
 

 

 

 

平成２８年度 
 

 

 

学校法人北野学園 

上田女子短期大学 

自己点検・評価報告書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30年 1月 

 



は じ め に 

 

平成２８年度「自己点検・評価報告書」を作成した。 

前年度中に、平成２０年度以来７年ぶりに、本学として２度目の第三者評価を受け、そ

の結果は概ね好評価であったことに、本学が指向してきた教育の方向性、内容が社会に於

いても支持されていることに改めて自信を持った次第である。 

併し乍ら、短期大学を取り巻く環境はより厳しく変化している上に、社会のニーズが日々、

多様化している状況下、その評価に安住していることは許されず、寧ろ、積極的に自身を

見つめ直し、改善すべき点への対処のみならず、時代を先取りして新規に手がけることの

模索も必要である。後者に就いては取り上げるテーマを決定しても、その実現化にはリー

ドタイムとして時間を要することも考慮すれば、不断にファクト・ファインディングを続

けるとともに先行して種を蒔いておくという姿勢は不可欠である。固より、教育の充実は

教育機関としての基本線であるが、同時に、地域に在って地域とともに発展することを使

命とする本学にとって、そこに在る高等教育機関としての地域貢献も果たしていかなけれ

ばならないことに鑑みれば、それを如何に果たしていくべきか、その視点も必須であろう。 

本年度中の重要な取り組みとしては、アドミッション、カリキュラム、ディプロマの３

ポリシーの見直し、変更が挙げられる。本学としては２６年度中に本学の求める学生像に

沿って３ポリシーを策定したところであるが、文科省による新たなガイドラインも考慮し

て更にポリシーの見直し、変更を行った。これによって、従来以上に多様な学生の受け入

れ、育成が可能になったと思料するが、その実効性は新年度からに俟たなければならない。

又、そのことを以て学科内のコース、フィールドの再編成にも着手する一方、入試に就い

ても特待生制度の拡充と一体を成す新たな選抜方法を加えた。尚、少子化の現実に直面し

ている状況下、先行きも見通して、入学募集定員を現今の２３０名（幼児教育学科１５０

名、総合文化学科８０名）から１８０名（幼教１２０名、総文６０名）に減員することを

決定した。２９年度入学生から適用し、新たに幼教１１１名、総文５６名、合計１６７名

の新入生を迎えることとなった。  

教育研究環境の整備、維持に就いては施設、教育機器の経常的補修管理などハード面の

みならず、新たな就学支援金制度を導入し、学生支援体制に厚みを加えることができたが、

未だ十分とは言いがたく、学習支援と共に学生生活支援策として更に有効な手段、施策を

研究していかねばならない。 

尚、開学以来、創立者など特定の篤志家以外の寄附は受け入れてこなかったが、２９年

度からは地域社会や学園関係者からも広く寄附金を募ることを決定し、今年度から募集活

動に着手した。これは、本学の財政面を充実し、奨学金や教育環境の向上に直接役立てる

ことが目的であるが、同時に、学園関係者は勿論、同窓生、保護者、そして地域の人びと

に本学との絆、一体感を一層強め、パトロンとしての意識で直接、間接に支援をしていく

意識を持って戴くことも期している。当面、新年度から３年間を区切って募集する所存で



あるが、前掲趣旨に沿って、広範な寄附募集を定着させていきたい。 

大学の活動は、上述の様に特記される事柄は寧ろマイナーなものに過ぎず、そのエネル

ギーの大半は経常的な活動を如何に円滑、支障なくこなしていくことに注がれているとい

って過言ではない。換言すれば当たり前のことを当たり前に実行することが基本である。

即ち、我々は実務を売っている、教育や研究という基本としてのサービスを学生、そして

地域社会に提供しているのだという意識を持たねばならない。併し、その為には教員、事

務局職員の双方が、夫々の職責を不足無く果たすことが求められる。再言すれば、常に自

己を見つめ、弱点があればそれを修正していく姿勢、努力が不可欠であり、その営為の上

に、云はば特筆できる本学ならではの特色、ユニークネス、強みが発揮できる、というこ

とを常に感じていなければならない。 

本学は、本年度が、前身の本州短期大学創基から満５０年の節目にあたる。次の５０ 

年、更にはその先の歴史をどの様に作っていくか、如何に生き残っていくかと言い換え

ても良いが、その為に自己点検作業は欠かせない。言うまでも無いが、この作業は、全学

を挙げて取り組まねばならず、業務内容も手間と時間を要する。特に、本学の様に小規模

の短大にとって教職員の負担は甚大である。取り分け、取り纏め作業を担った ALO委員会

の委員各位には深甚の感謝と敬意を申し上げる。全教職員で大きなエネルギーを傾注して

作成したこの自己点検は、これを活用して次年度以降の活動に活かしてこそ意味がある。

作業に関わった全教職員の思いと、学生や地域社会の負託に応えるためにこの自己点検を

良くかみしめて今後の活動に有効活用して行くことを改めて誓う次第である。 

 

                               平成３０年１月  

学長 小池 明 
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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 

平成 27 年４月１日 名誉理事長に北野次登就任、理事長に小池明就任 

平成 28 年３月 10 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 28 年３月１日 体育館耐震工事完了 
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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29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 
180 410 289 

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 
70 210 153 

 

（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29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 ４ ４ ３   11 

総合文化学科 ６ ２    ８ 

教養・教職課程 １  １   ２ 

合計 11 ６ ４   21 

 

② 非常勤教員数（平成29年５月１日現在） 

学科 客員教授 講師 合計 

幼児教育学科 １ 23 24 

総合文化学科  24 24 

合計 １ 47 48 

 

③ 専任事務職員数（平成29年５月１日現在） 

 男 女 合計 

専任事務職員 ３ 12 15 

 

④ 非常勤事務職員数（平成29年５月１日現在） 

 男 女 合計 

非常勤事務職員 ６ ７ 13 
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3-2 組織図（教職員全員） 

（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） 

 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 

上田市人口 158,548 157,551 156,852 156,108 156,827 

対前年人口増減 -589 -997 -699 -744 -719 

 

 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。その結果過去５年の学生数は、いず

れも定員を充足していない。また出身地別では、新潟県出身の学生の割合が多いのが本学

の特徴である。 

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 

24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 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 155 86.1 175 84.5 170 82.1 146 81.6 101 80.8 

新潟県 21 11.7 25 12.1 24 11.6 27 15.1 17 13.6 

その他 ４ 2.2 ７ 3.4 13 6.3 ６ 3.4 ７ 5.6 

合計 180 100.0 207 100.0 207 100.0 179 100.1 125 100.0 

学校法人北野学園事務組織図

学長理事会・常任理事会

法人本部事務局

事務局長

事務局長

評議員会

入試広報課

主任教諭園長

進路サポート課

上田女子短期大学

学生支援課

次長

監事

附属幼稚園

経営・企画・人事・経理

事　務　室

図書館

総務課

地域連携センター

次長
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 地域社会のニーズ  

上田市が、平成 28 年 3 月に公表した 「第二次上田市総合計画」を策定し、以下のよう

に基本理念と施策大綱を述べている。 

 基本理念として、 

 市民力 

  市民自らできることは自ら行い、自分たちの地域は自ら創っていくという「自助」

の心がけが欠かせません。市民一人ひとりが上田市のために何ができるかを考え、参

加するまちづくりを進めます。 

 地域力 

  地域力向上のためには、地域コミュニティを土台とする、ともに支え合う「共助」

が欠かせません。福祉、環境、子育て、教育、防災などの分野において、実践的な仕

組みによる支え合いのまちづくりを進めます。 

 行政力 

  行政サービスの維持・向上を図り、協働のまちづくりを進めるために、行政力「公

助」の向上が不可欠です。職員の意識改革と横断的連携を図り、不断の行財政改革を

行い、市民とともに歩む行政経営を進めます。 

 施策大綱として、 

 「市民が主役のまちづくり」自治・協働・行政 

 「安全・安心な快適環境のまちづくり」自然・生活環境 

 「誰もがいきいき働き産業が育つまちづくり」産業・経済 

 「ともに支え合い健やかに暮らせるまちづくり」健康・福祉 

 「生涯を通じて学び豊かな心を育むまちづくり」教育 

 「文化を育み交流と連携で風格漂う魅力あるまちづくり」文化・交流・連携 

 の 6 項目を挙げている。 

 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 

人口 16 万を擁する長野県東部の中核都市である上田市は、JR 北陸新幹線、しなの鉄道、

上田電鉄別所線が上田駅で接続し、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（上田菅平インターチェンジ）、国道 18 号を有している。東京から約 190 キロメートル、

北陸新幹線を利用すれば、最短 80 分程度の距離である。 

農業は、少雨多照な気象条件を活かし、比較的標高の低い平坦地では、水稲、果樹、花

きなどが、準高冷地では野菜や花き、高冷地では野菜を主力とした生産が行われている。 

http://www.jreast.co.jp/nagano/
http://www.shinanorailway.co.jp/
http://www.city.ueda.nagano.jp/besshosen/index.html
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工業は、戦前は、蚕糸業（養蚕、蚕種、製糸）が全盛を誇っていたが、近年は産業構造

