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はじめに 

 

他人を批評し評価することは案外気軽にできるが、事自分に関わるとなると困難なもの

である。このことは短大などの組織でも同様であり、自校の客観的な自己点検・評価をす

ることは難しい。７年に一度、第三者機関により審査を受けなければならない規則が定め

られた意味はそこにある。  

足利短大は、「平成２５年度自己点検・評価報告書」を作成し、平成２６年度に短期大学

基準協会の審査を受けた。そして平成２７年３月に「適格」認定を得ることができた。そ

の中で、特に建学の精神が教育に生かされていること、また少人数制のきめ細かい学生指

導が行われていることが高く評価された。今後はこの結果に甘んずることなく、現状を常

に検証し改善に努めるつもりである。  

現在、本学はいくつかの課題をかかえている。まず入学者の確保である。かねてより少

子化が呼ばれていたが、その波は本学のこども学科にも及び、ここ数年は入学者の定員割

れが続いている。この間、ただ手をこまねいていた訳ではないが、適切な対策をとること

ができなかった。この度の第三者評価を機会に、改めて全学をあげてこの対応に取り組ま

なければならない。それにはよく現状を分析し、現代の若者に魅力ある本学の差別化をは

かる必要がある。  

また、近年は学力のみならず、価値観、趣味等、多様な学生が入学してくる。これまで

以上に学生一人ひとりと向き合った、きめ細やかな指導が必要となってくる。同時に初年

次教育や基礎教育を組織的に行うなどカリキュラムの見直しも考えねばならない。  

平成２５年度、看護学科は足利工業大学に四年制の看護学科が新設されたことにより１年

生の募集を停止した。今年度は本城キャンパスに看護学部の１年生と看護学科の２年・３

年生、それにこども学科の学生の２学科１学部が在学している。異なる学部・学科の共存

は難しいことが多々あるが、このような学園改革の時だからこそ本学の建学の精神である

「以和為貴」の理念を互いに理解し、共に心を一つにしてあたりたいと思う。  

本報告書の発行にあたり、自己点検・評価委員会ならびにＡＬＯ、そして各項目の執筆

者の皆様に謝意を表したい。  

 

                          学校法人  足利工業大学  

足 利 短 期 大 学 

学 長 谷 萩 昌 道 
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【基準Ⅰ  建学の精神と教育の効果】   

 

(a)自己点検・評価の要約  

足利短期大学は、足利旧市内の 17 ヶ寺で組織する足利仏教和合会が母体となる仏教

系短大である。建学の精神には聖徳太子の「以和為貴」をいただき、教育理念には「和

顔愛語」を掲げている。これら和の精神を学内外に公開するため、ホームページでの

公開や大学案内などの出版物に記載し、1 号館玄関には建学の精神の額を、2 号館のロ

ビーには建学の理念の額を掲げている。カリキュラムの上では、こども学科、看護学

科ともに卒業必須科目として「仏教学」を開設しているほか、こども学科では「仏教

保育論」、看護学科では「仏教と看護」の授業を行っている。また、建学の精神にもと

づく仏教行事として、全職員、全学生参加のもとに三仏忌と魂まつりが行なわれてい

る。  

 学習成果の検証は、こども学科において FD 研修会を行うなど共通の理解を求め、

PDCA サイクルのもとに向上・充実に努めている。また、量的・質的データ化につい

ては、可視化にむけて努力している。看護学科では仏教的情操豊かな人材を育成する

こととし、学科の教育目的・教育目標に沿った教育がなされている。  

 学校全体を展望した自己点検・評価は自己点検・評価委員会の規程に基づいて行わ

れている。当委員会はより良好な教育内容と学習環境の改善を第一義として検討し「自

己点検・評価報告書」を発行するほか、運営機構の各委員会に対し、総括的な改革、

改善を求めている。  

 

(b)自己点検・評価に基づく行動計画  

 大学は全入学の時代をむかえ、学生の多様化が指摘されている。本学でも全教員が

現状を正確に理解し、建学の精神のもとに教育目的・教育目標を定期的に見直すこと

を再認識している。  

平成 26 年度は全教員に建学の精神とその意味を周知するために、教授会を行う会議

室に建学の精神「以和為貴」の額を掲げる。学生には本学の教育が、教育理念・目標

のもとに行われていることを周知するため、各教室に建学の精神と教育理念・教育目

標を掲示する。また、短大のすべての部署で常に PDCA サイクルにのっとり学習成果

の向上に取り組んでいくが、外部からの評価を受けることも考えたい。平成 15 年度に、

幼児教育科（現こども学科）では、高田短期大学との相互評価を実施した。今後、次

回第三者評価までの間に、相手校を選び、外部評価を受ける機会を設ける。  
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［テーマ］  

基準Ⅰ -A 建学の精神  

 

(a)自己点検・評価の要約  

足利短期大学の建学の精神は、日本仏教の父といわれる聖徳太子の十七条の憲法の

第一条「以和為貴」である。また教育理念には仏教の実践徳目として「和顔愛語」を

掲げている。共に他を大らかに受け容れるところに成り立つ大乗仏教の利他の精神で

ある。  

建学の精神を広く公開するために、「以和為貴」の額を 1 号館玄関に、また教育理念

額は 3 号館ロビーに掲げて周知徹底をはかっている。  

これらの建学の精神や教育の理念をカリキュラム上に具現化するため、こども学科

では「仏教学」「仏教保育論」を、看護学科では「仏教学」「仏教と看護」の科目を設

定している。  

また、建学の精神を具現化するための仏教行事として全教職員・全学生の参加によ

る三仏忌「降誕会」「成道会」「涅槃会」、そしてお盆の行事である「魂まつり」があり、

我々の現実生活を改めて見直す機会としている。  

大乗仏教は、自利・利他の宗教である。学長は年度初めの教授会で所信を示し、そ

の中で建学の精神・教育理念の解説を行い、また、学生に対しては、学内の公的行事

の際に、これらの周知を図っている。このように教職員一丸となって人間性ある学生

の養成に努めている。  

 

(b)自己点検・評価に基づく改善計画  

建学の精神や教育理念は知識ではない。学内外に校風として現れてこなければいけ

ない。学生には仏教学の授業や仏教行事などを通して「和」の精神を説き、実践をす

すめているが十分とはいえない。教員に対しても機会あるごとに実践を求めているが、

今後は PDCA サイクルのもと方策を工夫していきたい。  
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［区分］  

基準Ⅰ -A-1  建学の精神が確立している。  

［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］  

( 1 ) 建学の精神は短期大学の教育理念・理想を明確に示している。  

( 2 ) 建学の精神を学内外に表明している。  

( 3 ) 建学の精神を学内において共有している。  

( 4 ) 建学の精神を定期的に確認している。  

 

(a)現状  

学校法人足利工業大学傘下の足利短期大学では、法人共通の建学の精神である日本

仏教の父といわれる聖徳太子の十七条憲法の第一条「以和為貴」（和を以て貴と為す）

を掲げている。本学は保育者養成の「こども学科」と看護師養成の「看護学科」の 2

学科から構成される。これらはともに人と人との関わりの上に成り立つ実学教育の場

である。そのため、専門の知識と技術、そしてそれを活かすことのできる仏教的情操

豊かな人材を育む教育が必要であると考え、建学の精神の実践徳目として教育理念に

「和顔愛語」（わげんあいご）を戴いている。  

建学の精神を学内外に周知するため、これをホームページ、大学発行の各種出版物

に掲載している。また、1 号館玄関には「以和為貴」の刻字扁額、3 号館ロビーには「和

顔愛語」の刻字された額を掲げている。これらは共に大乗仏教の利他行、布施の心の

実践である。前者は、我執を離れ、他を大らかに受け容れるところに成り立つ崇高な

境地、後者は穏やかな笑顔で相手を思いやった温かな言葉をかけることである。「足利

短期大学の学生は笑顔がよい、挨拶がよい」との定評をさらに発展させたい。  

教育目的は、「建学の精神に基づき仏教的情操豊かな人材を育成する」とし、教育目

標は次の通りである。  

①  円満・明朗・誠実な人間性を有する人材を育てる。  

②  広い視野から物事を捉え、総合的に判断することのできる人材を育てる。  

③  専門的知識や技術の基礎を確実に修得し、応用・実践することのできる人材を

育てる。  

建学の精神を踏まえ、教育目標を具現化するために本学では次のようなカリキュラ

ムを組んでいる。こども学科・看護学科とも必須科目として「仏教学」を設けており、

その中で建学の精神「以和為貴」と教育理念「和顔愛語」について解説している。そ

の他、指定科目としてこども学科では「仏教保育論」、看護学科では「仏教と看護」を

開設し、広く仏教精神の涵養を行っている。また、1 年次にこども学科・看護学科共に

近隣の禅寺で坐禅体験を行っている。日常とは異なった坐禅体験は建学の精神を理解

するための大切な研修である。  

 建学の精神を具現化する学校行事として全教職員と全学生とが一堂に会し、三仏忌

「降誕会」「成道会」「涅槃会」と「魂まつり」を行っている。5 月に行う「降誕会」は

釈尊の誕生を祝う行事であり、この行事を通して学業の新しい出発を誓うとともに、

自分がこの世に生を受けたことの意味を考える機会としている。12 月に行う「成道会」

は釈尊が悟りを得たことを記念する行事で、眼を内に向け人生について省察し、生き
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る勇気を見出す行事としている。2 月の「涅槃会」は釈尊の死を悼む行事として、限り

ある命と二度とない今日を意義あるものとする生き方を考える行事としている。また 7

月に行う「魂まつり」は一般にお盆といわれる行事で、この一年間に物故された学内

関係者の供養を行うものである。この行事は亡き人々との対話を通して、自己の中に

うけつがれた『命』について考える機会としている。これらの仏教行事は本学として

仏教的情操を養う重要な行事と位置づけ、仏教行事委員会の教職員が中心となり、学

生が主体的に係ることを目的として当番学生が配役や準備・片づけを行っている。こ

れらの仏教行事は教職員と全学生に周知するため、学内の掲示板に案内ポスターを掲

示している。  

本学では毎年年度初めに学長より教授会において「私の考える足利短期大学の在り

方」の所信を述べ、その中でまず初めに建学の精神「以和貴為」と教育理念「和顔愛

語」の意味を解説している。また、平成 25 年度からは月例の教授会の初めに学長が建

学の精神と教育理念を読み上げることにより、教員間で共有している。  

 

(b)課題  

建学の精神は機会あるごとに学内外に表明している。建学の精神は知識ではなく、

実践である。日常の学園生活の中に建学の精神が活かされていなければならない。他

を大らかに受け入れ、学園全体が和の精神につつまれるにはまだ十分とは言えない。

常にいろいろな機会を捉え、教職員並びに学生にむかって周知を図らねばならない。  

建学の精神、教育理念はさまざまな行事等の機会をみて周知を図っている。特に年 4

回の仏教行事は厳粛に執り行われているが、近年は学生の出席率が低下する傾向にあ

る。本学において仏教行事を行うことの意味を周知徹底するとともに、PDCA サイク

ルのもとに仏教行事そのものの在り方を見直し、改善策を工夫しなければならない。  

 

 

  



   

5 

 

［テーマ］  

基準Ⅰ -B 教育の効果  

 

(a)自己点検・評価の要約  

こども学科・看護学科両学科の教育目的・目標は、建学の精神である「以和為貴（和

を以て貴しと為す）」と教育理念の実践である「和顔愛語」に則って、明確に定められ

ている。学内においては、キャンパスガイド・シラバス等に掲載し、新入生ガイダン

ス・在学生ガイダンス・入学式後の保護者説明会においても具体的で理解しやすい表

現を用いて説明している。学外に向けては、ホームページへの掲載、オープンキャン

パス・進学説明会等において説明している。  

 学習成果については、複数年にわたる継続的な FD 研修会を受け、明確化した学習成

果を平成 25 年度に汎用的学習成果、専門的学習成果として整理し学習成果の向上・充

実に向け取り組みを進めている。看護学科においても、FD 研修会で得た学習成果の概

念を学科内で共通理解をしている。  

 短期大学全体としては教務調整会議が設置されており、各学科には教務担当教員が 2

名任命されている。事務の教務担当職員とも連携を密に取り、短期大学設置基準・各

学科に関係する関係法令の変更等などを適宜確認し、また、不明な点については、担

当機関に確認を取り法令順守に勤めている。PDCA サイクルを常に意識し、教育の向

上・充実に努めている。  

 

(b)自己点検・評価に基づく改善計画  

教育目的・目標は明確に示され、学内外に表明しているが、学生が如何に意識を持

って学校生活を送り、入学の目的を達成させられるかは、短大全体としてきちんと取

り組んでいかなくてはならない。そのためにも教育目的・目標についての明確な意識

を持って学校生活が送れるような確認の場を設け全教員が一層の周知を図っていくと

ともに、学生および教員が常に意識するよう教室内、廊下等に掲示していくことも必

要であると考える。また、教育目的・目標を定期的に点検し、その内容が社会から求

められているものかを確認し、社会や時代に即した教育が行えるよう努力を続ける。  

 学習成果の量的・質的データ化については、明確な測定方法を検討し、可視化に向

け努力していく。  
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［区分］  

基準Ⅰ -B-1  教育目的・目標が確立している。  

［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］  

( 1 ) 学科・専攻課程の教育目的・目標を建学の精神に基づき明確に示している。  

( 2 ) 学科・専攻課程の教育目的・目標は学習成果を明確に示している。  

( 3 ) 学科・専攻課程の教育目的・目標を学内外に表明している。  

( 4 ) 学科・専攻課程の教育目的・目標を定期的に点検している。  

 

(a)現状  

[こども学科 ] 

教育目的・目標は、建学の精神である「以和為貴（和を以て貴しと為す）」と教育理

念の実践である「和顔愛語」に則って教育目的を「生命と人権を尊重するとともに、

人とあたたかい関わりのもてる人間性豊かな保育者を養成する」とし、明確にしてい

る。教育目標には 1．興味・意欲を喚起する授業と多様な体験の機会を提供し、『感動

する心』『創造する心』『実践する力』を育成する。2．幅広い専門的知識・技術を有し、

社会的役割を遂行できる保育者を養成する。3．幼稚園教諭免許と保育士資格を取得で

きるよう指導・教育する。の 3 項目を明確にしている。  

平成 24・25 年度と 2 年間にわたる FD 研修を受け、明確化した学習成果の内容につ

いてさらに協議・検討してきた結果、社会人・職業人として求められる汎用的学習成

果として 5 項目、現場に即応できる保育者に求められる専門的学習成果として 6 項目

に整理した。  

目的・目標は、学内においては、シラバス・キャンパスガイドに掲載されているも

のを新入生ガイダンス、在学生ガイダンス、基礎演習等の時間を使い学生に対して、

具体的な意味・解釈を説明し周知徹底を図っている。また、保護者へは入学式後に行

っている説明会で説明し伝えている。  

「教育目標」については、こども学科教員の研究室または廊下に掲示し、常に学生

の目につくようにしてある。  

来年度より、教室には「教育目標」を掲げることにしている。少人数によるグルー

プミーティングにおいても、説明をしている。学外に対しては、ホームページに「教

育目的・目標」を掲載し、周知を図っている。  

進学説明会・オープンキャンパス等においても、高校生や保護者に対して、本学こ

ども学科の教育目的・目標を説明し周知している。大学案内への掲載についても鋭意

進めている。  

教育目的・目標はカリキュラムの見直しなどの時に合わせて適宜、見直しを行って

いる。  

 

[看護学科 ] 

教育目的・目標は建学の精神に基づき明確に示されている。本学科は、看護師を養

成しており、教育目的を「生命と人権を尊重するとともに、専門的知識・技術を有し、

社会に貢献しうる看護師を養成する」としている。建学の精神である「以和為貴」「和
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顔愛語」から、仏教的情操豊かな人材を育成する意味において、責任感と倫理観を有

し、あたたかい心で人とかかわることのできる人間性を養うことを目標にしている。

科学万能の医学界において、科学だけでは理解、説明できない人間の生・老・病・死

に関することを、仏教思想を取り入れることで人間理解を強化している。さらに日常

生活の中に挨拶を欠かさず、他者とのコミュニケーションを自然体で表現できる看護

師の養成を目指している。また、保健医療活動や教育活動から人々の生活実態を把握

し、地域の人々が健康な生活を送れるよう地域に貢献できる看護者を養成している。  

学習成果として、卒業時には、看護師国家試験受験資格を取得し、次のような資質

を備えた看護師国家資格取得を明確に示している。①専門的知識・技術を習得し、適

切な判断力を持つ。②豊かな人間性・感受性を備える。③科学的思考・問題解決能力

を習得する。④安全な医療を提供するための知識・方法論を習得する。⑤人々の生活

や福祉を重視し、生命と人権を擁護する視点から看護実践できる。⑥地域に根ざし看

護の提供を考察できる。などである。そして、科目レベルの学習成果は各教科の到達

目標としてシラバスに明示しているが学習成果という表現はしていない。科目担当教

員は授業開始日、科目のオリエンテーションを行い、授業のねらい、到達目標、講義

法、評価、準備学習について説明し、学生の理解を得て授業を進めている。  

教育目的・目標は学内外に対し、ホームページ、キャンパスガイド、シラバスに掲

載している。具体的には、シラバス、キャンパスガイドを使用して新入生ガイダンス、

在学生ガイダンスそして特にオープンキャンパス、学外説明会では丁寧な説明となる

様工夫している。この見直しは適宜行っている。  

 

(b)課題  

[こども学科 ] 

教育目的・目標は、学内に対しては入学当初は前述のように明確に表明しているが、

入学後確認する機会が不足していることから、改善が必要であると考える。  

 

[看護学科 ] 

ディプロマポリシーの第一に、「豊かな感性をもち、人間を幅広く理解することがで

きる」とあるが、「豊かな感性」を育む教育プログラムの立案について教員間のコンセ

ンサスを得ながら、具体化していくことが課題である。  

学習成果は看護師国家試験合格率が上昇することにつきるが、卒業後間もない看護

師の看護実践力の乏しさ、離職率の高さなど、科学的判断力、思考力、看護技術につ

いての弱点を指摘されることが多い。学習成果として専攻する特定の領域における基

本的な知識は国家試験合格で評価できるが、汎用的技能、論理的思考、態度・志向性

などは学習成果が明確には示されていない。さらに看護実践力は卒業時到達目標で評

価している。しかし、指導のもとで実施、理解できるレベルであり、一人でできると

いうレベルまでは多くの時間を要する。学習成果という表現でのシラバス、キャンパ

スガイドへの表示はしていない。  

教育目的・目標は学内外に表明しているが、アドミッションポリシーとして入学者

の意識、認識が十分であるとはいえない。この行き違いが、入学後の服装、挙措動作
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に現れる場合がある。そこで、合格通知と同時に、看護師像についてレポートしても

らい、看護師を目指す心構えについての準備として意識づけを試みている。  

 

 

 

基準Ⅰ -B-2  学習成果を定めている。  

［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］  

( 1 ) 学科・専攻課程の学習成果を建学の精神に基づき明確に示している。  

( 2 ) 学科・専攻課程の学習成果を学科・専攻課程の教育目的・目標に基づいて  

 明確に示している。  

( 3 ) 学科・専攻課程の学習成果を量的・質的データとして測定する仕組みを持っ  

 ている。  

( 4 ) 学科・専攻課程の学習成果を学内外に表明している。  

( 5 ) 学科・専攻課程の学習成果を定期的に点検している。  

 

(a)現状  

[こども学科 ] 

建学の精神「以和為貴（和を以て貴しと為す）」に基づき学習成果を定めるべく約 2

年間にわたり協議・検討した結果、社会人・職業人として求められる汎用的学習成果

を、①幅広い情報を収集し、探求心を持って学び続けることができる。②年齢、性別、

国籍、障がいの有無等を超えて、多様な人々と進んで交流する姿勢を持つ。③様々な

コミュニケーションスキルを獲得し、それを駆使して協働的関係を築くことができる。

④感性豊かにものごとを捉え、ことばをはじめ多様な方法によって表現することがで

きる。⑤多面的に物事を捉え、臨機応変に対応し、問題解決をはかることができる。

としている。また、現場に即応できる保育者に求められる専門的学習成果を、①保育

に関する専門的知識を理解し、具体的に説明することができる。②身に付けた知識や

技術を実践の場で活用・応用することができる。③保育職の社会的役割と使命につい

て自覚している。④主体性をもって保育に取り組むことができる。⑤「こどもから学

ぶ」という視点を持って、保育を実践することができる。⑥自らの保育実践を振り返

り、評価し改善することができる。と定めたことにより、明確にした。  

 また、教育目的が「生命と人権を尊重するとともに、人とあたたかい関わりのもて

る人間性豊かな保育者を育成すること」であり、教育目標には「1．興味・意欲を喚起

する授業と多様な体験の機会を提供し、『感動する心』『創造する心』『実践する力』を

育成する。2．幅広い専門的知識・技術を有し、社会的役割を遂行できる保育者を養成

する。3．幼稚園教諭免許と保育士資格を取得できるよう指導・教育する。」と定めた

ことから、学習成果は教育目的・目標に基づいていると考える。  

 学習成果の達成を目指し、各科目における到達目標が設定され、その評価として、

現状では、各科目の単位認定のための成績評価の仕組みは、各教員が定期試験・平常

試験・レポート課題・実技試験・授業態度等で測定し判定を行っている。「授業科目修

了の認定に関する規程」の第 5 条により、80 点以上を優、70 点以上を良、60 点以上
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を可、60 点未満を不可とし、可以上を合格としている。追試験・再試験に関しては、

