学者数、入学定員充足率、収容定員、在籍者数、収容定員充足率は表－

４の通りで、卒業者数、退学者数、休学者数、就職者数、進学者数は表－５～表－９の

通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準Ⅳ リーダーシップとガ

バナンス 

［テーマＣ ガバナンス］ 

○監事の監査及び公認会計士

との連携を強化し、必要に応

じて監査を支援する仕組みを

構築するなど、当学園の理事

長及び学長の強いリーダーシ

ップに見合った監事機能の強

化が望まれる。 

視化などの課題にむけて学習成果を軸とした教育の改

善を一歩ずつ進めた。また、教育改善に資する学習成

果の達成度の査定については、従来からの成績評価や

資格取得状況、就職状況などに加え学生一人ひとりの

社会人としての態度や技能などの質的学習成果につい

て評価する手段を構築しつつある。本学の卒業要件や

資格・免許の基準等は関係法令に準拠しており社会的

通用性を有するといえるが、成績評価のみならず実習

現場や就職先などからの声をより一層反映させた総合

的な査定手法を確立し、ＰＤＣＡサイクルを活性化し

て教育改善を行い、社会的通用性の向上に務めている。

その一環としてのＧＰＡ制度の活用による、ステーク

ホルダーに対する透明性や公平感が得られるような方

策については平成２６年度に向けて検討を進めてい

る。 

 本法人及び本学は、理事会を意思決定及び合意形成

の最高議決機関と位置づけ、経営の責任者である理事

長及び教学の責任者である学長が、理事会を中心とす

るガバナンス体制により、私立学校法を始めとする法

令を遵守して、寄附行為及び各種の規程を整備し、建

学の精神に則り学校法人及び短期大学を適切かつ健全

に運営している。この理事会を柱に、ガバナンス体制

のチェック機構である監事、評議員会、外部監査等は、

それぞれ適切に機能し、事業計画の執行、予算・決算

の管理、適正表示、資産運用の管理、情報公開等も、

適切に実施している。 

 監事は、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会

計年度終了後２月以内に理事会及び評議員会に提出

し、業務及び財産の状況について適宜意見を述べてい

るが、監事の監査及び公認会計士との連携をさらに強

化し、監事機能の強化を図るよう検討を進めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２５年度第三者評価結果の

三つの意見の「向上・充実のため

の課題」の提示を受けたばかりで

検討を開始したところである。 
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表－４入学定員、入学者数、入学定員充足率、収容定員、在籍者数、収容定員充足率  

学科等の名称 事項 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 

幼児保育学科 

入学定員 150 150 150 150 150 

入学者数 173 156 155 160 175 

入学定員 

充足率（％） 
115 104 103 107 117 

収容定員 300 300 300 300 300 

在籍者数 322 319 306 312 324 

収容定員 

充足率（％） 
107 106 102 104 108 

生活科学科 

食物栄養専攻 

入学定員 100 100 100 100 100 

入学者数 110 110 103 104 100 

入学定員 

充足率（％） 
110 110 103 104 100 

収容定員 200 200 200 200 200 

在籍者数 222 214 207 205 198 

収容定員 

充足率（％） 
111 107 103 103 99 

生活科学科 

生活総合 

ビジネス専攻 

入学定員 50 50 50 50 50 

入学者数 63 75 69 48 63 

入学定員 

充足率（％） 
126 150 138 96 126 

収容定員 100 100 100 100 100 

在籍者数 134 135 137 113 109 

収容定員 

充足率（％） 
134 135 137 113 109 

専攻科 

保育福祉専攻 

入学定員 35 35 35 35 35 

入学者数 31 22 15 29 22 

入学定員 

充足率（％） 
88 62 42 83 62 

収容定員 35 35 35 35 35 

在籍者数 31 22 16 29 22 

収容定員 

充足率（％） 
88 62 45 83 62 
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表－５ 卒業者数(人) 

区分 H２２年度 H２３年度 H２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 

幼児保育学科 114 145 155 146 149 

生活科学科 155 176 156 168 161 

食物栄養専攻 98 110 98 101 100 

生活総合ビジネス専攻 57 66 58 67 61 

専攻科保育福祉専攻 27 31 21 16 29 

表－６ 退学者数(人) 

区分 H２２年度 H２３年度 H２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 

幼児保育学科 10 14 13 8 14 

生活科学科 9 17 21 10 13 

  食物栄養専攻 6 9 12 5 7 

  生活総合ビジネス専攻 3 8 9 5 6 

専攻科保育福祉専攻 1 0 0 0 0 

表－７ 休学者数(人) 

区分 H２２年度 H２３年度 H２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 

幼児保育学科 0 3 0 2 2 

生活科学科 0 2 1 1 1 

 食物栄養専攻 0 2 1 1 0 

 生活総合ビジネス専攻 0 0 0 0 1 

専攻科保育福祉専攻 0 0 0 0 0 

表－８ 就職者数(人) 

区分 H２２年度 H２３年度 H２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 

幼児保育学科 77 113 130 101 115 

生活科学科 120 135 129 147 138 

 食物栄養専攻 80 87 88 90 90 

 生活総合ビジネス専攻 40 48 41 57 48 

専攻科保育福祉専攻 25 31 20 16 29 

表－９ 進学者数(人) 
   

  

区分 H２２年度 H２３年度 H２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 

幼児保育学科 30 24 14 31 26 

生活科学科 2 6 5 6 4 

 食物栄養専攻 2 4 2 5 4 

 生活総合ビジネス専攻 0 2 3 1 0 

専攻科保育福祉専攻 0 0 0 0 0 
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（７）短期大学設置基準を上回っている状況・短期大学の概要 

短期大学設置基準を上回っている状況・短期大学の概要は表-１０～表-１６の通りである。 

 

 表－１０ 教員組織の概要（人）             （平成 27年 5月 1日現在） 

学科･専攻名 

（専攻科を含む） 

専任教員数 設置基準

で 

定める教

員数[イ] 

短期大学全

体の入学定

員に応じて

定める専任

教員数[ロ] 

設置基

準で定

める教

授数 

助  

手 

非
常
勤
教
員 

備    

考 
教授 

准

教

授 

講

師 

助

教 
計 

幼児保育学科・専攻科保育福祉

専攻 
7 3 6 0  16 11   

 

4 

 

0 45 

教育学 

保育学 

関係  

生活科学科食物栄養専攻 4 1 2 2 9 4   2 2 18 家政関係  

生活科学科生活総合ビジネス

専攻 
3 0 2  0  5 4   2 0 30 家政関係 

（小計） 14 4 10 2 30 19   8 2 93   

［その他の組織等］                  

短期大学全体の入学定員に応

じて定める専任教員数[ロ] 
      5 2    

（合計） 14 4 10 2 30 24 10 2 93   

 

 

 

 表－１１ 教員以外の職員の概要(人)         （平成 27年 5月 1日現在） 

  専任 兼任 計 

事務職員 22 0 22 

技術職員  0 0  0 

図書館・学習資源センター等の 

専門事務職員 
 2 0  2 

その他の職員  0 0  0 

計 24 0 24 
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表－１２校地等（㎡）                  （平成 27年 5月 1日現在） 

校地等 

区分 専用 共用 
共用する他の

学校等の専用 
計 基準面積 

在学生

一人当

たりの

面積 

備考（共

有の状況

等） 
（㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） 

          [注]   

校舎敷地 13,182.65 0.00  0.00  13,182.65 

6,000.00  33.10 

  

運動場用地 5,772.70 0.00  0.00  5,772.70   

小計 18,955.35 0.00  0.00  18,955.35   

その他 2,665.07 0.00  0.00  2,665.07   

合計 21,620.42 0.00  0.00  21,620.42 6,000.00  33.10    

[注]短期大学設置基準上必要な面積〔基準面積 6,000㎡（600人×10㎡）〕 

 

表－１３ 校舎（㎡）                  （平成 27年 5月 1日現在） 

区分 専用 共用 
共用する他の学

校等の専用 
計 基準面積 

備考（共有の状況等） 
（㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） 

          [注] 

校舎 13,983.21 816.10 0 14,799.31 3,650.00 
併設校精華女子高等

学校と体育館共有 

[注] 短期大学設置基準上必要な面積   

 

表－１４ 教室等（室）                （平成 27年 5月 1日現在） 

 

表－１５ 専任教員研究室（室）（平成 27年 5月 1日現在） 

専任教員研究室 

20 

 

 

 

 

 

 

講義室 演習室 実験実習室 情報処理学習室 語学学習施設 

14 9 13 2 0 
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表－１６ 図書・設備                   （平成 27年 5月 1日現在） 

学科・専攻課程 

図書 学術雑誌         

〔うち外国書〕 〔うち外国書〕 （種） 視聴覚

資料 

（点） 

機械・

器具 

（点） 

標本 

（点） 
           電子ジャー 

（冊）      ナル〔うち外 

                国 書〕        

幼児保育学科       

専攻科保育福祉

専攻 

11,682〔190〕 48〔3〕 0 907 1,130 55 

生活科学科 

食物栄養専攻 
10,716〔200〕 28〔4〕 0 118 664 12 

生活科学科 

生活総合ビジネ

ス専攻 

10,700〔406〕 18〔6〕 0 367 275 3 

計 33,098〔796〕 94〔13〕 0 1,392 2,069 70 

 

 
                            

  （平成 27年 5月 1日現在）   

図書館 
面積（㎡） 閲覧席数 収納可能冊数   

655.38 100 50,490   

体育館 
面積（㎡） 体育館以外のスポーツ施設の概要   

816.10 テニスコート２面     

図書館平面図 
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（８）短期大学の情報の公表について 

短期大学の情報の公開については、表－１７、表－１８の通りである。 

表－１７ 教育情報の公開について 

 事項 公表方法等 

1 大学の教育研究上の目的に関すること 精華女子短期大学ホームページ 

2 教育研究上の基本組織に関すること 精華女子短期大学ホームページ 

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 
精華女子短期大学ホームページ 

4 

入学者に関する受け入れ方針及び入学者の

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 

精華女子短期大学ホームページ 

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 
精華女子短期大学ホームページ 

6 
学習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 
精華女子短期大学ホームページ 

7 
校地、校舎等の施設及び設備その他、学生の

教育研究環境に関すること 
精華女子短期大学ホームページ 

8 
授業料、入学料その他、大学が徴収する費用

に関すること 
精華女子短期大学ホームページ 

9 
大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の

健康等に係る支援に関すること 
精華女子短期大学ホームページ 

 

表－１８ 学校法人の財務情報の公開について 

事   項 公開方法等 

財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書、

及び監査報告書 

精華女子短期大学 

ホームページ、学園報 

 

（９）各学科・専攻課程ごとの学習成果について 

①学習成果をどのように規定しているか 

本学では「学習成果」を明文化した規定はないが、「学習成果は、本学における学習の結

果としてもたらされる学生の利得や成長を意味する」と捉えている。その意味において、

本学の教育課程により学生の修得すべき知識、技能、態度について到達目標を定め、その

達成度という形で学習成果を測定および評価している。 
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本学が育てるべき人間像は、建学の精神に基づく人間形成を通して、何事も自らを律し

て実践し、本学の教育課程を通して得た知識・技能・職能によって自立して社会に貢献で

きる女性、すなわち社会的に自律実践・自立貢献できる女性である。この使命に従って幼

児保育学科、生活科学科食物栄養専攻、生活科学科生活総合ビジネス専攻、および専攻科

保育福祉専攻を置き、それぞれの学科・専攻において教育目的・目標を掲げ、それぞれの

教育課程・教育プログラムに従って社会的自立手段としての専門教育を行うのみでなく、

教養教育、仏教法話、課外活動、学生-教職員交流、個別指導、カウンセリング等により、

社会人として要求される人間形成に努めている。 

専門教育における学習成果は、認知的学習成果として、定期試験、実技試験、口述試験、

レポート、論文、資格試験等を通して、学則の定めるところにより達成度を評価している。

一方、人格教育や人間形成に関わる教育の学習成果については非認知的学習成果であり測

定が困難であるが、外部の実習評価や学生の自己評価等で達成度を評価している。 

 

各学科・専攻課程における学習成果の評価の状況は以下の通りである。 

 

《幼児保育学科》 

 幼児保育学科（以下、本学科という）は、保育者養成施設であるため、教育職員免許法

施行規則第２条、第６条、第６６条の６に定める科目及び児童福祉法施行規則第６条の２、

第１項３号の指定保育士養成施設の修業教科目及び単位数並びに履修方法に基づいた教育

課程による授業を展開している。その他保育・教育に関わる資格取得に対応した教育課程

を設けている。 

 平成２３年度より新教育課程において、初年次教育としての保育基礎ゼミやキャリア教

育の一環としてのキャリア形成ゼミを新設した。保育基礎ゼミでは学習スキルや人間関係

トレーニングなどを通して、早期に短期大学での学びに結びつくようにしている。キャリ

ア形成ゼミでは、学科で統一的な目標・内容を検討し、少人数による指導を通して学生の

基礎的・汎用的能力に加え、保育者としての専門性の獲得を促進している。 

 このような本学科の保育者養成課程のもと、各授業科目を修了した者には学習成果を認

定の上、学位を授与している。学習成果は、定期試験、レポート、実技試験、授業中に行

う小テストや発表等で評価し、保育者として必要な専門的知識・技術の確認を行っている。

また、学習成果の認定は、成績評価だけでなく保育者養成の要ともいえる幼稚園・保育所・

施設実習の前に実施する資格審査や、実習後に得られる実習現場からの評価・助言等を通

して学習成果を評価している。実習資格審査については、従来「実習資格基準」として示

し対応してきたが、平成２３年度に本学科の「学外実習に関する実習資格判定基準」を策

定し、学科内申し合わせ事項として平成２４年度より学生・保護者に周知し適用した。さ

らに平成２５年度より「学外実習に関する実習資格基準内規」として学生便覧に示し、施

行した。また、実習現場からの評価・助言においては、「基本的習慣」「積極性」「明朗性」

等人格教育・人間形成にかかる項目についても評価を受けており、学習成果として測定さ

れる。さらに、教育課程にそって必要な単位を取得することによって付与される幼稚園教

諭２種免許状及び保育士資格の取得状況や保育職への就職及び関連学科への進学状況から

も学習成果が伺える。 
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 また、平成２３年度より「履修カルテ」を活用し、学生による学習成果の自己評価も行

ってきた。平成２４・２５・２６年度においては全２７項目において期毎に平均値が上昇

していることが明らかになり、学生自身が自らの２年間の学習成果を確信していることが

示された。 

 

《生活科学科食物栄養専攻》 

 生活科学科食物栄養専攻（以下、本専攻に関する項では本専攻という）は、栄養士施行

規則第９条の基準に則る栄養士養成施設であり、同規則別表 1 の必修科目の単位数及び履

修方法に従う。また、一般社団法人全国栄養士養成施設協会が作成した「栄養士養成課程

コアカリキュラム」に基づき授業を行っている。このコアカリキュラムについては、非常

勤講師にも確認を行っている。 

 教育課程については、毎年見直しを実施している。平成２４年度は、初年次教育として、

１年次前・後期に食物栄養基礎ゼミⅠ・Ⅱを取り入れ、平成２５年度にはキャリア教育と

して、２年次前・後期にキャリアデザインⅠ・Ⅱを開講した。 

 定期試験等では、栄養士としての基礎的な知識の修得や技術等の確認を実施している。

他学科・専攻より実験・実習科目が多いのでレポート等の課題提出が多いのが特徴である。 

また、定期試験は実技関係の試験を含め多様である。定期試験の結果は他学科・専攻より

低い傾向にあるが、評価基準に到達しなかった場合は再試験を行い、学生自身に達成でき

なかった点を確認させたうえで、筆記試験、レポート、口頭試問などによって目標に到達

させている。 

 また、２年次の１２月には、一般社団法人全国栄養士養成施設協会が実施する「栄養士

実力認定試験」を原則全員に受験させる事により、基礎知識の定着および学習成果につい

て客観的かつ定量的に測定・評価している。 

 

《生活科学科生活総合ビジネス専攻》 

 生活科学科生活総合ビジネス専攻（以下、本専攻に関する項では本専攻という）の教

育課程は、学則別表３に示すとおりである。これは、ビジネスの基礎と時代に即した職業

能力を学ぶために編成された本学独自のものである。教育課程編成にあたっては、一般財

団法人大学実務教育協会や財団法人日本病院管理教育協会等が示すカリキュラムガイドラ

インなどを参考に、社会的に通用性のあるものにし、本学非常勤講師でもある経営者陣の

意見も参考にしながら、毎年見直しを実施している。 

本専攻では、学習成果を『学習者が習得する知識、技能（スキル）、態度』と捉え、定期

試験、レポート、実技試験、授業中に行う小テストや発表、そして実習における外部評価

等で総合的に評価している。なお、平成２６年度より拡充した「インターンシップⅠ」お

よび「インターンシップⅡ」では就業体験を通して得られる学習成果を受入施設から得ら

れる従来からの他者評価・助言等のほかに学生自身の自己評価も成績の総合評価に反映さ

せている。また、卒業後は多岐にわたる分野で長期的に活躍することを踏まえて、在学中

の複数資格取得もあわせて本専攻の学習成果の指標としている。 

なお、平成２３年度より「キャリアプランニングシート」を活用し学生自身による学習

成果の自己評価および学生間の他者評価を行っている。 
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《専攻科保育福祉専攻》 

 専攻科保育福祉専攻（以下、本専攻科という）は、介護福祉士養成施設であるため、社

会福祉士及び介護福祉士法第３９条第３項の規定に基づき、介護福祉士養成施設等の指定

基準に基づいた教育課程による授業を展開している。平成２５年度より新教育課程として

「医療的ケア」「キャリア形成ゼミⅢ」を新設し、介護福祉士としての専門性と職業人とし

ての汎用的能力の向上を更に促進させている。 

 本専攻科では、各授業科目修了者には学習成果を認定の上、修了証書を授与している。

学習成果は、定期試験、レポート、実技試験、授業中に行う小テストや発表等で評価し、

介護福祉士として必要な専門的知識・技術の確認を行っている。また、学習成果の認定は、

成績評価だけでなく介護福祉士養成の要ともいえる介護福祉施設での実習後に得られる実

習現場からの評価・助言等を通して学習成果を評価している。また、介護実習のまとめと

して介護職実践セミナー発表会にむけて学生一人ひとりがまとめるレポート等でも学習成

果を評価している。さらに教育課程にそって必要な単位を取得することによって付与され

る。介護福祉士資格や介護保険事務士の資格等の習得状況や介護職、保育職への就職状況

からも学習成果が伺える。 

  

②どのように学習成果の向上・充実を図っているか 

学習成果の向上・充実を図るためのＰＤＣＡサイクル制度を確立している。すなわち、

各学科・専攻課程における学科・専攻会議において、適宜、「学位授与の方針」や教育課程

編成の方針の見直しを行うとともに教育課程や授業内容の改正を検討し、教務委員会及び

学務審議会、教授会の審議を経て、企画運営会議において毎年の授業計画を決定すると同

時に授業計画に即した非常勤教員を決定している。ＰＤＣＡサイクルにおける学習成果ア

セスメントのツールとして、学習成果の達成度(成績評価)や資格取得状況、就職状況、外

部試験の結果(例：全国栄養士養成施設協会実力認定試験)などを利用している。また、教

員の教育力向上のために、研修日の設定、FD 研修会、学生による授業評価、授業評価に基

づく優秀教員の表彰及び公開授業を行っている。 

今後の課題として、次の各項があげられる。 

(1) 認知的学習成果の量的・客観的評価法の改善 

(2) 非認知的学習成果のアセスメント（学生の自己評価や卒業生アンケートの採用等） 

(3) 学習成果向上ＰＤＣＡサイクルにおけるアセスメントツールの検討及び学習成果に関

する質的量的データの蓄積 

(4) 教育手法向上のための制度構築（ＦＤ制度改善、教育論文奨励、教員研修日の有効利

用等） 

 

 各学科・専攻課程の学習成果の向上・充実の具体的な取り組みは以下に示す通りである。 

《幼児保育学科》 

 本学科では、少数ではあるが社会人としての基礎力や学力、意欲等が低く、計画してい

る時期に実習に行けない学生もおり、全教員の連携のもと個別指導を重ね、不足している

基礎力や学力、意欲が十分備わったことが確認された場合に限って、実習時期を変更して

実施することとしている。また、幼稚園教諭２種免許状、保育士資格のどちらか一方のみ
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の取得、あるいは短期大学士のみの取得で卒業していく学生も少数ながら出ている。その

ため、平成２５年度より教育課程における卒業必修単位の見直しを図り、短期大学士（幼

児保育）として十分な知識・技能・態度を修得できるように改善した。 

今後、授業内容や学生指導についての教員間の情報交換や一層の連携が必要になってき

ている。また、実習現場からの評価・助言内容の集約と分析、社会人基礎力や学力の低い

学生への丁寧な対応や保護者との連携、進度の早い優秀な学生に対する指導等を検討し、

さらなる学習成果の向上・充実を図っていく予定である。 

 

《生活科学科食物栄養専攻》 

 本専攻では、栄養学や食品学から解剖生理学などの医学的な専門科目まで幅広い領域を

学ぶが、これらの学習の基礎となる「生物」「化学」を高校時代に履修していない入学者が

増えており、１年次前期の学習が難しくなってきている。そこで入学直後の４月から５月

にかけて、リメディアル教育として「栄養士のための化学入門」６０分授業、全１０回を

実施して対応している。 

 学内・外オリエンテーションでは、「学位授与の方針」および「教育課程編成・実施の方

針」を踏まえた２年間の学習内容や、単位取得について説明し、さらに資格や進路等につ

いても理解を深められるようにしている。また、先輩から短大での学生生活全般について

アドバイスをする時間も設けている。しかしながら、新入生は短期大学での授業内容や授

業の進めかたに不慣れなために戸惑いが多く、うまく対応出来ない者もいる。そこで、初

年次教育として、「食物栄養基礎ゼミⅠ、Ⅱ」を開講し、授業の受け方、ノートのとり方、

そしてレポートや報告書の書き方などの授業に関連する内容を解説し、さらに栄養士の業

務全般についての理解を深めるため、さまざまな分野で活躍する栄養士を招いて講演を行

っている。日々の学生生活や進路については、アドバイザーを中心に悩みや相談を受ける

体制を整えて対応している。本専攻では、１学年、２学年の各クラスに１名のアドバイザ

ーを置き、さらに、各学年にに１名のサブアドバイザーを付けている。 

 ２年次後期には、栄養士としての基礎知識や学力定着を目的として、必修科目を中心に

２７回（各回９０分）の補習授業（対策講座）を実施している。 

 また、課外活動として、研修委員やオープンキャンパス委員を選出し、学外研修での全

体指導やオープンキャンパスでのプレゼンテーションなどを担っている。これらの活動を

通して、学生の社会性、表現力、リーダーシップなどの向上を図っている。また、学園祭

では、セミナーごとに学生がメニューを考案し販売を行っている。これらの活動を通して、

栄養士としての企画力を育み、食品衛生管理や大量調理等についての理解を深めている。 

 

《生活科学科生活総合ビジネス専攻》  

 本専攻では、学習成果向上充実に向けた具体的な取組としては、「医療事務資格対策講座」

や「ビジネススキルアップ講座」などがあげられる。前者は、本専攻の教育課程が課程認

定を受けている「医療管理秘書士」と「医事管理士」の２資格の試験対策講座であり、専

門の教員の指導を仰いでいる。平成１９年に課程認定を受けて以来、２資格の合格率は１

００％を維持している。後者は、日本商工会議所が主催する「日商ＰＣ検定」および「日

商簿記検定」、また実務検定協会が主催する「ビジネス文書技能検定」や「秘書技能検定」、
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「サービス接遇検定」、そして「色彩士検定」、日本添乗サービス協会が主催する「旅程主

任管理者資格」などに関わる資格取得支援講座である。社会人基礎力から業界必須資格ま

で幅広く対応している。 

なお、卒業後は多岐にわたる分野で長期的に活躍することを踏まえて、複数の資格取得

をめざしており、平成２５年度より在学生・卒業生のための資格取得サポートとして「資

格取得支援サイト」を開設し、卒業後も外部から検定情報等の収集や申込みができるよう

にした。これは卒業後のサポート体制にも結びついている。 

 平成２４年度からは、教育課程として初年次教育のための「ビジネス基礎ゼミ」を開講

した。以前より本専攻の特色の一つであった「おしゃれ学講座」をこれに取り込み、併せ

てリカレント的な学習と建学の精神の理解を織り交ぜて学力基盤と教養の確立をめざして

いる。平成２６年度からは「サービス接遇検定」をベースに、マナー・接遇といった対人

スキルの向上を図り、１年生前期から始まる学外での実習や活動の支援をしている。 

また、正課外の活動として、社会性や企画力・表現力についてより一層の向上を望む学

生を対象に、クラス役員とは別に学生サポーターグループ「Ｓ・Ａ（ステューデント・ア

シスタント）」を発足させ諸行事などの企画運営等を自主活動として行っている。さらに、

平成２５年度からは教育課程に「キャリア形成ゼミ」を置いて、プレ社会人教育や資格取

得支援を行った。前者はいわば短期大学と社会との接続教育であり、後者は資格取得の過

程を通じて学生が卒業後も自己を点検して研鑽していく能力を養うためのものである。 

 これらを総合して、学生は知識、技能（スキル）、態度を習得し学習成果として表出され

ると考えている。 

また、平成２６年度からは「ビジネススキルアップ講座」のひとつである秘書検定対策

講座において、参加高校生に対し学生が高校生を指導する半学半教体制を整え、双方にお

いて合格率を上げている。 

 さらに、平成２３年度より「キャリアプランニングシート」を活用し学生自身による学

習成果の自己評価および学生同士の他者評価をもとに振り返りと目標設定を行い、成果を

上げれるように定期的に支援をしている。 

 

《専攻科保育福祉専攻》 

 本専攻科の学生は、保育士資格を取得して入学してきているが、学びの対象が高齢者や

障がい者（児）で、医学的な内容の学習が増えること、また、１年課程であるため、学習

成果の向上･充実を図るため、教育課程外に、週９０分の２コマの自主ゼミ「キャリア形成

プログラム」を設置している。その中で、生涯持続できる就業能力と介護福祉士としての

専門性の向上を目指している。具体的には、コミュニケーション能力や問題解決能力を高

める内容や地域の高齢者との交流、アセスメントや介護計画の立案能力等が組まれている。

本専攻科においても、進度の早い学生と遅い学生がいるため、それぞれの学生に対する指

導等を検討し、今後も学習成果の向上・充実を図っていく予定である。 

 

（10）オフキャンパス、遠隔教育、通信教育のその他の教育プログラム 

全ての項目について実施していない。 
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（11）公的資金の適正管理の状況  

 公的資金の管理については、法令および寄附行為等別に定めのある場合のほか、「学校法

人精華学園経理規程」に基づいて適正に行われている。経理は法人本部において統括され

（規程第４条）、学校会計と事業会計に区分され（規程第６条）、それぞれの区分で短期大

学の予算単位に属するものが本学の公的資金管理の対象となる（規程第７条）。予算につい

ては、会計年度ごとに、事務局長および経理責任者(予算管理事務責任者)を中心として、

学長、副学長、学生部長、広報部長、各学科・専攻長、図書館長、エクステンションセン

ター長、国際交流センター長等の意見を取り入れて編成された予算原案をもとに理事長が

予算案を作成し、評議員会に諮問し、理事会の審議を経て決定される（規程第４４、４５

条）。予算の執行は、すべて起案書による関与決裁権者の稟議を経て、法人本部長および理

事長の承認を得て行われている（学校法人精華学園稟議規程）。予算の収支状況および財政

状態は、予算管理事務責任者から理事長および事務局長に月次決算および年度決算が報告

され、必要な場合には理事長の判断により適宜修正することができ、予算執行の適正運営

が行われている（経理規程第４６〜５３条）。会計年度末の決算書は、監事の監査を受けた

後に理事会において承認され、評議員会に報告される。なお、本学の研究費については、「精

華女子短期大学研究費支給規程」の定めるところにより教員に支給され、科学研究費補助

金等も含めて「精華女子短期大学における公的研究費の不正防止等に関する規程」の定め

るところにより適正管理を図っている。 

２.自己点検・評価報告書の概要 

基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果 

 本学の建学の精神は『仏教精神に基づく人格教育』であり、教育の理念は『誠・和・愛』

であり、この精神と理念は、現在も普遍である。その精神と理念を基に各学科・専攻課程

では、社会人としてふさわしい人間性と教養をもち、社会的に自律実践・自立貢献できる

女性を育成することを教育目的としている。この方針に従って「学位授与の方針」、「教育

課程編成・実施の方針」、「入学者受け入れの方針」を定め、学内外に明確に表明している。 

 平成２６年度も引き続き、教育目的を達成するため、各学科・専攻課程における学習成

果の測定に取り組み、カリキュラムマップの作成等、測定の仕組みを整備してきた。今後、

教育の質保証のための教育改善のＰＤＣＡサイクルを機能させるとともに、学習成果の測

定の仕組みを検討し、自己点検・評価活動を推進する体制をさらに整備していくのが課題

である。 

 

基準Ⅱ 教育課程と学生支援 

 本学の各学科・専攻課程の「学位授与の方針」は教育課程修了後に学生が修得すべき学

習成果の基準を表し、学内外に公表されている。また、査定とＰＤＣＡサイクルによって

教育の質保証を図り、社会的通用性を確保するよう、点検も行っている。「教育課程編成・

実施の方針」は「学位授与の方針」に対応し、適正に機能しており、「入学者受け入れ方針」

も学内外に明確に示している。教育課程の学習成果は達成可能で、具体性があり、成績評

価、免許資格取得状況、実習現場からの評価、履修カルテ等により査定しているが、非認

知的学習成果の具体的な査定方法の確立が今後の課題である。また、評価についての全学
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的なあり方についても検討を進める。教職員は三つの方針のもと、連携して教育実践と学

習支援に取り組み、学習支援の環境を整え、学習成果を向上させるよう努めている。 

 さらに、本学ではキャリアアップシステムや地域貢献としての地域の保育現場との連携

した実践交流活動、高大連携等に積極的に取り組んでいる。 

 

基準Ⅲ 教育資源と財的資源 

 本学の各学科・専攻課程の教員組織は短期大学設置基準と養成施設の指定基準を満たし

ている。教員は「教育課程編成・実施の方針」に沿って教育研究活動を行っており、その

成果は公表している。また、採用、昇任人事は、「精華女子短期大学教員任用規程」に則り、

適正に行われている。 

事務職員はワンフロアで連携して、学生の学習、生活、進路、キャリア支援等に努めて

いる。 

校地、校舎、施設などは短大設置基準及び養成施設の指定基準の要件を満たし、施設設

備等の維持管理も適切に行っている。収容定員充足率は１００％を超えており、将来の施

設維持拡充も考慮に入れて財務上の安定は確保されている。又、学園全体としても健全に

推移している。 

 今後は、施設設備の安全性確保に重点をおいた整備をしていくのが課題である。 

 

基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス 

 本学の理事長は、理事会を中心とするガバナンス体制のもと、リーダーシップを発揮し、

本学園を適切かつ健全に管理、運営している。また、学長は教授会を中心とする教育研究

運営体制においてリーダーシップを発揮し、学習成果を中心とする教育の質の向上を推進

している。また、運営業務の改善計画に資するＰＤＣＡサイクルも整備されている。監事、

評議員会等は各々適切に機能し、予算管理、決算の適正表示、資産運用の管理、情報公開

等も適切に行われ、ガバナンス体制は確立されている。 

３．自己点検・評価の組織と活動 

１）自己点検・評価委員会 

 自己点検･評価委員会の構成員は、学長、副学長、自己点検・評価委員長、図書館長、学

生部長、広報部長、教務委員長、学生委員長、入試実施委員長、入学広報委員長、専攻科

長、幼児保育学科長、生活科学科長、食物栄養専攻長、生活総合ビジネス専攻長、国際交

流センター長、エクステンションセンター長及び事務局長である。 

２）自己点検・評価の組織図 

 自己点検・評価の組織図は次に示した通りである。 
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＜自己点検・評価組織図＞ 

専攻科保育福祉
専攻長

専攻科保育福祉会議

幼児保育学科長 幼児保育学科会議

生活科学科食
物栄養専攻長

食物栄養専攻会議

生活科学科長

理事長 学長
生活科学科生
活総合ビジネ
ス専専攻長

生活総合ビジネス専
攻会議

教務委員長 教務委員会 学生支援課

法人本部
長

副学長
自己点
検・評価
委員長

自己点
検・評価
委員会

学生部長 学生委員長 学生委員会 学生支援課 寮監

入試実施委
員長

入試実施委員会 学生支援課

広報部長 入学広報委
員長

入学広報委員会 入学広報課

図書館長 図書委員会 図書館司書

教職員研修
委員会委員

長
教職員研修委員会 FD推進委員会

事務職員研修会

国際交流セ
ンター長

国際交流センター委
員会

エクステン
ションセン
ター長

エクステンションセン
ター委員会

危機管理委
員長

危機管理委員会 庶務課

庶務課

事務局長

会計課

学生支援課 寮監

入試広報課

図書館司書

　自己点検・評価組織図

企画運営会議

 

３）組織が機能していることの記述（根拠を基に） 

 自己点検・評価については、教育の継続的な質の保証を図り、社会的に魅力ある短期大

学として存在するため、自己点検・評価の組織図で示した通り、まず各学科・専攻、各種

委員会、各事務部署において、各々の長が責任者となり、年度初めに学長から指示された

事業計画に基づき、各学科・専攻会議、各種委員会及び各事務部署の打ち合わせ会議にお

いて、当該年度の事業計画（年度目標）を立案する。 

 立案した事業計画（年度目標）は自己点検･評価委員会及び理事長が諮問する企画運営会

議において各々の責任者が提案し、年度途中に中間報告、年度終わりに報告をして、自己

点検・評価に努めており、学内全体の活動に対しての改善方法を考えていくＰＤＣＡサイ
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クルが機能している。 

 

４）自己点検・評価報告書完成までの活動記録  

  ①平成 25年 6月 28日 

平成 25 年度第三者評価の実施に関する関係資料を評価員並びに短大基準協会の事務

局に送付する。 

  ②平成 25年 7月 30日 

   「第三者者評価受審に向けて」の教職員研修会を開催し、第三者評価受審のスケジ

ュール、面接会場の設定、訪問調査時の質問・確認内容等について、共通認識を深め

る。 

  ③平成 25年 9月 18日 

   第三者評価訪問調査に向けての自己点検・評価委員会を開催し、面接調査時の対応、

及び模擬面接を実施する。 

  ④平成 25年 10月 1日 

   第三者評価の訪問調査について評価員と打ち合わせを実施する。 

  ⑤平成 25年 10月 2日〜3日 

第三者評価の面接調査が実施される。 

  ⑥平成 25年 12月 20日 

短大基準協会より平成 25年度第三者評価に係る機関別評価案の内定を受ける。 

⑦平成 26年 3月 27日 

 短期大学基準協会のウェブサイトに適格認定が掲載される。 

⑧平成 26年 3月 31日 

平成 25年度第三者評価 自己点検・評価報告書を刊行する。 

⑨平成 26年 10月 15日 

 平成25年度自己点検・評価報告書作成についての自己点検・評価委員会を開催する。 

⑩平成 27年 10月 21日 

 平成26年度自己点検・評価報告書作成についての自己点検・評価委員会を開催する。 

 

〈提出資料一覧表〉 

マニュアル記載の提出資料 番号 資料名 

基準Ⅰ：建学の精神と教育の効果     

Ａ 建学の精神       

建学の精神・教育理念についての印刷物   1 ２０１４学生便覧 

2 ２０１５大学案内 

3 ウェブサイト（情報公

開） 

Ｂ 教育の効果       

教育目的・目標についての印刷物 1 ２０１４学生便覧 

４.提出資料・備付資料一覧（参考資料） 
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      2 ２０１５大学案内 

学生が獲得すべき学習成果についての印刷物 1 ２０１４学生便覧 

2 ２０１５大学案内 

C 自己点検・評価       

自己点検・評価を実施するための規程   4 精華女子短期大学にお

ける自己点検・評価、相

互評価及び第三者評価

に関する規程 

      5 精華女子短期大学自己

点検・評価の実施要領 

基準Ⅱ：教育課程と学生支援     

Ａ 教育課程       

「学位授与の方針」に関する印刷物 1 ２０１４学生便覧 

     6 ２０１５学生便覧 

      2 ２０１５大学案内 

教育課程編成・実施の方針に関する印刷物 1 ２０１４学生便覧 

6 ２０１５学生便覧 

7 平成２６年度授業計画

（syllabus） 

入学者受け入れ方針に関する印刷物 2 ２０１５大学案内 

     6 ２０１５学生便覧 

      8 ２０１５年度学生募集

要項 

カリキュラムに対応した授業科目担当者一覧（教員名、担当授業科目、

専門研究分野） 

9 平成２６年度授業科目

担当者一覧表 

10 平成２６年度時間割表 

シラバス     7 平成２５年度授業計画

（syllabus） 

Ｂ 学生支援       

学生便覧等（学則を含む）、学習支援のために配布している印刷物 1 ２０１４学生便覧 

    

短期大学案内・募集要項・入学願書（２年分） 2 ２０１５大学案内 

11 ２０１６大学案内 

8 ２０１５年度学生募集

要項 

12 ２０１６年度学生募集

要項 

基準Ⅲ：教育資源と財的資源     

Ａ 人的資源       

Ｂ 物的資源       

Ｃ 技術的資源       

Ｄ 財的資源       
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「資金収支計算書・消費収支計算書の概要（過去 3年）」［書式１］、

「貸借対照表の概要（過去３年）」［書式２］、［財務状況調べ］［書 

 式３］及びキャッシュフロー計算書」［書式４］ 

13 平成２４年度〜２６年

度資金収支計算書・消費

収支計算書の概要 

14 平成２４年度〜２６年

度貸借対照表の概要 

15 財務状況調べ 

16 キャッシュフロー計算

書 

資金収支計算書・消費収支計算書（過去３年） 17 平成２４年度〜平成 

２６年度資金収支計算

書・消費収支計算書 

貸借対照表（過去３年）   18 平成２４年度〜平成 

２６年度貸借対照表 

中・長期の財務計画 19 学校法人精華学園 精

華女子短期大学中・長期

財務計画書 

事業報告書（過去１年） 20 平成２６年度事業報告

書 

事業計画書/予算書（評価実施年度） 21 平成２６年度事業計画

書 

      22 平成２６年度予算書 

基準Ⅳ：リーダーシップとガバナンス     

Ａ 理事長のリーダーシップ     

寄附行為       23 学校法人精華学園寄附

行為 

Ｂ 学長のリーダーシップ       

Ｃ ガバナンス       

選択的評価基準       

 