も大きく変わり、現在では輸送関連機器や精密電気機器などを中心とする製造業が地域経

済を牽引しており、上田地域、丸子地域には高度な技術を有する企業の集積が見られる。

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上田市産学官連携支援施設設置している。そこには進取の精神に満ち

た企業と創造性あふれる学術が結集し、共同研究を通して新製品の開発や技術開発などを

行っており、地域産業の活性化及び産学官連携を推進している。 

観光地としての上田市は、数多くの歴史的文化遺産や特色ある伝統行事、国指定のラク

ビー等の合宿地として名高い菅平高原、ビーナスラインで結ばれている美ヶ原高原に代表

される雄大な自然、由緒ある温泉等々、地域の個性が際立つ豊富な観光資源を有しており、

それぞれが四季折々の多様な彩りで訪れる人を魅了している。 
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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 
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（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 
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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 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 備考 

幼児教育学科 

入学定員 150 150 150 150 120 

 

入学者数 121 142 120 84 111 

入学定員 

充足率（％） 
81 94 80 56 92 

収容定員 300 300 300 300 270 

在籍者数 239 263 254 202 190 

収容定員 

充足率（％） 
80 87 84 67 70 

総合文化学科 

入学定員 80 80 80 80 60 

 

入学者数 86 65 59 41 56 

入学定員 

充足率（％） 
108 81 73 51 93 

収容定員 160 160 160 160 140 

在籍者数 142 153 127 101 99 

収容定員 

充足率（％） 
89 95 79 63 70 

 

② 卒業者数（人） 

（各年度３月 31 日現在） 

区分 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 

幼児教育学科 101 113 114 125 114 

総合文化学科 65 53 81 62 54 

 

③ 退学者数（人） 

（各年度３月 31 日現在） 

区分 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 

幼児教育学科 ９ ５ 14 11 ８ 

総合文化学科 ４ １ ４ ５ ５ 
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④ 休学者数（人） 

（各年度３月 31 日現在） 

区分 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 

幼児教育学科 ７ ６ 10 １ ２ 

総合文化学科 ３ ４ ７ ３ ２ 

 

⑤ 就職者数（人） 

（各年度３月 31 日現在） 

区分 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 

幼児教育学科 97 111 109 118 109 

総合文化学科 51 46 65 54 42 

 

⑥ 進学者数（人） 

（各年度３月 31 日現在） 

区分 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 

幼児教育学科 ２ ０ ０ ２ ０ 

総合文化学科 １ ０ ４ ２ １ 
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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 29 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 ４ ４ ３  11 10 
 

３  23 
教育学・保

育学関係 

総合文化学科 ６ ２   ８ ５  ２  24 文学関係 

教養・教職 １  １  ２ －      

（小計） 11 ６ ４  21 ①15  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） 11 ６ ４  21 ①＋②19 
③＋④ 

７ 
   

 

② 教員以外の職員の概要（人） 

（平成 29 年５月１日現在） 

 専任 兼任 計 

事務職員 12 ５ 17 

技術職員 ０ ０ ０ 

図書館・学習資源センター等の専門事務職

員 
２ ４ ６ 

その他の職員 ０ ３ ３ 

計 14 12 26 
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③ 校地等（㎡） 

                             （平成 29 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 64 

 

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 29 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 4,150  

 

⑤ 教室等（室） 

（平成 29 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 29 年５月１日現在） 

専任教員研究室 

21 
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⑦ 図書・設備 

（平成 29 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 

80,826 

(2,043) 

90 

(１) 

０ 

 

4,213 28 4,732 

 

計 

80,826 

(2,043) 

90 

(１) 

０ 

 

4,213 28 4,732 

＊学術雑誌の内、継続受け入れ中は 77 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 29 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㎡ 176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．一般的学習成果 

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。 

ゼミナールの編成は入学当初は学籍番号によって振り分けられるが、１年後期から自身

が興味関心を持つ分野を専門とする教員のゼミナールへ、希望によって移動することがで

きる。平成 27 年度から導入したこの制度により、ゼミナールによる学習の充実が図られ、

その成果は平成 28 年度の「卒業研究発表会」開催に結実した。 

 

(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、「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（43～44 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。 

さらに、進路サポート委員会が進めている卒業生に対する評価アンケートの結果を踏ま

え、そこから立ち現れてくる教育課題（たとえば、授業科目の新設や統廃合など）にも目

を向けていく。 
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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 28 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「人間の生成と社会 B」を本学の学生 5 名が受

講した。「相互乗り入れ」授業は、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、意見交換等を行うものである。平

成 28 年度にかぎり、信州大学側の担当教員の半年間のサバティカル取得のため「相互乗り

入れ」は開講されなかったが、両学の担当者間において、平成 29 年度には通常どおり「相

互乗り入れ」を実施する予定であることが確認されている。 

 

 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 28 年度は、８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。 

 

（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）。 

研究倫理委員会を主体として、平成 26 年 2 月改正の「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」に基づき、学内の管理体制を再度見直し、規程や使用ルール

の作成・公表などの整備を行った。適正管理については、新たな規程やルール、本学の就

業規則、出張旅費規程等に基づいて行い、使用に当たっては研究者によく確認をし、架空

請求等がないよう徹底をしている。また、合わせて「研究活動上の不正行為の防止等に関

する規程」の整備も行なった。次年度も引き続き体制の見直しを図る。 
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（12）理事会・評議員会の開催状況（平成 26 年度～平成 28 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 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 

６人 
平成 27 年５月 23 日 

10：00～10：50 
５人 83.3％ １人 １／２ 

６人 
平成 27 年５月 23 日 

12：30～13：10 
５人 83.3％ １人 １／２ 

５人 
平成 28 年２月 20 日 

11：00～12：40 
４人 80.0％ １人 ２／２ 

６人 
平成 28 年５月 28 日 

10：00～10：50 
６人 100％ ０人 １／２ 

６人 
平成 28 年５月 28 日 

11：50～13：00 
６人 100％ ０人 １／２ 

６人 
平成 28 年 10 月 6 日 

11：00～12：40 
５人 83.3％ １人 ２／２ 

６人 
平成 29 年２月 25 日 

11：00～12：10 
６人 100％ ０人 ２／２ 
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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 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 

19 人 
平成 27 年５月 23 日 

11：00～11：40 
12 人 63.2％ ５人 １／２ 

18 人 
平成 28 年２月 20 日 

10：00～10：45 
13 人 72.2％ ２人 ２／２ 

19 人 
平成 28 年５月 28 日 

11：00～11：45 
13 人 68.4％ ５人 １／２ 

19 人 
平成 29 年２月 25 日 

10：00～10：50 
13 人 68.4％ ４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28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 町田育弥 幼児教育学科長・教授 

〃 大橋敦夫 総合文化学科長・教授 

〃 笠井三男 事務局長 

 

 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・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 

日付 議事内容 

平成 29 年 4 月 25 日 平成 28 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（5 月教授会で執筆依頼する） 

平成 29 年 6 月 13 日 執筆状況の確認と今後の読み合わせについて 

平成 29 年 7 月 4 日 自己点検・評価報告書の読み合わせ 

平成 29 年 7 月 18 日 自己点検・評価報告書の読み合わせ 

平成 29 年 9 月 19 日 自己点検・評価報告書の読み合わせ 

平成 29 年 9 月 26 日 自己点検・評価報告書の読み合わせ 

平成 29 年 10 月 17 日 自己点検・評価報告書の読み合わせ 

平成 30 年 1 月 9 日 自己点検・評価報告書の読み合わせ 

平成 30 年 1 月 23 日 自己点検・評価報告書の読み合わせ 
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(2) 【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「スタディスキル」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、今後組織的に行

っていく予定である。平成 28 年度は、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、教務委員による「シラバス」のチェッ

クを実施した。「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な体制を整えている。 

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。 

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）

については、平成 28 年度より、両学科とも、高大接続システム改革会議の「中間報告まと

め」（中教審）を踏まえた見直しを進めている（以下「新しい三つのポリシー」という）。

「新しい三つのポリシー」は三ポリシーを一体的に、かつ明確な内容を持つものとして策

定している。今後、「新しい三つのポリシー」に基づいて、「シラバス」の内容のチェック

体制を整えていく必要がある。 

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及び改善後の学習成果の評価・査定は各科

目ごとに授業担当者によって随時行われている。今後は、可視化された評価・査定システ

ムの確立を目指すべく、科目レベルでの査定サイクル導入に向けて検討していく。 

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

様式 6－基準Ⅰ 
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検・評価活動を行っていく必要がある。 
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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。また、入学式・卒業式等の式典において、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、両学科とも１年次の必修科目「スタディスキル」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。さら

に、１年次、2 年次とも学期ごとのオリエンテーションでは、担当教員が学生に対して確

認を促している。このように、建学の精神について学内において共有するとともに、定期

的に確認する機会を設けている。さらに、平成 28 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 54 名 の学生を表彰した（61 頁「平成 28 年度表

彰実績」参照）。 

なお、総合文化学科では平成 27 年度入学者より、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ている。 

 

(b)課題 

在学中の学生が建学の精神を共有し確認する機会は定期的にあるため、建学の精神を意

識していると考えられるが、卒業後も建学の精神をもって地域社会に貢献できるような工

夫はできていない。そこで建学の精神が卒業後まで生きるような方策を引き続き考える。 
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 テーマ 基準Ⅰ-A 建学の精神の改善計画 