「追試験・再試験に関する規程」により、教務調整会議が必要と認めた場合に限り行

っている。なお再試験の合格成績は「可」のみとなっている。また、「授業科目修了の

認定に関する規程」の第 7 条により、出席日数が学則に定められた授業回数の 3 分の 2

に満たない場合は、受験資格および単位を与えないことになっている。  

 シラバスにおいて、各科目の授業内容・方法、授業の到達目標、評価方法・基準を

明記するとともに、準備学習等を示すことによって学生が学習成果を達成しやすいよ

うにしてある。また、2 年生での総合表現Ⅰ・Ⅱの学習の成果発表として、年末に足利

市の公共施設（約 800 人収容の文化ホール）において表現活動発表会「ラ・ネッサン

ス」を行っている。内容は音楽表現（器楽・クワイアチャイム演奏）、造形表現（作品

展示）、身体表現（創作ダンス、リズム体操）であり、ステージで表現活動発表、ロビ

ーにおいて展示が行われており、平成 25 年度で 19 回目を迎えた。当日は、保護者、

家族、卒業生、一般市民、就職内定先の園長（施設長）などが来場し、非常に高い評

価を得ている。1 年生も全員が合唱の発表者としてステージに立っている。平成 24 年

度からは、入学前教育の一環として入学予定者へも参観を促している。  

 3 つの方針の学外に対する表明は、ホームページに公開されているが、学習成果につ

いてはまだ公開されていない。オープンキャンパスや進学ガイダンス等の場では口頭

で説明している。  

 学科としての大きな取り組みはまだまだ十分に行われていないが、教科間や教員間、

各教員においてはシラバス作成時に見直し点検が行われ、改善がされている。  

 

[看護学科 ] 

本学科は、建学の精神および保健師助産師看護師学校養成所指定規則に基づき、看

護師国家試験受験資格取得に必要な単位数は 3 年間で 100 単位以上、それに加え社会

福祉主事任用資格も取得できる。建学の精神を反映したディプロマポリシーをもとに

学習成果を行動レベルで示したものを全教員が確認している。建学の精神に沿った学

習成果であるよう努力している。  

 学科の教育目的・目標に沿って看護の実践力を強化するために、①的確な判断力と

問題解決能力、②専門知識と技術、③チーム医療の一員としてのパートナーシップ、

④コミュニケーション能力の 4 つを具備した看護師の育成に力を注ぐべき、教育課程

の編成を行いそこから学習成果を掲げている。ただし、学習成果という表現での周知

はなされていない。  

臨地実習に関しては、看護領域ごとに実習要項を作成し、到達目標を明確にしてい

る。また、看護基本技術の到達度評価表を用いて学生個々の自己評価を実施している。

評価表は文部科学省が示している「大学における看護実践能力の育成の充実にむけて」

を参考にしている。方法は、実習中および実習終了後に学生と個別面談をしながら、

また、アンケートを実施して学習成果を点検している。 3 年次においては、平成 23・

24 年度は「卒業時到達度技術チェック」と称し、学習成果を評価していたが、平成 25

年度は卒業前統合 OSCE（客観的臨床技能試験）を実施した。このことにより、より

実践的に学ぶことを強化した。ここでは①領域を超えた教員間の意思統一、②模擬患
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者の活用、③臨床状況をリアルに再現する工夫、④認知・情意・精神運動からなる評

価の基準、⑤看護実践の振り返りをロールプレイと状況判断を構造化とする学習プロ

グラムが構築された。これにより、卒業生の看護実践力を高めることをめざした。  

平成 23・24 年度と FD 研修で得た学習成果の概念を、建学の精神、ディプロマポリ

シー、カリキュラムポリシーを反映した科目レベルのものとして、学科内で共通理解

をしている。しかし、学習成果の量的・質的データの測定は、学習成果の要望・概念

の理解にとどまっている。  

学習成績として、優・良・可・不可の表明はホームページでしているが、卒業時の

学習成果として具体的な認知・技能・態度の表明はしていない。  

学習成果は教育目標に基づいた内容を学科会議で検討し、行動目標レベルでの項目

を掲げ、教員間で共有している。  

 

(b)課題  

[こども学科 ] 

各教員においては、シラバスに基づいて評価を行い量的・質的データとして測定す

る仕組みは持っているが、学科として共通認識に立った量的・質的データは明確にな

っていない。次年度に向け、成績評価に関して、根拠となる学習成果の評価をどのよ

うに行うのか、専門的学習成果や汎用的学習成果の評価をどのように行うのか等を学

科で協議し、より明確な測定の仕組みを検討する必要がある。  

 口頭では説明しているものの、ホームページにきちんと掲載し、誰が見てもわかり

やすいものにしていくことが急務である。そのためにも、ホームページの担当者を限

定する必要がある。  

 今後は、このことに関して定期的に点検できるシステムを作っていく必要がある。  

 

[看護学科 ] 

建学の精神である「以和為貴」「和顔愛語」より導き出された教育目標に、責任感と

倫理感を有し、あたたかい心で人とかかわることのできる人間性を養うとあるが、現

代の若者の特徴ともいえる、自己中心性、自己肯定感の乏しさ、アイデンティティの

未熟さに伴う他者理解の希薄化など人間教育での教育方法、内容に苦慮している。特

に汎用的技能である、コミュニケーションスキル、情報リテラシー、論理的思考力向

上などの学習内容が課題である。  

学習成果は学生が卒業するまでの間にあらかじめ「何ができるようになるか」を示

し、それを実現するまでの学習プログラムである。具体的には学生が獲得する知識・

技術、能力、価値であることとして文部科学省の指針のもと 2 年ほど前から着手して

いる。しかし、建学の精神から導きだされる学習成果では、情報リテラシー、論理的

思考力、態度・志向性の能力獲得などの学習成果の明確化が課題である。  

各科目の知識領域は定期テストや口頭試問、個人面接である程度評価できるが、客

観視できない学生の汎用的能力などの評価について測定法を考案する必要がある。ポ

ートフォリオ、リフレクション、ルーブリックを用いた学習成果、評価についての仕

組みについて FD 研修で学習を進めているところである。学習成果の質的データの測定
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法が課題である  

学習成果という定義は学科内では理解しているが、国家資格を目指す過程の特徴か

ら国家試験合格率を意識している。その中で、看護師としての本学科卒業生の学習成

果を具体的に学外に表明していくことが課題である。  

看護専門領域での点検は可能であるが、学科内での定期的点検は行っていない。  

 

 

 

基準Ⅰ -B-3  教育の質を保証している。  

［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］  

( 1 ) 学校教育法、短期大学設置基準等の関係法令の変更などを適宜確認し、法  

 令順守に努めている。  

( 2 ) 学習成果を焦点とする査定（アセスメント）の手法を有している。  

( 3 ) 教育の向上・充実のための PDCA サイクルを有している。  

 

(a)現状  

[こども学科 ] 

短期大学全体としては教務調整会議が設置されており、こども学科には教務担当教

員が 2 名任命されている。事務の教務担当職員とも連携を密に取り、短期大学設置基

準等の関係法令の変更等などを適宜確認し、法令順守に努めている。また、不明な点

についても、担当機関に確認しながら法令順守に努めている。  

 個々の学生に対する直接的な成績評価は、定期試験・平常試験・レポート課題・実

技試験・授業態度等で測定し判定を行っている。また、学習成果につながる評価の方

法として、全学生に対する「授業についてのアンケート」（前・後期全教科各 1 回、専

任・非常勤ともに必ず実施）や「卒業年次生アンケート」「卒業生アンケート」を実施

しているが、卒業生の回収率が低いのが現状である。  

 各教員は、授業改善の PDCA サイクルで自らの授業の向上・充実のための改善を図

っている。学生の「授業についてのアンケート」結果に関しても、報告書を提出して

今後の改善目標等を記入するようになっており、次年度には前回の調査結果にもとづ

く改善目標も記入するようになっている。また、FD 活動での研修内容を各教員が真摯

に受け止め、教育の向上・充実のための取り組みが行われている。  

 

[看護学科 ] 

本学科の教育のもとになっている学校教育法、短期大学設置基準、保健師助産師看

護師学校養成所指定規則などの法令に従って、適宜、カリキュラム修正・追加・変更

をおこない法令順守に努めている。平成 21 年 4 月より基礎看護教育の改正カリキュラ

ムが導入された。改正カリキュラムでは、学生の看護実践能力の強化が重要課題とさ

れ、看護師の教育課程で習得されるべき技術項目の精選が行われ、卒業時の到達度が

明確化された。と同時に看護基礎教育への統合看護援助論の導入、看護の統合と実践

実習の設置義務が課せられた。本学科においては、基礎看護領域で入学時より、到達
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度一覧表を配布し、各自目標に向かっての学習を進めてきた。一方、改正カリキュラ

ムを受け、看護の統合と実践実習では、模擬患者を活用した学内演習で看護領域の特

徴を踏まえた状況設定を行い、臨場感ある学習法で一定の学習効果を得ている。これ

により臨地実習では複数の患者の優先度が考えられるようになり、看護の実践力を準

備する学習内容が深められた。  

学習成果を焦点とする査定（アセスメント）は、学習成果アセスメントを行う前提

としてのシラバスのリデザインの見直しも必要である。学習の到達目標は、学生が理

解できる内容であるか、測定可能な目標になっているか、看護学科で多く用いられて

いる効果的な形成評価の在り方はどうか。客観的な評価のしにくい汎用的な領域をど

のように評価するかなど、教員間の評価基準の統一という事が、必要である。一方、

学科、機関レベルは、卒業時アンケート、臨地実習事前・事後アンケート、国家試験

対策実施後アンケート、卒業生アンケートで把握している。特に本学科の教育全般、

学習環境についての満足度は卒業生からの声を真摯に聞き、改善策を立てる必要があ

る。  

教育の向上・充実のために、Plan として、関係する法規に則り教育課程を定め、教

育目的・教育目標、シラバスに各科目の目標と授業計画を明記している。Do としては、

シラバスに従い講義、演習、実習による授業を行い、試験、レポート、実技試験、各

実習施設における実践等で学習成果を測定している。Check としては、授業アンケー

ト、各種アンケート、教員間における授業参観、形成的、総括的評価方法の検討会等

で、アセスメントし、問題点を明確にしている。さらに Action として、科目ごとの授

業改善、教員は、FD 活動への積極的な参加、教員相互の意見交換や学会・研修会で新

しい知見を獲得し、さらなる学習成果の獲得のために教員の教育力を高める取り組み

に努めている。以上のような組織的な取り組みと教員個々の教師力の向上や教育の質

保証につながるものと考える。  

  

(b)課題  

[こども学科 ] 

学生個人の学習達成度を確認するための手段として、履修した成績を GPA 制度を用

いて、前期終了時の総合順位と後期終了時の総合順位を明確にすることで、学生の意

識向上に繋がるのではないかとの認識から、学科で協議することも検討していくこと

が必要である。  

教育の質保証のためには、教員の教育力向上が必須条件である。毎年 FD 研修会を実

施してきたが、今までは学習成果が中心であった。今後は、授業に関する研修を行う

ことと、授業参観を定期的に開催し、教育の向上・充実のための意見交換ができるよ

う協議・検討していくことが必要である。  

 

[看護学科 ] 

看護師国家試験合格率のアップと看護実践力向上を目指して、いかに教育プログラ

ムを立案するか、現行を評価し改善することが課題である。  
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［テーマ］  

基準Ⅰ -C 自己点検・評価  

 

(a)自己点検・評価の要約  

自己点検評価委員会を中心に「自己点検・評価委員会規程」に基づいて運営されて

いる。委員会は、委員長（学長）、こども学科・看護学科の両学科長、事務長、ALO の

5 名で組織されている。  

規程には「委員会は足利短期大学全学科の校務に係る総括的な事項についての自己

点検・評価を行い『自己点検・評価報告書』を発行するとともに、改革・改善を推進

する」とある。  

自己点検・評価委員会は毎月 1 回定例委員会を開き、FD・SD 研修会の開催、公開

授業の開催、授業アンケートの実施、卒業年次生アンケート、卒業生アンケート、自

己点検・評価（報告書の作成）を行っている。  

また、運営機構各委員会の活動に対し、PDCA サイクルに基づき自己点検評価の報

告依頼と、その報告を受け課題と改善個所の指摘を行っている。  

報告書については、第三者評価の 1 クールが終了したため、評価内容の見直しがな

され、平成 22 年度新基準が示された。本学では『平成 22 年度自己点検・評価報告書』

を発行、平成 23 年度は学内での報告とし、平成 24 年度は報告書を発行した。平成 25

年度は本報告書である。  

各委員会は自己点検・評価委員会の改善個所の指摘を受け当該年度の活動に活用し

ている。  

 

(b)自己点検・評価に基づく改善計画  

大学の全入学時代を迎え、学生の多様化が指摘されている今日、全学をあげて共通

の理解のもとに PDCA サイクルによる見直し改善が必要であるが、教員による認識の

温度差があると思われるため、共通理解していくことが求められる。  

報告書は毎年の作成がよいと思うが、その難しさは教員の授業以外の雑多な業務に

追われていることによる。限られた人数の教員の職務分担の軽減をはかることが当面

の課題となる。  

また、FD・SD 研修会、公開授業、学生による授業アンケートなどの自己点検・評

価の活動について研修会を行うなどを通して、共通の理解を広げる必要がある。  
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［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。  

［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］  

( 1 ) 自己点検・評価のための規程および組織を整備している。  

( 2 ) 日常的に自己点検・評価を行っている。  

( 3 ) 定期的に自己点検・評価報告書等を公表している。  

( 4 ) 自己点検・評価活動に全教職員が関与している。  

( 5 ) 自己点検・評価の成果を活用している。  

 

(a)現状  

自己点検・評価委員会を中心に「自己点検・評価委員会規程」に基づいて運営され

ている。規程には「委員会は足利短期大学全学科の校務に係る総括的な事項について

の自己点検・評価を行い『自己点検・評価報告書』を発行するとともに改革・改善を

推進する」とある。委員長（学長）、こども学科・看護学科両学科長、事務長、ALO の

5 名で組織されている。  

自己点検・評価委員会は毎月 1 回の定例の委員会、および必要に応じて臨時の委員

会を開いて自己点検・評価について検討している。運営機構各委員会の活動に対し、

PDCA サイクルに基づき自己点検評価の報告依頼とその報告を受け、課題と改善事項

の指摘を行っている。FD 活動として、研修会の開催、公開授業の開催、授業アンケー

トの実施、卒業年次生アンケートの実施、卒業生アンケートの実施等を行っている。  

学習成果や授業改善等のために、年に一度外部講師を招き FD 研修会を開催している。

平成 25 年度においては、こども学科は鳴門教育大学の湯地宏樹氏を講師に招き、「保

育養成校における質保証の向上について」をテーマとする研修会を行った。看護学科

はあじさい看護福祉専門学校看護学科の糸賀暢子氏を招き、「ポートフォリオ・リフレ

クション・ルーブリックを用いた看護教育評価について」をテーマとする研修会を行

った。  

SD 研修会については、愛媛大学の秦  敬治氏を招き「教職協働の事例とコツ」につ

いて研修を行った。  

研究授業は平成 20 年度より行っており、その主旨は、あくまでも自己の授業内容・

技術の向上のためにある。当初は公開を強制することなく教員各自の自発的な申し出

を受けることにしていた。しかし、他の教員の授業参観には少なからず抵抗があり、

平成 22 年度からは研究授業を公開授業と名称を改め、授業後の検討会も開放的な雰囲

気となるように工夫をするなど、授業実施者と参観者が共に共感しあえるように改善

をした。平成 23 年度は前期のみ 2 名の申し出があり実施した。平成 24 年度は、申し

出がなく、実施できなかった。平成 25 年度は公開授業の在り方を見直し、10 月 21 日

より一週間の期間を設け全専任教員の授業を公開することとした。その結果 4 科目に

ついて参観があり、7 人の参観者があった。  

学生による授業アンケートは、平成 14 年度からこども学科で実施してきた。平成 16

年度に看護学科・専攻科福祉専攻が加わった。集計は教務職員が行い、各教員が集計
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結果をもとに報告書を作成し、各学科会議で報告するとともに意見交換をし、授業改

善に活かしてきた。平成 22 年度からは、学生が忌憚なく意見を記入できるように実施

の方法と用紙の回収方法を改善した。集計については、平成 23 年度からは外部業者に

依頼するとともに、報告書は図書館で保管し閲覧希望者には教員学生を問わず公開し

た。  

本学での学習成果を確認するため、「卒業年次生を対象とした足利短期大学教育等に

関するアンケート調査」を行っている。  

「自己点検・評価報告書」の発行については、平成 18 年度の『自己点検・評価報告

書』により、平成 19 年度に短期大学基準協会の第三者評価を受け適格と認定された。

その後は平成 19・20・21 年度と各専門委員会（以後委員会という）で自己点検・評価

を行った上、自己点検・評価委員会に現状と課題をまとめて提出することになった。

自己点検・評価委員会では委員会ごとに重点目標を指摘し、次年度の改善を求めてき

た。したがって報告書の作成や公表もしていない。  

短期大学基準協会では、平成 22 年度に第三者評価の 1 クールが終了したため評価内

容の見直しがなされ、新基準が示された。本学では平成 23 年度、新基準により『足利

短期大学の現状と課題―平成 22 年度自己点検・評価報告書―』を発行した。作成にあ

たっては、ALO を中心に実施した。平成 23 年度は報告書を作成しなかったため、各

委員会に現状と課題の報告を求め、自己点検・評価委員会では報告に基づき改善項目

を指摘し、各委員会に対応を依頼した。平成 24 年度は、PDCA サイクルに則った報告

書を作成し発行した。  

自己点検・評価委員会は各委員会に毎年度ごとに現状と課題の提出を求めている。

自己点検・評価各委員会は提出された報告を精査し、次年度の改善策として指摘して

いる。各委員会では自己点検評価委員会の指摘のもとに次年度の活動に取り上げ、改

善の方策の参考としている。  

 

(b)課題  

大学の全入学時代を迎え、学生の多様化が指摘されている今日、大学全般にわたる

総括的な改革・改善は不可欠である。しかし、このような見直しについては、教員に

よってその認識に差がある。全教員が共通の認識のもとに展開をはかる必要がある。  

自己点検・評価報告書は、平成 18 年度の第三者評価を受けたのち、平成 19・20・

21 年度の 3 カ年は発行していない。平成 22 年度は報告書発行、平成 23 年度は各委員

会報告。平成 24 年度は報告書を発行した。  

平成 25 年度の FD 研修では、鳴門教育大学の湯地宏樹氏を招き研修を実施した。大

学の質の保証やその査定などにまだまだ教員間で理解に差異があり、共有化を図りた

い。SD 活動は、愛媛大学の秦  敬治氏を招き研修を行った。研修内容が事務の現場で

活かされるよう改善を望みたい。  

公開授業は、自己の授業内容や技術の向上などを目指すため、自発的な申し出によ

って行われてきた。ところが、近年申し出が無いことから、平成 25 年度は一定期間を

設け全専任教員が授業を公開することにした。しかし、限定された時間では、授業等

の制約のため参観に困難な部分があったため、さらに公開授業のあり方を検討したい。
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参観させてもらった授業をいかに自分の授業に取り入れるかが課題である。  

学生による授業アンケートは、その授業に対する学生の率直な意見を聞くことので

きる唯一の方法である。全教員がアンケートの主旨を理解して実施すること、また、

学生の意見を真摯に受け止め、多様化する学生に有効な授業の工夫を考えなければな

らない。  

卒業年次生アンケートは、本学在学の集大成としての学校・学科に対する評価であ

る。本学に入学し 3 つのポリシーのもと、それぞれの専門的知識・技術を修得し、本

学で学生生活を過ごして良かったと評価されるような学校づくりをしなければならな

い。平成 23 年度に初めて行ったが、集計の数値は、まず各教職員が、また各委員会が

自己点検・評価の重要な参考資料とし、真摯に受け止め、改善に当たらなければなら

ない。  
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◇ 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。  