〈備付資料一覧表〉 

 

マニュアル記載の備付資料 番号 資料名 

基準Ⅰ：建学の精神と教育の効果     

Ａ 建学の精神       

創立記念、周年誌等 1 学園創立１００周年記念誌 

Ｂ 教育の効果       

［報告書作成マニュアル指定以外の備付資料］ 2 定期試験結果 

    3 保育職への就職及び関連学科への進学 

    4 幼児保育学科の学外実習に関する 

実習資格判定基準 
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    5 幼児保育学科の学外実習に関する 

実習資格基準内規 

    6 幼児保育学科実習資格基準判定資料 

    7 幼児保育学科履修カルテ自己評価集計結果 

    8 全国栄養士養成施設協会実力認定試験結果 

    9 日本フードスペシャリスト協会認定試験結

果 

    10 生活総合ビジネス専攻平成２５年度インタ

ーンシップ計画及び研修先評価 

    11 平成２６年度カレッジアワー一覧表 

    12 生活総合ビジネス専攻実習先企業・ 

施設からの評価 

    13 生活科学科生活総合ビジネス専攻がサポー

トする資格・検定（平成２６年度一覧） 

    14 介護福祉士卒業時共通試験結果 

    15 キャリア形成に関するアンケート結果 

    16 授業評価アンケート用紙及び結果 

    17 キャリアプランニングシート 

    18 「実習外部評価」 

    19 平成２６年度「幼児保育学科キャリア形成 

ゼミレポート」 

    20 平成２６年度「食物栄養セミナーレポート」 

    21 平成２６年度「生活総合ゼミナール発表会

パンフレット」 

    22 平成２６年度「介護職実践セミナー要旨集」 

Ｃ 自己点検・評価       

過去３年の間にまとめた自己点検・評価報告書 23 平成２２年度･２３年度自己点検・評価報告

書 

24 平成２４年度自己点検・評価報告書 

25 平成２５年度自己点検・評価報告書 

第三者評価以外の外部評価についての印刷物   該当なし 

基準Ⅱ：教育課程と学生支援       

Ａ 教育課程         

単位認定の状況表（評価実施年度の前年度に 26 平成２６年度卒業生の単位認定の状況表 

卒業した学生が入学時から卒業までに履修した     

科目について）     

学習成果を表す量的・質的データに関する印刷物 27 GPA一覧表  
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28 平成２４〜２６年度 職種別就職状況 

［報告書作成マニュアル指定以外の備付資料］ 29 「キャリアシートを活用した学生の到達度

意識調査」 

     30 「精華女子短期大学「学位授与の方針」、

教育課程編成・実施に関する内規」第６３

４回教授会資料（平成２５年２月２８日） 

     31 平成２５年度カリキュラムマップ 

     32 履修カルテ（幼児保育学科、食物栄養専攻） 

     33 栄養士法施行規則 

     34 栄養士養成施設自己点検表 

     35 平成２６年度授業計画（ｓｙｌｌａｂｕｓ） 

     36 「こども音楽療育士」課程認定承認通知 

     37 「秘書士」課程認定承認通知 

     38 「精華女子短期大学入学者受け入れの方針

に関する内規」第６３４回教授会資料（平

成２５年２月２８日） 

     39 栄養士養成課程コアカリキュラム表 

Ｂ 学生支援         

学生支援の満足度についての調査結果 40 平成２６年度学生環境調査結果のまとめ 

就職先からの卒業生に対する評価結果 41 就職先からの卒業生の就業力調査結果 

     42 平成２５年度巡回訪問報告書 

      43 食物栄養専攻卒業生就職評価表 

卒業生アンケートの調査結果 44 里帰りの会資料（アンケート含む） 

入学志願者に対する入学までの情報提供のため

の印刷物等 

45 入学志願者に対する受験から入学手続きま

での書類 

入学手続者に対する入学までの学習支援のため

の印刷物等 

46 各学科・専攻課程別入学前準備（課題）に

ついて   

学生の履修指導（ガイダンス、オリエンテーショ

ン）等に関する資料 

47 オリエンテーション計画表・配布資料 

48 各学科・専攻課程別 学外オリエンテーシ

ョン栞 

49 プログレスシート 

32 履修カルテ（幼児保育学科、食物栄養専攻） 

学生支援のための学生の個人情報を記録する様

式 

50 学生個人調書 

51 進路登録カード 

進路一覧表等の実績（過去３年）についての印刷

物 

28 平成２４〜２６年度 職種別就職状況 

ＧＰＡ等成績分布   27 GPA一覧表  

学生による授業評価票及びその評価結果 16 授業評価アンケート用紙及び結果 

     52 授業評価に対する考察 
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社会人受け入れについての印刷物等 53 社会人特別入学試験に関する規程 

海外留学希望者に向けた印刷物等   該当なし 

ＦＤ活動の記録 54 FD 活動報告 

ＳＤ活動の記録 55 SD 活動の記録 

［報告書作成マニュアル指定以外の備付資料］ 56 クラブ活動紹介誌 ２０１４年度版 

     57 第４７回学園祭パンフレット 

     58 ３短大合同介護職実践セミナープログラム 

     59 三井食品メニュ-提案会ちらし 

     60 PCFディサービス訪問プログラム 

［報告書作成マニュアル指定以外の備付資料］ 

《基準Ⅱについての特記事項の資料》 

61 

62 

平成２６年度 就職・進学支援年間計画 

管理栄養士国家試験通信・対策講座 

 63 幼児保育センターだより ラポール 

     64 里帰りの会のお知らせ 

     65 リフレッシュ研修のお知らせ 

     66 平成２６年度精華女子短期大学出張授業 

      67 里帰りの会プログラム 

基準Ⅲ：教育資源と

財的資源 

      

Ａ 人的資源       

教員の個人調書 68 教員の個人調書 

 専任教員：教員履歴書、過去５年間の業績調書     

 非常勤教員：過去５年間の業績調書     

教員の研究活動について公開している印刷物等 69 平成２４〜平成２６年度 

    （精華女子短期大学研究紀要第３９号〜第

４１号） 

専任教員等の年齢構

成表 

  70 専任教員等の年齢構成表 

科学研究費補助金等、外部研究資金の獲得状況一

覧表 

71 平成２４〜平成２６年度科学研究費補助金

一覧表 平成２２年度大学教育充実のため

の戦略的大学連携ＧＰ  平成２５年度大

学間連携共同教育ＧＰ 

研究紀要・論文集（過去３年） 69 平成２４〜平成２６年度 

    （精華女子短期大学研究紀要第３９号〜第

４１号） 

教員以外の専任職員の一覧表（氏名、職名） 72 専任職員の一覧表 

［報告書作成マニュアル指定以外の備付資料］ 73 精華女子短期大学教員任用規程 

    74 精華女子短期大学教員資格基準 

  75 研究費支給規程 

  76 研究紀要刊行規程 
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  77 旅費規程 

  78 事務職員研修会実施要綱 

    

Ｂ 物的資源       

校地、校舎に関する図面（全体図、校舎等の位置

を示す配置図、用途（室名）を示した各階の図面、

校地間の距離、校地間の交通手段等） 

79 校地、校舎に関する図面 

    

    

図書館、学習資源センターの概要（平面図、蔵書

数、学術雑誌数、ＡＶ資料数、座席数等） 

80 図書館の概要 

    

Ｃ 技術的資源       

学内ＬＡＮの敷設状況 81 学内ＬＡＮの敷設状況 

マルチメデイア教室、コンピュータ教室等の配置

図 

82 マルチメデイア教室、コンピュータ教室等

の配置図 

Ｄ 財的資源       

寄附金・学校債の募集についての印刷物等 83 寄付金の募集についての印刷物 

財産目録及び計算書類（過去３年） 84 平成２４〜２６年度 財産目録及び計算書

類 

教育研究経費（過去

３年）の表 

  85 平成２４〜２６年度 教育研究費の表 

基準Ⅳ：リーダーシップとガバナンス     

Ａ 理事長のリーダーシップ      

理事長の履歴書 86 理事長の履歴書 

現在の理事・監事・評議員名簿 87 現在の理事・監事・評議員名簿 

（外部役員の場合は、職業・役職等を記載）     

理事会議事録（過去３年） 88 平成２４〜２６年度理事会議事録 

諸規程集     89 諸規程集 

組織・総務関係     組織・総務関係 
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 組織規程、事務分掌規程、稟議規程、文書取扱

（授受、保管）規程、公印取扱規程、個人情報保

護に関する規程、情報公開に関する規程、公益通

報に関する規程、セキュリティポリシー、防災管

理規程、自己点検・評価に関する規程、ＳＤに関

する規程、図書館規程、各種委員会規程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人事・給与関係 

  

  

 精華学園稟議規程、精華学園公印取扱規

程、 精華学園書類閲覧規則、管理運営規

程、企画運営会議要綱、文書取扱規程、個

人情報保護に関する規程、危機管理規程、

教務委員会内規、学生委員会実施要領、入

学広報委員会実施要領、図書委員会実施要

領、個人情報保護委員会実施要領、附属図

書館規程、図書閲覧、館外帯出及び複写に

関する細則、附属図書館資料除籍内規、逐

次刊行物の保存に関する基準、放送施設使

用について、国際交流センター規程、エク

ステンションセンター規程、自己点検・評

価、相互評価及び第三者評価に関する規程、

自己点検・評価の実施要領、事務職員研修

会実施要項、教職員車両通勤規程、自家用

車業務使用規程、後援会会則、同窓会会則、

公益通報に関する規程 

 

人事・給与関係 

 就業規則、教職員任免規程、定年規程、役員報

酬規程、教職員給与規程、役員退職金支給規程、

教職員退職金支給規程、旅費規程、育児・介護休

職規程、懲罰規程、教員選考基準 

   教員任用規程、期限付雇用教員勤務規程、

教員資格基準、特任教員規程、名誉教授称

号授与規程、客員教授規程、就業規則、育

児休業に関する規程、介護休業に関する規

程、再雇用規程、再雇用規程（細則）、フ

レックスタイム規程、慶弔規程、給与規程、

旅費規程、退職金規程 
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財務関係      財務関係 

 会計・経理規程、固定資産管理規程、物品管理規

程、資産運用に関する規程、監査基準、研究費（研

究旅費を含む）等の支給規程、消耗品及び貯蔵品管

理に関する規程 

   精華学園経理規程、精華学園経理規定

（細則）､精華学園資産運用規程、研究費

支給規程 

 

教学関係 

 学則、学長候補者選考規程、学部（学科）長候補

者選考規程、教員選考規程、教授会規程、入学者選

抜規程、奨学金給付・貸与規程、研究倫理規程、ハ

ラスメント防止規程、紀要投稿規程、公的研究費補

助金取扱いに関する規程、公的研究費補助金の不正

取扱い防止規程、教員の研究活動に関する規程、Ｆ

Ｄに関する規程 

  

  

 

教学関係 

 学則、学則第１３条に関する内規、休

学中の学費の減免に関する内規、教授会

規程、学務審議 会規程、入学者選抜規

程、入学審議会規程、社会人特別入学試

験に関する規程、学位規程、FD推進委員

会規程、セクシュアル・ハラスメントの

防止等に関する規程、単位認定規程、出

席扱いについて、受験に関する注意、不

正行為の処置に関する内規、再受講に関

する規程、再受講に関する内規、科目等

履修生規程、科目等履修生の受講料等に

ついての細則、教職課程の科目等履修生

選考要領、他学科・専攻の授業科目の履

修に関する内規、学生留学規程、外国人

留学生規程、長期履修学生規程、長期履

修学生の授業料等についての細則、学生

海外派遣・受入れ研修規程、学生留学単

位認定取扱申し合わせ、緊急時（台風、

地震など災害時や交通機関の不通など）

の場合の授業について、転科に関する内

規、専攻科保育福祉専攻規程、既修得単

位認定細則、奨学生規程、奨学生の選考

に関する申し合わせ、学生寮規程、学友

会会則、合宿心得、研究紀要刊行規程、

研究紀要投稿要領、公的研究費の不正防

止等に関する規程、動物実験規程、職業

紹介業務運営規程 

［報告書作成マニュアル指定以外の備付資料］ 90 学校法人精華学園理事会会議規則 

      91 精華女子短期大学企画運営会議要領 
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Ｂ 学長のリーダーシップ       

学長の履歴書・業績調書 92 学長の履歴書・業績調書 

教授会議事録（過去 3 年） 93 平成２４〜２６年度教授会議事録 

委員会等の議事録（過去３年） 94 平成２４〜２６年度各種委員会議事録･

各学科専攻会議議題 

［報告書作成マニュアル指定以外の備付資料］ 95 学則 

     96 教授会規程 

     97 委員会規程 

  98 平成２６年度自啓録 

Ｃ ガバナンス       

監事の監査状況（過去 3年） 99 平成２４〜２６年度監事の監査状況 

評議員会議事録（過去 3年） 100 平成２４〜２６年度評議員会議録 

［報告書作成マニュアル指定以外の備付資料］ 101 学校法人精華学園資産運用規程 

      102 学校法人精華学園書類閲覧規則 

選択的評価基準       

選択的評価基準２ 71 平成２５年度大学間連携共同教育ＧＰ 

 職業教育の取り組みについて     

選択的評価基準３ 

地域貢献の取り組みについて 

103 精華女子短期大学エクステンンションセ

ンター規程 

 104 精華女子短期大学正課外講座案内 

  105 2014年度 正課外講座実施報告 

     106 精華女子短期大学コミュニティオーケス

トラ定期演奏会プログラム 

  107 精華女子短期大学コミュニティオーケス

トラ第５回キャンパスコンサートプログ

ラム 

     108 精華女子短期大学コミュニティオーケス

トラ依頼演奏会プログラム 

     109 「弦楽器・管楽器・邦楽器を奏でよう！」

講座成果発表会プログラム 

      110 公開講座プログラム 
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【基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果】 

 

建学の精神・教育理念、教育の目的・目標、学習成果、教育課程及び教育プログラムの相

互の関係について、「学位授与の方針」、「教育課程編成・実施の方針」、「入学者受け入れの方

針」の三つの方針を含めて明確に示す。学習成果を焦点とした教育課程及び教育プログラム

を構築し、教育の実践においては最適・質的データを基にした学習成果の分析・評価を行い、

恒常的かつ系統的な自己点検・評価に基づいて、教育の効果を査定する仕組みを確立し行っ

ていることを明確に示す。 

 

■基準Ⅰの自己点検・評価の概要（要約と行動計画） 

（ａ）基準Ⅰの自己点検・評価の要約 

 本学は、本学園の建学の精神『仏教精神に基づく人格教育』に則って掲げた『誠・和・

愛』の教育理念のもと、社会人としてふさわしい人間性と教養を持ち、社会で自立して貢

献できる女性の育成を目的として教育を行っている（学則第１章第１条）。この目的を達成

するため、幼児保育学科、生活科学科食物栄養専攻、生活科学科生活総合ビジネス専攻、

および専攻科保育福祉専攻の各学科・専攻課程を置き、それぞれの学科・専攻において教

育目的・目標を掲げ、それぞれの教育課程・教育プログラムに従って社会的自立手段とし

ての専門教育を行うほか、教養教育ならびにカレッジアワーにおける仏教法話やキャリア

教育、アドバイザーをはじめ教職員との日常的接触等を通じて社会人として要求される人

間形成に勤めている。本学の建学の精神及びそれに基づく教育理念は、キャリア教育にお

けるキャリアアンカーと位置づけられ、毎年、点検・確認されるものの本学設立以来４８

年間不変である。一方、各学科・専攻課程における専門・職業教育は社会的自立及び貢献

の手段と位置づけられ、社会・時代の要請に応じて点検・改善されており、不易流行の教

育方針を貫いている。 

 本学が育てるべき理想の人間像は、本学における人間形成を通して何事も自らを律して

実践し、本学の教育課程を通して得た知識・技能・職能によって自立して社会に貢献でき

る女性、すなわち社会的に自律実践・自立貢献できる女性である。この方針に従って、各

学科・専攻課程の「学位授与の方針」及び「教育課程編成・実施の方針」を定めており、

それぞれを学生便覧、本学ホームページ等により学内外に明示している。また、「教育課程

編成・実施の方針」に従って作成した教育課程・教育プログラムは、毎年、各学科・専攻

会議で点検・改善し、教務委員会、学務審議会、教授会、企画運営会議の審議を経て改訂

している。さらに、各学科・専攻課程において、それぞれの教育を受けるにふさわしい学

生を選抜するために「入学者受け入れの方針」を定めており、これに従って推薦入試、一

般入学試験、およびＡＯ入試等を行っている。（提出資料１、２） 

 本学の教育課程を通して得た知識・理解や技能・職能に関する学習成果については、定

期試験、実技試験、口述試験、レポート、論文、資格試験などにより定量的に評価し、学

則及び各学科・専攻課程の授業計画（シラバス）に明記した学習の達成度評価により判定

している。（提出資料７）本学の卒業要件及び専攻科修了要件は、短期大学設置基準等の定
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めるところに従って、学則１４条〜１６条及び４９条に定めており、それぞれの学生につ

いて上記の学習の達成度を各学科・専攻会議で評価し、教務委員会、学務審議会、教授会

の審議を経て、卒業要件を満たした学生に短期大学士を授与している。 

 一方、教育課程におけるキャリア教育等の授業、実技、実習・インターンシップ並びに

その事前・事後指導、実習やセミナー及びゼミ並びにその発表会などを通して、社会的に

自律実践・自立貢献できる女性として必要な汎用的技能や態度・志向の教育を行っている。

これらの評価方法に関しては、カリキュラムマップを作成して、評価の精度を高める方法

の検討を進めている。（備付資料３１） 

 

（ｂ）基準Ⅰの自己点検・評価に基づく行動計画 

 本学の主たるミッションは、建学以来、社会的に自律実践・自立貢献できる女性の育成

である。一方、知識基盤社会構築と高等教育の大衆化に関る社会的要請により、短期大学

には、学びたい人は誰でも学べるファーストステージの高等教育機関や地域における生涯

学習拠点としての役割等を担うことも課せられており、これをサブミッションとしての教

育活動も行う必要が生じ始めている。 

 主たるミッションについては、自律実践・自立貢献の行動規範を築くために学園の建学

の精神に則って教育の理念『誠・和・愛』を掲げ、各種講話、教職員との対話、掲示等に

より学生への啓発を図り、学生一人ひとりが本学の建学の精神及び教育理念をキャリアア

ンカーとして生涯を送ることを期待してきたが、一方向的伝達では教育効果が弱いとの反

省に基づき、毎年度の事業計画の重点事項として建学の精神の具現化を取上げ、学生参加

型の取組の比重を大きくしていく予定である。自律実践・自立貢献の手段としての各学科・

専攻課程における専門教育等に関しては、今後も、学科・専攻会議、教務委員会、学務審

議会、教授会、企画委員会等の審議を通して、社会及び時代の要請に応じた「学位授与の

方針」、「教育課程編成・実施の方針」「入学者受け入れの方針」の点検・改善を進めつつ、

三つの方針のもとに、学習成果の測定・評価方法の普遍化と高精度化を進めるとともに、

それぞれの教育課程の総括的な学習成果の量的・質的データの収集に努め、教育の質の改

善を図る予定である。 

 サブミッションに関連して生じる課題は、学習成果の二極化問題である。学習成果の量

的データとして可視化したＧＰＡの分布からは、現状で二極化の傾向がすでに現れており、

サブミッションの本格的取組に備えて、平成２７年度の事業計画にも二極化対策を取り上

げ、検討を進めている。（備付資料２７） 

 二極化対策における課題は、「学位授与の方針」と卒業要件との乖離である。「学位授与

の方針」に対して学習成果を具体的に評価・判断しにくい側面があったが、「学位授与の方

針」を平成 25年度より改訂し、より具体的な記述となった。今後、学習成果の達成度の測

定・評価法を確立し、この問題に取り組む必要がある。本学は、「学位授与の方針」に基づ

く「教育課程編成・実施の方針」に従って作成された教育課程・教育プログラムの学習達

成度を点数や段階評価により判断し、短期大学設置基準を遵守した学則の卒業要件の充足

により授与している。しかし、二極化に伴って、その要件をファーストステージの高等教

育修了の最低到達目標に下げる必要が生じ、必ずしも本学の「学位授与の方針」に記述し

た努力目標を達成していると言いがたくなる。しかしながら、最低到達目標を教育目標と
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して公表すると、平均的に学生の学習意欲の低下を招き教育の質が低下すること、また、

努力目標を短期大学士授与の要件に設定すると、ファーストステージの高等教育修了と同

等の学習成果を修めた者が、他高等教育機関への編入あるいは社会との往還教育を受ける

機会を失い、短期大学の社会的要請に応えられないことになる。したがって、当分は現状

を維持し、すべての短期大学士授与者と「学位授与の方針」を満たす学生との比を学習成

果向上の指標として教育改善のＰＤＣＡサイクルをまわすことの是非を検討したい。 

 

[テーマ] 

基準Ⅰ-Ａ 建学の精神 

基準Ⅰ—Ａの自己点検・評価の概要（要約と改善計画）   

（ａ）基準Ⅰ—Ａの自己点検・評価の要約 

 本学園の建学の精神は、『仏教精神に基づく人格教育』である。これは、明治４２年、学

園の祖である吉田マツ初代理事長により唱えられたもので、これに基づき、昭和４２年法

人傘下に精華女子短期大学が開学した際、戸田忠夫初代学長により本学の教育理念『誠・

和・愛』が定められた。すなわち、『誠（まこと）の心で人として生き、和（なごみ）の心

で人と共に生き、愛（じあい）の心で人のために生きる』心豊かな女性を育てるという意

味であり、仏教精神に帰結する。 

 爾来、『仏教精神に基づく人格教育』及び『誠・和・愛』は、不変の建学の精神及び教育

理念となり、学生のキャリア形成におけるキャリアアンカーと位置づけられ、入学式等の

理事長・学長の式辞、新入生オリエンテーション、学内外オリエンテーション、カレッジ

アワー、教職員との対話等を通して、恒常的にこれを学生に啓発している。 

 なお建学の精神及び教育理念は、毎年、学園理事会で確認され、年度はじめの本学企画

運営会議・教授会、教職員研修会、新任研修会等により教職員に理解・共有され、本学の

主な行事、学園報や大学案内等の出版物、全教室における掲示、ホームページ等を通じて、

学内外に公示されている。（提出資料１、２） 

 

（ｂ）基準Ⅰ—Ａの自己点検・評価に基づく改善計画 

 本学園の建学の精神「仏教精神に基づく人格教育」及び本学の教育理念は、人間教育の

根幹をなすもので、その意味するところは極めて深く、その真髄を学生に伝え人生の規範

又はキャリア形成におけるキャリアアンカーとすることが、本学のミッションであること

を弁えている。従って、毎年度の事業計画の重点項目として、仏教精神の具現化を取り上

げ、学生への啓発の強化を図っている。平成２４度より、入学式直後のオリエンテーショ

ンにおいて「建学の精神を考える会」を実施している。また、建学の精神に関する学生の

認識状況等の量的データを収集して点検する必要があり、キャリアプランニングシートや

ポートフォリオオ等を活用して教育効果の改善に努める予定である。 

 

[区分] 

 基準Ⅰ-Ａ—１ 建学の精神が確立している 

 基準Ⅰ—Ａ—１の自己点検・評価の概要 
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（ａ）基準Ⅰ—Ａ—１の自己点検・評価の現状 

 本学園の起源は、学園創設者が女性の社会的自立を願い明治 42年に設立した福岡高等裁

縫研究所に遡る。敬虔な仏教信徒であった創設者は、自立の手段としての職業教育・教養

教育に留まらず、仏教精神の真髄である「感恩慈愛」、「報恩感謝」の心を主とした人格教

育に力を注がれた。本学園は、平成２１年１１月に精華学園創立１００周年記念式典を執

り行った。創立１００周年を迎えるにあたっては、平成１４年７月の精華女子高等学校立

花寺グランド新設に始まり、平成２２年 1 月の精華学園歴史資料室開設披露まで３０件に

及ぶ事業･行事を展開し、現在、１０７年目に至っている。（備付資料１） 

 本学は、昭和４２年、当時学園の理事長であった創設者が提唱した『仏教精神に基づく

人格教育』という建学の精神のもとに発足し、戸田忠夫初代学長は、建学の精神に則り、

教育理念を『誠・和・愛』と定めた。爾来、教育理念の理解を容易にするために、創設者

の遺訓に従って、『誠』を「気魄の真情で事に尽くすこと」、『和』を「気持ち・雰囲気が温

雅で調和を保っていること」『愛』を「広く身のまわりから受けた恩を心から慈しむこと」

との注釈を付けて学生への啓発を図ってきたが、平成２２年度より、建学の精神との関連

の理解をいっそう深めるために、仏教精神における「身の周りのすべての存在への感謝、

とりわけ人間として生まれたことへの感謝」の印として、『誠の心で人として生き、和の心

で人と共に生き、愛の心で人の為に生きる』ことの大切さを学生に伝えることを新たに加

えた。 

 本学では、この教育理念を掲げ、変動する社会のニーズに応えて柔軟に改変する「不易

流行」の教育によって、現代社会において「自律実践」、「自立貢献」できる女性の育成に

努めている。 

 本学設立以来４８年間不変である建学の精神と教育理念については、入学式、卒業式、

学内外オリエンテーション等の各種行事、学園報や学生便覧、大学案内、仏教法話を通じ

て学内の学生・教職員及び保護者に表明している。また、建学の精神『仏教精神に基づく

人格教育』及び教育理念『誠・和・愛』の掲示額を教室や会議室等、全室正面に設置し日々、

学生と教職員の目にふれるようにしている。さらに「大学案内」等の印刷物やホームペー

ジ等を通じて、本学受験生やその保護者、地域の方々にもそれを表明している。 

 建学の精神については、入学式、卒業式の理事長、学長の式辞、新入生オリエンテーシ

ョン、学科・専攻別学内・学外オリエンテーション、仏教法話、授業等を通して日常的に

理解を深め、学生、教職員で共有するよう努めている。とくにこの数年は、事業計画の重

点事項として「仏教精神の具現化」を取り上げ、その一環として仏教法話を各学科・専攻

課程の必修講座にするとともに、平成２４年度からは、新入生オリエンテーションにおい

て「建学の精神を考える会」を実施している。 

 また、教職員については、理事長・学長の年度始めの事業計画や教職員研修会での理事

長・学長講話、仏教法話等で継続的に共有を図っている。さらに保護者に対しても入学式・

卒業式のみでなく、保護者懇談会の代表者あいさつ等で紹介し、共有できるようにしてい

る。 

 本学全体の建学の精神及び教育理念は創立以来現在に至るまで基本的には変わっていな

いが、毎年度、常任理事会で建学の精神に根ざした教育理念の解釈の見直し原案を討議し、

学園理事会で最終承認を受ける体制をとっており、定期的な確認を行っている。各学科・



  精華女子短期大学 

 

 35 

専攻課程の教育目標についても、各学科・専攻会議で定期的に点検を行っている。各学科・

専攻課程においては各学科・専攻課程の名称変更、教育内容や資格・免許等の改変を伴う

場合には建学の精神を基盤として、各学科・専攻課程の教育目標の変更も行っており、そ

の場合は理事会、教授会に必ず諮るようになっている。 

 

（ｂ）基準Ⅰ—Ａ-１の自己点検・評価の課題 

 本学園の建学の精神「仏教精神に基づく人格教育」及び本学の教育理念は、人間教育の

根幹をなすもので、その意味するところは極めて深く、カリキュラムが過密な短期大学の

２年間で十分に教育できないのが最大の課題である。また、学習の成果が人生観や価値観

の形成を指す非認知的な成果であり、成果を測定しにくいことも課題である。しかし、本

学園の建学の精神及び本学の教育理念を全学生に伝え、卒業後の人生の規範又はキャリア

形成におけるキャリアアンカーとすることが、本学のミッションであり、必要不可欠な教

育として点検・改善を続け、世間から、精華女子短期大学の学風は「感謝の心」「思いやり

の心」「誠・和・愛の心」と言われるように努力する必要がある。 

 

[テーマ] 

基準Ⅰ－Ｂ 教育の効果 

基準Ⅰ—Ｂの自己点検・評価の概要（要約と改善計画） 

（ａ）基準Ⅰ—Ｂの自己点検・評価の要約 

 本学の教育目標は、学園の建学の精神に則り掲げられた教育理念のもと、社会的に自律

実践・自立貢献できる女性の育成である。自律実践・自立貢献の手段としての各学科・専

攻課程における専門教育等に関しては、幼児保育学科、生活科学科食物栄養専攻、並びに

専攻科保育福祉専攻においては、それぞれ、幼稚園教諭養成校及び保育士養成施設、栄養

士養成施設、並びに介護福祉士養成施設の認可を受けて、それぞれの専門職業教育並びに

専門家・職業人に必要な教養教育とキャリア教育を行い、生活科学科生活総合ビジネス専

攻においては、一般ビジネスに必要な汎用的職業教育・教養教育・社会人基礎力養成に加

えて、医療事務、観光サービス、ファッション販売等における特定の資格取得を照準とし

た職能教育を行っている。 

 本学を構成する各学科・専攻課程では、これまでも建学の精神及び教育理念に基づきそ

れぞれの学科・専攻課程の専門分野に関わる人材を育成するための教育目標を明確化して

きた。本年度には、「学位授与の方針」等を見直し、全学的に教育の柱を体系化した。そ

れに伴い、教育目標も多少表現の変更がなされたものの、大筋において従来の内容を堅持

している。その内容は、本学の各学科・専攻課程における教育課程終了時に学生が獲得す

べき学習成果に結びついているといえる。 

 本学では学習成果を明文化して規定していないが、建学の精神を基に各学科・専攻課程

の教育課程を通して得られる学習の結果と捉えている。そのことは、本年度見直した「学

位授与の方針」を全うすることにつきる。具体的な目標は明確化され、カリキュラムマッ

プ等の整備も進み、学生、教職員共に学習の到達度を把握する手法を確立した。授業科目

によっては認知的学習の可能なものと非認知的学習によるものとがあり、その区分を考慮

に入れて量的・質的データの集約に努めつつある。 
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 本学では、関係法令を適宜確認し、法令遵守に努めている。また、「学位授与の方針」等

の見直しに併せて、学習成果の査定についてもさらなる改善を図っている。教育の向上、

充実のためのＰＤＣＡサイクルは稼働しているといえる。 

 

（ｂ）基準Ⅰ—Ｂの自己点検・評価に基づく改善計画 

 教育目標の達成に向けて、教育の効果を可視化する取り組みは、本学では緒についたば

かりであり、全教職員が一致協力して回り始めたいくつかの手法を確実に積み上げ、教育

の質の改善を進める計画である。 

 

［区分］ 

基準Ⅰ-Ｂ-1  教育目的・目標が確立している 

基準Ⅰ-Ｂ-1の自己点検・評価の概要（現状と課題） 

（ａ）基準Ⅰ—Ｂの自己点検・評価の現状 

 各学科・専攻課程とも、それぞれの教育目的は学則を中心に明確に規定され、それは建

学の精神に則っている。すなわち、変動する社会のニーズに応えて柔軟に改新する「不易

流行」の教育によって、現代社会において「自律実践」、「自立貢献」できる女性をめざし、

幼児保育学科では福祉の心を持った温かで有能な保育者を、生活科学科食物栄養専攻では

社会で幅広く活躍できる優秀な職能を身につけた「健康科学のプロ」としての栄養士を、

同生活総合ビジネス専攻では地域社会の多様な分野で活躍できるコミュニケーション力豊

かな職業人(各種実務者)を、専攻科保育福祉専攻では福祉の心に根ざした実践的な介護福

祉士と保育者を育てることを教育目標としている。 

（１）幼児保育学科 

 本学科の教育目標は、福祉の心を持った温かで有能な保育者の養成を目標としており、

卒業までに身に付けることとして次のことが求められる。 

  ①社会人として自立・貢献できるよう、基礎的汎用力（自己コントロール・教養・考

える力・協働する力など）を身につけている 

  ②保育者としての職務や責務を果たすため、施設・保育者の社会的・制度的役割など

の基礎理論・知識を修得している 

  ③福祉の心で適切な支援や対応を行うため、子どもの発達段階や特別な支援を要する

子ども・子育て家庭などの｢保育の対象｣に関する基礎知識や対応の方法を理解して

いる 

  ④長期的・計画的視点を持ち、子どもの全面的発達を保障するため、保育内容や保育・

教育課程、クラス運営などの実践に関する基礎理論を修得している 

  ⑤子どもの生活や遊び、家庭支援などの保育指導を適切に行うため、指導・援助に関

する基礎理論に基づく保育指導力や技能を身につけている 

 その目標達成のため、幼稚園教諭２種免許状及び保育士資格取得を中心にした教育課程

を編成している。特に保育現場での保育・教育実習を柱として、その事前・事後の学習に

重点を置いている。教養科目では心理学や女性学、生物学、英語、情報処理などの一般教

養科目を開講し、専門科目では保育の目的、対象の理解などの原理系の科目や保育の内容・

方法、保育の表現技術(教科に関する科目)などの技能系の科目を配して知識や技術が十分
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に身につくようにしている。 

 

（２）生活科学科食物栄養専攻 

 本専攻の教育目標は、感謝の心を持ち、社会で幅広く活躍できる優秀な職能を身につけた

「健康科学のプロ」としての栄養士を育成することを目標としており、卒業までに次のよう

なことが求められる。 

  ①多様化する社会のニーズに対応できる知識・技能を修得している  

  ②人々の疾病予防、健康増進を担う栄養士としての実践力を身につけている  

  ③健康は食事から、「食育」を指導し生活の質向上を目指すことができる  

  ④食や健康にかかわる分野について、学習意欲を持続的に高め、努力することができる 

  ⑤表現豊かで、コミュニケーション能力が高く、人々の福祉に貢献できる実践力を身に

つけている 

 その目標を達成するため、栄養士免許及び栄養教諭免許等を中心とした教育課程を編成し

ている。具体的には、基礎教養科目、栄養士の専門科目として社会生活と健康・人体の構造

と機能・食品と衛生・栄養と健康・栄養の指導・給食の運営、職業に関する専門科目、栄養

に係る教育に関する科目、教職に関する専門科目等開講している。特に、講義で理論を学び、

演習、実習、実験に関する科目で実践力をみがく。つまり、理論と実践の反復学習すること

で、現場で役立つ技術が身につく教育を行っている。 

 

（３）生活科学科生活総合ビジネス専攻  

 本専攻の教育目標は、時代が求める職業能力を獲得し、地域社会（家庭も含む）の多様

な分野で活躍できるコミュニケーション力豊かな職業人を育てることにあり、卒業までに

次のことが求められる。 

  ①豊かな教養と汎用能力を身につけて大人としての振る舞いができる 

  ②時代が求める職業能力を獲得して地域社会の発展に貢献できる 

  ③社会の変化を感じとり、絶えず自己改革を図ることができる 

  ④身体表現や情報通信技術を通じて自ら情報を発信することができる 

  ⑤自分の立ち位置を理解し、人とともに生きることができる 

 この目標を達成するため、医療事務、ビジネス実務、販売の資格取得を中心とした教育

課程を編成している。具体的には、教育課程を「基礎教養科目」と「専門科目」に分け、

さらに後者を「ビジネス」「医療事務」「観光サービス」「ファッション販売」の分野に

細分し、それぞれ講義科目と演習科目をバランスよく配分している。高齢社会を迎え、医

療現場で的確な事務対応のできる人材育成のため、「医療事務」関連科目の充実を図って

いる。教育課程は資格認定機関より認定を受け、ビジネス系及び医療事務系で５つの資格

を発行している。 

 

（４）専攻科保育福祉専攻 

 本専攻科の教育目標は、福祉の心に根ざした幅広い教養と専門的知識・技術・人間性に

基づいた実践的な介護福祉士、及び保育者を養成することを教育目標としている。乳幼児

保育の専門知識が、高齢者や障がい者に保たれている幼児記憶や感性等の心象を深く理解
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する上で役立つ「保育感性豊かな介護福祉士」の育成である。その目標を達成するため介

護福祉士の資格を取得することを中心とした教育課程を編成している。具体的には、幼児

保育学科で学んだ知識を、専攻科で学ぶ「人間と社会」「介護」「こころとからだのしくみ」

のカリキュラムに繋げることにより保育・介護・福祉の学びをより質の高いものへとする

ことを可能としている。また、確かな就業能力を身につけるための専攻科独自科目として、

「キャリア形成プログラムⅢ」を開講し、その力が充分身につく教育を行っている。 

 

 このように、各学科・専攻課程においては、教育目標は、それぞれの教育課程を通して

卒業時に学生個人が獲得すべき学習成果を明確に示していると言える。（提出資料１、２） 

 各学科・専攻課程の教育目標については、「学位授与の方針」及び「教育課程の編成・実

施の方針」を学生便覧やホームページに記載しており、「入学者受け入れの方針」は大学案

内に記載して、受験生、保護者、高校教員にも配布している。 

 また、学内の教職員に対しては、広報活動事前説明会において各学科・専攻課程の紹介

を行ない、学生にはオリエンテーションやカレッジアワーを通じて表明している。 

また、進学説明会やオープンキャンパス時にも受験生、保護者、高校教員に具体的に説明

している。 

 各学科・専攻課程の教育目標については、毎年、各学科・専攻会議で点検し、学習成果

を査定し、教育の向上、充実のためのＰＤＣＡサイクルを実働させている。特に、第三者

評価受審に向けて学習成果をふまえての教育目標の点検という視点で、自己点検・評価委

員会並びに教職員研修会などで、短大全体としての共通認識を深めるために議論を重ねた。

短大全体として教育目標の点検を行い、教育課程に対応した、より具体的で分かりやすい

ものに改正した。 

 