学生が卒業後も建学の精神をもって地域に貢献できるよう、学位記授与式において、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」を行う際に、改めて建学の精神について講じるように

する。 

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。
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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。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・保育に携わる者に望まれる人物像・姿勢に通じるものである。 

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科では、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。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。 

三つのポリシー（①学位授与の方針 ②教育課程編成・実施の方針 ③入学者受け入れ

の方針）のうち、①、③については、平成 26 年度に続いて平成 28 年度にも改定を行い、

「学校案内 2018」（広報用パンフレット）に反映させている。 

 

(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、一般的学習成果と専門的学習成果とに分けて明示している。 

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
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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。 

なお、平成 29 年度入学生は必修科目や学科行事等において一体感をもった行動ができ

ている。 

 

(b)課題 

両学科とも、平成 26 年度に改定した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）の運用にあたって、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

き点検してきた。 

その結果、幼児教育学科では平成 28 年度中に、学位授与の方針（ディプロマ・ポリシ

ー）の中に混在していた資格取得要件に関する記述を分離するなど若干の改定を行った他、

従来の３コース制（①幼児保育 ②心理福祉 ③芸術）を ①自然保育 ②福祉社会 ③

芸術表現 に変更する方針を打ち出した。これが適用される平成 30 年度生受入れまでに、

科目編成などの大幅な見直しが必要であり、早急に取り組み、整備していかなければなら

ない。 

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。なお、それらの諸活動は有機的に結びついてい

ることが望ましい。２年間の諸活動を「新しい三つのポリシー」とカリキュラム・マップ

の中で、明示する必要がある。 
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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。 

幼児教育学科では、保育五領域に深く関わる専門科目や教養科目を必修・選択必修とし

て設置し、学生はそれらを履修することにより保育者としての基礎力を身につけることが

できる。また、学生は自身の興味関心、得意分野に応じて、幼児教育、心理福祉、芸術の

３コースを選択し、それぞれに設置された科目を履修することにより、各専門分野の造詣

を深めながら、基礎力を持つと同時に、実践力や応用力を身につけることができる。この

ことにおいて、教育課程の方針（カリキュラム・ポリシー）は機能している。 

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 28 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。 

         免許・資格の取得状況表（平成 28 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 114 109 107 98 

保育士資格 114 104 104 100 

介護職員初任者研修 114 14 14 100 

レクリエーション・ 

インストラクター資格 
114 5 5 100 

 

平成 28 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３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

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
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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。平成 28 年度より、従来ゼミナールごとに行わ

れていた発表会に加え、各ゼミナールの優秀者による発表会を学科全体で行うこととし

た。また、「卒業研究概要集」は平成 28 年版（第 39 号）より電子データ化され、ＣＤ

として配布、保管することとした。  

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り、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）に鑑み、学科

会議が中心となってその内容を点検している。 

 

(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、一般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、一

般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 28 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） 54 ３ ３ 100 

図書館司書資格 54 20 20 100 

学校図書館司書教諭 54 ３ ３ 100 

介護職員初任者研修 54 ０ ０ ０ 

 

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

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 100％

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。 
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介護職員初任者研修については、希望した学生がいなかった。 

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。 

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

反映させている。 

 

(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べく、常時検討してい

かなければならない。 
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(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・色彩検定など）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最多である。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。就職実績が出るようになったが、実数値を

上げていきたい。 

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だが、カリキュラム・マッ

プについては試作段階である。完成が急がれる。 
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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。  

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

の教育目標と社会のニーズとの整合性を学科会議で点検している。 

学科全体での学習成果の査定は主として学科会議でおこなっており、合理的評価のより

どころとなるＰＤＣＡサイクルの導入には至っていない。 

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（４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」

の工夫は、授業担当教員が前期・後期終了後に「授業評価アンケート」を検討したうえで、

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、今後の課

題である。 

 

(b)課題 

幼児教育学科・総合文化学科とも、年度当初に重点目標を示し、科目レベルでのＰＤＣ

Ａサイクルを導入する予定で検討を行っている。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。各科目の進捗状況を相互に開示しつつ、まずは、単年度ごとの学

科重点目標を年度当初に明示する方策をとり、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 

平成 28 年度は、高大接続システム改革会議の「中間報告まとめ」（中教審）を踏まえ、

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）の見直し、改訂を行った。平成 29 年度には、再課程

認定により、教職課程のカリキュラムが再編される予定である。教育の質を保障していく

ために、教職課程のカリキュラムが再編されたところで、「新しい三つのポリシー」をもと

にカリキュラム・マップを作成し、有効に活用していく。 

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、早急に科目レベルでのＰＤＣＡサイクル導入計画を立て、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、将来的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、次年度三つのポリシーの細目付けが行われることに合わせ、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。 
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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。  

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、及び平成 28 年３月に（財）短期大学基準協会による適格認定を

された。この経験と実績を踏まえ、さらに、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。 
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 基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果の行動計画 

 建学の精神の周知・浸透、および、それを踏まえた学びの姿勢についての自覚を促す

ことを目的とする「自校教育」の取り組みを入学前から開始。また初年度前期中に学びの

深まり方を検証し、初年度後期から次年度に向けて、学生個々の課題を明らかにしていく。 

また、「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執り行い、改善が

必要な「シラバス」については、学長・学科長からの改善を要請する。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。 

 以上は、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）が建学の精神を正しく反映しているかを継続的に検証することと並行して行わ

れていく。その工程を合理的かつ実効性のあるものとするため、懸案となっている「カリ

キュラム・マップ」の作成を急ぎ、ＰＤＣＡサイクルのシステム化を図る。 

 

◇ 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。 

  カリキュラム・マップが未完である。 

平成 28 年度に、高大接続システム改革会議の「中間報告まとめ」（中教審）を踏まえた

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）

の見直し、策定を行った。今後は教育の質保障のために、カリキュラム・マップとＰＤＣ

Ａサイクルを導入する必要がある。 
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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。 

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。 

 

平成 28 年度からの学位授与の方針は以下の７つである。 

 

 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。 

 

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。 

この方針は専門職として社会的ニーズに応え得るものと考えられるが、学科会議で常に

点検を行っている。その結果、幼児教育学科では平成 28 年度中に、学位授与の方針（ディ

プロマ・ポリシー）の中に混在していた資格取得要件に関する記述を分離するなど若干の

改定を行った他、従来の３コース制（①幼児保育 ②心理福祉 ③芸術）を ①自然保育 

②福祉社会 ③芸術表現 に変更し、平成 30 年度生入学生からこれを適用することとした。 

従来より課題となっている「カリキュラム・マップ」の作成は、平成 29 年度中に行う

新カリキュラムの策定と並行して行っていく。 

 

総合文化学科の平成 28 年度における学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）は、以

下の８つである。 

 

平成 28 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。 
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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。 

 

 次年度に向け作成が急がれる「カリキュラム・マップ」との整合性を注視しなければな

らない。 

 (b)課題 

両学科とも、平成 27 年度からの新たな三つのポリシー（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）を平素から見直し、常にそれらと整合性のある

カリキュラムの策定を行うことが課題である。 

幼児教育学科では、学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）およびコース制の変更（平

成 30 年度生から適用）にともなう入学志望者の質の変化に注意をはらっていかなければな

らない。 
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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 28 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。 

 

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。 

 

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。 

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。 

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。 

 

総合文化学科の平成 28 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。 

【カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成方針）】 

   総合文化学科では、本学科が目指す学生像をふまえ、下記のような教育課程を編成

します。 

  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 のフィールドの科目群からなり、各種免許・資格等
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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。 

 

専門科目 

  ○ゼミナール 

   2 年次の卒業研究を見すえ、調査・研究の方法を学び、発表・ディスカッションの

実践からスタートし、本格的な研究につなげていきます。 

① 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。 

② 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。 

③ 表現文化フィールド 

小説・児童文学・朗読・演劇・書・イラストレーション・アニメーションなど、自

らが表現したい分野を追求していきます。文化研究、作品鑑賞などで培われた感性を

もとに、実作、制作にチャレンジし、表現技術を磨きます。 

④ 文化学フィールド 

地域や日本文化のありようを、アジア・欧米の文化と比べながら学ぶことができる

科目が置かれています。また、身近な生活文化を見つめ、茶道についても学べます。 

⑤ 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

課題について学びます。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も磨きます。 

⑥ 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。 

⑦ 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。 

⑧ 学校図書館フィールド 

司書課程とともに、教職課程を学び、学校図書館司書教諭を目指すための科目が置

かれています。 

⑨ 情報メディアフィールド 
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コンピュータリテラシーの向上をはかりつつ、現代社会のメディアのあり方につい

て学んでいきます。「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。 

⑩ ビジネス・医療事務フィールド 

マーケティング・ファッション・コスメティック・簿記・秘書など、ビジネスの基

本となる諸分野の学びと、医療事務にかかわる科目が置かれています。さらに、イン

ターンシップ（就業体験）もあり、社会人としての自らの将来像をさぐるフィールド

です。 

 

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。 

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 28 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 28 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。 
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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。 

 