 

[こども学科 ] 

建学の精神のもとに「仏教保育論」を開設している。仏教保育とは、私たちの日常

の生活が多くのもの・ことのお陰であることを知り、生きものの生命を大切にする心

や、社会や自然に感謝する気持ち、また、互いに助け合わねばならないこと、などを

教える授業である。その科目の中で体験学習として市内の禅寺で坐禅を行っている。

目的は①坐禅を行うことにより自分の内面に目をむけてみる。②同一の体験を持つこ

とにより学生間の共通の理解をはかる。③仏教の実際に触れ、仏教の作法を体験する。

である。  

 学習は、作務、坐禅、法話より成り、レポートでまとめる。まず住職より作務とは

ただ清掃をすることではなく、自分の心を清めるという意味があることを教えられ、

箒で境内の落ち葉を集め、雑巾で床を磨き、ガラスの埃をぬぐう、などの作務を行う。

ついで坐禅を行う際の手の組み方、坐り方、入室の仕方など細かい作法を学び、約 30

分間の坐禅を行う。その後、住職より「生きるとは何か」、「この世に生まれてきた意

味」などの法話をいただく。そして学校に戻り、坐禅体験をレポートにまとめるので

ある。毎年 2 年次で行われるこの研修は学生に好評で、自分を見つめるよい経験にな

ったという報告を受けている。  

 

[看護学科 ] 

仏教精神に基づく教育課程の一部として、看護学科 1 年次生は禅寺での体験学習を

行っている。目的は、足利短期大学学生としての意識、自覚を高め「和の精神」を理

解するとし、①坐禅を組むことで自己を見つめる。②グループメンバーとの協調を図

り対人関係をつくる。③学生間の交流を深め、学生および教員との親睦をはかる。④

短大生活における目標を持つ。としている。研修内容は、坐禅・作務・食事・講話で、

寺の住職の指導の下、日常とは異なる体験は多くの刺激を学生に与えている。坐禅で

は集中力、精神統一、忍耐力、自己を見つめる機会を得、食事では感謝の気持ち、作

務においては、協力して作業することの大切さ、物への愛着を学び、講話では人とし

て、看護師としてのこれからのあり方の示唆を受け止めている。この体験は本学科な

らではの特色ある教育の一つである。  

2 年次生になると、本学科の教育理念である仏教精神を基盤として看護への意思（決

意）を明らかにするというサブテーマで「ウパスターナ（傍らに立つ）」を平成 17 年

度より実施している。成道図の前で仏の灯をいただき、誓いの詞を人々の前で宣言す

る。看護への決意、保護者への感謝、揺れ動く心の振り返りなど、ここでもこの体験

は学生の心への刺激となって、成長を助ける式典となっている。  

 

（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。  

   特記事項なし   
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【基準Ⅱ  教育課程と学生支援】  

 

(a)自己点検・評価の要約  

 文部科学省短期大学設置基準の方針に対応し、本学の教育理念からカリキュラムを

編成しており、学位授与に関しては、キャンパスガイドやシラバスに明記し、学外に

も表明している。学科の教育目的・目標、ディプロマポリシーなどの説明も行ってい

る。平成 24 年度は FD 研修を受け教育目標やディプロマポリシー、学習成果の内容を

再考し、学位授与の方針と学習成果の対応を行い見直しを行った。その後も定期的に

内容を点検している。学位授与の方針に対応した教育課程を編成しており、シラバス

において各授業の「概要・目的」「到達目標」「評価内容・方法」「準備学習」等を明記

し、学生の学習が進められやすくなっている。  

授業形態は、講義・演習・実技・実習と学習成果が得られやすいように編成されて

おり、それぞれの教科における成績評価は教育の質を保証するため、各教員によって

適切に行われている。「平常試験」「定期試験」「レポート課題」「実技」「授業態度」等

の成績評価においては、シラバスに記載された基準に則り行われている。授業内容に

関しては、授業アンケート等を実施し内容を再検討している。教員配置は、教員の資

格・業績をもとに行い、バランスのある教育課程の編成を行えるようにしている。  

学習成果は、専門的な知識、技術の理解、それを実践の場で応用出来るなどの内容

を含み、現任教育につながっているため、実際的な価値のあるものとなっている。学

習成果をもとに、各授業内容の見直しや到達目標の再検討を行い、各教科における学

習成果の査定を進めている。学習成果は測定可能であるよう内容を考えてきたもので

あるので、各教科、テストやレポート等をそれぞれの学習過程で行い、客観的データ

を用い測定をするなど方法を工夫している。しかし、学科全体としての組織的な査定

方法は検討中である。  

 建学の精神・理念、教育目的・目標をもとにアドミッションポリシーを明確化し、

学生募集要項やホームページに明示している。資格取得の養成校であるため、学習成

果の内容と受け入れの方針に大きく差はないが、学習成果の明確化が平成 24 年度であ

るため対応は充分ではない。入試には推薦入試、一般入試、AO 入試がある。推薦入試

では高等学校における評定平均値を出願条件としており、一定の学力を求めている。

入学者受け入れの方針にそって、調査書の点数化、面談、小論文、学力試験の内容等

入試選抜方法を工夫している。  

進路指導に関しては、進路指導担当の嘱託職員を含め教員と事務職員で指導体制を

組織しており、進路支援に関する情報収集、情報の提供、指導を行っている。今年度

就職先からの卒業生の評価を学習成果の点検に活用していくことに取り組み始めた。  

 事務職員の学生支援に関しては、学務（教務・学生・進路）と総務（庶務・会計・

管材）とに区分されそれぞれの職員が配置されており各委員会に所属し事務運営にあ

たっている。現在保有する教育資源を有効に活用しながらその成果を達成するよう努

めている。図書館では学生の利便性を考慮し蔵書内容の充実に努め、閲覧室では学生

の学びのためのスペースの確保と開館日や開館時間を考えている。学生指導全般の指

導や行事、学生自治の支援、日本学生支援機構の奨学金貸与に関する適格認定、美化
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活動等を通し学習成果獲得に向け学生生活の支援を行っている。また、学生の健康管

理のために医務室や学生相談室を設置し、嘱託職員、非常勤カウンセラーが対応して

いる。  

 

 

(ｂ )自己点検・評価に基づく行動計画  

教育課程は、学習成果に対応して編成されてはいるが、学習成果と授業科目はどの

ように関連しているのか、学生にとってさらにわかりやすい視覚的表示をしていく。

また、各教科、テストやレポート等をそれぞれの学習過程で行い、客観的データを用

い学習成果を測定する方法を工夫し行っているが、学生が獲得すべき知識・技術・態

度の観点からどの程度学習において獲得されたか、修得の程度を客観的に評価する指

標をより検討研究する必要がある。そして、各教科内にとどまらず、教科間との関連

や教育課程における学習成果を量的・質的に測定する具体的な方法を考えていかなけ

ればならない。そのためにも、カリキュラムのさらなる高度化を図り、学科として共

通認識に立った組織的な評価方法を具体的に検討していくことを考えている。平成 26

年度、カリキュラム検討委員会を立ち上げる計画が進んでいる。  

事務職員も学習成果の獲得に向けた責任を果たすために、学習成果を認識しつつ、

今ある教育資源を有効に活用できる能力研鑽に努める。  

入学者受け入れに関しては、今後アドミッションポリシーにおいて高等学校で学習

すべき科目や取得しておくことが望ましい資格を明らかにしていくことが重要である

と考えているが、まずは教職員が共通認識をもち、定員の確保に努めることが重要で

ある。  

 進路支援については、卒業後の学生の評価を学習成果の点検に活用するための具体

的方法を継続して検討していく。  

学生支援に関しては、生協店開店時間の延長、駐車場の確保、駐輪場の設置場所を

考えていく。継続して日本学生支援機構奨学金受給希望学生への教職員の対応を検討

していきたいと考えている。  

 

 

 

［テーマ］  

基準Ⅱ -A 教育課程  

 

(a)自己点検・評価の要約  

学則に規定されている学位授与に関しては、キャンパスガイドやシラバスに明記し、

ホームページにも掲載して学外に表明している。また、学科の教育目的・目標、ディ

プロマポリシーなども明記し説明を行っているが、平成 24 年度は FD 研修を受け教育

目標やディプロマポリシー、学習成果の内容を再考し、学位授与の方針と学習成果の

対応を確認した。その後も定期的に内容の点検を行い見直しを行っている。学位授与

の方針に対応した教育課程を編成しており、シラバスにおいて「開講学年・時期」「授
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業形態」「評価方法・基準」「単位数」「授業計画」等を明記し、授業概要では「目的・

内容」「到達目標」等がわかりやすくまとめられている。平成 23 年度から「準備学習」

を追加し、学生にとって授業の見通しを持って学習が進められやすいようになった。       

授業形態は、講義・演習・実技・実習と学習成果が得られやすいように編成されて

おり、それぞれの教科における成績評価は教育の質を保証するため、各教員によって

適切に行われている。「平常試験」「定期試験」「レポート課題」「実技」「授業態度」等

の成績評価においては、シラバスに記載された基準に則り行われており、学生にはシ

ラバスをもとに成績評価の方法について、具体的に説明している。複数教員で担当す

る科目においては教員間で評価基準を作成し共通の基準をもって成績評価を行ってい

る。授業内容に関しては、授業アンケート等を実施し授業内容の省察を行い次年度に

向け改善している。  

教員配置は、教員の資格・業績をもとに行い、バランスのある教育課程の編成を行

えるようにしており、定期的に見直しを行っている。  

建学の精神・理念、教育目的・目標をもとにアドミッションポリシーを明確化し、

学生募集要項に明示している。学習成果に対応する入学者受け入れの方針については、

学習成果自体の明確化が平成 24 年度であるため、対応への努力をしている段階である。

しかし、保育職と看護職に関する養成校のため、学習成果と入学者受け入れの方針の

内容として大きな差があるわけではない。推薦入試では高等学校における評定平均値

を出願条件としており、一定の学力を求めている。入学者受け入れの方針に沿って、

調査書の点数化、面談、学力試験の内容等入試選抜方法を工夫している。  

 明確化した学習成果をもとに各科目において授業の目的・内容、到達目標をシラバ

スに具体的に表記している。また、到達目標を明確に示し資格取得を目指す学生にと

って無理のないようカリキュラムが編成されている。学習成果は、専門的な知識、技

術の理解、それを実践の場で応用出来るなどの内容を含み、現任教育につながってい

るため、実際的な価値のあるものとなっている。学習成果をもとに、各授業内容の見

直しや到達目標の再検討を行い、各教科における学習成果の査定を進めている。学習

成果は測定可能であるよう内容を考えてきたものであるので、各教科、テストやレポ

ート等をそれぞれの学習過程で行い、客観的データを用い測定をするなど方法を工夫

している。しかし、学科全体としての組織的な査定方法は検討中である。  

就職指導に関しては、進路指導担当の嘱託職員を含め教員と事務職員で指導体制を

組織しており、進路支援に関する情報収集、情報の提供、指導を行っている。また、

卒業後の就職先への職場訪問を行ったり、現況調査書を郵送したりし評価を受けてい

る。就職先となる施設との面談では、施設側の要望や意見、学生の様子を聞き把握し

ていたが、今年度卒業生の評価を確認事項に含めるなどして、明確化してきた学習成

果の点検にこの評価をより一層活用していくことを推進している。  

 

(b)自己点検・評価に基づく改善計画  

学位授与の方針については、すべての学生がその内容と目的について理解する必要

がある。しかしながら、現状は全学生が理解していると確証できないため、担当科目

の授業計画や評価方法を確認するだけにとどまらず、全教員が担当科目と学位授与と



   

21 

 

の関連について解説等を行うことを考えていく。学位授与の方針と学習成果との対応、

それに伴う成績評価基準に関しては、質の高い教育と充実した授業内容を検討してい

く上で再度見直していく。教育課程は、学習成果に対応して編成されているが、学習

成果と授業科目はどのように関連しているのか、学生にとってわかりやすい視覚的表

示をしていくことを考えている。  

成績評価に関しては、授業形態の違いを越え、また隣接する科目間で授業内容も含

めた成績評価の基準について確認し理解し合う必要がある。シラバスの充実と活用性

を高めるための工夫をしてきたが、教育に対する視点が変化してきた時代を過ごした

学生が入学している現状を把握しつつ、常に見直していくことが必要である。また、

継続的に学生に提示し、利用し、学習意欲を高め学習成果を達成するための学びに向

けて活用する方法を考えている。各教科、テストやレポート等をそれぞれの学習過程

で行い、学習成果は客観的データを用い測定をするなど、方法を工夫し行っているが、

学生が獲得すべき知識・技術・態度の観点からどの程度学習において獲得されたか、

修得の程度を客観的に評価する指標をより検討研究する必要がある。また、教員と学

生双方が学習成果を共通認識できるようにするための方法の見直しも必要である。そ

して、各教科内にとどまらず、教科間との関連や教育課程における学習成果を量的・

質的に測定する具体的な方法を考えていかなければならない。そのためにも、カリキ

ュラムのより高度化を図り、学科として共通認識に立った組織的な評価方法を具体的

に検討していくことを考えている。  

本学としてアドミッションポリシーを明確化してきた。しかし、学習成果の明確化

が昨年度ということから、学習成果に充分対応しているとはいえない。そこで今年度

は確認をしたがさらに、学習成果に対応するようアドミッションポリシーを見直す必

要がある。アドミッションポリシーでは求める学生像だけではなく高等学校で学習す

べき科目や取得しておくことが望ましい資格を学科ごとに明らかにしていくことが、

質の高い保育者・看護師養成のために必要であると考えられる。入学者選抜の方法に

ついては、それぞれの入試形態でアドミッションポリシーに沿った調査書の点数化、

面接をして判定しているが、各年度の状況を充分点検・評価し方法について考えてい

く必要がある。  

 学生の卒業後の評価に関しては、卒業生と養成校についての意見交換が出来るよう

な機会を通し、卒業生の現状の把握と各就職先がどのような人材を求めているのか等

の確認は出来ている。しかし、卒業生の就職先からの評価の学習成果の点検への活用

については現在行われていない。聴取した問題点を個々の学生の特性と捉えることが

あるが、どのようにして組織として学習成果の点検に活用していくことができるのか、

難しい問題である。まずは聴取の時期、方法、内容等、よりよい方法についての検討

を継続して行い、その結果を学習成果の点検に活用していくことを考えている。  
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［区分］  

基準Ⅱ -A-1  学位授与の方針を明確に示している。  

［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］  

( 1 ) 学科・専攻課程の学位授与の方針は、それぞれの学習成果に対応している。  

( 2 ) 学科・専攻課程の学位授与の方針は、卒業の要件、成績評価の基準、資格  

 取得の要件を明確に示している。  

( 3 ) 学科・専攻課程の学位授与の方針を学則に規定している。  

( 4 ) 学科・専攻課程の学位授与の方針を学内外に表明している。  

( 5 ) 学科・専攻課程の学位授与の方針は、社会的（国際的）に通用性がある。  

( 6 ) 学科・専攻課程の学位授与の方針を定期的に点検している。  

 

(a)現状  

[こども学科 ] 

学位授与の方針は「1．保育に関する専門的知識と技術を習得し、実践の場で活用・

応用できる力を身につける」、「2．保育職の社会的役割について認識し、使命感をもっ

て保育に専心しようとする職業観をもつ」、「3．子どもから学ぶを基本姿勢とし、専門

を越えて幅広く学び自省的にものごとを捉えることができる」、「 4．多様な人と交流す

ることに努め、協働的関係を築くことができる」、「 5．豊かな感性と教養を身につけ、

創造的に問題解決にあたることができる」を掲げ、所定の単位を修得し卒業要件を満

たした学生に短期大学士の学位が授与される旨キャンパスガイドに明記している。  

卒業の要件については、シラバス、キャンパスガイド (足利短期大学学則第 3 章「授

業科目・履修方法および卒業の要件」、足利短期大学こども学科履修規程 )に、成績評価

基準においてもキャンパスガイド (学則第 3 章 19 条・20 条・21 条 )に明記され、幼稚

園教諭 2 種免許状と保育士の資格取得の基準に関してはキャンパスガイド (学則第 3 章

14 条・15 条 )に明記している。  

 学位授与の方針は、足利短期大学学位規程に記されており、学則第 21 条に規定して

いる。  

 学位授与の方針は毎年度発行されるキャンパスガイドやシラバスに明記し、新入生

ガイダンスでは学科長による学生への説明と確認を行っている。また、オープンキャ

ンパスにおいて入学を検討している学生を対象に学科の教育目的・目標、学習成果を

説明し、ホームページ上にも載せ学外に表明している。  

 本科の学位授与方針の「2．保育職の社会的役割について認識し (以下略 )」、「4．多様

な人々と交流することに努め (以下略 )」、および教育目標「 (略 )社会的役割を適切に遂

行できる保育者を養成する」では、社会的 (国際的 )に通用する内容が示されている。  

以上のことは、引き続き見直しを行っている。  

 

[看護学科 ] 

卒業要件および学位授与の方針は、学則第 21 条に規定され、一般教育科目 13 単位

以上（必修 8 単位を含む）、専門基礎分野 22 単位（必修科目 21 単位および健康支援科

目の選択科目 1 単位以上を含む）、専門分野Ⅰ・Ⅱ、看護学特論、総合分野 65 単位以
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上（必修科目 64 単位を含む）合計 100 単位以上を取得することが、詳細にキャンパス

ガイドに示している。所定の単位を修得し、卒業要件を満たした学生に短期大学士の

学位が授与される旨、学則第 21 条に規定されている。  

成績の評価基準は学則第 19 条、20 条に規定され、キャンパスガイドに詳細に示さ

れており、学位授与の方針は、毎年度発行されるキャンパスガイドおよびシラバスに

明記し、表明している。  

学位授与の方針は、学科のディプロマポリシーとして示されており、前文において

も「 (前略 )…社会に貢献しうる看護師の養成」とあることから、社会の情勢や動向に対

応し、常に通用性を担保している。そして「 5.社会の動向に関心を持ち… (以下略 )」で

は、社会の動向に関心を持つとともに、継続的に学習することができるとしているこ

とは、社会的（国際的）に対応できる内容である。  

学科の学位授与の方針は学科会議で、確認をし点検をしている。  

 

(b) 課題  

[こども学科 ] 

学位授与の方針は、卒業の要件、成績評価の基準、資格取得の要件を明確に示して

いる。また、学位授与の方針を学則に規定しているため両項目に関する課題はない。  

 本学科の学位授与方針である「2．保育職の社会的役割について認識し (以下略 )」、「4．

多様な人々と交流することに努め (以下略 )」、および教育目標「 (略 )社会的役割を適切

に遂行できる保育者を養成する」とあるように、社会的 (国際的 )に通用すべき内容が示

されているものの、理解して卒業している学生がどれだけいるかということに関して

把握していない。そのため、入学時や初回授業のみならず全教員が普段の学生生活や

授業内において学位授与の方針を明示していく方法を検討する。  

学位授与の方針と学習成果との対応、それに伴う成績評価基準に関しては、質の高

い教育と充実した授業内容を検討していく上で再度見直していく必要がある。  

 

[看護学科 ] 

学内に関しての課題はない。しかし学外に関しては本学科のホームページを活用し

た表明の検討が必要である。  

毎年度学科会議で検討していることにより、課題はないが、学校教育法等の法令や、

省令の改正に伴い確認や見直しを臨機に実施していく必要がある。  
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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。  

［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］  

( 1 ) 学科・専攻課程の教育課程は、学位授与の方針に対応している。  

( 2 ) 学科・専攻課程の教育課程を体系的に編成している。  

①  学習成果に対応した、分かりやすい授業科目を編成している。  

②  成績評価は教育の質保証に向けて厳格に適用している。  

③  シラバスに必要な項目（達成目標・到達目標、授業内容、準備学習の内

容、授業時間数、成績評価の方法・基準、教科書・参考書等）が明示さ

れている。  

④  通信による教育を行う学科・専攻課程の場合には印刷教材等による授業

（添削等による指導を含む。）、放送授業（添削等による指導を含む。）、

面接授業又はメディアを利用して行う授業の実施方法を適切に行って

いる。  

( 3 ) 学科・専攻課程の教育課程は、教員の資格・業績を基にした教員配置となっ  

 ている。  

( 4 ) 学科・専攻課程の教育課程の見直しを定期的に行っている。  

 

(a)現状  

[こども学科 ] 

