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は じ め に 
 

平成 26 年度の「自己点検・評価報告書」を作成した。短期大学基準協会の指針、様式に則っている

ことは当然ながら、短期大学の置かれた状況、社会の要請などを十分に考慮した内容になっているも

のと確信している。 

 高等教育の一端を担う短期大学の使命を考える時、地域性、また、その地域との強い連携の必要性

を自覚せざるを得ない。それぞれの短期大学には個性があり、また、独自、固有の事情、問題がある

ことを前提にした上で、なお、それらが地域性と密に関連していることはほぼ自明のことであろう。

本学もそれを自覚した上で、教育、研究の向上を目指し、学園の施設・教育機器の整備を進める一方、

教育力の向上、教員の研究の充実のためのハード、ソフト両面のインフラ充実を図っている。 

その一環として、FD、SD 活動を推進しつつ、教員の研究論文集のみならず学生にも研究や創作、身

体表現の発表の機会を設けるなど配慮し、また、それらを学外にも発信している。他大学との共同研

究、なかでも、GP による信州大学との提携、地域高等学校との交流、さまざまな地域社会への貢献活

動も多彩に実行中である。平成 25 年 10 月に創設した地域連携センターの機能も与って、まさに地域

社会と共にあるということを、さまざまな活動をとおして実践しようという方針を体現してきたと自

負するものである。 

しかしながら、これらとて、理想、目標とする水準にはいまだ遠く、本学の本来の力が存分に発揮

されているとはいいがたい。加えてこれまでに得られた成果、経験知ですら、教育、研究によく循環、

還元し、活用が十二分になされているかという点には、謙虚な反省といっそうの向上努力が必要と実

感している。特に、学生の教育については、本学に受け入れた以上、各自が社会に出て良き市民とし

て通用すべく教育する責務があり、それを本学の使命の第一義と捉え、不断にその向上に尽力し続け

ていく覚悟である。 

平成 26 年度において特に注力した点は、建学の精神が現社会においても十分時宜に適っていること

を再確認するとともに、本学の教育の目指す方向をより明確にすべく、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ポリシーを改定したこと、「学校教育法」の改正に沿

って学内のガバナンス・責任体制を改めたこと、それにともなう学則、規程の整備を先取りして行っ

たことなどであるが、並行して教育、研究の充実、向上に全学挙げて継続的に取り組んだことはいう

までもない。 

今回の自己点検で把握された諸点について、長所は維持、さらにいっそうの強化を目指し、一方、

短所、不足の点はその改善に努め、可及的速やかにそのための具体的解決策を実行していく。そうし

て本学の教育が常に理想に近づくように、全学一致して対処していく所存である。 

最後に、「自己点検・評価報告書」作成に参画された全教職員に感謝申し上げたい。とりわけ、平成

27 年に本学が第三者評価を受けることとなっているために、例年以上に厳しい時間の制約を余儀なく

されながら、膨大な検証作業をこなし総合的な取りまとめの任に当たられた関係委員のご尽力には満

腔の敬意と謝意を表したい。 

全教職員によるこの作成作業の労が報われるためには、本報告書の趣意を全員が共有し、一人ひと

りが使命感を持って具体策の実行を推進していく以外にないことをあらためて痛感し、小役がそのリ

ーダーシップを果たす決意であることを申し上げ、深甚なる謝意に代えたいと思う次第である。 
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この自己点検・評価報告書は、一般財団法人短期大学基準協会の第三者評価を受

けるために、上田女子短期大学の自己点検・評価活動の結果を記したものである。 
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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（1600 字程度） 

①学校法人の沿革 

年 月 日 内     容 

昭和 42 年３月 25 日 本州女子短期大学幼児教育科認可（定員 100 人） 

昭和 42 年３月 25 日 幼稚園教諭免許状授与課程認定 

昭和 42 年４月１日 学校法人本州大学本州女子短期大学開学 

昭和 43 年２月 21 日 厚生省から保母養成校指定認可 

昭和 48 年３月 28 日 

 

学校法人上田女子短期大学設置認可（定員 100 人） 

理事長 北野次登、学長 鈴木鳴海 

昭和 53 年２月 22 日 上田女子短期大学附属幼稚園設置認可 

昭和 53 年４月１日 上田女子短期大学附属幼稚園開園 

昭和 62 年 12 月１日 法人名を学校法人北野学園に変更 

平成 27 年４月１日 名誉理事長に北野次登、理事長に小池明就任 

 

②上田女子短期大学の沿革 

年 月 日 内     容 

昭和 46 年３月 31 日 本州女子短期大学「紀要」第１号発刊 

昭和 48 年４月１日 本州大学本州女子短期大学を引き継ぐ 

上田女子短期大学開学（定員 100 人） 

昭和 49 年３月 31 日 名称変更 上田女子短期大学「紀要」第２号刊行 

昭和 49 年４月１日 校歌制定（吉川静夫作詞、吉田 正作曲） 

昭和 49 年９月 30 日 体育館完成 

昭和 50 年４月１日 児童文化研究所設置 

昭和 51 年２月 12 日 幼児教育科入学定員変更認可（100 人→150 人） 

昭和 52 年３月 31 日 ロッカールーム完成、正門・玄関前ロータリー整備 

昭和 52 年４月１日 研究生制度の開設 

昭和 54 年３月 31 日 上田女子短期大学 児童文化研究所「所報」第１号発刊 

昭和 55 年 1 月 24 日 独立附属図書館棟完成・開館 

昭和 58 年１月 17 日 国文科設置認可（定員 80 人）  

昭和 58 年２月８日 中学校教諭二種免許状（国語）課程認定 

昭和 58 年４月１日 国文科設置（定員 80 人） 

昭和 59 年７月 12 日 国語国文学会設立 

昭和 60 年３月 31 日 上田女子短期大学 国語国文学会「学海」第１号発刊 

昭和 60 年４月１日 学長に西尾光一就任 

昭和 60 年４月 10 日 第１回中国特別研究生受入れ（２名） 

昭和 61 年１月 13 日 校舎（本館）の増改築、学生ホール増築 

昭和 61 年３月５日 学生寮（紫苑寮）完成 

様式 4－自己点検・評価の基礎資料 
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昭和 62 年４月１日 図書館司書・図書館司書教諭養成課程の開設 

昭和 62 年４月１日 コース制導入実施 

平成１年４月１日 北野奨学金基金設立 

平成５年４月１日 学長に京極興一就任 

平成７年５月 31 日 北野講堂、研究棟、学生ラウンジ完成 

平成９年４月 20 日 図書館増改築 

平成９年 11 月４日 上田女子短期大学創立 25 周年記念式典 

平成 13 年４月１日 学長に松田幸子就任 

平成 14 年３月 31 日 校舎（本館）の耐震工事完了、学生ホール増築 

平成 14 年４月１日 学科名称変更（幼児教育科→幼児教育学科、国文科→日本文化学科） 

平成 14 年４月１日 国語国文学会廃止 

平成 14 年４月１日 訪問介護員２級課程開設 

平成 14 年５月 31 日 階段教室棟（森の教室）完成 

平成 14 年７月１日 観光文化研究所開設 

平成 15 年３月 10 日 ハワイ州立大学との短期留学制度提携 

平成 15 年３月 31 日 上田女子短期大学 観光文化研究所「所報」第１号発刊 

平成 15 年５月 30 日 上田女子短期大学創立 30 周年記念式典 

平成 16 年１月７日 総合文化学科が地域総合科学科として適格認定 

平成 16 年３月 31 日 上田女子短期大学 幼児教育学科「保育者養成年報」第１号

発刊 

平成 16 年４月１日 学科名称変更（日本文化学科→総合文化学科） 

平成 17 年３月９日 学生寮（紫苑寮）増改築 

平成 17 年９月 30 日 茶室（信養庵）完成 

平成 19 年９月 30 日 総合文化学科が地域総合科学科達成度評価にて適格認定 

平成 21 年３月１日 (財)短期大学基準協会による第三者評価にて適格認定 

平成 21 年８月 26 日 グアム大学との短期研修制度提携 

平成 22 年４月１日 学長に小池明就任 

平成 25 年 10 月１日 地域連携センター開設 

平成 25 年 10 月 26 日 上田女子短期大学創立 40 周年記念式典 

平成 26 年４月１日 観光文化研究所を総合文化研究所に変更 
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（2）学校法人の概要 

 学校法人が設置するすべての教育機関の名称、所在地、入学定員、収容定員及び

在籍者数 

学校法人が設置するすべての教育機関    （平成27年５月１日現在） 

教育機関名 所在地 入学定員 収容定員 在籍者数 

上田女子短期大学 
〒386-1214 

長野県上田市下之郷乙 620 
230 460 381 

上田女子短期大学 

附属幼稚園 

〒386-1214 

長野県上田市下之郷乙 602 
70 210 169 

 

（3）学校法人・短期大学の組織図 

 

3-1 専任・非常勤教職員数 

① 専任教員数（平成27年５月１日現在） 

学科 教授 准教授 講師 助教 助手 合計 

幼児教育学科 ５ ３ ３   11 

総合文化学科 ４ ３    ７ 

教養・教職課程 １  １   ２ 

合計 10 ６ ４ ０ ０ 20 

 

② 非常勤教員数（平成27年５月１日現在） 

学科 客員教授 講師 合計 

幼児教育学科 １ 21 22 

総合文化学科  25 25 

合計 １ 46 47 

 

③ 専任事務職員数（平成27年５月１日現在） 

 男 女 合計 

専任事務職員 ７ 11 18 

 

④ 非常勤事務職員数（平成27年５月１日現在） 

 男 女 合計 

非常勤事務職員 ３ ６ ９ 
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3-2 組織図（教職員全員） 

 

国際交流委員会

総合文化研究所運営委員会

（幼教）実習委員会

（総文）実習委員会

ＦＤ委員会

図書館・紀要委員会

アドミッション委員会

ＩＴ・セキュリティ委員会

人事選考委員会

ハラスメント防止委員会

児童文化研究所運営委員会

北　野
学　園

広報課

図書館

児童文化研究所

幼児教育学科

総合文化研究所

学校法人北野学園　組織図                                                                                       平成27年５月１日現在

教務委員会

学生委員会

進路サポート委員会

法人本部

教授会

職員

ＡＬＯ委員会

教諭

自己点検評価委員会

ポジショニング策定委員会

進路サポート課

研究倫理委員会

ＳＤ委員会

評議員会

理事会

地域連携センター

上田女子短期大学
附属幼稚園　園長

上田女子短期大学
学長

総合文化学科

総務委員会

学生支援課

総務課

監事

じょう
常任理事会
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（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） 

上田市の人口推移（長野県推計人口 各年10月１日現在） 

 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 

上田市人口 159,597 159,137 158,548 157,551 156,852 

対前年人口増減 -344 -460 -589 -997 -699 

 

 学生の入学動向：学生の出身地別人数及び割合 

4-2-1  学生の入学動向（過去の実績と未来の予測） 

18歳人口の減少、さらには景気の持ち直しにともない、高等学校卒業者の就職状況が好

転したことで、短期大学入学者は減少の傾向にある。しかし、本学の過去５年の学生数は

200名超へ向かい微増してきている。 

今後は幼児教育学科と総合文化学科それぞれの教育内容のさらなる充実に努めるととも

に、地域から信頼され、必要とされ、愛される短期大学としての特色を効果的に広報する

ことによって、高校生の進路としての役割を十分果たすことができる。 

 

4-2-2 学生の入学動向（学生の出身地別人数及び割合） 

地域 

22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

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 

（％） 

長野県 138 79.3 140 81.4 155 86.1 175 84.5 170 82.1 

新潟県 27 15.5 23 13.4 21 11.7 25 12.1 24 11.6 

その他 9 5.2 9 5.2 4 2.2 7 3.4 13 6.3 

合計 174 100.0 172 100.0 180 100.0 207 100.0 207 100.0 

 

 地域社会のニーズ  
上田市が、平成26年11月に公表した 「第二次上田市総合計画市民アンケート調査結果」

のまとめにおいて、以下のように述べられている。 

  本調査の実施を通じて、産業面や健康・福祉など様々な意見が寄せられた。特に上

田市は、豊かに自然に囲まれ、かつ気候が安定しており、自然災害が少ないために今

後も住み続けたいと考える住民が多数を占めていた。また、上田市には上田城など歴

史的・文化的な資源のほか、新鮮で美味しい農産物、くるみやそば、鮎料理をはじめ

とする地元食も豊富にあるなど、今後生かすべき魅力が数多く存在している。 
     一方で、住民が重要と考えているものの、満足度が低い傾向にあった施策として、 

商業・商店街への支援や中小企業・地場産業支援、就業機会の創出、地域医療体制の

構築、高齢者福祉などがあげられるなど、こうした分野への対応が今後の課題といえ

る。 

    第二次総合計画策定に向けて、「笑顔あふれる美しいまちなみ」や「住民が『健康』

で『幸福』に暮らせる上田市」の実現を目指すためにも、「自助(市民力)」、「共助(地

域力)」、「公助(行政力)」による精神で、住民・地域・行政がともに連携し、実行して

いくことが求められる。 
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 このようなニーズに対し、本学も地域の一員・地域に根ざした高等教育機関として、幼

児教育学科では、保育者養成をはじめとした幼児教育・社会福祉の専門職養成や、子育て

支援事業を実施し、総合文化学科では、図書館司書、ブライダルや観光業で活躍できる人

材の育成を行っている。さらに附属図書館や地域連携センターにおいては、上田市立図書

館とのレファレンスサービス等の連携強化や、さまざまな学生ボランティアの派遣などを

通じて、地域に求められる人材を育て、その社会的使命を果たしていくものである。 
 

 地域社会の産業の状況 

上田市は市内を２分して流れる千曲川に並行して上信越自動車道、北陸新幹線、しなの

鉄道及び国道 18 号が走り、長野地域と首都圏を結ぶ重要な交通網を構成し、穏やかな気候

と地形に恵まれ、農林業、商工業、観光等がバランスよく発展している。 

農業は、少雨多照な自然条件を活かし、りんごの生産や、菅平などでは高原野菜のレタ

ス、白菜等の生産が盛んである。 

商業は、近年、上田市郊外及び新線道路沿いに大型店の出店が増えている。 

工業は、戦前は、蚕糸業が全盛を誇っていたが、近年は産業構造も大きく変わり、輸送

用機械、一般機械、電気機械などの加工組立型製造業が中心となっている。また、地域に

おける新産業創出と新技術開発を目指し、大学と企業による事業化・企業化に結びつける

ために、浅間テクノポリス地域センター・浅間リサーチエクステンションセンター・信州

ＴＬＯなどによる産学官連携を推進している。 

観光は、上田市郊外には信濃国分寺の遺構や、塩田平には国宝や重要文化財の仏閣など

がある。上田盆地の西縁部には、別所、鹿教湯温泉、霊泉寺、大塩、田沢、沓掛などの温

泉地が点在しており、年間を通じて観光客が訪れている。またラクビー等の合宿地として

名高い菅平高原のほか、湯の丸高原やビーナスラインで結ばれている美ヶ原高原は、自然

公園として多くの観光客に親しまれている。 
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 短期大学所在の市区町村の全体図 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上田市全体図 

 

 



上田女子短期大学 
 

9 
 

（5）課題等に対する向上・充実の状況 

 

① 前回の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 

評価領域Ⅰ 建学の精神・教

育理念、教育目的・教育目

標 

 教育目的と教育方針とを

区別し、教育目的をより一

層明確にする工夫が望まれ

る。 

教育目的については学則第

一条に定めるところであ

り、その後変更していない

が、「キャンパスガイド」に

おいては、教育理念ととも

に教育目的についても明確

に記述し、三つのポリシー

（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）の策定

とともに、「キャンパスガイ

ド」にも各ポリシーを明記

した。また、オリエンテー

ションや必修科目「学問へ

の招待」の授業においても、

教育目的、教育方針につい

て具体的に説明するよう配

慮した。さらに、平成 26 年

度は総合文化学科の入学前

教育に、教育目的、教育方

針に関する課題を盛り込ん

だ。 

教育理念を含め、教育目的、

教育方針に対する学生の理

解度が深まった。 

事務組織において一人の担

当者が多くの業務を兼務し

ている状況がみられるの

で、組織機能の充実を図る

ような工夫が望まれる。 

事務組織の変更により、一

人の担当者が多くの業務を

兼務している状況の改善を

図るとともに、人事異動を

定期的に行うことにより、

組織機能の充実を図った。 

事務組織の変更及び定期的

な人事異動により、一人の

職員が複数の業務を行える

体制になりつつある。 
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② 上記以外で、改善を図った事項について 

改善を要する事項 対策 成果 

   

   

   

 

 

③ 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短

期大学は、留意事項及びその履行状況を記述する。 

該当なし。 
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（6）学生データ（学校基本調査のデータを準用） 

 

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 

（各年度５月１日現在） 

学科等の名称 事項 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 備考 

幼児教育学科 

入学定員 150 150 150 150 150 

 

入学者数 108 124 121 142 120 

入学定員 

充足率（％） 
72 82 81 94 80 

収容定員 300 300 300 300 300 

在籍者数 211 228 239 263 254 

収容定員 

充足率（％） 
70 76 80 87 84 

総合文化学科 

入学定員 80 80 80 80 80 

 

入学者数 64 56 86 65 59 

入学定員 

充足率（％） 
80 70 108 81 73 

収容定員 160 160 160 160 160 

在籍者数 137 125 142 153 127 

収容定員 

充足率（％） 
85 78 89 95 79 

 

② 卒業者数（人） 

（各年度３月 31 日現在） 

区分 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

幼児教育学科 93 100 101 113 114 

総合文化学科 83 63 65 53 81 

 

③ 退学者数（人） 

（各年度３月 31 日現在） 

区分 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

幼児教育学科 ６ ７ ９ ５ 14 

総合文化学科 ５ ５ ４ １ ４ 
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④ 休学者数（人） 

（各年度３月 31 日現在） 

区分 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

幼児教育学科 ８ ６ ７ ６ 10 

総合文化学科 ６ ５ ３ ４ ７ 

 

⑤ 就職者数（人） 

（各年度３月 31 日現在） 

区分 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

幼児教育学科 82 90 97 111 109 

総合文化学科 54 49 51 46 65 

 

⑥ 進学者数（人） 

（各年度３月 31 日現在） 

区分 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

幼児教育学科 ２ ２ ２ ０ ０ 

総合文化学科 ５ ２ １ ０ ４ 
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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 

 

① 教員組織の概要（人） 

（平成 27 年５月１日現在） 

学科等名 

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 

幼児教育学科 ５ ３ ３  11 10 
 

３  22 
教育学・保

育学関係 

総合文化学科 ４ ３   7 ５  ２  25 文学関係 

教養・教職 １  １  ２ －      

（小計） 10 ６ ４  20 ①15  ③５    

〔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〕 

      ②４ ④２    

（合計） 10 ６ ４  20 ①＋②19 
③＋④ 

７ 
   

 

② 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 15 11 26 

技術職員 1 0 1 

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 18 11 29 
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③ 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

（㎡） 

在籍学生

一人当た

りの面積

（㎡） 

備考

（共用

の状況

等） 

校舎敷地 12,577   12,577 

4,600 47 

 

運動場用地 6,908   6,908  

小計 19,485   19,485  

その他 17,954   17,954  

合計 37,439   37,439  

 

④ 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（共用の

状況等） 

校舎 6,542   6,542 3,850  

 

⑤ 教室等（室） 

（平成 27 年５月１日現在） 

講義室 演習室 実験実習室 
情報処理学習

室 
語学学習施設 

   10    10        １     ２    ０ 

 

⑥ 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 
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⑦ 図書・設備 

（平成 27 年３月 31 日現在） 

学科・専攻

課程 

図書 

〔うち外国

書〕 

学術雑誌 

〔うち外国書〕（種） 
視聴覚資

料 

（点） 

機械・器具 

（点） 

標本 

（点） 
 

（冊） 

 電子ジャー

ナル〔うち

外国書〕 

 

全学 

77,615 

(2,029) 

78 

(１) 

０ 

 

3,792 28 4,316 

 

計 

77,615 

(2,029) 

78 

(１) 

０ 

 

3,792 28 4,316 

＊学術雑誌の内、継続受け入れ中は 73 タイトル。  

＊機械・器具は貸出用ノートＰＣ、メトロノーム、紙芝居等舞台等。 

＊標本は紙芝居、仕掛け絵本、パネルシアター、エプロンシアター、楽譜等。 

（平成 27 年５月１日現在） 

図書館 
面積（㎡） 閲覧座席数 収納可能冊数 

1,226㎡ 160席 100,000冊 

体育館 

面積（㎡） 体育館以外のスポーツ施設の概要 

1,131 ㎡ 
グラウンド(１)・テニスコート(２)・ゴ

ルフ練習場(１) 
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（8）短期大学の情報の公表について 

① 教育情報の公表について 

 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 

本学ホームページ上で公開している。 

http://www.uedawjc.ac.jp/outline/zaimu.html 

2 
教育研究上の基本組織に関す

ること 

本学ホームページ上で公開している。 

http://www.uedawjc.ac.jp/outline/zaimu.html 

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 

本学ホームページ上で公開している。 

http://www.uedawjc.ac.jp/outline/zaimu.html 

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 

本学ホームページ上で公開している。 

http://www.uedawjc.ac.jp/outline/zaimu.html 

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 

本学ホームページ上で公開している。 

http://www.uedawjc.ac.jp/outline/zaimu.html 

6 

学修の成果に係る評価及び卒

業又は修了の認定に当たって

の基準に関すること 

本学ホームページ上で公開している。 

http://www.uedawjc.ac.jp/outline/zaimu.html 

7 

校地、校舎等の施設及び設備そ

の他の学生の教育研究環境に

関すること 

本学ホームページ上で公開している。 

http://www.uedawjc.ac.jp/outline/zaimu.html 

8 
授業料、入学料その他の大学が

徴収する費用に関すること 

本学ホームページ上で公開している。 

http://www.uedawjc.ac.jp/outline/zaimu.html 

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 

本学ホームページ上で公開している。 

http://www.uedawjc.ac.jp/outline/zaimu.html 

 

② 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 

本学ホームページ上で公開している。 

http://www.uedawjc.ac.jp/outline/zaimu.html 
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（9）各学科・専攻課程ごとの学習成果について 

 学習成果をどのように規定しているか。 

(1)幼児教育学科 

幼児教育学科の学習成果は、まず、専門職としての保育者にふさわしい知識・技能を身

につけていることである。 

幼稚園教諭二種免許状及び保育士資格の取得に必要な科目を履修することで、専門職と

しての保育者にふさわしい知識・技能を身につけることができる。また、本学科では全学

生に幼稚園教諭二種免許状の取得を求めており、さらに教育職に就くことを目指す者とし

て、子どもの学びを支え、自らも学びを深められることが望まれる。 

次に、対人関係が基本となる専門職として、他者との関わりを重視している。特に、他

者の存在を受け止め、コミュニケーションを図れることが求められる。保育のみならず、

心理・福祉関連科目をとおして他者との関わりのあり方を学ぶ。 

そして、音楽や美術、言語による表現のあり方について原理的な理解を深めつつ、子ど

もの表現に対する理解、また、学生自身の表現技術を向上させ、実践的に役立てられるこ

とが求められる。専門職としての保育者にとって、表現への理解は不可欠であり、本学科

でも特に重視するものである。 

以上をもとに、社会に有為な実践力のある保育者となることを学生に求めている。 

なお、上記の学習成果は、学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に反映されている。 

 

(2)総合文化学科 

総合文化学科で学ぶ学生の卒業時の学習成果は、建学の精神「敬愛・勤勉・聡明」をも

とに、地域社会で活躍する有用な女性人材となることである。 

学科の教育課程（教養科目及び専門教育科目）の学習をとおして、次の学習成果の獲得

を期待する。 

Ⅰ．汎用的学習成果 

１．ホスピタリティ精神に裏付けられたコミュニケーション能力 

２．自己の個性を十分に発揮するためのプレゼンテーション能力 

３．考える力や想像する力を養う能力  

Ⅱ．専門的学習成果 

１．「なりたい私」になるために必要な免許・資格・検定の取得 

２．卒業後の進路に対応する教養 

３．「卒業研究」の完成を通しての探求力 

 

 どのように学習成果の向上・充実を図っているか。 

(1)幼児教育学科 

幼児教育学科では、学習成果の向上・充実のために、第１に「幼児保育」「心理福祉」「芸

術（音楽・美術）」のコース制を導入している。各コースには必修科目と多くの選択科目を

配し、学生が希望のコースの学びを深め、得意分野を有するように支援している。また、

取得可能な資格としては、教育保育に関わる２つの免許・資格のほかに、レクリエーショ

ン・インストラクターと介護職員初任者研修のカリキュラムを用意して充実を図っている。 
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第２に、本学入学予定者に対しては、２月の「入学準備プログラム」において、短期大

学での学び全体に関することと、保育者になるための学習の心構えを説明している。加え

て、学力把握と基礎学力向上を目的とした学習課題を「入学準備プログラム」で配布し、

「プレ・オリエンテーション」で回収、入学後の学習支援に役立てている。「プレ・オリエ

ンテーション」では、教育目的に沿ってカリキュラムの概要の説明を中心に行っている。

さらに、１年次後期からはじまる進路セミナーにおいて、基礎学力向上とコミュニケーシ

ョン能力を含む社会人基礎力の向上に努めている。また、自治体や他大学との連携事業や

情報交換、及びコースやゼミナールによる地域社会でのボランティア活動や芸術発表活動

を支援し、社会に出てからの実践力と表現力の向上に努めている。 

第３に、１年次の「基礎ゼミナール」ではゼミナール担当教員が主に学習面で支援を行

い、２年次の「卒業研究ゼミナールⅠ」「卒業研究ゼミナールⅡ」では「卒業研究」の指導

を行うことで、学習成果の向上・充実に努めている。しかし、「卒業研究」は専門分野以外

の教員が担当することもしばしばあるため、平成 27 年度より学生がより専門的に卒業研究

の内容を深められるような制度へと移行することを決定した。 

 

(2)総合文化学科 

総合文化学科では、地域総合科学科としての多様性に対応しながらも、学習成果を低下

させないように工夫を重ねているところである。また、講義系科目と連動させつつ、演習、

実技、実習といった体験的科目の充実に配慮することによって、実践力の養成を図ってい

る。「卒業研究」の完成により、学生が互いに学習成果の達成度を確認する機会にもなって

いる。 

なお、上記学習成果については、また「卒業研究」の完成、卒業研究発表会の開催によ

って、互いに達成度を確認する機会にもなっている。今後は、フィールド（51～52 頁参照）

ごとの達成度を設定するなどして、学生の学習意欲保持にも目を配らなければならない。

また、当然ながら、ＦＤ活動の成果も存分に活かさなければならない。 
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（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 

 オフキャンパス（実施していれば記述する） 

 該当なし。 

 

 遠隔教育（実施していれば記述する） 

平成 21 年度より、信州大学との戦略的連携事業の一環として、遠隔システム（テレビ

会議システム）を利用した授業の「相互乗り入れ」及び、平成 22 年度に同大学と締結した

単位互換協定に基づく「単位互換」を実施している。平成 26 年度に実施された「相互乗り

入れ」授業では、本学開講の「保育教材と指導計画の研究」及び信州大学教育学部開講の

「臨床教育学概論」の授業間で、テレビ会議システムを使って、両大学の学生が共通の課

題でグループ討議や制作活動を行い、意見交換等を行った。 

また、平成 26 年度の「単位互換」は、本学前期開講の「保育内容総論」を信州大学教

育学部の学生１名が受講し、信州大学後期開講の「発達と教育Ｃ」を本学の学生２名が受

講した。 

 

 通信教育（実施していれば記述する） 

 該当なし。 

 

 その他の教育プログラム（実施していれば記述する） 

平成 21 年度に締結した戦略的連携支援事業協定の一環として、本学では、上記の遠隔

授業等の取り組みのほか、平成 22 年度からは、信州大学の公開講座として開催されている

「幼児キャンプ教室」の運営に本学の学生も共同で参画し、野外教育活動における幼児の

成長の過程を実践的に観察し、指導する機会を設けている。平成 26 年度は、６名の学生が

幼児キャンプに参加した。これらの取り組みは、とりわけ、幼児教育学科の学生において、

乳幼児期から小学校までの育ちを見通す保育者の育成を目指した教育プログラムの一つと

なっている。 
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（11）公的資金の適正管理の状況 

 公的資金の適正管理の方針及び実施状況を記述する（公的研究費補助金取扱いに

関する規程、不正防止などの管理体制など）。 

公的資金の適正管理については、平成 19 年 10 月制定の「研究機関における公的研究費

の管理・監査のガイドライン」に示された科学研究費助成事業等の運営・管理基準に基づ

き行うほか、就業規則、出張旅費規程等により行っている。また、使用に当たっては研究

者とよく相談をしながら実施している。平成 26 年２月に、「研究機関における公的研究費

の管理・監査のガイドライン」が改正されたことにともない、平成 27 年３月に使用ルール

の作成・公表など、管理体制の整備を行った。 
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（12）理事会・評議員会の開催状況（平成 24 年度～平成 26 年度） 

 

区分 

開催日現在 

の状況 開催年月日 

開催時間 

出 席 者 数 等 
監事の 

出席状況 
定員 

現員 

（a） 

出席理事

数（b） 

実出席率      

（b/a） 

意思表示  

出席者数 

理
事
会 

8 人 

6 人 
平成 24 年 5 月 24 日 

14：30～15：20 
5 人 83.3％ 0 人 2／2 

6 人 
平成 25 年 1 月 16 日 

14：00～16：10 
5 人 83.3％ 0 人 1／2 

6 人 
平成 25 年 3 月 6 日 

13：00～14：30 
5 人 83.3％ 0 人 2／2 

6 人 
平成 25 年 5 月 25 日 

11：00～11：50 
5 人 83.3％ 0 人 2／2 

6 人 
平成 25 年 5 月 25 日 

14：00～14：30 
5 人 83.3％ 0 人 2／2 

6 人 
平成 25 年 10 月 26 日 

10：00～11：00 
5 人 83.3％ 0 人 1／2 

6 人 
平成 26 年 2 月 22 日 

11：00～11：40  
5 人 83.3％ 0 人 1／2 

6 人 
平成 26 年 5 月 24 日 

11：00～11：50 
4 人 66.7％ 1 人 2／2 

6 人 
平成 26 年 5 月 24 日 

15：00～15：40 
4 人 66.7％ 1 人 2／2 

6 人 
平成 26 年 11 月 27 日 

11：00～13：00 
4 人 66.7％ 2 人 2／2 

6 人 
平成 27 年 2 月 21 日 

11：00～12：40 
4 人 66.7％ 2 人 2／2 

6 人 
平成 27 年 3 月 6 日 

11：00～12：30 
4 人 66.7％ 2 人 2／2 

 

  



上田女子短期大学 
 

22 
 

 

区分 

開催日現在 

の状況 開催年月日 

開催時間 

出 席 者 数 等 
監事の 

出席状況 
定員 

現員 

（a） 

出席評議

員数（b） 

実出席率      

（b/a） 

意思表示

出席者数 

評
議
員
会 

19 人 

19 人 
平成 24 年 5 月 24 日 

15：30～16：10 
13 人 68.4％ 0 人 2／2 

19 人 
平成 25 年 2 月 26 日 

15：00～16：15 
12 人 63.2％ 0 人 1／2 

19 人 
平成 25 年 3 月 14 日 

10：00～11：00 
13 人 68.4％ 0 人 1／2 

19 人 
平成 25 年 5 月 25 日 

13：00～13：50 
15 人 78.9％ 0 人 2／2 

19 人 
平成 26 年 2 月 22 日 

10：00～10：50 
12 人 63.2％ 0 人 1／2 

19 人 
平成 26 年 5 月 24 日 

13：00～14：30 
13 人 68.4％ 0 人 2／2 

19 人 
平成 27 年 2 月 21 日 

10：00～10：45 
12 人 63.2％ 5 人 2／2 

 
（13）その他 

 特になし。 
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2．自己点検・評価の組織と活動 

 自己点検・評価委員会（担当者、構成員） 

 

平成26年度 自己点検・評価委員会（担当者、構成員） 

担当 氏名 所属・役職 

委員長 小池 明 学長・教授 

委 員 笹井 弘 幼児教育学科長・教授 

〃 大橋敦夫 総合文化学科長・教授 

〃 中西満義 総合文化学科・教授 

〃 西山秀人 総合文化学科・教授 

〃 長田真紀 幼児教育学科・教授（ＡＬＯ） 

〃 大谷誠英 幼児教育学科・講師 

〃 笠井三男 事務局長 

〃 岩元智子 総務課係長 

 