 (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。 

幼児教育学科では平成 28 年度中に従来の３コース制（①幼児保育 ②心理福祉 ③芸

術）を ①自然保育 ②福祉社会 ③芸術表現 に変更し、平成 30 年度生入学生からこれ

を適用することとしたため、科目編成の見直し、整備を早急に行わなければならない。 

総合文化学科では、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。特に、新設となる「学校司書」の動向に注目していく。 
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［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。 

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、入学時に最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・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ」 

「指定校推薦入学試験」 

「推薦特待生入学試験」 

「ＳＧ特待生入学試験Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ」 

「資格特待生入学試験Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」 

「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・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ」「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。 

「ＳＧ特待生入学試験」は、より高度な学力・応用力を持つ学生を入学させるべく、平

成 28 年度入学試験（平成 27 年度実施）より新たに導入した。 

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

平成 29 年度入学試験（平成 28 年度実施）からこれを幼児教育学科希望者全体に拡げた。

ただし、オープンキャンパスにおける複数回の授業受講と、その内容に基づく面接および

レポート提出を課すなど、適性を判断する機会の充実を図ることとした。 

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。 

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
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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。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・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ」 

「指定校推薦入学試験」 

「推薦特待生入学試験」 

「ＳＧ特待生入学試験Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ」 

「資格特待生入学試験Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」 

「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」 

「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）の見直しを行い、平成 27 年度から明示した。 

平成 28 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 

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 
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(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

する必要がある他、新設した「ＳＧ特待生入学試験」、幼児教育学科全体に受け入れ枠を拡

大し方法を改善した「ＡО入学試験」への応募動向や入学者の入学後の様子を注視し、そ

の効果を検証していかなければならない。結論を下すために、数年のデータを揃えたい。 
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［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、懸案となっているカリキュラム・マップ作成を早期に実現し、それ

を適正に運用することで、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。 

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 28 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、一般的学習成果は、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。
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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。 

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、ＰＤＣＡ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評価については、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を行っている。また、進路サポート委員による

企業求人開拓訪問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。 

また、学内合同企業説明会開催時に教職員が企業の人事担当者と懇談会を設けて、本学

卒業生の勤務状況や企業が本学に求める人材像の聴取をおこなっている。 

平成 27 年度からは就職した学生に対して、仕事に慣れた頃（半年経過後）を目安に企

業や園に対し個々の学生ごとに勤務状況のアンケートをお願いしてその評価やそこで得た

情報を集める取り組みを始めた。 

上記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する

と共に、在学生に対してはキャリアアップ講座や就活セミナーにおいて情報を伝えて就職

活動をする上での参考にするよう促している。 

 

(b)課題 

ここ数年は聞き取り調査にとどまっているが、本年度から就職先にアンケート調査を行

うことで詳細な情報が得られる体制を整えた。そこで得た評価や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していく。 
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 テーマ 基準Ⅱ-A 教育課程の改善計画 

教育課程については、常に学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）との整合性を検証

しつつ、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、平成 27 年度より、それまで任意受講としていた「進路セミナー」に

替わるものとして、その内容を継承しつつ一層の充実を図った「キャリアアップⅠ・Ⅱ」

を、一年後期から卒業までの必修科目として設置したほか、音楽関連科目において、平成

28 年度から開講時期の変更、担当教員の入れ替えを行い、新科目「音楽表現演習」（平成

29 年度後期開講）の開講を決定した。また、美術においては、美術教室の確保および設備

の充実を目指した。 

また、平成 28 年度中に学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）および３コース見直

しを並行して行った。先に学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）が新たに制定された

（適用は平成 30 年度入学生から）ため、新たな教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・

ポリシー）の策定は、それとの整合性に鑑みつつ、３コース見直しに伴う科目編成の大幅

な変更と同時進行で行っていく。 

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 年度より施行した「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、次年度に向けてより客観

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の「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

験生と面接担当教員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。各受験生の持っている潜在能力を、入学後どのように引き出し、

高めていくのか個別対応を重ねながら体制づくりをしていく必要がある。 

学習成果の査定（アセスメント）については、早急にカリキュラム・マップを用いたＰ

ＤＣＡサイクルを導入する。具体的には、科目レベルでのＰＤＣＡ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 年度中に確立する。 
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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。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・マップを作成する必

要がある。 

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 10 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。 

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、

教育目的の達成状況を把握・評価している。 

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。 
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また、本学はゼミナール制を採用しており、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。 

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。 

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、学生委員会主体で行っている学生相談室との連絡会議にも職員

が自由に参加し、学生の修学に関する悩み等の状況を確認している。さらに、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。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」を平成 26 年 11 月に策定し、職員

の積極的なスキルアップを促している。 

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。 

図書館には職員２名を配置し、原則として平日９時から 18 時まで開館している。平成

28 年度の開館日数は 217 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。  

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、補充をしている。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 

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ＰＣ13 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。また、国立国会図書館デジタル

化資料送信サービスが利用できる。 

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 
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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 15 回行った（注）。

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

資料や、図書館広報誌「みすず」の記事で教員が学生にすすめる図書も置いている。 

（注）第 1 回「シラバス教員の推薦図書」 第２回「母の日 おかあさんの絵本」 第

３回「年齢別絵本の本棚」 第４回「雨降りの絵本」 第５回「たなばた・星の絵本」 

第６回「夏のあそび・海・おまつり・おでかけ」 第７回「悩んだら本を開いてみよう」 

第８回「こども読書推進計画に関する本」 第９回「ハロウィンの本」 第 10 回「ノ

ーベル文学賞受賞ボブ･ディラン関係の本」 第 11 回「クリスマスの絵本」 第 12 回

「みすず 43 号教員のおすすめの本」 

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 15 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。 

その結果、コンテンツ登録数は 1,553 件で、長野県内 15 大学・短期大学の中で、第

３位、アクセス数は 1,246,930 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。 

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。 

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

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
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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、「新しい三つのポリシー」及び教職課程のカリキュラム再編を経て、改めて

カリキュラム・マップを作成する必要がある。評価方法については課題も多く、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。（なお、設

置場所は、図書館内にこだわるものではない。） 

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。 

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。 

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。 

進路支援に関しては、平成 27 年度後期より必修科目として「キャリアアップⅠ・Ⅱ」

を設置した他、基礎学力向上のための「数学講座」や「公務員試験講座」等を開設し、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。 

本学科は、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。 

 

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。 
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 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

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。 

 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。 

 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。学

生を対象とした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 28 年度は、両学科の１年生６名、2 年生 10 名、計 16 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 28 年度も例年のように、中国

北京市から１名の特別研究生（大学職員）を受け入れた。日本語研究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、上田市において本学が主管校となり大会を開催し、各競技

をとおして学生相互の交流と親睦を図ることができた。 

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。平成 28 年度より女子学生が好む

メニューを工夫し、クリスマス等のイベントごとに特色のある食事の提供や、デザート類

を時間延長して提供するなど体制を整えた。 

学生ホールの座席数は 282 席で、16 席（電源付）の 1 人席も設置しており、学生に好評

である。 

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。 

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。寮生からの要望により寮母の勤務

体制も見直して、より快適な寮生活をおくれる様配慮した。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人

気が高い。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 170 台分のスペースを持つ
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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。 

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。 

 

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．北野奨学金 

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） 

２．北野次登奨学金（目的は緊急奨学金と同じであるが本奨学金は給付型である） 

３．修学支援給付奨学金（進学希望時に申込み手続きを行う。） 

 

修学支援給付奨学金は、平成 28 年度に平成 29 年度入学希望者に対し、新たに設けた奨

学金である。 

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。 

学生の心身の健康管理は保健室と学生相談室がその役割を担う。両機関は学生委員会と

連携し定期的なカンファレンスを実施する。そこではメンタルヘルスケアやカウンセリン

グを必要とする学生の情報共有を図る。また、学生委員会主導のもと全教職員を対象に年

３回の連絡会を実施。学生等の状況把握や問題解決にあたる。学生が気軽に相談室利用で

きる取組みも毎年実施しており、今年度は「なごみだより」を５回発行、相談室企画を２

回実施した（羊毛フェルトを使った小物作り、オブジェ・リース作り）。 

 「学生生活満足度調査」は、平成 28 年度は学生を対象に 12 月に実施し、学生の意見や

要望の聴取、意見に対する回答、改善を行い結果を掲示した。 

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。 
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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、平成 28 年度の「外国人留学生入学試験」には、1 名の出願があり、試験には合格

したもの、本人の都合で入学には至らなかった。 

「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 28 年度は総合文化学科２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。 

「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

ンターが行っている。活動について両学科の学科会議・教授会等においても情報を共有し

ている。学生の主体的な活動については、活動届・学外活動願等の届出書を地域連携セン

ターへ提出することで把握している。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 28 年度表彰実績 

主催名 受賞者 種別 表彰内容 

第３回長野県私学振興大会 

理事長表彰 

チームりんどう 

美術コース 
ボランティア 

（団体） 

全国植樹祭（H28.6.5） 

添乗ボランティア、スケ

ッチ大会＆アートチャ

レンジ造形ワークショ

ップ出店ボランティア 

 

 

卒業式学長表彰 

植樹祭ボランティア(７名) 

上田別所線ボランティア(３名) 

バスケットボールサークル(６名) 

芸術コース(美術)ボランティア（２名） 

ブライダル研究会 MIP（４名） 

図書館サークル FLC（６名） 

ボランティア、サークル

活動においての活発な

取り組み 

資格報奨金Ａランク(２名) 