教育課程は学位授与の方針に対応している。本学科が掲げている 5 つの学位授与方

針に対応した教育課程を編成し、それらを達成するため授業は講義・演習・実技の形

態で行われ、理解しやすい授業科目を編成している。  

成績評価は、シラバスに記載された評価の方法・基準に則り行われている。方法・

基準は「平常試験」「定期試験」「レポート課題」「実技」「授業態度」が主な評価事項

で、どの項目に重点を置くかは各科目担当教員に委ねられている。教員は初回授業開

始時にシラバスをもとに成績評価の在り方について具体的に学生に説明し、教育の質

を保証するため各担当教員によって成績評価が行われている。  

複数教員で担当する科目においても、担当教員で評価内容を作成して基準を明確化

し、成績評価を行っている。  

科目を担当する教員は、シラバスに「開講学年・時期」「授業科目名」「授業形態」「単

位数」「資格」「評価方法・基準」「教科書」「授業計画 (回数、内容 )」「準備学習」等を

明示し、「授業概要」では、「授業の内容・方法」や「到達目標」がわかりやすくまと

められている。また、「担当者からのメッセージ」を設け、学生の学習意欲につながる

よう記載内容を工夫している。  

 教員の科目担当は教員の業績 (採用時の履歴書・研究業績・資格・社会的活動等 )をも

とにして配置を行うようにしており、これについては毎年度定期的見直しを行ってい

る。  

最終の授業では、全教員が授業アンケートを行い、それらの結果をもとに授業の見

直しと省察を行い、次年度に向け改善している。平成 23 年度から追加した授業計画の
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一部である「準備学習」の欄によって授業内容の見通しが立ち、予習することで学生

の学びが継続されていく。しかし、どの時期にどれだけの事前学習・事後学習等が学

生に課されているのか、学生の学修時間のバランスを全体で把握していないのが現状

である。また、時代や社会の変化と共に入学する学生も年々変化している。保育者養

成校として、基礎的学力や人間関係能力等が求められている中、教育課程を見直し工

夫していく。  

 

[看護学科 ] 

教育課程は、学位授与の方針に対応している。  

 カリキュラムは、学年進行に伴い漸進的に学習できるように設計し体系化している。

1 年次には、基礎科目を配置し人間性の育成を図り、2 年次では、専門基礎・専門科目

を中心に学び、3 年次は、看護専門科目の臨地実習というように基礎から専門、応用へ

と積み上げができる体系となっている。  

    教育の質保証に向けて適応するために、成績評価方法を明確にし、複数教員の科目

においては、教員間の話し合いによる共通理解をしている。実習においては、毎月定

期的に開催される会議で成績評価について話し合いをもち、教員間での共通認識をも

ち成績評価ができるようにしている。  

 シラバスには科目ごとに、「内容・方法」「授業の到達目標」「評価内容・基準」「使

用教科書」「参考書」「授業回数・内容」「準備学習」の項目を記載しており、各科目の

到達目標に向けて学生が学習を進められるようにしている。  

各教員の資格・業績（採用時における資料・研究業績・資格・社会的活動）を考慮

し、教員配置をしている。  

 学科の教育課程の見直しは、年度毎に実施している。  

  

(b)課題  

[こども学科 ] 

教育課程については、学習成果に対応して編成されてはいるが、学生に提示する上

において、全学生が理解できるような視覚的工夫は不十分である。今後の課題として、

学習成果と授業科目はどのように関連しているのか、入学者や在学生にとってわかり

やすい表示をしていくことが必要である。  

成績評価に関して、複数教員で担当している科目においては評価基準を明確化し、

連携を図りながら成績評価を行っているため問題はない。しかしながら、教員一人で

担当する科目においては、授業の形態等の違いにより評価方法が異なっているものの、

どのように評価を行っているのかを教員間で確認する、といった組織的な確認は行っ

ていない。本学科の教育の質を保証しその評価を厳格化していくためには、授業形態

の違いを越え、また隣接する科目間において、授業内容も含めた成績評価の基準につ

いて確認し理解し合う必要がある。このことは、以前より課題となっているため、今

後問題点を洗い出し、検討・改善していく必要がある。  

シラバスには必要な項目 (成績評価の方法・基準、達成目標等 )が明示され、授業開始

時に説明を行っている。しかし、これらを理解し目標を継続的に意識しながら学習に
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取り組む学生は少ない。今後は、授業 1 コマの提示のみならず、継続的に提示して学

習を深めていくことまでつなげて考えていく必要がある。  

 時代の変化に対応した教育課程、また 2 年間での学びを活かしていける学生の育成

が求められている中、本学科の教育課程について根底から見直し、再構築していくこ

とは今後の大きな課題である。  

 

[看護学科 ] 

 成績評価については、授業形態により評価基準も異なるため、教育の質保証に向け、

教員間での整合性を継続し確認していく必要がある。  

    シラバスに必要な項目は明示されているが、学生自身が準備学習の内容を効果的に

活用できるよう、より具体的に理解しやすい記載方法の検討も必要である。  

 教育課程の見直しについては、本学科の学生に合わせた教育活動の編成を継続し検

討していく必要がある。  

 

 

 

基準Ⅱ -A-3  入学者受け入れの方針を明確に示している。  

［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］  

( 1 ) 各学科・専攻課程の学習成果に対応する入学者受け入れの方針を示してい  

 る。  

( 2 ) 入学者受け入れの方針は、入学前の学習成果の把握・評価を明確に示して  

 いる。  

( 3 ) 入学者選抜の方法（推薦、一般、AO 選抜等）は、入学者受け入れの方針に  

 対応している。  

 

(a)現状  

入学者受け入れの方針に関しては、建学の精神・理念、教育目的・目標をもとにま

ず学科毎に検討を進め、アドミッションポリシーとして明確にした。その後、運営会

議、教授会を経て承認され、平成 23 年度から学生募集要項に明示している。学習成果

に対応する入学者受け入れの方針については、学習成果自体の明確化が平成 24 年度で

あるため、対応できているとはいえない。保育職と看護職に関する養成校のため、学

習成果と入学者受け入れの方針の内容として大きな差があるわけではないが、平成 25

年度確認をした。  

こども学科では、幼稚園、保育所などの施設におけるボランティア体験を積極的に

行うことにより、幼児教育・保育についての関心・興味を持つことが、保育者になる

ことの動機付けの明確化になるのではないかと考えている。従って高校時代の実習、

実習体験、ボランティア等は積極的に評価している。また、高校生活におけるクラブ

活動、課外活動への積極的な取り組みによる人間関係構築を把握する方針である。看

護学科では足利短期大学で学び、看護師を目指す人として必要な資質と能力を把握す
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ることにしており、社会貢献できる看護師としての態度に重きを置いている。入学前

の学習成果の把握・評価について、こども学科では将来保育者となる人材の資質とし

て、具体的に把握できる部分がある。看護学科については明確に示しているとはいえ

ない。また、こども学科・看護学科共推薦入試では、高等学校における評定平均値を

出願条件としているので、学習面での把握・評価は行っている。  

 入学者選抜に関しては、推薦入試（指定校推薦入試・公募推薦入試）、内部特別選抜

入試、一般入試、社会人入試、AO 入試を行っている。こども学科の推薦入試選抜方法

は調査書と面接であるが、アドミッションポリシーの内容に沿って調査書内容の点数

化をするとともに、面接でもその内容を確認している。一般入試選抜方法は国語の学

力試験を行うが、その他個人面接を行い、調査書とともに参考にしている。社会人入

試は面接のみ。AO 入試は前期（Ⅰ期からⅤ期）、後期（Ⅰ期からⅣ期）の 9 回実施し

た。前期はエントリー方式で、個別相談、2 名の教員に 1 名の相談者で行う面談、2 名

の面接教員に 1 名の受験生で行う面接という過程で、充分な意思疎通を図る選抜方法

を行っている。後期は AO 入試相談票と面接による入試である。いずれの入試におい

ても入学者受け入れの方針に対応するよう努力しているところである。  

看護学科では今年度、足利工業大学看護学部としての 4 年制大学への認可申請をし、

10 月 31 日認可されたため、短期大学としては募集を停止した。  

 

(b)課題  

アドミッションポリシーを明確にするため論議を重ねた。しかし、前述したように

学習成果の明確化が平成 24 年度ということから、学習成果に対応しているとはいえな

い。そこで今年度は確認をしたがさらに、こども学科の学習成果に対応する入学者受

け入れの方針となるようアドミッションポリシーを見直す必要がある。  

入学前の学習成果の把握・評価を示しているという点では、充分に具体的な内容と

はいえない。現状では入学してくる学生の基礎学力の低下、理解力の不足等により核

となる専門的知識、技術の習得が困難な学生も多い。こども学科では入学者が専門的

学習の学習成果を質的・量的に示すことのできるよう、アドミッションポリシーにお

いて入学前の学習成果についての具体的設定が必要であると考えられる。入学前の学

習成果の把握・評価については各学科で議論されたが、具体的に明確な数値であらわ

すことについては困難であった。アドミッションポリシーでは求める学生像だけでは

なく高等学校で学習すべき科目や取得しておくことが望ましい資格を学科ごとに明ら

かにしていくことが、質の高い保育者・看護師養成のために必要であると考えられる。  

 一方入学前の学習成果の把握・評価を明確に示すことによる、応募者の減少が懸念

される。特にこども学科では応募者、入学者の大幅な減少により、平成 22 年度・23

年度入試では推薦入試出願条件として評定平均値を外すこととなった。それは近隣の

養成校が一校を除き評定平均値を出願条件にしていなかったという状況があったから

である。しかし、入試・広報委員会として検討した結果、平成 24 年度入試からは評定

平均値を出願資格とすることとした。このようにまずは入学者の確保に全力を注ぐこ

とが重要な優先課題となっており、非常に難しい。このような状況のなかでどれだけ

学習成果と対応した入学者受け入れの方針を見直していけるのか、課題である。  
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 入学者選抜の方法について、今年度は推薦入試Ⅰ期・Ⅱ期・一般入試Ⅰ期・Ⅱ期・

社会人入試・AO 入試（前期Ⅰ期～Ⅴ期・後期Ⅰ期～Ⅳ期）を行ったが、それぞれの入

試形態でアドミッションポリシーに沿った調査書の点数化、面接をして判定している。 

 

 

 

基準Ⅱ -A-4  学習成果の査定（アセスメント）は明確である。  

［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］  

( 1 ) 学科・専攻課程の教育課程の学習成果に具体性がある。  

( 2 ) 学科・専攻課程の教育課程の学習成果は達成可能である。  

( 3 ) 学科・専攻課程の教育課程の学習成果は一定期間内で獲得可能である。  

( 4 ) 学科・専攻課程の教育課程の学習成果に実際的な価値がある。  

( 5 ) 学科・専攻課程の教育課程の学習成果は測定可能である。  

 

(a)現状  

[こども学科 ] 

開講しているすべての科目において、「～説明することができる」、「～活用すること

ができる」、「～持つことができる」、「～続けることができる」、「～改善することがで

きる」、「～表現することができる」という具体的かつわかりやすい言葉で学習成果に

基づき到達目標がシラバスに明示されている。また、各教員がそれぞれ担当する教科

目ごとに授業の目的・内容・到達目標をシラバスに具体的に示し表記するとともに、

担当者からのメッセージを掲載することにより、学生の学習意欲にも繋がるよう工夫

している。また、準備学習等を記載することによって、その授業の到達目標を達成可

能・獲得可能なものにできるよう配慮している。  

 さらに、シラバスには授業の評価方法・基準も明確に示し、学生にとって理解でき

るよう配慮している。明記の内容は、平常試験・定期試験・レポート課題・実技テス

ト・作品提出・授業態度等で、科目担当教員がそれぞれ設定し、その評価方法の割合

を示している。実習に行く前までに学習し習得しなければならないものと、授業終了

までに習得しなければならないものが、それぞれの教科において確実に学生に伝えら

れている。2 年間で幼稚園教諭免許・保育士資格と二種類の資格を取得できるよう無理

のない編成になっており、資格取得を目指す学生の約 81.0%（平成 23・24・25 年度の

平均）は二つの資格を取得し卒業していることから学習成果は達成可能・獲得可能で

あるといえる。しかし、学びの途中で両資格取得を断念してしまう学生も年々増加傾

向にあり、卒業時の両資格取得者は 100.0%ではないのが現状である。このような現状

を踏まえ、月に 2 回開かれる学科会議において学生の出席状況や学びの様子等を確認

し合っている。また、非常勤教員との連携が必要な科目については、定期的に学生の

意欲や状態について確認し合い、学生の単位未取得を未然に防ぐよう連携を図ってい

る。  

 平成 24 年度から明確にしてきている学習成果は、現場に即応できる保育者に求めら
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れる専門的学習成果となっている。専門的な知識、技術の理解、それを実践の場で応

用できるなどの内容を含み、実際的な価値のあるものとなっている。  

 学習成果をもとに、各授業内容の見直しや到達目標の再検討を行い、各教科におけ

る学習成果の査定を進めている。学習成果は測定可能であるよう内容を考えてきたも

のであるので、各教科、テストやレポート等をそれぞれの学習過程で行い、客観的デ

ータを用い測定をするなど方法を工夫している。しかし、学科全体としての組織的な

査定方法は検討中である。  

 

[看護学科 ] 

教育課程の学習成果は、ディプロマポリシーに基づき作成され、学科の会議の中で

提示され、共通理解している。学習成果に基づきシラバスには、授業の到達目標や学

習内容・評価方法を具体的に明示している。さらに看護学実習科目については目的・

目標、実習内容、実習方法、評価方法と、評価基準を別途詳細に明記した看護学実習

要項を作成し具体的に示している。しかし、学習成果について、シラバスおよびキャ

ンパスガイド等に明記されてはいない。  

 学習成果については、看護師国家試験出題基準を踏まえて精選し、卒業するまでの

3 年間での達成目標を明確にするため、具体的で達成可能なものとなっている。  

 本学科の建学の精神である「以和為貴」「和顔愛語」を大切にし、看護を必要とする

人々に寄り添うことのできる看護師を目指している。そのため、3 年間で達成できる学

習成果を掲げている。看護学科の学生が卒業するまでの一定期間で培うべき、技術・

態度は、厚生労働省「看護基礎教育の充実に関する検討会報告書」で、「看護師教育の

技術項目と卒業時の到達度」が明確に示されている。そして学習成果の知識を含む総

合的な獲得は国家試験の合格でも測られることとなる。しかし一定期間内において学

習成果の獲得困難な学生が散見される現状もある。  

卒業生が看護師国家資格を取得していることは、学習成果に実際的な価値があるこ

との根拠となり得る。そして、短大での学習成果が就職後の看護実践として活用され

ているか否かの、追跡調査および、就職先での卒業生の看護実践などの客観的評価と

の検討を進めることにより、学習成果の実際的な価値が明確になると考える。  

  学習プロセスや成果を、学習前、学習中、学習後の時期にテストやレポート等の客

観的データを用いて、評価をしている。さらに実習科目の学習状況については、教員

と学生双方が学習成果を共通認識できるようにするために、体験した内容や獲得した

能力を記載したもの（ポートフォリオ等）を活用し、相互に測定可能にしている。  

 

(b)課題  

[こども学科 ] 

幼稚園教諭 2 種免許、保育士資格の取得を目指して入学してくる学生の中には、学

びの途中でその目的をあきらめ、片方の資格のみの取得を目指すなど、消極的な学生

は年々増加傾向にある。また、科目等履修生制度を利用し、卒業後学びを続け資格取

得を目指す学生も同様に増加している。資格取得の養成校として教育の質を守らなけ

ればならない反面、入学してくる学生の変化に相応しい教育課程の学習成果を見直し
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再構築していくことが今後の課題である。  

 各教科、テストやレポート等をそれぞれの学習過程で行い、客観的データを用い測

定をするなど、方法を工夫し行っているが、学生が獲得すべき知識・技術・態度の観

点からどの程度学習において獲得されたか、学習成果の修得の程度を客観的に評価す

る指標をより検討研究する必要がある。そして、各教科内にとどまらず、教科間との

関連や教育課程における学習成果を量的・質的に測定する具体的な方法を考えていか

なければならない。そのためにも、カリキュラムのさらなる高度化を図り、学科とし

て共通認識に立った組織的な評価方法を具体的に考えていく必要がある。  

 

[看護学科 ] 

教育課程の学習成果については上述のとおり具体的に示してある。一定期間内での

学習成果の達成を支援するため、学生を 5～6 名の少人数グループとして担当教員を配

し、学生一人一人の履修状況を把握して面接を行い、定期的に学習指導のみならず生

活指導を含み実施しているが、これからも学生の特性や社会変化に対応していかなけ

ればならない。短期大学 3 年間の看護基礎教育の教育課程は、カリキュラム上時間的

に過密なプログラムを展開せざるを得ないため、継続して学生に具体的な学習方法の

指導が必要である。  

 学習成果の測定には、学習プロセス評価の見直しが必要になってくると考えられる。

能動的学習の取り組みを支えるため、学生に学習過程を省察させるためのラーニング

ポートフォリオを検討する必要がある。  

 

 

 

基準Ⅱ -A-5 学生の卒業後評価への取り組みを行っている。  

［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］  

( 1 ) 卒業生の進路先からの評価を聴取している。  

( 2 ) 聴取した結果を学習成果の点検に活用している。  

 

(a)現状  

[こども学科 ] 

進路指導委員会担当教員（4 名）が中心となり、5 月に、前年度卒業生の就職先訪問

を平成 22 年度から実施している。昨年度までは就職受け入れに対する短大としてのお

礼と今後の就職に繋げることが、主な目的であった。そのため就職先施設との面談（要

望・意見等）および就職した学生の様子を聴き取り、報告書の内容とした。今年度は

それと共に、卒業生の評価を聴取するため、訪問時の質問項目に次の項目を加えた。

すなわち①職業人としての基本的姿勢について、②保育に関する専門的知識について、

③保育に関する専門的技術について、という 3 つの項目について、“必要な教育がなさ

れているか”④どのような人材を求めているか等である。今年度の訪問については、

幼稚園 16 園、保育園 13 園、その他の福祉施設 6 園であった。しかし、卒業して 2 か

月経過後の訪問であるため、卒業生の評価としては難しかった。特に共通した問題点
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として挙げられたことは無かったが、メンタルな面で強くなってほしい、社会人とし

ての基本的なマナーについて、コミュニケーション能力について等の意見があった。  

 進路指導委員会として卒業生の就職先訪問は実施していたが、特に卒業生の就職先

からの評価という観点からは行ってはいなかった。従って学習成果への点検の活用も

していない。しかし、今年度より改善する努力を始めたところである。  

 

[看護学科 ] 

学生の卒業後評価は、臨地実習期間や臨地実習反省会、臨床実習施設の看護責任者

と教育担当者との「実習指導者会議」などあらゆる機会を捉えて行っている。今後も

学生の卒業後の動向とその評価について、積極的に情報収集を行っていく必要がある。

そして、指摘された課題について学内の教員は共有し、課題解決に向けて改善対策を

することが学習成果の点検につながる。一方、卒業生を対象としたアンケート（現況

調査票）は、毎年 5 月に卒業生の自宅へ郵送する方法で行っている。返信されなかっ

た者へは、電話による本人との会話から確認をとっている。進路先へ訪問する方法は

現在とっていない。  

 

(b)課題  

[こども学科 ] 

今年度の就職先への訪問については前年度より計画していた 5 月に実施したが、現

状で記述したとおり就職して数か月では評価の聴取も困難なことから、この時期を遅

くすることも検討する必要がある。また昨年まで、5 月の訪問については就職先へのお

礼と卒業生の状況把握が主目的であることから、この時期を外せない場合は、別の方

法を考えなくてはならず、今後の課題となる。いずれにせよ今年度は、今後、より良

い方向を考えていくための一つのステップとし、次年度に向けて検討していきたい。  

 卒業生の就職先からの評価の学習成果の点検への活用については現在行われていな

いので、まずは聴取の時期、方法、内容の検討を行い、その結果を学習成果の点検に

活用していくことが課題である。現在は聴取した問題点を個々の学生の特性と捉える

ことがあるが、どのようにして組織として学習成果の点検に活用していくことができ

るのか、難しい問題である。  

 

[看護学科 ] 

 卒業後の本学科に対する就職先への訪問調査、アンケート実施などでの卒業生の看

護活動実績について把握する必要がある。  
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［テーマ］  

基準Ⅱ -B 学生支援  

 