（ｂ）基準Ⅰ—Ｂ-１の自己点検・評価の課題 

 各学科・専攻課程の教育目的・目標は、それぞれの学科・専攻課程の教育課程を通して

個々の学生が修得すべき学習成果として明確に定義されている。今後、個々の学生の学習

成果の教育目的・目標に対する達成度の測定・評価の精度を高めていくことが、教育の質

の保証に対する最大の課題である。 

 

基準Ⅰ-Ｂ-２ 学習成果を定めている 

基準Ⅰ-Ｂ-２の自己点検・評価の概要（現状と課題） 

（ａ）基準Ⅰ-Ｂ-２の自己点検・評価の現状 

（一）各学科・専攻及び専攻科での取組 

 本学では、学習成果を「学習の結果としてもたらされた個人の利得(Gain)」、すなわち、

本来の意味でのＬearning outcomes と捉えているので、 それぞれの教育課程を通して個々

の学生が修得した学習成果の測定や評価について検討されているものの、「各学科・専攻課

程の学習成果」は定めてはいない。しかしながら、各学科・専攻課程の教育課程を通して

個々の学生が修得すべき学習成果は、各学科・専攻課程の教育目的・目標の設定と「学位

授与の方針」に包括している。また、それぞれの教育課程を受けた学生の平均的又は総括

的な学習成果を量的・質的データとして教育を改善する仕組みを持っている。 
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 教育の効果の点検・評価に当たり、まず、各学科・専攻課程における学習成果の評価（E 

valuation）について現状を述べ、次いで、それぞれの学科・専攻課程の全学生の学習成果

を総合して得られた種々の量的・質的データに基づき教育の効果を評価（Assessment）し

ている現状について述べる。 

 各学科・専攻課程の学習成果の測定・評価（Evaluation）の現状は以下の通りである。 

 

（１） 幼児保育学科 

 本学科は、保育者養成施設であるため、教育職員免許法施行規則第２条、第６条、第６

６条の６に定める科目及び児童福祉法施行規則第６条の２、第１項３号の指定保育士養成

施設の修業教科目及び単位数並びに履修方法に基づいた教育課程による授業を展開してい

る。その他保育・教育に関わる資格取得に対応した教育課程を設けている。 

 また、平成２３年度より新教育課程において、初年次教育として「保育基礎ゼミ」、キャ

リア形成を目的とした「キャリア形成ゼミ」を新設した。キャリア形成ゼミでは学科で統

一的な目標・内容を検討し、少人数による指導を通して学生の基礎的・汎用的能力に加え、

保育者としての専門性の獲得を促進している。 

 このような本学科の保育者養成課程のもと、各授業科目を修了した者には学習成果を認

定の上、学位を授与している。学習成果は、定期試験、レポート、実技試験、授業中に行

う小テストや発表等で評価し、保育者として必要な専門的知識・技術の確認を行っている。

また、学習成果の認定は、成績評価だけでなく保育者養成の要ともいえる幼稚園実習、保

育所実習、施設実習の前に実施する資格審査や、実習後に得られる実習現場からの評価・

助言等を通して学習成果を評価している。実習資格審査については、従来「実習資格基準」

として示し対応してきたが、平成２３年度に「学外実習に関する実習資格判定基準」を策

定し、学科内申し合わせ事項として平成２４年度より学生・保護者に周知し適用した。 

 さらに平成２５年度より「学外実習に関する実習資格基準内規」として学生便覧に示し、

施行している。また、実習現場からの評価・助言においては、「基本的習慣」「積極性」「明

朗性」等人格教育・人間形成にかかる項目についても評価を受けており、学習成果として

測定されている。さらに、教育課程にそって必要な単位を取得することによって付与され

る幼稚園教諭２種免許状及び保育士資格の取得状況や保育職への就職及び関連学科への進

学状況からも学習成果が伺える。 

 また、平成２３年度より「履修カルテ」を活用し、学生による学習成果の自己評価も行

ってきた。平成２６年度には全２７項目において期毎に平均値が上昇していることが表Ⅰ

－１、図Ⅰ－１に示す通り明らかになり、学生自身が自らの２年間の学習成果を確信して

いることが示された。 

 （備付資料２、３、４、５、６、７） 

 

 

 

 

 

 



  精華女子短期大学 

 

 40 

表Ⅰ－１  幼児保育学科２年生 教育課程 履修カルテ（２０１３年度版） 

１．挨拶や言葉遣い、服装、他者への接し方など社会人としてのマナーが身についていますか

２．情報収集・発信力が身についていますか

３．社会人として必要な教養が身についていますか

４．何事にも意欲をもって積極的に行動することが出来ますか

５．自らの資質向上をめざし学び続ける姿勢をもっていますか

１．自己や教育の課題を認識し、その解決に向けて取り組むことが出来ますか

２．社会の中で生じている出来事や問題点に関心を持ち、理解しようとする態度を身につけていますか

３．心身をコントロールし、継続的に問題に取り組む力を身に着けていますか

１．他者の意見やアドバイスに耳を傾け、協働して課題に取り組むことができますか

２．集団において率先して自ら役割を見つけたり、与えられた役割をきちんとこなすことができますか

３．最低限守らなければならないルール・約束事を守り責任感をもって問題に取り組むことができますか

１．保育職の意義や保育者の役割を理解していますか

２．保育者の職務内容や子どもに対する責務を理解していますか

３．園の社会的・制度的理解に必要な基礎理論・知識を習得していますか

１．子ども理解のために必要な心理・発達論的基礎知識を習得していますか

２．子どもたちの発達段階を考慮して、個々の子どもの特性や状況に応じた対応の方法を理解していますか

３．発達に障がいをもった子や気になる子等、特別な支援を要する子どもに応じた対応の方法を理解していますか

４．子育て家庭や支援に関する基礎的知識を習得し、対応の方法を理解していますか

１．幼稚園教育要領や保育所保育指針の内容を理解していますか

２．保育内容の指導・援助に係わる基礎理論・知識を習得していますか

３．教育課程の編成に関する基礎理論・知識を習得していますか

４．指導計画と保育実践を分析し、保育の振り返りができますか

５．クラスの集団形成に必要な基礎理論・知識を習得していますか

１．保育内容の指導・援助の方法を身につけていますか

２．個々の子どもの基本的な生活活動にかかわる内容を理解し、適切な援助ができますか

３．特別な支援を要する子どもに応じた指導援助の方法を身につけていますか

４．保育を実践するための基本的な教科の指導力と表現の技術を身につけていますか

５．長期・短期の指導計画を作成することができますか

６．保護者支援の指導・援助の方法を身につけていますか

4
保育者として求められる教科・
保育内容等の理解に関する事項

3 保育の対象理解に関する事項

③チーム力

5
保育者として求められる教科・
保育内容等の実践力に関する事項

1
社会人としての基礎力に関する
事項

①前に踏み出す力

保育者や施設の役割・責務等に関する事項

事項 必要な資質能力の指標

2

②考え抜く力
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図Ⅰ－１   5段階による学生自己評価の平均値の変遷（平成２６年度卒業生） 

5段階による学生自己評価の平均値の変遷
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図Ⅰ-1-2 1.社会人としての基礎力に関する事項 ②考え抜く力
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図Ⅰ-1-7 ５.保育者として求められる教科・保育内容等の実践力に関する事項
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図Ⅰ-1-6 ４.保育者として求められる教科・保育内容等の理解に関する事項
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図Ⅰ-1-4 ２.保育者や施設の役割・責務等に関する事項
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図Ⅰ-1-3 1.社会人としての基礎力に関する事項 ③チーム力
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図Ⅰ-1-5 3.保育の対象理解に関する事項
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（２）生活科学科食物栄養専攻 

 本専攻は、栄養士施行規則第９条の基準とする栄養士養成施設であり、同施行規則別表 1

の必修科目の単位数及び履修方法に従う。また、一般社団法人全国栄養士養成施設協会が

作成した「栄養士養成課程コアカリキュラム」に基づき授業を行っている。このコアカリ

キュラムについては、非常勤講師にも確認を行っている。 

 教育課程については、毎年見直しを実施している。平成２４年度は、初年次教育として、

1年次前・後期に食物栄養基礎ゼミⅠ、Ⅱを取り入れた。また、平成２５年度にはキャリア

教育として 2年次前・後期には、キャリアデザインⅠ、Ⅱを開講した。 

 定期試験等で栄養士としての基礎的な知識の修得や技術等の確認を実施している。他学

科・専攻より実験・実習科目が多いのでレポート等の課題提出が多いのが特徴的である。

また、定期試験も実技関係の試験も含め多様である。定期試験の結果は他学科・専攻より

低い傾向にあるが、評価基準に到達しなかった場合は再試験を行い、学生自身に達成でき

なかった点を確認させたうえで、筆記試験、レポート、口頭試問などについて目標に到達

させている。 

 また、２年次の１２月には、一般社団法人全国栄養士養成施設協会が実施する「栄養士

実力認定試験」を原則全員に受験させる事により、基礎知識の定着および学習成果につい

て客観的かつ定量的に測定・評価している。 

（備付資料２、８、９） 

 平成２４年度よりプログレスシートおよび履修カルテを導入し、学生が期ごとに履修科

目の確認だけでなく、学習の目標設定と自己評価を行っている。（備付資料３２、４９） 

 

（３）生活科学科生活総合ビジネス専攻 

 本専攻の教育課程は、学則別表１に示すとおりである。これは、ビジネスの基礎と時代

に即した職業能力を学ぶために編成された本学独自のものである。教育課程編成にあたっ

ては、一般財団法人大学実務教育協会や財団法人日本病院管理教育協会等が示すカリキュ

ラムガイドラインなどを参考に、社会的に通用性のあるものにした。 

 本専攻では、学習成果を『学習者が習得する知識、技能（スキル）、態度』と捉えて指導

しており、定期試験、レポート、実技試験、授業中に行う小テストや発表、そして実習に

おける外部評価等で総合的に評価している。なお、平成２６年度より拡充した「インター

ンシップⅠ」および「インターンシップⅡ」では就業体験を通して得られる学習成果を学

生自身が自己評価し、また受入施設から得られる他者評価・助言等も成績の総合評価に反

映させている。 

 平成２３年度より「キャリアプランニングシート」を導入し、学生は期ごとに学習・生

活の目標設定とそれに対する自己評価を行っている。平成２４年度には学習成果の自己評

価推移をパソコン上で可視化できるように配慮し、さらに平成２５年度には自己評価のほ

かに学生同士の他者評価も取り入れ、グループワークを通じて、学生達は今後の課題や対

策について「自己改革案」を報告している。さらに、教育課程に関連した資格取得状況や

「医療・観光・ファッション業界」、「事務・販売・サービス・営業等の職種」での就職状

況からも学習成果がうかがわれる。（備付資料２、１０、１１、１２、１３） 
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（４）専攻科保育福祉専攻 

 本専攻科は、介護福祉士養成施設であるため、社会福祉士及び介護福祉法第３９条３項

の規定に基づき、介護福祉士養成施設等の指定基準に基づいて教育課程による授業を展開

している。平成２５年度より新教育課程として「医療的ケア」「キャリア形成ゼミⅢ」を新

設し、介護福祉士としての専門性と職業人としての汎用的能力の向上を更に促進させてい

る。 

 本専攻科では、各授業科目修了者には学習成果を認定の上、修了証書を授与している。

学習成果は、定期試験、レポート、実技試験、授業中に行う小テストや発表等で評価し、

介護福祉士として必要な専門的知識・技術の確認を行っている。また、学習成果の認定は、

成績評価だけでなく介護福祉士養成の要ともいえる介護福祉施設での実習後に得られる実

習現場からの評価・助言等を通して学習成果を評価している。また、介護実習のまとめと

して「介護職実践セミナー」発表会にむけて学生一人ひとりがまとめるレポート等でも学

習成果を評価している。さらに教育課程にそって必要な単位を取得することによって付与

される。介護福祉士資格や介護保険事務士の資格等の習得状況や介護職、保育職への就職

状況からも学習成果が伺える。（備付資料２、１４、１５） 

（二）個別的な取組 

 各学科・専攻課程は、教育の効果を改善するために、学生の学習成果を総合して得られ

た種々の量的・質的データに基づき教育効果を評価する仕組みをもっており、それは以下

の通りであり、教育改善の資料とされている。 

① 教育課程 

 授業科目ごとの成績評価表に基づき、ＧＰＡ方式を導入し、期ごとの成績推移を追跡す

ることで、教養と職能の習得度の一面を量的データとしている。また、授業科目ごとの授

業評価アンケートの内、学生自身に関する評価項目は、授業科目ごとの到達目標に対する

データとして理解できる。さらに、キャリアプランニングシートを作成し、学生が本学で

身につけるべき能力を自己評価で確認しており、多数項目のチェックと言語記述により、

学習成果の一面を量的・質的データとすることができる。 

 さらに、保育者養成、栄養士養成及び介護福祉士養成のために実習を体験しており、生

活科学科生活総合ビジネス専攻においてもインターンシップを体験しており、その評価か

らも学習成果が測定できる。（備付資料２、１６、１７、１８） 

② 職業意識 

 職業意識を高める目的で、幼児保育学科と生活科学科食物栄養専攻、専攻科保育福祉専

攻では、幼稚園、保育所、施設の施設長及び卒業生、修了生や病院等の集団施設の給食担

当の栄養士及び卒業生の講話をカレッジアワーやキャリア教育の授業等で実施している。

また、生活科学科生活総合ビジネス専攻では、企業人によるオムニバス授業やインターン

シップ、カレッジアワーのおしゃれ学講座などを実施している。（備付資料１１） 

 

③ 資格取得 

 資格取得は、各学科・専攻課程の重要なプログラムであり、資格取得率は学習成果の測

定の資料となる。各学科・専攻課程では、学生の希望により、複数の免許・資格を取得で

きるシステムを整備している。学生の資格の積み重ねは、学習成果の量的データとして利
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用できる。（表Ⅱ−１〜４参照） 

④  進路決定 

 幼稚園、保育所、介護福祉施設、病院や医療機関、一般企業等から卒業後の就職内定を

得ることも、学習成果の表れの一面と考える。幼児保育学科と生活科学科食物栄養専攻と

専攻科保育福祉専攻では、専門職に就職する割合が非常に高く、一般企業においては、長

引く不況の影響で就職状況は厳しい。しかし、本学は文部科学省より平成２２年度就職支

援推進プログラム（ＧＰ）に採択され、就職支援体制の強化を図った。これにより、教育

課程内外での手厚い学生支援が充実し、徐々にではあるが早期に内定を得る割合が増え、

その後の学習にも身が入るようになった。本学では進学者は多くないが、進学・就職合わ

せた進路決定率は学習成果の量的データとして利用できる。（備付資料２８） 

⑤ 学習成果の公表 

 学習成果の学内外への公表については、幼児保育学科では昭和５８年から年に一度卒業

研究発表会を行ってきたが、平成２４年度にはさらに継承・発展させたキャリア形成ゼミ

発表会、キャリア形成ゼミで培ってきた１年間の学習成果発表を２年生だけではなく、１

年生及び教職員を対象に行っている。また、キャリア形成ゼミ発表会の成果を踏まえ、キ

ャリア形成ゼミレポートを作成・発行し、学内外に配付を行っている。さらに、地域の子

育て支援活動や幼稚園・保育所に赴き、保育実践を通した学習成果の発表を行っている。（備

付資料１９） 

 生活科学科食物栄養専攻では教育目的、教育目標の周知を専攻内教員の共通理解のもと

に毎年行なっている。「食物栄養セミナー」の内容を印刷物にし、学習成果の公表にも努

めている。（備付資料２０） 

 生活科学科生活総合ビジネス専攻では、就職率、内定企業一覧、資格・検定取得実績な

ど認知的学習成果の一部は、「大学案内」、ホームページ、オープンキャンパスなどの行事

の際に明示している。さらに「生活総合ゼミナール発表会」を実施し、そのパンフレット

を発行している。（備付資料２１） 

 さらに、専攻科保育福祉専攻では「介護職実践セミナー」を介護施設職員や地域住民、

保護者の出席のなかで開催し、その「要旨集」を配布している。さらに西九州大学短期大

学部、九州大谷短期大学及び本学との３短大合同の「三短大合同介護職実践セミナー」も

実施している。（備付資料２２） 

⑥ その他 

 各学科・専攻課程における学習成果の量的･質的データは、毎年、前述した各学科・専攻

課程の測定の仕組みに基づき、各学科・専攻会議で定期的に点検を実施している。幼児保

育学科と生活科学科食物栄養専攻においては、専門科目の授業内容の重複も認められるこ

とから、教員間の意志の疎通は更に進める必要がある。場合によっては、授業内容の重複

については、限られた期間内の専門的知識を得る環境においてはむしろ望ましいと判断し

ている。非常勤講師についても、非常勤担当教員を配置し、学生への対応について意思の

疎通を図っている。 

 また、各学科・専攻課程においては実習やインターンシップ施設からの評価結果につい

て、各実習の担当者が分析・検討し、各学科・専攻会議で報告・協議を行っている。  

 特に、幼児保育学科と生活科学科食物栄養専攻、専攻科保育福祉専攻においては、施設
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実習評価結果については、各実習の担当者が分析・検討し、各学科・専攻会議で報告・協

議を行っている。幼児保育学科においては、平成２４年度には、新たに履修カルテを測定

の仕組みに加え、学生の自己評価も踏まえて点検を実施し、平成２５年度については前掲

の表Ⅰ－１、図Ⅰ－１に示すとおり、自己評価の集計結果から学習成果が期毎に伸びてい

ることがわかる。また、生活科学科食物栄養専攻においても、履修カルテを記入させ、履

修科目の確認だけでなく、学習の目標設定と自己評価を行っている。（備付資料３２、４

９） 

 

（ｂ）基準Ⅰ-Ｂ-２の自己点検・評価の課題 

 各学科・専攻課程の学習成果を量的、質的データとして測定する仕組みは、第三者評価

受審にむけて整備してきたが、ＧＰＡ方式の導入、授業評価アンケートやキャリアプラン

ニングシートの学生自身による自己評価等はいずれも試行の段階である。また、非認知的

な学習成果については実習先からの評価等にみることができる。学習成果を測定する仕組

みは現在レポート評価を例に検討中である。 

 

基準Ⅰ-Ｂ-３ 教育の質を保証している 

基準Ⅰ-Ｂ-３の自己点検・評価の概要（現状と課題） 

（ａ）基準Ⅰ-Ｂ-３の自己点検・評価の現状 

 本学では、学校教育法、短期大学設置基準等の関係法令並びに各学科・専攻課程の職業

資格の養成課程に関する法令等の変更に関しては、迅速な対応と学内周知を図り、適宜確

認し、法令遵守に努めている。さらに、児童福祉法施行規則、教育職員免許法施行規則、

社会福祉士介護福祉士学校職業能力開発校等養成施設指定規則、栄養士施行規則等の法令

についても遵守している。幼児保育学科においては、児童福祉法施行規則第６条の２第１

項第３号の指定保育士養成施設の修業科目及び単位数並びに履修方法の一部改正（平成２

２年厚生労働省告示第 278 号）が公布されたことに伴い、保育士養成課程の教科目及び単

位数が変更になった。これに先駆けて、平成２２年度当初より、新カリキュラムへの移行

について繰り返し会議を行い、平成２３年度から新カリキュラムへの対応を図っている。

また、平成２３年１１月の社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の施行によ

り、（平成２３年厚生労働省令第１２６号）専攻科保育福祉専攻においては、平成２５年度

より「医療的ケア」をカリキュラムに導入する対応を図った。また、平成２２年６月１５

日の学校教育法施行規則の改訂により、平成２３年４月１日から、各大学等において教育

情報の公表を行う必要がある項目が明確化されたため、本学の公式ホームペー上でも教育

活動の情報の公開を行っている。(http://www.seika.ac.jp) 

 学習成果の査定では、学生の履修状況や成績評価等の学習成果の獲得状況及び授業内容

や学生支援に対する学生の評価（履修カルテの自己評価、キャリアプランニングシート、

授業アンケート、学生満足度調査）、実習現場の評価や助言を各学科・専攻課程で期毎や実

習の前後に査定し、その内容を分析し課題を発見し、改善していく手法をとっている。最

終的には卒業判定会議（教授会）において、厳格な単位認定に関する審議を実施しており、

各学科・専攻会議、教務委員会、学務審議会などの各会議体で協議、査定される。 

 教育の向上充実にむけては、授業担当者は各担当科目毎の授業評価についての考察を実
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施し、次年度の授業改善に努めている。また、各学科・専攻会議においても教育向上の事

業計画に基づいて、授業内容や学生支援に対する学生の評価、実習現場の評価を分析し、

実習指導の方法や実習資格基準の見直し等を行い、各種委員会、学務審議会等にも図り、

教育の質の保証に向けてのＰＤＣＡサイクルを実働させている。 

 

（ｂ）基準Ⅰ-Ｂ-３の自己点検・評価の課題 

 法令遵守については、関連法令の変更に対しては、継続的に迅速に対応することが課題

となる。また、教育の質保証のための学習成果の査定の手法を多元化しつつ、量的測定の

数値の妥当性や主観的になりがちな質的測定の妥当性についても全学的に協議していく必

要がある。また、査定のＰＤＣＡサイクルをさらに稼働させていくのが課題である。 

 

[テーマ] 

基準ⅠーＣ 自己点検・評価 

基準Ⅰ—Ｃの自己点検・評価の概要（要約と改善計画） 

（ａ）基準Ⅰ—Ｃの自己点検・評価の要約 

 自己点検・評価は、教育の質を保証し、社会的に魅力ある短期大学で存在し続けるため

に重要な活動である。本学では、理事長・学長のリーダーシップのもと、年度始めに理事

長・学長より提案される年間事業計画を受けて、各学科・専攻課程、各部署において、年

間の事業計画（年度目標）が立案され、その立案に基づいて日常的、定期的に実施される

学科・専攻会議や各種委員会及び各事務部署での打ち合わせ会議で自己点検・評価を実施

し、向上・充実に向けて努力している。 

 自己点検・評価にあたっては、全教職員が各々の所属する各学科・専攻課程、各種委員

会、各部署において、点検・評価すべき項目について何らかの形で関与しており、本学の

教育研究活動及び運営の向上・充実に向け努力している。また、自己点検・評価は、報告

書としてまとめ、ホームページに掲載し、公表するとともに、教職員がいつでも閲覧でき

るようになっており、年度末には各学科・専攻課程、各種委員会、各部署において事業計

画にそった点検・評価を行い、次年度の改善策を立案し、改善すべき内容を確実に実行に

移していくよう努力し、自己点検・評価の成果を教育課程や学生支援に活用しており、Ｐ

ＤＣＡサイクルが実働している。 

 

（ｂ）基準Ⅰ—Ｃの自己点検・評価に基づく改善計画 

 自己点検・評価は本学の建学の精神及び教育理念に基づき毎年度立案される教育研究活

動や社会貢献等の事業活動が達成しているかどうかを検証し、次年度にむけて改善するた

めの取り組みである。今後も、自己点検・評価活動の精度をあげ、教育研究活動の改善・

向上に努めていきたい。 

 

[区分] 

基準Ⅰ—Ｃ—１の自己点検・評価活動等の実施体制が確立し、向上・充実に向けて努

力している。 
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基準Ⅰ—Ｃ—１の自己点検・評価の概要（現状と課題） 

（ａ）基準Ⅰ—Ｃ—１の自己点検・評価の現状 

 本学では学則第２条に「本学は、教育水準の向上を図り、前項の目的及び社会的使命を

達成するため、教育研究活動等の状況について自ら点検・評価を行ない、その結果を公表

するものとする」と定め、点検・評価を教育研究活動の一環として捉えている。 

 評価を実施するために自己点検・評価委員会を組織し、「精華女子短期大学における自己

点検・評価、相互評価及び第三者評価に関する規程」、「精華女子短期大学自己点検・評価

の実施要領」等を整備して自己点検・評価の組織図に基づいて、毎年点検・評価を行なっ

ている。（提出資料４、５） 

 教育水準の向上をはかるため、年度当初に理事長、学長より提案される年間事業計画を

受け、各学科・専攻課程、各種委員会、各部署において年度目標を立案している。自己点

検・評価の組織に基づき、各学科・専攻課程、各種委員会、各事務部署において、各々の

長が責任者となり、各学科・専攻課程の教員、各種委員会の委員、各事務部署の課員一人

ひとりが、定期的に実施される各種会議等において、日常的に自己点検・評価を実施し、

年度途中に中間報告を、年度終わりに報告書を出し、本学の教育研究活動及び運営の向上・

充実に向けて努力している。（備付資料９４） 

 また、平成１８年度に短期大学基準協会の第三者評価を受け、適格と認められた後、そ

の報告書と平成１８年度第三者評価機関別評価結果をまとめたものを、平成１９年度に「自

己点検・評価報告書（平成１８年６月）」として発行し、九州地区の短大を中心に送付した。

自己点検・評価は毎年実施しているが報告書は、平成１８年度以降から平成２１年度まで

は、２年間分の「自己点検・評価報告書」を作成、平成２２年からは単年度の「自己点検・

評価報告書」を、ホームページに掲載し、公表するとともに自己点検・評価委員に配布し

ている。 

さらに平成２５年度には第２巡目の短期大学基準協会の第三者評価を受け、適格と認めら

れた。その報告書と平成２５年度第三者評価機関別評価結果をまとめたものは、報告書と

して公刊し、全職員に開示するとともにホームページにも掲載し、公表している。 

（ 備付資料２３、２４、２５ ） 

各学科・専攻課程、各種委員会の教職員、各事務部署の事務職員が各学科・専攻会議、

各種委員会、事務部門の打ち合わせ会議において各々の事業計画に基づいて点検・評価す

べき項目について審議しており、全教職員が何らかの形で自己点検・評価に関与しており、

本学の教育研究活動及び運営の向上・充実に向けて努力している。 

 「自己点検・評価報告書」は本学ホームページに掲載しており、全教職員がいつでも閲 

覧できるようになっている。「自己点検・評価報告書」は教育研究活動から管理運営、財務 

全てを含んでおり、本学の全教職員すべてが関与しており、各自がその年度の問題点と今

後の課題を把握し、改善に向けて報告書を活用するようにしている。 

 さらに、各学科・専攻課程、各種委員会、各事務部署において、改善すべき内容を把握

し、確実に改善し実行に移すよう努力し、その内容を全教職員で共有している。 

 

（ｂ）基準Ⅰ—Ｃ—１の自己点検・評価の課題 

平成１８年度の短期大学基準協会の第三者評価を受けた後、自己点検・評価は毎年各学
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科・専攻課程、各種委員会、各事務部署で行っているが報告書については、2年間分をまと

めて公表していたため、平成２２年度からは、年度毎に報告書を作成し、公表するよう改

善し、平成２５年度に短期大学基準協会の２巡目の第三者評価を受けた。また、自己点検・

評価活動を実施する際には、各々の具体的活動の当事者が責任者となって自己点検・評価

を実施してきた。学習成果については、定期試験、レポート、論文、資格試験などシラバ

スに明記した学習の到達目標により判定している。また実習現場からの評価、助言や履修

カルテの自己評価、キャリアプランニングシート進路決定率等からも測定している。汎用

的職能や態度、志向の教育についての評価方法がまだ十分には整備されていないため、学

習成果を焦点にするという観点から自己点検・評価を強化し、学内全体で改善、改革のＰ

ＤＣＡサイクルをまわすことを進めていきたい。 

 

基準Ⅰについての特記事項 

（１） 以上の基準以外に建学の精神と教育の効果について努力している事項 

本学では、建学の精神や教育の理念を周知する特別な取り組みとして、カッレジアワーの

時間に各学科･専攻課程別に全６回の「仏教法話」の時間を開講している。さらに、学生掲

示板に毎月「毎月の徳目」を掲示し、学生、教職員の理解を深め、その周知方を徹底して

いる。また、北部九州の７短期大学で「短期大学コンソーシアム九州」を組織化し、ＩＲ

ネットワークによる在学生、卒業生の調査研究やＦＤ／ＳＤ研修会等を開催して、短期大

学の教育の効果の検証に基づく改善等にも取り組んでいる。平成２７年度も教育の質保証

を目指す活動を推進していきたい。 

 

（２） 特別の事由や事情があり、以上の基準の求めることが実現（達成）できない事項 

該当なし。 
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【基準Ⅱ 教育課程と学生支援】 

 期待される学習成果や「学位授与の方針」に基づく教育課程の編成と学習環境につい

て明確に示す。 

 卒業、学位授与、成績評価の方針が明確であり、就職や他の高等教育機関への編入な

どにつながる学習成果を保証していることを明確に示す。 

 学習成果が、社会的（国際的）に通用性が保証されるものであることを明確に示す。 

 学習を支援する環境（専門支援担当者の配置、図書館・学習支援センター等での学生支

援なども含む）を整え、学習成果を向上させていることを明確に示す。 

 

■基準Ⅱの自己点検・評価の概要（要約と行動計画）   

（ａ） 基準Ⅱの自己点検・評価の要約 

本学は、本学の教育の目的及び使命（学則第１章第１条）を達成するために、各学科・

専攻課程においてそれぞれの「学位授与の方針」「教育課程編成・実施の方針」「入学者受

け入れの方針」を明確に定め、三つの方針に基づき、学生成果を軸とした教育の実施に努

めている。「学位授与の方針」は、短期大学士としての学士力（態度・志向性、汎用的能力、

及び知識・技能）もしくは、各学科・専攻課程が養成施設として養成する人材の目標に照

らして作成されている。「学位授与の方針」の達成は、「学位授与の方針」に則って定めた

「教育課程編成・実施の方針」に基づき教育課程を体系的に編成し、その学習成果の達成

度を学則に従って厳格に評価することによって、卒業要件を満たした学生に保証されてい

る。学生の学業成績のみでなく、関係法規に基づき取得した免許・資格、学力認定試験、

就職状況の評価、編入学の実績等から、学習成果の社会的通用性は基本的にあると考えら

れる。 

 教育課程の実施に際しては、それぞれの科目に対して専門性、研究・教育歴等を考慮し

て教員が適切に配置され、シラバスに沿った教育が行われている。本学の教員及び職員は、

図書館、情報機器実習室、体育館、合同講義室、演習室などの施設設備資源を有効に活用

するとともに、学内のコンピュータを授業や学校運営に活用し、教育課程及び学生支援を

充実させるために、コンピュータ利用技術の向上を図り、各学科・専攻課程が目標とする

学習成果の獲得に向けて責任を果たしている。 

 学生支援に関しては、平成２４年度に教務課と学生課を一つの組織として学生支援課に

統合して、学生のワンストップサービス体制に努めた。就職支援については、就職指導室

を設けて、学生委員会・学生支援課において当該年度の就職支援スケジュールを作成し、

就職支援担当の職員及びクラスアドバイザーが協力して実施している。学生への経済的支

援については、日本学生支援機構の奨学金等の奨学制度を積極的に利用するほか、本学独

自の奨学制度を設けている。そのほか、学生寮の整備、カフェテリアの食事サービス、学

生の健康管理、学生相談室におけるカウンセリング、留学生の学習支援等、学習支援体制

を整備し、一人ひとりの学習成果の向上に努めている。 
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（ｂ）基準Ⅱの自己点検・評価に基づく行動計画 

 学習成果を軸とした教育課程の改善を行うために、次のことを計画したい。 

 ①測定しにくいが教育に必要な非認知的学習成果の普遍的な評価方法の確立 

 ②カリキュラムマップ等の導入により、質的表現による「学位授与の方針」と量的な「卒 

 業要件」との対応の可視化 

 ③教育の効果の改善に資する学習成果の量的・質的データの収集と可視化 

また、学習支援に関しては、現在実施している学生環境調査（学生を対象としたアン 

ケート調査）を活用して、その分析を行い、予算・財務状況も勘案しながら、優先順位

の高いところから、支援体制の改善を行う計画である。 

 

 [テーマ] 

基準Ⅱ—Ａ 教育課程 

基準Ⅱ—Ａ自己点検・評価の概要 

（ａ）基準Ⅱ—Ａの自己点検・評価の要約 

 本学の教育の目的及び使命（学則第１章第１条）に鑑みれば、本学が育てるべき人間像

は、本学における人間形成を通して何事も自らを律して実践し、本学の教育課程を通して

得た知識・技能・職能によって自立して社会に貢献できる女性、すなわち社会的に自律実

践・自立貢献できる女性である。この目的を達成するため、幼児保育学科、生活科学科食

物栄養専攻、生活科学科生活総合ビジネス専攻、及び専攻科保育福祉専攻の学科・専攻を

置き、それぞれの学科・専攻において「学位授与の方針」及び「教育課程編成・実施の方

針」を明確に定め、それに従って体系的に編成した教育課程を実施することにより、社会

的自立手段としての専門教育を行っている。 

 「学位授与の方針」は、学生及びステークホルダーが一見して理解できるように、短期

大学士として獲得すべき学士力（態度・志向性、汎用的能力、及び知識・技能）、もしく

は、各学科・専攻課程が養成する免許、資格取得者の目標を参照して、質的表現で記述し、

「学位授与の方針」に基づいて編成された教育課程における量的な学習成果の到達目標の

達成をもって卒業要件とし、学則に従って、成績評価、卒業及び資格取得の判定を厳格に

実施することにより、「学位授与の方針」の達成を図っている。また、「学位授与の方針」

は、学生便覧、大学案内、ホームページに明示されている。 

 「教育課程編成・実施の方針」は、「学位授与の方針」に則って各学科・専攻課程ごと

に定められ、それに基づく教育課程は、「学位授与の方針」を達成できるように、授業科

目を体系的に編成して作成されている。すなわち、各学科・専攻の教育課程は、「学位授

与の方針」に対応しており、資格・免許に関する科目も関係の法令に沿って体系的かつ分

かりやすく組み入れられている。成績評価は、教育の質保証に向けて厳格に適用され、定

期試験のみならず日頃の取組の姿勢や授業への参加状況も配慮されている。それぞれの科

目には、資格、業績、経歴を有する教員を関係法令に則り適切に配置しており、整備され

たシラバスにしたがって、教育課程が実施されている。また、教育課程の見直しは毎年行

われている。 

 また、「学位授与の方針」に適う人材を育成するために各学科・専攻課程ごとに「入学

者受け入れの方針」を定め、推薦入試、一般試験入試、社会人入試、ＡＯ入試などの入学
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試験を行い、幅広く受験生を求めている。すべての試験において面接を行い「入学者受け

入れの方針」との適合性を確認している。 

 「学位授与の方針」「教育課程編成・実施の方針」「入学者受け入れの方針」は、定期

的に学科・専攻会議、教務委員会、学務審議会で見直されて改善され、大学案内、学生便

覧等の出版物並びにホームページに公開されている。 

 各学科・専攻課程は、学生が獲得すべき学習成果の到達目標（目標とする学習成果）を

明確に定めている。目標とする学習成果は、卒業要件として学則に具体的に定められ、達

成可能で、短期大学の教育期間内に獲得可能である。なお、この学習成果の社会的通用生

については、それをアセスメントする学習成果の量的・質的データの収集及び可視化の検

討が十分進んでいないので、確証できないが、関係法令に準拠した資格・免許の取得状況

や実習評価、学力認定試験、学生の社会での就職状況の評価等から、社会的通用性を有し

ていると判断される。 

  

（ｂ）基準Ⅱ—Ａの自己点検・評価に基づく改善計画 

 学習成果を軸とした教育課程の点検と改善は、本学では緒についたばかりであり、教職

員のなすべき課題は山積している。そのため最近、教育課程の見直しは毎年行われている 

が、その際、急な変更により在学生に支障が出ないように一歩一歩改善を進めている。平

成２４年度は平成２５年度にむけてシラバスの改善やカリキュラムマップの導入を検討し、

履修カルテやキャリアプランニングシートなどの活用でかなりの改善が進んだ。平成２５

年度以降これらを一層充実させ、活用している。 

 また、当面の課題として、⑴ 測定しにくいが教育に必要な非認知的学習成果の普遍的な

評価方法の確立、⑵ 質的表現による「学位授与の方針」と量的な「卒業要件」との対応の

可視化、⑶ 教育の効果のアセスメント（学習成果の査定）を行うための学習成果の量的・

質的データの収集と可視化、などがあげられる。これらを一歩ずつ進め、学習成果を軸と

した教育の改善を行う予定である。 

 教育改善に資する学習成果の達成度の査定については、従来からの成績評価や資格取得

状況、就職状況などに加え学生一人ひとりの社会人としての態度や技能などの質的学習成

果について評価する手段を構築しつつある。本学の卒業要件や資格・免許の基準等は関係

法令に準拠しており社会的通用性を有するといえるが、成績評価のみならず実習現場や就

職先などからの声をより一層反映させた総合的な査定手法を確立し、ＰＤＣＡサイクルを

活性化して教育改善を行い、社会的通用性の向上に努める計画である。 

 

［区分］ 

基準Ⅱ-A-1  「学位授与の方針」を明確に示している 

基準Ⅱ-A-1の自己点検・評価の概要（現状と課題）  

（ａ）基準Ⅱ-A-1の自己点検・評価の現状 

 本学の目的及び使命は、学則第１章第１条に示している。「教育基本法及び学校教育法に

従い、精華学園の設置目的である『仏教精神に基づく人格教育』を基礎とし、幼児保育学

科においては、人間形成の基盤となる乳幼児の保育に関する専門的知識技能を授け、生活

科学科においては、生活総合ビジネス専攻並びに食物栄養専攻に関する専門的知識技能を
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授け、よって高い教養をもち、家庭並びに社会に大いに貢献し得る情操豊かな女性の養成