 自己点検・評価の組織図（規程は提出資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 組織が機能していることの記述（根拠を基に） 

本学の自己点検・評価活動を企画・運営する組織として、「自己点検・評価委員会」を

設置している。同委員会を構成する委員、並びに組織図は、上記のとおりである。同委員

会は、自己点検・評価のほか、外部評価、第三者評価の各活動を企画・統括している。 

自己点検・評価報告書の作成にあたっては、短期大学基準協会の提示する「作成マニュ

アル」にしたがい、学内分掌組織に対応させて執筆の担当者が決められている。執筆に先

立ち、各学科・各委員会・各部局ごとに、前年度の自己点検・評価報告書を読み直し、課

題の解決状況を確認し、さらなる問題点の確認をしながら、改善への取り組みを進めてい

くように努めている。 

また、関連の研修会の報告や短期大学基準協会からの情報は、そのつど発信し、周知・

共有を行っている。 

 

学長 

各学科 

委員会 

事務局 

総務委員会 

自己点検・評価委員会 
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 自己点検・評価報告書完成までの活動記録（自己点検・評価を行った平成26年度

を中心に） 

日付 議事内容 
平成 26 年 9 月 24 日 平成 26 年 7 月改訂「自己点検評価報告書」作成マニュアルの内容

確認と執筆分担者の検討（10 月教授会で執筆依頼する） 
平成 27 年 2 月 27 日 自己点検・評価報告書の読み合わせ 
平成 27 年 3 月 1 日 自己点検・評価報告書の読み合わせ 
平成 27 年 3 月 10 日 自己点検・評価報告書の読み合わせ 
平成 27 年 3 月 16 日 自己点検・評価報告書の読み合わせ 
平成 27 年 3 月 23 日 自己点検・評価報告書の読み合わせ 
平成 27 年 3 月 24 日 自己点検・評価報告書の読み合わせ 
平成 27 年 4 月 7 日 自己点検・評価報告書の読み合わせ 
平成 27 年 4 月 9 日 自己点検・評価報告書の読み合わせ 
平成 27 年 4 月 16 日 自己点検・評価報告書の読み合わせ 
平成 27 年 4 月 21 日 自己点検・評価報告書の読み合わせ 
平成 27 年 4 月 28 日 自己点検・評価報告書の読み合わせ 
平成 27 年 4 月 30 日 自己点検・評価報告書の読み合わせ 
平成 27 年 5 月 7 日 自己点検・評価報告書の読み合わせ 
平成 27 年 5 月 12 日 自己点検・評価報告書の読み合わせ 
平成 27 年 5 月 13 日 自己点検・評価報告書の読み合わせ 
平成 27 年 5 月 14 日 自己点検・評価報告書の読み合わせ 
平成 27 年 5 月 21 日 自己点検・評価報告書の読み合わせ 
平成 27 年 5 月 26 日 自己点検・評価報告書の読み合わせ 
平成 27 年 5 月 28 日 自己点検・評価報告書の読み合わせ 
平成 27 年 6 月 2 日 自己点検・評価報告書の読み合わせ 
平成 27 年 6 月 6 日 自己点検・評価報告書の読み合わせ 
平成 27 年 6 月 9 日 自己点検・評価報告書の読み合わせ 
平成 27 年 6 月 10 日 自己点検・評価報告書の読み合わせ 
平成 27 年 6 月 11 日 自己点検・評価報告書の読み合わせ 
平成 27 年 6 月 15 日 自己点検・評価報告書の読み合わせ 
平成 27 年 6 月 16 日 自己点検・評価報告書の読み合わせ 
平成 27 年 6 月 18 日 自己点検・評価報告書の読み合わせ 
平成 27 年 6 月 18 日 総務・自己点検評価合同委員会にて 終確認 
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3．提出資料・備付資料一覧 

(1)記述の根拠となる資料等一覧 

 

＜提出資料一覧表＞ 

報告書作成マニュアル記載の提出

資料 
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.学生便覧（キャンパスガイド） 

［平成 26 年度］［平成 27 年度］ 

2.ウェブサイト「情報の公表」 

http://www.uedawjc.ac.jp/ 

B 教育の効果 

教育目的・目標についての印刷物 1.学生便覧（キャンパスガイド） 

［平成 26 年度］［平成 27 年度］ 

2.ウェブサイト「情報の公表」 

http://www.uedawjc.ac.jp/ 

学生が獲得すべき学習成果につい

ての印刷物 

1.学生便覧（ キャンパスガイド） 

［平成 26 年度］［平成 27 年度］ 

3.シラバス（授業概要）［平成 26 年度］［平成 27

年度］ 

2.ウェブサイト「情報の公表」 

http://www.uedawjc.ac.jp/ 

C 自己点検・評価 

自己点検・評価を実施するための規

程 

4.上田女子短期大学学則 

5.上田女子短期大学自己点検・評価委員会規程 

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.学生便覧（キャンパスガイド） 

［平成 26 年度］［平成 27 年度］ 

2.ウェブサイト「情報の公表」 

http://www.uedawjc.ac.jp/ 

教育課程編成・実施の方針に関する

印刷物 

1.学生便覧（キャンパスガイド） 

〔平成 26 年度］［平成 27 年度］ 

2.ウェブサイト「情報の公表」 

http://www.uedawjc.ac.jp/ 

 
  

様式 5－提出資料・備付資料一覧 
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報告書作成マニュアル記載の提出

資料 
資料番号・資料名 

入学者受け入れ方針に関する印刷

物 

1.学生便覧（キャンパスガイド） 

［平成 26 年度］［平成 27 年度］ 

6.学生募集要項 

［平成 26 年度］［平成 27 年度］ 

2.ウェブサイト「情報の公表」 

http://www.uedawjc.ac.jp/ 

カリキュラムに対応した授業科目

担当者一覧 

 

7.シラバスに対応した授業科目担当者一覧 

［平成 26 年度］ 

8.時間割表［平成 26 年度］ 

シラバス 3.シラバス（授業概要）［平成 26 年度］［平成 27

年度］ 

2.ウェブサイト「情報の公表」 

http://www.uedawjc.ac.jp/ 

B 学生支援 

学生便覧等（学則を含む）、学習支

援のために配付している印刷物 

1.学生便覧（キャンパスガイド）［平成 26 年度］ 

9.履修指導用配付物 

短期大学案内（平成 26 年度、平成

27 年度 ２年分） 

10.短期大学案内（キャンパスガイド） 

［平成 26 年度］［平成 27 年度］ 

2.ウェブサイト「大学概要」 

http://www.uedawjc.ac.jp/ 

募集要項・入学願書（平成 26 年度、

平成 27 年度 ２年分） 

6.学生募集要項（入学願書） 

［平成 26 年度］［平成 27 年度］ 

2.ウェブサイト「情報の公表」 

http://www.uedawjc.ac.jp/ 

基準Ⅲ：教育資源と財的資源 

D 財的資源 

「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］ 

11.資金収支計算書・消費収支計算書の概要 

12.貸借対照表の概要 

13.財務状況調べ 

14.キャッシュフロー計算書 

2.ウェブサイト「情報の公表」 

http://www.uedawjc.ac.jp/ 

資金収支計算書・消費収支計算書

（過去 3 年間） 

15.計算書類［平成 24 年度］ 

16.計算書類［平成 25 年度］ 

17.計算書類［平成 26 年度］ 

2.ウェブサイト「情報の公表」 

http://www.uedawjc.ac.jp/ 
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報告書作成マニュアル記載の提出

資料 
資料番号・資料名 

貸借対照表（過去 3 年間） 15.計算書類［平成 24 年度］ 

16.計算書類［平成 25 年度］ 

17.計算書類［平成 26 年度］ 

2.ウェブサイト「情報の公表」 

http://www.uedawjc.ac.jp/ 

中・長期の財務計画 18.中期経営計画書［第１次］［第２次］ 
事業報告書 19.事業報告書［平成 26 年度] 

2.ウェブサイト「情報の公表」 

http://www.uedawjc.ac.jp/ 

事業計画書/予算書 20.事業計画書［平成 27 年度] 

21.予算書［平成 27 年度] 

基準Ⅳ：教育資源と財的資源 

A 理事長のリーダーシップ 
寄附行為 22.学校法人北野学園寄附行為 
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＜備付資料一覧表＞ 

報告書作成マニュアル記載の備付 

資料 
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.上田女子短期大学の二十年  

C 自己点検・評価 

過去 3 年間（平成 26 年度～平成 24

年度）に行った自己点検・評価に係

る報告書等 

2.上田女子短期大学自己点検・評価報告書 

［平成 24 年度～平成 26 年度］ 

3.ウェブサイト「第三者評価・自己点検評価」 

http://www.uedawjc.ac.jp/ 

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 4.単位認定の状況表 

学習成果を表す量的・質的データに

関する印刷物 

5.ＧＰＡ種別人数表 

6.資格別取得人数表 

7.卒業研究概要集（幼児教育学科）・卒業研究集（総

合文化学科） 

B 学生支援 

学生支援の満足度についての調査結

果 

8.学生生活満足度調査 

就職先からの卒業生に対する評価結

果 

9.訪問記録票 

卒業生アンケートの調査結果 10.平成 26 年度進路アンケート集計結果 

入学者志願者に対する入学までの情

報提供のための印刷物 

11.短期大学案内（キャンパスガイド）［平成 26 年

度］［平成 27 年度]（提出資料 10 と同じ） 

3.ウェブサイト「大学概要」 

http://www.uedawjc.ac.jp/ 

12.上田女子短期大学通信  

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 

13.入学前ウォーミングアップ・エクササイズ（幼

児教育学科） 

14.入学前課題問題用紙（総合文化学科） 

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 

15.平成 26 年度オリエンテーション配付物・履修

指導資料  

学生支援のための学生の個人情報を

記録する様式 

16.学生原簿・学生簿［平成 26 年度］［平成 27 年

度] 

17.進路調査票 
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報告書作成マニュアル記載の備付 

資料 
資料番号・資料名 

進路一覧表等の実績についての印刷

物（過去 3 年間） 

18.卒業生進路状況一覧            

［平成 26 年度～平成 24 年度］ 

GPA 等の成績分布 5.ＧＰＡ種別人数表 

学生による授業評価票及びその評価

結果 

19. 授業評価アンケート 

20. 授業評価アンケート結果・報告書 

社会人受け入れについての印刷物等 21.学生募集要項［平成 26 年度]［平成 27 年度]（提

出資料６と同じ） 

3.ウェブサイト「情報の公表」（提出資料２と同じ） 

http://www.uedawjc.ac.jp/ 

22.外国人留学生入学選考要項、帰国子女学生入学

選考要項、長期履修学生募集要項 

［平成 26 年度］［平成 27 年度] 

海外留学希望者に向けた印刷物等 23.進学について 

FD 活動の記録 24.FD 活動の記録 

SD 活動の記録 25.SD 活動の記録 

基準Ⅲ：教育資源と財的資源 

A 人的資源 

専任教員の個人調書  26.教員個人調書 

27.教育研究業績書 

非常勤教員一覧表 28.非常勤教員一覧表 

教員の研究活動について公開してい

る印刷物等 

3.ウェブサイト「先生紹介」 

http://www.uedawjc.ac.jp/ 

専任教員の年齢構成表 29.専任教員年齢構成表 

科学研究費補助金等、外部研究資金

の獲得状況一覧表（３年間） 

30.科学研究費補助金等、外部研究資金の獲得状況

一覧表 

研究紀要・論文集(過去３年間) 31.紀要［平成 24 年度～平成 26 年度] 

32.児童文化研究所 所報 

［平成 24 年度～平成 26 年度］ 

33.観光文化研究所 所報 

［平成 24 年度～平成 25 年度］ 

34.総合文化学科研究所 所報 

［平成 26 年度］ 

35.保育者養成年報［平成 24、25、26 年度合併号］ 

3.ウェブサイト「上田女子短期大学附属図書館」 

http://www.uedawjc.ac.jp/ 
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報告書作成マニュアル記載の備付 

資料 
資料番号・資料名 

教員以外の専任職員の一覧表 

(平成 27 年度) 

36.上田女子短期大学職員一覧表 

B 物的資源 

校地、校舎に関する図面  37.学校法人北野学園建物等配置図 

38.キャンパスマップ 

3.ウェブサイト「情報の公表」（提出資料２と同じ） 

http://www.uedawjc.ac.jp/ 

図書館、学習資源センターの概要 39.図書館館内地図・図書館ガイドブック 

  図書館報「みすず」  

40.図書館年次報告書   

C 技術的資源  

学内ＬＡＮの敷設状況 41.ネットワーク構成図 

マルチメディア教室、コンピュータ

教室等の配置図 

42.情報処理演習室配置図 

D 財的資源   

寄付金・学校債の募集についての印

刷物等  

該当なし 

財産目録及び計算書類    

 （過去３年間） 

43.計算書類［平成 24 年度］（提出資料 15 と同じ） 

44.計算書類［平成 25 年度］（提出資料 16 と同じ） 

45.計算書類［平成 26 年度］（提出資料 17 と同じ） 

3.ウェブサイト「情報の公表」（提出資料２と同じ） 

http://www.uedawjc.ac.jp/ 

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 46.理事長の履歴書 

学校法人実態調査表（過去３年間） 47.学校法人実態調査表（写し） 

理事会議事録（過去３年間） 48.理事会議事録 

諸規定集 49.学校法人北野学園規程集 

B 学長のリーダーシップ 

学長の個人調書 50.教員個人調書・教育研究業績書 

教授会議事録（過去３年間） 51.教授会議事録［平成 24 年度～平成 26 年度] 

委員会等の議事録（過去３年間） 52.委員会議事録［平成 24 年度～平成 26 年度] 

C ガバナンス 

監事の監査状況（過去３年間） 53.監事の監査状況 

評議員会議事録（過去３年間） 54.評議員会議事録 

選択的評価基準 

1.教養教育の取り組みについて 55.教養科目の再編について（概要） 
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報告書作成マニュアル記載の備付 

資料 
資料番号・資料名 

2.職業教育の取り組みについて 56.職業教育に関する資料 

「進路セミナー」日程・内容 

各種試験対策講座資料  

「インターシップ」について 

「事業所見学会」について 

「就職活動スタートセミナー」について 

「2016 合同企業研究セミナー」「ウィンターセ

ミナー」について 

  「内定者フォローアップセミナー」について 

 高等学校・短期大学連携事業一覧 

3.地域貢献の取り組みについて 57.地域貢献に関する資料 

2014 上田女子短大講座・イベントのご案内 
  2014 上田女子短大サポート講座（出張講座） 

のご案内 
幼児教育学科公開講座（１）（２） 
総合文化学科公開講座（１）（２） 
幼児教育学科リカレント教育講座 
図書館職員学び直し講座第 3 講座 
４大学リレー講座 
ライフサポート講習  
幼児教育学科地域子育て支援活動 
芸術の森－北野講堂シリーズ 2014－ 
幼児教育学科新春コンサート 
わくわくファミリーフェスタ 
ボランティア募集案内 
活動届(学生)、学外活動願(引率者) 
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【基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果】 

 基準Ⅰの自己点検・評価の概要 

初代学長鈴木鳴海により掲げられた「敬愛・勤勉・聡明」は、本学の建学の精神として

確立しており、各学科における教育目的や三つのポリシー（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）とともに、学内外に公表されている。また、入

学予定者には「入学準備プログラム」（幼児教育学科）、「プレガイダンス」（総合文化学科）

等で「自校教育」を実施しており、入学後は１年次必修科目「学問への招待」で、建学の

精神、学科の教育目的並びに教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）につ

いて説明している。入学後の学期ごとのオリエンテーションや式典の学長式辞においても、

建学の精神について言及しており、平成 24 年度学位記授与式より、建学の精神に基づき、

学業・研究・資格取得の面で成果をあげた学生や、学内外での活動に尽力した学生に対し

て「学長表彰」を行っている。 

建学の精神が、カリキュラムや授業計画に反映されているかの検証は、平成 26 年度よ

り作成を始めたカリキュラム・マップをもとに、今後組織的に行っていく予定である。平

成 27 年度中には教務委員会を中心とした授業概要（「シラバス」、以下「シラバス」という）

のチェック体制を確立し、「シラバス」の内容に不備等がある場合は、学長から担当教員に

改善を要請することができるようにする。 

教育目的・目標については、各学科とも三つのポリシー（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）及び教育目的・教育方針を「キャンパスガイド」

及びホームページ等に明示し、入学前・後のオリエンーションにおいても周知を図ってい

る。学科単位で定期的に点検を行っているが、とりわけ学位授与の方針（ディプロマ・ポ

リシー）については、教育目的との整合性を随時検証していく必要がある。 

学習成果については、学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）として明示しており、

各授業科目の達成度は「シラバス」に記載しているが、学習成果を質的データとして測定

する仕組みについては、さらなる検討が必要である。 

教育の質保証については、関係法令の変更等の確認と法令順守を確実に行っており、「授

業評価アンケート」の結果を踏まえた教育改善にも取り組んでいる。ただ、学習成果の評

価・査定については、科目担当教員の裁量に委ねられているのが実情である。可視化され

た評価・査定システムの確立を目指すべく、平成 26 年度より科目レベルでの査定サイクル

導入に向けて検討を始めたところである。 

点検・評価活動については、自己点検・評価委員会を組織し、学長のリーダーシップの

もと、全学的な体制で実施している。平成 17 年度以降は毎年度「自己点検・評価報告書」

を作成しており、平成 20 年度より本学ホームページ上で公開している。改革・改善に対す

る教職員の意識は高く、課題や問題点に対する共通認識も概ね図られている。今後は活動

成果をより迅速に教育研究活動に反映させる体制づくりと、中長期的展望に基づいた点

検・評価活動を行っていく必要がある。 

 

  

様式 6－基準Ⅰ 
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［テーマ 基準Ⅰ-A 建学の精神］ 

［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 

 (a)現状 

本学の建学の精神は「敬愛・勤勉・聡明」である。ここにいう敬愛とは、あらゆる人間

関係において自分以外の他者を自らと同じく大切にし、その人格を尊ぶことをいう。勤勉

とは、心身及び与えられた時間を大切にし、人間としてなすべき事柄を誠実に行うことを

いう。これは自らの属する社会のみならず、未来の社会に対しても責務を果たし、貢献す

ることにつながるものである。聡明とは、単に知識においてその量や深さを誇ることでは

なく、これを実践に活かす英知をいう。これは広い知識と深い教養に立った判断力や道徳

律に裏づけられたものでなければならない。 

本学は上記の建学の精神を教育理念と捉えた上で、「豊かな教養と深い専門的知識を具

えた堅実中正な社会的人格を有する女性の育成」を教育目的に定めている。それに基づき、

幼児教育学科は「幼稚園教諭及び保育士の養成」を、総合文化学科は「地域社会及び職場

において有用な女性の育成」を学科の主たる教育目的とする。両学科とも、地域社会に貢

献できる精神と意欲を有し、現在そして未来にわたり活躍できる女性の育成を目指してい

る点において、本学の建学の精神は教育理念・理想を明確に示しているといえる。 

建学の精神は、在学生に対しては「キャンパスガイド」や学内各所への掲示によって、

また学外に対しては本学ホームページをはじめ「学生募集要項」によって広く表明してい

る（提出資料１、２、６、備付資料１）。また、入学式・卒業式等の式典においても、学長

は必ず式辞の中で建学の精神について言及している。あわせて、学期ごとのオリエンテー

ションでも、担当教員が学生に対して確認を促している。さらに、両学科とも１年次の必

修科目「学問への招待」において、学長自らが本学の沿革とともに建学の精神と教育目的

との関わりについて講じている。 

新たな試みとして、総合文化学科では平成 27 年度入学予定者の入学前教育に「自校教

育」を盛り込み、本学の建学の精神への理解を深めるための課題を用意した（備付資料 14、

15）。 

また、平成 26 年度学位記授与式においては、建学の精神に基づき、学業・研究・資格

取得の面で成果をあげた学生や、学内外での活動に尽力した学生に対して「学長表彰」を

行い、計 16 名の学生を表彰した（70 頁「平成 26 年度表彰実績」参照）。 

建学の精神が、カリキュラムや授業計画に反映されているかの検証は、これまで組織的

に行われてはいなかった。平成 26 年度は、建学の精神と三つのポリシー（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）の整合性をより緊密にするために、

両学科とも三つのポリシー（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）の見直しを行った。それにともない、建学の精神と授業科目の対応性を把握す

るために、カリキュラム・マップの作成に着手した。 

 

(b)課題 

入学前教育における「自校教育」の導入については、入学前の「プレ・オリエンテーシ

ョン」や「プレガイダンス」等で行ってはきたが、組織的な取り組みはまだ緒についたば
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かりである。今後は内容の充実に向けて検討を重ねていく。学長表彰については、各学生

の取り組みが建学の精神と緊密に結びついていることを学生に伝え、学生のモチベーショ

ンをより引き出せるような方策を考える。 

カリキュラム・マップを用いた建学の精神と授業科目との整合性の検証は、平成 27 年

度より実施の予定である。 
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 テーマ 基準Ⅰ-A 建学の精神の改善計画 

平成 27 年度より、建学の精神と授業科目との整合性について、カリキュラム・マップ

を用いた検証を実施する。具体的には、平成 27 年度の「シラバス」を対象に、非常勤講師

も含めた全科目担当教員がカリキュラム・マップや関連法令にもとづいた自己点検を行い、

その結果を教務委員会が検証する。そして、改善の必要がある場合は、学長・学科長が科

目担当教員に改善を求めるという体制である。従来から実施している「授業評価アンケー

ト」に加えて、「シラバス」の点検・評価を組織的に行うことで、より充実した教育改善が

図られるものと考える。 

入学前教育における「自校教育」の方法については、基礎学力の査定に加えて、建学の

精神を踏まえた上で、本学入学後の学習や卒業後の進路について、じっくりと考えさせる

ような内容を盛り込んでいく。 

 

■提出資料  

 １ 学生便覧（キャンパスガイド）［平成 26 年度]［平成 27 年度] 

 ２ ウェブサイト「情報の公表」http://www.uedawjc.ac.jp/ 

６ 学生募集要項［平成 26 年度］［平成 27 年度］ 

  

■備付資料  

 １ 上田女子短期大学の二十年 

14 入学前課題問題用紙（総合文化学科） 

15  平成 26 年度オリエンテーション配付物・履修指導資料
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［テーマ 基準Ⅰ-B 教育の効果］ 

［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 

(a)現状 

(1)幼児教育学科 

本学は、建学の精神である「敬愛・勤勉・聡明」に基づき、豊かな教養と深い専門知識

を具えた堅実中正な社会的人格を有する女性の育成を教育目的としている。 

上記の教育目的に則り、幼児教育学科では幼稚園教諭及び保育士の養成を主たる目的と

している。このことは、学則第１条に掲げている（提出資料４）。また、幼児教育学科では

入学者全員に幼稚園教諭二種免許状の取得を求めているが、保育者養成にあたって本学が

設定している理念は、教育を行う基本的な事柄ともなるものである。 

本学の教員養成の理念は、「他者を敬い尊重する教師」「日々研鑽を重ね自己の能力を高

める勤勉な教師」「広い知識と深い教養に裏付けられた実践的判断力を持つ聡明な教師」で

ある。この理念のもと本学では、地域における女子教育の伝統を守りつつ、時代に応じた

柔軟な変革を行うことによって、質の高い教員養成に取り組んでいる。 

また、本学科の教育目的は、本学科の学習成果、すなわち、専門職としての保育者にふ

さわしい知識と技能を身につけ、他者とのコミュニケーション能力や表現への理解を持つ

こと、に対応している。 

以上の教育目的については、「キャンパスガイド」の冒頭に明記していると同時に、ホ

ームページ上で公開している（提出資料１、２）。学生には、入学前に実施される本学科の

行事「入学準備プログラム」やオリエンテーションで伝えている。 

なお、平成 26 年度に学科レベルで規定している学習成果の点検を行い、三つのポリシ

ー（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）の改定に着手

した。そのことで、教育目的と学習成果との関係は変わることになるが、教育目的そのも

のに変更はない。 

 

(2)総合文化学科 

総合文化学科は、学則第１条の「豊かな教養と深い専門知識を具えた堅実中正な社会的

人格を有する女性を育成することを目的とする」に則り、複雑化する現代社会において必

要とされる知識、技能を習得することを教育目的としている。そのため、幅広い教育内容

を導入し、ビジネスをはじめとするさまざまな状況において有効となる知識や技能を、そ

れぞれの目的に応じて習得することが可能なカリキュラムを整えている。 

カリキュラム全般をとおして、ホスピタリティ精神に裏付けられたコミュニケーション

能力と、個性を十分に発揮するためのプレゼンテーション能力の向上を目指しつつ、表層

的ではない「教養」を身につけることによって、考える力や創造する力を養うことを教育

目的としている。そのために、資格・検定に対応した授業科目をはじめとして、時代のニ

ーズに即応した多種多様な授業科目を設置し、一人ひとりの学生の目的に適った柔軟な履

修を可能にしている。 

学科の学習成果については、教養科目と専門科目による学びというカリキュラムを反映

させて、汎用的学習成果と専門的学習成果とに分けて明示している。 
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上記、教育目的、学習成果は、「キャンパスガイド」をはじめとする各種印刷物におい

て広く伝え、学生に対してはガイダンス等をとおして直接に伝達している。教育内容や教

育目的については、学科会議において絶えず点検に努め、改善できる問題点は、年度途中

であっても修正するようにしている。 

 

(b)課題 

両学科とも、現状の欄でも触れたとおり、平成 26 年度に学科レベルで規定している学

習成果の点検を行い、あわせて三つのポリシー（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）の改定に着手した。平成 26 年度末には新しい三つのポリシ

ー（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）が設定された

が、平成 27 年度以降実際に運用していくにあたって、とりわけ学位授与の方針（ディプロ

マ・ポリシー）が教育目的にふさわしいものとなっているかどうか、引き続き点検してい

くことが必要である。 

さらに総合文化学科では、ホスピタリティ精神に裏付けられたコミュニケーション能力

の獲得、自己の個性を十分に発揮するためのプレゼンテーション能力の向上、考える力や

創造する力を養うこと、を教育目標としている。今後は、これを明示する場所・機会を増

やし、より浸透を図ることが課題である。 
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［区分 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 

(a)現状 

(1)幼児教育学科 

幼児教育学科の学習成果は、まず、専門職としての保育者にふさわしい知識・技能を身

につけていることである。 
幼稚園教諭二種免許状及び保育士資格の取得に必要な科目を履修することで、専門職と

しての保育者にふさわしい知識と技能を身につけることができる。また、本学科では全学

生に幼稚園教諭二種免許状の取得を求めており、さらに教育職に就くことを目指す者とし

て、子どもの学びを支え、自らも学びを深められることが望まれる。 
次に、対人関係が基本となる専門職として、他者との関わりを重視している。特に、他

者の存在を受け止め、コミュニケーションを図られることが求められる。保育のみならず、

心理・福祉関連科目をとおして他者との関わりのあり方を学ぶ。 
そして、音楽や美術、言語による表現のあり方について原理的な理解を深めつつ、子ど

もの表現に対する理解、また、学生自身の表現技術を向上させ、実践的に役立てられるこ

とが求められる。専門職としての保育者にとって、表現への理解は不可欠であり、本学科

でも特に重視するものである。 
以上をもとに、社会に有為な実践力のある保育者となることを学生に求めている。 

なお、上記の学習成果は学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に反映されている。 

以上の学習成果は、本学「建学の精神」（「敬愛・勤勉・聡明」）、及び本学科の「教育目

的」（「幼児教育学科は、幼稚園教諭および保育士の養成を主たる目的とする」）に基づいて

示されている。 

学習成果は学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に反映された形で、「キャンパス

ガイド」及び本学ホームページ上で表明されている。 

 本学科は上記学習成果の測定について、各科目の成績評価、免許・資格の取得率、専門

職への就職率を量的データとして参照している。平成 26 年度の免許・資格の取得状況につ

いては以下のとおりである（備付資料６）。 

         免許・資格の取得状況表（平成 26 年度卒業者） 

免許・資格の名称 卒業者数 

 

取得 

希望者数 

取得者数 

 

取得率 

（％） 

幼稚園教諭二種免許状 114 114 112 98 

保育士資格 114 114 109 96 

介護職員初任者研修 114 15 14 93 

レクリエーション・ 

インストラクター資格 
114 21 17 81 

 

平成 26 年度は、幼稚園教諭二種免許状については２名が、保育士資格については５名

が、成績不振や進路変更などの理由から取得が叶わなかった。 

だが、専門職への就職希望者の内定率は 100％であり、高い水準を示している。このこ

とは、本学が地域社会のニーズに応えていることの証左であり、学習成果が具現化されて
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いることを示している。 

学習成果を測定する質的データとして、本学科には以下のものがある。 

①「卒業研究」 

学生一人ひとりが自分自身の問題関心に従ってまとめる論文であり、ゼミナール担当

教員の指導を受けて作成する。テーマは、幼児教育学科に所属する学生にふさわしいも

のが選択される。この「卒業研究」をとおして学生は、自らの問題意識を明確化し、論

理的に主張を展開する力を身につける。論文の完成後には、ゼミナールごとに発表会が

行われている。さらに学科全体をとして、「卒業研究概要集」として刊行し、研究の成

果を公表している。平成 26 年度「卒業研究概要集」は第 37 号となる（備付資料７）。  

②教育実習・保育実習・施設実習の実習先からの評価 

各実習では、本学科が作成した評価項目を一覧表にして、その項目に従った実習生へ

の評価を実習先に依頼している。評価表には、園・施設の役割理解や子どもとのコミュ

ニケーション、指導案の作成や提出物の記載状況、実習態度にまで至る項目があるが、

それらによって、各学生の学習成果がどれだけ実践的なものとなっているかが判断でき

る。 

本学科において学習成果は、学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に反映されてい

る。学科会議を中心としてその内容を点検し、平成 27 年度からより明確なものとすること

とした。 

 

(2)総合文化学科 

総合文化学科では、建学の精神である「敬愛・勤勉・聡明」に基づき、学習の成果を明

確に示している。すなわち、学習成果のキーワードとなる「ホスピタリティ精神」は、「敬

愛」に基づく。「勤勉・聡明」は、汎用的学習成果のベースとなるものであり、その結果と

して獲得される専門的学習成果に結びつく。 

また、学科の学習成果は、学科の教育目的・目標に基づいて、明確に示している。 

すなわち、教育目的・目標のキーワードとなる「豊かな教養と深い専門的知識」は、汎

用的学習成果と専門的学習成果によって、獲得されるものと考えている。 

上記学習成果は、科目ごとの厳格な単位認定によって測定されるが、フィールドとも連

関した学習成果は、以下のような免許・資格の取得状況によって推し量ることができる。 

         免許・資格の取得状況表（平成 26 年度卒業者） 

免許・資格の名称 卒業者数 

 

取得 

希望者数 

取得者数 

 

取得率 

（％） 

中学校教諭二種免許状（国語） 81 3 3 100 

図書館司書資格 81 29 26 90 

学校図書館司書教諭 81 3 3 100 

介護職員初任者研修 81 4 4 100 

 

中学校教諭二種免許状取得にあたっては、少数精鋭を旨とし、授業科目の理解を徹底さ

せている。また、模擬授業を課外でも実施し、教育実践力を高めている。実習校とも連携
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を密にして、教員による現地指導を行っている。 