(a)自己点検・評価の要約  

「足利短期大学学位規程」に記されている短期大学士の学位授与方針と教育理念、

教育目標等に対応したカリキュラムが編成されており、各科目担当教員は「授業科目

修了の認定に関する規程」に則り、成績評価を行っている。成績評価の基準は、シラ

バスやキャンパスガイドに明記している。学習成果の獲得については、成績評価や授

業に関するアンケート等で把握するよう努めている。また看護学科の実習では、学習

前、学習中、学習後の時期に客観的データを用い、ポートフォリオを活用し、状況の

把握に努めている。しかし、現在は各科目レベルの把握に留まっているので、今後は

学習成果に対応したカリキュラムの検討と学生が獲得すべき知識・技術・態度等を明

確に示し、それらの獲得についての評価・把握方法の検討が課題となってくる。  

 教員は学生による授業アンケートを定期的に受け、その結果を授業改善に活かして

いる。複数教員担当科目については授業前に毎回打ち合わせを行うことで意思の疎通

を図り、調整を行っている。また、毎年度末に専任教員と非常勤教員が集まり「教員

打ち合わせ会」を開催している。そこでは各教員間で教育内容や方法等の情報の共有

を図っており、有意義な時間となっている。  

少人数の短大であることから学生への指導についてはきめ細かく行っており、資格

取得に向けて学生や保護者への対応を含めた様々な場面で助言、指導を行っている。

しかし近年、各学科の資格取得についての動機が希薄であり、学習意欲が低下してい

る学生が増える傾向にあり、卒業や資格取得が困難な学生、休学・退学に至る学生が

やや増加傾向にある。  

 事務組織は学務担当と総務担当に区分され、それぞれの担当者が学生の学習成果獲

得に向けて努力をしている。事務職員は関係する組織等の研修会に積極的に参加し、

教育資源の活用に努めている。本年度は特に懸案とされてきた SD 研修会を、外部講師

を招いて実施した。  

教職員は学内 LAN を活用し、多くの教員はパワーポイント等による授業展開を行っ

ている。事務職員も事務処理上支障なくコンピュータを活用しているが、その能力に

差があることは否めない。従ってサポート体制の構築が課題となる。学生に対しては

学内のコンピュータ室は授業以外の時間も解放され、自由に使用している。現在の状

況では事務職員は、個々の職務を遂行する事で学習成果に繋がることを認識しており

問題は無いが、さらに職務の能力研鑽を積むことを再認識し努力する必要がある。図

書館職員は学生の声を聞き、学習支援を行っている。  

 学生の学習成果獲得に向けて、学習動機付けに焦点を合わせた学習の方法や、科目

選択のためのガイダンスを行っている。在学生については新年度開始前、新入生に対

しては入学式翌日から 2 日間を使い、履修および各学科の学習に合わせた内容として、

実施している。資料として、キャンパスガイド・シラバス・時間割・学事日程等を配

布し、学習の方法や科目選択についても詳しく説明を行っている。  

 基礎学力不足の学生に対する指導は両学科とも適宜、実情にあわせて実施している。
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また、看護学科では特に国家試験対策として、各学年の長期休暇期間中に集中して国

家試験対策講座を行っている。  

両学科とも成績優秀者への学習支援については現在のところ行っていない。  

本学では両学科ともグループ担当制をとっており、学習上や学生生活上の相談にの

るなどのサポート体制をとっている。しかし、基礎学力の低下とともに生活感覚が失

われている学生が増えてきているため、さらなる学習支援と細やかな個別指導が求め

られている。今後も学生の躓きや基礎学力不足の状況を共有し、学習支援を組織的に

行っていきたい。  

 学生の生活支援のための教職員組織として、学生指導委員会、クラス顧問、グルー

プ担当の組織を整備しており、学生生活全般の指導にあたっている。学生自治団体で

ある学友会は、学生大会を最高決議機関とし活動しており、学生指導委員会が支援し

ている。学生会館には、ロッカー室、学生ホール、足工大生協短大店、学友会室、ク

ラブ・同好会室を配しているが、本学の敷地・建物の構造上の問題点も含め、充分と

は言えない。学生食堂は 233 席あり、委託業者による昼食の提供が行われている。ス

クールバスは朝登校時 1 回と夕方下校時 2 回運行されている。自動車通学希望者には

118 台分の駐車スペースを設けているが、校舎敷地から離れた場所にあるため問題が生

じることがある。  

奨学金等、学生への経済的支援のための制度として、特待生制度と奨学金制度の 2

種を設けている。  

 就職支援組織については進路指導委員会（教員 4 名、事務職員 2 名）を両学科でそ

れぞれ組織しており、通常月 1 回の委員会を開催し、学生の進路支援について話し合

いが行われている。  

こども学科では、1 年次後期から 2 年次前期に亘り「進路指導」を授業時間割に組み

込み、きめ細かに指導している。その他個別指導についてはグループミーティング担

当教員と連携をとり、必要な時に随時行っている。  

看護学科では入学直後の 1 年次から 2 年次、3 年次と全体指導を行い、個別指導に関

しては常時行われている。その他、進路相談室に進路専門の事務職員が常駐し、情報

の整理および相談を受けている。  

両学科とも保護者との意思疎通を重要と考えており、最終学年の年度始めに進路相

談会を実施し、保護者の出席を求めている。しかし、日程的に出席ができない保護者

も散見されることから、こども学科では平成 23 年度から、保護者の都合のつく時間に

来校してもらい、グループ担当教員と学生を交えて進路についての三者面談を実施し、

進路指導に活かしている。本学として両学科の特性を考慮しながら進路支援を行って

いるが、こども学科では就職に対してのモチベーションの低い学生が見受けられ、現

状では個別に教員側から声をかけることで補っているが、組織としての取り組みを考

える必要がある。一方、看護学科では就職率が 100.0%であるが、国家試験合格が条件

となるので、合格率の向上がポイントとなる。  

 入学者受け入れの方針は平成 22 年度から明確にし、学生募集要項に載せている。  

入試・広報事務職員は 3 名おり、入試・広報事務体制を整備している。教員で組織さ

れる入試・広報委員会（教員 4 名、事務長、事務職員）が月 1 回開催され、入試・広
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報について検討の上決定している。入試・広報担当の教員と事務職員で情報交換しな

がら、それぞれの役割を遂行している。入試・広報事務職員は高校訪問や進学説明会

に出席するため、学外にでることが多く、タイムリーな情報交換や話しあいの時間が

なかなかとれない。しかし、今年度は通常の委員会以外に 5 回の打ち合わせを実施す

ることができた。  

 本学では入学前教育を実施しており、両学科ともに基礎的学習と専門職としての心

構えを考える課題となっている。こども学科では課題提示の他、入学手続き者に対す

る 4 回程度の短大での模擬授業体験、行事への参加なども入学前教育として実施して

いる。  

 

(b)自己点検・評価に基づく改善計画  

学習成果に対応したカリキュラムの作成と学生が獲得すべき知識・技術・態度を明

確に示し、その獲得について評価・把握する測定方法について検討をする。学習成果

獲得についての測定方法を組織的に明確にし、共有していくことである。知識、技術

については現在成績評価を厳密に行っているが、特に汎用的能力についての測定方法

については明確ではないので、検討していく。こども学科では今年度も話し合いを重

ねてきているが、継続して検討していく必要がある。  

事務職員に関しては、職務の能力研鑽が重要であることを常に意識し、努力を積む

方法を検討する。  

 学習支援については両学科とも支援体制を整えているが、近年の学生の学習に対す

る意識、資格取得に向けての動機が希薄化している状況を考えると、さらに綿密な、

個別的な支援体制の検討が必要である。  

 在学中の多くの学生が奨学生であることから、特に看護学科では成績に関わらず激

励・警告の範囲に含まれる現状があること、予約奨学生の成績が良好ではないことが

多いことから、期間内での奨学金継続希望学生への担当教職員の対応についての問題

を改善する。また足工大生協店開店時間の延長と駐車場、駐輪場の位置的問題を改善

することにより、学生の支援を行っていく。  

 進路支援については両学科とも学生が、資格取得或いは国家試験受験資格取得をす

るため、就職に関しては良好であるが、学生一人ひとりに合った進路を組織的に、ま

た教員として充分把握して進めていくことが必要である。  

 入学者受け入れに関しては、定員の確保に努めることに尽きる。入試事務体制、公

正な入試の実施、入学前教育については、毎年検討しながら進めている。今後も入試

担当教員と入試事務担当が中心となって、全教職員が共通認識を持ち、その協力を得

ながら実施していくことが最優先事項である。  
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［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。 

［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］  

( 1 ) 教員は、学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて責任を果たしている。  

①  教員は、学位授与の方針に対応した成績評価基準により学習成果を評価

している。  

②  教員は、学習成果の状況を適切に把握している。  

③  教員は、学生による授業評価を定期的に受けている。  

④  教員は、学生による授業評価の結果を認識している。  

⑤  教員は、学生による授業評価の結果を授業改善のために活用している。 

⑥  教員は、授業内容について授業担当者間での意思の疎通、協力・調整を

図っている。  

⑦  教員は、FD 活動を通して授業・教育方法の改善を行っている。  

⑧  教員は、学科・専攻課程の教育目的・目標の達成状況を把握・評価して

いる。  

⑨  教員は、学生に対して履修および卒業に至る指導ができる。  

( 2 ) 事務職員は、学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて責任を果たしてい  

 る。  

①  事務職員は、所属部署の職務を通じて学習成果を認識している。  

②  事務職員は、所属部署の職務を通じて学習成果に貢献している。  

③  事務職員は、所属部署の職務を通じて学科・専攻課程の教育目的・目標

の達成状況を把握している。  

④  事務職員は、SD 活動を通じて学生支援の職務を充実させている。  

⑤  事務職員は、所属部署の職務を通じて学生に対して履修および卒業に至

る支援ができる。  

( 3 ) 教職員は、学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて施設設備および技術  

 的資源を有効に活用している。  

①  図書館・学習資源センター等の専門事務職員は、学生の学習向上のため

に支援を行っている。  

②  教職員は、学生の図書館・学習資源センター等の利便性を向上させてい

る。  

③  教職員は、学内のコンピュータを授業や学校運営に活用している。  

④  教職員は、学生による学内 LAN およびコンピュータの利用を促進して

いる。  

⑤  教職員は、教育課程および学生支援を充実させるために、コンピュータ

利用技術の向上を図っている。  

 

(a)現状  

[こども学科 ] 

「足利短期大学学位規程」に記されている短期大学士の学位授与方針と教育理念、
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教育目標等に対応したカリキュラムが編成されている。また、各科目担当教員は「授

業科目修了の認定に関する規程」に則り成績評価を行っている。成績評価の方法・基

準は、「平常試験」「定期試験」「レポート」「実技」「授業態度」等で、これらの項目へ

の比重は各科目担当教員に委ねられ、授業の形態（講義・演習・実技）によっても異

なっている。この評価方法はシラバスやキャンパスガイドに明記して学生に周知し、

教員は適宜、学生の学習成果状況を把握するよう努めている。  

また、教員は授業最終日にアンケートを実施し総合的評価を受けている。アンケー

ト内容は「授業に対する受講意欲」「授業理解度」「授業の準備学習」「到達目標の達成

度」「教員の教授方法」「授業の満足度」等を 5 段階評価し、「授業に対する意見」とし

て自由記述欄が設けられている。教員は学習成果の状況を把握し、次年度の授業展開

や学習成果の獲得に向け課題から改善点を見つけている。  

しかし、教育課程に基づき編成されている各教科の到達目標は、授業内容を理解し

ているかを評価する一つの手段となっており、学生一人ひとり、何をどの程度できる

ようになったかという総合的な成果に関する評価については、全教員が把握できてい

ないのが現状である。  

専任教員と非常勤教員が連携して授業を展開していく科目が数科目あり、例えば「音

楽表現技術Ⅰ」は、専任教員 1 名、非常勤教員 8 名で担当する科目である。この科目

では毎週授業開始前約 30 分間に、打ち合わせを行っている。さらに年度末には音楽担

当教員だけの打ち合わせ会（平成 25 年度は 2 月 18 日）を実施し、意思の疎通、協力・

調整を図っている。このように専任と非常勤が共担する科目においては、授業の計画

や反省、次回への改善などを検討する時間がそれぞれに十分とられ、情報の共有や協

力・調整を常に図っている。また、専任教員で共担している多くの科目についても、

授業前に毎回打合せする時間を設け、授業内容事前準備の確認を行い、意志の疎通や

協力・調整を図っている。  

しかしながら、担当外教科においては、どのような授業内容が展開されているのか、

どの時期に課題が多く出され、学生の学習時間はどの時期に偏っているのか等につい

て把握できておらず、十分な調整が行われているとはいえないのが現状である。授業

内容の意思疎通については、年度末に一度、専任教員・非常勤教員が一堂に集まり「教

員打ち合わせ会」を開催している。各教員間で学生の状況や教育方法、授業内容等の

情報共有を行い、調整が図られている。学生の学びをよりよいものにするため、専任

教員・非常勤教員間の情報共有は重要であり、常に見直しを行い継続している。  

 教員として、年に一度行われる FD 活動を通して、自らの授業・教育に関するあり方

を振り返り、質の向上を目指している。この活動を通し、教員は授業・教育の在り方

や教授方法について考え、よりよいものへと改善する努力をしている。平成 23 年度～

平成 24 年度 FD 活動は、学習成果、学習成果の評価・測定に関する内容で、これらの

内容をもとに各学科において専任教員による学習成果やシラバス内容の改善等の話し

合いが行われた。平成 22 年度自己点検・評価報告書において挙げられていた FD 研修

会で受けた教員の学びを学科等全体の改革につなげていく、という課題について進め

ることができた。平成 25 年度の FD 活動では、「保育士養成プログラムにおける質保

証の向上」と題した研修を受け、前年度に引き続き質保証のための検討やカリキュラ
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ムマップ作成に向け前進しつつある。そのような現状の中で、学習成果は、学生は何

がどのくらいできるようになったのかという指標としての機能を全体で共有している

段階で、その達成状況を共通した指標をもって評価していないのが現在の状態である。 

 学生に対する履修および卒業に至る指導については、新入生ガイダンス (2 日間 )や在

学生ガイダンス（1 日）を実施し、履修手続きの方法、卒業や資格取得に必要な単位数

等を細かく指導している。その他にも定期試験ガイダンスを実施している。また、本

学科では学生をグループに分け担当教員を 1 名配属し、学生一人ひとりの履修状況を

把握、状況により随時個人指導を行っている。また、成績の発表と共に単位を修得で

きなかった学生を全教員が把握し、保護者を含めた履修および卒業までの助言等を行

っている。このことから、全教員は履修に関する項目だけではなく、学生や保護者の

対応を含めた助言や指導を行うことができ、卒業に至るまで手厚く指導を行っている。 

 

[看護学科 ] 

各科目担当教員が、シラバスに「平常試験」「定期試験」「レポート」「実技」「授業

態度」などの評価方法・基準を明記し、学生に評価方法を周知し、適宜、学習成果の

状況を把握するように努めている。  

学習プロセスや成果を、学習前、学習中、学習後の時期にテストやレポート等の客

観的データを用いて把握している。さらに実習科目の学習状況については、教員と学

生双方が学習成果を共通認識できるようにするために、体験した内容や獲得した能力

を記載したもの（ポートフォリオ等）を活用し、臨地指導者と実習担当教員が情報を

共有・検討し、状況の把握に努めている。  

全科目の学生の単位修得状況は、前・後期各期の学科会議で報告され、教員間で理

解している。講義科目の学習状況については、修得過程に問題を抱えている学生の場

合、毎月定期的に開催される学科会議の中で報告され、教員間で共通理解し、指導に

あたっている。非常勤教員担当教科目は、教務担当者が調整役となり共通理解できる

ように、努めている。  

実習は、毎月定期的に開催される会議で、学生個々の実習状況や実習目標の到達度

を教員間で共通理解し、学習成果の状況の把握に努めている。  

授業終了時、学生による授業評価アンケートを「受講意欲」「理解度」「授業準備状

況」「到達目標の達成度」「教授方法」「満足度」「授業に対する意見」の項目で実施し

ている。各科目担当教員が、アンケート結果に対して振り返りを行い、課題・改善点

についてまとめ、次年度の授業改善に活用している。  

毎年、年度始めに 3 年生の各論実習のオリエンテーションの際、専任教員と実習担

当教員の打ち合わせを行っている。また領域ごとに、両者で密に話し合いを行い評価

をしている。年度末に専任教員と非常勤教員が会して「教員打ち合わせ会」を開催し、

関係領域毎の教員が詳細な授業内容調整や、教員間で情報共有および学生への教育方

法等について検討している。その他、講義期間中も非常勤教員と意思の疎通に努めて

いる。  

FD 活動では、学習成果の評価・測定について研修を実施している。これらの研修で

の学びは、各科目担当教員がシラバス内容の改善のために活用している。  
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 教員は、試験の成績、実習での知識・技術・態度の総合評価を会議で検討し、状況

の共通理解、把握をしている。  

 学生全体に対する履修および卒業に至る指導については、学年毎に毎年実施される

教務ガイダンスにおいて履修方法、卒業、資格取得に関する指導を実施している。ま

た、学生全体に対して定期試験前のガイダンスを実施し、学習の進め方を指導してい

る。定期試験後成績不良者については、個々人の学習状況を振り返り、今後の学習計

画を検討するための個別面接を実施している。  

その他、学生を 5～6 名の少人数グループとして担当教員を配し、学生一人ひとりの

履修状況を把握して面接を行い、定期的に学習指導のみならず生活指導を含み実施し

ている。そしてまた、グループ担当教員と各学年顧問が情報を共有し連携に努め、細

やかな指導にあたっている。  

 

事務組織体制は、学務 (教務・学生・進路 )と総務 (庶務・会計・管財 )とに区分され、

それぞれの職員が配置されており、各委員会に所属し事務運営にあたっている。  

(ア )  教務担当者は、学生の履修方法や学習計画に密接に関係することから、履修ガ

イダンスを実施している。在学生に対しては、年度末に学生の単位取得状況に応

じた新年度履修計画について、新入生に対しては年度当初に履修計画について指

導している。  

また、学科個別の事務担当者を置き学科独自の履修・進級条件を理解し、学生

個々の成績取得状況を各学科に報告し、教員の指導に貢献している。他にも本学

は学外実習 (教育実習、保育実習、施設実習、臨地実習 )が重要な学習に位置する

ことから、各実習先との連絡調整や新規開拓に伴う関係省庁への届出等重要な事

務処理を行っている。  

(イ )  学生担当者は、主に学生生活全般にわたる生活指導助言にあたり、特に奨学事

業は重要な業務で、説明会の開催や研修に努め学生支援にあたっている。  

(ウ )  進路担当者は、求人紹介や学生個々の適性等を考慮して就職指導にあたり、き

め細かな指導により毎年高い就職内定率を上げている。  

(エ )  総務担当者は、直接的な学生との関わりは薄いが、学習環境を整えるため施設・

設備の維持管理や新規導入等を担当している。担当者は普段から学習成果の効率

よい達成を心がけ、職務にあたっている。  

特に教務に携わる職員は、学習成果の達成に係わる教育目的・目標の達成について、

各科目の評価を通して全体の状況を認識している。  

また、事務職員は各部署で学習成果の獲得に向け関係する組織等の SD 研修会に参加

し、現在保有する教育資源を有効に活用しながらその成果を達成するよう日々努めて

いる。特に本年度は、懸案とされていた SD 研修会を、外部講師を招いて事務職員全員

の参加で実施し、事務職員の資質と業務改善能力を向上させる事ができた。  

さらに、学生に対しては個々の履修状況から履修洩れなどいち早く発見し、各学科

の教務担当教員と連携し教務上の細かい指導を行っている。  

図書館専門事務員は現在、正規職員と嘱託職員の 2 名体制で図書館業務を担当して

いる。職務内容は、図書の貸出、返却図書の書架への整理、購入希望図書の発注と経
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理処理、購入図書の貸出用バーコード処理と蔵書目録（PC）への登録、新規購入図書