実習報告会(３名） 

卒業研究優秀者（14 名） 

上田市市議会まちなかミーティング

(３名) 

本学広報活動(４名) 

上級資格取得・実習報告

会・卒業研究の優秀者、

広報活動等での活躍 
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(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」の結果をもとに、メニューの

改善につとめたが、学生の満足度を更にアップさせるために業者との話し合いを密にしな

がら、より一層改善につとめたい。 

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。平成 28 年度は行政･警察・地元自治会にも直接出

向いて働きかけを行ったが、実現には至っていない。今後も継続して取り組む必要がある。

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し

たい。 

相談室を保健室内に設置しており、相談希望者に早期段階で対応できている。しかしな

がら継続相談者と保健室利用者が混在する状況が生じるため、希望する学生には別室で相

談対応をする配慮が必要である。また、就学困難な学生は一人当たりにかかる相談時間が

長い。相談員の勤務体制や相談時間も含めて、円滑な運営を行うための柔軟な勤務体制と、

相談室のより良い環境整備を行うことが課題である。 

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。                         

 「外国人留学生入学試験」の要項については、現状を鑑み、平成 30 年度入学試験に向け

て実施時期の検討を中心に改定する予定である。 

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引き続き検討

を重ねていく必要がある。 

   

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 28 年度も長期履修学生は在籍していないが、引き続き今後は教務・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 

進路支援のための組織として幼児教育学科、総合文化学科の教員と進路サポート課の職

員で構成されている進路サポート委員会があり、進路に関するいっさいの業務を行ってい

る。 

１年生を対象に授業科目としてキャリアアップⅠを開講して、社会人としての常識を持 

ち、自から考えて実践できる女性を目標に、1 年次において自分の適性に合致した進路を

見極めるとともに、進路決定に必要な基礎的知識やコミュニケーションスキルの習得を目

指す。 

自分の適性に合致した進路を見極めると共に、進路決定に必要な基本知識やコミュニケ

ーションスキルを習得するために自己分析、接遇マナーを実施。また、就職活動に必要な

履歴書作成、面接対策他も実施した。 

２年生対象のキャリアアップⅡでは、1 年次に培った知識やスキルを基に、社会人とし

て必要な基礎力を最大限に高める。また、自分を直視して深く掘り起こすことをテーマと

することで、社会人としての品性・品格を養い、自ら考えて実践できる女性への成長を目

指した。 

進路選択のサポートの一環として、保育所や一般企業の担当者による説明会を、学内で

実施した。加えて、卒業生や内定者による就職活動体験談、幼稚園･保育所などの園長によ

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。 

また、内定者に対しては、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目的に内定者フォローセミナーを実施している。 

上記以外でも学力向上講座や就職活動スケジュールに合わせ「就活スタートセミナー」

を開催した。 

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や医療事務対策講座の開講や「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、特別活動の時間を利用して対策講座を設け、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、「就活セミナー」ではそれをまとめたデータを学生に解説している。 

さらに、器楽（ピアノ）の授業では、受験の際に出された課題等を教員に情報提供する

ことにより、その内容を授業の中で活用し、個々の技量を高めている。また、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、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「数学基礎講座」があり、

基礎力養成から直前試験対策まで一貫した支援のための講座を開講している。    

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
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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企業訪問先の選択、また今後の指導方針の検討など、有効に活用し

ている。 

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。 

 

 (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、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

別指導の中で学力の状況を伝え、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たりしている学生に

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 28 年度幼児教育学科キャリアアップⅠ、Ⅱ講座内容 

キャリアアップⅠ･Ⅱ以外のセミナー、イベント※   

実施時期 １年生 ２年生 

４月  ・キャリアアップⅡの趣旨・目的              

前年度の進路状況と今後の活動につ

いて 

・就職活動に伴う提出書類について 

・求人票の見方、応募書類の送付等に

ついて 

・面接に向けた準備(履歴書の再チェッ

ク) 

５月  ・面接試験の流れとその対策 

 



上田女子短期大学 

 

65 

 

６月  ・分野、テーマに合わせた文章力の向

上 

・自主実習とは、自主実習の依頼・届

出について 

・※模擬面接講座 

７月  ・面接時における具体的注意事項の確  

 認 

・円滑なコミュニケーションの築き方 

・夏季休暇中の就職活動について 

・※模擬面接講座 

・※学内企業説明会 

９月 ・キャリア教育とは何か・授業の概

要の説明 

・進路サポート室へのメール登録 

・「個性」は、誇ったり、他人に尊重し

てもらうものではなく、自ら戦い克

服すべきものである...という考え

方について話します 

10 月 ・仕事をするということについて考

える 

・自己の振り返りと現在の目標の確

認 

・基本的な履歴書の書き方を学ぶ 

・現時点での短期・中期・長期的な目

標を再考する 

11 月 ・自己 PR、趣味・特技欄等の書き方

を学ぶ 

・専門職としての就職と採用形態に

ついて学ぶ 

・敬語の遣い方の再確認 

・職場で求められる言葉遣いやマナ

ーについて 

・「どのように働き、どのように生きる

か」 

１.お金とは 

２.職場や地域社会で多様な人々 

と仕事をしていくために必要

なこと 

３.社会人基礎力チェック 

(ＳＫＣ４８） 

12 月 ・職場での手書き文字の重要性を学

ぶ 

・女性のキャリア形成について考え

る 

・ボランティア活動やアルバイトか

ら学ぶもの 

・社会的・職業的自立とは何か 

・社会保障と労務について学ぶ 

１月 ・2 年生の就活体験談を聞く 

・今後の就職活動について 春休み

の過ごし方 

・仕事人生について 

１．仕事人として、家庭人としての

心構え真のプロとは？ 

２．プロになるためのステップ 
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       それぞれの段階に於て期待さ

れて 

いること そのための自分の磨

き方 

３．職場というもの 

４．家庭も一つの社会である。家庭

も含めた社会との関わりで在

るべき姿勢 

・４月までの過ごし方                 

新社会人として職場で配慮すべき

こと卒業後の進路サポート室への

連絡について                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

２月   

 

◆平成 28 年度総合文化学科キャリアアップⅠ、Ⅱ講座内容  

キャリアアップⅠ・Ⅱ以外のセミナー、イベント※   

実施時期 １年生 ２年生 

４月  ・※春季休暇中の活動調査 

・進路アンケート調査 

・一年間を振り返り、職業選択に活か

すドリカムノート 

・※学内企業説明会 

５月  ・SWT・TOWS 分析による自己理解 

・個別面接における自己 PR について 

・個別・集団面接における重要ポイン   

 ト 

・※学内企業説明会 

６月  ・グループディスカッションの重要ポ

イント 

・グループディスカッションの重要ポ

イント 

・コミュニケーション能力診断の実施 

・※学内企業説明会 

７月  ・円滑な意思疎通のスキルとは 

・相手に伝える、伝わること 

・内定を勝ち取るために必要なこと 

・夏季休暇中の就職活動について 
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９月 

 

・※就活スタートセミナー 

・キャリア課題における自己チェッ

クを行うことによって、大学２年

間のキャリア形成を考える。ドリ

カムノートの作成 

・女性の立場から社会人としての心得

とともに、「働く」ことの意義につい

て本学ＯＧから話を伺う 

10 月 

 

・交流分析よりエゴグラム診断を行

い、自我状態を知る 

・キャリアマインドの自己チェック

とＴＳＴの基本を実施する 

・本学ＯＧによる女性の立場からキ

ャリアを考える 

・３つの力と１２の能力要素を理解

する。論理的・批判的・創造的思

考力を身につける 

・新入社員として「働く」ことの意義

を踏まえて、企業から求められる人

材について地元企業の労務担当者か

ら話を伺う 

11 月 ・「就活の基本」「学生と社会人の違

い」について 

・応募書類の説明と書き方のポイン

トを学ぶ 

・自己ＰＲの具体的な書き方と自己

アピールの違い 

・お金とは何か。カード利用・法定利

息・利回り、単利・複利等の実務的

な知識や人生とお金について考える 

12 月 ・履歴書・ＥＳ・志望理由と貢献理

由の具体的な書き方 

・社会に通用するマナーと企業が必

要とする人材を考える 

・伝える話し方から伝わる話し方の

工夫について 

・個別・集団面接の心得とともに質

問への具体的な答え方 

・４人１組で個別・集団模擬面接試

験を行う 

・労働協約・労働契約・就業規則の関

係、試用期間、賃金、労働時間、時

間外労働、有給休暇、解雇、ハラス

メント等 

１月 ・内定に至るまでの努力やプロセス

を先輩から話を伺う 

・授業を通じて何を学び得たか。各

項目別にまとめる 

・授業で扱った内容を再確認するとと

もに、自己を見つめ直すことによっ

て卒業後の生き方を考える 

２月 ・※学内企業説明会  

 

◆資格取得支援内容 

・資格報奨金制度 

・簿記対策講座 
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・医療事務対策講座 

 

◆就職試験対策内容 

・キャリアアップⅠ、Ⅱ講座・「就活セミナー」内の対策講座 

・数学基礎講座（１年次５月～７月） 

・公務員試験対策講座 

  公務員ガイダンス(１年次６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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［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。 

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、学科の教員と入試広報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、入試広報活動全体の企画運営を行っている。高校訪問は入試広報室長を中心と