図書館司書については、全体の３割を超える学生が履修しており、資格取得率も 90％と

なっている。授業は豊富な実務経験を持つ専任教員、講師が指導にあたり、理論的かつ実

践的にも配慮した教育が行われている。図書館実習に関しては、インターンシップや夏期

休暇、春期休暇などを利用して積極的に実施している。司書教諭については、履修者は少

ないものの、毎年熱意を持った学生を送り出している（備付資料 18）。 

介護職員初任者研修については、希望した学生の全員が資格を取得するに至った。取得

にあたっては、授業、演習、実習等において実際の現場の現状に即した指導を行い、２年

間の過密なカリキュラムの中、資格取得を希望する学生への支援の充実を図った。 

上記の免許・資格のほか、ＢＩＡ（公益社団法人日本ブライダル文化振興協会）のＡＢ

Ｃ（アシスタント・ブライダル・コーディネーター）検定、ＡＦＴ（公益社団法人色彩検

定協会）の色彩検定、そして、マイクロソフト・オフィス・スペシャリスト（ＭＯＳ）を

中心とした情報系の資格取得に対して、受験前に対策講座を実施するなど全面的な支援を

実施している。 

開設授業科目と資格試験とを連動させることによって、受験に対する意欲を高める工夫

と、合格への直接支援を実施しているところである。 

また、総合文化学科としての学習成果を明示するものとして、「卒業研究」がある。こ

れは、ベーシックフィールドの中に配置されている必修科目の中でも中核となる「卒業研

究ゼミナールⅠ・Ⅱ」をとおして、学習の集大成として位置づけている。学生が選んだテ

ーマに沿った研究で、２年次の 12 月を提出期限と定め、学年末には１年生も参加する学科

行事「卒業研究発表会」を毎年開催している。さらに、その成果を「卒業研究集」として

刊行している（備付資料７）。 

総合文化学科の学習成果を学内外に表明する機会としては、以下のものがある。 

① 事業所見学会 

短期大学卒業後の進路を考える一環として、学外の事業所を見学する。事前に、企業

研究を進めたり、職種研究を重ねたりしつつ、対人的なマナーにも配慮する気遣いを学

び、その成果を広く学外の方々にも披露する機会となっている。 

② インターンシップの実施 

全学生参加を基本原則として、総合文化学科では、インターンシップを実施している。

学生にとっては、社会、職業の実際を体験する貴重な機会であるが、一方では、受け入

れ先事業所に総合文化学科の学習成果を明示する機会ともなっている。受け入れ先事業

所の業務に支障をきたさないよう、インターンシップ事前指導などをとおして、マナー

の向上などに努めている。 

③ 卒業研究発表会の開催 

前述したように、総合文化学科では「卒業研究」を必修としている。その成果は、年

度末に「卒業研究発表会」を開催することで、学科全体で共有している。加えて、卒業

研究の成果を中心として学科の学習成果を「卒業研究集」としてまとめ、刊行すること

で学習成果の公表に努めている。 

総合文化学科の学習成果を定期的に点検する機会としては、各学期末に実施している

「授業評価アンケート」の結果を踏まえた学科会議において、カリキュラムの改善などに
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反映させている（備付資料 19、20）。 

 

(b)課題 

(1)幼児教育学科 

幼児教育学科の学習成果を質的データとして測定する仕組みについては、さらに検討す

る必要がある。とりわけ、本学側から実習先に依頼する評価表の項目が、学位授与の方針

（ディプロマ・ポリシー）をより反映したものとなるよう改定する必要がある。 

(2)総合文化学科 

総合文化学科の学習成果の課題としては、コミュニケーション能力といった数値化する

ことが難しい要素をいかに身につけさせるか、ということが挙げられる。さらに、体験的

な学習機会を多く提供することが課題である。 

また、図書館司書資格をはじめとして、中学校教諭二種免許状（国語）、学校図書館司

書教諭については、質量ともに顕著な変化は認められないが、各種検定については、受験

者自体が極度に減少しているもの（英語検定など）も見られ、支援する検定の見直しと、

積極的な支援策の検討が必要である。 

資格関連の科目では、医療事務に関する科目の選択者数が 多である。資格の取得とと

もに、就職に向けての支援強化が急務である。 

総じて、カリキュラム・マップを有効に活用することが課題である。 
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［区分 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 

(a)現状 

幼児教育学科、総合文化学科ともに、関係法令の変更等の確認と法令順守を確実に行っ

ている。また、授業改善の目的で、各学期末に学生による「授業評価アンケート」を実施

し、それを受け各教員が報告書を作成し、ＦＤ 委員会へ提出、授業改善や次年度の「シラ

バス」に反映させている（提出資料３ 備付資料 19、20、24）。  

幼児教育学科については、平成 23 年度の保育士養成課程の改正にともない、新カリキ

ュラムをスタートさせ、該当科目のいっそうの内容の充実を図っている。また、平成 24

年度に実施された文部科学省の「教職課程認定実地視察」の指摘を受けた部分に関して、

その改善に取り組んでいる。また、実習時や就職先から得た卒業生の情報をもとに、学科

の教育目標が社会のニーズに合っているのか、学科会議で点検している（備付資料９）。 

学科全体で学習成果の査定を行う体制は確立していないが、平成 26 年度は科目レベル

でのＰＤＣＡサイクル導入を検討し、平成 27 年度より実施の予定である。 

総合文化学科については、教職課程・司書課程を含め、免許・資格・検定関係に目を配

り、関係法令の変更等の確認と法令順守に努めている。特に免許・資格・検定を管轄する

団体等の法規程の確認を再度行った。 

学習成果の確認については、学科会議（２週に１回程度）を中心に、全教員間で学生の

様子を共有するように努めている。「授業評価アンケート」の成果を踏まえた「シラバス」

の工夫も、年度終了時に学科会議において検討し、改善できるものは着手している。学科

としての中・長期展望を、機会を捉えて話題としているが、学科をあげてのアセスメント

の手法開発とＰＤＣＡサイクルの導入は、平成 27 年度の課題である。 

 

(b)課題 

幼児教育学科・総合文化学科とも、平成 27 年度には年度当初に重点目標を示し、科目

レベルでのＰＤＣＡサイクルを導入する予定である。特に、総合文化学科は多様な授業科

目を展開していることもあり、アセスメントの手法やＰＤＣＡサイクルに関して、教員間

の共通理解が浸透しにくい。単年度ごとの学科重点目標を年度当初に明示することで、軌

道に乗せたい。 
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 テーマ 基準Ⅰ-B 教育の効果の改善計画 

幼児教育学科、総合文化学科ともに、三つのポリシー（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）を改定した。今後、カリキュラム・マップを有効に

活用しながら、随時点検していく。 

幼児教育学科では、本学側から学生の実習先に依頼する評価表の項目が、学位授与の方

針（ディプロマ・ポリシー）をより反映したものとなるよう、検討し改善する。 

両学科ともに、平成 27 年度より科目レベルでのＰＤＣＡサイクルを導入する。基準１

－Ａの改善計画に記した「シラバス」の点検・評価活動とともに、適切なアセスメントの

方法について教務委員会とＦＤ委員会を中心に検討を重ね、平成 27 年度中には学科の枠を

超えた全学的な教育改善のシステムを構築する。 

また、日々の教育活動の中で改善を積み重ねていく事項と、期限を定めて具体的な成果

を挙げることを目標とした事項とを明確に分け、各々に適した改善方法を検討していく。 

 

■提出資料  

 １ 学生便覧（キャンパスガイド）［平成 26 年度］［平成 27 年度］ 

 ２ ウェブサイト「情報の公表」http://www.uedawjc.ac.jp 

 ３ シラバス（授業概要）［平成 26 年度]［平成 27 年度］ 

４ 上田女子短期大学学則 

 

■備付資料 

  ６ 資格別取得人数表 

 ７ 卒業研究概要集（幼児教育学科）・卒業研究集（総合文化学科） 

 ９ 訪問記録表 

 18 卒業生進路状況一覧［平成 26 年度～平成 24 年度] 

 19 授業評価アンケート 

 20 授業評価アンケート結果・報告書 

 24 ＦＤ活動の記録 
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［テーマ 基準Ⅰ-C 自己点検・評価］ 

［区分 基準Ⅰ-C-1 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。］ 

 基準Ⅰ-C-1 の自己点検・評価 

(a)現状 

本学の自己点検・評価については、まず「上田女子短期大学学則」の第１章―第２条で

定め、さらに「上田女子短期大学自己点検・評価委員会規程」を設け、学長が委員長を務

める委員会組織を整備している（提出資料４、５、備付資料２、３）。  

自己点検・評価活動をとおして、各学科、各委員会、事務局の各部署の仕事内容が全学

的に明確に理解され、課題や改善点の認識が共通のものとなった。本学における教育研究

活動において常にそれらが念頭に据えられ、日常的にフィードバックされている。 

これまで、平成 14 年度、平成 17 年度、平成 18 年度、平成 19 年度の「自己点検・評価

報告書」を冊子としてまとめ、学内及び県内の高校等へ配布し公表してきた。平成 20 年度

からは本学ホームページ上で公表している。 

本学は平成 21 年３月、（財）短期大学基準協会による適格認定をされたことによって、

これまで以上に、自己点検・評価活動の重要性が全学的に認識されるようになった。全教

職員が一丸となって、本学の教育研究活動の改革・改善を図るため、日常的に自己点検・

評価の視点を持ち、その成果を活用しながら質の向上を目指している。 

本学は全教職員がいずれかの委員会もしくは部署に所属しており、必ずそこで自己点

検・評価活動に関わっている。また、自己点検・評価報告書の記載については、担当執筆

者だけでなく、全教職員が一堂に会して説明を受ける機会を設け、建学の精神・教育理念、

教育目的・教育目標を確認するとともに、それぞれの立場における記述内容や方法の確認

を行っている。 

自己点検・評価報告書をもとに、各学科、各委員会、事務局の各部署において、現状を

確実に把握・認識するとともに、提出された課題を検討し、次年度の活動に反映させ改善

を図っている。 

   

(b)課題 

自己点検・評価の規程や組織については、定期的に検討し必要があれば改定を行ってい

く。 

学内全体の改革・改善に対する意欲は高く、問題点に対する認識も共有されている。し

かし、大学を取り巻く環境の急激な変化に迅速に対応していくため、全教職員のさらなる

連携と関与が求められる。 

自己点検・評価の提出された課題について、できるだけ速やかに改善が図られるために

は、短期的な点検・評価活動も増やしていく必要がある。 
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 テーマ 基準Ⅰ-C 自己点検・評価の改善計画 

継続して自己点検・評価活動を真摯に行うことはいうまでもなく、活動成果をより迅速

に教育研究活動に反映させる体制づくりと、将来の大学をめぐる時代・社会環境をさらに

展望した自己点検・評価活動を継続していく。 

自己点検・評価の規程や組織については、定期的に検討する機会を必ず設ける。 

 

■提出資料 

 ４ 上田女子短期大学学則 

 ５ 上田女子短期大学自己点検・評価委員会規程 

 

■備付資料 

 ２ 上田女子短期大学自己点検・評価報告書［平成 24 年度～平成 26 年度］ 

 ３ ウェブサイト「第三者評価・自己点検評価」http://www.uedawjc.ac.jp/ 
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 基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果の行動計画 

まず、各学科で取り組んでいるカリキュラム・マップの完成を急ぎたい。それにともな

いＰＤＣＡサイクルのシステム化を図る。 

また、「自校教育」については、入学前教育から取り組みを開始したが、本学入学後の

学びの深まり方についての検証を前期中に行い、必要に応じて、入学生への浸透を図り次

年度に向けての課題を明らかにしていく。 

 具体的工程としては、カリキュラム・マップによって、建学の精神がカリキュラムや授

業計画に反映されているかの検証を行う。 

あわせて、改訂した三つのポリシー（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）についても継続して点検していく。 

さらに、「シラバス」のチェック体制については、教務委員会を中心に、平成 27 年度前

半期に確立し、実務を執行する。改善が必要な「シラバス」については、学長・学科長か

らの勧告を行い、平成 28 年度に備える。このプロセスにおいては、ＦＤ委員会との連携も

重要となる。緊密な連携をとり、成果を挙げたい。 

また、「授業評価アンケート」の結果とＰＤＣＡサイクルとの連動を図り、改善点が意

識化されることを促す。学期ごとのふり返りを確実に行い、学長のイニシアチブにより、

実行していく。 

 幼児教育学科の実習先に依頼する評価表の項目については、平成 27 年度中に検討する。 

 

◇ 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。 

 特になし。 

（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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 様式 7－基準Ⅱ  

【基準Ⅱ 教育課程と学生支援】                   

  基準Ⅱの自己点検・評価の概要 

教育課程については、建学の精神が、今まで以上に可視化・明示された。それにあわせ

て、三つのポリシー（学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針、入学者の受け入れの

方針）も、より意識的に取り扱われるようになった。 

 学習成果の査定（アセスメント）については、カリキュラム・マップの導入を検討する

過程を通じて、教職員間に取り組みへの意識が高まっている。 

 学生の卒業後評価への取り組みは、散発的であり、システム化されていない。 

 学生支援のうち、教育資源の有効活用については、現有のものについては、十分な活用

がなされているが、導入以来、更新のないものもある。また、各大学が改革総合支援事業

の気運に乗り、キャンパスのリニューアルを進める中にあって、本学はそうした取り組み

が遅れており、相対的に出遅れている。 

 組織的な学習支援では、成績優秀者へのアプローチが課題となっていたが、資格取得や、

就職試験対策に関わる各種講座の開講や「資格報奨金制度」の導入など、改善が図られつ

つある。 

 学生の生活支援事項は、多岐にわたるが、近年の厳しい経済状況下に鑑み、奨学金制度

の充実が図られている。また、学生のメンタル面のケアも重要課題として継続して取り組

み、相談体制の充実（ハード・ソフトとも）を心掛けている。 

 進路支援では、授業科目との連関を視野に入れつつ、本学独自のプログラムを工夫し続

けている。進路決定に向けて、意欲を持って積極的に活動する学生がいる一方、自己の意

思を明確にできず、行動を起こすまでに時間のかかる学生がおり、それぞれにあった対応

が必要である。 

 入学者受け入れの方針（アドミッション・ポリシー）を受験生に対して明確に示すこと

は、「学生募集要項」への記載や本学ホームページへの掲載によって、確実に行われている。 

入学予定者への事前オリエンテーションも、両学科とも、毎年見直しを積み重ねながら、

充実した内容を提供するように努めている。 
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［テーマ 基準Ⅱ-A 教育課程］ 

［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 

(a)現状 

本学の各学科の学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）は、学則をもとに規定されて

いる（提出資料４）。 
各学科の学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）は、「キャンパスガイド」やホーム

ページで学内外に明示されている（提出資料１、２）。 
 
幼児教育学科の平成 26 年度における学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）は、「保

育に関する基礎的な知識・技能を有し、子どもとともに学びを深められること」「他者への

感受性をもってコミュニケーションを図れること」「音楽や美術、言語等、表現に関する理

解があること」であり、学科としての学習成果に対応している。 

幼児教育学科の卒業の要件、成績評価の基準、資格取得の要件については、学則及び「キ

ャンパスガイド」に明記されている。 

また、この方針は専門職として社会的ニーズに応えており、主に学科会議で常に点検を

行っている。平成 26 年度は三つのポリシー（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）について、建学の精神を鑑みつつ、それらの整合性及び高校生や

保護者にとっての分かり易さに配慮して見直しを行った。 

平成 27 年度からの学位授与の方針は以下の７つである。 

 

【学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）】 

 ①豊かな教養を身につけている。 

 ②保育に関する内容および方法を理解している。 

③保育にかかわる課題を自ら設定し、考察を行うことができる。 

④保育に関する知識を実践で活かすことができる。 

⑤他者に対して尊敬をもって接することができる。 

⑥保育に必要な技能・方法を習得し、実践できる。 

⑦他者のメッセージをくみ取り、適切な対応を行うことができる。 

加えて、科目との対応性を把握するためにカリキュラム・マップの作成に着手した。 

 

総合文化学科の平成 26 年度における学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）は、「地

域社会への貢献につながるようなホスピタリティ精神やコミュニケーション能力を身につ

けていること」「さまざまなビジネスシーンにおいて有効となる知識・技能を修得できてい

ること」「幅広い教養を身につけ、考える力や創造する力が養われていること」であり、学

科としての学習成果に対応している。 

現状としては、この学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）は、社会的な通用性があ

ると認識しているが、学科会議を中心に定期的な見直しを行っている。その中で、三つの

ポリシー（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）の見直

しを行った。 
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平成 27 年度の学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）は、以下の８つである。 

 

【学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）】 

①豊かな教養を身につけている。 

②社会人として活躍できる専門的知識・能力を身につけている。 

③的確な判断により、問題を解決する力（問題解決能力）を身につけている。 

④キャリア形成のための自己分析力や、社会に対する洞察力を身につけている。 

⑤地域について理解し、地域社会に貢献することができる。 

⑥人間関係において、他者を敬い、周囲と協調することができる。 

⑦免許・資格等の取得に向けて意欲的に取り組み、その成果を社会生活に活かすこと 

 ができる。 

⑧状況に即して、適切なプレゼンテーションを行うことができる。 

さらに、科目との対応性を見るために、カリキュラム・マップの作成に取り組み始めた。 

 

(b)課題 

両学科とも、平成 27 年度からの三つのポリシー（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）の見直し、本格的なカリキュラム・マップの作成にあ

たり、学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）との整合性を確認し、いかに今後のカリ

キュラムの改善に役立てられるかが課題である。 
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［区分 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 

(a)現状 

幼児教育学科の平成 26 年度の教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）

は、「キャンパスガイド」に以下のとおり示されている。 

本学科のカリキュラムは、保育者になるための学びを３つの系統で捉え、その上で

全体を統合する構成となっています。３つの系統とは、①幼児保育、②心理福祉、③

芸術であり、 それぞれの系統ごとにコースが設置され、科目が配分されています。専

門職としての保育者になるためにはこの３つの系統すべてにわたって横断的に科目を

履修してゆかなければなりませんが（必修科目・選択必修科目）、主として１年次後期

以降、得意分野にあわせてコースを選択し、学びを深めることができるように、さま

ざまな応用的な科目が設置されています （選択科目・コース必修科目）。本学科に所

属する学生は、これら必修科目・選択必修科目・選択科目（およびコース必修科目）

を総合的かつ系統立てて履修することで、基礎力を持つと同時に得意分野に造詣の深

い保育者になることを目指します。 

なお、芸術コースには音楽と美術の２つのコースがあり、それぞれ高い専門性を身

に付けたい学生のための科目が用意されています。特に音楽コースでは個人レッスン

を中心とした特別科目が用意されており、これらの科目（別に定める音楽に関する科

目）を履修する学生は音楽コース履修学生として、学科の必修科目を土台として音楽

を深く学ぶことで幅広く感性を磨き、音楽的な力量を持つ保育者を目指します。（なお、

芸術コース科目を履修する学生は学則に定める特別演習費等を納める必要がありま

す。） 

 

幼児教育学科では、前述した学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）の「保育に関す

る基礎的な知識・技能を有し、子どもとともに学びを深められること」、「他者への感受性

をもってコミュニケーションを図れること」、「音楽や美術、言語等、表現に関する理解が

あること」に対応し、その上で学習成果に対応した分かり易いカリキュラムが編成されて

いる。 

成績評価の方法については、「学則」第５章及び「キャンパスガイド」の「単位認定に

ついて」に明記されている。成績評価は、学期末試験やレポート、提出課題などによって

行われる。合格評価は「優」「良」「可」で、不合格評価は「不可」とし、欠席が三分の一

を超えた場合は「失格」とし、各科目担当者が厳格に適用している（提出資料７、備付資

料４、５）。 

また、「シラバス」には、科目の授業概要、到達目標、授業計画、評価基準、評価方法、

教科書、参考書、履修条件・準備学習が明記されている（提出資料３）。 

幼児教育学科の教育課程は、幼稚園教諭二種免許状、保育士資格を取得するための科目

が中心である。担当教員は、文部科学省・厚生労働省の基準を満たす業績を有している。 

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）に関しては、各免許状・資格の

養成課程の改定に合わせて適切に対応しているのはもちろん、定期的な見直しを行ってい

る。 
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平成 27 年度からの教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）は以下のと

おりとし、平成 27 年度の「キャンパスガイド」に明記した。 

 

【教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）】 

① 学生の学習能力に応じて段階的な科目配置を行っています。また、総合的な力を確

認するため、実習（教育実習、保育実習）を各学期に配置し、それに合わせて学内

での実習指導科目を段階的に設置しています。 

② 学生がみずからの得意分野に合わせて学びを深めることができるよう応用科目を

設置しています。応用科目はコースとして系統的に区分され（幼児保育コース、心

理福祉コース、芸術コース）、学生は主に１年次後期以降コースを選択し、応用力

を育みます。 

③ 以上の教育課程を通して、保育に関する知識を備えた実践力のある保育者を育成し

ます。 

 

総合文化学科の平成 26 年度における教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリ

シー）は、「キャンパスガイド」に以下のとおり示されている。 

総合文化学科には、免許・資格や検定に対応した授業科目をはじめ、時代のニーズ

に即応した多種多様な授業科目が設置されています。そして、それらの授業科目は、

履修の便を考慮して、①ベーシック、②日本語コミュニケーション、③日本文学、④

表現文化、⑤観光・歴史、⑥ブライダル、⑦ファッション・アパレル、⑧心理・人間

関係、⑨図書館司書、⑩情報メディア・ビジネス、⑪医療事務、⑫研修・体験のよう

に、12 のフィールド（ほかに、教養科目をまとめた教養フィールド）に分けられてい

ます。それによって、柔軟で幅広い履修が可能になりましたが、自己の目標や進路を

しっかりと見つめ、それにあった履修計画を立てることが望まれます。 

＊ 教養フィールド 

Ⅰ（人文学） Ⅱ（社会科学） Ⅲ（自然科学） Ⅳ（外国語） Ⅴ（体育）の５分野

に分かれ、 現代社会で必須とされる科目を学びます。 

①ベーシックフィールド 

総合文化学科の多彩な授業科目を履修するための、基礎となる必修科目を学びます。

ゼミナールを中心とした科目群が各学期に配されています。 

②日本語コミュニケーションフィールド 

日本語学や日本語教育に関する科目が置かれています。日本語の特質や歴史に関す

る諸問題を追及するとともに、日本語の豊かさや表現の特徴を学ぶことで、日本語表

現力の向上を目指します。 

③日本文学フィールド 

古典から近代文学、児童文学、演劇まで、日本語で表現された文学作品をあらゆる

角度から幅広く研究します。文学表現を理解することで、自分自身を見つめます。 

④表現文化フィールド 

イラストレーション、アニメーション、書、映像表現、舞台表現など、自らが表現

したい分野を追及していきます。文化研究、作品鑑賞などで培われた感性をもとに、
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実作、制作にチャレンジし、表現技術を磨きます。 

⑤観光・歴史フィールド 

観光学・地域史・文化史の研究をベースに観光分野を総合的にとらえます。また、

観光産業のあり方を実践的に学び、未来の観光産業を模索します。 

⑥ブライダルフィールド 

ブライダル総論から挙式のプランニングに至るまで、ブライダルビジネスの現状や

課題について学ぶことで、イベントプロデュースの力を養うとともにプランナーやコ

ーディネーターとしての資質を磨きます。 

⑦ファッション・アパレルフィールド 

ファッションデザイン・コスメティックなど、センスや美意識を磨くための授業科

目が置かれています。 

⑧心理・人間関係フィールド 

心理学、コミュニケーション論など、人間の内面を理解したり、人間関係を円滑に

したりするための科目が置かれています。ピアヘルパー（日本教育カウンセラー協会

認定資格）の受験資格を得るためには、このフィールド内の指定科目を履修、修得す

ることが必要です。 

⑨図書館司書フィールド 

図書館司書資格を取得するための科目を配置しています。図書館司書になるための

学習をとおして、高度情報化社会に即応できる知識やスキルを修得します。 

⑩情報メディア・ビジネスフィールド 

ビジネスコンピューティングからマルチメディア表現までのコンピュータ・リテラ

シーと、マーケティングビジネスや簿記などの実務について学びます。「ＭＯＳ（マイ

クロソフト・オフィス・スペシャリスト）」の資格取得にも力を入れています。 

⑪医療事務フィールド 

医療事務に必要な患者接遇、外来業務、入退院業務、保険請求業務（レセプト）な

どの基礎知識を身につけます。メディカルクラーク（日本医療教育財団認定資格）の

受験資格を得るためには、このフィールド内の指定科目を履修、修得することが必要

です。 

⑫研修・体験フィールド 

地域活動やボランティア体験、インターンシップ（就業体験）など、教室を飛び出

した体験型授業を展開しています。 

 

総合文化学科では、「地域総合科学科」として、多様なニーズを持って入学してくる学

生に対して、より柔軟な履修を可能にするため、フィールド制を導入している。 

平成 25 年度にはカリキュラム改正を実施し、現在、専門科目はベーシックフィールド

（本学科が重視する科目群、必修科目）、日本語コミュニケーション、日本文学、表現文化、

観光・歴史、ブライダル、ファッション・アパレル、心理・人間関係、図書館司書、情報

メディア・ビジネス、医療事務、研修・体験の 12 フィールドに編成されている。また、「心

理・人間関係フィールド」の設置科目は、ピアヘルパーの資格取得にも対応した授業内容

となっている。学生の選択肢は増えたものの、やや分かり難い科目編成となってしまった。 
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さらに、社会情勢の変化、学生のニーズを勘案し、平成 27 年度入学生に向けて、カリ

キュラム改正を行い、フィールド数を 10 に精選した。すなわち、日本語コミュニケーショ

ン、日本文学、表現、文化学、ブライダル、心理・人間関係、図書館司書、学校図書館、

情報メディア、ビジネス・医療事務である。これによって、学習成果に対応した分かり易

い授業科目の編成をしている。 

なお、成績評価については厳格に行っている。また、シラバスに必要な項目については、

各科目において具体的に明示されている。 

総合文化学科の教育課程には、中学校教諭二種免許状、図書館司書資格、学校図書館司

書教諭資格を取得するための科目も含まれており、当該科目の担当教員は文部科学省の基

準を満たす業績を有している。また、他の科目についても、教員の資格・業績を勘案した

上で適切な配置を行っている。 

カリキュラムや教育の改善に向けた検討は継続的に実施しており、開設授業科目を総合

的に見直し、統廃合、新設を積極的に行っている。 

平成 27 年度からの教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）は、以下の

とおりとし、平成 27 年度の「キャンパスガイド」に明記した。 

 

【教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）】 

①豊かな教養やキャリア形成のための力を養う共通教育科目と、専門分野の学びを深め

る専門科目を設置しています。 

②専門科目は、ゼミナールと 10 フィールドの科目群からなり、各種免許・資格等にも

対応しています。ゼミナール 4 科目は必修であり、2 年次開講の「卒業研究ゼミナー

ル」Ⅰ・Ⅱでは「卒業研究」の制作に取り組みます。ゼミナール以外の科目は、すべ

て選択科目として開設しています。 

③インターンシップをはじめ、実習・体験型の科目では、地域への理解を深めるととも

に、他者を敬う気持ちや多角的な判断力と行動力を身につけます。 

 

両学科とも、平成 27 年度「シラバス」作成において、記載項目の見直しを行い以下の

ように変更した。 

①「履修条件」と｢準備学習」の別記 

②「オフィスアワー」欄の新設 

③「評価基準」の項目の明示 

 

 (b)課題 

両学科とも、今後も学習成果との対応などを継続的に点検していく必要がある。 

総合文化学科では、新しく展開する 10 フィールドの学習成果を検証しつつ、その修正

とさらなる展開を考究していかねばならない。 

  



上田女子短期大学 
 

54 
 

［区分 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 の自己点検・評価 

(a)現状 

幼児教育学科では、入学者受け入れの方針（アドミッション・ポリシー）を以下のよう

に示し、「キャンパスガイド」や「学生募集要項」、ホームページ上で公表している（提出

資料１、２、６）。 

①本学のカリキュラムを履修していくに必要な基礎的学力を有する人 

②幼児教育・保育に強い関心を持ち、学習意欲に満ちている人 

③社会に目を向け、幼児教育の現状を理解し、積極的な関わりを持つ意欲のある人 

以上の入学者受け入れの方針（アドミッション・ポリシー）は、本学科が定める学習成

果を卒業までに身につけるために、入学時に 低限必要となる基準として明示したもので

ある。 

特に基礎学力は、専門職としての保育者にふさわしい知識を習得する上で不可欠である。 

また、幼児教育・保育に対する関心や意欲は、２年間の学びを支えていく根幹になる。 

さらに、社会的に有為な人材を育成することを主眼とした本学の教育目的から、社会に

視野を向ける姿勢が求められる。 

 入学者選抜の方法は、以下のとおりである。 

「推薦入学試験Ａ・Ｂ」 

「指定校推薦入学試験」 

「推薦特待生入学試験」 

「資格特待生入学試験Ａ・Ｂ」 

「一般入学試験Ａ・Ｂ・Ｃ」 

「ＡＯ入学試験」 

「社会人学生入学試験Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」 

「外国人留学生入学試験」 

「帰国子女学生入学試験」 

このうち、「推薦入学試験Ａ・Ｂ」「指定校推薦入学試験」では、書類審査と個人面接を

通して、幼児教育・保育への強い意欲や社会的関心を確認している。 

また、「推薦特待生入学試験」「一般入学試験Ａ・Ｂ・Ｃ」では、書類審査と個人面接に

加え小論文を課し、保育者としての資質と意欲に加え、基礎的国語力を確認している。 

「ＡＯ入学試験」では、本学で保育者を目指す意欲を特に重視している。 

以上のように、本学科が設定している入学者選抜の方法は、入学者受け入れの方針（ア

ドミッション・ポリシー）を反映したものとなっている。 

平成 26 年度より、「ＡＯ入学試験」は芸術コース（音楽・美術）希望者に限定した。こ

れは、当該入学試験の方法では入学者受け入れの方針（アドミッション・ポリシー）に適

う入学者を選抜しづらい懸念が生じたことによる。 

また、平成 26 年度より「資格特待生入学試験Ａ・Ｂ」を新規導入した。 

なお、入学者受け入れの方針（アドミッション・ポリシー）の内容を、本学の「建学の

精神」とより整合的なものとするため、平成 27 年度より以下のように変更した。 

①入学後の修学に必要な基礎学力を持つ人 
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②子どもの育ちに関心を抱き、そのための知識・技術を身につける意欲を持つ人 

③他者を敬う気持ちを持つ人 

合格者に対しては、学習成果達成のための支援策の一環として、「入学前ウォーミング

アップ・エクササイズ」（入学前課題）を課し、短期大学での学習がよりスムーズに始めら

れるよう配慮している（備付資料 13）。課題の内容は、以下のとおりである。 

・専門職としての保育者に必要となる基礎的国語力（漢字、語彙）の確認 

・保育の時事問題を読んだ上で要約し、自分の意見を記述 

・ピアノの練習が可能となるような楽譜の提示 

・保育技術に関心を持たせるための絵本の読み聞かせ 

 

総合文化学科では、入学者受け入れの方針（アドミッション・ポリシー）として、次の

ものを示してきた。 

①総合文化学科のカリキュラムを履修していくに必要な基礎的学力を有する人 

②総合文化学科のカリキュラムによって、「なりたい私」を実現する意欲に満ちた人 

③インターンシップや演習・実習など、実践的な学びによって、自分を高めていく意欲

のある人 

これらの入学者受け入れの方針（アドミッション・ポリシー）は、入学前の学習成果を

明確に示したものである。 

入学者の選抜方法は、以下のとおりである。 

「推薦入学試験Ａ・Ｂ」 

「指定校推薦入学試験」 

「推薦特待生入学試験」 

「資格特待生入学試験Ａ・Ｂ」 

「一般入学試験Ａ・Ｂ・Ｃ」 

「自己アピール入学試験Ａ・Ｂ・Ｃ」 

「ＡＯ入学試験」 

「社会人学生入学試験Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」 

「長期履修学生入学試験」 

「外国人留学生入学試験」 

「帰国子女学生入学試験」 

以上の入学選抜の方法は、入学者受け入れの方針（アドミッション・ポリシー）に対応

している。 

平成 26 年度は、建学の精神や学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）、教育課程編成・

実施の方針（カリキュラム・ポリシー）との整合性に鑑みつつ、入学者受け入れの方針（ア

ドミッション・ポリシー）の見直しを行った。 

平成 27 年度の入学者受け入れの方針（アドミッション・ポリシー）は、以下のとおり

である。 

①入学後の修学に必要な基礎学力を持つ人 

②本学科のカリキュラムによって、豊かな教養と専門的知識・能力を身につける意欲を

持つ人 
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③免許・資格等の取得に強い意欲を持つ人 

④実践的な学び（インターンシップ・実習等）によって、他者を敬う気持ちや多角的な

判断力と行動力を身につける意欲を持つ人 

 

(b)課題 

両学科とも入学者の選抜に関しては、特に「推薦入学試験Ａ・Ｂ」において、人物を重

視した方針がとられているが、短期大学生として適切な学力を有しているかの客観的判定

方法の検討が必要である。 

平成 27 年度からの入学者受け入れの方針（アドミッション・ポリシー）が、入学前の

学習成果の把握・評価を明確に示していることになるのか、入学後の様子を見ながら検証

する必要がある。 

 

 

  