の紹介、レファレンス、研究室にある本のチェック等である。  

卒業時に行っているアンケート『卒業生を対象とした足利短期大学の教育に関する

アンケート調査』（平成 24 年 2 月 20 日実施）における図書館の評価（図書館は充実し

ていたと思いますか？）は、こども学科では充実していた 58，9% 看護学科では、13.0%

と看護学科の評価が低かった。要因として、看護の図書が少ない、図書館が狭く学習

机が少ないなどがあげられた。閲覧室の座席数を 47 席から 79 席（AV コーナー10 席

を含む）に増設したが、図書検索方法を指導し限られた図書を利用できるようにする、

必要な図書を入れ不必要なものは廃棄するというシステムを確立することなども、今

後必要と考えられる。  

より充実した学習環境を提供出来るよう開館時間について、開館を 30 分早く、閉館

を 40 分遅くした。また、貸出冊数も 8 冊だったものを 10 冊に増やし、貸出期間も 1

週間から 2 週間に延長するなど改善をしてきた。  

こども学科の教員は授業の中で、実習等で使う絵本や紙芝居を紹介し、図書館利用

を促している。看護学科では、国家試験対策に必要な問題集や資料を複数冊購入し、

学生の利便性を向上させている。   

また教員は、授業に役立つよう自分の専門分野の書籍を研究費で購入して、授業や

論文執筆に役立てている。その他、必要に応じて学生アンケートを取り、学生の意見

を参考にして利便性を向上させている。その他、学生への啓蒙・広報活動の一環とし

て「図書館だより」を年 3 回発行している。  

教職員は、学内 LAN を活用し、緊密に情報交換をしながらコンピュータを有効に活

用している。また多くの教員がパワーポイント等による授業を展開している。  

学内のコンピュータは情報処理Ⅰ・Ⅱ等の授業で活用され、授業以外の時間は、コ

ンピュータ室を開放し学生が自由に使用できるようにしており、課題や web による情

報検索等に効果を上げている。  

コンピュータの利用技術に関して組織的には研修会等は行われていないが、学習ソ

フト導入時に業者から技術を習得するなど各自効果的な授業ができるよう研鑽を進め

ている。  

 

(b)課題  

[こども学科 ] 

学習成果については FD 研修会で具体的な講習を受け、内容の見直しを行った。今後

は、今年度の見直しを受け学習成果に対応したカリキュラムの作成と、学生が獲得す

べき知識・技術・態度等を明確に示し、それらがどの程度獲得されているのかを評価・

把握していく方法を検討することが課題である。また、近年入学してくる学生の多く

に学習意欲や自己学習能力の低下がみられ、学生一人ひとりの個人指導に多くの時間

を要するようになってきている。学科全体での指導と個別指導を行っているが、こど

も学科では 2 年間で卒業要件単位数を修得できない学生や、休学・退学する学生数も

年々増加の傾向にある。このような学生の学習成果向上に向け、今後も定期的にカリ

キュラム・教育プログラム、評価方法を教員間で定期的に検討する機会を設け、改善
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していくことが必要である。また、卒業年次生を対象とした「足利短期大学の教育等

に関するアンケート調査」を実施しているが、結果をもとに学科全体の教育体制の課

題点を検討し、今後、教育の在り方について改善していく。  

また、専任担当科目について、担当以外の科目でどのような授業内容が展開されて

いるかはシラバスにより確認しているのが現状であるため、全教員で調整等を行うこ

とが課題である。また、学習成果をもとにどのような授業を行い、どのような内容を

取り入れていくことがさらなる学生の意欲的学習につながるのか、根本的な議論が必

要である。そして、これまでの学習成果は、「学生は何がどのくらいできるようになっ

たのか」という指標ではなかったため、各科目担当教員は、習得の程度を客観的に評

価するためにどのような指標を用いるかを十分検討、研究をしていく必要がある。  

 

[看護学科 ] 

学習成果の状況を把握し、情報の共有や、検討・改善を継続的に実施することが課

題である。そして、様々なレディネスにある学生に対応し、学習成果の獲得に向け、

今後も定期的にカリキュラム・教育プログラム、評価方法を教員間で検討する機会を

設け、改善していくことが必要である。  

今後も更なる研鑽を積むための、FD 研修計画の立案・実施が重要である。  

学科の教育目的・目標の達成状況の把握・評価について、共通理解のための会議を

継続していく。学生に対しての履修および卒業の支援・指導については、個々の学生

に応じたきめ細やかな対応を引き続き行っていく。  

学生による授業評価の結果に対し、教員は真摯に受け止めなければならず、授業評

価を行うことの意味を理解するようにしなければいけない。  

 

事務職員は、個々の職務を確実に遂行する事で学習成果に繋がることを認識してお

り課題はないが、担当業務ごとにその職務の能力研鑽が学習成果の達成に繋がること

を再認識し日々改善に努め努力を積む必要がある。  

教育目的・目標の達成について、はっきりとした状況を把握するのは難しいが、職

務の処理状況が達成状況になることを認識し、日々確認する必要がある。  

図書館は現状の中で、より有効な学習支援に向けて、開館日と開館時間を検討する

ように図書委員会で議論していく。また、次年度より足利短期大学看護学科が足利工

業大学看護学部に移行するのに伴い、足利工業大学図書館との連携がより必要となっ

てくるので、意見交換の場を設け、より良い図書館運営を目指して検討していくこと

が課題である。  

また、「図書館だより」の内容の吟味、学生選書ツアーの充実により学生の希望図書

を数多く揃え利用を促進していき、レファレンス（参考業務）を充実、常に学生が何

を求めているのか把握していくことで、よりよい学習環境を提供することが必要であ

る。  

短大図書館では、5,459 冊の絵本や 495 冊の紙芝居を揃えているが、各実習で使う絵

本や紙芝居は園や施設によって利用されているものが異なっている。そこで、実習後

に各園で使っていた絵本や紙芝居の調査をし、本学に無い物を揃えることで蔵書の充
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実を図りたい。看護学科は、国家試験対策が重要事項なので、より有効な開館日の増

設や開館時間延長を協議の上、改善していきたい。また図書館利用についての学生へ

のガイダンスの充実を推進する。  

コンピュータは事務処理上支障なく活用されているが、教職員はその能力に差があ  

り十分な活用がしきれていないので、サポート体制の構築が課題としてあげられる。  

 

 

 

基準Ⅱ -B-2  学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて学習支援を組織的に行ってい

る。  

［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］  

( 1 ) 学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて、学習の動機付けに焦点を合わ  

 せた学習の方法や科目の選択のためのガイダンス等を行っている。  

( 2 ) 学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて、学生便覧等、学習支援のため  

 の印刷物（ウェブサイトを含む）を発行している。  

( 3 ) 学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて、基礎学力が不足する学生に対  

 し補習授業等を行っている。  

( 4 ) 学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて、学習上の悩みなどの相談にの  

 り、適切な指導助言を行う体制を整備している。  

( 5 ) 学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて、通信による教育を行う学科の場  

 合には、添削等による指導の学習支援の体制を整備している。  

( 6 ) 学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて、進度の早い学生や優秀学生に  

 対する学習上の配慮や学習支援を行っている。  

( 7 ) 学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて、留学生の受け入れおよび留学生  

 の派遣（長期・短期）を行っている。  

 

(a)現状  

[こども学科 ] 

学習成果の獲得に向け、内容の具体的説明や教務全般、履修手続き方法 (科目選択等 )、

学習方法等、新入生ガイダンスや在学生ガイダンスにおいて教務担当教員・職員が資

料 (キャンパスガイド、シラバス、時間割、学事日程等 )を配布しながらわかりやすい説

明を行っている。また、1 年次に開講される授業において、2 年間で 2 つの資格取得を

目指すための履修方法やシラバスの読み方等についてさらに説明を行い、学びの見通

しや学びに対する姿勢を確認している。多くの学生は卒業と共に幼稚園教諭 2 種免許

と保育士資格、社会福祉主事任用資格を得ており、学科としても両資格の取得を推奨

している。しかしながら、学びの内容に難しさを感じ途中で意欲が低下する学生が増

え、進路変更に伴い、卒業のみを目的とする学生がやや増加しているのが現状である。  

学習成果の獲得に向け、毎年度キャンパスガイドやシラバスの見直しを行い、発行

している。  

科目名「音楽表現技術Ⅰ」においては、ガイダンス時に基礎調査を行い、個人の技
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術レベルを確認・把握し、入学後のクラス分け等授業に反映させている。その他の科

目においても、入学前教育において次年度入学してくる学生の基礎的学力を測定し、

その結果を授業に反映させているものもある。また、1 年次より実習が開始されるため、

実習に関連する科目においては、実習に行くまでに必要な知識や学力の不足している

学生を把握し、随時個別指導を行っている。学科会議では、学生の欠席状況を常に確

認し、期末には単位未修得となった学生名とその科目数の確認を行っている。しかし、

学びの経過としてどの学生が基礎学力不足であるかは確認されていないのが現状であ

る。  

学生の学習支援、生活サポート体制として、本学科はグループ担当制度をとってい

る。学生は専任教員のグループに所属し、教員は入学後の学習意欲や姿勢、態度、履

修状況を定期的に確認するなど状況を把握し、随時個別指導を行っている。グループ

活動としては月に 1～2 回、主に昼食時に集まり、学生一人ひとりの様子を把握してい

る。学習上の悩みのみならず、学生生活におけるあらゆる悩みを打ち明けられる雰囲

気づくり、オフィスアワーなどを設けずオープンに研究室を訪問できる環境が整い、

学生の心理的側面を含めて、入学から卒業までを総合的にサポートしている。  

 入学者の基礎学力や学習意欲には差があるが、本学科では、進度の早い学生や優秀

学生に対する学生支援は現在のところ行っていない。  

 

[看護学科 ] 

学習成果の獲得に向けて、キャンパスガイド・シラバス・時間割・学事日程等を作

成している。これらを活用して新入生・在学生ガイダンスのなかで教務担当（教員・

事務）が履修ガイダンスを毎年度授業開始前に実施している。教務担当教員と事務職

員が教務全般、すなわち卒業要件、科目履修の方法、履修手続き等について、特に卒

業要件、必修科目の単位取得、そして学習方法等について詳しく説明指導を行ってい

る。選択科目についても、将来看護師としての資質に関連する科目は特に履修を勧め、

卒業要件を満たすよう指導している。  

また、前期・後期定期試験前には全学生に対して、キャンパスガイドを活用して定

期試験や単位取得上の留意点、学習の進め方について再度説明を行っている。  

授業内容においては、各教員が学生の興味・関心を喚起するように教材を作成・活

用し、教授方法の工夫をしている。学習成果の獲得に向けて、基礎学力が不足する学

生に対し、各科目担当教員が講義時間外に、適宜補充授業を実施している。また国家

試験対策委員会が中心となり、1 年次より段階的な対策プログラムを立案し実施してい

る。具体的には国家試験対策講座は、長期休暇期間（夏期・冬期・春期）に、1 年次は

10 時間程度、2 年次は 20 時間程度、3 年次は 40 時間程度実施した。さらに 3 年次に

対しては、実習期間においてもローテーション上実習が計画されていない週は、領域

の集中学習を合計 7 週間実施した。  

近年入学してくるゆとり教育で育った学生達の中には、将来の自己のビジョンが明

確でない学生が見受けられること、学習意欲や自己学習能力の低下などの問題から、

学生個々への対応が求められ、指導を要することが多い。学年顧問と少人数グループ

（5～6 名の学生）に担当教員を配置し、年間を通して協力し、履修相談ばかりでなく、
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生活上などの相談にのるなどサポート体制をとっている。単位取得ができなかった学

生に対しては、教務担当やグループ担当教員が個人面談を行い、今後の学習方法や履

修計画について具体的に指導をしている。  

 

(b)課題  

[こども学科 ] 

選択科目は、保育教材研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ、音楽遊び実践法、造形あそび

実践法、運動遊び実践法等、保育技術に関する科目がほとんどである。また 2 年間で

卒業要件を満たし、幼稚園教諭 2 種免許と保育士資格、社会福祉主事任用資格を取得

することを目標としているため、卒業および資格取得科目の履修により、選択科目の

履修はある程度決定されている。その中で、単位を落とす学生が年々増える傾向にあ

り、2 年次に再履修できるよう時間割を作成することは非常に難しい。そのため、学習

意欲を高め、学習成果を達成するための、学びの 2 年間であるという本来の教育目的

から逸れ、いかに単位を落とさないことが重要かということの説明に多くの時間が費

やされている。今後は、卒業要件を満たし、資格取得に向けた学びは基本であるとい

うことと共に、どのような保育者になってほしいのか、教育目的・目標、学習成果等

具体的な説明をしていくことが必要である。また、基礎学力が低下している学生や生

活感覚が失われている学生が増えているため、学習支援と同時に、さまざまな状況へ

の個別指導が求められている。  

 また、学生一人ひとりの学びの状況について、実習という観点からどの学生が準備

不足で補習を行っているのか確認し合っているが、科目間においてどの学生が躓きを

みせ、どの科目で基礎学力不足のため補習しているのか、情報共有できていない。今

後は、欠席状況だけではなく、この点に関して学生の状況を共有していくことが課題

である。  

 

[看護学科 ] 

個々の学生についての支援は今後一層検討が必要になる課題である。  

 3 年課程であり、カリキュラムが過密であるため、補充授業の時間を十分に取れない

こと、また少人数制での指導を実施しているが、十分に対応できていない現状の中で、

教員間の連携を深め、効率的な関わりができるよう検討が必要である。  
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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。  

［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］  

( 1 ) 学生の生活支援のための教職員の組織（学生指導、厚生補導等）を整備し  

 ている。  

( 2 ) クラブ活動、学園行事、学友会など、学生が主体的に参画する活動が行わ  

 れるよう支援体制が整備されている。  

( 3 ) 学生食堂、売店の設置等、学生のキャンパス・アメニティに配慮している。  

( 4 ) 宿舎が必要な学生に支援（学生寮、宿舎のあっせん等）を行っている。  

( 5 ) 通学のための便宜（通学バスの運行、駐輪場・駐車場の設置等）を図って  

 いる。  

( 6 ) 奨学金等、学生への経済的支援のための制度を設けている。  

( 7 ) 学生の健康管理、メンタルヘルスケアやカウンセリングの体制を整えてい  

 る。  

( 8 ) 学生生活に関して学生の意見や要望の聴取に努めている。  

( 9 ) 留学生の学習（日本語教育等）および生活を支援する体制を整えている。  

( 10 ) 社会人学生の学習を支援する体制を整えている。  

( 11 ) 障がい者の受け入れのための施設を整備するなど、障がい者への支援体  

 制を整えている。  

( 12 ) 長期履修生を受け入れる体制を整えている。  

( 13 ) 学生の社会的活動（地域活動、地域貢献、ボランティア活動等）に対し  

 積極的に評価している。  

 

(a)現状  

 学生の生活支援のための教職員の組織として、学生指導委員会、クラス顧問、グル

ープ担当があり、学生支援のための組織を整備している。学生指導委員会はこども学

科、看護学科各2名と1名の事務職員計5名で構成され、委員長を中心に日本学生支援機

構の奨学金貸与に関する適格認定をはじめ、学生生活全般の指導等にあたっている。

クラス顧問はこども学科・看護学科の両学科に各クラス 1名の教員を配置し、学生の修

学、進路、学生生活上の悩みなどに対応している。グループ担当は全学生が少人数に

編成されたグループを担当し、個々の相談に対し具体的な助言を行っている。  

クラブ活動、学園行事、学友会などの支援体制の整備については、クラブ・同好会

は文化部4、体育部6の計10団体があり、これらのクラブ・同好会は専任教員が顧問を

務めている。所属加入率は文化部9.9％、運動部30.3％となっている。円滑な活動を図

る目的として、部費・援助金の交付をしている。なかでも、テニス部は 10年連続出場

参加の実績から平成23年度には全国私立短期大学体育協会より 10回連続出場校特別表

彰を受け、昨年・本年と連続出場の記録を更新している。なお、平成 25年度大会につ

いてはテニス4人、バトミントン2人、計6人が参加している。  

全学生を対象とする学生自治団体である足利短期大学学友会がある。学友会の運営

は、学生大会を最高議決機関とし、本学の大学祭である織姫祭は織姫祭実行委員会が
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中心となって運営し、学生指導委員長が顧問としてまた、学生指導委員会で支援体制

を整えている。  

学生の親睦と交流を深める場として、5月にこども学科、看護学科1、2年生を対象と

したスポーツフェスタを開催している。4名の学生指導委員と職員1名、特定業務担当2

名計7名が中心に各クラスより選出された学生スポーツフェスタ実行委員 30名と教職

員が役割を分担して行っている。また、11月に大学祭を開催している。本学において

最も盛大に行われている行事で、今年度より特定業務担当として教員 1名が就き、織姫

祭実行委員会と学友会が協力して開催準備に2日間、本祭に2日間、後片付けに2日間の

計6日間を設けている。大学周辺の福祉施設、幼稚園、保育所等からの協力や地域住民

との交流の場となっている。  

学生のキャンパス・アメニティへの配慮については、学生会館があり1階は学生のロ

ッカー室、2階に学生ホール、足工大生協短大店、学友会室、 3階はクラブ・同好会室

を配し、学生ホールには飲料用自販機に加え平成 25年度、食料用自販機を設置した。

さらに、1号館3階にある屋上庭園のベンチ式ガーデンテーブルセットの更新と、3号館

に面した通路敷設ベンチの整備を行い、学生憩いの場の充実を図っている。 2号館1階

には233席数の学生食堂があり、委託業者による昼食の提供が行われている。平成24

年に同窓会結成30周年を記念し同窓会より寄贈された、ソーラークロックは登下校時

をはじめ授業開始時刻確認に利用されている。また、学習環境を学生自ら整え、快適

な学生生活について考える等の目的から、全学生・教職員で取組めるよう毎月美化週

間を設け、月当番クラスの学生による校内清掃を実施している。  

本学には学生寮がないため、宿舎が必要な学生に対し、事務職員がアパート管理者

および地元不動産業者からの情報や資料をととのえ、問い合わせ学生に対し支援を行

っている。平成25年度より一人暮らし学生に対する懇親会を 4月、6月、11月、1月の4

回開催し、新しい土地での生活に役立つ情報の提供や、一人暮らしの学生同士の親睦、

情報交換等をとおし、一人暮らしの不安を軽減する支援を行っている。  

学生の通学のための支援は、本学最寄りのＪＲ足利駅および東武線足利市駅から本

学近隣まで朝登校時に 1 回と夕方帰宅時に 2 回スクールバスが運行され、本学と本学

附属高校の学生生徒が利用している。自動車通学を希望する学生に対し、学生駐車場

を 118 台分設け、通学のための便宜を図るとともに、校外実習や国家試験対策学習の

ため遅くまで学内に残る看護学科 3 年生のための、夜間学内車乗り入れを認めている。

また、原動機付き自転車・自転車通学者のための駐輪場を設置し、附属高校と共有し

ている。  

奨学金等、学生への経済的支援のための制度として、報奨的な特待生制度と経済的

支援のための奨学金制度の 2 種を設けている。特待生制度は、成績・人物とも優秀な

こども学科 2 年生と看護学科 2 年、3 年生を対象に選考し、授業料の一部 34 万円の免

除を行っている。奨学金制度には、日本学生支援機構奨学金、オリコ学費サポートプ

ランの外部奨学金と、和田奨学金、兄弟姉妹奨学金の内部奨学金がある。  

これら奨学金制度の中で最も多くの学生が利用しているのは、日本学生支援機構奨

学金で、在学採用と予約採用を合わせ、のべ 139 人が奨学金受給を受けており、こど

も学科 35.8%、看護学科 56.6%が利用している。年度初めに前年度成績不振の奨学生
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に対しては、日本学生支援機構からの『激励』および『警告』文書を学長より手渡し

するとともに、一人ずつ励ましの言葉を掛け、勉学への意欲を促している。また、本

学独自に前期成績結果を日本学生支援機構の成績適格基準をもとに、成績不振学生に

『注意』文書を渡し、個別面談を通して学業成績向上のための指導を行っている。こ

うした文書、励ましや個別面談を経て学業向上に奮起し、卒業までの間、奨学金受給

継続ができる学生もいる。  

和田奨学金は平成 11 年より和田良信第 4 代法人理事長の寄附を原資とし、最終学年

に在籍し、学業への意欲や能力を十分に持ちながら経済的な理由により、授業料納付

が困難な学生を対象に、卒業年次の授業料納付金を原則無利息で貸与される制度であ

るが、現時点での利用者は居ない。  

兄弟姉妹奨学金は本学を含む同法人の系列校である足利工業大学、足利工業大学附

属高校、足利短期大学附属高校に同一家族における複数の学生、生徒が同時に在籍す

る場合、2 人目以降の授業料の半額を支給する制度である。今年度の利用者はいないも

のの、学生への経済的支援制度においては充実しているといえる。奨学金貸与学生数

の増加とともに、学業成績不振の学生もまた、年々増加の傾向がみられる。  

学生の健康管理、カウンセリングの体制を以下の様に整えている。健康管理につい

ては、医務室を設け学校保健安全法に基づき、4月には健康調査と定期健康診断を実施。

またインフルエンザ等の感染症罹患状況を把握し、それぞれ指導の必要な学生に対し

ては医務室担当職員が対応している。4月に実施される健康診断の結果から指導の必要

な学生に関しては、医務室担当職員が対応している。両学科の卒業学年においては実

施項目を追加し、実習・就職・進学等に必要な健康診断証明書を発行している。その

他、学内や通学途中で発生した傷病の応急処置、出席停止の管理等を医務室で行って

いる。医務室の利用状況は平成25年度実態として怪我35人、病気71人、その他33人で

あった。授業期間中の事故による外傷で医療機関において治療を受けた場合は、「学生

教育研究災害障害保険」等が適応される。保険利用状況は 7人であった。また看護学科

では、卒業学年は障害賠償・感染事故等に対応するため、保険に加入しており、本年

度は2名が保険の適用を受けた。  

メンタルヘルスケアやカウンセリングは 2つの学生相談の窓口を設けている。1つは

毎週火曜日の15:00～19:00までの4時間、非常勤の専門カウンセラーが担当し、面接を

中心に電話やメールでの相談を受けることができる学生相談室がある。もう 1つは、本

年度から栃木県カウンセリング協会より派遣された、スクールカウンセラーによるカ

ウンセリングが実施されている。これは県の看護学生等支援カウンセラー派遣事業申

し出により、月2回木曜日の17:30～20:30までの3時間を開設している。平成25年度は3

名が利用した。  

今年度に行った学生相談室に対するアンケートでは、キャンパスガイドや年度初め

の在学生・新入生ガイダンスで紹介しているが、開設日時、場所等の基本情報を認知

している学生は少数で、相談担当者の性別についてはほとんどが女性を希望している。 

ハラスメントに関する相談は「ハラスメント対応規程」をもとに、男性（こども学

科）、女性（看護学科）より各1名ずつ計2名の教員がハラスメント対応委員として対

応し、その防止に努めている。特に重大な事案については、ハラスメント対応委員会
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を開催し事実関係の解明とその救済措置を行うことになっている。平成 25年度の相談