して多くの教職員で行っている。また、オープンキャンパスは全教職員で運営し、学生ボ

ランティアも本学スタッフとして来校者への対応にあたっている。入試事務は、受付から

結果発表まで入試広報課担当職員が担当し、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・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ」 

「推薦特待生入学試験」 

「ＳＧ特待生入学試験Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ」 

「資格特待生入学試験Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」 

「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」 

「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

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。
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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。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。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。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。 

 

(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配慮する。 
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また、入学前課題については、郷土学習と自校教育の要素を取り入れているが、回答の

データがある程度蓄積してきたところで、内容の検討に着手する。 
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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、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ていきたい。 

「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、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。 

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った。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

て課題を課したりするような支援を漸次行っていく必要がある。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
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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、具体案を策定してい

きたい。 

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。 

相談室利用者と保健室利用者が混在する状況を解消するため、相談業務を短大３階に設

置する相談室（別室）を利用。予約制を推奨しているが、学生の希望に沿えるよう職員１

名の出勤を固定化せず柔軟に対応することを検討中である。 

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、合格者に対して自校教育をはじめ、国語・地域文化に関連する課題

を設定した入学前課題を送付している。今後は、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していく必要がある。 

受験生とのコミュニケーションについては、ホームページや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。 
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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 28 年度には高大接続シス

テム改革会議の「中間報告まとめ」を受けて、「新しい三つのポリシー」策定委員主体のも

と、学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）を見直し、改訂を行った。今後、教職課程

のカリキュラムが大幅に変更されることに伴い、教務委員会主体のもと、カリキュラム・

マップを新たに作成する必要がある。また、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。 

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た。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、平成 29 年度入学試験で初めて合格者が出た。ま

た平成 29 年度入試では「推薦入学試験」の回数を増やし、「ＡＯ入学試験」の対象を拡大

し、受験者が増加した。今後も入試改革を実行してゆく。また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 30 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た。幼児教育学科では、就職先からの卒業後評価につい

て学科や実習委員会等で把握、検討し、実習事前指導の授業内容の改善に反映させている。 

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。 

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、学内改革を順次行っ

ていくよう、工程表を早期に提示したい。 

「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、情報処理関連授業の担当者間の連携を一層緊

密にするため、平成 28 年度より非常勤講師も含めた担当者会議を開催する予定である。 

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

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した。基礎学力向上については、一定

の手応えを感じているが、２年目までの反省を生かし、更に充実をはからねばならない。

特にオムニバス形式となっている授業展開の部分は、教員間の連携が欠かせない。初年次
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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。具体策として授業開始時に「自己分析シート」（仮称 自

身の課題を挙げる）を記入し、15 回目の最終授業時に、その達成度を振り返るといった活

動を試みたい。 

学生の生活支援については、学生食堂のあり方およびメニューや価格の改善、学生相談

体制の充実、通学路の安全対策を逐次進めていく。 

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」を設置した。 

「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 

 

「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、最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。 

 

 

（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 22 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、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平成 27 年度に体育館耐震補強工事も行いすべて実施済みである。

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最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。 

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、平成 27 年度末には教授１名、准教授２名が退職。これに伴い、平

成 28 年度より同分野の専任講師３名が任にあたった。 

非常勤講師数は、幼児教育学科 23 名、総合文化学科 23 名である。内７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。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 

特になし。 
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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。 

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 39 回目となった平成 28 年度の児童文化研究大会は、東御市丸山晩霞記念館学芸員佐

藤聡史氏を講師にお迎えして開催された。タイトルは「美術（美術館）の役割と鑑賞教育

について」。美術館と地域との関わり、美術作品との身近な触れ合いや創作体験を促す環境

設定の試みが紹介された他、参加者のグループによるゲームや対話形式の鑑賞など、示唆

に富んだ内容であった。 

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 28 年度の活動の目玉となる大会では、真田丸ブームに沸く地元の熱気を理解すべく、

寺島隆史講師による講演会を開催した。戦国期の書状を資料に真田幸村の実像に迫るもの

で、一般来場者（約 60 名）とともに聴講した学生は、知的刺激を受けた。 

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。 

平成 28 年度は、科学研究費について、2 名の専任教員が継続の交付を受けた。また、幼

児教育学科では、長野県における「大学・地域連携事業補助金」を獲得し、信州うえだ“や

まほいくの里山”プロジェクトを立ち上げ自然保育を取り入れた研修会等を行い、地域と

の交流を図った。外部研究費獲得に向けては、「研究活動支援に関する内規」を平成 26 年

に制定し、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ている。 

平成 29 年度に向けて、３名の専任教員が科学研究費の申請を行った。 

専任教員の研究活動に関する規程としては、これまでに「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。 

また、平成 28 年度の上田女子短期大学「紀要」（第 40 号）には、８編の研究論文が発

表された。  
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平成 28 年度の児童文化研究所「所報」（第 38 号）には、４編の研究論文が掲載された。 

平成 28 年度の総合文化研究所「所報」（総合文化研究所としては、第３号）には、５編

の研究論文と平成 28 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。  

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。 

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 28 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、昨年度は教職員を対象としたＦＤ研修会を後期に実施し成果を得たが、

本年度は日程調整が難しく実施することができなかった。 

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、最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。 

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 28 年度にはＦＤ研修会はスケジュール調整の問題で実施するこ

とができなかったが、継続的に実施していくこと、さ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。 

事務局は、事務局長のもと、総務課、学生支援課、入試広報課、進路サポート課、附属

図書館、地域連携センターがある。各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

できる限り最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、それらをまとめて事務局会議や課会議等で報告することで、研修会等の内容を

共有している。 

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。 

 

 (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
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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、促したい。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。 

 平成 26 年度に開設した「上田女子短期大学事務職員通信教育報奨金制度」に関しては平

成 29 年度に向けて２名応募者が出る予定である。更に活発な自己啓発が行われるよう、促

していきたい。 
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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、平成 27 年度より教職員のパソコンで検索できるようになっ

た。また、新設・改正した時は、速やかに更新している。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、「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 

「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 

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「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った。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した。 
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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。 

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。 

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、４,150 ㎡となる。

本学の校舎面積は、6,542 ㎡となっている。 

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 

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。 

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。 

平成28年度はプロジェクター設置等の整備を行い、主要な教室においては全てパソコン

接続が可能な状態となった。また、ブルーレイが使用できる教室も増やした。他、各教室

の機器・備品については、経年劣化により故障が生じたものに対し、順次入れ替えを行っ

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。「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 29 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・

ビデオ・ＣＤ視聴可） 

蔵書検索用パソコン ３台 
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デスクトップパソコン 13 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 29 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 77,783 2,043 77 4,213 4,876 10 

＊和書と洋書の合計総蔵書冊数は 70,826 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。 

 

(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おり、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 25 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

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。 



上田女子短期大学 

 

88 

 

 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 

 ※ 以下の観点を参照して、自己点検・評価を行い、（a）及び（b）を記述してください。 

 (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。 

平成 28 年度「危機管理マニュアル」を作成した。今後さまざまなケースの危機管理に

対応するべく個別マニュアルの作成に着手する。 

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。また体育館においては耐

診断結果を受けて、平成 27 年度末に耐震工事を行なった。 

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平成 27 年度には最新式のカ

メラに交換して、より感度をあげる設備を備えた。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。 

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最大電力を把握することが可能となった。より合理的に省

エネルギー対策をおこなった結果、平成 28 年度の基本料金を下げることにつながった。 

この体制を維持するために、今後も省エネについて共通認識が持てるよう呼びかけていく。 

ゴミについても適切に分別管理を行っている。 

(b)課題 

総合的な「危機管理マニュアル」は完成したが、今後はさまざまなケースに対応できる

よう、個別マニュアルの作成を進める。 

防犯対策については、防犯フェンスの整備が隣地との関係から、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、実施することは困難かと思われる。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
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全体について検討する必要がある。 

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。 

平成 28 年度作成した「危機管理マニュアル」において、考えられる個別ケースについ

て対応するべく「個別マニュアル」の作成をすすめる。防犯対策については、民間警備会

社と協議し、防犯体制を強化する。 
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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、共通教育科目Ｆ群の「情報基礎Ⅰ」

「情報基礎Ⅱ」を幼稚園教諭２種免許状取得に必要な必修科目として位置づけている。ま

た、同群の「プレゼンテーション演習」を選択科目に、Ｄ群の「情報の科学」は共通教育

科目の選択必修科目に指定している。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、共通教育科目Ｆ群の「情報基礎Ⅰ」「情報基礎Ⅱ」「プレゼンテーション

演習」を選択必修科目に指定し、専門科目・情報メディアフィールドでは「情報スキルⅠ」

「情報スキルⅡ」「情報スキルⅢ」「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も設置している。 

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・総合文化学科では、「情報基礎Ⅰ」「情報基

礎Ⅱ」、の各授業をとおして、ワード・エクセルの基本操作の習得を図っている。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。 

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。 

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。 

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
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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 28 年度は利用できるエリアを順次拡大し、学内のほとんどの教室で使

用できるようになった。学生ホールにはＡＣコンセントを備えた一人用座席を 16 席分設置

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ている。 

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 番教室には最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。平成 27 年度末に 27 番教室のパソコン 36 台を