上田女子短期大学 
 

57 
 

［区分 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 

(a)現状 

幼児教育学科の学習成果に示されている内容は、いずれも、学生が卒業後に保育者とし

て現場で働く際に求められる事柄を、念頭に置いた上で定められたものである。それらは

具体性を有していると同時に、２年間での達成・獲得が可能なものとなっている。いずれ

も、専門職としての保育者に必須の事柄であり、実際的な価値を持っている。 

本学科では、以下の点をもとに、学生が学習成果を獲得したものとみなしている。 

①各科目の成績評価 

②教育実習・保育実習・施設実習での実習先からの評価 

③免許・資格の取得率 

④専門職への就職率 

上記①については、今年度カリキュラム・マップの作成に着手したことで、学習成果の

獲得状況が、今後より明確なものとなることが期待される。 

②については、本学科が作成した評価表に従って実習先に評価を依頼している。評価表

には、園・施設の役割理解や子どもとのコミュニケーション、指導案の作成や提出物の記

載状況、実習態度にまで至る項目がある。それらによって、各学生の学習成果がどれだけ

実践的なものとなっているかが判断できる。 

③の免許・資格については、各科目の成績と実習先からの評価が総合されることで取得

につながることから、学習成果の獲得を総体的に示すものである。なお、本学科では幼稚

園教諭二種免許状の取得を学生全員に求め、保育士資格については選択としているが、例

年９割を超える学生が保育士資格を取得している（備付資料６）。 

④にある専門職への就職によって、本学科が定めている学習成果は、その実践的意義を

具体的に示すことになる。年度ごとの専門職への就職率から、社会的に有為な人材を育成

する本学科の姿勢が常に問われるといってよいが、平成 26 年度は、９割以上の学生が専門

職に就職した。 

 

総合文化学科の教育課程の学習成果について、獲得の場・学習方法・評価方法を挙げて

みると、以下のようになる。 

  教育課程全般……養成課程全般（教諭・司書）……免許資格取得率・専門就職率 

  本学必修科目……建学の精神……授業評価、履修状況 

  教養科目……選択科目……授業評価、履修状況 

  専門科目……専門科目……授業評価、履修状況 

  学科行事……研修旅行……レポート 

総合文化学科の掲げる学習成果のうち、汎用的学習成果は、本学必修科目を中心に教養

科目における学びによっての獲得を期待する。また、学科行事も、これらの科目の並びに

位置づけられる。専門的学習成果は、主に専門科目の学びによっての獲得を期待する。 

学習成果の具体性と達成については、免許・資格・検定へのチャレンジも奨励しており、

ＦＤ活動による授業評価と合わせてみることで、客観的な数値として見ることもできる。

ただし、すべての学生が選択・受験してはいない状況への対処が必要である。 
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学習成果の獲得可能性と実際的価値、及び測定については、単位不足による卒業延期が

ほとんど見られないことと、就職・進学の決定率（９割前後）が指標となると考えている。 

 

(b)課題 

両学科とも、カリキュラム・マップを完成させ、査定サイクルの着実な運用が必要であ

る。 
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［区分 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。］ 

 基準Ⅱ-A-5 の自己点検・評価 

(a)現状 

卒業生に対する進路先からの聴取は、幼児教育学科の実習訪問指導及び総合文化学科の

インターンシップ先での聞き取りや進路サポート委員による企業訪問、それに加え進路サ

ポート室職員が、電話や企業面接会現地指導の際に聞き取り調査をするなど併行して行っ

ている（備付資料９）。 

平成 26 年度から就職活動開始時期が３ヶ月後ろ倒しになることを鑑み、平成 25 年９月

より１名職員を増員した。それによって、企業などへ直接訪問する機会を増やし、企業と

の密接な関係づくりを継続的に強化した。その際に、前年度の採用活動の評価ポイント、

本学への要望点などとともに、卒業生の状況を採用担当者から直接聴取した。 

それらによって得た情報を、進路サポート委員会をとおして各学科へフィードバックし

ている。また、週１回行われる「進路セミナー」において、在学生にもその情報を伝え、

就職活動をする上での参考にするよう促している。 

 

(b)課題 

卒業生に対する進路先からの評価については、ここ数年は聞き取り調査にとどまってい

る。今後は、その評価やそこで得た情報を積極的に活用する方策を練る必要がある。両学

科の掲げる学習成果の点検への活用を中心に、その過程での知見を日々の学生指導に活か

すよう心掛けたい。 

また昨年は、課題として、集めた情報の共有及びデータ化を挙げたが、その作業が遅れ

ている。在学生へのタイムリーな提供を図っていきたい。 
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 テーマ 基準Ⅱ-A 教育課程の改善計画 

学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）については、平成 27 年度よりカリキュラム・

マップをもとに学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）の整合性を検証し、必要に応じ

て改訂を行っていく。 

これと併行して、カリキュラムや授業内容の見直しも行い、教育課程編成・実施の方針

（カリキュラム・ポリシー）と教育の質保証とが齟齬しないよう、逐次改善に努めていく。 

幼児教育学科は、芸術コース（音楽・美術）、特に音楽の授業内容の再編を検討する。

それにともない、コース以外の音楽科目の授業内容も再検討し、美術においては、美術教

室の確保および設備の充実を目指す。 

総合文化学科は、専門科目のフィールド構成のあり方を定期的に検証し、「授業評価ア

ンケート」の結果をも踏まえた上で、カリキュラム及び授業内容の改善に努める。 

加えて、平成 27 年度より施行する「共通教育科目」についても、カリキュラム及び授

業内容を定期的に検証し、改善に努める。 

入学者受け入れの方針（アドミッション・ポリシー）については、平成 27 年度施行の

ポリシーに示されている「入学後の修学に必要な基礎学力」を、より客観的な方法で把握・

評価する方法を確立する必要がある。 

平成 28 年度入学試験より実施する「ＳＧ特待生入学試験」は、その一試行としての意

義を担っている。当該試験は約 30 分間の口頭試問（国語・英語・現代社会）を中心とし、

受験生と面接官との質疑応答をとおして、「入学後の修学に必要な基礎学力」を判定しよう

とするものである。平成 28 年度入学試験の結果を見て、今後、推薦入学試験等への導入も

検討していく。あわせて、入学前に把握した学習成果を、入学後の授業運営に活かせるよ

うな体制も確立する。 

学習成果の査定（アセスメント）については、平成 27 年度よりカリキュラム・マップ

を用いた査定サイクルを導入する。具体的には、科目レベルでの査定サイクルの運用に際

し、全科目に対応するチェックリストの作成と全学的な運用体制を構築する。 

学生の卒業後評価への取り組みについては、卒業生の動向把握の結果を、カリキュラム

及び授業内容の改善に反映できるような体制を、平成 29 年度までに確立する。 

 

■提出資料 

 １ 学生便覧（キャンパスガイド）［平成 26 年度]［平成 27 年度] 

 ２ ウェブサイト「情報の公表」http://www.uedawjc.ac.jp/ 

  ３ シラバス(授業概要)［平成 26 年度]［平成 27 年度］ 

 ４ 上田女子短期大学学則 

６ 学生募集要項［平成 26 年度]［平成 27 年度］ 

７ シラバスに対応した授業科目担当者一覧［平成 26 年度] 

８ 時間割表［平成 26 年度]          
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■備付資料 

 ４ 単位認定の状況表 

 ５ ＧＰＡ種別人数表 

 ６ 資格別取得人数表 

 ７ 卒業研究概要集（幼児教育学科）・卒業研究集（総合文化学科） 

 ９ 訪問記録票 

 13 入学前ウォーミングアップ・エクササイズ（幼児教育学科） 
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［テーマ 基準Ⅱ-B 学生支援］ 

［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 

(a)現状 

教員は、各学科の教育目的及び学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）を踏まえた上

で、授業科目の到達目標に即した成績評価基準を定め、学生の学習成果を厳格に査定して

いる（備付資料４、５）。具体的には、小テストの実施や、課題、レポート、授業態度、出

欠状況等により、授業における学生の学習成果の状況を把握し、問題のある場合には、各

学科会議や関連する委員会、部局において対応を協議している。 

 

幼児教育学科は保育者養成の責を担う短期大学として、地域で有為な人材を育成するこ

とを念頭に学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）を設定している。成績評価基準もそ

うした基本的な考えに沿って設定し、学習成果を評価しているが、さらなる質の向上を目

指して、教員間の相互確認を行うことができるよう、カリキュラム・マップの作成に着手

した。 

総合文化学科は、地域社会で幅広く活躍できる有用な人材を育成することを念頭に学位

授与の方針（ディプロマ・ポリシー）を設定している。専門科目については 12 フィールド

にわたる幅広い授業科目を展開しており、学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に対

応した成績評価基準により学習成果を評価している。 

本学では、前後期の学期末に「授業評価アンケート」を実施している。その結果は、授

業担当教員に知らされ、十分に認識した上で「授業評価アンケート結果・報告書」を提出

している。教員は「授業評価アンケート」の結果を次年度以降の授業改善のために活用し

ている（備付資料 19、20）。 

平成 26 年度は、１月にＦＤ委員会と教務委員会の共催による教職員対象の学習会を開

催した。内容は平成 27 年度より改変される本学教養科目の位置づけ及びそのあり方に関す

るものであったが、出席者間の意見交換を通じて、各教員が授業の進め方を省察する機会

となった（備付資料 24）。 

幼児教育学科の授業内容については、実習関連科目や近接領域を中心として、授業担当

者間で意思の疎通、協力と調整を図っている。 

総合文化学科は、同一科目や同一フィールドの授業担当者間においては特に緊密な協力

体制が築かれている。 

年度当初に実施している非常勤講師との懇談会では、各学科の教育目的及び学位授与の

方針（ディプロマ・ポリシー）について確認するとともに、各授業の到達目標や学生の学

習状況について活発な情報交換を行い、教職員間の意思疎通を図っている。さらに、幼児

教育学科では、音楽関連の授業の多くを非常勤講師が担当しているため、担当者会議を毎

月開催し、履修者の進度把握と情報の共有に努めている。 

幼児教育学科の教育目的の達成状況については、主として実習及び実習関連科目に対す

る学生の取り組み状況を中心に把握・評価している。それは、学科の教育課程の大きな柱

である実習を中心とすると把握がし易いためである。また、免許・資格の取得状況からも、
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教育目的の達成状況を把握・評価している（備付資料６）。 

総合文化学科の教育目的の達成状況については、教職課程科目、司書課程科目をはじめ、

免許・資格取得に関わる科目を中心に、教育目的の達成状況を把握・評価している。免許・

資格取得に関わらない部分では、「卒業研究」の指導をとおして、達成状況を把握・評価す

ることになる。 

また、本学はゼミナール制を採用しており、ほぼすべての教員がゼミナールの担当経験

を持っている。ゼミナールでは「卒業研究」に向けた指導のみならず、学生生活や履修の

指導も行っている。また、各学期の初めに実施されるオリエンテーションでは、ほとんど

の教員が履修指導に参加し、学生の相談に応じている（備付資料 15）。 

教員は、所属学科のカリキュラムをはじめ履修方法や卒業要件に通暁しており、各学期

当初に行われる「教務ガイダンス」「単位履修指導」では、ほぼすべてのゼミナール担当教

員が履修指導に関わっている。学生の履修状況や健康状態により個別の対応が必要である

場合は、ガイダンス以外にも時間を設け、ゼミナール担当教員が助言や指導にあたってい

る（提出資料９）。 

 

事務職員も教務委員会や学生委員会などの各種委員会に所属しており、両学科の学習成

果を認識した上で、所属部署の職務を通じて、履修や卒業に至るまでの学生生活に対する

支援を行っている。また、職務を通じて各学科の教育目的・目標の達成状況も把握してい

る。 

ＳＤ活動としては、「事務局会議」を月１回開催し、職員相互に共通認識を持つだけで

なく、議論する場やＳＤセミナーの場として活用している。平成 26 年２月から４月まで事

務局内にビジョン策定委員会を設け、目指すべき姿を話し合った。平成 26 年度は、初めて

ＳＤ委員会が主催し、「生き残るために必要な短大のポジショニングとは」をテーマに、全

教職員を対象とした講演会を 10 月に開催した。その他にもＳＤ委員会が中心となり、「上

田女子短期大学事務職員通信教育報奨制度」を 11 月に策定し、職員の積極的なスキルアッ

プを促した（備付資料 25）。 

以上のような取り組みを積極的にしながら、学生の支援を行っている。 

 

図書館では、利用者に向けて「図書館ガイドブック」を発行している（備付資料 39）。 

図書館には職員２名を配置し、原則として平日９時から 17 時まで開館している。平成

26年度の開館日数は 204 日であり、このうち 18 時 30 分までの延長開館は 22日であった。

通常の図書の貸し出し冊数は５冊以内であるが、夏季・冬季の長期休暇中は無制限にし、

利便性の向上に努めている。 

図書館が行っている学生の学習成果獲得のための支援は、以下のとおりである（備付資

料 40）。  

① レファレンスの実施 

レファレンスの内容と回答方法を記録し、以後同様の質問があった時に備えている。

質問内容によっては、不足している図書や資料があるので、補充をしたり、学生の希望

する図書や資料を購入する「リクエスト」制度により利便性の向上へもつなげている。 

② ＰＣ等の整備 
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館内には蔵書検索用パソコンを３台配置し、すべての所蔵資料を検索することができ

る。その他、デスクトップＰＣ10 台、ノートＰＣ６台、タブレット端末５台、インター

ネットやマイクロソフトオフィス、各種データベースが利用できる。 

③ 各種データベースの導入 

データベースは CiNii(国立情報学研究所)、ジャパンナレッジリブ（(㈱ネットアドバ

ンス)、G-Search（㈱ジー・サーチ）を導入している。 

④ 情報リテラシー講座 

学内全ゼミナールに向けて「情報リテラシー講座」を開催し、調査・研究の支援を行

っている。 

⑤ 企画展示 

図書館の蔵書をテーマやコーナーを設けて積極的に利用者にアピールしている。 

「テーマブックス」は、テーマを決めて絵本などの展示や紹介を、年 12 回程度行っ

ている。また、学内での各講演会に合わせてその内容に関連する蔵書の展示をしている。

その他、教員の推薦する図書のコーナーを設けている。このコーナーには「シラバス」

に掲載されている教員の推薦図書のほか、授業を進めていく上で教員が逐次学生に推薦

する図書資料も置いている。 

また、図書館独自の企画として、「七夕文学賞」（年１回、短詩型文学作品を募集）を

実施し、創作活動を通じて図書館に親しみがわくよう企画している。 

⑥ 学外機関との協力・提携 

NACSIS-ILL（国立情報学研究所）に参加し、相互貸借・文献複写を行っている。 

また、「信州共同リポジトリ」は長野県内 13 の高等教育機関で構成されており、本学

は平成 22 年度から参加している。この「上田女子短期大学リポジトリ」で、本学の「所

報」や「紀要」などの刊行物を公開している。平成 26 年度からは、本学の公開講座を

収録した『生きる』『創る』『語る』、学科の論集である『見つめる』『文化の諸相』、本

学の歩みを示した『上田女子短期大学の二十年』も閲覧できるようになった（備付資料

１、３）。 

その結果、コンテンツ登録数は、1,366 件で、長野県内 14 大学・短期大学の中で、第

３位、アクセス数は 442,340 で第１位となっており、多くの利用者があることがわかる。 

 

教職員は、授業や学校運営において積極的にコンピュータを活用しており、ほとんどの

教職員が基本的なＩＣＴ活用能力を身につけている。授業ではパワーポイントを活用して

いる教員が増えつつあり、それにともない普通教室へのプロジェクター・スクリーンの設

置を漸次進めている。学内ＬＡＮはおおむね整備されており、教職員への諸連絡はメール

により行われることが多い（備付資料 41）。 

教職員は、学生に対してコンピュータの利用を奨励しており、各学生にはメールアドレ

スを配布している。幼児教育学科・総合文化学科とも情報系の科目では、課題・レポート

のメール提出を義務づけており、学生のＩＣＴ活用能力の向上に努めている。また、施設

面では情報処理演習室を２教室設置しており、教室が空いている場合は、学生が自由にコ

ンピュータを利用できるような環境を整えている（備付資料 42）。 

教職員に対して、コンピュータ利用技術の向上を図るための研修は特に実施していない
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が、教職員用端末のＯＳ・アプリケーションのバージョンアップに際しては、ＩＴ・セキ

ュリティ委員会が教職員に対して必要な情報を提供したり、操作上の質問に対応したりす

るなどのサポートを行っている。 

 

(b)課題 

授業運営については、担当教員間での連携・協力体制がおおむね出来上がっている。非

常勤講師を含めた連携・協力体制については、年度当初に講師懇談会を実施し、より良い

授業運営を行われるよう、必要事項の伝達及び情報交換をしているが、講師懇談会にはす

べての非常勤講師が参加しているわけではないため、さらなる協力体制の確立をめざして

方策を考える必要がある。 

「授業評価アンケート」については、全科目での実施を目指して、実施方法や集計方法、

開示方法について教員間での意見交換をしていく必要がある。また、「授業評価アンケート」

の項目も、教員が授業改善に結びつけやすいよう精査していく必要がある。 

また、学習成果の状況を教員間で把握・評価できるよう、カリキュラム・マップの作成

に着手したが、本格的な運用にまで至っていない。今後、学習成果の獲得に資するよう、

カリキュラム・マップを完成させ、それを活用する方策を検討し、本格的な運用に結びつ

けたい。 

事務職員については異動を活性化することにより、幅広い職務を通じてスキルアップを

図る。加えて、より効果的な学生支援を行うために、今後も組織的なＳＤ活動を推進して

いく必要がある。 

図書館活用の活性化の課題としては「アクティブ・ラーニング」や「ラーニングコモン

ズ」が挙げられる。公的な補助金を受けて実現を図るべくこれまで努力をしてきたが、実

現には至らなかった。学びの質を変え、学生の主体的な調査・研究活動が活発になること

への期待は大きい。学内の意思統一を図り、できるだけ早期に実現を図りたい。 

また、図書館では、「上田女子短期大学リポジトリ」の構築が進められている。さらな

る充実を求め、教員にコンテンツの提供を呼びかけていく。 

教職員は、学生に対してコンピュータの利用を奨励しているものの、組織的な取り組み

がなされていないため、学生のＩＣＴ活用能力は顕著なスキルアップまでには至っていな

い。今後は、学生のＩＣＴ活用能力の向上に向けた全学的な取り組みが必要である。 
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［区分 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 

(a)現状 

幼児教育学科では学習成果の獲得に向け、入学前に、合格通知とともに幼児教育・保育

関連の情報提供や絵本を推薦している。また、スムーズに短期大学の学習と生活に入れる

よう、２月に合格者を対象とした「入学準備プログラム」を実施している。その際、基礎

学力の把握と向上を目的に、学習課題を配布し後日の提出を課している。加えて、入学直

前には、全入学予定者を対象に「プレ・オリエンテーション」を実施し、短期大学での学

びの理解と在学生及び教員、新入生相互の親睦を図っている。 

学生支援のための印刷物としては、「キャンパスガイド」「ミニキャンパスガイド」「シ

ラバス」「実習ガイドブック」を発行している（備付資料 15）。 

入学後の「オリエンテーション」では、それらを利用し、時間をかけて教務ガイダンス・

学生生活ガイダンス・進路ガイダンス等を実施して学生の理解を得るように工夫している。 

本学の建学の精神に基づいた教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）の

説明とともに、教務ガイダンスでは、卒業に必要な単位取得に関する説明に加え、幼稚園

教諭二種免許状・保育士資格取得のための科目履修方法はもちろんのこと、介護職員初任

者研修修了証明書及びレクリエーション・インストラクター資格取得のための科目履修方

法、登録の方法、時間割など必要事項を丁寧に説明し、コース制についても触れている。

加えて、１年次後期開始時の教務ガイダンスでは、「履修カルテ」を配布し記入をさせてい

る（備付資料 15）。 

また、学生生活ガイダンスでは、学生生活全般についての心得や学生支援制度の説明を

行っている。 

進路ガイダンスでは、後期より始まる「進路セミナー」での基礎学力向上や公務員試験

講座等の説明を行って、早い時期から就職に向けた学力向上への意識や、就職に対する心

構えを持たせるように工夫している。 

また、基礎技能科目の器楽については、オリエンテーションの中で器楽ガイダンスを行

い、入学後はグレード別指導を行うことで進度に配慮した指導を行っている。特に苦手意

識を持っている学生には、必要な実力をつけるため、２年前期後期において器楽の補習を

用意している。 

本学は、少人数ゼミナール担任制をとっており、学習面や生活面だけでなく、保育者に

なるためのさまざまな不安や悩みをゼミナール担当教員に相談できる体制をとっている。

加えて２年生では、進路サポート室においてキャリアコンサルタントが個別面談を行い、

情報はゼミナール担当教員や実習指導担当者と共有し、必要に応じて定例の学科会議にお

いて報告され、きめ細かな指導を行える体制をとっている（備付資料 16、17）。 

 

総合文化学科では、入学予定者を対象に、春季休暇中に「プレガイダンス」を実施し、

短期大学生としてのスタートが円滑になるよう配慮している。具体的には、学科カリキュ

ラムの特徴や単位の取り方などを中心に説明し、終了後は、個別相談にも応じている。 

 入学時のオリエンテーションでは、学生支援の印刷物として「キャンパスガイド」「シラ
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バス」に加えて「ミニキャンパスガイド」を配布し、説明に活用している。 

学科の特性上、科目の履修、免許・資格の履修については、多岐にわたるので、とりわ

け時間を割いて説明にあたっている。さらに、個別相談・指導の体制を整えている。 

 学生の２年間は、ゼミナール制を軸とした必修科目によって支えられており、１年次前

期「基礎ゼミナールⅠ」、後期「基礎ゼミナールⅡ」、２年次「卒業研究ゼミナールⅠ・Ⅱ」

と各学期に配置している。ゼミナール担当教員は、オフィスアワーを含めた時間を活用し

て、学生の学習相談、生活相談、進路相談等、さまざまな問題の解決に向けた取り組みを

行っている（備付資料 15、16、17）。 

 教職課程履修者には、１年次後期開始時のガイダンスで、「履修カルテ」を配布し、記入

をさせている（備付資料 15）。 

 基礎学力が不足する学生に対する補習授業等は、現在のところ行っていない。各科目担

当教員からの聞き取りを重ねており、現況については、学科会議で情報の共有に努めてい

る。 

 

 両学科とも、学業、人物とも優秀な学生に対しては、２年次に特待生としての認定が行

われる。実技系科目（器楽やパソコン関係の授業）においては、進度の速い学生に対して

特別な課題を提示することがあるが、制度化はされていない。各担当教員の裁量に委ねら

れているのが現状であり、個別の学習支援や進路支援にとどまっている。 

 なお、両学科とも学科としての留学生の受け入れ及び留学生の派遣は行っていない。が、

グアム大学との提携による海外研修制度は平成 21 年度から継続して行っている。年度末

（例年２月）に行われる短期の研修で、異文化体験を主眼とし、アメリカの幼児教育の現

場やブライダル産業の現地視察を行う。参加した学生は、帰国後提出の研修レポートが合

格すると、「異文化理解とコミュニケーション」（幼児教育学科）「異文化体験」（総合文化

学科）の単位が認められる。平成 26 年度は、両学科の１年生 15 名が参加した。 

 また、外国人特別研究生の受け入れも継続している。平成 26 年度も例年のように、中国

北京市から２名の特別研究生（ともに月壇中学日本語教員）を受け入れた。日本語教育を

テーマとする研究論文の作成と、学外の日本語研究団体（長野・言語文化研究会）での研

究発表を行った。 

 

(b)課題 

入学後の学習が必ずしも順調とはいえない学生の、学習成果の獲得に向けた支援の取り

組みについては、各科目担当者やゼミナール担当者個々の支援に負うところが大きい。科

目によっては、学力向上につながる内容を取り入れたり補習を実施しているが、今後いっ

そう学生の情報の共有を図り、学科内での組織だった支援体制づくりが課題である。 
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［区分 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

に行っている。］ 

 基準Ⅱ-B-3 の自己点検・評価 

(a)現状 

学生の生活支援については、「学生委員会」がその任にあたっている。月一回の定例委

員会で情報共有と課題解決を図っている。職務が多岐にわたるので、主担当の責任者を決

め、以下のように分けている。 

①自治会（学友会）・サークル 

②学海祭（文化祭） 

③学生寮（第一学生寮・紫苑寮、第二学生寮・ＴＳＵＺＵＫＩ） 

④学生相談 

⑤奨学金 

⑥式典 

⑦人権同和教育 

この委員会は教職員からなる組織で、担当ごとの職務を随時進めている。 

高校までの学校生活で、課外活動等の責任者となった経験のある学生が少ないので、教

育指導上も重要な分野と認識し、学生委員会が、学生の主体性を引き出すよう支援してい

る。よりきめ細かなアドバイスを行うため、自治会・サークル、学海祭（文化祭）の主担

当者は、学生との密なコミュニケーションを図っている。 

 例年、学生相互の交流と親睦を目的にした長野県私立短期大学体育大会に参加してきた。

平成 27 年度の第 21 回大会は、本学が主管校となり大会を企画運営するため、学生委員会

が中心となり準備を進めているところである。 

学生食堂は学生ホールと兼用で設置しており、外部委託業者が授業日の午前 11 時から

午後１時30分頃まで12種類程度の食事を提供している。学生ホールの座席数は250席で、

飲料類の自動販売機３台を設置している。売店は無いが、学内のアメニティグッズについ

ては事務局学生支援課の窓口、履歴書等の就職関連については進路サポート室で販売を行

っている。平成 26 年度末には、学生のニーズに応え、学生ホールに 16 席(電源付)の１人

席を設置した。 

本学キャンパスと隣接し、定員 64 名（１室２名）の第一学生寮・紫苑寮がある。寮母・

日直者が常駐しており、安全面の配慮もなされている。寮ならではのイベントも開催され、

学年・学科の枠を越えた交流の中でコミュニケーション能力も培われている。また民間と

の契約寮として、第二学生寮・ＴＳＵＺＵＫＩ（定員 20 名、個室、徒歩 13 分）があり、

設備が充実している。礼金を本学が負担しているので、初期費用が抑えられると好評であ

る。その他、本学と提携している民間アパートなどを、事務局学生支援課で斡旋している。 

公共交通機関（上田電鉄別所線、大学前駅下車 徒歩６分）を利用する学生のほかに、

自家用車で通学する学生のために、キャンパス隣接地に乗用車 147 台分のスペースを持つ

駐車場を確保し、また体育館北側には駐輪場を設置している。学生用駐車場は、職員が見

回りを行うとともに防犯カメラが設置されており、安全面での配慮がなされている。 
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奨学金としては、以下の２種類がある。 
①外部奨学金 

外部奨学金は、独立行政法人日本学生支援機構の奨学金を取り扱っている。奨学金の

学内諮問委員会としては学生委員会が中心となり、奨学金貸与学生の推薦、適格認定、

指導を行っている。 
採用の種類 

①予約採用（高等学校在学中に予約申し込みを行う） 
②在学採用（入学後、申し込み手続きを行う） 
③追加採用（在学採用の推薦時、推薦内示数を超えた場合の申し込み） 
④緊急・応急採用（家計急変時に申し込む） 
⑤臨時採用（日本学生支援機構が臨時に行う採用） 

 ②本学独自の奨学金 
本学独自の奨学金としては、北野奨学金がある。 
奨学金の種類 

①一般奨学金（入学後申し込み手続きを行う） 
②海外研修奨学金（海外研修申し込み時に手続きを行う） 
③緊急奨学金（緊急時に申し込み手続きを行う） 

また、入学金特別減免制度（同窓生優遇措置）、学業・人物が優秀な学生を対象とした

特待生制度を設けている。 
学生の健康管理（メンタルヘルスケア・カウンセリング）については、学生委員会と保

健室、学生相談室が連携して従事している。 

特に学生相談室には、臨床心理士及び養護教諭の有資格者各１名が配置され、学生のニ

ーズに合わせた相談援助活動を行っている。さらに、学生に対して相談室の周知と利用促

進を図るために、定期通信「なごみだより」の発行と相談室企画を実施している。平成 26

年度の「なごみだより」は年４回の発行となった。また相談室企画は２回（「サシェ・小物

作り」「オブジェ・リース作り」）実施し、実りある活動となった。このような相談室の業

務については、定期的なカンファレンスを設け、学生委員会や保健室と連携が保たれるよ

うに工夫している。 

さらに、学生委員会主導のもと全教職員を対象とした連絡会議の機会を年３回設け、状

況把握と問題解決にあたっている。 

 「学生生活満足度調査」を卒業時に実施することで、学生生活に関しての学生の意見や

要望の聴収を行っている（備付資料８）。 

留学生の学習（日本語教育等）及び生活を支援する体制については、特別に組織化され

ていない。一般の学生に対する支援体制で対応することになる。 

ただし、留学生の支援については、これまで 30 年にわたって外国人特別研究生を受け

入れてきたノウハウを活かすことが期待できる。教職員で組織してきた国際交流委員会が、

その任に当たってきたが、学生の中からチューターを委嘱し、生活支援の補助を行ってき

た実績も活かせるものと考えている。 

 なお、「外国人留学生入学試験」は設定されているが、平成 26 年度は問い合わせのみで、

出願には至らなかった。 
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「社会人学生入学試験Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」は、両学科とも 12 月・２月・３月に実施している。

平成 26 年度は幼児教育学科１名、総合文化学科０名、計１名の社会人学生が在籍している。

特別の支援体制は設けていないものの、総じて学習意欲の旺盛な学生が多い。授業内容に

関する質問や授業に対する要望には、各科目担当教員が丁寧に対応している。 

障がい者受け入れのための施設としては、２ヶ所の身障者用トイレの設置と、本館には

２階までのエレベーターが設置されている。 

「長期履修学生入学試験」は、総合文化学科のみ 12 月に実施しており、平成 24 年度に

は１名が入学したが、その後退学している。入学後の履修形態等については、学科教員が

学生と面談を行い、学生の生活状況等を考慮した上で履修計画を立てるよう努めている。 

学生の社会的活動の把握については、ゼミナール及びサークルの担当教職員に加え、地

域連携センターが関わっている。両学科の学科会議・教授会等においても情報共有を行い、

学生主体のものについては、活動届・学外活動願等の届出書により行っている（備付資料

57）。それらの活動のうち、成果があり評価されるべきものについては、年度末に学科・委

員会等で協議した上で、学長もしくは学科長による表彰が行われている。また、新聞報道

等で紹介されたものは、学内に掲示して、全学的に周知を行っている。 

 

平成 26 年度表彰実績 

主催名 受賞者 種別 表彰内容 

 

 

第１回長野県私学振興大会 

理事長表彰 

図書館サークル 
ボランティア 

（団体） 

各地図書館の書架整理 

読み聞かせ活動 

平澤ゼミナール

演劇サークル 

ブライダル研究

サークルＭＩＰ 

茶道部 

 

ボランティア

（団体） 

 

福祉施設における各種

イベント 

 

 

卒業式学長表彰 

幼児教育学科 

（９名） 

成績優秀者 

（個人） 

各ゼミナール卒業研究

の優秀者 

総合文化学科 

（７名） 

ボランティア、

サークル活動等 

（団体・個人）          

ボランティア、サーク

ル活動においての活発

な取り組み・上級資格

取得 

 

(b)課題 

学生の生活支援のための外部研修には、できるだけより多くの教職員が参加できるよう

な体制を工夫したい。 

学生食堂のメニューについては、「学生生活満足度調査」の結果、自動販売機の品揃え、

メニュー内容、価格の値下げ等についての要望があった。これらは改善すべく外部業者に

伝えている。今後も学生の要望にできるだけ応えられるよう、業者との情報交換を密にし、
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また季節を意識したメニューも提供できるよう検討したい。 

キャンパス隣接地の駐車場と学内敷地を隔てる市道は、朝夕交通量が多く、その横断に

は事故等への十分な注意が必要である。それと同時に通学路の外灯の照度・数についても

検討し、安全面への配慮をさらに充実させたい。  

「学生相談室」は、相談を目的とする学生と、そこを自らの居場所として利用したい学

生が混在している状況にあり、相談を目的とした学生が利用しにくいという事態が生じて

いた。このことから、両者のニーズを満たせるよう、相談室の一部を保健室内に設置する

改修工事を平成 27 年３月に実施した。今後は、相談員の勤務体制や相談時間も含めて、円

滑な運営を行うことが課題である。 

「学生生活満足度調査」は、現在、２年生のみを対象に卒業時に行うため、学生が在学

中に改善を実感できる機会がない。今後は、１・２年生を対象に実施していく必要がある。 

 「外国人留学生入学試験」の要項については、現在の大学入試全般の状況を鑑み、見直

しをする必要がある（備付資料 22）。 

社会人学生のニーズに即した教育課程及び学習支援体制の整備に向けては、まずは検討

を進めていく必要がある。 

障がい者の受け入れについては、正面入口ドアが重く開閉に力を要する、階段にスロー

プの設置がないなど、バリアフリー化は遅れている。今後、学内施設の詳細な見直しと対

策が必要である。                                

長期履修学生は、学習・生活両面にわたり通常の学生とは異なった支援が必要となる。

平成 26 年度は長期履修学生は在籍していないが、今後は教務・学生両委員会が連携しなが

ら、適切な支援体制を構築していかなければならない。 

学生の社会的活動の重要性等を考え、地域連携センターを拠点とし、本学学生の社会的

活動への参加をさらに促したい。そのための評価の検討が必要である。 
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［区分 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 