を目的とする。」 

この目的を達成するために、各学科・専攻課程においてそれぞれの「学位授与の方針」

を定めている。「学位授与の方針」の各項目は、それぞれの学科・専攻課程の教育課程を通

して得るべき態度・志向性、汎用的能力、及び知識・技能が、質的に記述され、学習成果

の量的表現はないが、間接的に学習成果に対応している。すなわち、各学科・専攻課程の

教育課程・教育プログラムは、「学位授与の方針」に則って定めた「教育課程編成・実施の

方針」に基づいて作成され、その学習成果が「学位授与の方針」を考慮して設定した到達

目標に達することをもって卒業要件としている。なお、「学位授与の方針」の記述に含まれ

る非認知的学習成果に関しては、教育課程の科目の中には学習意欲や学習スキルを向上さ

せるための教育、社会人基礎力を向上させるための教育内容を取り入れ、また、学内での

知識・理論の学びと現場実習・インターンシップなどでの実践的学びを有機的に結合させ

ることで、目標とする学習成果の達成を可能にしている。これらの単位取得においては、

学則・単位認定規程等に規定された厳格な基準によって、教科目ごとに判定され単位が認

定される。さらに、現場実習・インターンシップにおいては事前・事後指導を実施し、具

体的な実習資格基準によって学生の履修資格の充足を確認してから実践現場に臨ませるこ

とで、より確実に目標とする学習成果が達成できるようにしている。このように本学の「学

位授与の方針」は目標とする学習成果に対応し、卒業の要件、成績評価の基準、資格取得

の要件を間接的に示しているといえる。 

各学科・専攻課程の「学位授与の方針」は、学生便覧に明記され、学内の教職員や学生

への周知徹底を図り、学外には大学案内の冊子やホームページで表明している。しかし、

教育の改善のために、絶えず「学位授与の方針」の点検・改善を進めている現状に照らし

て、学則には「学位授与の方針」を規定していない。しかしながら、平成２４年度に「学

位授与の方針」を抜本的に見直した際に、学則の第１章第１条の末文に「この目的を達成

するため「学位授与の方針」「教育課程編成・実施の方針」を別に定める。」を加えて見直

しの容易な内規を定め、平成２５年度入学生から適用している。 

 

（提出資料１、６ 備付資料３０） 

 

 学生便覧に記載された平成２５年度の「学位授与の方針」は以下の通りである。 
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精華女子短期大学「学位授与の方針」に関する内規 

１．目的 

  精華女子短期大学学則第１条に定める設置目的を達成するため、「学位授与の方針」 

および「教育課程編成・実施の方針」を定める。（以下、「学位授与の方針」に関する 

部分のみを示す。） 

 

 

２．「学位授与の方針」 

 （１）本学の「学位授与の方針」を、次のとおり定める。 

①仏教精神に基づく人格教育を基礎とし、自律実践、自立貢献できる人を育てる 

②人間としての高い教養と社会人として必要とされる汎用能力を持つ人を育てる 

③社会に貢献できる専門知識と技術・技能を身につけた優秀な人を育てる 

 

（２）各学科専攻の「学位授与の方針」を、次のとおり定める。 

    幼児保育学科では、卒業までに次に示す事項を達成した場合に学位を授与する。 

① 社会人として自立・貢献できるよう、基礎汎用力（自己コントロール・教養・考え

る力・恊働する力など）を身につけている 

② 保育者としての職務や責務を果たすため、施設・保育者の社会的・制度的役割など

基礎理論・知識を修得している 

③ 福祉の心で適切な支援や対応を行うため、子どもの発達段階や特別な支援を要する

子ども・子育て家庭などの「保育の対象」に関する基礎知識や対応の方法を理解し

ている 

④ 長期的・計画的視点を持ち、子どもの全面的発達を保障するため、保育内容や 

保育・教育課程、クラス運営などの実践に関する基礎理論を修得している 

    ⑤子どもの生活や遊び、家庭支援などの保育指導を適切に行うため、指導・援助に関す

る基礎理論に基づく保育指導能力や技能を身につけている 

 

生活科学科食物栄養専攻では、卒業までに次に示す事項を達成した場合に学位を授

与する。 

①多様化する社会のニーズに対応できる知識・技能を修得している 

  ②人々の疾病予防、健康増進を担う栄養士としての実践力を身につけている 

  ③健康は食事から、「食育」を指導し生活の質向上を目指すことができる 

  ④食や健康にかかわる分野について、学習意欲を持続的に高め、努力することが 

   できる 

⑤ 表現豊かで、コミュニケーション能力が高く、人々の福祉に貢献できる実践力を 

身につけている 
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生活科学科生活総合ビジネス専攻では、卒業までに次に示す事項を達成した場合に

学位を授与する。 

  ①豊かな教養と汎用能力を身につけて大人としての振る舞いができる 

  ②時代が求める職業能力を獲得して地域社会の発展に貢献できる 

  ③社会の変化を感じとり、絶えず自己改革を図ることができる 

④ 身体表現や情報通信技術を通じて自ら情報を発信することができる 

⑤ 自分の立ち位置を理解し、人とともに生きることができる 

 

専攻科保育福祉専攻では、修了までに次に示す事項を達成した場合に修了を認 

   定する。 

  ①社会人として社会的・職業的自立に必要な知識や能力を身につけている 

  ②介護福祉士として、介護予防から看取りまで対応できる専門的知識と技術を修得して

いる 

  ③個人の尊厳を護り、個別ケアができる実践能力を身につけている。 

  ④社会保障制度や施策についての基本的理解を深め、人権擁護の視点や職業倫理を身に

つけている 

⑤保育者として、介護の専門知識を活かした乳幼児保育のあり方を身につけている 

 

    

平成２５年度に 「学位授与の方針」等を改訂したことで、より教育目標が明確になり、

学習成果の獲得やそのアセスメント、ＰＤＣＡサイクルによる改善が可能となった。 

各学科・専攻課程の「学位授与の方針」の社会的通用性は、「学位授与の方針」に則って

編成・実施される教育課程・教育プログラムの学習成果の到達目標、すなわち卒業要件の

通用生により、点検評価している。 

各学科・専攻課程の卒業要件は教育基本法、学校教育法、短期大学設置基準等に準拠し

ており、資格免許の取得については児童福祉法ならびに教育職員免許法施行規則、児童福

祉法施行規則、栄養士法施行規則等、資格に伴う関係法令などに準拠しており、基本的に

社会的通用性がある。また、学習成果の獲得は成績評価だけでなく、実習現場からの評価

や外部試験結果、また、卒業後の就職・就労状況なども含めて総合的に把握し、そのフィ

ードバックと改善を行っており、このような明確なサイクルによって、「学位授与の方針」

の社会的通用性の確認を行っている。（備付資料-２、１８、２８） 

さらに、幼児保育学科では平成２５年度より「幼児保育学科の学外実習に関する実習資

格基準内規」を新たに定め、実習資格の要件を明確にしており、社会的通用性を担保して

いる。（備付資料-４、５） 

生活科学科食物栄養専攻では、一般社団法人全国栄養士養成施設協会が実施する「栄養

士実力認定試験」を原則全員に受験させ、基礎知識の定着を客観的かつ定量的に確認する

ことにより社会的通用性を担保している。 

専攻科保育福祉専攻においても、介護福祉士卒業時共通試験を受験させ、介護福祉士と

しての基礎的な知識の確認を実施しており、社会的通用性を担保している。 
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 また、各学科・専攻課程は、協定留学生受け入れの際に、海外の大学との単位互換を可

能にしているところからも国際的通用性が証明されている。 

  

（ｂ）基準Ⅱ-A-1の自己点検・評価に基づく課題 

 「学位授与の方針」を学生が獲得すべき学習成果として定量的に記述すると、学生をは

じめステークホルダーに、各学科・専攻課程の教育課程を通して得られる人材像が、一目

で理解しにくくなり、かつ、測定しにくい非認知的学習成果の記述が煩雑になる。したが

って、教育課程を通して得られる態度・志向性、汎用的能力を質的表現で記し、「学位授与

の方針」に対応する「卒業要件」を学習成果の到達目標としているが、「学位授与の方針」

と「卒業要件」が対応していることを、カリキュラムマップ等の採用によりステークホル

ダーに明確に分かるように可視化することが課題である。 

 「学位授与の方針」に対応する各学科・専攻課程の卒業要件は、基本的には社会的通用

性があるといえるが、本学の教育の質の保証に関してさらに社会の信用を高めるためには、

成績評価だけでなく実習現場からの評価や助言、また、卒業後の就職・就労状況なども含

めて総合的に学習成果を測定・評価し、そのフィードバックと改善により「学位授与の方

針」の社会的通用性を確認しなければならず、測定・評価した学習成果の体系的な把握と

それに基づく適切なＰＤＣＡサイクルを構築する必要がある。 

 今後の課題としては、平成２５年度から適用している新しい「学位授与の方針」のもと

で、学習成果の量的・質的データの収集によるアセスメント、改善というＰＤＣＡサイク

ルを実施し、さらに引き続き、時代の要請に従って各学科・専攻課程の「学位授与の方針」

を定期的に点検することで、学習成果をより社会的通用性の高いものにしていくことが課

題である。 

  

基準Ⅱ-Ａ-２ 教育課程編成・実施の方針を明確に示している。 

基準Ⅱ-Ａ-2の自己点検・評価の概要（現状と課題）   

（ａ）基準Ⅱ-A-2の自己点検・評価の現状 

 各学科・専攻課程の教育課程は、「学位授与の方針」に則って定められた、「教育課程編

成・実施の方針」によって作成されている。なお、平成２４年度には、「学位授与の方針」

の見直しを行ったので、それに則って「教育課程編成・実施の方針」も見直し、平成２５

年度の入学生から採用している。 

 

 学生便覧に記載された現行の「教育課程編成・実施の方針」は以下の通りである。  

 

 

 

 

 

 



精華女子短期大学 

 

 56 

 

教育課程編成・実施の方針に関する内規 

                            

（１）幼児保育学科 

   幼児保育学科では、幼稚園教諭二種免許状及び保育士資格取得を中心にした教育課程

を編成している。特に保育現場での保育・教育実習を柱として、その事前・事後の学習

に重点を置いた編成としている。教養科目では心理学や女性学、生物学、英語、情報処

理などの一般教養科目を開講し、専門科目では保育の目的、対象の理解などの原理系の

科目や保育の内容、基礎技能（教科に関する科目）などの技能系の科目を配して知識や

技術が十分に身につくようにしている。 

（２）生活科学科 

  １）食物栄養専攻 

   生活科学科食物栄養専攻では、基礎教養科目、栄養士の専門科目として社会生活と健

康・人体の構造と機能・食品と衛生・栄養と健康・食の指導・給食の運営、職業に関す

る専門科目、栄養に係る教育に関する科目、教職に関する専門科目等開講している。特

に講義で理論を学び、演習、実習、実験に関する科目で実践力をみがく。つまり、理論

と実践の反復学習することで、現場で役立つ技術が身につく教育を行っている。 

 ２）生活総合ビジネス専攻 

   生活科学科生活総合ビジネス専攻では、教育課程を「基礎教養科目」と「専門科目」 

に分け、さらに後者を「ビジネス」「医療事務」「観光サービス」「ファッション販売」

の分野に細分し、それぞれ講義科目と演習科目をバランスよく配分している。高齢社会

を迎え、医療現場では的確な事務対応のできる人材育成のため、「医療事務」関連科目

の充実を図っている。教育課程は資格認定機関より認定を受け、ビジネス系及び医療事

務系で５つの資格を発行している。 

（３）専攻科保育福祉専攻 

   専攻科保育福祉専攻は、保育士資格を取得していることを受験資格とする１年課程の

男女共学の介護福祉士養成施設である。専攻科の教育課程は幼児保育学科で学んだ知識

を、専攻科で学ぶ「人間と社会」「介護」「こころとからだのしくみ」のカリキュラム

に繋げることにより保育・介護・福祉の学びをより質の高いものへの連携が可能とする。

また、確かな就業能力を身につけるための専攻科独自科目として「キャリア形成プログ

ラム」を開講している。 



精華女子短期大学 

 

 57 

                      

各学科・専攻課程の教育課程は、学則第４章及び別表に定める通り、「学位授与の方針」

に対応して編成されている。平成２４年度カリキュラムマップを作成し、毎年、各学科・

専攻課程の「学位授与の方針」と教育課程の各科目との関連を点検している。結果、各学

科・専攻課程の教育課程は、「学位授与の方針」に対応しており、教育課程の到達目標の達

成によって、目標とする学習成果の獲得が可能となっている。（備付資料３１） 

 幼児保育学科は、保育者としての専門的な知識・技能及び実践力が身につくよう「学位

授与の方針」に対応して教育課程を編成している。教養科目１１科目１８単位、保育士並

びに幼稚園教諭 2 種免許の必修・選択必修科目として、専門科目７７科目１０１単位を開

講している。 

 生活科学科食物栄養専攻課程は、栄養士としての専門的知識・技能及び実践力が身につ

くよう「学位授与の方針」に対応して教育課程を編成している。基礎科目１１科目１８単

位、栄養士等の資格に関連する科目として、専門科目４８科目７３単位（講義２３科目、

演習９科目、実験・実習１６科目）を開講し、「講義」と「演習、実験・実習」のバランス

がほぼ１対１となるよう編成している。卒業資格と栄養士免許取得のためには３４科目を

必要としている。 

生活科学科生活総合ビジネス専攻課程は、教養と汎用能力、職業能力、自己改革、コミ

ュニケーション能力の育成を具現化するため、基礎教養科目を１３単位、専門科目を６９

単位の合計８２単位としている。その内、必修科目は３３単位、選択科目は４９単位であ

り、講義科目は３６単位、演習科目は４４単位としている。また、平成２６年度入学者よ

り「ビジネス実務士」を「ビジネス実務士Ⓝ」へ、「情報処理士」を「情報処理士Ⓝ」へ改

め、さらに、「上級ビジネス実務士Ⓝ」および「上級情報処理士Ⓝ」が取得できるようにし

た。 

 専攻科保育福祉専攻では、介護福祉士としての専門的な知識・技能及び実践力が身につ

くよう「学位授与の方針」に対応して教育課程を編成している。「人間と社会」２単位、「介

護」３３単位、「こころとからだのしくみ」１２単位、「医療的ケア」２単位を開講してい

る。 

各学科・専攻課程の教育課程は体系的に編成されており、免許・資格に関係して児童福

祉法ならびに教育職員免許法、教育職員免許法施行規則、児童福祉法施行規則、栄養士法

施行規則等、各種資格に伴う関係法令などに準拠している。教養科目、専門科目を分野ご

とに分けてかりやすく編成し、学習成果に結びつくようにしている。 

 

幼児保育学科は、「理論」と「実践（学外での実習）」、「実習の事前事後指導」を 3 つの

柱とし、保育の本質・目的、保育の対象の理解、保育の内容と方法、保育の表現技術（教

科に関する科目）の分野に分け、体系的にわかりやすく編成している。シラバスの履修科

目表にチェック欄を設け、単位履修状況を把握できるようにしており、平成２３年度より

履修カルテを作成し、体系的に編成された教育課程をわかりやすく学生に示している。 

（備付資料３２） 

 生活科学科食物栄養専攻課程は、栄養士養成施設及び栄養教諭（２種免許状）課程認定

として指定されており、専門科目は、栄養士必修科目を中心としたカリキュラム編成を行
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い、栄養教諭、フードスペシャリスト、秘書士の資格が取得できる多彩な専門科目を開講

している。シラバスには年次の開講科目・単位取得状況が把握できるように、履修単位チ

ェックシート表を載せ、学習成果が分かるようにしている。成績評価は学則第１４条や単

位認定規程等の評価基準に従って、教育の質保証に向けて厳格に適用している。定期試験

だけでなく日常の学習に取り組む姿勢も重要であり、とくに授業出席が不足する場合は受

験資格を失うので、授業の出席の管理と指導は厳格に行っている。評価基準に到達しなか

った場合は再試験を行うが、学生自身に達成できなかった点を確認させたうえで、筆記試

験、レポート、口頭試問などによって目標に到達させている。（備付資料３３、３４） 

 

生活科学科生活総合ビジネス専攻課程は、「基礎教養科目」「ビジネスの基礎」「ビジネス

コミュニケーション」「ビジネスコンピューティング」「医療事務」「観光サービス」「ファ

ッション販売」の７つの分野で構成している。主として前４分野で高い教養と汎用能力を

獲得し、後の３分野で専門的な職業能力を身につけることを企図している。また、その教

育効果を高めるため、オムニバス授業やカレッジアワー、インターンシップ等を通じて、

社会の多様性や職業の実際、必要なコミュニケーション能力などを幅広く紹介している。 

 

専攻科保育福祉専攻では、「人間と社会」、「介護」、「こころとからだのしくみ」の３領域

に分け、体系的にわかりやすく編成し、学習成果に結びつくようにしている。 

 

学生の単位履修にあたってはシラバスに必要な項目（授業概要、到達目標、準備学習の

内容、授業内容、教科書、参考書、成績評価の方法、追記として教員との連絡方法など）

が明示され、年度当初に配付することによって、適切に対応している。また、履修登録の

際や授業開始に当たってはシラバスでの内容確認を指導し、日頃の活用を指導している。

なお、学生がより目標とする学習成果を獲得しやすいように、平成２４年度にシラバス記

載内容を見直し、平成２５年度入学生用のシラバスからは科目ごとに３つの到達目標が示

され、達成の目安となる評価基準が記載されることとなった。（備付資料３５） 

 

各学科・専攻課程の教員の配置は、短期大学設置基準や教育職員免許法、児童福祉法、

栄養士法施行規則、社会福祉士及び介護福祉士法などの関連する資格要件を満たし、教育

研究業績を有した教員による適切な配置となっている。本学の教員では不十分な科目の場

合、非常勤教員を採用しているが、非常勤教員の採用に際しては、候補者の専門性、教育

業績、研究業績、教育経歴等を、各学科・専攻会議、教務委員会で検討し最終的に理事長

の諮問機関である企画運営会議に諮り、適切な教員を決定し、教授会の承認を得ている。 

 

各学科・専攻課程の教育課程の見直しは毎年度行い、教務委員会、学務審議会、教授会

の議を経て決定され、翌年度から適用されている。この見直しは教育目的・目標を定期的

に点検し、学習成果を査定し、教育の向上・充実のためのＰＤＣＡサイクルを実施するこ

とによって行われる。平成２４年度は「学位授与の方針」に沿うよう、各学科・専攻課程

の卒業必修科目の見直しを行い一部改正した。また、幼児保育学科の教育課程は、教育職

員免許法施行規則及び児童福祉法施行規則に準拠し、生活科学科食物栄養専攻は栄養士法
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施行規則による「栄養士養成施設自己点検表」で関係法令を適宜確認し、法令遵守に努め

定期的に点検している。特に資格・免許に関わる法の改正に当たっては速やかに対応して

いる。さらに、時代の要請に従って、学科・専攻課程ごとに初年次教育として「基礎ゼミ」、

キャリア教育として「キャリア形成ゼミ」「キャリアデザイン」などを開講している。特色

ある教育課程の編成にも配慮し見直しを随時行っており、平成２４年度には幼児保育学科

で「こども音楽療育士」の養成課程を新設した。また、平成２５年度より食物栄養専攻で

は「秘書士」の新教育課程を、専攻科保育福祉専攻では、「医療的ケア」を新設した。 

生活総合ビジネス専攻では一般財団法人大学実務教育協会に対し、平成２７年度に向け

た「社会調査アシスタント」の新教育課程を申請し認定された。（提出資料６ 備付資料３

６、３７） 

      

（ｂ）基準Ⅱ-Ａ-2の自己点検・評価の課題 

平成２６年度の教育課程について、「学位授与の方針」を各科目がどのように達成してい

るかをマトリックスにしたカリキュラムマップを作成し、その達成の確認をする。また、

シラバスの改訂によって、科目の到達目標が明確になり、その達成基準も学生にわかりや

すくすることで理解を促していく。科目によっては人格形成や社会人汎用能力などを到達

目標としており、評価基準を満たすことで学習成果の達成をみるようにしているものもあ

る。このような非認知的学習成果の具体的な査定方法を確立することが今後の課題である。

さらに、現在、評価基準は秀、優、良、可、不可の５段階での評価であるが、到達の程度

と評価段階との対応については教員に一任されている。また、不可の割合や評価基準ごと

の人数の割合なども状況によりまちまちであり、評価についての全学的なあり方について

検討を行い、グレードポイントアベレージ（ＧＰＡ）制度の活用を図ることが課題である。 

 

基準Ⅱ-Ａ-３ 入学者受け入れの方針を明確に示している。 

基準Ⅱ-Ａ-３自己点検・評価の概要（現状と課題） 

（ａ）基準Ⅱ-A-３の自己点検・評価の現状 

 本学に開設されている幼児保育学科、生活科学科食物栄養専攻、生活科学科生活総合ビ

ジネス専攻ごとに、各学科・専攻課程の教育方針に基づき、「求める学生像」について、「入

学者受け入れの方針」について明確にしている。 

 各学科・専攻課程の目標とする学習成果に対応する「入学者受け入れの方針」は平成２

４年度に見直しを行い、平成２５年度入学生から適用している。（備付資料３８） 

 学生便覧に記載された平成２５年度の「入学者受け入れの方針」は以下の通りである。 
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「入学者受け入れ方針に関する内規」 

（１）幼児保育学科 

  ①保育・福祉に興味、関心がある人 

  ②目的意識が明確で、保育者になる意欲のある人 

  ③何事にも努力し、学び続けようとする人 

  ④慈しみの心で人と接することのできる人 

  ⑤感謝と思いやりの心を持つ人 

 

（２）生活科学科 

 １）食物栄養専攻 

  ①食や健康に興味、関心がある人 

  ②将来、栄養士として社会に貢献したいという夢を持つ人 

  ③何事にも努力し、前向きな人（あきらめない人） 

  ④明るく元気で、みんなとコミュニケーションのとれる人 

  ⑤感謝と思いやりの心を持つ人 

 

 ２）生活総合ビジネス専攻 

  ①医療、観光、ファッションなど多様な分野に関心がある人 

  ②地域の文化や経済に興味があり、将来さまざまなビジネス分野で長期に活躍をめざす人 

  ③地域の変化を感じながら生涯学び続けようとする人 

  ④コミュニケーション能力を高め、情報発信をめざす人 

  ⑤感謝と思いやりの心を持つ人 

 

（３）専攻科保育福祉専攻 

  ①介護福祉に興味・関心がある人 

  ②目的意識が明確で介護福祉士・保育者になる意欲のある人 

  ③何事にも努力し向上心を持って前向きに学び続けようとする人 

④ 慈しみの心で個人の尊厳を支えることができる人 

⑤感謝と思いやりの心を持つ人 

 

 また、本学への入学を志願する者に対しては、入学者選抜の方針、選抜方法についても

学生募集要項及びホームページで明示している。さらに、受験生の問い合わせなどにも適

切に対応し、業務を実施する組織体制がある。多様な選抜を公正かつ正確に行い、入学手

続者に対する情報提供や入学者に対するオリエンテーションを行っている。  

 入学前の志望動機の大部分が各学科・専攻課程で取得できる免許・資格と進学・就職状

況であることから、開設されている各学科・専攻課程ごとに過去の実績を踏まえ、その状

況を記述している。特に、免許・資格については、他団体からの課程認定に基づく資格・

免許と自由に受験可能だが取得を推奨・支援する資格・検定等に分けてわかりやすく説明

している。 
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 入学者の選抜にあたっては、入学前の志願者の能力・適性等を判定するに当たり、高等

学校段階で育成される学力の重要な要素（基礎的・基本的知識、思考力、判断力、表現力、

学習意欲等）を適切に判断することができるように十分留意して実施している。 

 入試選抜には、①特別選抜指定校制推薦入試 ②一般公募・自己推薦入試 ③一般試験

入試 ④社会人入試 ⑤ＡＯ入試等があり、入試種別に沿って厳正に選抜している。一般

試験入試を除いたすべての試験において、受験生に面接を行い、「入学者受け入れの方針」

を確認している。 

（提出資料８） 

 

（ｂ）基準Ⅱ−Ａ-３の自己点検・評価の課題 

 入学前の志望動機の大部分が各学科・専攻課程で取得できる免許・資格と進学・就職状

況であることから、開設されている各学科・専攻課程ごとに過去の実績を踏まえ、その状

況を記述している。特に、免許・資格については、本学で取得できる免許・資格と目標資

格に分けてわかりやすく説明している。今後はさらに、受験生が必要とするデータの詳細

をわかりやすく伝える媒体等の作成などを実施していく。 

 

基準Ⅱ-Ａ-４ 学習成果の査定（アセスメント）は明確である。 

基準Ⅱ-Ａ-４の自己点検・評価の概要（現状と課題）   

（ａ）基準Ⅱ-A-４の自己点検・評価の現状 

 各学科・専攻の教育課程の目標とする学習成果には具体性があり、成績評価、免許・資

格取得状況、就職状況及び関連学科への進学状況、実習現場からの評価、履修カルテ（教

職課程）による学生自己評価などにより査定される。 

 各学科・専攻課程の目標とする学習成果は達成可能で、一定期間(２年間、専攻科は１年

間)での獲得が可能である。卒業要件を充足した学生の多くが幼稚園教諭２種免許状及び保

育士資格、栄養士免許、各種実務資格、介護福祉士免許資格などを取得することからも明

白である。各学科・専攻課程の資格・免許取得状況は表Ⅱ-１～表Ⅱ-4のとおりで、平成２

６年度は教育職員２種免許９４．６％、保育士資格約９６．６％、栄養士免許９７％、介

護福祉士資格１００％で、教育職員２種免許、保育士資格、栄養士免許、介護福祉士資格

取得率は、毎年高い率となっている。生活総合ビジネス専攻の目標とする学習成果は、「入

学者受け入れの方針」に叶う学生で学習意欲があれば一定期間内で獲得可能である。より

多くの資格取得による職能確立を行い、就職に結びつくことで明確となる。学習意欲が低

い、学力不足、進路変更などの理由で、免許・資格を取得せず卒業する学生へは２年間を

通して一人ひとりに丁寧な指導を実施しているが、一定期間内に達成できない場合は、科

目等履修生制度により卒業後に取得することが可能で、幼児保育学科の場合、平成２６年

度にこの制度を利用して幼稚園教諭２種免許状を獲得した者が１名、保育士資格の資格を

獲得した者が１名いた。 
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表Ⅱ—１ 幼児保育学科 年度別卒業者数及び免許・資格取得者数（人） 

資格・取得名 平成 22年度  平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 

卒業者 １１４ １４５ １５５ １４６ １４９ 

幼稚園教諭２種免許状 １０３ １３９ １４４ １３７ １４１ 

保育士資格 １１０ １４０ １４５ １３５ １４４ 

レクリエーション・インストラクター ２２ １２ ２８ ２４ ２６ 

救急法救急員認定証 ２８ ５３ ５９ ４２ ／ 

幼児安全法支援員認定証 ／ ／ ／ ／ ３９ 

自然体験活動リーダー ２６ ５４ ４２ ４７ ４９ 

小学校長期自然体験活動指導者 ２４ ／ ／ ／ ／ 

キャンプインストラクター ／ ／ ４ １ １０ 

こども音楽療育士     ２３ 

 

表Ⅱ-２生活科学科食物栄養専攻課程 年度別卒業者数及び免許・資格取得者数（人） 

 

表Ⅱ-３生活科学科生活総合ビジネス専攻課程 年度別卒業者数及び免許・資格取得者数（人）  

 

 

 

 

 

 

 

 

資格/取得者数 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 

卒業者数 ９８ １１０ ９８ １０１ １００ 

栄養士 ９６ １１０ ９４ １０１ ９７ 

栄養教諭 １１ １９ １８ ２３ １１ 

フードスペシャリスト ４１ ５３ ６５ ４７ ３３ 

秘書士 ４８ ７７ ７２ ３５ ／ 

秘書士○N      ５３ 

資格・取得名 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 

卒業者 ５７ ６６ ５８ ６７ ６１ 

情報処理士 ３９ ４１ ３２ ３５ ２２ 

ビジネス実務士 ５５ ５３ ４０ ５４ ４２ 

プレゼンテーション実務士 ２５ ２２ １２ １２ ６ 

医療管理秘書士 ２３ ３６ ２５ １８ ２５ 

医事管理士 ３７ ５１ ４４ ４８ ４２ 
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表Ⅱ-４専攻科保育福祉専攻 年度別卒業者数及び免許・資格取得者数（人） 

 

 

幼児保育学科のほとんどの学生が、幼稚園教諭２種免許状及び保育士資格を取得して卒業

し、平成２６年度就職者の９９．０％が幼稚園・保育所・施設の専門職就職を達成している。

また、介護福祉士養成施設（本学専攻科）への入学者も２９名で、保育士養成施設を卒業し、

かつ保育士資格を取得していることが要件となっていることなどから、学習成果には実際的

な価値がある。 

生活科学科食物栄養専攻課程の学習成果は、一般社団法人全国栄養士養成施設協会作成 

「栄養士養成課程コアカリキュラム」に基づき、定期試験等で栄養士としての基礎的な知識

の確認を実施しているので実際的な価値がある。 

また、生活科学科生活総合ビジネス専攻課程が目標とする学習成果は、高い教養を持って

生きることが人生を豊かにし、職業又は実際生活に必要な能力（学校教育法第６９条の２）

を持つことが家庭・社会に貢献するものであることから、実際的な価値がある。 

専攻科保育福祉専攻では、１００％の学生が介護福祉士と介護保険事務士の資格を取得し

て修了し、開設以来１００％の就職率で、介護施設、幼稚園、保育所、児童福祉施設への専

門職就職を達成しており、学習成果には実際的な価値がある。 

各学科・専攻課程の学習成果は、基準Ⅰ-B-２に前述した測定の仕組みにより測定可能で、

目標とする学習成果の達成は学則第１４条に則って測定している。 

（備付資料２、１８，２８、２９、３２、３９） 

 

（ｂ）基準Ⅱ-A-４の自己点検・評価に基づく課題 

 年々学力不振の学生が少しずつ増えてきており、免許・資格が取得できない、あるいは

卒業さえもできない学生がいる。また、学習意欲が低い学生も増えており、学生の個別的

問題を発見して、学生にフィードバックし、適切な助言や課題の提示による学習支援や意

欲・態度などの内面的向上を促すようなキャリア教育を充実させることが今後の課題であ

る。 

 学生一人ひとりの学習意欲の変化や人間的成長、社会人としての基礎力の習得、達成感・

充実感の獲得など、内面の成長などの学習成果について、非認知的学習成果については具

体性に乏しいものもあり、測定法の確立に至っていないものもある。したがって学習成果

の量的把握やフィードバックし改善に結びつけるＰＤＣＡサイクルに至っていない部分が

あり、このような学習成果の明確化とそのアセスメントの確立という可視化が今後の課題

である。今後、その確立に向けて取り組んでいく必要がある。 

基準Ⅱ-A-５ 学生の卒業後評価への取り組みを行っている  

資格・取得名 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 

卒業者 ２７ ３１ ２１ １６ ２９ 

介護福祉士 ２７ ３１ ２１ １６ ２９ 

介護保険事務士 ２７ ３１ ２１ １６ ２９ 

福祉住環境コーディネーター ０ ２ ０ ３ １ 
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（ａ）Ⅱ-A-５の自己点検・評価に基づく現状 

 実習がある学科・専攻課程では、卒業生の定着指導の一環として、実習時に教員が訪問

をする際に、卒業生の動向・評価等を尋ねることで、雇用者からの要望等を聴取している。

また、就職依頼や就職お礼の挨拶で学生支援課職員が訪問をする際にも、卒業生の動向等

を尋ね、雇用者からの要望等を聴取している。平成２４年度には、平成２１年度から平成

２３年度までの卒業生の就業力の調査を実施した。調査の内容及び結果は以下の通りであ

る。 

 

【卒業生就業力調査について】    

①調査対象：平成２１年度～平成２３年度（就業１年～３年）の卒業生 

②調査対象機関：本学各学科・専攻課程の卒業生が在籍する幼稚園・保育所・施設、医療

機関、給食委託企業、一般企業３９９社（園）卒業生６０８名 

③調査時期：平成２５年３月 

④有効回答数 各科・専攻 卒業生２６０名（回答率 ４２．８%） 

⑤調査内容：ビジネスマナー、コミュニケーション力、問題意識・問題解決力及び専門的

スキル等に関して９項目・各５段階評価を依頼した。回収した評価データについて、１.

就業１年～３年の総合評価、２．就業年別（１・２・３年）にそれぞれ層別し、平均評

価を算出した。 

 

 (１)学科・専攻別総合評価結果（就業１年～３年） 
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(２)学科・専攻別評価結果（就業年別） 

１）就業 1 年  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２）就業 2 年 
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３）就業 3 年 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）の就業１年～３年の総合評価については、各学科・専攻課程は平均 3.1以上であり、学

科・専攻別で若干の差異がみられた。また、（２）の就業年別評価では、就業年限が上がるに

従い、入職 1 年目よりも高い評価となった。 但し、学科・専攻によっては、入職年数に関

係なく 1.0～2.9 の低い評価となった卒業生が若干名みられ、卒業時点でまだ社会人基礎力

等を身に付けず就職決定に至った可能性もあり、内定から卒業までの期間に改めて社会人基

礎力トレーニング等を実施するかどうかは今後の検討課題である。 

 

（３）進路先からの言語評価（意見・要望等） 

 ビジネスマナー、コミュニケーション力、問題意識・問題解決力及び専門的スキル等に

関して９項目・各５段階評価の他に、卒業生に対する意見･要望等の自由記述をとった。そ

の結果、評価が低い学生と高い学生についての主な意見･要望の概要は以下の通りであった。 

１）幼児保育学科 

 評価が低い学生（評価 2.9 未満）に対しては、安心感を与える明るい表情でこども

に接して欲しい、期日までに書類を提出しないことがあるので指示を守ってほしい、

自分で考えて行動しようとする姿勢が見られないので「指示待ち」の姿勢を改善して

欲しい等の要望が出されている。 

        一方、評価が高い学生（評価 4.0 以上）については、２年目で０才児のクラス主任

をしてもらったが、仕事ぶりは真摯で、保護者への連絡もきちんとしている。職員と

も協力し合い、信頼される保育士に育っている。また、性格がとても明るく素直で、

これからの成長が楽しみである等の意見を頂いている。 
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２）生活科学科食物栄養専攻 

 評価が低い学生（評価 2.9 未満）については、それぞれの就職先に合った業務内容

の把握および習得を希望したい。例えば、保育所では栄養計算、食物アレルギーへの

対応、子どもへの栄養指導・食育、パソコン操作等があげられる。常に問題意識を持

ち、意欲的に取り組むよう指導してもらいたいとの意見もあった。また、真面目で一

所懸命あるものの、知識やスキル面が不足しているとの意見もあった。さらに、不足

している点として、「物事に優先順位をつけて取り組む姿勢」、「報告・連絡・相談

の力が不足している」等があがっていた。一方、評価が高い学生（評価 4.0 以上）に

ついては、仕事に取り組む姿勢、、新メニューの企画・提案、子供達が育てた野菜を

取り入れた献立作り等で評価をいただいた。中には、事業所の責任者レベルの仕事を

こなすなど、同期の中で一番成長しているという意見もあった。 

 

３）生活科学科生活総合ビジネス専攻 

 評価が低い学生（評価 2.9 未満）に対しては、「入職してから挨拶や笑顔がなく、

仕事の内容を覚えられず、スタッフ間のコミュニケーションもあまりとれない状況で、

社会人としての自覚がない」との厳しい意見も頂いた。 

 評価が高い学生（評価 4.0 以上）については、「成長は目覚しく当院になくてはな

らない中心メンバーとなっている。これも貴大学においてしっかりとした教育がなさ

れている賜物と思っている。基礎力があるため入社して間もなく即戦力となって感謝

している」との意見を頂いた。 

 

４）専攻科保育福祉専攻 

 評価が低い学生（評価 2.9 未満）に対しては、社会人としてのマナーは身につけて

いるが、自分の思いを言葉で伝える事が苦手である。そのため、介護計画が仲間に伝

わりにくい。また、注意を受けたことに対し、「何故なのか」という問題意識が希薄

であるため、そのような力を在学中につけてもらいたいとの要望が出されている。 

 評価が高い学生（評価 4.0 以上）については、明朗で誰とでも分け隔てなく接し、人間

関係を円滑に構築していくコミュニケーション能力を持っている。また、弱い立場の方

に進んで手を差し伸べることのできるやさしさも兼ね備えていて、成長が楽しみである。

真面目にコツコツと努力しており、保護者からも信頼されている。上司・先輩からの指

導も素直に聞き入れ改善しようと努力する姿が見られ、これからの成長が期待できると

の意見等が出されている。（備付資料４１）   

この他に、幼児保育学科では、実習時に教員が訪問をする際に、卒業生の動向・評価

等を尋ね、雇用者からの要望等を聴取している。その結果は、学科会議等で共有し、そ

れぞれの学習成果の点検に活用している。また、実習指導Ⅰ～Ⅴ、保育・教職実践演習

には現場の先生方の講演をいただき、学生指導等に役立たせている。６月初旬に行われ

ている里帰りの会の際には、卒業して３か月経過した時点での就労状況の把握や個々の

問題に対する解決の支援をしており、このことを通して在学中に指導すべき点を確認し

て教育改善にも役立てている。（備付資料４２、４４）  
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生活科学科食物栄養専攻でも同様に、実習時に教員が訪問をする際に卒業生の動向や評

価等を尋ね、雇用者からの要望等を聴取している。その結果については、学生の個人面談

時や「キャリアデザイン」等の授業の中で情報提供を行なうことで、在学生にフィードバ

ックできるようにしている。また、卒業生を対象に、管理栄養士国家試験対策講座（通信

講座を含む）を実施し、卒業後のキャリアアップにも努めている。（備付資料４３） 

 生活科学科生活総合ビジネス専攻では、毎年本学非常勤講師でもある各業界の経営者

らから学生の被雇用者としての要望等を聴収している。また、平成２６年度よりインター

ンシップ終了時に教員が受入先訪問をする際に、実習生の評価および被雇用者としての要

望等を聴取している。その内容については、専攻内で協議の上、次年度教育課程やキャリ

ア支援体制に反映させ改善している。（シラバス参照） 

 

(ｂ)Ⅱ-A-５の自己点検・評価に基づく課題 

 各学科・専攻課程、学生支援課それぞれが把握した卒業生の動向・評価等の聴取内容の

共有化がまだ十分でないと思われるため、今後、共有するためのしくみについて検討を行

っていく必要がある。また、学習成果の点検にも活用できるよう検討していく。 

 また、平成２７年度に平成２４年度から平成２６年度までの就業力調査を行う予定であ

る。 

  

[テーマ] 