件数は0件であった。  

学生生活に関する意見や要望の聴取については、学生指導委員会の教職員が学生よ

り直接聴取する方法や、質問用紙によるアンケート調査を実施し、学生の意見や要望

の聴取に努め、学生生活の充実に配慮している。  

留学生の学習および生活を支援する体制は、留学生・帰国子女の受け入れがないた

め、行っていない。  

 両学科ともに、社会人特別選抜入試制度を設けており、申し出により既修得単位認

定を行ない、社会人学生の学習支援に対する体制を整えており、特に課題はない。  

 障がい者の受け入れのための施設整備などの障がい者への支援体制については、今

日まで障がい者の受け入れがなかった。障がい者を対象としたバリアフリー化は部分

的になされているものの、構内すべての施設整備は行ってはいないため、障がい者へ

の支援体制は充分とはいえない。  

長期履修生受け入れのための体制は特に整えていない。  

学生の社会的活動に対する評価は、学内掲示で全学生へ紹介し、特に優れた活動に

対しては特別表彰規定を設け、事前周知するとともに、全学生の集う 12月の仏教行事

において、評価し表彰を行っている。  

 

(b) 課題  

学生支援のための教職員組織整備では、学生指導委員会の職務は、おおよそ授業以

外はすべてと広範囲なため、教員としての学務内容によって、ともすると繁多な時期

と重なり十分な学生支援ができているか疑問である。特に奨学金継続手続きのための

面接は高校からの予約奨学生も年々増え、限られた期間内での継続希望学生数に事務

処理を含め5名での教職員対応が適切かについて、検討の必要があげられる。  

学生が主体的に参画する活動が行われるよう支援体制整備についての課題は、2点あ

る。1点目は、学園行事であるスポーツフェスタは半数の教員が役員に就き学生と共に、

運営から競技の審判等を行ったが、終了後、教員からのアンケートには学生を中心に

運営すべきとの声が挙がっている。しかし、進級・入学、4月下旬のゴールデンウイー

ク時期とも重なり、新1年生を含めたスポーツフェスタ委員が主体となる運営・開催は

困難であることから、スポーツフェスタ開催時期の再検討が必要である。2点目は、学

生の自治活動としての学友会組織は、学生主体の自治活動を行なうために不可欠であ

る。織姫祭準備の中心は2年生だが、2学科とも資格取得のための授業・実習が編成さ

れ、こども学科では就職活動とも重なり両学科学生における負担は大きい。恒常的に

開催されてきた織姫祭のあり方について、学生・教職員の声をもとに検討が必要と思

われる。  

 学生のキャンパス・アメニティについては、21時まで学生ホールや教室をはじめ学

内を開放しているが、学生食堂等のキャンパス・アメニティは当短期大学の敷地・建

物の構造上の問題も含め十分とは言えない。特に足工大生協短大店の午前10時30分よ

り13時30分のわずか3時間の開店は大きな課題である。  

学生寮、宿舎のあっせん等、宿舎が必要な学生に対する支援については現在のとこ
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ろ、問題は見られない。  

通学バスの運行、駐輪場・駐車場の設置等、通学のための支援については、周辺地

域からの車通学のための駐車場利用台数は確保しているものの、足利市内からの車通

学希望者全員には対応しきれず、学生数に比し充実しているとはいえない。また、学

生駐車場の所在は校舎敷地より徒歩 5 分ほど離れた場所に 4 ヵ所点在しており、距離

的な不便さから、近隣の私有地等に違法駐車するなど問題が見られる。その一方、学

生駐車場まで街路灯が少なく、多くの危険性を孕んでいる。附属高校と共有している

駐輪場は、短大学生分のスペースはあるものの駐輪台数に比べ十分とは言えない。ま

た、本学の立地する地形上、急な坂を自転車・バイクを手押しで登坂しなくてはなら

ず、体力を必要とする。このため、駐輪場まで登坂せずに歩道や私有地に違法駐輪す

る学生が多く、地域住民から本学への苦情通報も増えており、駐輪場の位置的問題の

解決は、早急に取り組むべき課題である。  

 奨学金等、学生への経済的支援課題として、看護学科学生の実質半数以上が在学・

予約両採用のため、成績にかかわらず、学生支援機構適格基準である中位以下の『激

励』および『警告』の範囲に入ることになり、成績結果発表以前よりすでにそこに含

まれる奨学生が生じている。また、入学前に高校で手続きをした予約奨学生の成績状

況は、決して良好とはいえず、単位取得が困難な学生も多くいる。さらに、すべての

学業成績不振の奨学生に対する学生指導担当委員が行う個別面談により、成績の改善

する者はわずかで、その延長線に貸与奨学金返還率の低下が危ぶまれる。  

学生の健康管理、メンタルヘルスケアやカウンセリングの体制では、学生の健康管

理を行う、医務室担当者は事務室業務と兼務のため、体調不良者への緊急対応や、健

康不安等の相談には限界があり、医務室専任担当の配置と、相談室開設の周知方法と、

相談室担当専門カウンセラーの人選において性別を考慮した検討が必要である。  

 学生生活に関して学生の意見や要望の聴取について、課題は見られない。  

 現在まで、留学生・帰国子女の受け入れがないため、留学生の学習および生活を支

援する体制についての課題はない。  

社会人学生の学習を支援する体制についての課題は特に見当たらない。  

 障がい者への支援体制については、保育者と看護師の養成校として、障がい学生の

受け入れは現在までなかったが、平成 28年4月施行される障害者差別解消法に基づき、

障がい学生への合理的配慮について、入試・教務・進路を含めた支援体制、施設整備

等の具体的な取り組みの検討とともに、高齢者や様々な障害に向けての支援体制を整

える必要がある。  

地域活動、地域貢献、ボランティア活動等、学生の社会的活動に対する評価につい

ての課題は特にない。  
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基準Ⅱ -B-4  進路支援を行っている。  

［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］  

( 1 ) 就職支援のための教職員の組織を整備し、活動している。  

( 2 ) 就職支援室等を整備し、学生の就職支援を行っている。  

( 3 ) 就職のための資格取得、就職試験対策等の支援を行っている。  

( 4 ) 学科・専攻ごとに卒業時の就職状況を分析・検討し、その結果を学生の就  

 職支援に活用している。  

( 5 ) 進学、留学に対する支援を行っている。  

 

(a)現状  

[こども学科 ] 

就職支援のために進路指導委員会を組織し、月に一度の委員会を開催している。ま

た、その構成は、教員 4 名（うち 1 名が委員長）、事務職員 2 名（平成 25 年度に関し

ては新旧交代の引き継ぎ年度であったため 3 名）の 6（7）名である。事務職員のうち

1 名は進路相談室に常駐しており、進路に関する支援のみを行っている。  

 委員会は月に一度就職支援を中心に開催される。内容は「進路指導」の授業内容の

確認と検討、就職活動における諸問題についての検討および報告、就職内定状況の報

告などで、教員、事務職員間の連携を図る機会として有効に行われている。  

 進路指導担当教員は、1 年生後期から 2 年生前期に亘り毎週 1 コマを授業時間に組み

入れ進路指導を行っている。授業では進路支援のハンドブックであり本学科独自に教

員が作成した「私の就活ノート」を学生に配布し、進路指導のテキストとして活用し

ている。内容は 1 年次には進路に関する準備期間として、就職活動の流れ、マナー講

習、自らを振り返り自分を知る、卒業生（4 月に卒業した就職 1 年目の卒業生）を招い

ての就職活動体験発表、2 年次生の就職内定者の活動報告と懇談等である。2 年次には

履歴書作成についての全体指導と個別指導、面接指導、卒業生（卒業して 4～5 年目の

卒業生）による就職活動体験発表を中心としたパネルディスカッション、就職活動が

本格化する夏休み中の指導等である。また、栃木県幼稚園連合会合同就職説明会等の

情報の提供と指導を希望者に行う。その他群馬県私立幼稚園採用適正検査（群私）、群

馬県保育協議会保育士採用統一適正検査（群保）受検希望者への過去問題対策を実施

した。今年度は、群私の希望者 22 名、群保の希望者 24 名であったが、7 月 23 日（火）

13:00 から 17:50 の 3 コマで特別講師を招き、過去問に関する解説を行った。  

 また職場実践学習（インターンシップ）として、1 年次春休みから、多くの施設を知

ることを推奨している。学生が施設に電話して、就職活動の一環として学ぶことの依

頼をしている。このことにより、実習施設以外の幼稚園・保育園・施設の内容を知る

こと、就職に対してのモチベーションが上がることなど、求人が出る前から積極的な

活動状況が見られる。今年度の職場実践学習実施者は 69 名であった。  

 その他、2 年次の 4 月末から 5 月にかけて、保護者を交えた進路支援のための三者面

談を実施している。以前は進路父母相談会として、5 月末土曜日午前中を設定し実施し

ていたが、参加出来る保護者が限定されてしまうことから、平成 23 年度から改善する

こととした。方法は、各グループ担当の教員（専任教員 9 名）がグループ学生の保護
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者と連絡をとり、可能な日時を設定の上、保護者、学生、担当教員の三者で面談を行

う。学生の希望、保護者の考えの共通理解を行うと共に、学内における学生の様子や

就職支援の状況を伝え、よりよい方向の進路支援を行っていくことが目的である。今

年度については県外の遠方の保護者の来校を含め全学生の面談が終了し、報告書が進

路指導委員会に提出された。この結果は進路担当事務職員も共有し、よりよい支援を

行っている。  

 進路相談室を設置しているが、ここには進路指導事務職員が週 4 日（月・火・木・

金）の午前 10 時から午後 6 時までおり、学生の個々の相談に応じている。平成 25 年

度の利用者数は延べ 1,606 名であった。利用月としては 9 月、10 月、11 月が多い結果

となっている。各施設等からの求人票は事務室で受付後進路相談室に回し、部屋の前

に掲示される。また進路指導担当教員へは求人情報のメールが配信され情報を共有し

ている。求人情報により応募の希望がある学生は、職場実践学習（インターンシップ）

を行いその結果により、応募することを基本としている。事務職員は、全学生の進路

活動の相談と把握、就職活動前後の情報収集と整理、個々の学生の進路支援を行って

いる。  

 幼稚園教諭 2 種免許、保育士資格が取得できるよう教育課程が編成されており、 2

つの資格取得に向けて指導している。その他の資格取得については、レクリエーショ

ンインストラクター資格が取得できるよう学科課程に組み込んでいる。今年度の「レ

クリエーション理論」「レクリエーション実技」履修者は各 64 名、35 名であったが、

資格取得者は 26 名であった。また、キャンプインストラクター資格取得についても可

能となっているが、導入以来希望者が少なく実施されていない。  

また、就職試験対策支援については組織としては行われていない。しかし、専任教

員は各グループ学生の就職活動に関して、教育的観点と学生の性格や個性を知る教員

としてのアドバイスや個々の支援を行っている。その他、保育所以外の福祉施設の就

職希望者に対しては、福祉科目担当教員が個々に履歴書、面接の指導を行う。また、

殆どの幼稚園・保育所の就職試験に取り入れられているピアノ実技の試験対策につい

ては、授業の中でも就職試験の場合の選曲について教員間での共通理解と確認を行っ

ている他、音楽担当専任教員が個々に指導とアドバイスを行い、支援をしている。  

 例年幼稚園と保育園の就職者が約 80.0%を占めている。地域の特性と求人の状況か

ら、学生の住居地から車で 30 分程度の範囲で通勤出来る距離を基本として、就職支援

を行っている。平成 23 年度は幼稚園 24.0%、保育園 56.0%、その他の施設 16.0%、一

般 4.0%、平成 24 年度は幼稚園 41.0%、保育園 38.0%、その他の施設 16.0%、一般 5.0%、

平成 25 年度は幼稚園 31%、保育園 50.0%、その他の施設 14.0%、一般 5.0%であった。

このような結果を踏まえて学生の就職支援に活用している。  

 進学者については、保育士資格を有する者が 1 年間で介護福祉士資格を取得できる、

専攻科福祉専攻が廃科となったため、平成 21 年度 5 名、平成 22 年度 3 名が同様に資

格取得ができる他専門学校に進学した。その他、平成 21 年度 1 名が看護系大学へ、平

成 23 年度 1 名が音楽系大学に進学した。このような希望者がいた場合は、それぞれの

専門科目の教員が指導を行っている。その他精神的な部分ではグループ担当教員が相

談に乗っている。  
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 留学に関しては、現在まで実績が無い。  

 

[看護学科 ] 

 学生の進路（就職・進学）を支援する組織および体制（教員組織、事務組織）の現

状は以下のとおりである。看護学科進路指導委員会は、委員長 1 名、委員 3 名、事務

職員 2 名（平成 25 年度は 3 名）である。委員会は毎月 1 度開催される。全体的進路指

導は入学直後の 1 年次生から実施され、2 年次生、3 年次生へと続けて行なっている。

個別相談は、常時、学年を問わず、進路相談室および進路指導担当教員が受ける。3 年

次生に対しては、進路相談会を 6 月に行ない、全教員および多くの保護者との全体会

並びに個別相談が行なわれている。また、毎年「卒業生と語る会」を開催し、2 名以上

の卒業生を招いて、まずは、全体会（1、2 年次生も出席可）で卒業後間もない卒業生

からの職場での悩み、体験談等を聞き、その後、別室で卒業生と在学生の相談者のみ

の個別相談（教職員は同席しない）を行なっている。2 月の国家試験終了後には栃木県

足利労政事務所職員による労働講座を 3 年次生対象に開催している。  

 就職および進学に関する情報を揃え、個々の学生の相談に応じるため、進路相談室

（こども学科と共通施設）を設置している。進路相談室には事務職員 2 名を配し、週 4

日午前 10 時から午後 6 時までの間、随時学生および卒業生の相談に応じるとともに、

求人資料の整備、先輩の働いている写真や応援コメントの入ったポスターの掲示など、

学生の就職意欲の喚起を図っている。  

 看護師国家試験は、国家試験対策委員会が中心であり、進路指導委員会では、学生

の進路希望および進路関連活動状況（就職説明会、病院・施設見学、インターンシッ

プへの参加等）について、各委員の把握をしている情報を共有し、問題点を抽出し、

対応策を講じている。その結果は、学科会議に報告されるが、さらに必要に応じては、

速やかに看護学科のすべての教員に連絡され、重要事項の共有化がなされている。  

 平成 25 年度 3 月 31 日現在における平成 20 年度から平成 24 年度の看護学科の進路

状況によると、就職率は 100.0%である。これらの就職者の具体的、個別的状況は、す

べて委員会が捕捉し、現在および将来の就職希望者および求人先に役立てている。  

 進学者は、ここ数年は 1～5 名と少ない。学生が受験するときは、進路相談室が当該

大学の受験状況等の情報収集に努めている。留学については、看護学科では希望者は

いない現状である。  

 

(b)課題  

[こども学科 ] 

 就職支援のための教職員の組織と活動については、適切に行われていると思われる。

しかし、進路相談室事務職員と教員で組織される進路指導担当委員会でさらに綿密に

共通理解をしていくことが求められる。こども学科の場合、教育的な立場からまた、

学生一人ひとりを教員が把握していることから、教員が就職分野（幼稚園・保育園・

施設等）についてのアドバイスや援助をする割合が高い。しかし、教員は授業や会議

などで研究室に不在な時も多く、学生は進路相談室に行き教員と違うアドバイスを受

けることにより、混乱が生じることがあった。そのため、今年度第 1 回目の進路指導
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担当委員会では、役割分担についての検討を行い確認した。従って今年度は学生の混

乱については解消する方向にはなったが、さらに双方での共通理解を深めながら、進

めていく必要がある。  

 学生の進路相談室の利用状況は現状で示した。しかし、相談する学生は何回でも来

室しているが、なかなか足を運ばない学生もいるという現状もある。その点について

は、学科会議で進路指導担当教員より報告をし、グループ担当教員が個別に話し合う

よう依頼している。  

 幼稚園教諭 2 種免許と保育士資格取得ができるよう、学生に指導をしているが、近

年、一つの資格取得しかできない学生が若干増えてきている。このような学生は卒業

時或いは 1 年後に科目等履修生として、資格取得をする学生が多い。資格取得を活か

した保育職としての就職についての求人は現状でも多いので、進路支援としては学生

の 2 つの資格取得が大きな課題である。また、就職試験対策について現状では、組織

としては行っていない。個々の教員が支援している現状である。今年度は公務員試験

を受験した学生が 4 名いた。そのうち 2 名は 2 次試験まで進み、1 名が合格した。少

人数の短大であることから人的な部分で様々な支援が困難な部分があるが、検討して

いく必要がある。  

 就職は保育の専門職として約 95.0%が就職している。幼稚園、保育所、その他の施

設の種別についてはそれぞれの年度の学生の希望や求人による。従って、こども学科

としてはこのまま二つの資格取得と、それを活かした専門職としての就職支援を続け

ていきたい。  

 進学については現状で記述したように平成 20 年度から介護福祉士資格のための進学

以外は 2 名しかいない。今後、進学希望者がでた場合については個々に対応していく

予定である。  

 

[看護学科 ] 

 学内委員会の委員は、幾つかの委員会の委員を兼務しているため、情報の共有では

役立っている。多忙の中ではあるが、長期的ビジョンを立てることが課題である。  

 就職支援の日常的活動は進路相談室が中心であるが、現在、職員 2 名（平成 25 年度

は 3 名）で、週 4 日指導する体制である。  

 通常、国家試験受験前に就職試験が行われるが、受験勉強が優先されるため、就職

活動がスムーズにいかない学生が見られる。このための、1 年生からのきめ細かい指導

が必要である。  

 看護学科設置以来すべての就職等に関する資料が保存されているが、学生の利用す

る機会が少ない。掲示等により、一層の利用促進を図る必要がある。  

 進学については、きめ細かい指導をしている。  
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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。  

［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］  

( 1 ) 学生募集要項は、入学者受け入れの方針を明確に示している。  

( 2 ) 受験の問い合わせなどに対して適切に対応している。  

( 3 ) 広報又は入試事務の体制を整備している。  

( 4 ) 多様な選抜を公正かつ正確に実施している。  

( 5 ) 入学手続者に対し入学までに授業や学生生活についての情報を提供してい  

 る。  

( 6 ) 入学者に対し学習、学生生活のためのオリエンテーション等を行っている。 

 