(a)現状 

進路支援のための教職員の組織としては、「進路サポート委員会」がある。進路サポー

ト委員会は、各学科の教員と広報・進路サポート課の職員で構成され、就職の相談・斡旋、

各種セミナーの企画･実施、資格取得支援、就職試験対策、進学支援、企業訪問、就職面接

会現地指導など進路に関するいっさいの業務を行っている（備付資料９、10、56）。 

進路支援室としては、「進路サポート室」を設けている。そこには職員３名が常勤して

進路サポート委員会での決定事項の運営、求人の受付･紹介、就職･進学に関するさまざま

な相談業務、週１回行われる「進路セミナー」の運営、就職活動時期に合わせた各種セミ

ナーの開催、求人情報収集等を行っている。また、サポート室職員による全学生を対象と

した個別面談も実施している。加えて、外部のキャリアコンサルタントが週２日、学生の

相談にあたり、一人ひとりに対するきめ細かい相談・支援を行っている。 

「進路セミナー」では、自己分析講座、履歴書・面接対策講座、マナー講座、学力向上

講座等に加えて、企業の人事担当者を招いての「単独企業説明会」や「業種・職種研究セ

ミナー」等も別途実施し、学内で業界研究や企業分析が行えるようサポートしている。加

えて、卒業生や内定者による就職活動体験談、幼稚園･保育所の園長による講演など、現場

が求めている人材について生の声を学生に伝え、早い段階で自己の目標を確立するための

機会を設けている。 

就職活動スケジュールに合わせ、「就職活動スタートセミナー」「ウインターセミナー」

及び本学主催の「合同企業研究セミナー」を開催している。 

平成 26 年度は「単独企業説明会」には４社、「業種・職種研究セミナー」には９社、「合

同企業研究セミナー」には 10 社を招いた。 

また、２年次後期には、内定者を対象とした「内定者フォローセミナー」を実施し、社

会人になるために必要な心構え・基礎知識の確認や、就職を目前に控えた学生の不安感の

解消を図っている。 

やはり同時期には、未内定者を対象に「フォローセミナー」を実施し、求人の紹介や企

業説明会実施の案内、就職試験対策などを行っている。加えて外部のハローワーク等の利

用方法を案内し、就職活動に対するモチベーションの維持や就職への意欲向上につながる

よう支援している。 

資格取得支援に関しては、その分野の授業科目担当教員と連携し、積極的に受験するよ

う学生に広報している。また、受験にあたり「簿記対策講座」「医療事務対策講座」を開講

し、支援に努める一方、平成 25 年度から「資格報奨金制度」を設けて、学生が受験しやす

い環境を整えている。 

就職試験対策としては、「進路セミナー」内に対策講座を設け、基礎学力向上や、実際

の就職試験問題に触れる機会を確保している。また、卒業生が提出した「就職試験受験届」

を進路サポート室で学生に公開するとともに、「進路セミナー」ではそれをまとめたデータ

を学生に解説している。 

また、幼児教育学科の器楽（ピアノ）に関しては、受験の際に出された課題等を教員に

情報提供することで、その内容を授業の中で活用し、学生個々の技量を高めている。 
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特に面接試験対策については、個人面接の指導を徹底しており、「進路セミナー」での

模擬面接講座を含め、各学生が２回～３回程度の模擬面接を受けられる体制を整えている。 

その他、１年生前期には「基礎学力テスト」を実施し、入学直後の基礎学力の把握に努

めている。 

外部講師による講座としては「公務員試験対策講座」や「数学講座」があり、基礎力養

成から試験直前対策まで一貫した支援となる講座を開催している。    

就職状況については、毎月学生の進路に対する活動の進捗状況や決定状況などを委員会

で報告・分析し、さらに教授会で報告することにより、全教職員が情報を共有している。

また、各ゼミナール担当教員に学生一人ひとりの詳細な状況報告を行い、進路サポート室

と連携して支援にあたっている。 

年度末には内定先の業種別一覧を作成し、委員会で分析して教授会で報告するとともに、

それをもとに次年度の指導方針や企業訪問先の選択の検討など、有効に活用している（備

付資料 18）。 

進学･留学の支援については、進路希望調査を行った際に、進学・留学希望の学生に対

して個別相談を行い、願書の書き方や面接指導など、希望学生がスムーズに受験できるよ

う支援している。また、進路サポート室では進学（指定校・編入学など）・留学の情報をま

とめ、資料として提供している（備付資料 23）。 

 

(b)課題 

進路サポート室内は、個別相談や面接練習などの場所の確保が難しい状況にあり、学内

施設の早急な整備が望まれる。 

希望する企業の内定を獲得するために、学生の学力向上が喫緊の課題である。基礎学力

の不十分な学生に対しては、就職試験に耐えうる学力が身につくように、学内の関係部署

とも情報共有しながら支援を行っていきたい。 

また、１年次前期に実施される基礎学力テストの結果が優秀な学生については、個別指

導の中でその旨を伝え、満足できる進路へ導けるよう、サポート室全職員及びキャリアコ

ンサルタント、ゼミナール担当教員による連携の取れた充分な支援が出来る体制づくりが

必要である。 

さらに、社会人になることへの意識が希薄であったり不安感を抱いている学生に対して

は、自立心を養うセミナーやカウンセリングも必要である。 

編入学については、今後、指定校依頼のある大学や４年制私立大学にとどまらず、国公

立大学等の編入先を開拓することにより、学生の進路選択の幅を広げる必要がある。 

 

◆平成 26 年度幼児教育学科「進路セミナー」内容   

実施時期 １年生 ２年生 

４月  春季休暇中の活動調査 

作文・小論文の書き方講座 

５月  履歴書の書き方(再チェック) 

応募書類の送り方 
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模擬面接講座 

６月  模擬面接講座 

自主実習について 

マナー講座 

進路状況調査 

７月  就職試験対策学力向上講座 

夏季休暇中の就職活動について 

９月 自己分析 

園・施設・企業研究 

就職に対する心構え 

進路状況調査 

10 月 卒業生の就職活動体験談 

マナー講座 

メイク講座 

 

11 月 現場が求める人材像 

履歴書の書き方 

 

12 月 筆記試験・実技試験について 

進学について 

進路希望調査 

基礎学力講座 

 

１月 面接講座 

内定者報告会 

春季休暇中の就職活動について 

内定者フォローアップセミナー※ 

２月  内定者フォローアップセミナー※ 

※印は進路セミナー以外のセミナー 

 

◆平成 26 年度総合文化学科「進路セミナー」内容   

実施時期 １年生 ２年生 

４月  春季休暇中の活動調査 

就職面接会に向けて 

５月  業種・職種研究 

単独企業説明会 

６月  履歴書・エントリーシート対策講座 

面接対策講座 

進路状況調査 

単独企業説明会 

７月  就職試験対策学力向上講座 

夏季休暇中の就職活動について 

単独企業説明会 



上田女子短期大学 
 

75 
 

９月 

 

就職活動スタートセミナー※ 

 就活スケジュール、用語解説 

進路サポート室の利用方法  

筆記試験の種類について 

進学について 

進路状況調査 

10 月 

 

自己分析講座 

業種・職種研究セミナー ※ 

進路希望調査 

 

11 月 履歴書の書き方 

応募書類の送り方 

 

12 月 マナー講座 

基礎学力講座 

面接講座 

 

１月 模擬面接講座 

就職面接会について 

春季休暇中の就職活動について 

ウインターセミナー※ 

 内定者の就職活動体験談 

就活グループワーク 

学内合同企業研究セミナーにつ

いて 

 

２月 学内合同企業研究セミナー※ 内定者フォローアップセミナー※ 

※印は進路セミナー以外のセミナー 

 

◆資格取得支援内容 

・資格報奨金制度 

・簿記対策講座 

・医療事務対策講座 

・情報検索技術者検定対策講座 

・ＡＢＣ検定対策講座 

 

◆就職試験対策内容 

・「進路セミナー」内の対策講座 

・公務員試験対策講座 

  公務員ガイダンス(１年次 7 月) 

「短期集中スタート講座」(１年次９月) 

  「基礎力養成講座」(１年次９月～１月) 

  「短期集中総まとめ講座」(１年次３月) 

  「直前対策講座」(２年次４月～７月) 
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・就職試験のための数学講座(１年次３月) 
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［区分 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 

(a)現状 

入学者受け入れの方針（アドミッション・ポリシー）については、幼児教育学科、総合

文化学科とも「学生募集要項」「キャンパスガイド」とホームページ上にて明示されている

（提出資料１、２、６、10）。 

受験生からの問い合わせは、学科の特徴や免許・資格、開設科目や時間割などのカリキ

ュラムや進路に関すること、また、サークル活動や通学に関することなど学生生活全般に

わたる。これらに加えて保護者からは、主な就職先をはじめ、学納金や奨学金、そのほか

就学に関わる費用など、経済的な問題に関する問い合わせが多い。また、遠隔地の受験生

や保護者からは、寮の選考やアパートの紹介に関すること、下宿生活や安全対策などに関

する問い合わせもある。 

これらの相談や質問などは、メールやフリーダイヤルの利用による方法が中心であるが、

家族で来学し、実際に本学を見学して相談する受験生もいる。それらすべてに適切に対応

している。 

本学では、学科の教員と広報・進路サポート課担当職員をメンバーとした「アドミッシ

ョン委員会」を組織し、広報活動全体の企画運営を行っている。高校訪問は広報室長を中

心として多くの教職員で行い、オープンキャンパスは全教職員で運営している。入試事務

は、受付から結果発表まで広報担当職員が担当し、結果発送業務は事務局全体で行ってい

る。 

本学では、 

「指定校推薦入学試験」 

「推薦入学試験Ａ・Ｂ」 

「推薦特待生入学試験」 

「資格特待生入学試験Ａ・Ｂ」 

「一般入学試験Ａ・Ｂ・Ｃ」 

「自己アピール入学試験Ａ・Ｂ・Ｃ(総合文化学科のみ)」 

「ＡＯ入学試験」 

「社会人学生入学試験Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」 

「長期履修学生入学試験(総合文化学科のみ)」 

「外国人留学生入学試験」 

「帰国子女学生入学試験」 

を実施し、多様な学生を受け入れる選抜を公平かつ正確に実施している。 

 

幼児教育学科では、保育者となることへの意欲の向上と理解、及び大学での学習と生活

へのスムーズな移行を可能とするために、合格通知とともに幼児教育・保育に関わる心構

えや、図書・絵本等の紹介を行っている。また、２月に開催する「入学準備プログラム」

において、上記目的達成のために、２年間のカリキュラムの流れ、入学までの準備とピア

ノの練習方法や、絵本との関わり方を説明している。好きな絵本について選択させ、読み

聞かせの練習を課題として与え、入学直前の「プレ・オリエンテーション」で発表させて
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いる。学力把握と基礎学力向上のための学習課題を与え、入学後事後指導を行っている（備

付資料 13）。また、入学予定者同士及び教員や在学生との交流も深めている。   

総合文化学科では、平成 19 年度の入学生より、スムーズに短期大学生としての生活が

スタートできるよう、合格通知とともに入学前課題を送付し、入学予定者に対して、３月

中旬に「プレガイダンス」を実施している（備付資料 14）。取得可能な免許・資格の説明、

フィールドの解説を中心としたカリキュラムの概要等について各教員が説明を行い、会の

終了後には、フリードリンクを用意し、入学予定者同士や、教員とのコミュニケーション

を図るための機会としている。また、個別相談コーナーを設け、疑問点や不安の解消に努

めるなど、入学前オリエンテーションとして意義のある行事となっている。 

オリエンテーションについては、前後期ともに全学生を対象に実施している（備付資料

15）。前期オリエンテーションは入学式翌日から２日間の日程を設け、「キャンパスガイド」

「シラバス」をはじめ補助教材を活用しながら、種々のガイダンスを行っている（提出資

料１、２、３）。特に、１年生に対しては附属図書館や情報処理演習室の利用方法について

もガイダンスを実施し、入学後スムーズに授業や学生生活に入れるよう配慮している。 

自家用車通学者を対象とした「マイカー通学ガイダンス」では、交通マナーの厳守・安

全運転の指導を行っている。万が一の事故発生時に備え、自動車保険（任意保険）の対人

賠償保険金額は必ず「無制限」への加入を原則とし、証券の写しを提出させ確認している。

また「マイカー通学ガイダンス」に出席し、基準を満たした学生に対してのみ、「学生駐車

許可証」を発行することとし、管理を徹底している。 

「教務ガイダンス」「単位履修指導」では、本学の教育理念及び学科の教育目的につい

て概説するとともに、教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）、免許・資格

取得のための履修方法、履修登録の手順、授業時間割の留意点などをきめ細やかに説明し、

学生の理解を促している。なお、カリキュラムや履修方法について理解が追いつかない学

生に対しては、個別指導の時間を設け、教職員が指導・支援を行っている。 

後期開始時にも２日間のオリエンテーション期間を設定し、「教務ガイダンス」では前

期の修得単位について確認するとともに、後期履修科目の追加・取り消しの手続きについ

て説明している。 

「学生生活ガイダンス」では、前期に説明した学生生活全般についての心得について、

再確認と指導を行っている。 

後期に実施する「マイカー通学ガイダンス」は、後期からマイカー通学を希望する学生

のみを対象に実施している。また、１年次後期の「進路ガイダンス」では、後期より始ま

る「進路セミナー」についての説明を行い、就職活動に向けての心構えを喚起している。 

 

平成 26 年度オリエンテーション（前期） 
幼児教育学科１年 幼児教育学科２年 

附属図書館や情報処理演習室の利用方法 情報処理演習室の利用方法 
教務ガイダンス 教務ガイダンス 
単位履修指導 単位履修指導 
単位個別履修指導 再履修ガイダンス 
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学生生活ガイダンス 学生生活ガイダンス 

マイカー通学ガイダンス マイカー通学ガイダンス 

進路ガイダンス 進路ガイダンス 

  

総合文化学科１年 総合文化学科２年 

附属図書館や情報処理演習室の利用方法 情報処理演習室の利用方法 

教務ガイダンス 教務ガイダンス 

単位履修指導 単位履修指導 

学生生活ガイダンス 再履修ガイダンス 

マイカー通学ガイダンス 学生生活ガイダンス 

進路ガイダンス マイカー通学ガイダンス 

 進路ガイダンス 

 

平成 26 年度オリエンテーション（後期） 

幼児教育学科１年 幼児教育学科２年 

 単位履修ガイダンス  単位履修ガイダンス 

 単位個別履修指導  単位個別履修指導 

 学生生活ガイダンス  再履修ガイダンス 

マイカー通学ガイダンス  学生生活ガイダンス 

 進路ガイダンス マイカー通学ガイダンス 

  進路ガイダンス 

 

総合文化学科１年 総合文化学科２年 

 単位履修ガイダンス  単位履修ガイダンス 

 学生生活ガイダンス  再履修ガイダンス 

マイカー通学ガイダンス  学生生活ガイダンス 

 進路ガイダンス マイカー通学ガイダンス 

  進路ガイダンス 

 
 (b)課題 

受験生を取り巻く環境の変化に適切に対応するべく、広報のＩＴ化を進めている。今後

は、受験の問い合わせ等において、ＳＮＳを活用した方法なども考慮した対応が必要であ

る。 

入試事務の体制としては、適時に情報提供を行うために、これまでの質問内容を分析し、

データの共有化を図りたい。 

総合文化学科の「プレガイダンス」は、フィールドの解説を中心としたカリキュラムの

概要等について、各教員が説明を行っている。毎回わかりやすい説明を工夫しているが、

高校卒業生の理解力を超えないよう自戒していきたい。 
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 テーマ 基準Ⅱ-B 学生支援の改善計画 

学習成果の獲得に向けて教育資源を有効に活用する方法については、非常勤講師との連

携・協力体制をさらに強めていくことが必要である。そのため、年度当初に実施する講師

懇談会をより充実した内容にするべく、教務委員会で検討を始めるところである。現在、

懇談会に出席する非常勤講師は全体の半数程度であるので、出席率を上げるための方策を

考えなければならない。また、懇談会では本学の教育方針・教育目的・目標等を明確に伝

え、理解を得ることはもとより、非常勤講師も教育上の諸問題について積極的に発言でき

るようなブログラムにしていくことが必要である。これらの点については、教務委員会で

引き続き検討を行い、漸次改善していく。 

また、学習成果の状況を教員間で把握・評価できるよう、平成 26 年度はカリキュラム・

マップの作成に着手したが、本格的な運用にまで至っていない。今後、学習成果の獲得に

資するよう、カリキュラム・マップを完成させ、活用する方策を検討し、本格的な運用に

結びつけたい。 

「授業評価アンケート」の全科目実施については、ＦＤ委員会で検討していく予定であ

る。あわせて、「授業評価アンケート」の項目も、教員が授業改善に結びつけやすいよう精

査していく必要がある。実施方法や集計方法、開示方法についても、検討を進めなければ

ならない。「第２次中期経営計画」を踏まえた上で、平成 28 年度中には改善策についてま

とめ、平成 29 年度からはより効果的なアンケートの実施を目指す。 

事務職員については、異動を活性化することにより、幅広い職務を通じてスキルアップ

を図るとともに、より効果的な学生支援を行うために、今後も組織的なＳＤ活動を推進し

ていく必要がある。 

図書館活用の活性化の課題としては、「アクティブ・ラーニング」「ラーニングコモンズ」

が挙げられる。公的な補助金を受けて実現を図るべく努力をしたが、これまでのところ実

現には至らなかった。しかし、学びの質を変え、学生の主体的な調査・研究活動が活発に

なることへの期待は大きい。学内の意思統一を図り、できるだけ早期に実現を図りたい。

また、「上田女子短期大学リポジトリ」の構築が進められているが、さらなる充実に向け、

教員にコンテンツの提供を呼びかけていく必要がある。 

教職員は、学生に対してコンピュータの利用を奨励しているものの、組織的な取り組み

がなされていないため、学生のＩＣＴ活用能力は顕著なスキルアップまでには至っていな

い。学生のＩＣＴ活用能力の向上を目指した全学的な取り組みを推進するため、平成 27

年度中には教務委員会主催のもと、情報処理関連授業の担当者会議を開催し、現状と課題

について意見交換を行うべく計画中である。同会議については、今後も逐次開催し、担当

教員間の連携を深めていきたい。 

学習成果の獲得に向けての学習支援については、初年次教育の体制化が喫緊の課題であ

る。幼児教育学科は、平成 27 年度より既存科目で学力向上プログラムを実施し、基礎学力

の向上を目指す。また、総合文化学科は、平成 27 年度より施行する共通教育科目の「スタ

ディスキル」の中で、「聞く」「読む」「書く」(特に「読む」こと)に重点を置いた授業を展

開することにより、基礎学力の向上を図る。これらの取り組みに加えて、授業時間外にも

初年次教育が実施できるような体制を、全学規模で構築していく必要がある。 

それには、まずは学生の空き時間に教職員が学生の質問に応じたり、学生の学力に応じ
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て課題を課したりするような支援を漸次行っていく予定である。当然、専任教員だけでは

時間的に対応しきれないので、学習支援を担当する非常勤教員の採用も念頭に置かなけれ

ばならない。どの領域を重点的に支援すればよいのか、場所の確保はどうするのか等、検

討すべき問題は少なくないが、教務委員会と各学科が協議しながら、平成 27 年度末には具

体案を策定したい。 

学生の生活支援については、「第２次中期経営計画」に基づき、学生食堂のメニューや

価格を、学生のニーズを汲んだものに逐次改善していく。 

また、平成 27 年度４月より、学内の開館時間を延長し、従来までの閉館時刻 19 時を、

21 時に変更、学内照明の増設及び、通学路の照明増設に向けての関連機関への働きかけ、

給付型奨学金（「北野次登奨学金」）の新規導入を行う。学生相談体制も、より円滑な運営

ができるよう逐次改善していく。 

社会人学生など多様な学生の受け入れ体制については、アドミッション委員会と学生委

員会とが協議の上、平成 29 年度までにより柔軟な体制を構築したい。 

進路支援については、財政面での問題はあるが、保育者を目指す学生に対して、より充

実した進路支援が可能となるよう、進路サポート室に幼児教育・保育関係のキャリアコン

サルタントの配置を検討する。就職試験・編入学試験対策についても、初年次教育と歩調

を合わせながら、徐々に組織的な支援体制を構築していきたい。 

入学者受け入れの方針（アドミッション・ポリシー）については、入学予定者の基礎学

力向上と目的意識の維持のため、本学に入学するまでの期間に、どのような入学前教育を

行うことが効果的であるのか、その方法と内容について再検討する。 

幼児教育学科では、合格者に対して、合格通知とともに例年２月に実施している「入学

準備プログラム」の案内に加え、関連図書や映画を紹介した補助資料を送付し、保育者と

いう仕事への動機づけや保育技術に対する関心を促している。「入学準備プログラム」では、

基礎学力の向上を目的とした課題を配布し、入学後に回収、その内容をチェックすること

により、学力状況の把握に努めている。これらの取り組みを継続させながらいっそうの強

化を図り、入学後の学力向上プログラムに連動させるよう、改善を図る。 

総合文化学科では、合格者に対して入学前課題を送付している。平成 26 年度について

は、自校教育をはじめ、国語・地域文化に関連する課題を出題した。さらに平成 27 年度は、

他の教科・分野も視野に入れつつ、より適切に基礎学力の向上が図れるような内容に改訂

する。 

受験生とのコミュニケーションについては、ＳＮＳをより活用した方法を模索し、逐次

改善していく。入試データの共有化も、セキュリティに留意しながら進めていきたい。 

 

■提出資料 

 １ 学生便覧（キャンパスガイド）［平成 26 年度] 

 ２ ウェブサイト「情報の公表」http://www.uedawjc.ac.jp（備付資料３と同じ） 

 ３  シラバス（授業概要）［平成 26 年度]［平成 27 年度］ 

 ６ 学生募集要項［平成 26 年度]［平成 27 年度]（備付資料 21 と同じ） 

 ９ 履修指導用配付物 
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 10 短期大学案内（キャンパスガイド）［平成 26 年度］［平成 27 年度]（備付資料 11 と

同じ） 

 

■備付資料 

 １ 上田女子短期大学の二十年 

 ３ ウェブサイト「上田女子短期大学附属図書館」http://www.uedawjc.ac.jp/ 

 ４  単位認定の状況表 

 ５ ＧＰＡ種別人数表 

 ６ 資格別取得人数表  

 ８ 学生生活満足度調査 

 ９ 訪問記録票 

 10 平成 26 年度進路アンケート集計結果 

 12 上田女子短期大学通信 

 13 入学前ウォーミングアップ・エクササイズ（幼児教育学科） 

 14 入学前課題問題用紙（総合文化学科） 

 15 平成 26 年度オリエンテーション配付物・履修指導資料 

 16 学生原簿・学生簿［平成 26 年度］［平成 27 年度] 

 17 進路調査票 

 18 卒業生進路状況一覧［平成 26 年度～平成 24 年度] 

 19 授業評価アンケート 

 20 授業評価アンケート結果・報告書 

 22 外国人留学生入学選考要領、帰国子女学生入学選考要領、長期履修学生募集要項 

   ［平成 26 年度］［平成 27 年度］ 

 23 進学について 

 24 ＦＤ活動の記録 

 25 ＳＤ活動の記録 

 39 図書館館内地図・図書館ガイドブック 図書館報「みすず」  

 40 図書館年次報告書 

 41 ネットワーク構成図 

 42 情報処理演習室配置図  

 56 職業教育に関する資料 

 57  地域貢献に関する資料    
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 基準Ⅱ 教育課程と学生支援の行動計画 

学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）については、平成 27 年度よりカリキュラム・

マップをもとに学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）の整合性を検証する。具体的に

は、教務委員会主体のもと、カリキュラム・マップや関連法規等をもとに、全科目の「シ

ラバス」を確認し、改善の必要がある場合は、学長より科目担当者に改善を要請、その成

果を次年度の「シラバス」に反映させるような組織的体制を構築する。 

カリキュラムや授業内容の見直しについては、「第２次中期経営計画」に基づき、年度

ごとにカリキュラムや授業内容を見直し、改訂に努める。 

幼児教育学科の芸術コース（音楽・美術）の授業内容は、今後、学科内で検討を重ね、

平成 29 年度までには再編する。美術教室の確保及び設備の充実についても、平成 29 年度

までには達成する。 

総合文化学科は、平成 27 年度よりカリキュラムの再検討を始め、平成 29 年度までには

カリキュラムを大幅に改訂する。 

平成 27 年度より施行する「共通教育科目」についても、教務委員会・両学科でカリキ

ュラム及び授業内容を定期的に検証し、逐次充実を図る。 

入学者受け入れの方針（アドミッション・ポリシー）については、平成 28 年度入学試験よ

り「ＳＧ特待生入学試験」を実施し、その結果を見据えながら逐次入試改革を実行する。

平成 28 年度には「ＳＧ特待生入学試験」を含めた特待生入学試験制度を一部改正、平成

29 年度までには「推薦入学試験」、「ＡＯ入学試験」、「自己アピール入学試験」の各制度を

改正することで、入学後の修学に必要な基礎学力を、より客観的な方法で把握・評価でき

るようにする。 

学習成果の査定（アセスメント）については、前述の「学位授与の方針」（ディプロマ・

ポリシー）の項に記した「シラバス」のチェック体制と重なるが、平成 27 年度よりカリキ

ュラム・マップを用いた査定サイクルを導入し、逐次改善を行っていく。 

学生の卒業後評価への取り組みについては、平成 28 年度より教務委員会・進路サポー

ト委員会・各学科で検討を開始し、平成 29 年度までには卒業生の動向把握の結果を、カリ

キュラム及び授業内容の改善に反映できるような体制を確立する。 

学習成果の獲得に向けて教育資源を有効に活用する方法については、非常勤講師との連

携・協力体制のいっそうの強化に向けて、教務委員会で継続して検討する。平成 28 年度の

講師懇談会より新たな試みを導入し、その成果を踏まえた上で、逐次改善していく。 

「授業評価アンケート」の全科目実施及び質問項目の見直しについては、ＦＤ委員会で

平成 28 年度中に改善策をまとめ、平成 29 年度より実施する。ＳＤ活動に関しては、事務

職員の異動をより活性化し、平成 29 年度までには組織的なＳＤ活動の体制を確立する。 

「アクティブ・ラーニング」「ラーニングコモンズ」については、補助金が採択される

か否かの事情にもよるが、平成 28 年度中には計画をまとめ、平成 29 年度には施行したい。

「上田女子短期大学リポジトリ」については、逐次充実を図る。 

学生のＩＣＴ活用能力の向上については、平成 27 年度中には教務委員会主催のもと、

情報処理関連授業の担当者会議を開催し、今後も継続していく。 

学習成果の獲得に向けての学習支援としては、基礎学力の向上を第一目標とし、幼児教
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育学科は、平成 27 年度より既存科目で学力向上プログラムを実施、総合文化学科は、平成

27 年度より施行する「共通教育科目」の「スタディスキル」において、「聞く」「読む」「書

く」(特に「読む」こと)に重点を置いた授業を展開する。 

初年次教育の体制化については、教務委員会と各学科が協議しながら、平成 27 年度末

には具体案を策定、平成 29 年度までには全学的な体制を構築する。 

学生の生活支援については、学生食堂のメニューや価格の改善、学生相談体制の充実を

逐次進めていく。 

社会人学生など多様な学生の受け入れ体制については、アドミッション委員会と学生委

員会とが協議の上、平成 29 年度までにより柔軟な体制を構築する。 

進路支援については、平成 29 年度までには進路サポート室に幼児教育・保育関係のキ

ャリアコンサルタントの配置を検討する。就職試験・編入学試験対策についても、初年次

教育と歩調を合わせながら、平成 29 年度までには組織的な支援体制を構築する。 

入学者受け入れの方針（アドミッション・ポリシー）については、入学前教育の充実に

向けて、学科のみならずアドミッション委員会でも検討を行い、逐次改善していく。 

受験生とのコミュニケーションについては、ＳＮＳをより活用した方法を模索し、逐次

改善していく。入試データの共有化も、セキュリティ対策等十分検討を重ねた上で、平成

29 年度までには実現する。 
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◇ 基準Ⅱについての特記事項 

（1）以上の基準以外に教育課程と学生支援について努力している事項。 

教育課程については、平成 27 年度より従来の教養科目及び専門科目の一部を再編し、

全学共通のカリキュラムとして整備した「共通教育科目」を設置する。 

「共通教育科目」は、幼児教育学科・総合文化学科に所属する学生が、学科に関わらず

多様な分野にわたって網羅された科目を共通に履修できることにより、本学の教育目的に

記されている「豊かな教養」と、各学科が学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に定

めている「他者への感受性を持ってコミュニケーションが図れる力」、「幅広い教養を身に

つけ、考える力や創造する力」を身につけることを目標としたカリキュラムである。とか

く専門性に偏向しがちである昨今の大学教育ではあるが、専門分野では扱いにくいような

内容を、あえてカリキュラムの中に取り込むことで、学生に学びの「伸びしろ」を与えよ

うとする効果も期待している。 

「共通教育科目」のカリキュラムは、Ａ群「スキルアップ」、Ｂ群「人間と文化」、Ｃ群

「社会の中の人間」、Ｄ群「人間と科学」、Ｅ群「ワールドランゲージ」、Ｆ群「コンピュー

タリテラシー」、Ｇ群「健康・スポーツ」の７科目群に分かたれる。 

・Ａ群「スキルアップ」…学びのあり方・方法を理解・修得しつつ、ライフサイクルの中

にある自分自身を見つめるための科目群 

・Ｂ群「人間と文化」…人間という存在を文化との関わりから考え、探究していく科目群 

・Ｃ群「社会の中の人間」…社会の中で生きる人間の姿を見つめ、理解を深めるための科

目群 

・Ｄ群「人間と科学」…自然や生命、生活を科学的な視点からとらえ、理解するための科

目群 

・Ｅ群「ワールドランゲージ」…他の言語にふれながら、それぞれの特性やコミュニケー

ションの仕方を学ぶ科目群 

・Ｆ群「コンピュータリテラシー」…現代社会に必須のコンピュータへの理解を深めると

ともに、情報の特性を学び、情報処理技術を習得するための科目群 

・Ｇ群「健康・スポーツ」…健康な身体を形作るために用意された、実践的・理論的な科

目群 

しかしながら、「共通教育科目」においても、各科目の履修要件や配当学年については、

各学科の事情もあり、統一は図られていない。また、時間割上の制約から、学科によって

は履修できない科目が出てくることも十分予想されるところである。 
「第２次中期経営計画」には、「共通教育科目のカリキュラムを継続して整備する。ま

た、必要に応じてカリキュラムを改正する」とあることから、この趣旨に沿って履修要件

ならびに時間割の改善に向けて、検討を重ねていきたい。 
 

（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Ⅲ 教育資源と財的資源】 

 基準Ⅲの自己点検・評価の概要 

本学の専任教員は、学長以下 20 名である。各教員は、それぞれの教育及び研究領域の

専門性から、幼児教育学科、総合文化学科の２学科に配属されている。「短期大学設置基準」

に定められた教員数及び免許・資格取得課程に必要な教員数は充足している。  

両学科の各専任教員は、職位に相応しい能力と資格を有しており、個人においては、責

任を持って教育、研究にあたっている。またＦＤ 活動を積極的に推進するとともに、学内

において複数の研究成果の発表の場を設けている。 

教員採用の選考規程や資格規程など、必要な諸規程は整備されている。 

専任事務職員は、事務局長以下 18 名である。各課の事務分掌の職務遂行に必要な専門

的知識を有している。また、実務能力を高めるため外部研修に積極的に参加している。事

務局会議等を行い、情報の共有化を図るとともに、研修会をともなうＳＤ 活動に取り組ん

でいる。 

校地面積、校舎面積は「短期大学設置基準」を上回っている。運動場も適切な面積を有

している。講義室、演習室、実習室等も授業を行うための要件を満たしている。 

図書館も「短期大学設置基準」「私立短期大学図書館改善要領」に照らして、適当な規

模、資料構成であると認識している。 

施設の保守修繕、保安保守についても管理を徹底している。防災、防犯対策については、

機器の点検、避難訓練等を定期的に実施している。 

地震対策については、体育館を除き実施済みである。コンピュータシステムのセキュリ

ティ対策も行っている。 

本学では、学習成果の獲得に向けて継続的にＩＣＴ活用基盤の向上、充実を図っている。

技術サービスについては、全学生にメールアドレスを配布し、課題やレポートの提出に活

用されている。施設・設備については、情報処理演習室を２教室用意するとともに、附属

図書館や学生ホールには無線ネットワーク（ＷｉＦｉ）を整備し、空き時間等に学生がコ

ンピュータを利用できる 新の環境を整えている。また、遠隔テレビ会議システムを教室

に設置し、信州大学教育学部及び本学附属幼稚園とも中継できる環境を整えている。 

財的資源については、適切に管理され、短期大学の存続を可能なものとしている。特に、

収入の大半を占める学生生徒等納付金収入を安定確保するため、定員管理を徹底しており、

学生数は増加した。 

 