基準Ⅱ—Ｂ 学生支援 

基準Ⅱ—Ｂの自己点検・評価の概要 

(ａ) 基準Ⅱ—Ｂの自己点検・評価の要約 

 本学の教員及び職員は、各学科・専攻課程が目標とする学習成果の獲得に向けて責任を

果たしており、施設設備及び技術的資源も有効に活用している。よって、教育資源は有効

に活用されているといえる。 

 本学では、目標とする学習成果の獲得に向けてガイダンス等が行われ、学習支援のため

の印刷物等も発行されている。また、基礎学力が不足する学生への対応や、学習上の悩み

相談、指導助言については多くの時間を割いてその支援を行っている。しかし、進度の速

い学生や優秀な学生への対応はまだ十分とは言えないため、その対応については、今後、

検討を進める。受け入れ留学生への対応は、国際交流センター委員会及び受け入れ学科・

専攻で行っている。よって、ほぼ組織的な学習支援が行われているといえる。 

 本学では、委員会及び事務局による学生支援のための組織が整備され、また学生が自主

的に参画する活動へも支援体制がある。キャンパス・アメニティに配慮し、寮、通学、経

済面、健康面での支援を行っている。さらに、学生生活に対する意見聴取や留学生への支

援、社会人、長期履修生への対応を行っているほか、学生の社会活動も支援・評価してい

る。よって、組織的に学生の生活支援を行っているといえる。 

 本学では、就職支援のための組織やスペースが整備されている。就職に有利な資格取得

や試験対策等も行っている。就職状況は各学科・専攻課程ごとに随時分析・検討され、結

果を就職支援に活かしている。また、進学支援も行っている。よって、進路支援を行って

いるといえる。 
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(ｂ)基準Ⅱ—Ｂの自己点検・評価に基づく改善計画 

 今後とも、各種資源を有効に活用し、学習支援、生活支援、進路支援に努める。 

具体的には、クラブ活動では、活動場所等や部室の整備、キャンパス・アメニティでは、

学生の憩いの場の整備などを検討していく。また、進路支援に関しては、学生の意識・意

欲を向上させるための方策を検討し、クラスアドバイザーと学生支援課の職員間での学生

の進路に関する情報の共有を図っていく。また、学力不足の学生への対応には多くの時間

が割かれているが、進度の早い学生や優秀な学生への対応については、各学科・専攻課程

で具体的な検討を進めている。 

 

［区分］ 

基準Ⅱ-Ｂ-1  学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて教育資源を有効に活用し

ている。   

基準Ⅱ-Ｂ-1の自己点検・評価の概要（現状と課題） 

（ａ）基準Ⅱ-Ｂ-1の自己点検・評価の現状 

教員は、各学科・専攻課程が目標とする学習成果の獲得に向けて責任を果たす努力をし

ており、「学位授与の方針」に対応した成績評価基準により学習成果を評価し、授業態度、

発問、小テストやレポート提出さらに定期試験等で学習成果の状況を適切に把握するよう

にしている。 

授業内容について複数担当の場合は授業担当者間での意思の疎通、協力・調整を図って

いる。また、学生の学習成果の獲得に関して、関連科目の授業内容について教員相互に意

思の疎通を行い、協力体制をとっている。また、学科・専攻課程ごとの教員会議で情報交

換し、協議を行うことで、意思の疎通を図りながら問題の共有や解決に臨む努力をしてい

る。教員は、学生による授業評価を学期ごとに定期的に受けており、その結果を受けて、

各教員が担当している授業科目について考察し、次年度の授業改善のために活用している。

またＦＤ活動（研修会、公開授業への参加）を通して授業・教育方法の改善に努めている。

（表Ⅲ−２参照）（備付資料５２） 

 教員は、各学科・専攻課程の学生に対して、教育目標に達する学習成果を得るための履

修など学習全般の指導、並びに卒業に至るまでのキャリア形成に関する指導を行っている。

また、学生の履修指導については、幼児保育学科と食物栄養専攻では、履修カルテを作成

し、それに沿って、教科担当者や、クラスアドバイザーが指導を行っている。 

 事務職員は、学科専攻が目標とする学習成果の向上に向けて責任を果たしている。学内

事務部署は４課（庶務課、会計課、学生支援課、入学広報課）及び図書館にそれぞれ責任

者を配置し、責任者を中心にそれぞれの部署の職務分掌を理解、共有し、業務に当たって

いる。これらの職務の遂行に際しては、学科･専攻の教育目的、目標の達成を把握し、学生

の学習成果を認識し、教育目標の達成に貢献している。すなわち、学生に対して入学後の

履修、そして卒業に至る迄の支援を行っている。また、ＳＤのひとつとして毎週の職員朝

礼と事務局長主催の課長会議を通して、学生支援を行っている。 

 教職員は、一人ひとりの学生が学科・専攻課程目標とする学習成果が向上できるように、

体育館、図書館、情報機器実習室、合同講義室、演習室などの施設を有効活用している。

また、学科・専攻別には、幼児保育学科では器楽練習室、音楽室、レッスン室、音楽リズ
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ム室、防音楽器練習室、絵画工作室、心理実験室、観察研究室、小児保健実習室などの授

業科目に対応した施設と各教室の視聴覚機器などを有効に活用している。 

 食物栄養専攻では、調理実習室、集団給食実習室、試食室、食品加工実習室、実験室な

どの実習・実験室を整備し、各教室の視聴覚機器なども有効に活用している。 

 生活総合ビジネス専攻では、主に情報機器実習室Ａ・Ｂおよびネットワークサーバーを

フルに活用し、各教室の視聴覚機器なども有効に活用している。 

 専攻科では、介護実習室、入浴実習室を活用し、介護および医療的ケア技術向上の為、

有効活用している。 

 また、教育課程及び学生支援を充実させるために、授業中に学生の図書館やパソコン室

の利用を促進し、教育情報の収集技術やコンピュータ利用技術の向上を図っている。図書

館司書は、学生の学習向上のために支援を行い、その支援のための利便性を向上させてい

る。また、教職員は、学内のコンピュータおよびネットワークを授業や学校運営に活用し、

教育課程及び学生支援を充実させるために、コンピュータおよびネットワーク利用技術の

向上を図っている。 

 

(ｂ)基準Ⅱ-Ｂ-1の自己点検・評価に基づく課題 

 今後、学生の多様化、キャリア支援の向上等を踏まえ、学生支援に関する業務をさらに

充実するために、教員と職員の連携をさらに深め、組織の強化を図り、定期的に教職員研

修を行って行く必要がある。 

 

基準Ⅱ-Ｂ-２  学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて学習支援を組織的に行

っている。   

基準Ⅱ-Ｂ-２の自己点検・評価の概要（現状と課題） 

（ａ）基準Ⅱ-Ｂ-２の自己点検・評価の現状 

（１）幼児保育学科 

 本学科では、目標とする学習成果の獲得に向けて、年度初めの学内オリエンテーション

において学科長及びクラスアドバイザーより、教育方針、カリキュラム、単位取得、免許・

資格、学生生活全般についてのガイダンスを実施している。また、学生支援課職員が行う

受講届けに際しては、クラスアドバイザーや科目担当者など関係教員からもアドバイスを

行っている。また、保育基礎ゼミにおいて、学習スキルの向上や学習態度の形成を含め、

学習意欲の喚起を図っており、学習の動機づけに焦点をあわせたガイダンスを実施してい

る。その他、学外オリエンテーション、カレッジアワー等を利用してガイダンスを実施し

ている。学外オリエンテーションにおける研修では、１年生対象に「保育者に必要な基本

的な専門知識・技術・態度を身に付ける（動機づけ・学習態度）、入学動機を確認し幼児教

育を学ぶ覚悟を固める（学習に取り組む意欲を高める）」、２年生対象には「保育者に必要

な基本的な専門知識・技術・態度を身に付ける（動機づけ・学習態度）、保育職への意識・

意欲を高める（進路の見通しをつける）」を目標に、提言や体験的な学びによって、１年間

の学習への動機付けを行っている。２年生については、学内オリエンテーション時に実施

した進路調査結果をもとに継続して進路指導を行っている。平成２３年度からはキャリア

プランニングシートを作成・活用している。キャリア形成ゼミ等においてはキャリアプラ
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ンニングシートをもとに個別面談を実施し、自己の目標を明確にし、学習を進めてゆける

よう指導を行った。また履修カルテを作成し、資格取得に向けた科目の選択についての指

導を行うとともに、実習等を通して自己の課題を発見した学生に個別面談を重ね、学習成

果の獲得を目指している。（備付資料１７、３２、４７、４８） 

 さらに、本学科においては、２年間の学習の集大成として「キャリア形成ゼミレポート」

のリーフレットを作成し、学生に配付している。（備付資料１９） 

 基礎学力が不足する学生に対しての補習授業は、時間割上設定していないが、学位、免

許・資格取得のために必要な知識・技術を習得するために、学生の必要度に応じて、教科

担当者及びクラスアドバイザーによる丁寧な指導を実施している。特に実習指導において

は、課題内容の不十分な学生に対する補習を行っている。また、保育基礎ゼミを通し、学

習方法や学習資源の活用について具体的に指導している。音楽実技や国語表現等について

も、時間外に丁寧な個別指導を行っている。 

専任教員だけでなく非常勤講師についても学習上の相談方法についてシラバスに記載し

ており、学習支援の体制を整備している。また、クラスアドバイザー制度を設けており、

適切な指導助言を行う体制も整えている。さらに、２年間にわたって開講される「実習指

導」を学科教員全員で担当することにより、一人ひとりの学生の把握・個別指導に努めて

いる。また、全学的にはカウンセラー制度があり、そこでも学習支援が行われている。そ

の他、１・２年縦割りクラス編成、１・２年の交流授業の設定、クラブ・サークル活動等

において先輩に相談できる体制も整備している。 

進度の早い学生や優秀学生に対する学習上の配慮や学習支援については、特段の配慮は

実施していないが教科によっては能力別グループ編成やスキルの高い学生がそうでない学

生へ指導や補助を行い、双方のスキル向上ができるように配慮している場合もある。また、

レポートや指導案作成など個別の課題を多く課し、学生の能力に合わせて丁寧は指導を行

っている科目もある。さらに、代表委員会という学生だけの組織を作っており、リーダー

シップの養成やチームワーク力の養成に役立てている。この組織に属することから自覚が

生まれ、同学年のみならず後輩たちのモデルとして、学習に取り組む姿勢や実際の学習成

果の獲得に積極的に効果を上げている。 

 留学生の受け入れは、本学国際交流センターを通じて行われており、平成２６年度は中

国の厦門理工学院より１名を受け入れ、交流を行うことによって相互の学習成果の向上を

図っている。 

 

（２）生活科学科食物栄養専攻 

 本専攻では、期待される学習成果の獲得に向けて、学生便覧、シラバス等の資料をオリエ

ンテーションにおいて配付して、学生に周知させている。学内、学外オリエンテーションで

は学習方法や科目選択のためのガイダンスを実施し、カリキュラム内容、単位取得、資格、

学生生活全般についての説明を行っている。特に、資格を活かしたキャリア形成を目指すと

ともに、目的意識の確立や、学習意欲を高めるための動機付けを行っている。また、学期終

了時には、学期の反省と次の学期に向けた目標設定を行うように指導している。指導には、

履修カルテ、プログレスシート等を配付し活用している。 

（備付資料３２、４７、４８、４９） 
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 本専攻は、難易度の高い専門科目が多く、他の学科・専攻に比べて評価（成績）が低い

傾向にある。高校の「化学Ⅰ」、「生物Ⅰ」を基本とする専門科目が多い一方で、高校時に

これらの科目を履修していない学生もいることから、１年次の前期に「栄養士のための化

学入門」（６０分間を１０回）を補習授業として実施している。また、２年次の後期には、

栄養士としての基礎知識の補完と定着を目的として補習授業（対策講座）を実施しており、

効果を上げている。なお、全国栄養士養成施設協会実力試験の結果については、表Ⅱ-５、

図Ⅱ-1に示した通りである。 

      

表-Ⅱ—５ 全国栄養士養成施設協会実力認定試験結果の推移 
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図Ⅱ-1 栄養士実力試験結果比率の推移（％） 

 

表Ⅱ-５において、Ａ判定の比率で見ると平成２４年度は過去５年間で最も高く、平成２

５年度および平成２６年度と続けて３０％を超えていることから、補習授業の効果が表れ

ていると考えられる。一方、補習授業に出席しない学生への対策として、関連する授業の

 平成 22年度 平成 23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 

 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 

 

人数 

 

％ 人数 ％ 

受験者数 95  110  99  104  96  

Ａ判定 15 15.8 24 21.8 42 42.4 34 32.7 34 35.4 

Ｂ判定 51 53.7 48 43.6 44 44.4 48 46.2 46 47.9 

Ｃ判定 29 30.5 38 34.5 13 13.1 18 17.3 16 16.7 
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中で過去問の解説を行うなどの工夫に加え、学生の予定が立てやすいように２７回の補習

授業を行う曜日や時間を固定するなどの対応を実施している。（備付資料８） 

 また、フードスペシャリスト資格認定試験の結果について表Ⅱ-６、図Ⅱ-２に示した。 

      

 表Ⅱ-６ フードスペシャリスト資格認定試験結果の推移 
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図Ⅱ-２ フードスペシャリスト資格認定試験合格率の推移（％） 

 

 表Ⅱ-６において、平成２４年度は、過去５年間で最も合格者比率が高かったものの、平

成２５年度、平成２６年度は合格者比率が減少している。毎年、ボーダーライン付近で不

合格となる学生が多いことから、補習授業の中で、過去問などにも取組ませて一問一問の

大切さを伝えるとともに、基礎的学力の向上を図っている。一方、基礎学力不足により学

習意欲が低い学生が増えている現状もあるので、食物栄養基礎ゼミ等により授業への取り

組み方や栄養士業務の理解など、学生の学習意欲や目的意識を変えることが重要になって

きている。 

 専攻内では、毎月学科会議を行い、学習成果の点検、対策および改善について協議を行

っている。また、食物栄養専攻年度目標に学習成果に関する項目を掲げ、年度末に総括を

して次年度に向けた改善を図っている。 

また、クラスアドバイザーは、定期的あるいは必要に応じて適宜個人面談を行っており、

 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 

 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 

受験者数 97  110  98  101  101  

合格者数 41 42.3 53 48.2 67 68.4 47 46.5 47 46.5 

不合格者数 56 57.7 57 51.8 31 31.6 54 53.5 54 53.5 
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学習、進路、学校生活に関する様々な相談に応じ、適宜助言等を行っている。近年は、栄

養士という職業に対するミスマッチ、学習や進路面での不安や悩み、そして友人関係など

メンタル面での悩みを抱える学生が増えてきており、場合によってはカウンセラーに相談

することも勧めている。授業科目についての悩みについては、当該科目の教員が直接相談

に乗るだけでなく、必要に応じて他の教員を交えて情報交換をしながら対応を図ることも

ある。 

 ２年次の「食物栄養セミナー」では、高度な知識と技術を習得させるための少人数のグ

ループ制をとり、様々な視点から食と健康に関するテーマを選び研究活動を行なっている。

研究活動を進める中で栄養士としての専門領域についての知識を体系的に習得させ、研究

グループのメンバーとの討議や共同作業を通じて協調性、責任感および自主性を高めるこ

とを目的としている。また、「食物栄養セミナー発表会」では、研究結果をまとめて全員の

前でプレゼンテーションを行うことで、栄養士として必要な伝える力を習得することを目

指している。優秀で意欲のある学生については、一年間継続的にレベルの高い研究をすす

め、優れた発表を行っている。「食物栄養セミナー」は、教育的効果や意義が高いことから、

平成２５年度の入学生からカリキュラムを変更して卒業必修科目とした。 

 

（３）生活科学科生活総合ビジネス専攻 

 本専攻では、目標とする学習成果の獲得に向けて、各期のはじめ及び資格・検定の準

備期に際し適宜ガイダンスを行っている。これは学習の動機付けに焦点を合わせ学習の方

法や科目の選択、資格・検定の選択を主旨としている。すなわち、年度初めの学内オリエ

ンテーションでは、学習成果獲得のため学生便覧や授業計画（シラバス）を配布し、専攻

長およびクラスアドバイザーを中心に教育方針、カリキュラム、単位取得、免許・資格、

学生生活全般についてのガイダンスを行っている。受講届に際しては、学生支援課職員と

共同で学生の疑問にその場で応答し、納得のいく履修計画の作成に努めている。その後に

行われる学外オリエンテーションでは、医療事務・観光サービス・ファッション販売とい

った本専攻の学びの特色に合わせた企業研修を取り入れ、分野別施設見学や施設担当者に

よる講演を通してさらに専門教育の理解を深めている。 

また、本専攻では資格・検定の取得について理解を促進するための印刷物を適宜作成し

ている。さらに学外オリエンテーションにおいては、レポート付きのしおりを作成し、旅

行を楽しみながら学習が進んでいく工夫を行っている。年度末には、２年生の「生活総合

ゼミナール」での研究内容を紹介するパンフレットを印刷している。これには、簡単な行

事報告等も載せており、学生やその出身高校に配布して学習成果の報告としている。（備

付資料２１、４７、４８） 

基礎学力が不足する学生に対して時間割に基づく補習授業は行っていないが、各教員が

個別に設定するオフィスアワーなどを活用し、不得意分野の克服に努めている。平成２３

年度から実施している「導入教育・基礎教育」は、文書作成や数学の基礎について高等学

校レベルの復習から始め、ビジネス実用レベルに引き上げる努力をしている。また平成２

６年度からグループワークも加え、短期大学での学びの形態のひとつ（アクティブ・ラー

ニング）を事前に体験してもらっている。その内容は、平成２４年度から「ビジネス基礎

ゼミⅠ・Ⅱ」の一部として教育課程に組み入れられた。これは、初年次教育に位置づけら
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れたが、学生の学力差は予想以上に大きく、まずは学力基盤の確立が急務と考えた。その

一方で、高等学校の学習成果を十分あるいは概ね発揮できる学生も少なくなく、その自律

実践・自立貢献を後押しするため、平成２４年度より学生サポーターグループ「Ｓ・Ａ（ス

テューデント・アシスタント）」を組織した。これはクラス役員と別の専攻内任意組織で、

専攻内のイベント企画やその実行、留学生のサポートなどを通じて社会性や企画力・表現

力を磨いている。このように、専攻内には学習受容性の高い学生も低い学生もおり、教職

員はそれぞれに目を配り融和を図りながら互いを高めていくことが課題といえる。 

そこで、クラスアドバイザーは定期的及び適宜個人面談を行っており、学習や進路、生

活などについて相談にのっている。必要に応じて学内の専門部署の紹介もしている。 

留学生の受け入れは、本学国際交流センターを通じて行われている。平成２６年度、本

専攻では韓国の崇義女子大学より留学生２名を受け入れ、４月から８月まで正規の授業や

正課外活動及び特別プログラム（ハウステンボスでのインターンシップ）を提供した。ま

た中国厦門理工学院より留学生１名を前年度９月より１年間受け入れていた。こうした交

流により、本学学生の国際的な知識と外国人に対する接遇態度が養われ、学習成果の向上

に有益であったと考える。 

教育目標達成をより着実に、また加速化するため、これまでの１年前期インターンシッ

プを平成２６年度よりインターンシップⅠ（１年次前期）、インターンシップⅡ（１年次後

期）へ拡充し、学生達の実践力を高めている。また２年次通年において、学生支援課と連

携しインターンシップⅢをカリキュラムとは別に設定した。平成２６年度はインターンシ

ップⅢを利用した２名の学生が受入事業所へそのまま就職が内定した。学生は、実習をと

おして複数回にわたる職場体験から進路の方向性が絞り込まれている。また、既に進路明

確な学生にとっては、より専門的かつ実践的な学びが、学生一人ひとりの実力に応じ展開

されている。なお、複数の外部評価から学生の真の実力が窺われ、その後その学生の実態

に合ったキャリアサポートに役立っている。 

しかしながら、インターンシップⅠはほぼ全員が履修するものの、中には対人能力やコ

ミュニケーション能力に問題がある学生や学習意欲の低い学生が混在しているため、今後

も対人能力・コミュニケーション能力、そして学習意欲の向上に努めたい。 

資格取得支援に関しては、平成２６年度より九州観光マスター検定にかわって「サービ

ス接遇検定」を導入し、マナー・接遇の理解とともに対人関係のスキル向上をより高めて

いる。なお、福岡商工会議所主催九州観光マスター検定は平成２６年をもって終了した。 

資格取得状況は以下のとおりである。学生達の資格取得に関するチャレンジ意欲や経済

状況によって取得状況は異なる。経済的事情や時間とともに減退するチャレンジ意欲が問

題である。後者は学習意欲・学生生活全般にも関連していると考えられるので、その要因

分析と対策が必要である。 

また、平成２５年度からは「ビジネススキルアップ講座」のひとつである秘書検定対策

講座において、参加高校生に対し学生が高校生を指導する半学半教体制を整え、双方にお

いて合格率を上げている。 

卒業後の里帰りの会や卒業生の訪問から、卒業生の意見として、在学中の経済状況や学

習に対するチャレンジ意欲の喪失などが話題に上る。そこで、平成２６年度より資格取得

を目指す卒業生に対し、ネット上で試験日や支援の案内を継続している。 
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（４）専攻科保育福祉専攻 

 本専攻科では、目標とする学習成果の獲得に向けて、年度初めの学内オリエンテーション

において専攻科長及びクラスアドバイザーより、教育方針、カリキュラム、単位取得、免許・

資格、学生生活全般についてのガイダンスを実施している。また、学外オリエンテーション

やキャリア形成プログラムを利用して、ガイダンスを実施している。 

 学外オリエンテーションにおける研修では、「介護福祉士への第三歩を力強く」を全員実

施し、提言や動機付けを行っている。さらにポートフォリオをもとに、個別面談を実施し、

自己の目標を明確にし、学習を深めていく指導を行った。（備付資料４７、４８） 

 また、目標とする学習成果の獲得に向けて、学生便覧及びシラバスを配付している。 

 基礎学力の不足する学生に対しては、放課後、夏期休暇、後期試験終了後に補講を実施し

ている。学習上の悩み等については、専攻科は少人数のため、日常的にクラスアドバイザー

が面談、電話、メールなどで個別相談を受けており、必要に応じてカウンセラーとの連携を

図るなどして丁寧に対応している。また、進度の早い学生や優秀な学生に対しては、新たな

レポート作成や学習内容を深めるためのアドバイスを行い、住環境コーディネーター等の資

格取得の講座を実施している。 

 また、介護福祉養成施設において全国一斉に実施される卒業時共通試験に向けては６回の

模擬試験と対策講座を適宜実施し、１年課程の学修成果の集大成としている。 

  

 

（ｂ）基準Ⅱ-Ｂ-２の自己点検・評価に基づく課題 

生活科学科食物栄養専攻以外の各学科・専攻課程での補習授業、各学科・専攻課程にお

ける入学前教育の検討、各学科・専攻課程における進度の早い学生、優秀な学生に対する

学習上の配慮や支援をさらに強化するよう、その検討と実施を今後の課題とする。 

 

基準Ⅱ-Ｂ-３  学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて学生の生活支援を組織的
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に行っている。 

基準Ⅱ-Ｂ-３の自己点検・評価の概要（現状と課題） 

（ａ）基準Ⅱ-Ｂ-３の自己点検・評価の現状 

 本学の学生生活支援は､学生委員会が中心となり､クラスアドバイザー･学生委員・学生支

援課課員を主とした全教職員で､教員と事務職員が連携して取り組んでいる｡学生委員会で

は、「学生の生活支援に関する事項」「学生の厚生補導に関する事項」「学生の就職指導に関

する事項」「学友会活動の指導助言に関する事項」等について検討し、学生の生活支援を組

織的に行っている。 

 クラブ活動については、平成２６年度は体育系５団体、文科系１６団体（同好会１団体

を含む）がある。教職員が顧問を引き受け、顧問の教職員を中心に組織され、学生が主体

的に参画できるよう支援を行っている。（備付資料５６） 

 体育祭・学園祭・卒業パーティーについては、学友会執行委員会が中心となり、企画、

実施している。これらの各行事については、関連する専門分野の教員がアドバイザーとな

って支援し、全教職員で組織的に支援を行っている。学友会執行委員会についての全体的

な支援は、学生部長・学生委員長・学生支援課長が行っている。 

 また、学生が主体的に活動しやすいように施設面、予算面での環境整備の検討を行って

いく必要がある。 

 学生のキャンパス・アメニティについては、cafeteria（学生食堂）、学生ホール、学生

ミーティングルーム１・２・３を設置している。 

cafeteria（学生食堂）では、給食業者により食事が提供されている。１１：３０～ 

１３：３０が営業時間であるが、時間外にも学生の憩いの場として８：３０～１７：００

まで開放しており、現在、２５１席設置している。 

 学生の休憩施設として、学生ホールがあり７２席の机と椅子を設置している。また、電

子ピアノ４台を設置して自由に使用できるようにしており、幼児保育学科のピアノ室での

練習はもちろんのこと、学生ホールにおいても幼児保育学科の学生がピアノの練習を行な

っている。また、ミーティングルームを３室設置し、１室は学友会優先使用、他の２室は

クラブ関係その他が会合等に利用できるようになっている。 

 宿舎が必要な学生に対しては、学生寮を整備しており、学生寮の他に、宿舎のあっせん

等を行っている。学内に精華寮（学生寮）を設置し、相部屋（２人）で７６名定員、食事

は３食付（日・祭は朝食のみ）となっている。また、本学周辺（徒歩圏内）に本学の学生

だけが入居できる指定寮（民間運営のアパート）７棟、紹介アパート２棟、計９棟、９３

名を収容できる環境を整備している。近年、通学圏内からの学生数が増加しており、提供

数としては足りている状態である。いずれも安全面を最優先し、できるだけ学校の近くに

ある宿舎とし、自宅通学が困難な学生に対する生活環境の支援を行っている。 

 自宅通学の学生の中で公共交通機関による通学が不便な学生に対しては、通学のための

便宜を図るため、自転車・バイク通学を許可し、そのための屋根付の学内駐輪場を設置し

ている。また、学生の自家用車による通学は認めていない。よって通学用の駐車場は設置

していない。また、本学は、ＪＲや西鉄電車等、公共交通機関の駅近くに位置しているた

め、通学バスは運行していない。 

 奨学金等、学生への経済的支援については、本学独自の奨学生制度があり、入学時の「精
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華学園１００周年記念特別奨学生（Ａ・Ｂ・同窓生特別）」、入学後の「精華女子短期大学

奨学生」「精華学園育成会奨学生」を設けている。いずれも返還が不要である。また、日本

学生支援機構奨学金や地方自治体の奨学金制度の案内、手続きの支援等も行っている。 

 学生の健康管理については、４月に実施している学内オリエンテーションの際に健康診

断・Ｘ線撮影を全員に実施している。また、健康相談室（医務室）の担当者として併職の

看護師を配置し、個々の学生に対応している。学生の健康管理を促進するため、専任教員

が担当しており、４月のオリエンテーションやカレッジアワー等、時期に即した健康情報

の提供を行うとともに、週１回の健康相談も行っている。 

 メンタルケアやカウンセリングの体制については、学生相談室を設置して、週２日カウ

ンセラーが学生の相談に対応している。相談日時は予約制となっており学生支援課の担当

者が電話等で受付窓口となっている。予約が入っていないときは、学生が直接学生相談室

に行き相談することもできる。カウンセラー作成の学生相談室だよりをクラスアドバイザ

ーに配付して各ホームルームに掲示し、学生に学生相談室に関する情報を提供するように

している。 

 

 学生生活に関する学生の意見や様々な要望は、毎年度１回、学生環境調査を全学生に対

し実施している。（備付資料４０） 

 また、cafeterriaには意見聴取ボックスを設置し、適宜要望等の把握に努めている。 

 このように意見聴取の体制は整えているが、学生からの様々な要望等に対し、いかに迅

速且つ効果的に充実させていくかを今後検討していく必要がある。 

 留学生の学習（日本語教育等）及び生活支援については、国際交流センター、学科・専

攻及び学生支援課・入学広報課において、それぞれに組織的に支援を行っている。日本語

教育、生活面については国際交流センター、各学科・専攻課程の教員による支援を行い、

学生支援課・入学広報課においては奨学金の情報提供、書類の提出等について適宜支援を

行っている。 

 社会人学生に対しての学習支援については、現在十分な体制がないので、今後社会人学

生の入学動向により整備していく必要がある。 

 障がい者の受け入れのための施設については、スロープの設置、障がい者用のトイレの

設置などにより障がい者への支援体制を整えているが、点字等の配慮はなされていない。 

 長期履修学生については、平成２６年度は幼児保育学科に１名在籍した。 

（提出資料１、２、８） 

 

 学生の社会的活動（地域活動、地域貢献、ボランティア活動等）については以下の活動

により、積極的に実施している。 

 全学的な活動として、毎年１１月上旬に本学の学園祭である忍冬（すいかずら）祭を行

っている。忍冬祭は「（１）幼児保育学科、生活科学科食物栄養専攻・生活科学科生活総

合ビジネス専攻、専攻科保育福祉専攻及びクラブ・サークルの日ごろの学習・活動成果を

公開する。（２）忍冬祭を通じ、学生相互、学生と教職員の交流を深める。（３）地域や

学外の方々に本学を理解していただき、交流を深める。」の３つの趣旨のもと実施してい

る。学校周辺には、チラシを配布し、１０月１９日に開催された南区イベント「楽しかお



精華女子短期大学 

 

 79 

おはし：大学の祭典」（南区役所主催）においても本学への来校を呼び掛けた。毎年来学

してくださる周辺住民の方も多く、協賛金においても学校周辺の商店の皆様にもご協力を

頂いている。平成２６年度のテーマは「SMILE～笑う精華に福来る～」であった。（備付資

料５７） 

 また、各学科・専攻課程における地域活動、地域貢献あるいはボランティア活動等、

社会的活動の状況については、以下の通り積極的に活動を行っている。 

 幼児保育学科では、代表委員会及びサークルによるボランティア活動を実施している。

代表委員会では、毎年恒例の保育所でのオペレッタ実践、また平成２１年度からは学校周

辺を３方面に分かれて清掃活動を継続して実施している。平成２６年度は５回実施し、平

成２５年度よりも実施回数が増加した。  

生活科学科食物栄養専攻では、春日中学校で行われる食育学習会「食事の役割と中学生

の栄養について」教員を派遣して、栄養バランスを考えた弁当作りをテーマに授業を行っ

た。「弁当の日」には、教員が中学校に出向いて、生徒が持ち寄った各々の弁当について栄

養的なアドバイスや講評を行うなどの活動を行った。 

生活科学科生活総合ビジネス専攻では、本学の学園祭である忍冬（すいかずら）祭にお

いて、地元農産物販売の支援をしている。また専攻全体で学園祭の売上げの一部を地元中

心に寄付活動を行っている。 

 

 専攻科保育福祉専攻では、６月にキャリア形成プログラム（ＰＣＦ）の一つとしてディ

サービス訪問（出前せいかよかよか倶楽部）にて高齢者との交流、１０月には日の出町公

民館（春日市）、ＮＰＯ法人そよかぜ「人の駅」（博多区）で地域住民との交流を行った。

また、学園祭では介助犬育成のための募金活動を行った。１２月には施設関係者や地域の

方々、保護者を招待し、専攻科学生による「介護職実践セミナー」を開催した。さらに１

月には西九州大学短期大学部、九州大谷短期大学及び本学専攻科学生との「３短大合同介

護職実践セミナー」を九州大谷短期大学にて実施した。（備付資料２２、５８、６０） 

  

（ｂ） 基準Ⅱ-Ｂ-３の自己点検・評価の課題 

 学生生活支援全般については､学生委員会が中心に今後も全教職員で行っていく。多様な

学生の入学に伴い、教職員の連携を一層深めていく必要がある。 

 クラブ活動、学友会執行委員会活動に関しては、学生が主体的に活動しやすいように施

設面、予算面での環境整備の検討を行っていく必要がある。また、クラブ・サークル活動

については、活動回数などの点よりまだ積極的に活動されていないクラブ・サークルもあ

るため、そのクラブ・サークルに対しての活性化が今後の課題である。平成２６年度は、

活性化の一手段として、５月１９日から３０日をサークルウィークとして、各サークルを

見学する週間を設けた。 

 学生生活に関して聴取した学生の意見や要望については、学生からの様々な要望等に対

し、いかに迅速且つ効果的に充実させていくかが今後の課題である。 

 社会人学生に対しての学習支援については各学科・専攻毎に実施しているため、今後社

会人学生の入学動向により整備していく必要がある。 

 学生の社会的活動（地域活動、地域貢献、ボランティア活動等）に対して「全学的な活
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動」である学園祭（忍冬祭）の社会的地域活動については、現状の通り、印刷物による案

内、地域でのＰＲ活動を実施しているが、地域からの参加者数、地域貢献度等の評価はま

だ具体的にできていない。さらに、本学における様々な学習・活動成果の公開は、主に学

内にとどまり、その趣旨にある地域や学外への公開・交流はまだ十分に行なわれていない

状況であり、地域向け、学外向けの内容についてどう評価し、改善していくかが今後の課

題である。 

各学科・専攻課程の地域活動等について、本学は社会に貢献する有能な人材の育成を目

指している。そのため、幼児保育学科では、在学中に地域社会における子どもから高齢者

まで、様々な人と触れ合う活動を体験することが望まれる。代表委員会やサークル活動の

一環として、さまざまな活動を展開しており、各活動へ学生が参加している。地域から学

び、これを糧として専門職業人としての成長が期待される。 

生活科学科食物栄養専攻では、栄養・健康の分野で在学中に地域社会での活動を経験す

ることが望ましい。これらの活動を通じて、学生たちは、食と栄養の面で地域の高齢者や

障がい者をはじめ、様々な方々の健康促進に寄与すると考えられる。これらの活動は、地

域が活性化されるとともに、学生が地域からのニーズを学び、これを糧にして、専門職業

人への成長が期待される。 

生活科学科生活総合ビジネス専攻では、学生が在学中に地域の一員として、地域の課題

を理解し、「様々な制約条件のもと、答えのない問題に最善解・最善策」を導く体験をす

ることが望ましい。そのため、平成２７年度入学生より２年次に「フィールドワーク」を

開講するようカリキュラムを変更した。この学習をとおして、学生たちが地域の課題を把

握し、これまでの学習の重要性を実感するとともに、自分のやるべき方向性や協働・共生

を理解していくことが、キャリア形成およびビジネス実務能力向上に寄与すると思われる。 

専攻科保育福祉専攻では、キャリア形成プログラムの取り組みとしてデイサービス訪問

や、高齢者コミュニテイケアとしての「せいかよかよか倶楽部」を開催し、地域の高齢者の

方々と学生との交流の場を持っている。地域のニーズを学び、これを糧にして、専門職業

人への成長が期待される。 

 

基準Ⅱ-Ｂ-４ 進路支援を行っている。 

基準Ⅱ-Ｂ-４の自己点検・評価の概要（現状と課題） 

（ａ）基準Ⅱ-Ｂ-４の自己点検・評価の現状 

 就職支援については、学生委員会・学生支援課において当該年度の就職支援スケジュー

ルを作成し、実施の定期的検証を行っている。 

 本学は、小回りのきく学校規模と言えるので、この利点を活かし多様化した学生に対し

てクラスアドバイザーや学生支援課の職員が個別指導を主体にした就職支援を行っている。 

 就職支援の設備としては就職指導室があり、学生の利用に供しており、就職情報の収集、

就職支援に活用されている。 

 資格取得については、各学科・専攻課程においてカリキュラムを通して取得に向けての

指導支援を行っている。就職試験対策についても各学科・専攻課程で行うと共に、学生支

援課においても各種対策講座や就職実践セミナーの開催を行っている。対策講座や就職実

践セミナーへの受講生を増加させるべく、指導を行っているが、就職活動への意欲の高い
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学生と低い学生との意識の開きが大きく、苦慮しているところである。また、生活総合ビ

ジネス専攻では、１年次の後期終了後に就活登校日を設け、就職への意識高揚を図るなど

の工夫が行われている。学生の意識変革のため、１年次からの早期意識高揚のための効果

的なプログラム作成を検討していく必要がある。（備付資料６１） 

 

 各学科・専攻の卒業時の就職状況の分析・検討と就職支援への活用は以下の通りである。 

 幼児保育学科では、学生支援課と連携して卒業時の就職状況を把握し、２年次の学内外

オリエンテーション時に、就職状況の分析・検討結果を伝え、学生の就職支援に活用して

いる。９月に本学で実施される保護者懇談会においては、学科長やクラスアドバイザーか

ら就職状況を報告することにより、就職支援を行っている。また、カレッジアワーや実習

指導に加え、キャリア形成ゼミにおいてゼミ担当教員より就職状況の現状等と助言を行い、

職種別理解を深め、自らの適性を考え、就職活動に取り組めるように支援している。 

 生活科学科食物栄養専攻では、栄養士免許を活かした専門職に就職する割合が高く、就

職決定者数に対する専門職（栄養士）就職者数の平成２２年度から平成２６年度までの割

合は、７５.９％、６５.９％、７７．３％、７１．７％、８２．２％となっている。「一

般社団法人全国栄養士養成施設協会」において実施された就職実態調査(短期大学)の結果

と本学の結果の比較は表Ⅱ—７の通りである。 

  表Ⅱ-７ 年度別栄養士職の就職者の割合 

 

栄養士業務者/卒業生（％） 栄養士業務者/就職決定者（％） 

全国平均（短期大学） 本学 全国平均（短期大学） 本学 

平成22年度 49.2 61.2 63.9 75.9 

平成23年度 51.6 52.7 65.2 65.9 

平成24年度 54.5 68.0 65.2 77.3 

平成25年度 55.0 65.3 66.6 71.7 

平成26年度 未発表 74.7 未発表 82.2 

 

 

 表Ⅱ-７から分かるように、平成２２年度からの５年間で見ると、平成２３年度のみ７０％

を下回ったものの、全国平均と比較しても高い専門職就職者の割合となっている。就職先の

内訳を見ると、福祉施設、病院、保育所・幼稚園などの栄養士に就職する学生が多い。専門

職への高い就職率を維持するため、「食物栄養基礎ゼミ」や「キャリアデザイン」の授業を通

して専門職の仕事内容ややりがいについて理解を深めるとともに、委託給食会社や保育園な

どと良好な関係を広く構築し、さらなる求人獲得や就職情報の収集を行っていく。 

 生活科学科生活総合ビジネス専攻では、例年の就職状況を分析し学生支援課と連携し翌年

の進路支援計画に活用している。入学後、学内外オリエンテーションを通じて学生には早い

段階から進路意識を持って教育課程に臨むことを求め、９月の保護者懇談会では学習成績、

生活全般から進路選択に至る幅広い相談を行っている。実質的には１年次の１２月から就職

活動を開始させ、集団指導から個別指導へ状況を見ながら対応を行っている。春休み中も就
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活登校日を設けて学生との連絡を密にしている。また学生支援課ではこの時期に就職対策保