新型機に交換し、平成 28 年度は教室内の配置もグループ学習がしやすいようにした。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 年度より施行した共通教育科目では、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。 

無線ネットワーク（ＷｉＦｉ）については、エリアを拡大した反面、大勢が利用した場

合繋がりにくい状況が発生してきている。今後は安定した利用環境に加え、学内全域で使

用可能となるよういっそ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年度末に 27番教室の全パソコンを新型機に入れ替えた。

また平成 28 年度より、Microsoft Office 2013 にバージョンアップして運用している。

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。 

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した。本学は

「Office365Education」のサービスを導入しており、「情報基礎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、情報処理関係授業の担当者

間の連携を一層緊密にしていく必要がある。 
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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 

事業活動収支について、平成 28 年度は学生数の減少により教育活動収支差額は△26 百

万円となったが、有価証券売却差額が 109 百万円あったことから、基本金組入前当年度収

支差額は 68 百万円の収入超過となった。平成 28 年度は学生数がさらに減少したことから 

教育活動収支差額は△78 百万円となった。その結果、基本金組入前当年度収支差額は△

74 百万円の支出超過となった。教育活動収支差額が支出超過となった原因は、学生数が減

少したことによる。平成 29 年度入学生は回復してきており、今後、定員確保に努めていく。 

貸借対照表の状況は、金融機関等からの借り入れはなく、現預金 955 百万円あり、流動

比率、自己資本比率等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。資産運用は銀行預金であり、安全に運用されている。 

 教育研究経費は、経常収入の 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 26 年度 90％、平成 27 年度 83％、平成 28 年度 54％で

あった。平成 28 年度の定員充足率から定員の見直しを行い、定員を 230 名から 180 名（幼

児教育学科 120 名、総合文化学科 60 名）とした。平成 29 年度は定員を減少させたにも拘

らず定員充足率は 93％であった。引き続き、定員確保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、法人全体の資金繰り等は問題ない。 

  

(b)課題 

安定した経営を維持するためには、一定の学生数を確保することが重要である。平成 27、

28 年度入学者数が減少したことから支出超過となったが、平成 29 年度は回復してきてお

り、学生数確保が喫緊の最重要課題である。 

 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。 

  

［注意］ 

基準Ⅲ-D-1 について 

 文部科学省高等教育局私学部参事官の指導を受けている場合は、その経過の概要を

記述する。 
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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 

今まで、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Ａ３に該当していたが、平成２８年度は教育活動資金収支差額が２年連続赤字であっ

たことから B３、経営困難状態となった。 

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。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、入学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、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る。 

 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 29 年 5 月 1 日現在、短期大学全体では学生数 289 人、幼児教育学科は学生

数 190 人、総合文化学科は学生数 99 人となっている。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 14 人である。平成 28 年度の財務諸表か

ら収支は支出超過であり、早急な改善が必要といえる。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。  

 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判定が

B３となったことから、早急に経営改善計画書を作成する。 
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(b)課題 

学生数が大幅に減少しており、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。 
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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最重要課題である。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い、入学定員 180 名確

保を図る。 

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。 
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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。 

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。 

「授業評価アンケート」の項目の精査は、カリキュラム・マップの完成が遅れているこ

ともあり、平成 28 年度中に行う予定である。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 28 年度中に行いたい。 

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、引き続き検討してい

く。 

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、全般的な施設整備計画の中で取り組んでいく。 

平成 27 年度、各教室の備品設置年月の確認をほぼ済ませた。老朽化しているもの、不

備があるものについては、必要に応じて交換を行っていく。今後も継続して整備を行う。 

防火、防災、防犯対策についての規程が整備されていなかったが、総務課を中心として、

「危機管理マニュアル」を作成した。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、引き続き情報処理教室の環境整備を進めるとともに、無線ネッ

トワーク（ＷｉＦｉ）環境を整備する。 

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最重要課題である。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。 

平成 29 年度は、平成 27 年度から始まった「第２次中期経営計画」の最終年度であり、

同計画を確実に実行していく。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、入学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。 

 

◇ 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。 

理事会は学校法人の最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 

小池理事長は、平成 27 年４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いる。 

理事長は、他の役職を兼務しているが、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いる。 

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、事業活動収支計算書並

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、学校法人の最

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。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。 

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。 

「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。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。平成 29 年より

理事を 1 名追加し、理事会機能を強化する。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 

小池理事長は学長を兼務しており、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 

特になし。 
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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。 

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。 

 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。 

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。 

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

規程」に基づき、以下の委員会を設置している。 
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  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。 

 

(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 

特になし。 
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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。 

 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。         

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。 

 

(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。 

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 

評議員会における意見は、以前に比べると活発になってきている。ただし、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。 
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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

書及び事業活動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。 

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。 

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」の証明を受けている。平成 29 年より「上田女子短期大学 夢スタ

ート募金」と名付けて、寄附金募集を行うこととした。 

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、内部監査規程を制定及び法人本部内に内部監査課を設置し、内部監査実施体制を整

備した。 

 

 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。 
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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 

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。 

 

◇ 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である「共通教育科目」を設置した。 

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。 

「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、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

体制を構築していきたい。 

 

  

様式 10－教養教育 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。 

上述したように、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、共通教育科目を設

置し、各科目を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科目群に分類して配置している。平成 28 年度のカリキュラムでは、「ス

タディスキル」以下の 38 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「スタディスキル」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。 

「共通教育科目」をめぐっては、各学科の事情もあり、履修要件や配当学年が学科によ

って異なる科目がある。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も

ある。 

 

(c)自己点検・評価を基に改善計画を記述する。 

 

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。 

 

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。 
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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。 

本学では共通教育科目の中に「スタディスキル」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。 

幼児教育学科では、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、「スタ

ディスキル」はきわめて重要な意味を有しており、「スタディスキル」を教育の柱として位

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

児教育学科の教育全体は、この「スタディスキル」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 28 年度「スタディスキル」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 

酒井真由子（学科教員） 

山本一生（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。 

酒井真由子（学科教員） 

山本一生（学科教員） 

３ 

 

学びの技法①語彙力の確認 

・保育者に必要となる語彙力の基礎を確認する。 

酒井真由子（学科教員） 

山本一生（学科教員） 

４ 学びの技法②読解力の確認 

・保育者に必要となる読解力の基礎を確認する。 

酒井真由子（学科教員） 

山本一生（学科教員） 

５ 学びの技法③言語表現の確認 

・保育者に必要となる言語表現能力の基礎を確認する。 

酒井真由子（学科教員） 

山本一生（学科教員） 

６ 学びの技法④引用と要約力の確認（研究倫理教育） 

・レポートや論文を作成する際に重要となる「研究倫

理」について学ぶ。 

酒井真由子（学科教員） 

山本一生（学科教員） 

７ 学びの技法⑤要約力の確認１ 

・学びにおいて重要となる「要約」の方法について、

その基礎を理解し、実際に文章の要約を行う。 

酒井真由子（学科教員） 

山本一生（学科教員） 

８ 学びの技法⑥要約力の確認２ 

・要約のポイントを理解し、実際に文章の要約を行う。 

酒井真由子（学科教員） 

山本一生（学科教員） 

９ 学びの技法⑦プレゼンテーション 

・プレゼンテーションを通して、自分の考えを発表す

ることの意義と方法について実践的に学ぶ。 

酒井真由子（学科教員） 

山本一生（学科教員） 
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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。 

酒井真由子（学科教員） 

山本一生（学科教員） 

11 

～13 

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。 

酒井真由子（学科教員） 

山本一生（学科教員） 

14 あそびプロジェクト 

・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。 

酒井真由子（学科教員） 

山本一生（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。 

酒井真由子（学科教員） 

山本一生（学科教員） 

 

総合文化学科でも、幼児教育学科と同様、「スタディスキル」を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「スタディス

キル」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 28 年度「スタディスキル」シラバス】 

回 授業内容 担当教員 

１ 短期大学における学び 

・短期大学における「学び」を理解する～ 

小池明学長 

２ 授業を「聞く」「理解」する 

・授業の聞き方、ノートのまとめ方を学ぶ 

大橋敦夫学科長 

木内公一郎（学科教員） 

３ リーディングのスタイル（１） 

・教員のリーディング体験、方法を学ぶ 

木内公一郎（学科教員） 

花岡 勉（学科教員） 

４ リーディングのスタイル（２） 

・教員のリーディング体験、方法を学ぶ 

大橋敦夫学科長 

５ リーディングのスタイル（３） 

・教員のリーディング体験、方法を学ぶ 

中西満義（学科教員） 

佐藤 厚（学科教員） 

６ リーディングのスタイル（４） 

・教員のリーディング体験、方法を学ぶ 

・研究倫理教育 

西山秀人（学科教員） 

増田榮美（学科教員）

木内公一郎（学科教員） 

７ リーディングワークショップ（１） 

・課題図書の読み方、説明、討議課題の発表、学生

グループ内討議 

木内公一郎（学科教員） 

８ リーディングワークショップ（２） 

・学生グループ内討議 

木内公一郎（学科教員） 

９ リーディングワークショップ（３） 

・学生グループ内討議 

木内公一郎（学科教員） 
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10 リーディングワークショップ（４） 