  

様式 8－基準Ⅲ 
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［テーマ 基準Ⅲ-A 人的資源］ 

［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組織を

整備している。］ 

 基準Ⅲ-A-1 の自己点検・評価 

(a)現状 

教員組織の概要は、13 頁のとおりである。 

「短期大学設置基準」に定められた、教員数並びに免許・資格取得課程に必要な教員数

を満たしている。 

教員の採用、昇任、非常勤講師の再任用にあたっては、本学の教員の「就業規則」や「選

考規程」の定めるところにより、教員資格基準に従って行っている。各教員の職位は、「短

期大学設置基準」を充たしている。非常勤講師の採用にあたっては、教員資格基準に従っ

て選考されており、専任と同等の資格が求められている（備付資料 26、27、29、49）。 

各学科とも教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）に基づいて、専任教

員と非常勤教員を配置している。 

幼児教育学科では、音楽関係の教授１名の退職にともない、平成 26 年度に後任として

教授１名を迎えた。非常勤講師数は、幼児教育学科 23 名、総合文化学科 25 名である。内

６名は両学科に関わっている。また、学科を超えて専任教員が相互に授業を担当している。 

主要科目は専任教員が担当しているが、外国語や器楽などの演習・実技科目は、非常勤

講師が多く担当している（備付資料 28）。幼児教育学科では実習指導室に専門性の高い職

員１名を配置している。 

 

(b)課題 

平成 26 年度総合文化学科では、非常勤講師が探し切れず、選択科目「イラストレーシ

ョン制作」が開講できなかった。次年度は、適任者を見つけ、学生の学びの期待に応えた

い。 
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［区分 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 

(a)現状 

幼児教育学科の専任教員は、教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）に

基づき、それぞれを専門分野とする教員が担当し、その分野の研究活動を行い成果をあげ

ている。 

総合文化学科の専任教員は、教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）に

基づき、それぞれの専攻分野である、国語学・国文学・国語科教育学・演劇教育・図書館

情報学・ブライダル産業、等に関する研究活動を積極的に行い、各自の担当科目の教授に

活かしている。 

それぞれが所属する学会・研究会等における活動に加え、各学科の研究組織である児童

文化研究所、総合文化研究所においても旺盛な研究活動が行われている（備付資料３）。 

児童文化研究所は、地域に根ざした高等教育機関として、広く児童文化の発展に寄与す

ることを目的に昭和 50 年４月に設立された研究所である。 

第 37 回目となった平成 26 年度の児童文化研究大会は、長野県安曇野市において、自然

の中で子どもの主体性を育む保育を実践されている依田敬子氏（本学卒業生）を招き、講

演会「子も親も保育者も響き合い育ち合う～親参加型保育の実践～」を開催した。依田氏

は、子どもたちが主体的で幸せな人生を歩んでいかれるようにと、安曇野の古い民家を拠

点とし、四季の豊かな自然の里山での先駆的な保育の実践の様子を、詳細に語られた。ま

た、長野県で始まる「信州型自然保育」の認定登録制についても説明された。 

総合文化研究所は、従来の観光文化研究所を発展・改組し、平成 26 年度から活動を開

始した。「観光」に変え、学科名と同一の「総合」を冠することで、調査・研究・活動の幅

をより広く設定できるようになった。地域総合科学科の高等教育機関として、広く深く地

域文化の発展に寄与することが期待されている。 

 平成 26 年度の活動の目玉となる大会では、地域の方言をメイン・テーマに据えた「信州

方言フェスタ」を開催した。信州方言研究の第一人者・出野憲司氏による基調講演を皮切

りに、本学在学生の代表者が、それぞれ出身地の紹介と地元の方言を、パワーポイントを

用いてプレゼンテーションした。また、演劇サークルの学生が方言台本によるパフォーマ

ンスを披露したり、外国人特別研究生が中国語の方言についての解説を行ったりした。 

なお、開催に先立ち、学生全員参加アンケートにより、「好きな信州方言」等の選び出しを

行い、その結果を来場者に向けた「ミニ・ブック」で発表し、好評を博した。 

専任教員の研究活動の状況については、本学ホームページ上にて公開されている（備付

資料３）。 

平成 26 年度は、外部研究費の獲得に新規応募した専任教員はいない（備付資料 30）。外

部研究費獲得に向けては、「研究活動支援に関する内規」を制定し、教員が積極的に研究活

動を行うことを支援するために奨励金制度を設けた。 

専任教員の研究活動に関する規程としては、これまでに「研究助成費交付内規」「児童

文化研究所研究助成費交付内規」「附属図書館個別研究用図書取扱細則」「附属図書館・教

員長期貸出細則」「研究紀要投稿規程」「附属図書館・資料収集方針」「児童文化研究所所報
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投稿規程」「総合文化研究所所報投稿規程」「個人研究費に関する規程」等を整備している

（備付資料 49）。 

また、平成 26 年度の上田女子短期大学「紀要」（第 38 号）には、７編の研究論文が発

表された（備付資料 31）。  

平成 26 年度の児童文化研究所「所報」（第 37 号）には、７編の研究論文と１編の研究

ノート及び報告が掲載された（備付資料 32）。 

平成 26 年度の総合文化研究所「所報」（総合文化研究所としては、第１号）には、３編

の研究論文と平成 26 年度の彙報とともに、各専任教員の研究・教育活動の記録が掲載され

ている（備付資料 33、34）。  

また、幼児教育学科では、「保育者養成年報」を刊行している。これは平成 15 年度に創

刊し、主に幼児教育学科の実習委員会が中心となり、教育実習、保育実習、施設実習の各

担当が実習に関わる授業や研究、近年の実習についての報告を掲載した冊子である。学内

に留まらず学外の実習受け入れ園や施設及び実習関係者へ配布し、本学の実習全般につい

ての理解につなげているものである。第９号（平成 24、25、26 年度合併号）は、研究論文

５編、実習終了者による報告「実習を終えて」が４編掲載されている（備付資料 35）。 

専任教員には個々の研究室及び週１日の研究日が整備・確保されている。 

本学のＦＤ活動に関しては、「ファカルティ・ディベロップメントに関する専門委員会

規程」を整備している。それに則って、平成 26 年度は、ＦＤ委員会が中心となり、ＦＤ活

動を推進した。実施した活動としては、学生による「授業評価アンケート」及びＦＤ研修

会の開催が挙げられる。「授業評価アンケート」は前後期ともに実施し、各教員はアンケー

トの集計結果を踏まえて報告書を作成した。報告書は学生が閲覧できるよう附属図書館に

配置された。また、ＦＤ研修会は教職員を対象として後期に実施し、本学の教養教育のあ

り方及び三つのポリシー（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）と教育課程との関連について、全学的な共通理解を促す内容であった。研修会の

実施は、学習成果獲得のための全学的な意識向上に極めて有益であった（備付資料 19、20、

24）。 

学習成果を向上させるための関係部署との連携については、幼児教育学科の附属幼稚園

での実習事前体験（プレ実習）を遠隔操作システムを利用して学習に活かしたり、総合文

化学科では司書課程の実習を附属図書館で行うなど連携を密にしている。 

 

(b)課題 

専任教員の研究活動については、本学ホームページ上で公開されており、随時更新が可

能となっている。しかし、 新の情報を速やかに公開しているか否かは、教員によってば

らつきがある。今後、定期的な更新が行われるように努めたい。 

専任教員の海外派遣については、「海外出張旅費規程」が整備されているが、研究目的

の国際会議出席等については、個人研究費の使途として旅費のみの規程に留まっている。

また、留学については、規程はない。これらについての整備を進めたい（備付資料 49）。 

ＦＤ活動については、「授業評価アンケート」の項目を精査し、より良いものとなるよ

う改善していくことが必要である。今後、各教員の意見を聞きながら、改善のための検討

を行っていく。また、平成 26 年度に実施したＦＤ研修会を継続的に実施していくこと、さ
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らに教員同士による授業の相互参観を行うことなど、新たな試みを積極的に取り入れてい

く必要がある。これらについても、実施に向けた具体的な検討を行っていかなければなら

ない。 
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［区分 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 

(a)現状 

事務組織は、「学校法人北野学園事務組織規程」第２条及び第４条に上田女子短期大学

事務局が設けられ、事務組織、各課の事務分掌を規定している。事務の執行にあたっては、

「学校法人北野学園組織職務権限規程」「学校法人北野学園稟議規程」にその職務、職制、

権限、責任を明確にして、事務の組織的かつ円滑な運営を図っている。 

事務職員には、各課の事務分掌の職務遂行に必要な専門的知識の習得と能力の向上を求

めており、各人が事務をつかさどる専門的な職能を有している。 

事務関係諸規程としては、「学校法人北野学園稟議規程」「学校法人北野学園文書取扱規

程」「学校法人北野学園公印取扱規程」「学校法人北野学園経理規程」「学校法人北野学園重

要書証保管規程」等を整備している（備付資料 49）。 

事務局は、事務局長のもと、総務課、学生支援課、広報・進路サポート課（平成 27 年

４月より、広報課と進路サポート課に分離）、附属図書館、地域連携センターがある（備付

資料 36）。各事務部署には事務室を置いている。また、事務職員各自にパソコンを配置す

る等、業務に必要な情報機器、備品等は整備されている。情報機器はできる限り 新式の

機器に更新している。 

防災対策として、校舎には火災報知器、緊急放送システム、消火栓、防火扉を備え、校

舎内各所に消火器を常備している。また、自衛消防隊を組織し、年 1 回避難訓練を実施し

ている。情報セキュリティ対策については、ハード面では、停電による故障対策として無

停電電源装置を設置している。ソフト面では、各種ウイルス対策のほか、サーバーのデー

タの多重バックアップ体制をとっている。 

ＳＤ活動に関する規程としては、「上田女子短期大学スタッフディベロップメントに関

する委員会規程」を整備している。ＳＤ活動は規程に基づいて適切に行っている。 

事務職員は、専門的な知識の習得や実務能力を高めるために、外部の研修会等に積極的

に参加し、それらをまとめて報告することで、研修会等の内容を共有している。 

外部の研修会としては、「私立短期大学入試広報担当者研修会」「総務・庶務の基本知識・

スキルマスター講座」「私学における経営革新セミナー」「教育ＩＴソリューション」「学校

法人におけるリスクマネジメントセミナー」等、多くの研修会やセミナーに参加している。 

その他、ＳＤ委員会主催で平成 26 年 10 月に行われた「生き残るために必要な短大のポ

ジショニングとは」の講演会の企画と運営、ＦＤ委員会主催のカリキュラム改訂にともな

う説明会への積極的な参加など、活発な活動が行われている（備付資料 24、25）。 

また、週１回の朝礼及び月１回の事務局会議で、事務職員間の連携、情報の共有化を図

るとともに、日常業務の見直しや事務処理の改善等に努めている。 

平成 26 年度より「上田女子短期大学事務職員通信教育報奨金制度」も立ち上げ、職員

自らが自分の役割を自覚した上で受講申請し、修了した際には受講料の半額を支給するな

ど職員の自主性を重んじた研修を推奨している。 

また、各種委員会には関係部署の事務職員も、副委員長や委員として加わり、学習成果

を向上させるために教員と連携している。 
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(b)課題 

事務職員の業務内容は年々増加しているが、学校法人全体のバランスから事務職員を増

員することは難しい。これまで事務職員一人ひとりは担当業務についての専門的職能を有

しているが、担当以外の業務については十分理解していない状況がみられた。この状況を

打破するために、人事異動を定期的に実施する体制としたことで、異動した事務職員には、

新しい担当業務に必要な専門的知識の習得と能力向上を求めている。各種研修会やセミナ

ーに参加させ、業務が滞らないようにする必要がある。 

ＳＤに関する各種会議が情報共有の場となるだけでなく、活発な意見交換や各自の能力

開発の機会となるよう、今後、活発な活動を促していきたい。また、ＦＤ委員会との連携

も深め、教員・職員間の意見交換を行うなどの相互理解の機会を設けていく。 

また、ＳＤ委員会を中心にＳＤ活動を行っているが、まだ職員全体としては、ＳＤ活動

に対する意識は低い。ＳＤ活動を、日常的な業務改善等が図られるような実際上有益な活

動にする必要がある。 
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［区分 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 

(a)現状 

教職員の就業に関する規程としては、「学校法人北野学園就業規則」「学校法人北野学園

育児・介護休業等に関する規程」「学校法人北野学園定年規程」「学校法人北野学園定年退

職者の再雇用に関する規程」「学校法人北野学園給与規程」「学校法人北野学園職員任用規

程」等を整備している。 

諸規程の周知については、個々の教職員全員に規程集を配布している。また、新設・改

正した時は、新しい規程を配布し、規程集の加除を行っている。教職員の就業は、諸規程

に基づいて適正に管理している。 

教職員の健康管理については管理体制の整備がこれまで出来ていなかったが、平成 27

年３月に「学校法人北野学園就業規則」を改正し、定期的な健康診断を義務づけるなどの

体制整備を図った。 

 

(b)課題 

平成 26 年９月に「学校法人北野学園育児・介護休業等に関する規程」、平成 27 年３月

に「学校法人北野学園就業規則」の改正を行った。近年、労働法関係の法改正が頻繁に行

われており、それらにともない本学での規程の速やかな改正・整備が求められる。 
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 テーマ 基準Ⅲ-A 人的資源の改善計画 

平成 26 年度に未開講科目となった総合文化学科の「イラストレーション制作」につい

ては、開講を確実に行う。 

本学ホームページ上で公開している専任教員の研究活動については、定期的な更新が行

われるよう、強く促していく。 

専任教員の留学や海外派遣等に関する規程については、整備を急ぐ。 

「授業評価アンケート」の項目の精査、ＦＤ研修会の定期的な開催、教員相互の授業参

観の実施等についての検討を行う。 

定期的な人事異動による業務の停滞を防ぐため、事務職員には積極的に外部の研修会や

各種セミナー等への参加及び業務に関連する通信教育の受講を促している。また、業務遂

行に関連する専門的知識の習得と能力向上を絶えず図っていく。 

ＳＤ活動に対する理解を深め、同活動がますます活発になるよう努力する。また、ＦＤ

委員会との連携を深め、教職員間の意見交換を行うなど相互理解を進めていく。 

このほかあわせて、「学校法人北野学園安全運転管理規程」「学校法人北野学園学用車管

理規程」等を新設し、教職員の就業に関する規程等の整備を行う。また、全教職員に規程

集を配布していたが、平成 27 年４月から、各個人のパソコンで各規程を検索できるように

する。 

 

■備付資料 

 ３ ウェブサイト「先生紹介」http://uedawjc.ac.jp/ 

 19 授業評価アンケート 

 20 授業評価アンケート結果・報告書 

 24 ＦＤ活動の記録 

 25 ＳＤ活動の記録 

 26 教員個人調書 

 27 教育研究業績書 

 28 非常勤教員一覧表 

 29 専任教員年齢構成表 

 30 科学研究費補助金等、外部研究資金の獲得状況一覧表  

 31 紀要［平成 24 年度～平成 26 年度] 

 32 児童文化研究所 所報［平成 24 年度～平成 26 年度] 

 33 観光文化研究所 所報［平成 24 年度～平成 25 年度] 

 34 総合文化学科研究所 所報［平成 26 年度] 

 35 保育者養成年報［平成 24、25、26 年度合併号] 

 36 上田女子短期大学職員一覧表 

49 学校法人北野学園規程集 
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［テーマ 基準Ⅲ-B 物的資源］ 

［区分 基準Ⅲ-B-1 学科・専攻課程の教育課程編成・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 

(a)現状 

 本学の収容定員は幼児教育学科 300 名、総合文化学科 160 名、計 460 名であり、「短期大

学設置基準」の規定により算出した基準面積は 4,600 ㎡となる。本学の校地面積は校舎敷

地、運動場用地、その他あわせて 37,439 ㎡を所有している(基礎資料 14 頁参照)。 

 

校舎と同一敷地内に 6,908 ㎡の運動場用地を有し、グラウンド、テニスコート２面、ゴ

ルフ練習場１ヶ所を有している（基礎資料 14 頁参照）。 

また、「短期大学設置基準」の規定により算出した校舎の基準面積は、3,850 ㎡となる。

本学の校舎面積は、6,542 ㎡となっている（基礎資料 14 頁参照）。 

校舎内には、エレベーターを１基、障がい者用トイレ２ヶ所を設置している（備付資料

３、37、38）。 

学科の教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）に基づいて授業を行うの

に必要な講義室、演習室や実習室を整備している。 

近年、パソコンやビデオ・ＤＶＤなどの視聴覚教材が増加している。対応可能な設備・

備品は、毎年の予算に応じて順次整備している。その結果、ほぼ不都合なく使用できる環

境が整ってきた。平成 26 年度は、総合文化学科の教職課程用に電子黒板とタブレットを組

み合わせたシステムの導入を行った。 

一方、各教室の機器・備品については、導入後年数が経過し、経年劣化により故障が増

加してきている。 

図書館の面積等については表１、蔵書数等については表２のとおりである（備付資料 39、

40）。「短期大学設置基準」「私立短期大学図書館改善要項（日本私立短期大学協会図書館研

究委員会）」に照らして、適当な規模、資料構成であると認識している。 

 

表１ 図書館施設の規模と学生・利用者用ＰＣ関係機器数・視聴覚機器数 

（平成 27 年３月 31 日現在） 

地下１階（書庫） 109.2 ㎡ 

１階（書庫・ＡＶルーム・演習室等） 367.44 ㎡ 

２階（閲覧室・図書館事務室） 615.34 ㎡ 

延床面積 約 1137 ㎡ 

書架棚総延長 2.71 ㎞ 

図書収容能力 約 10 万冊 

閲覧座席数 160 席 

 

視聴覚機器（ＡＶルーム） 

ブース11台（ＤＶＤ・ブルーレイ・ＬＤ・ビデオ・

ＣＤ視聴可） 

大型モニター１台（ＤＶＤ・ブルーレイ・ＬＤ・
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ビデオ・ＣＤ視聴可） 

蔵書検索用パソコン ３台 

デスクトップパソコン 10 台 

ノートパソコン ６台 

タブレット端末 ５台 

プリンター ２台（ＯＰＡＣ用１台・レポート作成用１台） 

自動貸出返却装置 １台 

 

表２ 資料種類別の所蔵数一覧 

（平成 27 年３月 31 日現在） 

資料区分 和 書 

（冊） 

洋 書 

（冊） 

学術雑誌 

（タイトル数）

視聴覚資料 

（点） 

諸資料 

(点) 

新聞 

（紙） 

所蔵数 75,586 2,029 78 3,792 4,316 10 

＊和書と洋書の合計総蔵書冊数は 77,615 冊 

＊学術雑誌は現在受け入れ中のタイトル数。(受入れ中止した雑誌は含まない)  

＊諸資料は紙芝居、楽譜、仕掛け絵本、パネルシアター、エプロンシアター等。 

＊新聞は購入しているもの。 

 

図書館は蔵書数、学術雑誌数、ＡＶ資料数及び座席数等が十分である。 

本学図書館では、「購入図書選定システム」や「廃棄システム」が確立している。規程

としては、「附属図書館・資料収集方針」「附属図書館・除籍規程（内規）」を整備している。 

また図書館には、参考図書、関連図書を整備している。 

体育館面積は、1,131㎡であり、バレーボール、バスケットボール、バドミントン等の

スポーツに対応できる。また各サークル活動の場としても活用している（基礎資料15頁参

照）。 

 

(b)課題 

本校舎に設置されているエレベーターは２階までであり、また車椅子用のスロープや手

すりの設置が不十分で、バリアフリー化は遅れている。改善が必要である。 

講義室、演習室、実験・実習室の整備については、今後も教育課程の編成・実施の方針

（カリキュラム・ポリシー）に基づいて、速やかに対応していく。 

教育機器・備品については、今後も新しい教育機器などに随時対応していく必要がある。

また、年数の古い機器・備品については、予算計画に基づき、順次交換をする。 

図書館は２階建の施設で、書庫は二層になっているが、エレベーターが設置されていな

い。バリアフリー化について検討する必要がある。 

 所蔵図書、資料等については、さらに充実させ、設備についても授業に活用できるよう

な環境を整えていく。 

 ブックディテクションは、無断持ち出し防止に強力な役割を果たしているが、設置して

から 20 年以上経過しており、故障した場合は部品の調達が不可能となっている。今後、入
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れ替えを検討していく。図書館への入館は、現在フリーで、チェックができない状態であ

る。セキュリティの観点からも、入館システムの導入を検討するべきである。検討にあた

っては、学生証の活用とも絡むので、教務委員会との連携協議が必要である。 

 蔵書の増加にともない、書架スペースの有効活用をしなければならない。「除籍規程（内

規）」に則り、所蔵図書資料の資料的価値判断を行い、廃棄と更新を積極的に行っていく

必要がある。 
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［区分 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 

(a)現状 

施設設備に関する規程は、「学校法人北野学園経理規程」「上田女子短期大学教室等施設

貸出規程」等を定め、諸規程に従い施設設備、物品等を維持管理している（備付資料 49）。 

防火、防災、防犯対策の規程は整備されていない。「危機管理マニュアル（仮称）」の作

成を検討している。 

防災対策については、消火器・火災報知器・消火栓を備え、専門の業者によって定期的

に点検を行い、不備があるようであれば取り換える等の措置を行っている。 

また、地元消防署指導のもと避難訓練を実施し、消火器具の取り扱い方法等を学び、防

災に関する意識を高めている。学内では全教職員で「上田女子短期大学自衛消防隊」を組

織し、避難訓練の際に実際に活動することで自らの役割を確認している。 

地震対策については、校舎の安全性では、平成８年度に本館棟の耐震診断を実施し、地

震に対応できるよう既存建物の増改築を平成 13 年度に実施した。 

防犯対策については、本館の４ヶ所に防犯カメラを設置している。また、平成 25 年度

には学生駐車場にも防犯カメラを設置するとともに監視小屋を設け、駐車場内等の警備を

強化している。それと同時に職員も見回り業務を行うなど、設備だけに頼らない警備も行

っている。夜間警備は民間警備会社が定時に巡回を行っており、その報告を受けている。 

コンピュータシステムのセキュリティ対策については、学内ネットワークに接続するす

べてのパソコンにウイルス対策ソフトウェアを設定して、ウイルス対策を行っている。ま

た、学内ネットワークにはファイアウォールを設定して、不正侵入の防止に努めている。

特に、事務局関連のコンピュータは、成績等の個人情報や学生のプライバシー情報を扱う

ため、教育研究用の学内ＬＡＮとは通信回線を切り分けている（備付資料 41、42）。 

省エネルギー等の対策については、エアコンの温度設定、玄関や廊下の一部消灯等を行

い、省エネルギーに努めている。また、教室等のエアコンを事務室で集中管理することで、

無駄を無くすように努めている。平成 26 年度 12 月より「電力デマンド管理システム」を

設置し、現段階で発生している 大電力を把握することが可能となり、より合理的に省エ

ネルギー対策を行っている。ゴミについても分別管理を行っている。 

 

(b)課題 

防火、防災、防犯対策の規程が整備されていない。総合的な「危機管理マニュアル（仮

称）」の作成が必要である。 

地震対策については、体育館の耐震診断を、平成 22 年度に実施した結果、一部対策を

施す必要があることがわかった。本学は上田市の広域避難所となっており、その対策とし

て、平成 27 年度に耐震化工事を行う予定である。 

防犯対策については、防犯フェンスの整備が不十分な場所（山の中で隣地の長野大学と

接している）があり、管理上難しい面がある。また門扉等による休日等の完全閉鎖は、地

域住民との関わり（本学内にある地域住民が祀る唐臼社、飛地としての墓地）において、

難しい面もある。今後、外注による警備常駐体制、学内への入退館システムの導入など、

校地・校舎内の警備システム全体について検討する必要がある。 
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コンピュータシステムのセキュリティ対策を強化する検討は、今後も継続していく必要

がある。 
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 テーマ 基準Ⅲ-B 物的資源の改善計画 

本学の校舎はバリアフリー化が遅れている。車椅子用のスロープや、手すりの設置、段

差の改善などについて、検討していく。 

また、図書館においても、エレベーターの設置がない。バリアフリー化について検討し

ていく。加えて、ブックディテクションの更新にあわせ、入れ替えシステムの検討をする。 

現在、学生支援課では、各教室の備品を確認し、設置年月を調査中である。今後授業で

の使用頻度や機器の状況を鑑み、必要に応じて交換していく。 

防火、防災、防犯対策の規程が整備されていないので、「危機管理マニュアル（仮称）」

を早急に作成する。地震対策については、平成 27 年度に体育館の耐震化工事を行う予定で

ある。防犯対策については、民間警備会社と協議し、警備システム全体の見直しを行い、

防犯体制を強化する。 

 

■備付資料 

 ３ ウェブサイト「情報の公表」http://www.uedawjc.ac.jp/ 

 37 学校法人北野学園建物等配置図 

 38 キャンパスマップ 

 39 図書館館内地図・図書館ガイドブック 図書館報「みすず」 

 40 図書館年次報告書 

 41 ネットワーク構成図 

 42 情報処理演習室配置図 

 49 学校法人北野学園規程集 
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［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］ 

［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 

(a)現状 

本学では、教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）に即して、技術サー

ビス、専門的支援、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。技

術サービスについては、各学生にメールアカウントを配布し、学生がさまざまの活動にお

いてメールが利用しやすい環境を整えている。 

専門的支援については、幼児教育学科では、保育者養成を主たる目的とする教育課程編

成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）に基づき、専門必修科目である「情報処理Ⅰ」

「情報処理Ⅱ」のほかに、教養科目として「くらしの中のコンピュータ」、専門選択科目と

して「情報処理演習」を開設している。これらの科目を履修することにより、現代社会で

生活を送る上での基本的な情報技術を習得することができる。 

総合文化学科では、地域社会及び職場において有用な女性の育成を主たる目的としてい

ることを踏まえ、「情報基礎」「情報スキルⅠ」「情報スキルⅡ」「ビジネス情報演習Ⅰ」「ビ

ジネス情報演習Ⅱ」の科目群から２科目２単位分を選択必修にしている。あわせて専門科

目では、「プレゼンテーション演習」「コンピュータ・グラフィックス」「マルチメディア」

など、ＩＣＴ活用を主目的とした科目群も開設している。 

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）に基づいた情報技術の向上に関

するトレーニングについては、幼児教育学科では、「情報処理Ⅰ」「情報処理Ⅱ」、総合文化

学科では「情報基礎」「情報スキルⅠ」「情報スキルⅡ」の各授業をとおして、ワードとエ

クセルの技術習得を図っている。また、両学科とも各授業をとおしてＩＣＴの活用ができ

るよう配慮している。さらに、「卒業研究」の作成に際しては、ゼミナール担当教員がワー

ド、エクセル、パワーポイント、インターネット等の活用法について、そのつど学生に教

授している。 

学内のコンピュータ及びネットワークについては、安定した環境下で利用できるよう、

定期的にメンテナンスを実施している。ソフトウェアに関しては、学内のコンピュータが

スムーズに利用できるよう定期的に更新を行っている（備付資料 41、42）。 

学科の教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）に基づいた技術的資源の

分配については、学科からの要望をも踏まえた上で、事務局学生支援課及び教務委員会で

年度ごとに予算案を策定し、法人本部の承認を得た上で施行している。予算配分について

は全学的見地から検討し、偏りが出ないよう配慮している。 

教職員が教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）に基づいて授業や学校

運営に活用できるよう、専任教職員はもちろん、事務作業を行う兼任職員にも一人につき

一台のコンピュータが配備されている。平成 26 年度は、セキュリティに問題がある

WindowsXP のパソコンを全て Windows7 に更新した。 

20 番教室には遠隔テレビ会議システムを教室に設置し、信州大学教育学部及び本学附属

幼稚園と中継できる環境を整えている。このシステムをとおして、学生は外部の学生との

交流や園児の様子の観察等を、教室で教員の指導を受けながら同時に行うことができる。 



上田女子短期大学 
 

102 
 

また、学生が個人のパソコンやスマートフォンからインターネットにアクセスする機会

が増えたことから、学内の無線ネットワーク（ＷｉＦｉ）環境を整備している。利用手続

きを行った学生が、図書館、学生ホール等で、自由にインターネットを利用できる環境を

提供している。平成 26 年度は、電子黒板システムの導入にともない、17 番教室でも使用

できるように無線エリアを拡張するとともに、学生ホールにはＡＣコンセントを備えた一

人用座席を 16 席分新設し、学生がホール内でパソコンやスマートデバイスを利用しやすい

環境を整えた。 

なお、学生に対しては各学期当初のオリエンテーションにて、使用方法や利用マナーな

どのリテラシー教育を行っている。 

本学教員は情報技術を積極的に活用し、授業内容及び教授技術の深化を図っている。 

20 番教室には 新型の遠隔テレビ会議システムを配置し、学外とカメラ中継を行うこと

ができる。 

幼児教育学科では附属幼稚園での実習の事前体験（プレ実習）の際に、教員も中継教室

に参加し、情報技術の活用に関わっている。 

総合文化学科の教職課程には「教育方法・技術論」の授業科目を設置し、ＩＣＴ活用教

育の具体例について紹介するとともに、電子黒板システムやパソコン等のＩＣＴ機器を活

用した模擬授業（中学校国語）を学生に課している。 

教員に対する情報技術のトレーニングの機会は特に提供はしていないが、授業や学生指

導の実際を見るに、ほとんどの教員が基本的なＩＣＴ活用能力を身につけているといえる。 

施設については、情報処理演習室を２教室用意し、授業以外でも空き時間等に学生がコ

ンピュータを利用できる環境を整えている。また、授業ではパワーポイントを活用してい

る教員が増えつつあることから、普通教室へのプロジェクター及びスクリーンの設置を漸

次進めている。端末の操作や使用中のトラブルについて個別の対応が必要な場合は、本学

職員が対応している。 

 

(b)課題 

両学科とも学生のＩＣＴ活用能力については、顕著なスキルアップまでには至っていな

い。平成 27 年度より施行される「共通教育科目」では、これまで両学科の専門科目に置か

れていた情報処理系の３科目を吸収し、両学科共通のカリキュラムとして整備した。これ

により、本学学生が習得すべき情報処理の基本スキルについて、全学的視座から検討する

ことが可能になった。今後は両学科の特性に配慮しながらも、学生の情報活用能力の向上

を目指し、科目担当者間の連携を密にしていきたい。 

施設面ではラーニングコモンズの導入に向けての検討を進めてはいるものの、予算面で

の制約もあり、具体的な作業は進んでいない。 

情報処理教室については、モノクロプリンタ・カラープリンタを新型機に交換した。 

無線ネットワーク（ＷｉＦｉ）については、今後もエリアを順次拡大し、学内全域で使

用可能となるよう環境整備に努めたい。 
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 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の改善計画 

技術的資源については、平成27年度より27番教室のパソコンをMicrosoft Office 2010

から 2013 にバージョンアップする予定であることを鑑み、平成 27 年度には全台を新型機

に入れ替える予定である。附属図書館の学生用パソコンも老朽化しているものがあり、漸

次交換していく。周辺機器やソフトウェアについても、必要に応じて交換、購入、バージ

ョンアップする予定である。医療事務教育用ソフトウェアの購入を希望する声もあるが、

予算面での制約があり、早期購入は難しい状況にある。 

普通教室でも授業時にパワーポイントを使用する機会が増えたため、平成 27 年度には

34 番教室・35 番教室にもプロジェクター・スクリーンを設置する予定である。 

昨今はＩＣＴを活用したグループ学習の機会が増えていることから、「ラーニングコモ

ンズ」の導入は急務であるといえる。しかし、何分にも大規模な事業であるため、具体的

なスケジュールは確定していない。計画自体は「第２次中期経営計画」に引き継がれてい

るので、遅くとも平成 29 年度には実現させたい。 

教育資源については、学生のＩＣＴ活用能力と資格取得率の向上を図るため、平成 27

年度中には「共通教育科目」の「情報基礎Ⅰ」「情報基礎Ⅱ」「プレゼンテーション演習」

の「シラバス」を点検し、学生のスキルをより高めるための方策を検討する。本学は「Yahoo!