護者懇談会を設け、保護者との連絡を密にしている。 

 内定状況は昨年度に比べると一人の学生が複数社から内定をもらう者もいたものの、全

体としては下回った。また、内定を得ても研修期間中、あるいは入社して間もなく退職す

る例も少なくない。学生の職業意識と継続する力を付けることを検討していく必要がある。 

 専攻科保育福祉専攻では、就職の職種を介護福祉士（介護老人福祉施設、介護老人保健

施設、障がい児（者）施設）、保育士、幼稚園教諭、一般に分類し、前年度の求人内容状況

等の分析をして、就職活動開始時期や面接内容などの就職支援に活用している。学外オリ

エンテーションプログラムにも組み込み年度当初の指導にも活用している。開設以来、就

職率は１００％となっている。 

 進学、留学に対する支援については、学生支援課において全国の大学、大学院等から送

られてくる進学(編入学)関係の情報を一括管理し、学生に公開している。また、各学科・

専攻にも定期的に情報提供を行い、全学的に支援している。さらに、留学生については、

希望者よりアドバイザー等関係者へ相談があれば、適宜対応している。 

 幼児保育学科においては、本学専攻科保育福祉専攻へ進学希望の学生に対しては、専攻

科主催のオープンキャンパスに参加させるとともに、各クラスアドバイザーが小論文や面

接の対策を行っている。また、大学編入学希望者に対しても、学生個々の希望に応じ、各

クラスアドバイザーが面接指導をはじめ、編入試験の対策を丁寧に指導している。 

 生活科学科食物栄養専攻においては、進学について学生の希望に応じ個別に対応してい

る。過去問題の添削に加えて、面接指導なども丁寧に実施しており、平成２６年度は、３

名（３校に合格）が４年制大学（管理栄養士養成課程）の３年次に編入した。 

 生活科学科生活総合ビジネス専攻においては、クラスアドバイザーを中心に学習面での

支援を行っている。 

 本学の進学の実績は、表Ⅱ－8に示した通りである。 

      表Ⅱ—8 年度別四年制大学、専攻科、専門学校進学者数 

 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 

４大編入 3 2 8 5 

専攻科 22 13 29 22 

専門学校 4 2 2 3 

 

（ｂ）基準Ⅱ-Ｂ-４の自己点検・評価の課題 

 平成２６年度の卒業生の就職率は全学科で９８．４％、学科・専攻別では、幼児保育学

科が９９．１％、食物栄養専攻が１００％、生活総合ビジネス専攻が９４．１％、専攻科

保育福祉専攻が１００％であった。また専門職就職率では、幼児保育学科の専門職就職率

（幼稚園教諭・保育士）が９６．５％、食物栄養専攻（栄養士関連）が８２．２％、専攻

科保育福祉専攻（介護福祉士）が５８．６％、（幼稚園教諭・保育士）が４１．４％であっ

た。また一般企業を進路の対象とする生活総合ビジネス専攻では、学生の希望する職種・

業種等が多岐にわたり、希望する進路とのマッチングの難しさもあり、他学科・専攻と比

較すると若干就職率が低い結果となった。 
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 従って、今後生活総合ビジネス専攻の就職率を向上させることが課題であるが、学生の

進路先の多様化もあり、職種・業種別の層別・学生のグルーピング等を考慮した進路支援

が必要である。さらに、各学科・専攻とも資格を活かした職種への就職希望は、目的意識

がはっきりしているが、就職、進学に対する迷いのある学生、意識の低い学生もおり、学

生の意識変革のため、１年次からの早期意識高揚のため効果的なプログラム作成が今後の

課題である。また、内定を得ても研修期間中、あるいは入社して間もなく退職する例も少

なくないことから学生の職業意識と継続する力を付けることが課題である。卒業生の早期

離職状況の把握及び卒業生への就職意識と継続する力の形成についての効果的進路支援を

行い、職業定着率を高めることが今後の課題である。 

  

基準Ⅱ－Ｂ－５ 入学者受け入れの方針を受験生に対して明確に示している。 

基準Ⅱ－Ｂ－５の自己点検・評価の概要（現状と課題） 

基準Ⅱ－Ｂ－５の自己点検・評価の現状 

 学生募集要項には、設置学科に関わる入学定員、免許・資格、入学試験の種類・日程等

を明記している。「入学者受け入れ方針」については、大学案内に本学のアドミッションポ

リシー及び設置学科のアドミッションポリシーを明確に記載している。さらに、募集活動

の一環として、各種進学説明会、進学ガイダンス、模擬授業、高校訪問、及びオープンキ

ャンパス等を通じて、高校生、保護者及び高校教諭に対し、本学の入学者受け入れ方針を

説明している。さらに、ホームページやダイレクトメール、雑誌媒体等を通しても広く紹

介している。 

 また、受験生、保護者、高校教諭等からの問い合わせに応えるため、専用の電話、ＦＡ

Ｘ、E-mailを設置し、入学広報課を窓口として迅速かつ適切に対応している。 

 本学の広報体制については、入学広報課が主体となり、入学広報委員会を通して年間計

画を作成し、以下の広報活動を展開している。 

① 入学広報課が中心となり、雑誌媒体及び各種メディアを通して、本学の教育内容、

特色等を主に九州及び山口県に発信している。 

② 担当教職員が年間３回程度九州及び山口各県の高校を訪問し、本学の教育内容、設

置学科の特色を説明している。さらに高校教諭を対象に、本学主催の進学説明会を

福岡県内および一部福岡県外の主要都市で開催している。 

③ 業者主催の進学説明会及び校内ガイダンスに積極的に参加し、高校生に対し、本学

の教育内容、各学科・専攻課程の特色及び免許・資格、在学生状況、就職状況を分

かりやすく説明している。 

④ オープンキャンパスを年６回以上開催し、各学科・専攻課程の教育内容の模擬体験

をはじめ、各学科・専攻課程の特色、免許・資格、在学生状況、就職状況の説明、

及びキャンパスツアー等を実施している。 

⑤ 高校教諭・入学予定者の見学については、入学広報課が中心となり、個別面談を行

い、教育内容、各学科・専攻課程の特色及び取得免許・資格、在学生状況、就職状

況等を説明し、学内施設見学を実施している。 

 

⑥ 福岡市内を中心に主要駅での交通広告等により、親しみ易い短大のイメージをアピー
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ルしている。また、入試事務体制については学生支援課が主体となり、入試実施委員

会を通して選抜方法、試験科目、入学試験選考日程等の案を作成し、入学審議会に上

申している。さらに入学審議会において審議された事項は、教授会の承認を得て決定

している。入学試験は本学の運営の根幹に関わるものであり、全教職員で万全の体制

を整えている。 

 入学試験については、推薦入試、一般入試、ＡＯ入試、特別選抜社会人入試、特別選抜

外国人留学生入試、特別選抜帰国子女入試等に分け、多様な選抜を実施している。 

 推薦入試はさらに、一般公募推薦入試、自己推薦入試、特別選抜指定校制推薦入試（普

通科、専門高校、総合学科）等に分けられ公正かつ、正確に選抜されている。（提出資料８） 

 入学試験合格者に対し、各学科・専攻課程ごとに入学前準備として、各学科・専攻課程

の入学後に期待する基礎的知識、情報、動機づけ、入学後の達成目標、将来設計等の課題

を提示し、入学時までに提出するよう義務づけている。この課題を達成することにより、

高校と短大の接続が可能となる。また、授業や学生生活についての情報は、入学手続き終

了者へ適宜本学より送付し、問合せがあれば個別に対応し、必要な情報を提供している。 

 さらに、入学者に対して入学式翌日より学内オリエンテーションを２日間設定し、本学

の建学の精神、教育理念の説明から２年間の学生生活に関する全ての流れを入れたプログ

ラムを編成し、学生生活をスムーズに開始できる支援を行っている。これに加え、１、２

年全学生と教職員合同で、一泊二日の学外オリエンテーションを実施している。この学外

オリエンテーションは入学直後の学習、学生生活に関する情報提供に加え、学生間と、教

職員との交流、親睦を深める貴重なプログラムとなっている。（備付資料４７、４８） 

 

基準Ⅱ－Ｂ－５の自己点検・評価の課題 

 今後、学生の多様なニーズに対応して、学生生活がスムーズに開始できるよう、学内オ

リエンテーションに加えて、各学科・専攻課程の基礎ゼミ等の中で、友達作り等の演習を

検討していく必要がある。また、入学前の志望動機の大部分が各学科・専攻課程で取得で

きる免許・資格と進学・就職状況であるので、今後はさらに、受験生が必要とするデータ

ーの詳細をわかりやすく伝える媒体等の作成なども検討していく。 

 

基準Ⅱについての特記事項 

                                  

（１）外国人への日本語教育等 

エクステンションセンター主管正課外講座以外にも、表Ⅱ-９の通り、国際交流・協力に

関する項目やキャリアアップシステムとして、卒業生や社会人を対象に関連学科・専攻課

程の主導のもとエクステンションセンター主管として長年実施されている。平成２３年３

月１１日の東日本大震災と放射能の影響等により平成２３年度と平成２４年度に中止され

た崇義女子大学日本語研修講座については、平成２５年度に再開された。 
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表Ⅱ―９ 日本語教育等 

 

 

1 

崇義女子大学 

日本語研修講座 

 

平成 26年度 

 

韓国・崇義女子大学校及びキャリアアップシステ

ムとの国際交流調印式（平成 11年 9月）に基づき、

本学教室を使用して学生のために日本語及び日本

文化研修を、平成 26年 6月 22日から同 29日まで

実施した。 

 

2 

 

キャリアアップ 

システム 

平成 26年度 

卒業生や社会人を対象に、卒業後、仕事上で必要

な知識を修得したり再び学習したい人のために、

必要な教養や技術の修得のサポートを行なう。ま

た職場での悩みなどの相談も受け付けている。 

１．管理栄養士国家試験対策    

(1)対策講座（10月～3月まで年 10回実施） 

(2)通信講座（5月～3月まで年 11回実施）     

２．キャリアカウンセリングプログラム 

(1)幼児保育センターだより ラポール（年 1回発行） 

(2)里帰りの会 

（幼児保育学科、年 1回 開催） 

（食物栄養専攻、年 1回 開催） 

（生活総合ビジネス専攻、年 1回開催） 

 (3)卒業生に対するキャリアカウンセリング（幼

児保育学科、相談件数 20件） 

(4)在学生・卒業生のための資格取得サポート「資

格取得支援サイト」（生活総合ビジネス専攻） 

(5)修了生へのカウンセリング(専攻科、メール・

面談) 

(6)リフレッシュ研修（専攻科、年 1回 開催） 

 

 （提出資料-２ 備付資料６２、６３、６４、６５） 

（２）地域の幼児保育教育現場と連携した実践交流活動 

 地域の子育てサロンや幼稚園・保育所との連携の下に、保育実践への学生参加、児童劇・

コンサートの交流等を展開している。学生は現場の保育者及び学科の教員の指導の下に、

社会活動参加を通して理論と実践の統合を図っている。 

 

 

（３）高大連携としての出前講義 

 高大接続の一つとして、高校を対象に出張授業を展開している。出張授業のプログラム

を作成し、高校に配布し、依頼のあった高校に出向して、テーマに沿った講義を実施して
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いる。 

 また平成２６年度は併設校「精華女子高等学校」との高短連携部会を数回開催し、同校

出身者の学習・学生生活に関する近況報告及び意見交換を行った。学園祭における食物栄

養専攻や幼児保育学科の学生と併設校生徒との交流、併設校における化学と生物の補習授

業も実施した。今後も引き続き、情報交換を密にしながら同じ学園としての教育理念に基

づいた教育を展開していくという共通認識を一つにした。 

（備付資料６６） 

 

 

（４）社会人の受け入れについて         

 本学の教育方針のもと、生涯学習の推進の一環として、入学試験の中に「特別選抜制度・

社会人選抜」を設けて、社会人の入学への門戸を開いているが、これまでの社会人の入学

は多いとは言えない。しかし、これまで子育てが終わった年配の人、子育て中の若い主婦、

事情があって他の大学や短大を中途退学した人など、様々な人が入学してきた。社会人入

学で希望者が多いのは幼児保育学科と生活科学科食物栄養専攻で、資格取得との関係であ

ると思われる。大部分は勉学意欲が高く、しっかりとした目標を持っているので、一般の

学生に対しても勉学のみならず学生生活において少なからず良い影響を与えてきた。した

がって、多様化する現代社会において生涯学習の重要性が高まる中、今後は現行の科目等

履修生や長期履修制度もうまく活用しながら、これまで以上に積極的に社会人の受入れを

推し進めて行きたい。（備付資料５３） 
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【基準Ⅲ 教育資源と財的資源】 

 教育目標を達成するために教育資源（人的資源、物的資源、技術的資源）及び財的資源を

効果的に活用していることを明確に示す。 

 教育資源と財的資源の自己点検・評価を実施し、短期大学の向上・充実のための計画など

点検結果について明確に示す。 

 短期大学は、経営指標に基づく実態を把握し、財務上の安定を確保するように経営計画を

策定し、管理していることを明確に示す。 

 

■基準Ⅲの自己点検・評価の概要（要約と行動計画） 

（ａ）基準Ⅲの自己点検・評価の要約  

 教育目標を達成するためには教育資源（人的資源、物的資源、技術的資源）及び財的資

源を有効に活用し、教育効果を高めていくことが重要である。そのためには、有能な教職

員を確保し、使命感を持って職務を遂行することのできる人材育成を図りながら、組織と

共同して教育の効果を高める体制を整備していくことが不可欠となる。 

 本学は、幼児保育学科と生活科学科食物栄養専攻・生活総合ビジネス専攻の２学科２専

攻と専攻科保育福祉専攻を設置している中規模の短期大学であり、本学園の建学の精神、

教育理念に基づく使命・目的を実現するための教育資源と財的資源は整備されている。 

各学科・専攻課程の「教育課程編成・実施の方針」に基づいて教員組織を整備しており、

短期大学設置基準及び養成施設に規定する必要専任教員数と教授数は充足している。 

 本学では専任教員の教育研究活動についてはホームページにおいて、情報公開を行って

おり、専任教員が有する学位、所属学会、前年度の研究業績を記載して、専任教員の職位

が短期大学設置基準に合致していることを明確にしている。さらに非常勤教員も適切に配

置している。 

 さらに学習成果を向上させるための事務組織も整備して人的資源を効果的に活用してい

る。平成２４年度より教務課と学生課を学生支援課として統合し、その下に教務係と学生

係を配置する組織に再編成した。統合によるワンストップサービスと学生支援課と各学

科・専攻課程の連携を強化する中で学習成果をあげている。 

 本学の事務は、事務局長のもと４課１図書館の体制で各々の部署と連携をとりながら職

務を遂行している。 

 本学の専用の校地面積は２１，６２０．４２㎡、校舎面積は１３，９８３．２１㎡でい

ずれも短期大学設置基準を上回っている。運動場は５，７７２．７０㎡あり、授業や課外

活動に有効に活用されている。授業を行う講義室、演習室、実験・実習室、情報処理学習

室は「教育課程編成・実施の方針」に基づいて十分なものであり、施設・設備の維持管理

は庶務課が担当し、適切に行っている。 

 また、技術的資源の整備状況は概ね問題がなく、施設としては、コンピュータ室を設け、

学生数に対応したコンピュータを設置している。教職員は施設運営に際して、コンピュー

タを日常的に活用し、授業においても視聴覚機器やコンピュータ室を十分に活用している。

このように、教育課程と学生支援の充実のために、各学科・専攻課程の「教育課程編成・
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実施の方針」に基づいて、校地、校舎、施設設備、その他の物的資源を整備し、その維持

管理も適切に行っており、物的資源も効果的に活用している。 

 さらに、学生の学習、教育研究に対する技術的資源も整備、活用している。 

 また、教育の質保証の基盤となる財的資源を適切に管理し、常に財政上の安定を確保す

るような事業計画を策定し、管理している。 

 

（ｂ）基準Ⅲの自己点検・評価に基づく行動計画 

 今後の行動計画としては、物的資源である施設設備の安全性確保のために、危機管理マ

ニュアル等の周知と実践を実施し、非常時の学生の安全確保に重点をおいた整備をしてい

くことが求められる。 

 また、教育資源と財的資源を経営分析し、経営の健全化を図る教育研究の活性化や経営

改善の取組みを計画策定にそって、段階をふまえて実施していく。 

 

[テーマ] 

基準Ⅲ—Ａ 人的資源 

基準Ⅲ—Ａの自己点検・評価の概要（要約と改善計画） 

（ａ）基準Ⅲ—Ａの自己点検・評価の要約 

 短期大学は、学習成果を獲得するための教育課程及び教育プログラムを構築し、教育実

践を分析・評価し、恒等的かつ系統的な自己点検・評価を行うとともに、「学位授与の方

針」、｢教育課程編成・実施の方針｣、｢入学者受け入れの方針｣の三つの方針を見直し整備

していくことが求められる。 

 そのため人的資源として、まず、有能な教職員を獲得することが重要である。本学では、

各学科・専攻課程の「教育課程編成・実施の方針」に基づいて短期大学設置基準及び養成

施設の規定に則り、専任教員の数及び学位、業績等の資格要件の規定を充足しており、適

正に教員組織を整備している。教員の採用は、「精華女子短期大学教員任用規程」に基づ

き、教科担当の資格要件を満たし、十分にその能力を備えていること等を条件としている。

昇任人事については、各学科・専攻、専攻科長の推薦により「精華女子短期大学教員任用

規程」に基づき教育実績、研究業績、貢献度を勘案して特別教授会で決定している。 

 また、専任教員は、各学科・専攻課程の「教育課程編成・実施の方針」に基づいて教育

研究活動を展開し、一定の成果をあげており、毎年研究紀要を発行するとともに教育研究

活動状況については、ホームページ等に公開している。 

 研究の一環として、科学研究費補助金に加えて、文部科学省の「大学改革推進等補助金」

にある[大学間連携共同教育推進事業]（以下「大学間連携ＧＰ」という）の外部資金を獲

得している。また、専任教員の教育、研究活動を推進するため、研究室を配置するととも

に研修日等を設けている。 

 さらに、教職員が連携して教育活動や学生支援活動の質的向上と発展をめざすために教

職員研修会が定期的に開催され、グッドティーチング賞受賞者の公開授業や初年次教育・

キャリア教育などの研修内容等が取り組まれている。また、平成２５年度より学長教育研

究論文賞を設置し、受賞者による研究内容に関する教職員研修も平成２６年度から取り組

んでいる。 
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 また、学習成果の向上と事務処理の効率化をめざし、平成２４年度より学生へのワンス

トップサービスの徹底を図るため教務課と学生課を統合して学生支援課を設置した。４課

１図書館の事務組織を整備し、各々専門の事務職員を配置して、毎週職員朝礼や課長会議

を開催して情報交換を行い、関係部署との連携をとりながら、日常的に業務の見直しや事

務処理の改善に努めている。 

 教職員の就業については、諸規程を整備し、教職員への周知を徹底するとともに人事管

理も適切に行っている。 

 

（ｂ）基準Ⅲ—Ａの自己点検・評価に基づく改善計画 

教職員は学習成果に照らした教育実践を展開するため、授業評価や学生満足度調査等に

基づき、自らの教育実践を点検・評価し、時代の変化に対応できる教職員の資質や専門的

能力の向上を目指していかなければならない。そのため、今後は、ＦＤ・ＳＤの活動を、

計画的・組織的に編成し、強化していく必要がある。 

 また、専任教員の研究、研修の時間の確保については、年々厳しい状況もあるが、外部

資金獲得のための科学研究費補助金申請件数を増やす努力が必要である。また、教職員で

共同して学生教育に関連した研究を進めていくことも課題である。さらに、教員の留学・

海外派遣・国際会議出席等の実績が少なく、規程も整備されていないため、今後検討して

いきたい。 

 

[区分] 

基準Ⅲ-Ａ-１ 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて教員を整備

している。 

基準Ⅲ-Ａ-１の自己点検・評価の概要（現状と課題） 

（ａ）基準Ⅲ—Ａ—１の自己点検・評価の現状 

 本学では、各学科・専攻課程の「教育課程編成・実施の方針」に基づいて短期大学設置

基準及び養成施設の規定に則り、専任の教員の数を充足している。また、専任教員の職位

は、教員の個人調書にあるとおり真正な学位、教育実績、研究業績、制作物発表、その他

の経歴等、短期大学設置基準及び養成施設の規定を充足しており、その要件を満たした教

員で教員組織を編成している。 

 幼児保育学科では、人間形成の基盤となる乳幼児の保育に関する専門的知識・技能を授

けるとともに、幼稚園教諭２種免許状、保育士資格等の免許・資格が取得できる教育課程

編成に伴う教員組織が編成されている。生活科学科食物栄養専攻では、食物栄養専攻に関

する専門的知識・技能を授けるとともに、栄養士免許状、栄養教諭２種免許状、フードス

ペシャリスト等の免許・資格が取得できる教育課程編成に伴う教員組織が編成されている。

生活科学科生活総合ビジネス専攻では、生活総合ビジネスに関する専門的知識・技能を授

けるとともに、情報処理士Ⓝ、上級情報処理士Ⓝ、ビジネス実務士Ⓝ、上級ビジネス実務士Ⓝ、

プレゼンテーション実務士、医療管理秘書士、医事管理士等の資格が取得できる教育課程

編成に伴う教員組織が編成されている。専攻科では、保育士資格を有する者に対し介護及

び保育に関する高度な専門知識・技能を教授し、その研究を指導するとともに、介護福祉

士等の資格を取得できる教育課程編成に伴う教員組織が編成されている。 
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 各学科・専攻課程の専任教員、非常勤教員の教員組織は表Ⅲ-１に示す通りである。 

 

 表Ⅲ-１ 教員組織の概要（人）             （平成 27年 5月 1日現在） 

学科･専攻名 

（専攻科を含む） 

専任教員数 設置基準

で 

定める教

員数[イ] 

短期大学全

体の入学定

員に応じて

定める専任

教員数[ロ] 

設置基

準で定

める教

授数 

助  

手 

非
常
勤
教
員 

備    

考 教

授 

准

教

授 

講

師 

助

教 
計 

幼児保育学科 

専攻科保育福祉専攻 
7 3 6 0  16 11   4 0 45 

教育学 

保育学 

関係  

生活科学科食物栄養専攻 4 1 2 2 9 4   2 2 18 
家政 

関係 

生活科学科 

生活総合ビジネス専攻 
3 0 2  0  5 4   2 0 30 

家政 

関係 

（小計） 14 4 10 2 30 19   8 2 93   

［その他の組織等］                  

短期大学全体の入学定員に応じ

て定める専任教員数[ロ] 
      5 2    

（合計） 14 4 10 2 30 24 10 2 93   

  

 補助教員としては、幼児保育学科に教務系職員（実習助手）２名、食物栄養専攻に助教

２名、助手２名が配置されており、教員の授業の補助及び学生指導の補助も行っている。

助教２名、助手１名は修士の学位を取得しており、適正な教員組織を整備している。  

 教員の採用人事については、教員に欠員が生じた場合や教育課程の改変に伴い新たな教

員の必要性が生じた場合、補充が実施されている。採用は、「精華女子短期大学教員任用規

程」に基づき各学科・専攻、専攻科長より学長に採用人事を要請し、それを受けて学長は

理事長に採用人事の許可を要請し、理事長から許可が下り次第採用人事の選考を進める。

選考においては、教科担当の資格要件を満たし、十分にその能力を備えているかを厳正に

選考している。平成２７年度に向けては、教授２名、講師２名、助手１名を採用した。 

 昇任人事については、毎年、各学科・専攻、専攻科長より教員の昇任の選考基準（教育

指導能力、研究業績、学務への貢献度等）を満たした該当者がいる場合には学長に推薦し、

学長と協議した上で必要と認められたときには「精華女子短期大学教員任用規程」に従っ

て選考委員会で選考する。さらに、特別教授会で昇任候補者を決めた後、理事長に推薦し、

認定するようになっているが、平成２７年度に向けての昇任の該当者はいなかった。 

 （備付資料 ６８、７３、７４ ） 

 

（ｂ）基準Ⅲ—Ａ—１の自己点検・評価の課題 

  今後、定年を迎える教員が続くため、採用人事については、年齢構成等のバランスを考
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えて採用していくことが必要となる。（備付資料７０） 

 

基準Ⅲ-Ａ-２ 専任教員は、学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づい

て教育研究活動を行っている。 

基準Ⅲ-Ａ-２の自己点検・評価の概要（現状と課題） 

（ａ）基準Ⅲ—Ａ—２の自己点検・評価の現状  

 専任教員の研究活動（論文発表、学会活動、国際会議出席等、その他）については各学

科・専攻課程の「教育課程編成・実施の方針」に基づいて展開し、その成果をあげている。 

 幼児保育学科の専任教員は、本学科の「教育課程編成・実施の方針」に基づき、本学の

研究紀要への投稿をはじめ、各学会における発表や演奏活動などを行っている。実習指導

担当教員が共同で指導内容に関する論文を本学の研究紀要に投稿するなど、教育方法に関

する研究も行っている。また、本学科では２名の教員が科学研究費補助金を獲得しており、

研究の成果を内外へ公表している。さらに、１名の教員はタイ国における障がい児の療育

指導者として招聘されるなど国際的にも活動している。 

 生活科学科食物栄養専攻の専任教員は、それぞれの所属学会などでの発表や情報収集を

を行い、また、論文発表も行っており、本専攻課程の「教育課程編成・実施の方針」に基

づいて成果をあげている。本専攻では１名の教員が科学研究費補助金を獲得しており、研

究の成果を内外へ公表している。 

 生活科学科生活総合ビジネス専攻における専任教員は、それぞれの所属学会などでの発

表や情報収集を行い本専攻の「教育課程編成・実施の方針」に基づいた成果をあげつつあ

る。また１名の教員はキャリア形成に関する教育をすすめ成果をあげている 

 本学の専任教員個々人の研究活動状況は、自己点検・評価報告書及びホームページに公

開されている。また、毎年発行される研究紀要にも掲載されており、専任教員の研究成果

を発表する機会を確保している。 

 本学の専任教員のうち、平成２６年度は、３名が科学研究費補助金を獲得しているのに

加え、文部科学省の「大学改革推進等補助金」にある「大学間連携共同教育ＧＰ」の外部

資金を獲得している。（備付資料７１） 

 本学では、専任教員の研究を助成することを目的に「研究費支給規程」を設けており、

額、使途対象、物品の帰属などを定めている。また、グッドティーチング賞と学長教育研

究論文賞を設けて受賞した専任教員の研究費を増額している。 

 さらに、１部屋１〜２名の配置で専任教員が研究を行う研究室を整備するとともに、１

週間に担当する授業時間数に概ねの上限を設け、それ以外を授業準備や学務、学生指導、

研究活動等に充てている。また、１週間に１日を研修日と定め、届け出た場所にて研究・

研修を行うことができるようになっている。さらに、学生の夏期休暇中及び年末年始の前

後にも研修日が与えられている。 

 本学では、専任教員の留学、海外派遣、国際会議出席等に関する規程が整備されていな

い。そのため、海外への出張に際しては、「旅費規程」を準用している。 

 本学では、教育活動や学生支援活動の質的向上と発展をめざすために、「ＦＤ推進委員会

規程」が整備され、教職員研修会が定期的に開催され、グッドティーチング賞受賞者の公

開授業の開催や、初年次教育、キャリア教育などの研修内容等が取り組まれ、また平成２
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６年度からは学長教育研究論文賞受賞者の研究成果報告が取り組まれている。 

ている。 

 また、授業改善ためのアンケート調査を、学期毎に表Ⅲ－4の項目で実施し、平均点と標

準偏差を算出して各教員にフィードバックし各自の授業改善に有用に活用されている。そ

の際に調査結果に対する考察を教科毎に行い、ＦＤ推進委員長に提出している。さらに、

年度毎に授業アンケート結果で高い評価を受けた授業のうち、一名を選出しグッドティー

チング賞を授与している。平成２６年度は、食物栄養専攻の阪田直美講師が授与された。 

（備付資料７５、７６、７７、８９） 

平成２６年度の教職員研修会等の活動内容、公開授業及び授業評価アンケート項目は表Ⅲ-

２～表Ⅲ-４に示す通りである。  

 

表Ⅲ－２ 平成２６年度教職員研修会の内容 

 

項 目 内容および担当者 日 時 場  所 

1.公開授業週

間 

 

昨年度グッドティーチング賞受賞者科目及び希望のあ

った 7科目の授業を見学 

① 受賞者科目「食品衛生学実験」 

山下 耕平 教授 

② 希望科目 

「コンピュータプログラミングⅠ」「介護の基本

Ⅰ」「調理学」「生活支援技術Ⅳ」「生化学」 

「栄養学実習」「子どもの食と栄養Ⅰ」 

担当者 略 

・公開授業期間 

平成 26年 6月 30日（月） 

～平成26年7月4日（金） 

・昨年度グッドティーチン

グ賞受賞者科目「食品衛生

学実験 6/30(月)3･4 時間

目、7/1(火)1･2時間目 212

教室」 

 

 

 

 

 

212教室 

各担当教室 

2.学長講話 

参加者 50名 

テーマ：『学長講話』 

 井上 雅弘 学長 

平成 26年 9月 30日（火） 

時間：15:00-16:00 

本学 223教室 

 

3.公開研究 

発表 

参加者 50名 

テーマ：『児童・生徒に対する品格教育の実践』 

 井邑 智哉 講師 

平成 26年 9月 30日（火） 

時間：16:00-17:00 

本学 223教室 

 

4.仏教法話 

参加者 50名 

テーマ：『仏教法話』 

浄土真宗本願寺派 徳正寺 

 前住職 武内 英真 先生 

平成 27年 2月 10日（火） 

時間：15:00～16:00 

 本学 

301教室 5.教職員 

研修会 

参加者 50名 

テーマ：『能動的体験学修を中核におく実務教育・ キ

ャリア教育について Part1体験学修のススメ』  

教職員研修委員長 庄野 千鶴 教授 

時間：16:10～17:10 

6.理事長講話 
テーマ：『理事長講話』 

 吉田 幸滋 理事長 

平成 27年 3月 19日（木） 

時間：15:00～16:00 

本学 

301教室 
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7.教職員研修

会 

テーマ：『能動的体験学修を中核におく実務教育・ キ

ャリア教育について Part2 COC×IR×体験学修のスス

メ』 教職員研修委員長 庄野 千鶴 教授 

平成 27年 3月 19日（木） 

時間：16:00～17:00 

8.SD研修 

(1)精華女子短期大学の広報活動について 

①『精華女子短期大学職員としての広報活動』 

株式会社 JSコーポレーション 

統括支社長 沖井 健治 氏 

②『今年度オープンキャンパス実施を踏まえての 

総括、今後の広報活動』 

 入学広報課 田原 信一 課長 

(2)補助金について『補助金の仕組みと今年度の状況』 

 庶務課 安達 浩幸 課長 

平成 26年 8月 20日（水） 

時間：9:00～12:00 

本学ミーティン

グルーム 1他 

9.SD研修 

①私立短大 教務担当者研修報告 

  教務委員長 阪木 啓二 准教授 

②私立短大 学生生活指導担当者研修報告 

  学生支援課 米原 祐喜子 係長 

③ＡＥＤ講習  

緒方 まゆみ 教授 

④緊急時の対応について（消防訓練）  

庶務課 安達 浩幸 課長 

平成 26年 12月 24日（水） 

時間： 9:00～12:10 

13:10～16:30 

本学ミーティン

グルーム 1他 

 

 

 

 

 

 

  表Ⅲ－3 平成 25年度 Good Teaching賞を授与された教員による公開授業 

 

 

 

 

開催期日 会 場 担当者 授業科目 

平成 26 年 6 月 30 日

（金）3.4時間目 

7 月 1 日（火）1.2 時

間目 

212教室 山下 耕平 教授 食品衛生学実験 
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   表Ⅲ－4 授業評価アンケート項目 

 

 

１．学生自身について 

①この授業を休んだり遅刻しないで受講した。 

②授業中に私語、いねむりやメールなどをせずに受講した。 

③授業の内容について、授業以外でも勉強した。 

④この授業を理解しようと真剣に取り組んだ。 

⑤授業の内容に興味を持つことができた。 

⑥総合的に見て、授業内容を理解できた。 

⑦シラバスを読んだ。 

２．授業や教員について 

⑧配布資料や教育機器の利用が、授業内容の理解に役立った。 

⑨板書の仕方は効果的であった。 

⑩先生の話し方は、明瞭で聞き取りやすかった。 

⑪質問したり、意見が述べられるように配慮がなされていた。 

⑫授業の進み具合は適切であった。 

⑬先生の授業に対する熱意が感じられた。 

⑭学習をする雰囲気が教室内に保たれていた。 

⑮先生は授業の内容をよく準備し、わかりやすく説明した。 

⑯この授業は充実していて、満足できるものであった。 

３．自由記述 

⑰この授業で、あなたが特に良いと思う点があったら教えてください。 

⑱この授業で、改善してもらいたいと思う点があったら教えてください。 

 

 

  専任教員は、学習成果を向上させるため、特に学生支援課、図書館と連携をとりながら

学生支援を行っている。 (備付資料 １６、５２) 

 

（ｂ）基準Ⅲ—Ａ—２の自己点検・評価の課題 

 各学科・専攻課程の教員は、各々の「教育課程編成・実施の方針」に従い、研究活動を

行っているが、外部資金の獲得があまりできていないため、科学研究費補助金の申請件数

を増やす努力が必要である。また、授業改善のためのＦＤ推進の検討、授業アンケートの

内容・実施方法の検討、公開授業の方法の検討などを平成２５年度から段階的に始める。 

 

基準Ⅲ－Ａ－３ 学習成果を向上させるための事務組織を整備している。 

基準Ⅲ－Ａ－３の自己点検・評価の概要（現状と課題） 

（ａ）基準Ⅲ－Ａ－３の自己点検・評価の現状 

 事務組織は庶務課、会計課、学生支援課、入学広報課の４課及び１図書館で組織され、
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それぞれ専任の事務職員と、一部パート職員が配置されている部署もある。各部署の課長

（図書館は係長）が事務局長の命を受け、所属課員を指揮監督して、所管事務を掌る体制

となっている。事務職員は事務分掌に従い、各係の事務を担当している。事務職員はその

専門的な職能を活用し、学生の教育活動や学生支援活動を行っている。 

 事務関係諸規程については、学校法人精華学園教育要綱を柱とし、学校法人精華学園規

程、学則、組織庶務、委員等、人事、履修等に関する諸規程に加え、心得、学生、給与、

研究施設等、その他の各項目にわたって整備し運用している。また、法改正や教育・研究

の改善等に伴い、適宜、規程の見直し、修正を理事会に提案している。 

 平成１９年度より図書館を除く各事務部署をワンフロアに集約し、学生サービス、並び

に業務の効率化を目標に日常業務を行っている。また職員個々にパソコンを配置し、情報

伝達、業務迅速化に大いに効果を上げている。必要な備品についても業務遂行上必要なも

のは、設置されている。（備付資料８９） 

 昨今重要な問題になっている危機管理・防災対策については、事務職員を中心とした自

衛消防隊を設置し、毎年、避難訓練を行っている。情報セキュリティに対しては情報シス

テム室を設け、情報管理責任者を配置することで対策を講じている。 

 ＳＤ活動については、事務職員研修会実施要項を定め、それに基づいて、年に数回実施

している。平成２６年度のＳＤ活動は表Ⅲ-５に示す通りである。（備付資料７８） 

        表Ⅲ－５ 平成２６年度ＳＤ活動内容 

項 目 内容および担当者 日 時 場  所 

SD研修 テーマ 

1. 精華女子短期大学の広報活動について 

①『精華女子短期大学職員としての広報活動』 

（株式会社 JSコーポレーション九州・広島支社  

統括支社長 沖井 健冶 氏 

 

②今年度オープンキャンパス実施を踏まえての総

括、今後の広報活動』 

入学広報課 田原信一 課長 

2. 補助金について『補助金の仕組みと今年度の状況』 

庶務課 安達 浩幸 課長 

 

平成 26年 8月 20日（水） 

午前 9:00～12：00 

午後 1：00～4：00 

                       

本学ミーティ

ングルーム１

他 

 

テーマ 

１．私立短大 教務担当者研修会報告  

教務委員長 阪木 啓二 准教授、 

２．私立短大 学生生活指導担当者研修会報告  

学生支援課 米原 祐喜子 係長  

３．ＡＥＤ講習 緒方 まゆみ 教授  

４．緊急時の対応について（消防訓練） 

庶務課 安達 浩幸課長 

平成 26年 12月 24日(水) 

午前  9:00～12:10 

午後 13：10～16：30 

本学ミーティ

ングルーム１

他 

 

 事務職員の連携を取るために、週はじめの職員朝礼並びに課長会議で行事予定、各部署
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の情報の周知、提供、報告を行うことで、常に業務の確認や見直し、事務処理の改善に努

めている。 

 さらに、学生の学習成果を向上させるために、各部署がそれぞれの業務を遂行しながら、

関係部署との連携を取り、学生支援を行っている。特に平成２４年度より教務課と学生課

を統合して、学生支援課とし、学生へのワンストップサービスの徹底を行っている。 

 

（ｂ）基準Ⅲ－Ａ－３の自己点検・評価の課題 

 現在、図書館以外の部署がワンフロアで業務を行っているが、今後ますます多様化する

学生への対応や、事務職員に求められる専門的な職能等について、事務職員全体の向上を

行うことが求められている。年齢、経験等様々な階層の職員がいるため、事務局長を中心

としたＳＤ活動を将来に向けて積極的に行っていく必要がある。 

 