・学生グループ内討議 

木内公一郎（学科教員） 

11 ブックレビューの書き方（１） 

・書評の形式、特徴を理解する 

木内公一郎（学科教員） 

12 ブックレビューの書き方（２） 

・課題図書を自分の視点で読み直す 

木内公一郎（学科教員） 

13 ブックレビューの書き方（３） 

・実際に書いてみる 

木内公一郎（学科教員） 

14 リーディングワークショップ（５） 

・絵本の読み合い（１）表現力を養う 

佐藤 厚（学科教員） 

15 リーディングワークショップ（２） 

・絵本の読みあい（２）表現力を養う 

佐藤 厚（学科教員） 

 

以上より、「スタディスキル」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。特に、

学生向けの研究倫理教育を「スタディスキル」で行うことで、学生がレポートや論文を書

くための基礎を身につけることができる。 

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

「リベラルスタディーズⅠ」を開設している。 

 

(b)自己点検・評価を基に課題を記述する。 

「スタディスキル」の授業計画については、平成 28 年度は学科の特色を生かした内容

としているため、学科ごとに内容を異にし、学科別の授業となっているが、今後も、学生

がどのような基礎的教養を必要としているか検討しながら、「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っていく。 

 

(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」及び「共通教育科目」の全授業科目について、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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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、カリキュラム・マップの作成に着手して

いく必要がある。カリキュラム・マップの完成と同時に、ＰＤＣＡ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、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。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。 
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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、入学当初のオリエンテーションで、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「キャリアアップⅠ」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・後期の通年で開講する「キャリアアップⅡ」において、具体的な就職対策を行うとと

もに、社会人となる直前の意識や自覚を促す内容の授業を行っている。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。総合文化学科では、職業教育の一環として１年次前

期に「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。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

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「キャリアアップ」の授業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。 

様式 11－職業教育 
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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。 
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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、「キャリアアップⅠ・Ⅱ」を中心に行われる。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

深める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三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」 

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「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。 

③「事業所見学会」 

１年次後期よりスタートする「キャリアアップⅠ」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。 

 

平成 27 年度から、両学科共通の共通教育科目「キャリアアップⅠ」「キャリアアップⅡ」

が必修科目として開講されている。 

 学科ごとに授業内容は異なるが、学科の特性を生かしたキャリア教育となっている。「キ

ャリアアップⅠ」は１年次後期に開講され、これまで「進路セミナー」で行っていた自己

分析、履歴書・面接対策、ビジネスマナーなどに加えて、進路決定に必要な基本的知識や

コミュニケーションスキルの習得を目指している。「キャリアアップⅡ」では、卒業後の将

来に向けた具体的な行動ができるように、社会人として知識やスキルを習得し、実践の場

で生かすことができるようになることを目標としている。この授業は、進路サポート室と

各学科が連携を取りながら、就職活動の進度に合わせて行われる「就活セミナー」や「企

業研究セミナー」の開催時期をみながら、２年次通年で行っている。 

 これまで「現代女性とキャリア」は総合文化学科の科目であったが、平成 27 年度より教

養科目として「ライフデザイン」となり、両学科の学生が受講できるようになった。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おり、1 年次前期に開講し

ている。 
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(b)自己点検・評価を基に課題を記述する。 

幼児教育学科の「キャリアアップ」については、常に保育現場の状況や要請を十分に鑑

み把握しながら、授業内容に反映させていく必要がある。 

総合文化学科の「現代女性とキャリア」については、平成 27 年度より「ライフデザイ

ン」として両学科共通の教養科目となったが、選択必修科目ではなくなったため、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。 

平成 27 年度入学生から共通教育科目として「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た。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たが、毎年、授業内容を検証していく必要がある。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したが、次年度に向けて、

キャリアアップⅠ・Ⅱとの連携を図り、開講時期などの検証を行っていく。 
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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

践に活かせる最新の知識・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

７回目となる平成 28 年度は、昨年に引き続き上田市にある、みのり保育園で園長を務め、

また本学の卒業生でもある高橋比呂美先生を講師に迎え、「みんな同じ夢を！ ～これから

の子ども・子育て支援に向けて～」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 12 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」（１期間につき：

計６講座、120 時間）を実施した。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」を付与した。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。 

都合により、平成 27 年度は休止した。 

(b)自己点検・評価を基に課題を記述する。 

「幼児教育学科 リカレント講座」については、幼児教育学科「ホームカミングデー」と

同日に開催することで、本学の新卒の専門職向けのリカレント講座の意味合いが強く、就

職後数年経た専門職の参加者が少ない。 

総合文化学科の「図書館職員学び直し講座」は、継続方法について検討しなければなら

ない。 

 

(c)自己点検・評価を基に改善計画を記述する。 

「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、HP 利用による PR、開催時期・

時間等の工夫に加え、内容等の再検討により、参加者の増加を図る。 

 また、「図書館職員学び直し講座」については今後の再開を検討するとともに、その内容・

開催時期・時間等を検討する。新しい分野をテーマとする講座を計画する必要から、講師

陣の確保が可能か見極めが必要である。 
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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、長らく高等学校で進路指導を担当したベテランの教員１名と、

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と両学科が連携を取りながら全学的な取り組

みを進めていく。 
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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、希望者の 100％が

専門職への就職を果たしていることから、学生の専門職への深い理解と就職への強い意志

を養ったことは間違いない。 

総合文化学科の職業教育については、「キャリアアップⅠ」「キャリアアップⅡ」「就活

セミナー」と「インターンシップ」が軸となっている。「就活セミナー」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った共通教育科目「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さらに検

証を重ねていく。 
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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ている。 

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 28 年度は、幼児教育学科主催の公開講座として、「人間関係とし

ての対人援助(その３)」「自然とは何か(その１)」、総合文化学科主催の公開講座として、

「外から見た信州方言」を開催した。さらに地域連携センター主催の公開講座として「文

学における『愛』のかたち」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 26 年度 ８ 176 

 平成 27 年度 10 189 

 平成 28 年度 12 458 

 

「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

の場となってきている。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。 

公開講座の課題は、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

に企画している。内容はそれぞれ複数年連続で開講されるものや単年で開講されるものな

どあるが、さらに地域のニーズを把握し、企画することが求められる。生涯学習教育の場

としての公開講座やリカレント講座の内容を、地域のニーズに照らして検討してきている

が、その周知あるいは広報の方法を洗練し、さらに充実させることが課題である。 

 

(c)自己点検・評価を基に改善計画を記述する。 

公開講座の企画実施について、内容・次期等を検討する。教育内容としての講座内容や開

催時期の検討を年度当初より計画的に進め、より広く地域へ広報する。  

様式 12－地域貢献 
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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、まちなかキャンパスうえだが開所し、28 年度は

町田育弥教授と佐藤厚准教授の指導のもとアンサンブルサークルと演劇サークルによるコ

ンサートを開催した。 

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 28 年度は３回実施し、

合計で子供 48 名、保護者 43 名が来場した。 

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」

を、平成 26 年度より「芸術の森 北野講堂シリーズ」と名称を改め、平成 28 年度は 3 回

目として長野雅楽会をお招きして「PERSONA 異界への架け橋」を開催した。154 名の

観衆を集め、演目の紹介のみならず、雅楽自体の理解が深まるような解説もあり、好評で

あった。 

 平成 28 年度で 27 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好評を博した。また

同日開催で、平成 28 年度第３回 芸術コース（美術）作品展 が行われた。 

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。平成 28 年度は佐藤厚准教授による

「リーダーズ・シアター（朗読劇）に学ぶコミュニケーション」を行い、46 名が受講した。 

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。 

地域社会の行政等との交流について、まちなかキャンパスうえだでは上田市内 4 大学の

開講する「まちなかキャンパスうえだ 市民向け講座」があり、ここでの開講を検討する

ことが課題である。 

「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

動を実践している。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ため、地域からの期

待も高いため、内容の選択について一層の工夫が必要である。 

「４大学リレー講座」は、より幅広い年齢層に関心を持ってもらえるテーマや内容を検討

す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。 

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
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ていく。 

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」と改称したことで、舞台芸術や舞台表現全般をその内

容に含め、今後は洋楽器のみならず、日本文化あるいは上田地域の文化表現を計画し、実

施する。    

「４大学リレー講座」は、本学の両学科の内容を再検討し、より幅広い受講者が参加し、

学べる機会になるための講座内容を設定する。 
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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、児童館におけるアンサンブルサークルによるコンサートや、

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、徐々に認知度が上がりつつあるが、さらに活動の幅を広げら

れるようにする必要がある。 

 

 

(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。 

 

  



お わ り に 

 

本学では毎年、一般財団法人短期大学基準協会の評価基準に従って、全教職

員が自己点検・評価の意識を高く持ち、教育・研究活動に努めている。過去に

おいては、平成 20 年度および平成 26 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）を受けているが、いずれも平成 21 年３月 24 日付、平

成 28年３月 10日付で「適格」と認められた。 

 そしてここに、上田女子短期大学「平成 28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。これまでの評

価実績を踏まえ、全教職員は日頃より自己点検・評価の意識を強くもっている。

今年度の自己点検・評価活動においても、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

こうという決意が示された。 

 今後も広く社会からの点検・評価のまなざしは注がれるだろう。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 30年１月 

                         上田女子短期大学 

                         ＡＬＯ 笹 井 弘 

 

 