メール Academic Edition」のサービスを導入しており、「情報処理Ⅰ」「情報基礎」「情報

スキルⅠ」の授業では、担当教員がメールの使い方について説明しているが、十分に使い

こなせていない学生も少なくない。情報リテラシーの基本を学生にしっかり習得させるた

めにも、平成 27 年度中には教務委員会主催のもと、情報処理関連授業の担当者会議を開催

し、現状と課題について意見交換を行うべく計画中である。同会議については、今後も逐

次開催し、担当教員間の連携を深めていく。 

 

■備付資料 

 41 ネットワーク構成図 

 42 情報処理演習室配置図 
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［テーマ 基準Ⅲ-D 財的資源］ 

［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 

(a)現状 

消費収支について、平成 24 年度までは法人全体・短期大学部門ともに支出超過であっ

た。学生数が減少している中で、経費削減が思うように図られなかったことと、過去の設

備投資の減価償却負担によるものである。平成 25 年度、平成 26 年度は、法人全体・短期

大学部門ともに収入超過となった。学生数増加にともない学生生徒等納付金収入の増加に

よるものである（提出資料２、11、12、13、14、15、16、17）。 

貸借対照表の状況は、金融機関等からの借入金は無く、現預金を含めた流動資産は増加

しており、自己資本比率も高く、健全に推移している。 

現在の状況から、学校法人及び短期大学の存続を可能とする財政は維持されている。退

職給与引当金は 100％引き当てられている。また、「学校法人北野学園資産運用規程」が整

備されている（備付資料 49）。資産運用は銀行預金中心であり、リスクが少なく安全に運

用されている。 

教育研究経費は、毎年帰属収入の 20％を超えており適切である。 

教育研究用の施設設備及び学習資源（図書等）について、図書費は十分支出されており、

施設設備についても必要な設備は行っている。 

過去３年間の定員充足率は、平成 24 年度 77％、平成 25 年度 83％、平成 26 年度 90％と

改善されている。しかし、依然として定員は確保されておらず、定員充足に向けて努力し

ていく。 

収容定員充足率は満たしていないが、法人全体の財務体質は健全な状況を維持している。 

 

(b)課題 

安定した経営を維持するためには、学生数の確保を図ることが必要である。平成 26 年

度の定員充足率は、幼児教育学科 88％、総合文化学科 96％と両学科ともに定員を充足でき

なかった。今後、入学試験方式の改善、高校訪問や広報活動の強化などを通じて、各学科

ともに定員確保に努める必要がある。 

また、財務体質の健全性を維持していくため、予算編成の厳格化と執行管理の徹底及び

経費削減が必要である。 
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［区分 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 

(a)現状 

日本私立学校振興・共済事業団の定量的な経営判断資料に基づく本学の経営状態は、Ａ

３に該当し、正常状態に区分される。 

短期大学の将来像は、平成 23 年度に「第１次中期経営計画」（実施期間、平成 24 年４

月～平成 27 年３月）を策定、平成 26 年度には「第２次中期経営計画」（実施期間、平成

27 年４月～平成 30 年３月）を策定した（提出資料 18）。その計画に基づき単年度の事業計

画を作成しており、明確になっている。また、その結果を評議員会、理事会にも報告して

いる。 

なお、「中期経営計画」策定時には、教職員の計画案を極力尊重しており、短期大学の

客観的な環境分析等も行っている。 

「中期経営計画」では、学校法人の経営実態、財政状況等から、ゴール・ビジョン、計

画目標を明確にしている。 

まず、学生募集対策と学納金計画であるが、学生募集計画では、文部科学省等から公表

されている人口統計や短期大学の関連データ等を活用しマーケットリサーチを行っている。

また、積極的な広報活動や高校訪問及びオープンキャンパスを実施し、学生募集を行って

いる。 

学納金計画は、他短期大学との比較を行いながら、検討をしている。 

人事計画については、現時点で明確な計画はないが、定員割れが長期化している現状か

ら、学生数と教職員数等の適正化に向け、具体的な検討と対策が必要な段階にある。 

施設設備の将来計画については、体育館の耐震化工事を平成 27 年度中に行う予定であ

る。その他の計画は現時点ではないが、建物が老朽化していることから、必要な維持投資

を行っていく。 

外部資金の獲得については、教員の科学研究費獲得を支援すべく学内の助成制度として

「上田女子短期大学研究活動の支援に関する内規」を平成 27 年 4 月に策定し、科学研究費

助成事業獲得を推進していく。 

 短期大学全体及び各学科の適切な定員管理とそれに見合う経費（人件費、施設設備費）

について、平成 26 年５月１日現在、短期大学全体では学生数 416 人で定員充足率 90％、

幼児教育学科は学生数 263 人で定員充足率 88％、総合文化学科は学生数 153 人で定員充足

率 96％となっている。それに対する専任教員は 20 人（学長含む）であり、教員一人当た

りの平均学生数は 21 人である。平成 26 年度の財務諸表から収支のバランスはほぼ取れて

いるといえる。ただし、学生数は年度間にバラつきがあり、収支バランスには常に留意し

ている。 

 経営情報については、教授会、事務局会議等で「資金収支計算書」「消費収支計算書」「貸

借対照表」及び財務分析等の詳細な説明を行っており、教職員が経営に関する危機意識を

共有できるようにしている。 
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(b)課題 

定員確保に向けて、積極的な広報活動や高校訪問及びオープンキャンパスを実施したこ

とで、学生数の増加という一定の成果は現れているが、依然として定員確保には至ってい

ない。定員割れが長期化しており、学生数と教職員数の適正化に向けて具体的な検討と対

策を行うことが必要な段階にある。 

科学研究費助成事業等の外部資金の獲得が他大学と比べて少ない。科学研究費助成事業

を中心とする外部資金の獲得を積極的に図っていくことが必要である（備付資料 30）。 
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 テーマ 基準Ⅲ-D 財的資源の改善計画 

安定した経営を維持するためには、学生数を確保することが 重要課題である。現時点

でも、教職員が協力して積極的に学生募集活動を行っているが、入学試験方式の改善や広

報活動の強化等を行いながら、引き続き積極的な学生募集活動を行っていく。また、定員

割れが長期化していることから、学生数と教職員数の適正化に向けて、具体的対策等を計

画していく。 

財務体質の健全性を維持していくため、組織的にいっそうの経費削減を図るとともに、

予算管理を徹底していく。科学研究費助成事業の獲得についても、教員の意識づけを行う

とともに、学内に教職員の協力体制を構築していく。 

 

■提出資料 

 ２ ウェブサイト「情報の公表」http://www.uedawjc.ac.jp/(備付資料３と同じ) 

 11 資金収支計算書・消費収支計算書の概要 

 12 貸借対照表の概要 

 13 財務状況調べ 

 14 キャッシュフロー計算書 

 15 計算書類［平成 24 年度]（備付資料 43 と同じ） 

 16 計算書類［平成 25 年度]（備付資料 44 と同じ） 

 17 計算書類［平成 26 年度]（備付資料 45 と同じ） 

 18 中期経営計画書［第１次］［第２次］ 

 19 事業報告書［平成 26 年度] 

 20 事業計画書［平成 27 年度] 

 21 予算書［平成 27 年度] 

  

■備付資料 

 30 科学研究費補助金等、外部研究資金の獲得状況一覧表 

 49 学校法人北野学園規程集 
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基準Ⅲ 教育資源と財的資源の行動計画 

事務職員の定期的人事異動の実施と、外部研修会への参加及び通信教育受講等により、

事務職員が多くの業務を遂行できる組織体制を構築する。また、ＳＤ活動の活発化とＦＤ

委員会との連携強化に努める。 

平成 26 年度に未開講科目となった、総合文化学科の「イラストレーション制作」につ

いては、平成 26 年度末までに平成 27 年度の担当教員を依頼した。 

本学ホームページ上で公開している専任教員の研究活動については、定期的な更新が行

われるよう、年に複数回促していく。 

専任教員の留学や海外派遣等に関する規程については、平成 27 年度中に整備する。 

「授業評価アンケート」の項目の精査は、平成 27 年度中に行う。また、ＦＤ研修会の

定期的な開催、教員相互の授業参観の実施等についての検討も平成 27 年度内に行う。 

教職員の就業に関しては、近年労働法関係の法改正が頻繁に行われていることから、専

門家と顧問契約を結び法律改正に迅速に対応する体制をつくる。 

車椅子用のスロープや手すりの設置、段差の改善などについては、平成 27 年度中に検

討する。 

図書館のバリアフリー化、ブックディテクションの更新、入館システム等の検討につい

ても、平成 27 年度中に行う。 

現在、学生支援課で調査中の各教室の備品の設置年月の確認を、平成 27 年度内に済ま

せる。その上で、必要に応じて交換していく。 

防火、防災、防犯対策についての規程が整備されていない。総務課を中心として、早期

に「危機管理マニュアル（仮称）」を作成する。 

体育館の耐震化工事については、平成 27 年度中に行う予定である。防犯体制について

は、民間警備会社とシステム全体の見直しを協議する。 

技術的資源に関しては、平成27年度より27番教室のパソコンをMicrosoft Office 2010

から 2013 にバージョンアップし、同年度中には 27 番教室の端末全台を新型機に入れ替え

る。附属図書館の学生用パソコンも老朽化しているものがあり、漸次交換していく。また、

学生のＩＣＴ活用能力等の向上を図るため、平成 27 年度中には教務委員会主催のもと、情

報処理関連授業の担当者会議を開催し、今後も継続していく。 

安定した経営を維持するためには、学生数を確保することが 重要課題である。積極的

に広報活動等を行っているが、今後も継続して行っていく。また、定員割れが長期化して

いる現状から、定員数削減を含めて、学生数と教職員数の適正化について、常任理事会、

理事会において検討する。 

平成 27 年度から始まる「第２次中期経営計画」を確実に実行し、特に、予算編成の厳

格化と執行管理の徹底、人件費、管理経費の圧縮、定員確保等を図ることにより安定した

経営を確立していく。 
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◇ 基準Ⅲについての特記事項 

（1）以上の基準以外に教育資源と財的資源について努力している事項。 

 特になし。 

（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Ⅳ リーダーシップとガバナンス】 

 基準Ⅳの自己点検・評価の概要 

理事長は、学校法人の運営全般について適切にリーダーシップを発揮している。北野次

登理事長が健康を崩したことで、平成 25 年度から理事長代行（小池明）を置いているが、

学校運営に関する重要事項はすべて北野理事長に面談あるいは稟議書等により指示を仰い

でおり、その業務を総理している。しかし、北野理事長の健康の回復が見込めないことか

ら、平成 27 年３月の理事会で、小池理事長代行が理事長に選任された。 

理事会は学校法人の 高意思決定機関として適切に運営されている。また、理事会の補

完機関として学校法人全体の管理運営を協議する常任理事会が開催されている。 

 学長は「学校法人北野学園上田女子短期大学学長副学長選任規程」に基づき、理事長が

推薦し、理事会において任命されている。学長は、教授会を通じて教育研究並びに地域連

携についてリーダーシップを発揮している。短期大学の運営全般についてもリーダーシッ

プを発揮している。また、学長、両学科長、事務局長、附属図書館長、地域連携センター

長、事務局次長、学生支援課長、学生委員長、教務委員長、アドミッション委員長、進路

サポート委員長が構成員となり、短期大学全般の教育研究・地域連携等についての重要事

項を協議する総務委員会が開催され、教職員協同体制がとられている。 

 監事は、理事会、評議員会に出席するとともに、「私立学校法」及び「学校法人北野学園

寄附行為」に従って、学校法人の業務及び財産の状況について適切に監査している。 

 評議員会は、「学校法人北野学園寄附行為」に基づいて適切に開催されている。事業計画

及び予算計画は事前に諮問し、決算及び事業報告等についても諮問機関として適切に機能

している。 

学校法人の事業計画、予算計画は「中期経営計画」に基づいて、毎年度作成されている。

作成された予算は「学校法人北野学園経理規程」に基づき適正に執行されている。また、

予算の執行状況のチェックも行われている。日常業務も円滑に実施されており、理事長は

これら全てを十分に把握している。 

計算書類、財産目録等は、「学校法人会計基準」及び「私立学校法」に基づき、監事及

び監査法人の監査を受けて作成されており、学校法人の経営状況及び財政状況を適正に表

示している。教育情報及び財務情報は、ホームページ上で公開している。 

 

 

 

 

  

様式 9－基準Ⅳ 
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［テーマ 基準Ⅳ-A 理事長のリーダーシップ］ 

［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 

(a) 現状 

北野理事長は、昭和 48 年３月理事長に就任した。本学の建学の精神及び教育目的を理

解し、学校法人の運営全般について適切にリーダーシップを発揮してきた。 

理事長は、他の役職を兼務していることから常勤ではないが、本学の運営に関する重要

事項及び学内外の行事等については、すべて面談或いは稟議書等において理事長の指示を

仰ぎ、学校法人を代表し、その業務を総理してきた。 

理事長は、毎会計年度終了後２ヶ月以内に、監事の監査を受け、理事会の議決を経た決

算及び事業の実績である財産目録、貸借対照表、資金収支計算書、消費収支計算書並びに

事業報告書を評議員会に報告し意見を求めている。 

また、理事長は「学校法人北野学園寄附行為」に基づき理事会を開催し、学校法人の

高意思決定機関として適切に運営している。理事会は、学校法人の事業計画、事業報告等

の業務を決するとともに、理事の職務の執行を管理している（提出資料 22）。 

理事長は、理事会を招集し、議長を務めていたが、健康を崩し、平成 25 年３月の理事

会において、理事長の健康が回復するまで理事長代行を置くこととなり、理事長代行に学

長である小池明が就任した。ただし、学校運営に関する重要事項は、従来どおり面談ある

いは稟議書等において理事長に指示を仰いでいる。理事会、評議員会の議長は理事長代行

が務めているが、すべての議案等は事前に理事長の承認を得ている。なお、理事長の健康

回復が見込めないことから、平成 27 年３月の理事会において、小池理事長代行が理事長に

就任した（備付資料 46）。また、平成 26 年度より理事会の補完機関として学校法人全体の

管理運営を協議する常任理事会を開催している（備付資料 48）。 

理事会は、短期大学発展のため、学内外の必要な情報を収集し、運営に関する法的な責

任があることを認識している。学校法人は、「私立学校法」の定めるところに従い、情報公

開を行なっている。また、学校法人運営及び短期大学運営に必要な「学則」「組織職務権限

規程」「事務組織規程」等必要な規程を整備している（備付資料 49）。 

「学校法人北野学園寄附行為」において、理事は５人以上８人以内となっており、現在

６人で構成されている。監事は２名となっており、現在２名で構成されている。理事、監

事は学校法人の建学の精神を理解し、見識及び学識を有している。また、「学校教育法」第

９条の規定は、「学校法人北野学園寄附行為」に準用されている。 

 

(b) 課題 

短期大学を取り巻く環境は非常に厳しい状況にあり、理事会は学校法人全般にわたる重

要案件等を審議するなど重要な役割を果たしている。今後、いっそうこの役割を果たせる

よう、理事の増員等により理事会機能の充実を図っていく。 

平成 27 年 4 月に約 40 年ぶりに理事長が交代し、前理事長は名誉理事長に就任した。前

理事長が長期にわたり学内外で築き上げた人間関係や識見に、学校法人運営が大きく依拠

していたことは事実である。北野名誉理事長は、これからも理事として学校法人運営に携

わっていく。 
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今後は、小池新理事長を中心とする学校法人運営体制を早期に定着させていく。また、

新理事長は学長を兼務しており、新理事長の負担を軽減させるため、他の理事との協力・

協調体制を強化していきたい。 
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 テーマ 基準Ⅳ-A 理事長のリーダーシップの改善計画 

「学校法人北野学園寄附行為」において、理事は５人以上８人以内となっている。現在

６人が選任されており、理事の増員が可能である。短期大学を取り巻く環境が厳しい状況

にあり、学識経験者を中心に理事の増員を検討していく。 

また、理事長が交代し、学長と兼務となったことから、新理事長の負担を軽減すべく、

常任理事会を中心として他の理事との協力・協調体制を整備していく。 

 

■提出資料 

 22 学校法人北野学園寄附行為 

 

■備付資料 

 46 理事長の履歴書 

 47 学校法人実態調査表（写し） 

 48 理事会議事録 

 49 学校法人北野学園規程集   
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［テーマ 基準Ⅳ-B 学長のリーダーシップ］ 

［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 

(a) 現状 

学長は、「学校法人北野学園上田女子短期大学学長副学長選任規程」により、理事長が

候補を推薦し、理事会の承認を経て任命される（備付資料 49）。 

小池学長は、平成 21 年１月に本学副学長、平成 22 年 4 月に本学学長に就任した。学長

はこれまで民間会社の役員を経験するとともに、米国のマサチューセッツ工科大学院で修

士課程を修了している。学長は、短期大学の運営全般に適切なリーダーシップを発揮して

いる。 

 学長は、人格が高潔であり、学識に優れ、短期大学運営に関して識見を有している。入

学式、卒業式等において、「建学の精神」を徹底し、心豊かな人間として社会に貢献できる

人材を育成すべく努力している。このように、学長は建学の精神に基づく教育研究を推進

し、短期大学の向上・充実に努め、教学運営の職務遂行にも努めている（備付資料 50）。 

 学長は、教授会を「学則」等の規程に基づいて、原則として毎月第３木曜日を定例とし

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（提出資料４）。 

教授会は、「上田女子短期大学教授会規程」に基づき、教授、准教授、専任講師他で構

成され、次の事項を審議し、適切に運営されている。 

 

（１）学則、及び教育・研究に関する規程の制定、改廃に関する事項 

（２）授業科目の編成及び学科課程に関する事項 

（３）学生の入学、編入学、転学、再入学、休学、復学、退学、転科、外国人留学生、

帰国子女学生、社会人学生、長期履修学生、研究生及び科目等履修生に関する事

項 

（４）課程修了、卒業認定及び学位授与に関する事項 

（５）学生の補導、賞罰に関する事項 

（６）教育職員免許状及び保育士資格等の資格取得に関する事項 

（７）学内行事に関する事項 

（８）教育計画、学術研究に関する事項 

（９）その他学長が必要と認めた事項 

 

議事録は、学生支援課が作成、整備している（備付資料 51）。 

教授会は、学習成果及び三つの方針（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）に対する認識を有している。 

短期大学全般の教育研究、地域連携等についての重要事項を協議する場として、総務委

員会が組織されている。学長、両学科長、事務局長に加え、附属図書館長、地域連携セン

ター長、事務局次長、学生支援課課長、学生委員長、教務委員長、アドミッション委員長、

進路サポート委員長が構成員となっている。 

 教授会とは別に、学務運営を円滑に行う組織として「上田女子短期大学委員会に関する
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規程」に基づき、以下の委員会を設置している。 

  教務委員会 

  学生委員会 

  進路サポート委員会 

  図書館・紀要委員会 

  アドミッション委員会 

  ＩＴ・セキュリティ委員会 

  実習委員会 

  自己点検評価委員会 

  国際交流委員会 

  研究倫理委員会 

  ＳＤ委員会 

  ＦＤ委員会 等の委員会を設置している。 

  

 委員は学長より任命され、各委員会は、規程に基づいて適切に運営されている。委員会

で審議された事項は、教授会の議案、報告及び連絡事項となっている（備付資料 52）。 

 

(b) 課題 

各委員会については、教職員が複数の委員会の委員を兼務しており負担が大きい状況に

ある。委員会の開催時間も長く、業務に支障をきたしている。平成 25 年度に一部委員会の

統廃合を行ったが、実質的な負担軽減には至っていない。委員会人数、委員会開催回数の

削減及び委員会開催時間の短縮等を検討していく。 
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 テーマ 基準Ⅳ-B 学長のリーダーシップの改善計画 

委員会人数、委員会開催回数の削減及び委員会開催時間の短縮等の改善策を図っていく。

また、委員会そのものの必要性等を検討し、再度、委員会の統廃合を検討していく。 

 

■提出資料 

 ４ 上田女子短期大学学則  

   

■備付資料 

 49 学校法人北野学園規程集 

50 教員個人調書・教育研究業績書 

51 教授会議事録［平成 24 年度～平成 26 年度] 

52 委員会議事録［平成 24 年度～平成 26 年度] 
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［テーマ 基準Ⅳ-C ガバナンス］ 

［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 

(a)現状 

適正な学校法人運営ができる体制の構築を行うためには、監事の役割が重要であり監査

体制の充実を図ることが必要である。 

監事は、定員２人のところ、現在２人就任しており、理事会において選出した候補者の

うちから評議員会の同意を得て理事長が選任している。「学校法人北野学園寄附行為」第

15 条に基づいて、学校法人の業務及び財産の状況について適宜監査している。また、理事

会、評議員会に出席して、学校法人の業務及び財産の状況について、意見を述べている（提

出資料 22）。 

 監事は、学校法人の業務及び財産の状況について、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（備付資料 53）。         

毎年６月には、監査法人と懇談会を開催し、監査法人から監査結果の報告を受け学校法

人の問題点等について意見交換を行っている。また、文部科学省が開催している「監事研

修会」には毎年参加している。 

 

(b)課題 

理事会、評議員会等により、監事に学校法人の各種情報等を提供して監査の充実を図る

体制をとっているが、監事の監査業務が広範囲になっており、十分な情報提供が監事に対

して行われているとは言い難い状況にある。今後、理事会や評議員会の会議前後に意見交

換の場を設けることなどにより、監事の監査に必要な情報提供の機会を増やしていきたい。 
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［区分 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 の自己点検・評価 

(a)現状 

評議員会は、「学校法人北野学園寄附行為」の規定に基づき組織されており、理事会の

諮問機関として適切に運営されている。 

「学校法人北野学園寄附行為」第 21 条において、理事長はあらかじめ評議員会の意見

を聞かなければならない事項として、下記の事項を定めている。 

 

（１）予算・借入金（当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く）及

び基本財産の処分並びに運用財産中の不動産及び積立金の処分 

（２）事業計画 

（３）予算外の重要な義務の負担又は権利の放棄 

（４）寄附行為の変更 

（５）合併 

（６）目的たる事業の成功の不能による解散 

（７）寄付金の募集に関する事項 

（８）その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めたもの 

 

なお、本規程は「私立学校法」第 42 条の規定にも対応しており、評議員会は適正に運

営されている（備付資料 54）。 

評議員の選任は、「学校法人北野学園寄附行為」第 23 条に基づき、法人職員、卒業生、

学識経験者、保護者から理事会において選出されている。 

評議員の定員については、「学校法人北野学園寄附行為」第 19 条に基づき、定員 16 人

以上 19 人以内のところ、現在 19 人が就任しており（法人職員評議員７人、卒業生評議員

２人、学識経験者評議員８人、保護者評議員２人）、理事の定数８人の２倍を超える数の評

議員をもって組織されている。 

 

(b)課題 

評議員の定数及び評議員会の審議事項は「私立学校法」第 42 条とそれを踏まえた「学

校法人北野学園寄附行為」に基づいており、理事会の諮問機関として適切に運営されてい

る。評議員会における意見も、以前に比べると活発になってきている。ただし、「基礎資料」

の評議員会の開催状況（平成 24 年度～平成 26 年度）において掲げたように、評議員会は

年数回の開催であるため、評議員に学校法人内外の情報等をよりきめ細かに正確に提供し

て、評議員会の充実を図っていくことが必要である。 

また、遠隔地の評議員が多いことから、開催日等を工夫して、評議員の出席率を上げて

いきたい。 
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［区分 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 

(a)現状 

学校法人及び短期大学は、中期経営計画に基づき、毎年度事業計画及び予算計画を作成

している。毎年度事業計画及び予算計画は、関係部門ごとに事業計画と予算計画を作成し、

法人本部が中心となって取りまとめを行い、学校法人としての事業計画書、資金収支予算

書及び消費収支予算書を作成している。これを、毎年２月の評議員会に事前に諮問し、理

事会にて決定している。決定した事業計画及び予算書は、速やかに関係部門に周知してい

る。毎年５月には、前年度決算及び補正予算についての審議を行い、理事会にて決定して

いる。補正された予算も速やかに関係部門に周知している（提出資料 18、20、21）。 

作成された予算は、「学校法人北野学園経理規程」に基づき適正に執行されている。ま

た、予算の適正な執行のため、法人本部及び事務局長が予算の執行状況をチェックしてい

る。 

日常的な出納業務等は円滑に実施されており、その執行状況は毎月作成している月次試

算表等と一緒に、法人本部から理事長に文書にて報告している。 

計算書類、財産目録等は、「学校法人会計基準」及び「私立学校法」に基づき、監事及

び監査法人の監査を受けて作成されており、学校法人の経営状況及び財政状況を適正に表

示している。監事のうち１人は税理士が就任しており、監査法人から監査意見があれば迅

速かつ適切に対応している（提出資料２、15、16、17）。 

固定資産の管理は、固定資産台帳を整備して安全かつ適正に管理している。資金（有価

証券を含む）の管理は、月別預金残表等で安全かつ適正に管理するとともに、「学校法人北

野学園資産運用規程」に基づき安全な運用に心掛けている。 

寄付金の募集及び学校債の発行は行っていない。寄付金募集については、文部科学省よ

り「特定公益増進法人」の証明を受けており、今後は募集を検討していく。 

教育情報、財務情報は、「学校教育法施行規則」「私立学校法」の規定に基づき、ホーム

ページ上で公開している。 

 

(b)課題 

ガバナンスについて、現状は概ね適切に機能しているが、さらなるガバナンス強化のた

めに、内部監査の実施体制を整備することが課題である。 

現在、寄付金募集は行っていない。「第２次中期経営計画」において寄付金事業の推進

が明記されており、その具体的な施策の立案と実行が今後の課題となる。 
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 テーマ 基準Ⅳ-C ガバナンスの改善計画 

監事監査をいっそう実効性のあるものにするために、監事に対する各種情報の提供方法

の工夫、監査法人との連携等により必要な情報提供の機会を増やしていく。 

 評議員会についても、各種情報の提供方法の工夫及び評議員の評議員会出席率を上げる

ため、評議員会の開催日を検討する。 

 ガバナンスについて、法人本部に内部監査部門を設置し、内部監査体制の構築を検討し

ていく。 

寄付金事業推進についても、「第２次中期経営計画」において寄付金事業の推進が明記

されており、具体策の立案を早めに行っていく。また募集にあたり、寄付金募集収納シス

テム等、収納方法の検討もあわせて計画していく。 

 

■提出資料  

 ２ ウェブサイト「情報の公表」http://www.uedawjc.ac.jp 

 15 計算書類［平成 24 年度] 

16 計算書類［平成 25 年度] 

17 計算書類［平成 26 年度] 

18 中期経営計画書［第１次］［第２次] 

20 事業計画書［平成 27 年度] 

21 予算書［平成 27 年度] 

22 学校法人北野学園寄附行為  

  

■備付資料 

 53 監事の監査状況 

54 評議員会議事録    
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 基準Ⅳ リーダーシップとガバナンスの行動計画 

学長が理事長を兼務することになったことから、理事長の負担を軽減すべく、平成 26

年度に理事会の補完機関として設置された常任理事会を中心として、常任理事全員の協力

体制の構築を図っていく。また、理事会機能を強化するため、学校法人の事情に詳しい学

識経験者を中心に理事の増員を検討する。 

各委員会について、教職員の負担が大きく、業務に支障をきたしている現状を改善する

ため、総務委員会で再度の委員会統廃合を含め、委員会人数の妥当性、委員会の開催回数、

開催時間等改善策を検討する。 

監事による監査体制の充実については、監事監査に必要な情報提供の機会を増やすこと

が重要であり、監事会の開催回数の増加及び理事会や評議員会の会議前後に情報交換会を

開催する等の具体的な改善策を検討していく。 

評議員会についても、学校法人内外の情報を正確に提供して、評議員会の充実を図って

いく。また、評議員会の出席率を上げるため開催日等について具体的な改善策を検討して

いく。 

ガバナンスについて、法人本部に内部監査部門を設置することを検討する。ただし、現

在法人本部の事務室は狭く、現状の人員以上の配置は難しい。このことから法人本部の増

築を検討していく。 

寄付金事業の推進については、「第２次中期経営計画」の取り組み課題になっており、

寄付金事業の内容、募集時期、募集金額等の具体策を早めに検討し、早期実現を目指して

いく。 

 

 

◇ 基準Ⅳについての特記事項 

（1）以上の基準以外にリーダーシップとガバナンスについて努力している事項。 

 特になし。 

（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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【選択的評価基準】 

教養教育の取り組みについて 

 以下の基準（1）～（4）について自己点検・評価の概要を記述する。 

基準（1） 教養教育の目的・目標を定めている。 

(a)自己点検・評価を基に現状を記述する。 

本学は、教育目的に「豊かな教養と深い専門知識を具えた堅実中正な社会的人格を有す

る女性の育成」とあるように、教養教育に力を注いでいる。教養教育の目標自体について

は明確に定めていないが、幼児教育学科、総合文化学科の学位授与の方針（ディプロマ・

ポリシー）に定めている「他者への感受性をもってコミュニケーションが図れること」、「幅

広い教養を身につけ、考える力や創造する力が養われていること」が、本学の教養教育に

おける一つの達成点となろう。 

 

(b)自己点検・評価を基に課題を記述する。 

基準(2)に述べているとおり、両学科の教養科目は学科ごとに科目設定が異なっていた

ため、本学としての教養教育のあり方について、学科の枠を越えて検討する機会がほとん

どなかった。その反省に立って、平成 25 年度・26 年度は本学の教養教育のあり方につい

て教務委員会を中心に検討を行い、平成 27 年度より教養科目及び専門科目の一部を再編し、

全学共通のカリキュラムとした「共通教育科目」を設置する。 

今後は「共通教育科目」の教育内容を精査しつつ、本学ならではの教養教育の具体的目

標を明確に定めていくことが課題となる。 

 

(c)自己点検・評価を基に改善計画を記述する。 

平成 27 年度より施行する「共通教育科目」の運用状況を鑑みながら、授業内容やカリ

キュラムの改訂を逐次行っていく。その上で、平成 29 年度までには従前の教育内容・教育

方法の枠を越えた、独創性あふれる教養教育の体制を構築したい。 

 

■備付資料 

 55 教養科目の再編について（概要） 

  

様式 10－教養教育 
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基準（2） 教養教育の内容と実施体制が確立している。 

(a)自己点検・評価を基に現状を記述する。 

幼児教育学科、総合文化学科の両学科とも教養科目を設置し、各科目を（Ⅰ）人文科学、

（Ⅱ）社会科学、（Ⅲ）自然科学、（Ⅳ）外国語、（Ⅴ）体育の５分野に分類して配置してい

る。平成 26 年度のカリキュラムでは、幼児教育学科は「学問への招待」以下の 21 科目、

総合文化学科では「現代社会と宗教」以下の 19 科目を開設している。 

教養科目のカリキュラム及び担当教員の配置については各学科で策定しており、改訂に

際しては各学科が作成した原案を教務委員会で審議し、教授会に付議している。 

教養教育の効果については、学科会議や教務委員会等で随時検証し、改善の必要がある

場合には、授業内容の変更、履修方法の見直し及びカリキュラムの改訂を行っている。 

教養教育の方法として特筆すべきは、両学科で科目の配置が異なるものの、１年次前期

に「学問への招待」を必修科目として開設している点である。 

 

(b)自己点検・評価を基に課題を記述する。 

教養科目の科目編成については、両学科の特性を考慮し、学科独自のものとなっている

ため、両学科とも授業内容が同一でありながら、学科によって科目名が異なるものがある。

また、「学問への招待」は、幼児教育学科では教養科目として開設しているのに対して、総

合文化学科では専門科目のベーシックフィールドに配置している。教養教育の現状を全学

規模で捉えた場合、各学科の性格を考慮しても、大学としての統一感を欠いていると言わ

ざるを得ない。 

また、平成 26 年度においては、担当教員の確保ができなかった等の理由から、幼児教

育学科開設科目「くらしと歴史」「くらしとマナー」、総合文化学科開設科目「くらしの中

の数学」が開講できなかった。これも両学科のカリキュラムが異なるため、教養科目が効

果的に運用されていないことを端的に示した例である。 

 

(c)自己点検・評価を基に改善計画を記述する。 

以上の問題を改善すべく、平成 27 年度より下記の基本理念に基づく両学科共通のカリ

キュラムとして「共通教育科目」を施行する。 

 