 基準Ⅲ－Ａ－４ 人事管理が適切に行われている。 

 基準Ⅲ－Ａ－４の自己点検・評価の概要（現状と課題） 

（ａ）基準Ⅲ－Ａ－４の自己点検・評価の現状 

 教職員の就業に関する諸規程は適切に整備され、周知・運用されている。 

具体的には学校法人精華学園規程、組織庶務関係、人事関係、給与関係、研究施設等、その

他としてまとめた規程集を、教職員に配付し、実際にそれらの諸規程に基づいて、適正に管

理・運営されている。（備付資料−規程集） 

 

（ｂ）基準Ⅲ－Ａ－４の自己点検・評価の課題 

 就業条件等に関する法規の改正等には今後も適切に対応していく必要がある。加えて、

今後教職員が充分能力を発揮できる労働環境を整えていきたい。 

 

［テーマ］ 

基準Ⅲ－Ｂ 物的資源 

基準Ⅲ－Ｂの自己点検・評価の概要（要約と改善計画） 

（ａ）基準Ⅲ—Ｂの自己点検・評価の要約 

 昭和４２年の短期大学開学以来、短期大学設置基準や養成施設の指定基準に従いながら、

限られた財的資源の範囲内で、現状に満足することなく、規程を整備し施設設備、物品等

の維持管理を行っている。防災対策等の規程も整備し、定期的に点検も行っている。さら

に、コンピュータシステムのセキュリティ対策、省エネルギー対策にも取り組んでいる。

また、図書館は本学園の１００周年を記念して、新しく建設され、学習センターとしても

有効に活用されている。 

 

（ｂ）基準Ⅲ—Ｂの自己点検・評価に基づく改善計画 

 学生支援施設充実のため、平成１９年９月に精華学園記念館が建設され、学生支援活動

が充実してきている。将来に向け今後も学生・社会のニーズを取り入れながら、学内の施

設・設備について日々改善していく姿勢を持ち続けたい。地震対策のため、平成２３年度

に３号館及び精華寮の耐震補強工事を実施した。体育館は併設校である精華女子高等学校
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との共用となっているが、所有者である精華女子高等学校が平成２５年度に耐震工事を実

施した。１号館、２号館の耐震補強工事は今後の課題である。 

 

［区分］ 

基準Ⅲ－Ｂ－1 学科・専攻課程の教育課程編集・実施の方針に基づいて校地、校

舎、施設設備、その他の物的資源を整備、活用している。 

基準Ⅲ－Ｂ－1の自己点検・評価の概要（現状と課題） 

（ａ）基準Ⅲ－Ｂ－1の自己点検・評価の現状 

 本学の各学科・専攻課程の「教育課程編集・実施の方針」に基づいて、校地、校舎、施

設等は、短期大学設置基準の規定を充足し、養成施設の指定基準の要件も充実している。

具体的には、表Ⅲ-６〜表Ⅲ-１０に示す通りである。 

表Ⅲ-６ 校地等（㎡） 

 

表Ⅲ−７ 校舎（㎡） 

区分 専用 共用 

共用する 

他の学校等

の専用 

計 基準面積 
備考（共有の状況

等） 
（㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） 

          [注] 

校舎 13,983.21  816.10 0 14,799.31 3,650.00 

併設校精華女子高

等学校と体育館共

有 

 [注] 短期大学設置基準上必要な面積 3,650㎡ 
 

 
 

 

 

 

校地等 

区分 専用 共用 

共用する 

他の学校等の専

用 

計 基準面積 

在学生一

人当たり

の面積 

備考

（共有

の状況

等） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） （㎡） 

          [注]   

校舎敷地 13,182.65 0.00  0.00  13,182.65 

6,000.00  33.10  

  

運動場用地 5,772.70 0.00  0.00  5,772.70   

小計 18,955.35 0.00  0.00  18,955.35   

その他 2,665.07 0.00  0.00  2,665.07   

合計 21,620.42 0.00  0.00  21,620.42 6,000.00  33.10    

[注] 短期大学設置基準上必要な面積 〔基準面積 6,000㎡（600人×10㎡）〕   
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表Ⅲ-８ 教室等（室） 

 

 

表Ⅲ-９ 専任教員研究室（室） 

専任教員研究室 

20 

 

表Ⅲ−１０図書･設備 

学科・専攻課程 

図書 学術雑誌         

〔うち外国書〕 〔うち外国書〕 （種） 
視聴覚資料 

（点） 

機械・器具 

（点） 

標本 

（点） 
           電子ジャー 

（冊）      ナル〔うち外 

                国 書〕        

幼児保育学科 

専攻科保育福祉専攻 
11,682〔190〕 48〔3〕 0 907 1,130 55 

生活科学科 

食物栄養専攻 
10,716〔200〕 28〔4〕 0 118 664 12 

生活科学科 

生活総合ビジネス専攻 
10,700〔406〕 18〔6〕 0 367 275 3 

計 33,098〔796〕 94〔13〕 0 1,392 2,069 70 

                             

図書館 
面積（㎡） 閲覧席数 収納可能冊数   

655.38 100 50,490   

体育館 
面積（㎡） 体育館以外のスポーツ施設の概要   

816.10 テニスコート２面     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講義室 演習室 実験実習室 
情報処理学習

室 
語学学習施設 

14 9 13 2 0 
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表Ⅲ-６〜表Ⅲ-１０からもわかるように、校地面積は２１，６２１．１６㎡と基準面積

の６，０００㎡を超えており、運動場は１５，６３８，３１㎡あり、授業やクラブ活動に

おいても十分な面積を確保できている。 

 校舎面積は１５，２５９，５５㎡あり、基準面積の３，６５０㎡を超えており、各学科・

専攻課程の「教育課程編成・実施の方針」に基づいて授業を行う講義室、演習室、実験・

実習室については、講義室１４室、演習室９室、実験実習室１３室、情報機器実習室２室

があり、需要を満たしている。 

 さらに、各学科・専攻課程の「教育課程編成・実施の方針」に基づいて授業を行うため

の機器・備品については毎年、各学科・専攻課程からの要望を教務委員会で集約し、庶務

課を通して理事会で決定し整備を行っている。 

 図書館は、精華学園記念館３階において６５５．３８㎡を有し十分な機能を果たしてお

り、参考図書及び各学科・専攻課程関連の図書を整備している。具体的には、蔵書数５７，

２２４冊、学術雑誌数９４種、ＡＶ資料数２，３１９件を所蔵し、また館内には１００席

の座席を有し利用者に対する十分なサービスを行っている。さらに、「精華女子短期大学附

属図書館収書方針」及び「学生購入希望図書の選定基準」に基づいた購入図書選定システ

ムにより資料の収集を行い、また「精華女子短期大学附属図書館資料除籍内規」による廃

棄システムを確立している。さらに、障がい者に対しては、平成１９年に建てられた精華

学園記念館にエレベーターが設置されているが、３階建ての１号館と２号館、５階建ての

３号館にはスロープはあるがエレベーターは設置されてない。またいずれの建物にも点字

等の配慮も整備されていない。 

 体育館については、併設校の精華女子高等学校が所有する８１６．１０㎡の体育館が大
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学敷地内にあり授業やクラブ活動に利用している。また併設校との共有になる２，７３３．

４６㎡の体育館が大学から約６ｋｍ離れた場所にある。（備付資料７９、８０、８９） 

 

（ｂ）基準Ⅲ－Ｂ－1の自己点検・評価の課題 

 ３階建ての１号館、２号館の校舎については老朽化してきており、耐震性を考えて、今

後改修していく必要がある。また、障がい者に対しては、３号館のエレベーター設置や、

校舎案内のための点字等への配慮は今後の課題である。 

 

基準Ⅲ－Ｂ－２ 施設設備の維持管理を適切に行っている。 

基準Ⅲ－Ｂ－２の自己点検・評価の概要（現状と課題） 

（ａ）基準Ⅲ－Ｂ－２の自己点検・評価の現状 

 本学の施設設備、物品の維持管理は、「学校法人精華学園経理規程」及び「学校法人精華

学園資産運用規程」を整備し適切に実施している。 

 また、火災・地震対策、防犯対策のための諸規程については、「危機管理規程」を整備し

ている。火災・地震対策、防犯対策として、まず火災については主な原因に放火が挙げら

れる。放火される材料を置かない事を第一に考慮し、段ボール等の燃えやすい物はゴミ保

管用倉庫に格納している。消防設備として、消火栓、消火器、熱煙感知器、火災報知器等

を整備しており、法令による消防機器の点検を年２回実施するとともに、警備会社による

火災警備を２４時間体制で行っている。平成２６年度は７月のカレッジアワーにおいて、

学生・教職員全員参加による消防避難訓練を実施。１２月には自衛消防隊による消火・避

難訓練を実施した。この他、事務職員から１名が所轄の博多消防署で開催された自衛消防

隊避難訓練指導者研修に参加。避難訓練を１回実施したものと見なされるため計３回実施

したこととなる。また学内寮精華寮においては避難訓練を毎年実施している。 

 防犯対策としては、昨今の学校における事件の発生を踏まえ、不審者の学内への侵入を

阻止することを目的に正門に警備室を設け、警備会社の警備員を配置。精華学園記念館に

おいては警備会社による２４時間体制の機械警備を実施。また学内寮においては、警備会

社による２４時間体制の機械警備の他、監視カメラ及び警報装置を設置し、安全管理及び

防犯管理を実施している。また本学の教職員は名札を付け、来訪者においては学内に入る

場合は必ず受付を通し入館証を装着。そのうえで、未装着者がいた場合は声掛けを行うこ

ととしている。学内での盗難等の防止については、注意喚起と共にロッカーに必ず施錠す

るよう指示を行っている。 

 コンピュータのセキュリティ対策としては、平成１９年９月に完成した精華学園記念館

１階に情報システム室を設置し、大学全体のサーバーを集約するとともに、新機のサーバ

ーを導入し外部からのウィルス進入防止を図っている。また、学籍処理、成績処理等に関

わるものは、学内ネットワークから独立して専用のパソコンで管理運用している。事務職

員については各自のコンピュータごとに認証システムを取り付け、情報漏洩対策に努めて

いる。 

 省エネルギー・省資源対策、その他地球環境保全対策としては、ディマンドコントロー

ラーを精華学園記念館１階事務室に設置し、消費電力の管理を行っている。平成２５年４

月からは電気料金の値上げが行われ電気使用料金の支出が増えることになったが、同年１
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２月に既存の電力会社より料金が安い新電力会社へと契約を切り替えることにより支出を

抑える措置を取った。節電の内容としては、クールビズ、文部科学省からの通達に基づい

たエアコン使用時の室温設定、エアコンの使用期間の限定を実施している。全てではない

が、制御盤で操作できるエアコンは時間割等を確認しての運転の管理や、老朽化し使用不

能となったエアコンは、順次省エネタイプのものに交換等の処置を行っている。また庶務

課員による定期的巡回の実施や無人の部屋にエアコン、照明等が使用されている場合には、

気づいた教職員が消灯もしくは管理部門に連絡してくるなど省エネに努めている。新聞、

雑誌、書籍、不要となった用紙、シュレッダーごみ等についても、リサイクル業者と契約

し毎週一回、回収し、紙資源の有効利用を図っている。（備付資料８９） 

（ｂ）基準Ⅲ－Ｂ－２の自己点検・評価の課題 

 施設設備の維持管理については、今後も学生の安全面を優先しながら、耐震･火災、防災、

情報機器のセキュリティ及び省エネルギー対策等に力を注いでいきたい。そのためには、

外部資金を含めた予算の確保が必要となるので、今後、各方面の情報収集力の向上が課題

となってくる。 

 

［テーマ］ 

基準Ⅲ－Ｃ 技術的資源をはじめとするその他の教育資源 

基準Ⅲ－Ｃの自己点検・評価の概要（要約と改善計画） 

（ａ）基準Ⅲ－Ｃの自己点検・評価の要約 

 学生に対して社会から要求されるスキル等を身に付けさせるため、限られた財的資源の

もと、最大の教育効果が発揮・達成できるように考えている。中でも国庫等からの支援は、

積極的に手を挙げ、可能な限り財的補助を獲得できるよう努力をしている。この様に本学

の「教育課程編成・実施の方針」に基づき目標とする学習成果を達成するために、技術的

資源の整備に努めている。 

 

（ｂ）基準Ⅲ－Ｃの自己点検・評価の改善計画 

 「教育課程編成・実施の方針」に基づく学習成果の向上を図るため、学籍処理、成績処

理等に関わるコンピュータのハード及びソフトの更新を計画している。一方では、「大学間

連携 GP」で「短期大学士課程の職業・キャリア教育と共同教学 IRネットワーク」の取組み

を実施する中で、学生の学習成果の量的・質的データを整備し、教育の改善に資する計画

も進行している。そこで、セキュリティ（情報漏洩等対策）に配慮しつつ、両者を有機的

に併用し、学習成果の向上に向けた教育改善システムの構築を行う予定である。 

 また、学習成果の向上のため、教員のコンピュータ利用技術の向上や ICT を用いた双方

向授業やアクティブラーニングの実施環境の整備について、検討を進める計画である。 
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［区分］ 

基準Ⅲ-Ｃ-1  短期大学は、学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づい

て学習成果を獲得させるために技術的資源を整備している。 

基準Ⅲ-Ｃ-1の自己点検・評価の概要（現状と課題） 

（ａ）基準Ⅲ-Ｃ-1の自己点検・評価の現状  

 各学科・専攻課程の「教育課程編成・実施の方針」に基づいて施設、ハードウェア及び

ソフトウェアの向上・充実を図っている。情報関連設備は、できるだけ計画的に維持、管

理、資源配分できるように心がけている。しかし、常に新しい設備をすぐに導入していく

ことは難しいため、その施設、設備の利用については、学生が自由に活用できる環境を整

えるよう努めている。全学的な施設としては情報機器実習室が２部屋あり、図書館や就職

指導室に学生が利用できるコンピュータを設置している。 

 幼児保育学科では、２１８実習演習室にも、パソコン及びプリンター等情報機器を設置

し、いつでも学生が使用できるようにしている。また、器楽練習室、音楽室、レッスン室、

音楽リズム室、防音楽器練習室、絵画工作室、心理実験室、観察研究室、小児保健実習室

などの授業科目に対応した施設と各教室の視聴覚機器などを整備するとともに、２１８実

習演習室には保育教材・資料等を整備し、学生が有効に活用できる体制を整えている。 

 生活科学科食物栄養専攻では、講義・演習・実習・実験等が効果的にまたスムーズに行

くように、調理実習室、集団給食実習室、試食室、食品加工実習室、実験室などの実習・

実験室を整備し、各教室の視聴覚機器なども整備し学生が有効に活用できる体制を整えて

いる。 

 なお、平成２６年度に私立大学等改革総合支援事業タイプ１「教育の質的転換」の補助

金で調理実習室の一部を改修し、学習環境や利便性を向上させた。 

 生活科学科生活総合ビジネスでは、「情報科学入門」や「コンピュータ演習」を始め、「表

計算の実践講座」「コンピュータプログラミング」「Ｗｅｂデザイン演習」「データーベース

の実践講座」という科目を設け指導しており、他学科・専攻よりも情報理論・技術の向上

に関するトレーニングは充実している。なお、各情報系科目内において情報倫理教育も行

っている。 

 幼児保育学科では「コンピュータ演習」の授業は、教職課程の必須科目となっているた

め、免許取得希望者は全員履修し、コンピュータリテラシーの獲得をめざしている。 

「保育基礎ゼミ」においても情報技術の向上に関するトレーニングを学生に提供している。

平成２４年度より「キャリア形成ゼミ発表会」において PowerPoint を用いての発表もでき

るようになっている。 

 生活科学科食物栄養専攻では、授業科目「コンピュータ演習」、「プレゼンテーション演

習」、「ことばとコミュニケーション」を設定し、「食物栄養セミナー」では PowerPoint を

使って発表を行っている。ワープロの・表計算・インターネット利用を通しての基本的な

技術を習得し、レシピ等の作成等も目指している。 

 生活科学科生活総合ビジネス専攻では、「コンピュータ演習」を始め、「コンピュータプ

ログラミング」「ネットワークの基礎」「データーベースの実践講座」という科目を設け指

導しており、他学科・専攻よりも情報技術の向上に関するトレーニングは充実している。 

 各学科・専攻課程の「教育課程編成・実施に方針」に基づき、技術的資源と設備につい
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ては予算編成の前にそれぞれの要望を聞き、確認、調査等の検討を経て、学習成果を獲得

させるために可能な限り要望に沿う方針で技術的資源を整備している。コンピュータ等の

設備については、計画的に維持管理を行っている。情報機器実習室のコンピュータは情報

学の基礎への対応と即戦力養成の視点から平成 24年度に整備された。幼児保育学科のピア

ノについては、年１回の調律を実施し維持管理しており、適切な状況を保持している。 

 また、毎年度、各学科・専攻課程の「教育課程編成・実施の方針」に基づいて必要な技

術的資源の分配を行っているが、実施年度の検証を充分に行い、実績、結果等を踏まえた

上で、次年度の新たな要望を検討している。このことで技術的分配の見直しも行われ、適

切な運用になっている。出来るだけ各学科・専攻課程の要望に沿いたいとの方針であるが、

限られた財源の中で、優先順位を設定せざるを得ない場合も生じており、各学科・専攻課

程との連絡を密にすることで漸次このような問題を改善していく必要がある。  

 本学では、授業や学校運営に活用できるよう、教職員が学内のコンピュータ整備を行っ

ている。専門的知識を要するものについてはサポート契約を結んでいる業者が対応し、授

業や学校運営に支障がないようにしている。 

 学生の学習支援のために必要な学内ＬＡＮを整備しており、学生は入学すると本学の 

メールサーバーに対応したアドレスを取得し、学内ＬＡＮを通じて教員との連絡がとれる。

学生の授業に対する理解度や満足度を向上させるため、新しい情報技術を活用して、授業

方法の改善をしていくことは重要であるが、すべての教員が十分に対応できている状況で

はないため、教職員研修会で授業方法の改善として取り組んでいきたい。 

 各学科・専攻課程の「教育課程編成・実施の方針」に基づいて学生支援を充実させるた

めの、コンピュータ利用技術の向上についてはまだ、組織的な取り組みは実施していない。

「大学間連携 GP」で「短期大学士課程の職業・キャリア教育と共同教学 IRネットワーク」

の取り組みを実施する中で、今後組織的な取り組みを展開していく。 

（備付資料８１、８２） 

 

（ｂ）基準Ⅲ-Ｃ-１の自己点検・評価の課題 

 各学科・専攻課程の「教育課程編成・実施の方針」に基づいて学生支援を充実させる[短

期大学士課程の職業・キャリア教育と共同教学 IR ネットワーク]の構築について、検討し

ていくのが今後の課題である。さらに、設備の面については設置基準等に沿ったものにつ

いては当然であるが、さらに学習成果を充分に獲得させるための整備については、現場の

要望等をこれまで以上に実現していくことが今後の課題である。 

 

【テーマ】 

基準Ⅲ－Ｄ 財的資源 

基準Ⅲ－Ｄの自己点検・評価の概要（要約と改善計画） 

（ａ）基準Ⅲ－Ｄの自己点検・評価の要約 

少子化の影響を受けて、本学もそれまでに無かった入学者の減少を、平成２０年度 平

成２１年度と引き続き経験した。それを踏まえ平成２２年度より学生募集対策を強化した

結果、入学者は顕著に増加、回復基調へ転じ、以降の年度は好調に推移している。 
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（ｂ）基準Ⅲ－Ｄの自己点検・評価の改善計画 

  これからも学生数の確保は切実な経営課題であり、その為に年々変化していく環境に対

応した具体的対策を毎年講じていき、財務の安定へとつながるよう改善計画していく。 

 

【区分】 

基準Ⅲ－Ｄ－１ 財的資源を適切に管理している。 

基準Ⅲ－Ｄ－１の自己点検・評価の概要（現状と課題） 

（ａ）基準Ⅲ－Ｄ－１の自己点検・評価の現状 

 入学者の質の向上及び量の増加対策の一環として、精華学園１００周年記念奨学金制度

を平成２２年度より導入、奨学費として約６０百万円の費用が増加したが、それ以上に入

学者が顕著に増加し、以後入学者増を維持している為、表Ⅲ-１１のとおり、学生生徒等納

付金は平成２２年度に回復基調に転じ、以降の年度は好調に推移している。（提出資料１７） 

資金収支では、翌年度繰越支払資金より前年度繰越支払資金を差し引いた資金（現金預

金）は、表Ⅲ-１１のとおり毎年度増加している。また、校地校舎取得引当特定預金（第２

号基本金）として毎年２０百万円ずつ積み立てしており、将来の施設維持拡充も考慮に入

れて資金面では安定して推移している。 

消費収支では、表Ⅲ—１１の通り、帰属収支差額及び当年度消費収支共に収入超過で推移

している。 

 

表Ⅲ-１１ 精華女子短期大学の資金収支・消費収支   （単位 千円） 

資金収支 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

学生生徒等納付金収入 712,337 695,905 681,079 

（a）前年度繰越支払資金 1,723,303 1,853,241 1,977,896 

（b）翌年度繰越支払資金   1,853,241   1,977,896   2,135,342 

(b)-(a) 差引（現金預金） 129,938 124,655 157,446 

消費収支 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

帰属収支差額 151,580 105,603 105,604 

当年度消費収支 87,093 56,909 85,604 

 

 消費収支は各年度ともに収入超過であり、年度毎に収入支出の各科目の増減及びその理

由について把握している。 

貸借対照表では、運用資産は、表Ⅲ-１２の通り、順調に増加しており、将来の教育用資

金、施設資金として確保している。同様に、基本金の部と消費収支差額の部をたした正味

資産も増加しており、自己資本を確保している。資産も順調に増加しており、総合的に健

全に推移しているものと判断している。 
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     表Ⅲ-１２   精華女子短期大学の貸借対照表     （単位 千円） 

貸借対照表 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

運用資産 2,473,121 2,617,776 2,670,262 

正味資産 3,426,359 3,531,962 3,637,567 

資産 4,017,718 4,081,558 4,191,557 

 

 学園全体で見ても、高校で平成 24年度に看護専攻科棟建設した為、表Ⅲ-１３のとおり、

当該年度は資金収支・消費収支で支出超過となっているが、帰属収支差額では、各年度と

も収入超過であり（提出資料１７）また、運用資産・正味資産・資産も順調に増加してお

り（提出資料１８）、学園全体としても健全に推移しているものと判断している。 

 

   表Ⅲ-１３  精華学園の資金収支・消費収支・貸借対照表  （単位 千円） 

資金収支 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

学生生徒等納付金収入 1,328,011 1,363,816 1,331,548 

（a）前年度繰越支払資金 2,594,106 2,584,183 2,698,232 

（b）翌年度繰越支払資金 2,584,183 2,698,232 2,964,680 

(b)-(a) 差引（現金預金） △9,923 114,049 266,448 

消費収支 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

帰属収支差額 287,106 260,147 172,849 

基本金組入額 △408,193 △257,188 △77,719 

当年度消費収支 △121,087 2,958  95,130  

貸借対照表 平成２4年度 平成２５年度 平成２６年度 

運用資産 3,341,875 3,497,655 3,554,634 

正味資産 7,296,693 7,556,840  7,729,690  

資産 8,123,408 8,331,768  8,490,021  

 

 本学の運用資産、自己資本、資産の増加状況、残高を考慮し短期大学の存続を可能にす

る財政は維持されていると判断している。 

 退職給与引当金については、１００％引当計上している。また、運用資産については、

平成１７年資産運用規程を作成しその規程に基づき、銀行預金公共債等元本保証型にて運

用している。（備付資料１０１） 

 本学の教育研究経費比率は、平成２４年度２４．５３％、平成２５年度２７．７３％と、

平成２６年度 ２８,１５％常時２０％を超えている。（備付資料８５） 

 また、教育研究用の施設設備及び学習資源（図書等）についても、予算策定の段階で吟

味検討し、毎年安定的に資金配分している。平成２４年度は、情報機器実習室２室（３１

４教室、３１５教室）のパソコンの入れ替え（総数１０６台）を行い、情報関係の授業の

充実に寄与している。平成２５年度は、１、２、３号館のトイレ改修を行った。平成２６

年度は、１２０調理実習室の調理台、映像設備の入れ替えを行った。 

 本学の定員充足率については、平成２１年度は総収容定員を満たすことが出来なかった
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が、その後の入学者数の回復により各学科・専攻課程の入学定員（幼児保育学科１５０名、

生活科学科食物栄養専攻１００名、生活科学科生活総合ビジネス専攻５０名、専攻科保育

福祉専攻３５名）収容定員（幼児保育学科３００名、生活科学科食物栄養専攻２００名、

生活科学科生活総合ビジネス専攻１００名、専攻科保育福祉専攻３５名）については、専

攻科保育福祉専攻の定員が若干割れている以外は、いずれも定員を充足し、かつ教育環境

等に配慮した適切な在学生数の状況である。 

 また、定員充足率が割れた平成２１年度についても、資金（現金預金）は増加し、消費

収支も収入超過となっており、予算の段階から収入支出差の調整には取り組んでいる。 

万が一、短期の定員充足率割れが続いた場合でも、現在保有している運用資産 自己資本・

資産のそれぞれの残高及び予算策定時の収入支出差の調整機能を考慮し、財務体質は健全

に維持出来るものである。 

 

（ｂ）基準Ⅲ－Ｄ－１の自己点検・評価の課題 

 今後学生募集がますます厳しくなる中で、これまで以上に外部資金の獲得を目指す方法

等について組織的に検討していく必要がある。 

 

基準Ⅲ－Ｄ－2 量的な経営判断指標等に基づき実態を把握し、財政上の安定を確

保するよう計画を策定し、管理している。 

基準Ⅲ－Ｄ－2の自己点検・評価の概要（現状と課題） 

（ａ）基準Ⅲ－Ｄ－2の自己点検・評価の現状 

 多くの短期大学法人が併設大学の学部傘下や、短期大学単独の法人は四年制大学設置へ

と組織を改編しているが、本学は今後も短期大学として、併設校との５年間（専攻科を含

めると６年間）の接続教育の強化を行っていくことで、学園としての使命を果たしていく

方針である。 

 本学の強みとしては、第一に、全ての学科・専攻で国家資格を始め、多種多様な免許・

資格の取得が可能であり、その取得率が高いこと、第二に、その取得率の高さと進路支援

体制が整備されている中で、就職率が高いこと、第三に、学外実習やインターンシップ等

を始め、丁寧な学習指導の中で、実力アップが図られていること、第四に、クラスアドバ

イザー制度等の学生支援体制が整っており、学生の主体的活動が活発で学生満足度が高い

こと、第五に、地域、社会との交流･連携活動が活発で、地域貢献ができていること、そし

て、本学近郊の同じ福岡市内に併設高校を有していることがあげられる。  

 本学の弱みとしては、多くの短期大学が抱えている問題でもあるが、近年の女子学生の

四年制大学志向や、地元志向の強まりから福岡県以外からの入学者が減少気味となってい

ることである。本学入学者の出身地は、九州、沖縄、山口が主であるため、今後の入学者

の確保の面から、地元の学生に加え、県外からの学生募集の対策強化を検討していく必要

がある。 

 今後の計画としては、学園創立１１０周年に向けて、平成１９年度より第２号基本金の

積立を開始している。また、平成２４年度は、短大で情報機器実習室のパソコン入替、高

校で看護専攻科棟を建設した。平成２５年度は、短大で１、２、３号館のトイレ改修、高

校で本館の空調、衛生設備工事及び武道館の耐震工事を行った。平成２６年度は、１１０
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周年記念の一環として、高校で住吉寮の土地建物購入及び改修を行った。これに第２号基

本金を使用した。また引き続き第２号基本金は積立している。予算の策定にあっては、各

学科・専攻課程の学生数及び教員数を計算式のなかに入れており、学生数並びに教員数の

割合が反映されており、バランスはとれている。 

 毎年度始めに理事会で承認された事業計画の説明が全教職員に対し行われ、財務情報に

ついても、大学ホームページに掲載されている財務情報の公開や、学園報で公開されてい

る。また、年に数回行われている教職員研修会でも、理事長より経営状況についての説明

と現在短期大学が置かれている現状等についての講話がある。その内容に対し自由に質疑

が出来る機会が与えられており、理事会と教職員の目的意識と危機意識の共有は行われて

いる。 

（ｂ）基準Ⅲ－Ｄ－２の自己点検・評価の課題 

 １８歳人口の減少に伴い、就学者の確保は切実な経営課題であり、入学者の増減が、学

園の財務に大きく影響するものと考えている。今後、就学者数確保の為、地元の学生に加

え、県外からの学生募集の対策強化を検討していくのが課題である。また、教育環境の整

備、教職員の資質向上の為の研修の充実、入学者募集活動充実等による学生生徒募集に力

を入れて財務の向上を図っていきたい。 

 

基準Ⅲについての特記事項 

 特になし。 
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 【基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス】  

 短期大学の教育の使命を果たすために、積極的にリーダーシップとガバナンスが発揮さ

れていることを明確に示す。 

 理事長を中心とする管理運営組織が、経営責任の視点に立って学習成果を焦点とした短

期大学の向上・充実を目指していることを明確に示す。 

 財務等の情報公開を通じて、社会に説明責任を果たし、関係者の理解と協力が得られる

よう努めていることを明確に示す。 

  

■基準Ⅳの自己点検・評価の概要（要約と行動計画） 

（ａ）基準Ⅳの自己点検・評価の要約 

学校法人精華学園は、寄附行為の前文に記載された学園の使命を果たすために、精華女

子短期大学と精華女子高校を設置している。理事長は、学園創設者の掲げた建学の精神の

継承者として、法令を遵守して寄附行為及び規則・規程等を整備し、図Ⅳ−１に示すような

理事会を中心とするガバナンス体制において、理事会を本学園における意思決定及び合意

形成の最高議決機関と位置づけ、リーダーシップを発揮し本学園を適切かつ健全に経営し

ている。また、理事長の諮問機関である企画運営会議を通して短期大学の教学の運営に直

接的に関与し、学習成果を焦点とした短期大学の向上・充実に努めている。 

学長は理事会に委譲された本学の教学に関する業務を遂行するために、教授会を中心と

する教育研究運営体制においてリーダーシップを発揮している。 

とりわけ、「学位授与の方針」」及び「教育課程編成・実施の方針」に関わる学務審議

会、並びに「入学者受け入れの方針」に関わる入学審議の議長として、学習成果を中心と

する教育の質の向上を推進している。なお、企画運営会議は、理事会が学長に委譲した教

育研究活動業務を点検評価し、教学におけるＰＤＣＡサイクルの役割を果たすとともに、

本学における理事長と学長の権限の適正な分担と円滑な執行を可能にしている。 

 理事会を中心とするガバナンス体制は、監事による業務及び財産状況の監査、及び理事

会の議決事項の評議員会への諮問等により点検され、運営業務の改善計画に資するＰＤＣ

Ａサイクルが整備されている。また本学は、理事会及び評議員会で合意された事項の中か

ら、私立学校法及び学校教育法施行規則に従って財務及び教育に関する情報をホームペー

ジ等で公開しており、ステークスホルダーに対する説明責任を果たしている。 

 

（ｂ）基準Ⅳの自己点検・評価に基づく行動計画 

本学は、図Ⅳ−１に示すガバナンス体制により、適切かつ健全に運営されている。今

後、このガバナンス体制において、理事会、評議員会、監事を中心とした大学業務全般

のＰＤＣＡサイクル、並びに教授会及び企画運営会議を中心とした教育研究活動のＰＤ

ＣＡサイクルを効果的に運用して、理事長と学長のリーダーシップの適正な分担と円滑

な執行のもとに、学習成果を中心とした本学教育の質の向上に努めるとともに、財務及

び教育に関する情報を開示して、ステークホルダーに対する説明責任のさらなる明確化

を図る予定である。 
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 [テーマ]  

基準Ⅳ-Ａ 理事長のリーダーシップ 

基準Ⅳ—Ａの自己点検・評価の概要（要約と改善計画） 

（ａ）基準Ⅳ—Ａの自己点検・評価の要約 

理事長は、学園創設者が掲げた建学の精神の継承者として、建学の精神及び教育理念

を具現化するために本学園教職員を指揮している。また、本学園の使命を果たすために、

法人本部、女子短期大学、女子高等学校の運営全般にリーダーシップを発揮して、学園

内の高大連携を推進して本学園の安定した経営を実現している。 

理事長は、短期大学及び私立学校に関わる諸団体の役員及び委員の活動並びに研修会

への参加を通して常に新しい情報の収集に勉め、我が国の高等教育機関の現状を弁えて、

本学の管理運営のみでなく教学活動に直接的に関与し、理事長の諮問機関である企画運

営会議を介して、短期大学の学習成果及び教育の質の向上に努めている。 

理事長は、理事会を本学園の意思決定及び合意形成の最高議決機関と位置づけ、私立

学校法や短期大学設置基準等の各種法令を遵守しながら、適切に選任された理事会構成

員を主宰して本学園及び本学の運営に必要な重要案件を審議・決定し、本学園及び本学

を健全かつ適切に運営している。また、監事の理事会への出席及び理事会決定事項の評

議員会への諮問等を通して、法人のみでなくステークホルダーの利益も取り入れたガバ

ナンス体制の構築に心がけるとともに、学校教育法施行規則及び私立学校法に従って教

育情報及び財務情報を開示して、ステークホルダーへの説明責任を果たしている。 

 

（ｂ）基準Ⅳ—Ａの自己点検・評価の改善計画 

 理事長のリーダーシップは、理事会を中心とする適切なガバナンス体制のもとに発揮

図Ⅳ−1 学校法人精華学園及び精華女子短期大学のガバナンス体制 
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されており、とくに課題はない。 

 

[区分] 

基準Ⅳ-Ａ—１ 理事会等の学校法人の管理運営体制が確立している。 

基準Ⅳ-Ａ—１の自己点検・評価の概要（現状と課題） 

（ａ）基準Ⅳ-Ａ—１の自己点検・評価の現状  

理事長は、平成２年に本学園の理事に選任され、翌年に常務理事となり、平成５年５

月の理事会において全会一致で理事長に推挙された。以来２２年間、本学園を代表して、

法令を遵守して理事会を主宰し、学校法人全般にリーダーシップを発揮しその業務を総

理している。理事長は、本学園の建学の精神の継承者として、建学の精神及び教育理念

を具現化するために本学園教職員を指揮するとともに、入学式、卒業式をはじめ学生、

保護者、教職員の参加する集会、並びに本学園及び本学の出版物等において建学の精神

を説いている。また、本学園寄附行為前文に記載された本学園の使命を果たすために、

法人本部、女子短期大学、女子高等学校を置き、この組織を束ねて運営全般に適切にリ

ーダーシップを発揮するとともに、学園内の高大連携を推進し経営の安定化を図ってい

る。 

理事長は、日本私立短期大学協会常任理事をはじめ、私立学校に関わる多くの組織の

役員及び諸委員会委員長等を歴任し、学校法人の管理運営について熟知している。また、

管理運営等に関わる研修会等に積極的に参加して常に新しい情報の収集に勉め、安定し

た本学園の経営に貢献している。また、我が国が置かれている高等教育機関の現状を弁

えて、本学の運営のみでなく教学活動にも積極的に取組み、理事長の諮問機関として企

画運営会議を設けて本学の管理運営の適正かつ円滑な執行を図るとともに、学習成果及

び教育の質の向上に努めている。すなわち、企画運営会議は、本学の管理運営に関する

重要な事項を審議するとともに、学長が理事会に提出した教学に関する事業計画に沿っ

て各学科・専攻、各種委員会、施設組織、事務局等が作成した年度目標、中間報告、年

度報告を点検・評価することにより、本学教学活動のＰＤＣＡサイクルにおいて重要な

役割を果たしている。さらに、理事長は、毎週、学長、法人本部長、副学長、事務局長

を招集して定例会を開き、情報及び意識の共有を図っている。（備付資料８６） 

理事長は、本学園における意思決定及び合意形成の最高議決機関である理事会を主宰

して本学園を適切に運営している。理事会は、私立学校法第３８条を遵守した本学園寄

附行為第６条の定めるところにより選任された、短期大学長、高等学校長、評議員のう

ちから評議員会において選任された理事２名、学園設立者の縁故者のうちから理事会に

おいて選任された理事２名、及び前記の理事の過半数によって選任された理事２名の計

８名によって構成されている。理事会構成員は、建学の精神及び教育理念を理解し、短

期大学の健全な経営について学識及び見識を有している。 

理事長は、本学園理事会会議規則に従って、理事会を運営している。理事会は、毎年

度１０回程度開催され、理事長を議長として、学園の経営方針、将来計画、諸規程の整

備、予算・決算、事業計画・報告、人事等の重要業務に関する諸案件を審議し、業務の

意思決定を行っている。理事長は、理事会に先立ち毎回、学園内理事で構成される常任

理事会を開催し、理事会で審議する議題について事前に整理している。更に、本学園寄
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附行為第７条に従って理事会毎に２名の監事の出席を要請して理事会を中心とした本学

のガバナンスの点検を求めるとともに、毎会計年度終了２ケ月以内に、監事の監査を受

け理事会の議決を経た決算及び事業の実績（財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事

業報告書）を評議員会に報告し、その意見を求めている。本学は、理事会及び評議員会

で合意された事項の中から、私立学校法及び学校教育施行規則の定める所に従い財務情

報及び教育情報の公開を行っている。さらに、学校教育法施行規則第 172 条の 2 に従っ

て教育情報を開示するとともに、私立学校法に従って財務情報を公開し、ステークホル

ダーへの説明責任を果たしている。理事会は、短期大学の事業計画、中間報告、事業報

告、予算・決算、会則の改正等を通して本学のＰＤＣＡサイクル及び自己点検評価に関

与するとともに、短期大学基準協会による第三者評価の受審を推奨し、第三者評価に対

する役割を果たし責任を負っている。 

なお、本学園寄付行為第１０条に役員の解任及び退任について規定を定め、その２−

⑶項に学校教育法第９条の事由を掲げている。 （提出資料２３ 備付資料９０、９１） 

 

（ｂ）基準Ⅳ—Ａ—１の自己点検・評価の課題 

 特に課題はない。 

 

[テーマ] 