「共通教育科目」の基本理念 

上田女子短期大学は、「敬愛・勤勉・聡明」という建学の精神に則り、長野県東信地域

で唯一の女子教育を行う高等教育機関として、幅広い教養を持った女子学生の育成を目指

している。本学の共通教育は、地域におけるさまざまな課題に関心を向けることができる

聡明さと、幅広い知識に基づく総合的な判断力を兼ね備えた女性を育成し、地域社会の期

待と要請に応えることを理念としている。 

社会における女性の地位と役割がますます重要性を増している現在、短期大学において

は、進路決定に必要な専門的知識を修得することと並行して、地域に貢献する職業人とし

ての自己像を確立し、キャリア形成と学びの基盤づくりをすることがとりわけ重要である。

また、人々の生活や価値観が多様化している現代社会においては、人間の思想や文化に対

する基本的な理解とともに、社会の複雑化やグローバル化にともなう経済や福祉、人々の
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コミュニケーションの変化等に関する鋭い感性を持ち、 先端の科学技術と自然への関心

を持つ態度が欠かせない。 

このため本学では、幼児教育学科・総合文化学科に所属する学生が、学科に関わらず多

様な分野にわたって網羅された科目を共通に履修することができるよう、Ａ群「スキルア

ップ」、Ｂ群「人間と文化」、Ｃ群「社会の中の人間」、Ｄ群「人間と科学」、Ｅ群「ワール

ドランゲージ」、Ｆ群「コンピュータリテラシー」、Ｇ群「健康・スポーツ」の７科目群を、

共通教育科目として配置する。 

なお、この改善計画は全教職員及び非常勤講師にすでに周知した。 

各科目群の教育内容については、「基準Ⅱ」の特記事項を参照されたい。 

 

新たに施行する「共通教育科目」においても、各科目の履修要件や配当学年については、

各学科の事情もあり、統一は図られていない。また、時間割上の制約から、学科によって

は履修できない科目が出てくることは十分予想されるところである。 

今後は、今回の改善の趣旨が活きるような実際上の時間割編成に向けて、検討を重ねて

いく予定である。 

 

■備付資料 

 55 教養科目の再編について（概要）  
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基準（3） 教養教育を行う方法が確立している。 

(a)自己点検・評価を基に現状を記述する。 

幼児教育学科では、教養科目の中に「学問への招待」を配置し、本学の建学の精神であ

る「敬愛・勤勉・聡明」の意味と教育課程全体との関連性について説明している。建学の

精神にある「聡明」は、「単に知識においてその量や深さを誇ることではなく、これを実践

に活かす英知」と位置づけられ、「敬愛と勤勉という二つの徳目を日常生活の中で見失わな

いように生きるために必要なものであり、広い知識と深い教養、すなわち広い視野に立っ

た判断力、道徳律に裏付けられたものでなければならない」と、枢要な位置づけを与えら

れている。この建学の精神と保育者養成との関わりを示していく上で、「学問への招待」は

きわめて重要な意味を有しており、幼児教育学科では「学問への招待」を教養科目の柱と

して位置づけている。当該科目で習得した知識・方法を、学生は他の科目へと応用してい

く。幼児教育学科の教養科目全体は、この「学問への招待」を導入科目とし、展開されて

いる。 

当該科目の具体的な授業内容は以下のとおりである。 

【幼児教育学科 平成 26 年度「学問への招待」シラバス】 

回 授業内容 担当教員 

１ オリエンテーション 

・本学の教育理念を理解し、学びの意義を考える。本

授業の趣旨を理解する。 

小池明学長 

笹井弘学科長 

小川史（学科教員） 

山口美和（学科教員） 

２ 幼児教育学科での学び 

・本学科で学ぶことの意義を理解する。 

小川史（学科教員） 

山口美和（学科教員） 

３ 

～４ 

 

保育者にとっての学びの方法 

・保育者にとっての学びの方法について理解する。と

くに、子どもに関わる文化施設について、その意義と

役割を理解する。 

小川史（学科教員） 

山口美和（学科教員） 

５ 

～８ 

施設見学（童話・絵本等、子どもや保育に関わる文化

施設を見学する） 

・子どもに関わる具体的な取り組みについて体験的に

理解する。 

小川史（学科教員） 

山口美和（学科教員） 

９ 施設見学のまとめ 

・子どもの関わる具体的な取り組みについて体験的に

理解する。 

小川史（学科教員） 

山口美和（学科教員） 

10 あそびプロジェクトについて（オリエンテーション） 

・子どもとの関わりのあり方について考察する。 

小川史（学科教員） 

山口美和（学科教員） 

11 

～12 

あそびプロジェクトの準備 

・子どもと関わるプロジェクトを学生自身が企画・立

案し、準備を行う。 

小川史（学科教員） 

山口美和（学科教員） 

13 あそびプロジェクト 小川史（学科教員） 
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～14 ・子ども（本学附属幼稚園の園児）を短大に招いて、

あそびを中心としたイベントを行う。 

山口美和（学科教員） 

15 まとめ 

・実際に行った体験的な学びについて省察を行う。 

小川史（学科教員） 

山口美和（学科教員） 

 

総合文化学科でも専門科目のベーシックフィールドに「学問への招待」を開設している。

幼児教育学科と同様、１年前期に開講し、本学の建学の精神、学科の教育目的等について

理解するとともに、短期大学生としてふさわしい学習態度を身につけることを目標として

いる。総合文化学科においても「学問への招待」は学びの入門編としての意義を担ってお

り、当該科目の履修をとおして、学生は徐々に短期大学生としての自覚を持つようになり、

学習に対する姿勢も変化していく。 

【総合文化学科 平成 26 年度「学問への招待」シラバス】 

回 授業内容 担当教員 

１ 講義ガイダンス 

・カリキュラムの理解～ 

大橋敦夫学科長 

２ 建学の精神 

・教育理念・沿革、総合文化学科の教育目的 

大橋敦夫学科長 

３ 学長特別講義① 

・女子教育の歴史 

小池明学長 

４ 学長特別講義② 

・大学で学ぶことの意義 

小池明学長 

５ 学長特別講義③ 

・現代を生きる女性にとっての「教養」とは 

小池明学長 

６ 「よい印象」の言葉力 

・30 秒で人の心をつかみ、1 分でまとめる 

宮本隆治客員教授 

７ 女性の仕事観、結婚観 

・30 年間の変化 

増田榮美（学科教員） 

８ コミュニケーション能力の向上 

・その糧として 

佐藤厚（学科教員） 

９ 日本語早わかり 

・外から見た日本語の特質 

大橋敦夫学科長 

10 プレゼンテーション 

・「説得」の技術 

西山秀人（学科教員） 

11 情報活用法 

・書物とその探し方 

木内公一郎（学科教員） 

12 新聞を読もう 

・「公」への扉を開く 

中西満義（学科教員） 

13 キャリア形成 

・就職成功につなげる 

宮田暉朗（学科教員） 
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14 短期大学士を目指して① 

・学びのまとめ 

大橋敦夫学科長 

15 短期大学士を目指して② 

・短期大学での学び 

大橋敦夫学科長 

 

ちなみに、総合文化学科は、「表層的ではない「教養」を身につけることによって、「考

える力」や「創造する力」を養うこと」を教育目的として掲げている。したがって、教養

科目、専門科目という区分はあるものの、専門科目はカリキュラム上の教養科目を補完す

る役割も担っている。専門科目においては 12 フィールドの科目群が設定され、柔軟で幅広

い履修を可能にしている。特に、専門科目のベーシックフィールドは、ゼミナールを含め

て本学科の教育目的に直結する基幹科目を配しており、そうした意味では、「学問への招待」

は教養科目の延長線上にあると捉えられよう。 

 

以上より、「学問への招待」は豊かな教養を養う上で教育上大きな意義を持つとともに、

本学における教養教育の方法を具体的に示した科目であると位置づけられる。 

なお、他の特色ある教養科目として、幼児教育学科では他大学との単位互換を見据えた

「学外特別講義」を開設している。 

 

(b)自己点検・評価を基に課題を記述する。 

「学問への招待」は、幼児教育学科では教養科目として開設しているのに対して、総合

文化学科では専門科目のベーシックフィールドに配置している。教養教育の現状を全学規

模で捉えた場合、各学科の性格を考慮しても、大学としての統一感を欠いていると言わざ

るを得ない。 

以上の問題を改善すべく、平成 27 年度より両学科共通のカリキュラムとして「共通教

育科目」を施行し、「学問への招待」は「スタディスキル」と科目名を変更した上で、両学

科とも「共通教育科目」として開設する。 

今後は「スタディスキル」の授業内容や授業運営の方法について、教務委員会・各学科

で逐次検討を行い、本授業をとおして両学科学生の交流をより活性化させるような方法を

模索したい。 

 

(c)自己点検・評価を基に改善計画を記述する。 

「スタディスキル」の授業計画については、平成 27 年度は学科ごとに内容を異にし、

また教室定員の関係から学科別の授業となっている。今後、同時開講もしくは両学科混成

クラスによる開講の可能性をはじめ、本学教員が執筆した共通テキストの作成等について

も検討していく。 

また、「共通教育科目」の全授業科目についても、カリキュラム・マップを活用しつつ

「シラバス」を逐次点検していくことで、教養教育の方法をより充実したものにしていき

たい。 
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■提出資料 

 ３ シラバス（授業概要）［平成 26 年度]［平成 27 年度］ 

 

■備付資料 

 55 教養科目の再編について（概要） 
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基準（4） 教養教育の効果を測定・評価し、改善に取り組んでいる。 

(a)自己点検・評価を基に現状を記述する。 

教養教育自体の効果の測定・評価については、これまで組織的には行われていない。 

 

(b)自己点検・評価を基に課題を記述する。 

教養教育の効果の測定・評価については、専門科目も含めた「授業評価アンケート」の

実施にとどまっている。この問題を改善すべく、平成 26 年度よりカリキュラム・マップの

作成に着手した。平成 27 年度中にカリキュラム・マップを完成させ、査定サイクルを導入

することで、学習成果の状況を教員間で把握・評価できるような体制を構築したい。あわ

せて、カリキュラム・マップをもとに、教養教育の内容が建学の精神や学位授与の方針（デ

ィプロマ・ポリシー）と整合性が保たれているかについての検証も漸次行っていく。 

 

(c)自己点検・評価を基に改善計画を記述する。 

教養教育の効果の測定・評価については、カリキュラム・マップを用いた検証と、「授

業評価アンケート」の結果をもとに、平成 27 年度中には適切な方法を確立したい。 

なお、「第２次中期経営計画」には、「共通教育科目のカリキュラムを継続して整備する。

また、必要に応じてカリキュラムを改正する」とあり、今後はこれに沿って「共通教育科

目」の改革を進めることとなる。上記計画が終了する平成 30 年度には、本学ならではの独

創性あふれる教養教育を具現化したい。 

 

■提出資料 

 18 中期経営計画書［第１次］［第２次] 

 

■備付資料 

 19 授業評価アンケート 

 20 授業評価アンケート結果・報告書 

 55 教養科目の再編について 
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【選択的評価基準】 

職業教育の取り組みについて 

 以下の基準（1）～（6）について自己点検・評価の概要を記述する。 

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)自己点検・評価を基に現状を記述する。 

本学では、幼児教育学科と総合文化学科の教員及びキャリアコンサルタントを含む職員

から構成される進路サポート委員会を組織している。 

 

幼児教育学科では、１年次前期の「進路ガイダンス」において、保育者養成を目的とし

た職業教育のためのオリエンテーションを実施し、本学の進路指導についての説明を行い、

卒業後専門職として社会で働く意義と目的を自覚させている。それを踏まえ、後期から本

格的にスタートする 15 回の「進路セミナー」においては、自己分析、就職に対する心構え、

就職希望分野の研究、保育現場が求める人材像の理解などの職業教育に加え、社会人基礎

力の向上を図っている。 

また、前期中に就職模擬試験を行い、学生と教員の双方が早い段階での学力と資質の把

握に努めている。今まで実施してきた集中講義型の「公務員試験対策講座」に加え、後期

より科目外で毎週定期的に開講する「公務員試験対策講座」を実施した。２年次では、前

期「進路セミナー」において就職対策を行うとともに、学力向上を目指し、小論文の書き

方やマナー講座を開講するなど、具体的な就職活動支援を行っている。その他の職業教育

の取り組みとしては、専門教育科目や基礎ゼミナールでの学習支援・個別指導による就職

支援に加え、長期休暇時の自主実習、他大学との連携事業や連携園でのボランティア活動

をとおして、職業理解に努めている。また、平成 25 年度より、就職内定決定者のモチベー

ション維持といっそうの職業理解のために、各分野から専門家を招き、グループ別座談会

を開催している。 

 

総合文化学科では、選択必修科目に「現代女性とキャリア」を設けている。これはキャ

リア教育の基幹科目として、「進路セミナー」と連携しながら行っている。単なる就職支援

のためではなく、卒業後いかなる進路を選択する場合においても有意義な人生を送ること

ができるよう、学生自身がキャリアデザインを描くための支援を行っている。また、１年

次前期に、職業教育のキックオフとしての「事業所見学会」、１年次後期には就業体験とし

ての「インターンシップ」を実施し、社会体験の充実を図っている。自己分析の仕方やビ

ジネスマナーを学ぶためのセミナーや、実際の職場を見学する「事業所見学会」「インター

ンシップ」などを経験することで、自分の適性を知り、将来の自分を思い描くことを目指

すものである。地域社会と関わることで、通常の授業では得ることのできない実践的な知

識と社会性が身についている。「インターンシップ」に先立つ１年次前期には、「インター

ンシップ」を行うための「インターンシップ事前指導」を開講し、社会人・職業人として

の基礎的な資質と能力を養っている。 

前述したように、単に就職先を決定するためのキャリア教育ではなく、ビジネスマナー、

敬語の使い方などのコミュニケーション力の育成にも力を入れている。 

「事業所見学会」「インターンシップ」は、学科が主体となり、専任教員が進路サポー

様式 11－職業教育 
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ト室との協同により実施しており、円滑に行われている。 

 

(b)自己点検・評価を基に課題を記述する。 

２年間という短い就学期間において、職業教育として行う自己分析や就職に対する心構

えといった内容から、社会人基礎力の向上といった内容に至るまで網羅することは、時間

的な制約もあり難しい面もある。現在の「進路セミナー」だけでなく各学科の科目（幼児

教育学科「実習事前事後指導」など、総合文化学科「現代女性とキャリア」「インターンシ

ップ事前指導」など）とも連携をとることが必要である。 

 

(c)自己点検・評価を基に改善計画を記述する。 

職業教育の役割・機能、分担についてはさらに明確にしていく。 

 

■提出資料  

 １ 学生便覧（キャンパスガイド）［平成 26 年度]［平成 27 年度] 

 ２ ウェブサイト「情報の公表」http://www.uedawjc.ac.jp/ 

 ３  シラバス（授業概要）［平成 26 年度]［平成 27 年度］ 

 

■備付資料 

 15 平成 26 年度オリエンテーション配付物・履修指導資料 

 56 職業教育に関する資料 
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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)自己点検・評価を基に現状を記述する。 

幼児教育学科では、包括的連携関係を結んでいる丸子修学館高等学校や、上田千曲高等

学校などと、職業教育についての連携事業を行っている。（本学教員による出張授業、附属

幼稚園での実習受け入れ及びその指導、高等学校側の学習発表会への出席） 

総合文化学科では、現在、地域の高等学校で行われている職業教育の調査について検討

を始めた。学校見学会等で本学を訪れる高校生に対しては、学科の特性を活かした職業（業

種、職種）の紹介をし、職業教育の基礎について触れている。 

 

(b)自己点検・評価を基に課題を記述する。 

高等学校からの職業教育の接続については、高等学校で行われている職業教育の現状調

査や、包括的連携関係を結んでいる高等学校等との意見交換が十分とはいえない。 

 

(c)自己点検・評価を基に改善計画を記述する。 

後期中等教育との円滑な接続については、今後、包括的連携関係を結んでいる高等学校

（丸子修学館高等学校）等と職業教育をめぐるさらなる意見交換を行い、後期中等教育と

の円滑な接続と充実を図る予定である。 

 

■備付資料 

 56 職業教育に関する資料 
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基準（3） 職業教育の内容と実施体制が確立している。 

(a)自己点検・評価を基に現状を記述する。 

幼児教育学科における職業教育は、１年次後期の「進路セミナー」を中心に、自分自身

の理解を目的とした自己分析・適応検査・就職模擬試験、社会人基礎力の向上と専門職へ

の職業理解を目的とした基本的マナー講座や、就職に対する心構え、現場が求める人材像

の理解を目的とした、幼稚園・保育園・施設の担当者の特別講義などを実施している。さ

らに、地域との交流の意味も含めて、本学主催の子育て支援事業「どんぐり広場」、自治体

の子育て支援事業、他大学主催イベント、自主実習やボランティアへの参加支援等を行い、

現場体験をとおしての職業教育に努めている。 

 

総合文化学科では以下の四点を中心とした職業教育を実施している。 

①「インターンシップ事前指導」「インターンシップ」 

総合文化学科では就業研修であるインターンシップを設けている。必修科目ではない 

ものの、全学生が実施できることを目標に、毎年度 95％以上の学生が履修し単位を取得し

ている。地域の企業や公的機関、経営者協会、教職員等の協力を得て、学生のニーズに合

った幅広い研修先を確保している。学生はインターンシップをとおして、社会人としての

基本的な価値や態度を学んでいる。 

②「現代女性とキャリア」 

必修科目ではないものの、選択必修科目ということもあり 70％程度の学生が履修して 

いる。いかに将来の人生設計を行うかや、キャリアを形成するかを考えさせ支援すること

で、働くことの意義を考え、勤労観や就労観を醸成することを目的としている。本学卒業

生を招いてのパネルディスカッションや、学生の興味ある職業に就いている専門家を招聘

しての講義なども実施している。 

③「資格取得支援プログラム」 

社会人としての基本的スキル、基礎学力、基本的な価値や態度などを身につけるため 

に、多くの資格検定の取得を推奨し、授業をとおして科目担当教員からも促している。 

④「事業所見学会」 

１年次後期よりスタートする「進路セミナー」に先駆けて行われる「事業所見学会」は、

１年生全員が対象であり、毎年実施している。仕事の現場を直接に体験することで、進路

に対する意識づけをすることを目標としており、実施後は自分の進路を真剣に考え始める

姿が見られるなど高い成果を上げている。 

 

(b)自己点検・評価を基に課題を記述する。 

幼児教育学科の「進路セミナー」は、職業教育より就職活動支援の性格が強く、職業教

育の効果の測定・評価については、具体的に確立していない。初年次における職業教育の

必要性が高まる中、全学的に職業教育の単位化についての検討が課題である。 

総合文化学科の「現代女性とキャリア」については、広義のキャリア教育を行うための

授業内容、支援内容となっているが、選択必修であるため全員は履修していない。 

 

(c)自己点検・評価を基に改善計画を記述する。 
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平成 27 年度入学生から教養科目として「キャリアアップⅠ」「キャリアアップⅡ」が必

修科目として新設される。それにともない、学生全員に対する広義のキャリア教育を行い、

支援できるよう改善していく。さらに、これまで総合文化学科のみで開講していた「現代

女性とキャリア」を「ライフデザイン」に変更し、両学科の学生が履修できるようにカリ

キュラムを変更する。 

 

■備付資料 

 56 職業教育に関する資料 

  



上田女子短期大学 
 

135 
 

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)自己点検・評価を基に現状を記述する。 

学び直し（リカレント）の場として、幼児教育学科では、「幼児教育学科リカレント教

育講座」を毎年開催している。本講座は、現職の保育者・教育者を主な対象とし、現場で

の実践に活かせる 新の知識・技術の提供を目的としたもので、平成 22 年度より始まった。

第５回目となる平成 26 年度は、上田市にあるみのり保育園で園長を務める本学卒業生を講

師に迎え、「誇りあるこの仕事を 同じ想いの仲間とともに」と題した講演会を、幼児教育

学科「ホームカミングデー」（６月 15 日）に合わせて開催した。 

総合文化学科では、平成 21 年 11 月より「図書館職員学び直し講座」（第１期：計６講

座、120 時間）を実施している。主として長野県の図書館職員（公共図書館、学校図書館）

を対象にしている。目的は専門性の高い図書館職員の養成である。所定のカリキュラムを

修了した受講者には、履修証明書「長野県専門司書」を付与している。平成 25 年４月から

は第２期の講座を開始し、平成 26 年度は第３講座まで終了した。受講者数は、平均 17 名

であった。履修証明制度を利用した図書館職員リカレント講座は、全国的に見ても珍しい。 

 

(b)自己点検・評価を基に課題を記述する。 

「幼児教育学科リカレント教育講座」については、全体の参加者、とりわけ就職後数年

を経た専門職の参加者が少ない。 

「図書館職員学び直し講座」においても、第１期に比較して、受講者は減っている。 

 

(c)自己点検・評価を基に改善計画を記述する。 

「幼児教育学科リカレント教育講座」については、在学中から、卒業後の学びの継続や

研修等の重要性について指導を行うほか、同窓会との連携、ホームページ利用によるＰＲ、

開催時期・時間等の工夫により、参加者の増加を図る。 

また「図書館職員学び直し講座」において、今後は北信、中信、南信を意識して、開講

場所を拡大することが必要になる。開講する地域と開講時間の弾力的な運用も考えていき

たい。 

 

■備付資料 

 57 地域貢献に関する資料 
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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)自己点検・評価を基に現状を記述する。 

進路サポート委員会の教員は、各種の研修会に参加することで、キャリア教育の研究に

努めている。 

幼児教育学科の教員においては、実習現地指導の際の実習先とのやり取りが、結果的に

実務経験の向上につながっている。 

総合文化学科の教員には、一般企業での実務経験者が２名おり、キャリア教育を担当し

ている。また、ほぼ全学生が参加する「インターンシップ」への対応は、その準備も含め

教員の実務経験の向上にもつながっている。 

 

(b)自己点検・評価を基に課題を記述する。 

学生とりわけ総合文化学科の学生の進路は、近年、多岐にわたっている。そのため、職

業教育を担う教員に求められる実務経験の分野も拡大しており、その対応の検討が求めら

れる。 

進路サポート室では、進路サポート委員の他にキャリアコンサルタントを配置し、学生

個別への面談や相談に対応しているが、専門職（幼児教育）に特化した資質(実務経験)を

有した職員及びキャリアコンサルタントが配置されていない。幼児教育学科の大多数の学

生が幼児教育分野に進むことを考えると、今後は専門性を活かした助言ができる体制づく

りも必要である。 

 

(c)自己点検・評価を基に改善計画を記述する。 

職業教育を担う教員の資質向上については、幅広い分野の実務経験を積むために、各種

研修会へのさらなる積極的参加を推進していく。また専門性を活かした助言・指導ができ

る体制づくりに向けて、進路サポート委員会を中心に全学的な取り組みを進めていく。 

 

■備付資料 

 56 職業教育に関する資料  
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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)自己点検・評価を基に現状を記述する。 

幼児教育学科での職業教育の効果を測定・評価することは難しいが、授業科目ではない

「進路セミナー」への１年次出席率は、ほぼ 100％である。２年次においても平均 90％の

高い出席率を上げている。これは、学生の職業理解への高い意欲と専門職としての就職へ

の関心の強さを示している。 

総合文化学科の職業教育については、「進路セミナー」と「インターンシップ」が軸と

なっている。「進路セミナー」については、教育効果が計りがたい面があるが、「インター

ンシップ」では、受け入れ先による評価がなされ、事後指導で改善を図り、プログラム全

体の見直しにつなげている。 

また、平成 21 年度、22 年度の「大学教育・学生支援推進事業（就職支援推進プログラ

ム）」の採択を受けて以来、学生へのアンケートを実施し、職業教育関係の授業やセミナー

の内容や運営に関する評価を受け、それをもとに今後の方策について検討を行っている。 

 

(b)自己点検・評価を基に課題を記述する。 

職業教育の効果の測定・評価については、まだ具体的な方法が確立していない。これに

ついては進路サポート委員会での再検討とともに、各学科及び大学全体での検討が必要で

ある。 

 

(c)自己点検・評価を基に改善計画を記述する。 

職業教育の効果の測定・評価に関しては、各学科及び進路サポート委員会での計画を立

案していく。具体的には、平成 27 年度入学生から必修となる教養科目「キャリアアップⅠ」

「キャリアアップⅡ」を中心とする、本学全体の職業教育の効果について検証していく。 

 

■備付資料 

 56 職業教育に関する資料 
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【選択的評価基準】 

地域貢献の取り組みについて 

 以下の基準（1）～（3）について自己点検・評価の概要を記述する。 

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)自己点検・評価を基に現状を記述する。 

地域との連携事業、ボランティア関連の業務は、平成 25 年 10 月に開設された、地域連

携センターが一括して行うことになった。 

 

公開講座は、学科の特色・講師の専門性に沿ったテーマや講義内容を毎年学科ごとに企

画し実施している。平成 26 年度は、幼児教育学科主催の公開講座として、「美術への誘い

（その５）」「人間関係としての対人援助」、総合文化学科主催の公開講座として、「外から

見た日本語、内から見た日本語（その２）」「本のちから～東日本大震災からの復興を支え

る」を開催した。毎回熱心に参加される受講生に加え、ホームページをとおしての申し込

み者など、地域外からの参加者、年齢層の広がりが見られる。 

なお、過去３ヶ年公開講座は以下のとおりである。 

 

 講座数 受講者数 

平成 24 年度 ９ 143 

 平成 25 年度 ７ 118 

 平成 26 年度 ８ 176 

 

「職業教育の取り組みについて」ですでに述べた「幼児教育学科リカレント教育講座」

や「図書館職員学び直し講座」は、本学の特色を十分に活かしたリカレント教育としての

役割も果たす講座である。また、本学の伝統ある公開講座は、長らく地域住民の生涯学習

の場となってきた。さらに、上田市生涯学習課の主催で本学も共催している「４大学リレ

ー講座」は、市の「生涯学習推進事業」として位置づけられている。本学はさまざまな講

座の開催をとおして生涯学習の機会を提供しており、地域社会からの評価も高い。 

正規授業の開放については、今のところ実施していない。 

 

(b)自己点検・評価を基に課題を記述する。 

公開講座、生涯学習授業については、参加者の固定化や偏りが見られ、若年層・本学卒

業生の参加が少ない。 

正規授業の開放については、本学が女子短期大学であることを鑑み、一般学生、外部受

講者のそれぞれにメリットがあるような方策を考えなければならない。 

 

(c)自己点検・評価を基に改善計画を記述する。 

公開講座、生涯学習授業については、開催内容を受講者にとってより身近なものにする

ために、開催日時や場所等、参加しやすい条件を検討する。また、ホームページの活用、

同窓会や後援会との連携など幅広い層への声掛けに努める。 

様式 12－地域貢献 
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正規授業の開放については、他大学の事例等を研究しながら、引き続き検討していく。 

 

■備付資料 
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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交流活動を行っている。 

(a)自己点検・評価を基に現状を記述する。 

地域社会の行政等との交流については、まず上田地域シルバー人材センターからの依頼

により講師派遣した「ライフサポート講習」がある。平成 24 年度まで実施したシニアワー

クプログラム「子育て支援講習」を承継するもので、本学幼児教育学科教員の研究を活か

した交流活動である。同講座は、より多くの受講者が、子育て支援、家事援助の基礎的な

知識と技能を習得できることを目的とし、平成 26 年度は、本学から４名の講師を派遣した。 

幼児教育学科の地域子育て支援活動「どんぐり広場」は、平成 15 年度より開催され、

平成 18 年度からは保育士資格の選択科目として単位化されている（「保育と子育て支援」）。

平成 26 年度は、５回の広場を開催した。学生スタッフ 26 名、教職員スタッフ５名で運営

にあたり、５回の開催で延べ 40 組の親子が来場した。 

本学が、平成８年度より地域社会の方々を対象として行ってきた「コンサートシリーズ」

は、平成 26 年度からは、その名称を「芸術の森 北野講堂シリーズ」に改めた。平成 26

年度は、「柳川 守 ピアノリサイタル」を開催し、317 名が来場した。 

 平成 26 年度で 25 回を数える幼児教育学科主催の「新春コンサート」は、幼児教育学科

芸術コース（音楽）の学生とオーディションで選抜された卒業生が出演し、高い演奏水準

を維持している。恒例となった幼児教育学科１年生全員による合唱も、平成 26 年度は 120

名が出演し、好評を博した。また平成 26 年度は、同時開催として、芸術コース（美術）学

生による第１回作品展が行われた。 

上田市生涯学習課主催の講座である「上田市４大学リレー講座」には、平成 21 年の初

回から参画しており、同課と上田市内４大学が連携し、各大学を会場とし、共通テーマに

基づき各大学の特色を活かした公開講座を開講している。 

平成 26 年度は、上田市内４大学の共通テーマを「交流する」とし、この共通テーマを

もとに、本学では、タイトル名を「音楽という生き方」とした講座を開講した。 

他にも、上田市との連携協定に基づき、本学教員が地域の公民館や図書館に出張し、古

典文学等の講座を担当するなど交流がある。 

 

(b)自己点検・評価を基に課題を記述する。 

「どんぐり広場」は、平成 26 年度から学生による企画を取り入れ、親子で楽しめる活

動を実践した。参加した親子には概ね好評であったが、これまで通り自由に遊びを楽しみ

たい親子も混在しているため、同じスペースで学生側の企画とどう両立するかが課題であ

る。 

「芸術の森 北野講堂シリーズ」では、外部からの来客が非常に多いが、比較的高齢者

層が多い。若い層、在学生の来場が少ない。 

 

(c)自己点検・評価を基に改善計画を記述する。 

地域社会との交流についての事前交渉や調整等には、地域連携センターの関わる度合い

を増やしていくことにより、効率化を図っていく。また、平成 26 年度から作成した「2014

上田女子短大サポート講座（出張講座）のご案内」等を活用し、さらに交流機会を増やし

ていく。 
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子育て支援活動「どんぐり広場」の開催回数や開設時間の増加は困難であるが、今後も、

学生スタッフによる企画を継続し、地域の親子にとって魅力のある形態の広場の運営を模

索する。また、運営におけるスペースの作り方も工夫していく。 

「芸術の森 北野講堂シリーズ」については、幅広い年代に訴える企画が必要である。 

 

■備付資料 

 57 地域貢献に関する資料 
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基準（3） 教職員及び学生がボランティア活動等を通じて地域に貢献している。 

(a)自己点検・評価を基に現状を記述する。 

学生による地域貢献としてのボランティア活動は活発である。近郊の幼稚園・保育園の

運動会、施設でのお祭り等でのボランティア活動への参加、ゼミナールやサークル単位で

の養護老人ホームにおけるブライダルファッションショーや演劇・合唱・地元の小学校や

図書館での読み聞かせ活動、上田市主催の「わくわくファミリーフェスタ」への参画など

さまざまな場面で、教職員も含めた交流活動を行っている。 

 

(b)自己点検・評価を基に課題を記述する。 

平成 25 年 10 月に開設された地域連携センターが、地域との連携事業、ボランティア活

動の業務を担当しているが、まだまだ認知度は低く、担当教員の個人的つながりに負う面

が多い。 

 

(c)自己点検・評価を基に改善計画を記述する。 

ボランティア活動のさらなる活性化、地域連携センターの認知度向上のために、教職員

による学生への声掛け、ボランティア活動支援及びＰＲ、外部諸団体・施設へのセンター

職員の訪問等による結びつき強化などを行っていく。 

 

■備付資料 
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お わ り に 
 
ここに、上田女子短期大学「平成 26 年度 自己点検・評価報告書」が、一般

財団法人短期大学基準協会の評価基準に従って作成された。 

本学は平成 20 年度に、一般財団法人短期大学基準協会の認証評価（第三者評

価）を受け、平成 21 年３月 24 日付で「適格」と認められた。 

「適格」認定後６年余りが経過したが、大学をめぐる社会状況の極めて大き

な変化の中で、従前にも増して全教職員が自己点検・評価の意識を強く持つよ

うになった。 

本学は今年、認証評価が制度化されてから２度目の第三者評価に臨む。その

ための自己点検・評価活動をとおして、全教職員が本学の現状を十分に把握・

認識し、改革課題の提出と改善への具体的方策の立案、そして実施へと確実に

繋げていこうという決意をした。 

今後、これまで以上により広く社会からの点検・評価のまなざしも注がれる

ことになるだろう。本学ではそれらを真摯に受け止め、地域社会に根差した伝

統ある高等教育機関として、教育・研究活動のますますの充実と発展に寄与す

る所存である。 

この報告書をまとめるにあたりご尽力いただいた全学の関係者各位に、心か

ら感謝申し上げる。 

 

                           平成 27 年６月 

                         上田女子短期大学 

                          ＡＬＯ 長田真紀 

 

 