基準Ⅳ-Ｂ 学長のリーダーシップ 

基準Ⅳ-Ｂの自己点検・評価の概要（要約と改善計画） 

（ａ）基準Ⅳ-Ｂの自己点検・評価の要約 

 学長は理事会から委譲された権限を行使し、本学の教育と研究に関する業務をつかさ

どり、教職員を統監している。学長のリーダーシップは、図Ⅳ−１に示すガバナンス体制

の中で発揮されている。 

 学長は、教学に関する最高審議機関として位置づけられた教授会の議長として本学の

教育研究活動を指揮するとともに、各種委員会及び事務組織を統監している。とりわけ

「学位授与の方針」及び「教育課程編成・実施の方針」に関わる学務審議会、ならびに

「入学者受け入れの方針」に関わる入学審議会においては、議長として教育活動の行動

計画、実施、点検、改善を直接的にリードする体制を整えている。さらに、ガバナンス

体制を円滑に作動させるために、副学長を置き、学長、副学長（専攻科長兼務）、学生部

長（学科長兼務）、広報部長、学科・２専攻長、事務局長からなる「八者会議」を定期的

に開催して、本学の教学運営に関する状況報告と意見を汲み上げるとともに学長の方針

を伝達している。 

 学長は、年度毎、教育研究活動に関する事業計画を策定し理事会の承認を得るととも

に、理事会における中間報告、事業報告を通して教育研究活動の点検・改善を行ってい

る。各学科・専攻及び各種委員会は、この事業計画に従って当該年度の活動目標を立て

る。活動目標は、理事長の諮問機関として位置づけられた企画運営会議で諮られ、企画

運営会議における中間報告及び年度報告により実施状況が点検・評価される。すなわち

企画運営会議は、理事長が大学の教育研究活動に関する理解を深め、学長に委譲した業

務を点検して教学におけるＰＤＣＡサイクルの役割を果たし、理事長と学長の権限の適
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正な分担と円滑な執行を可能にしている。 

 

（ｂ）基準Ⅳ-Ｂの自己点検・評価の改善計画 

 本学の諸規程に基づき確立された上述の教学運営体制に基づき、学長は直接的に教育

活動の行動計画、実施、点検、改善に関わり、率先して学習成果及び教育の質を向上さ

せるための改善計画を進めている。そのため毎年始めの教職員研修会において学長講話

を行い、教職員の理解と意識の共有を図り、本学教育の質の向上にむけて改善を進めて

いる。 

 

 [区分] 

基準Ⅳ-Ｂ—１ 学習成果を獲得するために教授会等の短期大学の教学運営体制

が確立している。 

基準Ⅳ-Ｂ—１の自己点検・評価の概要（現状と課題）                   

（ａ）基準Ⅳ—Ｂ—１の自己点検・評価の現状 

学長は、「本学園理事会業務委任規則」第４条に基づいて理事会から委譲された権限

を行使し、学則に基づいて教授会を適切に運営するとともに各委員会を統監して本学の

教学に関する業務全般にリーダーシップを発揮している。学長は、本学園の寄附行為第

１６条に基づき平成２２年に選考され、履歴書及び研究業績調書に示すように高等教育

機関における豊富な学識経験を有している。しかし、学長就任以前の短期大学勤務歴が

ないので副学長を置き業務を補完している。学長は建学の精神に基づき、短期大学の教

員の質を保証するため、年度始めに事業計画を提案し、年度の教育目的・目標を明確に

して、教育研究を推進し短期大学の向上・充実に向けて努力するとともに、いつも学生

や教職員の声に耳を傾け民主的かつ真摯に本学の教育研究の質及び学習成果の向上に努

めている。（提出資料２３、９２） 

学長は、教授会を学則等の規定に基づいて開催し、短期大学の教育研究上の審議機関

として適切に運営している。教授会は、学則第８章第４３条において「本学に教学に関

する最高審議機関として教授会を置く」と規定されている。教授会の審議事項は第４４

条に規定しており、以下のとおりである。 

(1) 教育課程に関すること 

(2) 授業科目修了の認定に関すること 

(3) 学生の指導及び賞罰に関すること 

(4) 学生の入学・退学・転学・休学・復学・卒業・留学等に関すること 

(5) 学則及び諸規程に関すること 

(6) その他、学長が必要と認める事項。 

 教授会の議事録は、毎回、教授会開催に先立って指名される議事録署名人によって確

認され、整備されている。 

 また、本学には学長を議長とする教授会、学務審議会、入学審議会が設定されており、

本学の教育研究活動に係る事項や、三つの方針（学位授与、教育課程編成・実施、及び

入学者受け入れの方針）、学生の進学・卒業事案（学習成果）などの教学事項について審

議検討している。さらに教学関係の審議に先立ち、学長、副学長（専攻科長兼務）、学生
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部長（学科長兼務）、広報部長、学科・２専攻長、事務局長による「八者会議」を開催し、

審議事項等その他の骨子案を整合している。また、学則第４６条には、「教授会には各種

委員会を置く」と規定しており、各種委員会等を設置し委員会に基づいて適切に運営し

ている。学務審議会には教務委員会、学生委員会、国際交流センター、図書委員会、エ

クステンションセンター委員会等で検討された議題が、また、入学審議会には入試実施

委員会、入学広報委員会等で検討された議題が提出され審議検討している。学務審議会

や入学審議会で検討された審議内容は通常、第３水曜日に開催される教授会に議題とし

て提出され日常的に学長のリーダーシップのもと、短期大学・教育研究の審議機関とし

て適切に運営されている。なお、教授会の下に設置された教学に関する各種委員会及び

運営組織を図Ⅳ−２に示している。（備付資料-９３、９４、９５、９６、９７）  

 

図Ⅳ−２ 各種委員会及び運営組織 

 

 

 

 

（ｂ）基準Ⅳ—Ｂ—１の自己点検・評価の課題 

 学生の学習成果獲得のためには、学習、生活、進路等について一人ひとりの学生への

丁寧できめ細やかな支援が求められる。各々の支援を充実させるために教授会をはじめ、

各学科・専攻、各種委員会、各部署が組織的に連携し、学習、生活、進路等の支援体制

の強化を更に進めたい。 

  

【テーマ】 

基準Ⅳ－Ｃ ガバナンス 

基準Ⅳ－Ｃの自己点検・評価の概要（要約と改善計画） 

（ａ）基準Ⅳ－C の自己点検・評価の要約 

 本学園及び本学は、理事会を意思決定及び合意形成の最高議決機関と位置づけ、経営

の責任者である理事長及び教学の責任者である学長が、理事会を中心とするガバナンス
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体制により、私立学校法を始めとする法令を遵守して、寄附行為及び各種の規程を整備

し、建学の精神に則り学校法人及び短期大学を適切かつ健全に運営している。この理事

会を柱に、ガバナンス体制のチェック機構である監事、評議員会、外部監査等は、それ

ぞれ適切に機能し、事業計画の執行、予算・決算の管理、適正表示、資産運用の管理、

情報公開等も、基準Ⅳ－C－1、基準Ⅳ－C－２及び基準Ⅳ－C－３に示すような方法で適

切に行われている。すなわち、評議員会や監事等を含む本学園のコーポレート・ガバナ

ンス体制は確立され、ステークホルダーに対する説明責任が果たされている。 

 

（ｂ）基準Ⅳ－Ｃの自己点検・評価の改善計画 

 本学園及び本学は、教育関係を取り巻く環境が厳しい中、併設校との協力体制を強固

にしていくことで、経営状況について適切かつ健全に運営されており、現時点では特に

大きな問題はないが、将来に目を向けると、全国的な少子化と女性の高学歴志向が進行

して短期大学への志願者減少が続いており、将来、経営的問題が生じる場合が起こるこ

とも予測されるので、そのような場合も想定した将来計画の検討を始めていく必要があ

る。 

 

［区分］ 

基準Ⅳ－Ｃ－1 監事は寄附行為の規定に基づいて適切に業務を行っている。 

基準Ⅳ－Ｃ－1 の自己点検・評価の概要（現状と課題） 

（ａ）基準Ⅳ－Ｃ－1 の自己点検・評価の現状 

 監事は、本学園寄附行為第７条１項に依って理事会において選出された候補者の中か

ら、評議員会の同意を得て理事長によって選出され、以下の各項目の監査内容について、

適切に職務を遂行している。 

（１）本学園法人の業務及び財産の状況について 

 過去３ヶ年の監事の監査状況は次の通りである。 

  ①平成２４年度の監査状況 

平成２５年５月２９日（水）実施 

計算書類、諸帳簿等の監査実施。決算内容については特に問題はなかった。 

  ②平成２５年度の監査状況 

平成２６年５月２８日（水）実施  

計算書類、諸帳簿等の監査実施。決算内容については特に問題はなかった。 

  ③平成２６年度の監査状況 

平成２７年５月２７日（水）実施  

計算書類、諸帳簿等の監査実施。決算内容については特に問題はなかった。 

 

（２）本学園法人の業務及び財産の状況について 

監事は、平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度の理事会で、すべてに出席し、

その中で業務及び財産の状況について適宜意見を述べている。 

また、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後２ヶ月以内に理事会及

び評議員会に提出している。決算内容について特に問題はないとの報告があった。 
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過去３ヶ年の監査報告書の理事会及び評議員会への提出日は次の通りである。 

 

平成２４年度 平成２５年５月３０日（木） 

平成２５年度 平成２６年５月２９日（木） 

平成２６年度 平成２７年５月２８日（木） 

なお、文部科学省が開催している研修会に毎年参加して、研修を行っている。 

（備付資料９９） 

 

（ｂ）基準Ⅳ－Ｃ－1 の自己点検・評価の課題 

 上記の通り、監事は本学園寄附行為に従い適切に業務を行っており、この項目につい

ては特に課題は無い。 

 

基準Ⅳ－Ｃ－２ 評議員会は寄附行為の規定に基づいて開催し、理事会の諮問機

関として適切に運営している。 

基準Ⅳ－Ｃ－２の概要（現状と課題） 

（ａ）基準Ⅳ－Ｃ－２の自己点検・評価の現状 

 評議員会は私立学校法に基づき本学園寄附行為第２２条により、選任した２２人の評

議員（定数１６〜２６）で構成され、理事８人の２倍を超える人数で組織されている。

運営についても私立学校法４２条及び本学園寄附行為第２０条の規定に基づき、財務関

係に関する事項、事業計画、本学園寄附行為に関する事項等、重要な案件は全て評議員

会の議決を経て実行しており、理事会の諮問機関として適切に運営され機能している。 

 評議員会の開催については、定例会として、毎年２回（５月、３月）、臨時会としては、

過去３年間で平成２４年１０月に役員人事（監事交代）についての１回が開催された。 

 過去３ヵ年の評議員会開催状況は次の通りである。 

①平成２４年５月３０日（水） 

評議員選任について、事業報告について、決算報告について、情報ビジネス科廃止

について、学事報告 

②平成２４年１０月２日（火） 

役員人事について 

③平成２５年３月２９日（金） 

教育要綱について、評議員選任について、事業計画について、予算について、諸岡

川改修工事関連について、学事報告 （備付資料１００） 

④平成２５年５月３０日（木） 

評議員選任について、事業報告について、決算報告について、学事報告 

⑤平成２６年３月２８日（金） 

教育要綱について、人事について、評議員選任について、事業計画について、予算

について、学事報告 

⑥ 平成２６年５月２９日（木） 

評議員選任について、事業報告について、決算報告について、学事報告、近況報

告 
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⑦ 平成２７年３月２７日（金） 

教育要綱について、評議員選任について、事業計画について、予算について、 

学事報告 

 

（ｂ）基準Ⅳ-Ｃ-２の自己点検・評価の課題 

 上記の通り、評議員会は本学園寄附行為の規定に基づいて開催され、適切に運営を行

っており特に課題等は無い。 

 

基準Ⅳ—Ｃ—３ ガバナンスが適切に機能している。 

基準Ⅳ—Ｃ—３の自己点検・評価の概要（現状と課題） 

（ａ）基準Ⅳ—Ｃ—３の自己点検・評価の現状 

 本学園及び本学が、社会の公器として、本学園寄附行為の全文及び本学学則第１条に

掲げるミッションを果たし、継続的に発展するためには、理事長を中心としたガバナン

ス体制（意思決定、合意形成のシステム）が健全に機能することが前提であり、Ⅳ—Ｃ—

１及びⅣ—Ｃ—２ではその機能をチェックする監事・監査及び評議員会の役割について自

己点検を行ってきた。一方、少子化及び高学歴化が進行し、厳しい経営環境に置かれて

いる短期大学においては、経営効率のみでなく経営的倫理の観点からも理事長を中心と

する経営システムの確立が必要である。ここではその視点に立ち、主として事業計画並

びに経理・財務の観点から現状を点検する。 

 本学園及び本学は、中・長期計画に基づき、将来を踏まえた方向性をもとに、次年度

の事業計画と予算の要望を関係部署に提出させ、集約、検討を行った後、理事会に諮り

決定している。また、年度末の３月に理事会で決定した事業計画については、理事長、

学長より、予算については、事務局長より速やかに４月に教職員へ伝達している。 

 本学は理事会で決定された毎年度の事業計画の実行及び予算執行を計画的に履行する

ため、理事長諮問の企画運営会議を設けている。企画運営会議においては、年度初めに

事業計画に従って部門ごとに年度目標を定め、その目標に向かって教育及び業務を行っ

ている。またその内容を検証するため、年度途中には中間報告を、年度末には目標達成

度の報告を行っている。これらを検証し、更に次年度計画への参考にしている。この様

な体制が確立しており本学のガバナンスは適切に機能している。 

 予算執行については、起案書に見積書等を添付して、関係の長・課長以上の者に稟議

された後、理事長の決裁を受けて執行されている。出納業務は、毎日残高を合わせ、会

計課員より会計課長に報告されている。毎日の出納状況は、不符合等事故が発生しない

かぎり、理事長には特に報告しないが、基本月１回の業者払等については、支払明細表

を会計課長より理事長に提示し、支払決済を受けている。 

 計算書類、財産目録等は、会計システムを利用し、収入支出を科目毎、日々入力して

いる。建物、備品等の資産の減価償却についても、会計システムを活用し、管理を行っ

ている。伝票については、会計課長、事務局長にて検印し、多重チェックされている。

監査法人の監査は毎年定期的に行われており、その中で計算書類、財産目録等がチェッ

ク指導され、経営状況、財政状況は適正に表示されている。 

 さらに、平成１６年度より、公認会計士と監事の決算の打合せを定期的（年１回）に
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行うことにした。 

 実施日は、平成２４年度：平成２５年５月２９日、平成２５年度：平成２６年５月２

８日、平成２６年度：平成２７年５月２７日であった。公認会計士、監事、会計責任者

が集まり、決算年度の財務状況等を文書にしたものを公認会計士が説明し、それについ

て理解し話し合いを行っている。 

 資金運用については、平成１７年作成の資産運用規程に基づき、安全かつ適正に運用

している。管理については金融資産残高一覧表により、預入先、金額等を管理している。

（備付資料１０１） 

 寄付金の募集については、学園創立１００周年記念事業を目的として、平成１９年６

月１日から平成２１年１２月３１日まで募集した。その後は平成２５年度より、本学ホ

ームページ（高校ホームページ含む）に寄付金募集の趣旨と使途を明記し、個人並びに 

法人を対象に幅広く募集を行っている。 

学校債の募集は実施していない。 

 予算の執行状況については、月次の試算表を毎月作成し、定例会にて会計課長より理

事長へ報告されている。 

 教育情報、財務情報の公開については、平成１７年に本学園書類閲覧規則を作成し、

規則に基づき閲覧出来るようにしている。また、短期大学ホームページ上にても、教育

情報及び財務情報の公開を行っている。さらに、学園報にも掲載し、加えて学内にも掲

示している。 

（備付資料１０２） 

 

 （ｂ）基準Ⅳ—Ｃ—３の自己点検・評価の課題 

   上記のように、事業計画、経理・財務及び情報公開の観点からも、本学のガバナン

ス体制は機能しており、現状では課題はない。しかし、今後に向けて、私立短期大

学が置かれている現状を充分に踏まえ、将来計画等の更なる充実を計ることが、重

要になってくると思われる。 

 

基準Ⅳについての特記事項 

特になし。 

選択的評価基準 

２.職業教育の取り組みについて 

基準（１）短期大学における職業教育の役割・機能、分担を明確に定めている。 

（ａ）短期大学の職業教育の役割・機能、分担に関する自己点検･評価の現状 

 本学は、本学園の建学の精神『仏教精神に基づく人格教育』に則って掲げた『誠・和・

愛』の教育理念のもと、社会人としてふさわしい人間性と教養を持ち、社会で自立して

貢献できる女性の育成を目的として教育を行っている。自立の手段として、幼児保育学

科、生活科学科食物栄養専攻、生活科学科生活総合ビジネス専攻、及び専攻科保育福祉

専攻の学科・専攻を置き、それぞれの学科・専攻に関わる分野における職業教育を行っ

ている。 
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特に、幼児保育学科は保育者養成施設として、生活科学科食物栄養専攻は栄養士養成

施設として、専攻科介護福祉専攻は介護福祉士養成施設として、また、生活科学科生活

総合ビジネスは各種職業の実務者教育を通して職業教育を実施しており、学校教育法第

１０８条に定める短期大学の役割・機能を果たしている。また、平成２３年度より各学

科・専攻課程全てに教育課程としてのキャリア教育科目が設置され、従来までの教育課

程外でのキャリア教育と併せて、系統的にキャリア教育を展開できるようになり、学生

支援課における就職支援体制の強化（専門職員の充実）も加えて、短期大学設置基準第

３５条の一部改訂に対応した社会的・職業的自立を図る全学的体制が築かれている。特

に、専攻科保育福祉専攻においては、早期に独自のキャリア形成プログラムを立案、実

施しており、その効果があがっており、開設以来、１０年間、１００％の就職率を維持

している。 

（提出資料１、２） 

 

（ｂ）短期大学の職業教育の役割・機能、分担に関する課題 

 短期大学における職業教育の役割・機能、分担は法令に基づいて行われており、さら

にその役割・機能を強化していくのが課題である。 

 

（ｃ）短期大学の職業教育の役割・機能、分担に関する改善計画 

 高等教育機関における教育改革が進行する最中、これからも、社会の要請、中央教育

審議会の審議の動向を注視し、短期大学の役割・機能、分担を明確に定め、本学におけ

る職業教育の改善を遂行する計画である。 

 

基準（２）職業教育と後期中等教育との円滑な接続を図っている。 

（ａ）職業教育と後期中等教育との接続に関する現状 

後期中等教育との接続を円滑にするために、大学案内に本学の各学科・専攻課程にお

ける職業教育の状況を詳細に示すとともに、「入学者受け入れの方針」を分かりやすく記

述している。また、高等学校への職業ガイダンスも積極的に行い、本学の職業教育に支

障のない基礎学力を持ち、目的意識の明確な学生を確保するよう、一般入試、推薦入試、

AO 入試を実施している。また、本学園の併設高校からの入学者が、全学生のおよそ３０％

近くに達する現状をふまえて、併設高校との間に設置した高短連携部会で両校の教員が

定期的に話し合い、さらに入学前の導入教育を行って、円滑な接続に努めている。また、

全ての入学者に対して「入学前課題」を提示し、高等学校から、各学科・専攻課程に入

学してくる心構えや意欲を形成し、円滑な接続に努めている。また、生活科学科食物栄

養専攻では、入学後、化学の基礎学力の乏しい学生には補習授業を行うなど、リメディ

アル教育も行っている。 

 

（ｂ）職業教育と後期中等教育との接続に関する課題 

 少子化に伴い、職業意識、目的意識、学習意欲、学習習慣の低い学生の入学が増加し

ており、その対策が課題である。 
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（ｃ）職業教育と後期中等教育との接続に関する改善計画 

導入教育を併設校だけでなく、入学予定者全員に対して行うことも検討する必要があ

るので、その具体的方策の検討を行っていく。 

 また、併設高校との間に設置した高短連携部会において議論を深め、短期大学の職業

教育と後期中等教育との接続を円滑にするためのモデルを作成する計画である。 

 

基準（３）職業教育の内容と実施体制が確立している。 

（ａ）職業教育の内容と実施体制の現状 

 本学の各学科・専攻課程は、職業に密接した学科・専攻課程であり、そこでの教育の

大半が職業教育となっており、各教員がそれぞれの学科・専攻課程の目指す職業に向け

た教育の役割を担っている。とくに、幼児保育学科、生活科学科食物栄養専攻、及び専

攻科保育福祉専攻は、それぞれ、保育者養成施設、栄養士養成施設及び介護福祉士養成

施設として、関係法令に即してその実施体制が整っており、生活科学科生活総合ビジネ

ス専攻は各種職業の中から医療事務、ファッション販売、観光サービスを中心とした実

務者資格の取得を通して職業教育を実施している。 

 また、各学科・専攻課程で設けられているキャリア教育科目等において、学長よりキ

ャリア教育について講話を行い、自己のキャリアにおける職業観を形成し、職業教育の

基盤としている。 

 本学では、学生の多様な職業選択のニーズに対応するため、各学科・専攻課程の職業

教育と学生支援課での就職指導を有機的に活用し、職業教育を展開している。具体的に

は、各学科・専攻課程においては、各種実習、インターンシップ、ビジネスマナー教育

等を実施し、学生支援課においては、就職実践セミナーを開講し、学生支援課の職員だ

けでなく、外部からの講師も招いて、きめ細やかな指導を展開している。また、日常的

には社会人としての言葉遣いや立ち居振る舞い等の指導を実施している。 

（ｂ）職業教育の内容と実施体制の課題 

 職業教育の内容と実施体制については、大きな課題はないが、学生の質が多様化して

おり、それに対応する職業教育の内容、教育方法の改善が課題である。 

 

（ｃ）職業教育の内容と実施体制に関する改善計画 

学生の多様化に伴い、学生の状況に合わせた職業教育の内容、方法等の検討を行って

いく必要がある。これまでも各学科、専攻課程において行ってきたカリキュラムの検討、

授業の改善を引き続き続けていく。 

 

基準（４）学び直し（リカレント）の場としての門戸を開いている。 

（ａ）学び直し（リカレント）の場としての現状 

 本学では、大学、短期大学を卒業した社会人を受け入れる社会人入学制度、並びに特

定の単位を取得できなかった卒業生に対して科目等履修生、長期履修学生として受け入

れる制度を設け、学び直しの場としての門戸を開いている。また、さらに高い学習成果

を得るための学び直し（リカレント）の場として、幼児保育学科では、毎年１、２回リ

カレント講座を開設し、卒業生のみでなく、保育現場の保育者にも、その門戸を開いて
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いる。生活科学科食物栄養専攻では、卒業生に対して、管理栄養士国家試験に向けての

講座を毎年開講している。 

（ｂ）学び直し（リカレント）の場としての課題 

 ２年間で職業教育が行える短期大学にとって、生涯学習の場としてリカレント教育は、

重要であるが、社会人学生が少ないことは課題である。 

 

（ｃ）学び直し（リカレント）の場としての改善計画 

 生涯学習の場としての短期大学の役割は大きい。リカレントの場を設定しているが、

卒業生はもちろんのこと、地域社会にも呼びかけて、一般の参加者を増やし、生涯学習

の場としての短期大学の役割を果たしていく予定である。 

 

基準（５）職業教育を担う教員の資質（実務経験）向上に努めている。 

（ａ）職業教育を担う教員の資質（実務経験）向上の現状 

 教員には、毎週１日の研修日を設け、資質の向上に努めるよう奨励している。 

 幼児保育学科、生活科学科食物栄養専攻および専攻科保育福祉専攻においては、それ

ぞれの養成施設として、保育士養成関係、栄養士養成関係、介護福祉士養成関係のセミ

ナーが毎年全国と九州ブロックで開催されており、教員はそこでの研修に参加し、資質

向上に努めている。なお、適切な専任教員がいない科目については非常勤講師を採用し

ているが、その採用に際しては、各学科・専攻及び教授会のレベルのみでなく、理事長

の諮問機関である企画運営会議においても教員の資質及び実務経験を考慮して慎重に教

員を選考している。 

 

（ｂ）職業教育を担う教員の資質（実務経験）向上に対する課題 

 学生の質の多様化により、短期大学の教員の業務は極めて繁忙になり、研修日も学生

の対応に追われ、教員の資質向上に対して十分な時間が取れない教員が増えていること

が課題である。 

 

（ｃ）職業教育を担う教員の資質（実務経験）向上に対する改善計画 

 平成２４年度より、教員に業務に対する自啓録を提出させて、教員の質の向上に使用

する時間の実態の把握に取りかかった。それをもとに、改善計画を立てる予定である。

なお、平成２５年度の事業計画に研修日の有効利用を取り上げ、教員の自覚を促してい

る。 

（備付資料９８） 

 

基準（６）職業教育の効果を測定・評価し、改善に取り組んでいる。 

（ａ）職業教育の効果を測定・評価、及び改善の現状 

 学期末の授業アンケート、学生の成績評価、実習先における学生への評価、就職状況、

就職先における卒業生への評価などを職業教育の効果測定の一部として取りまとめ、授

業改善、学生の職業教育の改善に活かしている。 
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（ｂ）職業教育の効果を測定・評価、及び改善の課題 

 学習成果に基づく教育の改善の取組みは、緒についたばかりで、職業教育の効果を測

定・評価するための学習成果の量的・質的データの種類、収集、可視化方法が、確立し

ていないのが課題である。 

 

（ｃ）職業教育の効果を測定・評価、及び改善のための改善計画 

 現在、職業教育の効果を測定・評価するための学習成果の量的・質的データの種類、

収集、可視化方法について、各学科・専攻課程において検討を始めているが、それをさ

らに進め、データの質を高めていく。 

 また、本学は、文部科学省の平成２４年度「大学間連携共同教育推進事業」に採択さ

れた、九州北部７短期大学（香蘭女子短期大学、精華女子短期大学、福岡女子短期大学、

佐賀女子短期大学、西九州女子短期大学部、長崎女子短期大学、長崎短期大学）の共同

事業「短期大学士課程の職業・キャリア教育と共同ネットワーク」において、職業教育

の効果を測定・評価するための学習成果の量的・質的データの検討を進めるとともにそ

の共有化を図り、職業教育の効果につながる査定方法を確立していく。 

（備付資料７１） 
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選択的評価基準 

３．地域貢献の取り組みについて 

 

基準（１）地域社会に向けた公開講座、生涯学習授業、正規授業の開放等を実

施している。 

（ａ）地域社会に向けた公開講座、生涯学習授業、正規授業の開放等の実施に 

関する自己点検・評価の現状 

仏教精神に基づく建学の精神の柱である、『誠（まこと）・和（なごみ）・愛（じあい）』

の教育理念の伝統ある学風のもとで、２１世紀を担う人材の育成に取り組んで行くとい

う目標の下に、大学の重要な使命である「開かれた学びの場」の具現化の一つとして、

平成１５年４月１日に「精華女子短期大学エクステンションセンター規程」を制定し、

本学にエクステンションセンターを設置した。このセンターは、学生及び社会人等に対

して、対学内サービスとしての正課外教育及び対学外サービスとしての大学開放教育を

実施することを目的とし、従来から「公開講座」、「ブラッシュアップセミナー」と称し

て実施してきた正規授業科目以外の教育プログラムを組織替えし、平成１５年度から正

課外講座として、これまで培った教育のノウハウや研究の蓄積を駆使した実践的で分り

やすい内容の様々な講座を開講してきた。また本学が春日市との境界に位置しているこ

とから、平成２３年１２月に春日市と「包括的連携協定（教育交流協定）」を結び、同市

の広報紙「市報かすが」に本学の公開講座や催し物を掲載していただく等、広報活動を

展開しながら地域に根ざしたコミュニティカレッジを目指している。 

コミュニティオーケストラの定期演奏会は、平成２６年度で１２回目となった。地域

の方々に、オーケストラの団員として、また聴衆として継続してご参加いただいており、

地域に根をおろした活動となっている。キャンパスコンサートも５回目を実施した。定

期演奏会もキャンパスコンサートも、ともに多くの方々にご来場いただき、成功裡に終

えることができた。同オーケストラが確実に地域に根をおろした活動を展開している証

であると自負している。 

平成２６年度の地域社会に向けた公開講座等の実施状況は表－１～表－４のとおりで

ある。 

  

１）正課外講座 

表－１ 平成２６年度 正課外講座 

 

 講座等の名称 
開設期間 

(月/日) 

総時間数 

（時間） 

参加者 

数 
講師 

１ コミュニティオーケストラ ４／１～３／３１ １２０ ６９ 小山田真徳 

２ 「弦楽器を奏でよう！」 ４／１～３／３１ ２４ ６７ 
伊藤晶子 

井上 忍 他 

た 
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３ 「管楽器を吹こう！」 ４／１～３／３１ ２４ ７ 
金堂由樹子 

永江恵子 他 

 
４ 「和楽器を奏でよう！」 ４／１～３／３１ ２４ ３ 渡辺シズ 

５ クッキングセミナーⅠ ９／２７ ４.５ １６ 
武部幸世 

阪田直美 

６ クッキングセミナーⅡ 1１／２９ ４.５ １９ 
武部幸世 

阪田直美 

７ 健康講座「男子ごはん」 ６／７ ３.５ ４ 竹下真理子 

８ 親子食育講座 ８／６ ４ ８組 
阪田直美 

武部幸世 

９ 精華パティシエ学級 
４／１９、６／２１，１０／４， 

１２／６，２／２１ 

 

２０ 

 

１０３ 宮本英男 

 

２）精華女子短期大学コミュニティオーケストラ演奏会等 

 

表－２  定期演奏会等の開催一覧表 

演奏会名 期 日 場 所 主 催 

第 5 回キャンパス 

コンサート 

平成 26 年 

5 月 11 日 

精華学園記念館 2F 

カフェテリア 

精華女子短期大学コミュニティ

オーケストラ及びエクステンシ

ョンセンター 

第 12 回定期演奏会 
平成 26 年 

12 月 21 日 

アクロス福岡 

シンフォニーホー

ル 

精華女子短期大学コミュニティ

オーケストラ及びエクステンシ

ョンセンター 

 

 

 

３）「弦楽器・管楽器・邦楽器を奏でよう！」講座 成果発表会 

 

表－３ 「弦楽器・管楽器・和楽器を奏でよう！」講座 成果発表会 

演奏会名 期 日 場 所 主 催 

平成 26 年度 成果発表会 
平成 27 年 

3 月 8 日 

精華学園記念館 

記念ホール 

精華女子短期大学 

エクステンションセンター 
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４）公開講座 

表－４  公開講座 

講座名 期 日 場 所 主 催 

保育リカレント講座 「保育に役

立つ心理学」 

平成 26 年 

11 月 9 日 

精華女子短期大学 

320 教室 

精華女子短期大学 

幼児保育学科 

保育・子育て公開講座「子どもと

の関わりで大切にしたいこと」 

平成 26 年 

6 月 21 日 
南福岡保育園（福岡市博多区） 

精華女子短期大学 

幼児保育学科 

南区公開講座 「自我の芽生えを

大切にした子育てのヒント」 

平成 27 年 

3 月 7 日 

福岡市南区 

保健福祉センター講堂 

福岡市南区 総務部 

企画振興課 

（備付資料１０３、１０４、１０５、１０６、１０７、１０８、１０９、１１０）  

 

（ｂ）地域社会に向けた公開講座、生涯学習授業、正規授業の開放等の実施に 

関する自己点検・評価の課題 

 平成１５年度より本学では正課外講座として多くの講座を開設している。時代の要請

とともに講座の内容も変遷してきたが、当初より継続して開講する息の長い講座も少な

くない。 

 参加者が思うように集まらない講座は、その内容、日程及び広報展開等を検討する。

これは毎年行っていることである。 

 

（ｃ）地域社会に向けた公開講座、生涯学習授業、正規授業の開放等の実施に 

関する自己点検・評価の改善計画 

各学科・専攻並びに専攻科において講座内容の吟味を行うとともに、地域社会に向け

て広く情報発信を進めていく。具体的には、折り込みチラシを作成し新聞販売店に依頼

して地域住民に配布する。また、ホームページへの掲載を続け、入試広報や実習訪問、

定期演奏会などあらゆる機会を通じて講座等の告知に努める。さらに協定を結ぶ地域自

治体からも情報を流してもらう。これらは、すでに行っていることであり今後も一層力

を入れていく。 

今後も正課外講座やその他の様々な企画を提供し、豊かな人間性を育成するために地

域社会と密着した生涯学習ニーズへの対応を図るなど、地域に開かれた質の高い内容を

提供しながら地域社会と一体となった大学づくりの実現を目指していきたい。本学が真

の「地域の生涯教育拠点」となるためには、特に春日市との「包括的連携協定（教育交

流協定）」を有効に生かし、本学の持つシーズを地域に還元するのみでなく、地域のニー

ズをよく知り、ニーズに基づいたシーズ作りをすることが肝要であると考える。そうす

れば近年声高に叫ばれている「開かれた大学」、「生涯学習の場」の一端を本学が担える

ことができ、地域の文化向上にも大きく貢献できるものと確信している。 

 

基準（２）地域社会の行政、商工業、教育機関及び文化団体等との交流活動を行

っている。 

（ａ）地域社会の行政、商工業、教育機関及び文化団体等との交流活動に関する
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自己点検・評価の現状 

１）全学共通、学科ごとの地域社会との交流・連携 

全学共通、各学科・専攻課程の地域社会の行政、商工業、教育機関及び文化団体

等との交流・連携は多岐にわたっている。平成２６年度の活動は、表－５のとおりであ

る。 

 

表－５ 地域社会の行政、商工業、教育機関及び文化団体等との交流活動 

学科名 項   目 

全学共通 

1 春日市との連携（春日市包括的連携協定（春日市教育交流協定）の推進、本学の公開講座・催し物に 

関する「市報かすが」への掲載） 

2「南区大学連絡会議」（福岡市南区総務部企画振興課）への参加（楽しかおおはし、南区大学情報バンク、 

南区大学公開講座など） 

3 福岡県新社会推進部社会活動推進課への情報提供（福岡県生涯学習情報提供ｻｲﾄ「ふくおか生涯学習 

ひろば」、「生涯学習月間」） 

4 福岡市南区大橋商店街主催事業への出演（ﾊﾛｳｨﾝ･ｺｽﾌﾟﾚﾊﾟｰﾃｨｰ in 大橋商店街に和太鼓部） 

5 近隣公民館等への情報提供（コミュニティオーケストラ） 

6 地域自治会・保育施設への情報提供・連携（絵本の読み聞かせ会） 

7 高等学校への教育支援及び交流 

 8 短期大学コンソーシアム九州事業への参加 

幼児保育学科 

専攻科 

保育福祉専攻 

1 春日市日の出町自治会子育て支援活動「子育てサロン」への参加 

2 南福岡保育園における保育・子育て公開講座「子どもとの関わりで大切にしたいこと」 

3 近隣保育施設での児童劇公演・実践研究交流 

4 学園祭児童劇及びバザー（近隣保育施設よりの観劇参加) 

5 保育リカレント講座「保育に役立つ心理学」（保育所・幼稚園勤務者の参加） 

6 近郊ディサービスセンター、地域自治会での介護予防講座、レクリエーション活動 

「せいかよかよか倶楽部」（専攻科）  

7 地域関係者「介護職実践セミナー」（専攻科） 

8 3 短大合同介護職実践セミナー（九州大谷短期大学、西九州大学短期大学部）（専攻科） 

9 介護・障がい者（児）施設へのボランティア活動（専攻科） 

10 介助犬団体との交流「学園祭・介助犬育成募金」 

生活科学科 

食物栄養専攻 

1 春日市教育委員会主催事業への参加（春日市立春日中学校（食育学習会、お弁当の日） 

2 家庭料理技能検定試験会場の提供・運営協力 

3 精華女子高校との連携交流「学園祭バザーのコラボレーション」 

生活科学科 

生活総合 

ビジネス専攻 

1 久留米市農政部農政課（学園祭を通しての農産物販売、地元農産物のアピールと地場産業の支援） 

2 各種検定会場の提供・運営貢献（NPO 法人全国美術デザイン専門学校教育振興会：色彩士検定、日本商 

 工会議所：日商 PC 検定、（財）実務技能検定協会：秘書技能検定・ビジネス文書技能検定・サービス接

遇検定） 

3 精華女子高校との連携交流「高校生のための秘書検定セミナー」 
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（ｂ）地域社会の行政、商工業、教育機関及び文化団体等との交流活動に関する

自己点検・評価の課題 

表－５にある多くの事項が継続して実施しているものである。交流・連携の内容につ

いては、担当部署が随時見直しを行いながら実施している状況であるが、交流・連携の

内容については、さらなる発展の余地がある。 

 

（ｃ）地域社会の行政、商工業、教育機関及び文化団体等との交流活動に関する

自己点検・評価の改善計画 

春日市や福岡市などの地域行政、商店街や町内会などのコミュニティ、さらには子育

て、介護、食育、農政など本学の専門性を活かした交流と連携の接点をこれからも強固

にしつつ、さらに新しい展開を模索していく。 

 

基準（３）教職員及び学生のボランティア活動等を通じて地域貢献している。 

（ａ）教職員及び学生のボランティア活動等を通じての地域貢献に関する自己点

検・評価の現状 

前記（２）で掲げた地域社会の行政、商工業、教育機関及び文化団体等との交流・連

携活動のうち多くの活動は、教職員及び学生の自発的参加・協力により実施されており、

無償かつ社会公益性を持っており、ボランティア活動とも言える。 

また、表－５の活動の他に、コミュニティオーケストラ第 5 回キャンパスコンサート

の実施、地域清掃活動の実施、学園祭における募金活動（生活総合ビジネス専攻、専攻

科）、ペットボトルキャップ回収活動、博多警察署による「飲酒運転撲滅キャンペーン」

への活動協力などを実施している。 

 

（ｂ）教職員及び学生のボランティア活動等を通じての地域貢献に関する自己点

検・評価の課題 

 本学の学生の多くは高校時代より地域清掃活動などに参加し、ボランティアの精神と

その公益性についてはよく理解している。短期大学という本学の特性上、課外で公益に

服す時間には制限があり、必ずしも思い描く社会貢献ができていない。 

 

（ｃ）教職員及び学生のボランティア活動等を通じての地域貢献に関する自己点

検・評価の改善計画 

多忙な中でも取り組みが可能なボランティア情報を提供し、さらにその活動実績を可

視化することで周囲への参加意識を促す。すでにホームページや掲示板等に地域清掃活

動やキャンペーン協力などを掲載している。 