(a)現状  

短期大学としての入学者受け入れの方針が明確となった平成 22 年度からは、学生募

集要項にアドミッションポリシーを明示するとともに、ホームページにも載せている。 

 入試事務の体制を次のように整備していることから、受験の問い合わせに対しては、

入試・広報事務職員（3 名）が適切に行っている。しかし、担当職員が外部に出る機会

も多いことから、それ以外の事務職員全体に対しても、受験に対する問い合わせにつ

いての適切な対応に関する申し合わせは、徹底して行っており問題ない。  

本学の入試事務の体制については、入試・広報委員会があり、6 名の教職員で組織さ

れている。学長、こども学科教員 2 名（うち 1 名が委員長）、看護学科教員 1 名、事務

長、入試担当事務職員（主査）である。その他委員会には所属しないが、2 名の入試担

当事務職員がいる。入試・広報委員会は毎月第一木曜日に開催されており、入試関連

事項の検討・決定をする。その結果を教授会で報告し、各学科はその方針に従い入試

に関しての業務に当たっている。内容としては、入試日程および内容、オープンキャ

ンパスの計画・実施（説明・模擬授業等）、高校への出前授業、来校した高校生への模

擬授業、高校訪問、高校教員対象説明会、広報等についてである。  

1．入学試験について  

 今年度こども学科では、前年度までの推薦入試Ⅰ期・Ⅱ期・一般入試Ⅰ期に加え一

般入試Ⅱ期を実施した。また、AO 入試については前期と後期に分け方式をそれぞれエ

ントリー方式と相談票による面接方式とした。推薦入試と一般入試の内容は変わらな

いが、AO 入試については受験生の状況を考え、前期（8 月から 12 月）は個別相談、

エントリーシート提出、面談、出願、面接試験とし、後期（ 1 月から 3 月）は AO 入試

相談票提出後の面接試験とした。  

2．オープンキャンパス  

 今年度は 12 回のオープンキャンパス（5 月・6 月・7 月 4 回・8 月・9 月 2 回・10

月・11 月・3 月）を実施した。また今年度のオープンキャンパスは入試・広報事務職

員が企画・実施の中心となり、学生スタッフが実際に進行する方式で行った。昨年度

までは教員中心で実施していたが、高校生のオープンキャンパス参加が入学後の学習

意欲の向上に結びつくよう内容を大きく変え、実施については学生主導で行った。ま

た保護者への説明や質問に充分対応できるよう、学費や奨学金等の保護者への説明に

ついては、事務長および学科長が担当した。  
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3．出前授業、学校見学会について  

 近年、高校への出前授業の依頼が増えている。依頼はまず入試・広報事務担当が受

ける。次に高校からの要望に沿い委員長を通してこども学科教員に依頼をした。各教

員には教授会において、担当授業と重複しない限り極力出前授業へ協力してほしい旨

要請をし、合意を得ている。今年度出前授業依頼は 13 件であった。  

 当短大を高校生が訪問し、入試説明、学科説明、施設見学、模擬授業、学食体験等

を経験する学校見学会がある。これについては、入試事務職員が中心となり、入試委

員長、学科長、模擬授業担当教員が対応している、今年度の依頼件数は 4 件であった。  

4．高校訪問・説明会について  

 平成 20 年度までは入試担当事務職員（他の業務も兼務）の他、一人の教員が平均 4

高校を訪問していた。しかし、平成 21 年度より入試専属事務職員が配置されたため、

現在は高校訪問・説明会については入試・広報事務職員が積極的に行っている。今年

度は 157 回訪問した。  

5．広報活動について  

 大学案内について平成 21 年度までは、担当教員 3 名が中心となり入試事務職員と協

力して担当していたが、平成 22 年度からは入試・広報事務担当職員が中心になり作成

することとなった。入試・広報担当事務職員は高校教員や高校生と接することが多く、

生の声を聞き、感触を得、企画をしている。また、大学案内については入試・広報委

員会において、その都度進捗状況が報告され、意見交換をしている。  

 その他の広報活動については、事務長を中心として入試・広報事務職員が分担して

行っている。  

 入学試験に関しては、推薦入試（公募推薦・指定校推薦・附属高校内部推薦）、一般

入試、社会人入試、AO 入試を行っている。入学試験実施業務について、全体的なタイ

ムスケジュールは入試事務職員が立案の後、入試・広報委員会で検討し決定している。

その後教授会において報告の後、各入試において実施・監督要領に従い明確に実施し

ている。  

 多様な入学試験があまり間をおかず実施されることから、ミスが無く公正であるよ

う募集要項に従い慎重に実施している。  

 入学手続者については《入学のしおり》を送付し、情報を提供している。また、入

学前教育としてこども学科では、文章の要約と漢字練習、幼稚園・保育園調査、ピア

ノ課題について、看護学科では、文章の要約と漢字練習、生物・保健体育の教科書の

復習、レポート課題を提示している。両学科とも基礎的学習と専門職としての心構え

を考えるものとなっている。その他こども学科では入学予定者と実際に関わる入学前

教育を 6 年前から行っている。今年度は、12 月（“表現活動発表会”の鑑賞）・1 月・2

月（本学において模擬授業体験）、3 月（学生生活についてのオリエンテーション）を

計画した。短大を知る、教員とコミュニケーションをとる、先輩の様子を見ることに

より入学後の学生生活への不安を減らし、意欲的に取り組むことを目的としている。  

上記のように予定したが、2 月は大雪のため中止となった。  
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(b)課題  

アドミッションポリシーを明確にし、募集要項で示しているが、今後短期大学とし

て点検をし、さらに考えていく必要がある。それは短大としての建学の精神・教育理

念、教育の目的・目標の定期的な確認や近年の社会状況の大きな変化への対応である。

その他現在は、前述したように受け入れの方針と受け入れの現状とが必ずしも合致し

ていないことがある。特にこども学科の場合、まず入学者確保が最優先事項であり、

受け入れの方針が形骸化することの無いよう努力する必要がある。しかし、平成 22 年

度から募集要項にアドミッションポリシーを明示したことは評価できると考えている。 

 受験の問い合わせ等については前述のように入試事務担当職員が中心となって行っ

ているが、他の職員も常に適切に答えることができるよう募集要項の充分な理解と状

況の適格な把握を心掛けて丁寧に行っていく必要がある。  

入試・広報の体制に関しては、平成 21 年度から入試・広報専属の事務職員が配置さ

れたことにより、専門職として高校訪問や進学説明会の実施に携わることは大きな成

果を上げていると思われる。それ以前に教員が訪問等していたことも、短大の教員が

高校教員との関連性を密にする上でメリットがあったと思われるが、主に 3 名の事務

職員が出向くことにより、授業時間に捉われず出席あるいは参加することにより、タ

イムリーかつ具体的な情報が得られること、それが集約されること、それを分析し入

試・広報活動に活かせることの利点は大きい。しかし、入試・広報担当事務職員と同

担当教員間の情報共有に若干の問題がある。入試・広報関連事項の決定については入

試・広報委員会で行われるにも関わらず、委員会での情報量不足、共通認識するべき

情報が報告されなかったこと等である。原因の一つとしては、教員は授業があり入試

事務職員は出張が多いことから、報告や話しあいの時間が取りにくいことがある。今

後の入試体制の課題として、入試委員会と実際に生の情報を集約する入試担当事務職

員との連携を深める必要がある。この問題については、入試・広報委員会に出席する

入試事務職員が 1 名であることに、一因があると思われる。3 名の入試事務職員がそれ

ぞれの分野での出張も多いため、意思疎通を図るのに充分な時間が取りにくいこと、

またそれが委員会で明らかになりにくいことである。そこで今年度は 5 回に亘り（7

月 21 日・9 月 21 日・10 月 3 日・11 月 9 日・2 月 1 日）入試委員打ち合わせ会を実施

し、情報の共有を図った。7 月は主に平成 25 年度各高校からの応募状況の実態把握、

9 月は応募者増のための具体策、10 月は入試担当として取り入れたい行事の内容につ

いて、11 月は次年度の大学案内、学事日程、2 月は AO 入試および特待生について等

である。その結果、入試委員と入試事務職員との情報の共有ができ、有意義であった。

今後も教員と事務職員の迅速な情報共有について検討を進める。  

 入学試験の実質的業務については、その都度実施計画案を入試・広報委員会で検討

し、教授会の報告事項として周知徹底しているが、多様な入試形態であることと、毎

年入試の種類、内容の変更があるため、綿密な計画案が必要となっている。また、公

正な選抜については一番重要な点でもあり慎重を期している。現在まで、受験生に不

利になるような事態は発生していない。ただ AO 入試はもとより推薦入試、一般入試

のいずれも面接試験項目により点数化されているが、これをより客観的な評価となる

よう、アドミッションポリシーに沿った形で面接者間での充分な打ち合わせと共通理
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解が必要であり、課題である。面接に関する採点表の改善を検討していきたい。  

入学手続き者に対しての基本的な情報提供に関しては前述したように行っており、

今後も提供すべき情報を精査しながら進めるべきだと考える。さらに入学前教育につ

いては前向きに検討すること、特に入学手続き者に対する短大での体験模擬授業は広

い意味での短大からの情報発信と考え、今後も積極的に進めていくべきである。  

 入学者に対してのオリエンテーションも毎年 2 日間行っている。入学生全体ガイダ

ンス、学科ガイダンス、クラス別ガイダンス等、案内と説明の内容である。しかし近

年、全体に話をしても理解が困難な学生も見受けられる。入学直後に説明すべきこと、

時期を変えて説明した方がよいこと、また学科やクラス単位でと、オリエンテーショ

ンの内容から、入学生にとって的確な情報となるよう、検討していくことが求められ

る。このことを踏まえ、今年度は入学前の 3 月に 4 回目の入学前教育を計画した。  

入学者受け入れの方針、アドミッションポリシーを明確に示し、受験生が充分理解

した上で入学することが、学習成果を向上させることに繋がると考え、さらに入試・

広報委員会として検討、努力する必要がある。  

 

 

 

◇ 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。  

同一法人の足利工業大学との間で協定を結び、学生に幅広い学習の機会を提供する

「単位互換制度」、学内他学科科目 1 年度 6 単位以内の履修を認める「他学科科目履修

制度」、一定の条件のもとで学内他学科への転科を認める「転科制度」がある。また、

「科目等履修生制度」という本学の授業科目を原則として年間 20 単位まで選択して履

修する制度があり、これに関しては毎年数名の希望者がおり、平成 25 年度は 10 名で

あった。  

保育者・看護師養成教育において、養成校と現場である、幼稚園・保育所・施設・

病院との連携のもとで行われる実習は重要な位置づけとなっている。こども学科では

実習施設との意思疎通と連携を図るため、各実習後に実習協議会を行っている。平成

25 年度においては、教育実習協議会を 7 月 11 日（8 園 8 名の参加）、保育実習協議会

を 3 月 5 日（9 園 10 名の参加）、施設実習協議会を 9 月 12 日（11 施設 11 名の参加）

に行った。これには学長、こども学科専任教員全員と担当事務職員が参加し、学生の

実習について、実習事前指導の充実のための意見交換、実習施設と短大教員の学生の

教育に関しての意思疎通と協力を得る良い機会となっている。  

看護学科の臨地実習は、8 領域の看護専門科目が 16 施設と多岐にわたる場で行われ

る。そのため、各実習施設との連携は、非常に重要であり、様々な工夫を行っている。

例えば、実習要項は、本学の教育理念、教育目的、教育目標をはじめ、看護倫理、同

意書に関するガイドラインなどを詳細に記し、共通した教育を行っている。各実習施

設に教員が出向き、実習指導者会議を実施している。実施回数は、年度の初めと終わ

りの計 2 回である。形成的な学習の成果の確認は、実習途中に教員と実習指導者が臨
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床現場で行っている。実習指導者会議は、各分野の実習を担当する教員と事務職員、

実習施設側は、看護部長、教育担当看護副部長、各病棟看護師長と実習指導者が参加

している。その内容は、本学の教育理念、教育目的を踏まえ、各看護学領域における

教育目的・目標、方法、評価方法を説明し、臨床側の教育上の問題点や改善点、実習

全体の学生配置計画の検討などである。2 回目の年度末の実習指導者会議では、学生の

学習成果（実習到達度）に照らし合わせ、教育上の反省点と改善点を協議している。

さらに、臨地実習指導者と教員がともに学び合う機会として研修会も行っている。  

また、こども学科では、保育者に求められる総合的表現能力を高めるために「総合

表現Ⅰ・Ⅱ」の授業の学びの成果の発表を中心に、一般公開で舞台発表を行なう「ラ・

ネッサンス（表現活動発表会）」を毎年開催している。看護学科では、本学の教育理念

である仏教精神を基盤として看護への意思（決意）を明らかにするというサブテーマ

で「ウパスターナ（傍らに立つ）」を、平成 17 年より実施している。看護への決意、

保護者への感謝、揺れ動く心の振り返りなどを行う。この体験は学生の心への刺激と

なって、成長を助ける儀式となっている。  

本学では、広く社会の人々の健全な生活や成長を支援する専門職業人の育成を目指

していることから、喫煙に関しては禁止しており、キャンパスガイドにも明記してい

る。また、学生の喫煙による心身への影響を理解し禁煙を促すために禁煙講習会を平

成 23 年度より継続して行っている。栃木県安足健康福祉センターの保健師を講師とし

て招き、両学科 1 年次生を対象に行っている。高校を卒業し喫煙への興味や関心が高

まる等の理由により、心身への影響を理解しないまま在学中に喫煙をする学生は多い。

喫煙することのリスク等の正しい知識を得られる機会として、参加した学生からの評

価は高く、特に、看護学科においては、看護師としての視点から健康指導に役立つた

め、今後も禁煙講習会を継続し健康増進のための禁煙運動への一助としたい。また普

通救命講習は、毎年、9 月に実施している。こども学科 1 年生は受講希望者、看護学科

に関しては 2 年次開講科目「成人看護援助論Ⅲ」において、普通救命講習受講修了を

履修必須条件としているため、全 1 年生を対象に行っている。  

 

(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。  

 いろいろな履修制度はあるものの利用する学生は少ない。また、科目等履修生の多

くは、在学中それぞれの資格における単位を取得出来なかった学生である。二年間と

いう期間に確実に履修出来るよう指導が必要であるが、学生の意思・意欲・学習理解

度の低下は毎年の問題になっており、難しい今後の課題となっている。  
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【基準Ⅲ  教育資源と財的資源】  

 

(a)自己点検・評価の要約  

人的資源としてまずあげられるものが学習成果につながる教育力であろう。それを

向上させるため FD 活動を全学的に計画し講演会・セミナー・公開授業その後の検証と

して授業アンケート等を行っている。  

教員配置について基準は満たしているものの、若手研究者の採用が求められる。  

今後も個人研究が活発に行われるよう有効な支援が必要である。  

事務組織について教育・研究の為のサポート力を付けるため SD 研修や各種団体の研

修会等に参加している。その結果教員との信頼関係は良好であり協働態勢は構築され

ている。  

人事に関する問題は規程等により適切に行われており、問題は発生していない。  

物的資源については、学生数や教職員数に対して基準を超えて整備されている。構

築物については、教室の整備やそのメンテナンス・防災対策には法人本部により一元

的に管理されている。また教育環境改善・省エネ対策にも取り組んでいる。  

技術的資源としては、学習成果を達成する上で必要十分な対応を取っている。  

 財的資源については、種々規程等に則り管理運営されており問題は発生していない、 

収支については、学納金の収入がほぼすべてであり学生の確保が一番の改善策である。 

 

(b)自己点検・評価に基づく行動計画  

行動計画について、情報公開制度により教員の研究業績も公開されるため積極的な

研究活動を進める方策の構築が必要であり、FD・SD 活動を充実させ、教職員が積極

的に参加し自己研鑽を積めるような環境作りが重要である。そのための研修会や研究

会をより充実させ実施していきたい。  

施設設備をいかに有効に学習成果に結びつけるかも重要である。そのため中長期的

な整備計画を法人と協議しながら策定し実行していきたい。大規模災害を想定した防

災マニュアルも作成し学生参加の訓練も実施したい。また、教育効果を高める教育機

器の導入については積極的に取り組みたい。  

施設を管理するためのシステムは出来ているが、財的資源をいかに管理し教育・研

究の充実に反映させるかは、収支のバランスが重要であり学生数の確保に全学的に取

り組んで行くとともに、法人と一体となった計画が重要であり、そのための行動計画

を構築したい。  
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［テーマ］  

基準Ⅲ -A 人的資源  

 

(a) 自己点検・評価の要約  

教員の配置について短期大学設置基準を満たしており、採用基準も規程により明確

になっている。職位の決定や採用・昇格については、規程・基準が整備され適正に運

用されている。非常勤講師の採用については、より専門性の高い現場での経験を活か

せるよう医師や教育関係者を多く採用している。情報公開制度により教員の研究業績

もすべてホームページで公開されており、個人研究費の支給など教員の積極的な研究

活動を支援している。  

教育力の向上のために、FD 活動に組織的に取り組んでいる大学から講師を招き、FD

研修会を開催している。また授業改善に向け公開授業を開催している。  

事務組織について教育・研究をサポートする意味で事務職員の役割は重要であり、

その能力を向上すべく SD 活動は各種団体の研修会や企業主催の研修会に参加してい

たが、今年度は外部講師 (愛媛大学秦敬治氏 )を招き、全職員参加のもと研修会を開催し

職員力アップが図られた。しかし人員が不足しているため、1 人が複数の業務を担当し

ているのが現状で、担当分野のスペシャリストを養成していく状況にある。  

教員との信頼関係は良好であり、相互に協力態勢は構築されている。人事に関する

問題は規程等により適切に行われており、問題はない。  

 

(b)自己点検・評価に基づく改善計画  

人的資源を効率よく有効に構築するには個々人の意識の改革が必要であり、普段か

ら問題意識を持ち自己研鑽に努めるよう努力しなければならない。  

大学に内在する有能な人的資源を最大限に活用するために、教育成果や研究成果を

積極的に公開し成果を共有していく。普段から自らの教育力向上に向け自己研鑽し、

新たな能力を身につけるために FD・SD 活動を充実させ、教職員がそれぞれの能力を

向上させ協働できる環境を作り、人的資源を最大限活用できる組織の改善計画を進め

たい。  

また、人員不足のため、一人が複数の業務を担当している現状等から、担当分野の

スペシャリスト養成が今後の課題である。  
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［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。  

［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］  

( 1 ) 短期大学および学科・専攻課程の教員組織が編成されている。  

( 2 ) 短期大学および学科・専攻課程の専任教員は短期大学設置基準に定める教  

 員数を充足している。  

( 3 ) 専任教員の職位は真正な学位、教育実績、研究業績、制作物発表、その他の  

 経歴等、短期大学設置基準の規定を充足している。  

( 4 ) 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて専任教員と非常勤  

 教員（兼任・兼担）を配置している。  

( 5 ) 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて補助教員を配置し  

 ている。  

( 6 ) 教員の採用、昇任はその就業規則、選考規程等に基づいて行っている。  

 

(a)現状  

専任教員は、25 名でうち教授 10 名、准教授 4 名、講師 5 名、助教 3 名、助手 3 名

が在籍している。  

学科の専任教員は、こども学科が 10 名、看護学科が 15 名であり、何れも短期大学

設置基準の定める専任教員数 (［イ］こども学科 8 名、看護学科 7 名、［ロ］3 名 )以上

を満たしている。  

職位の決定については、人事委員会で審議され短期大学設置基準に準拠した「足利

短期大学教員選考基準」により決定される。また、教員の学位や研究業績、その他経

歴等は情報の公開に基づきホームページで公開され、その学位記等の写しが事務室に

てファイルされている。履歴事項に追加・変更がある場合は随時報告を求め、履歴事

項の変更届を提出し、法人本部へも報告される。  

専任教員および非常勤教員については、高度な専門知識を有する者を採用し、すべ

て人事委員会、教授会でその経歴・研究業績や教科担当にふさわしいかが審議される。

平成 25 年度は 53 名の非常勤講師と契約し毎年雇用契約を締結している。  

その他看護学科では臨地実習における臨地実習指導者として 18 名を採用し、学生の

実習成果達成を補助している。  

また教員の採用、昇任については、「人事委員会規程」「教員選考基準」により審査

され、昇任については、自薦、他薦を含め「教員の昇格に関する推薦基準の申し合わ

せ」により審査され何れの場合も学科審査、人事委員会審査、教授会と審議され決定

される。  

 教員の新規採用については、欠員が生じた場合必要に応じて各学科等より発議され、

それをもとに学長が法人本部と協議し、承認を得たのち公募する。応募者については、

学科審査ののち学長が人事委員会に諮問する。諮問を受けた人事委員会は、委員会を

招集し、「足利短期大学教員選考基準」および「足利短期大学教員の選考に関する細則」

により審査し、結果は学長に答申する。答申を受け、学長は教授会の議を経て法人本
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部に採用申請し、理事長の決裁となる。  

昇任については、「足利短期大学教員の昇格に関する推薦基準の申し合わせ」および

「足利短期大学教員選考基準」により適切に審査され、それぞれの基準を満たしてい

ると思われる場合は、所属学科へ申告し学科内で審査を受け適格者であれば学科長よ

り学長へ推薦される。学長は、それを受け人事委員会へ諮問する。人事委員会では内

容を審査し適格者であれば学長に答申し、学長は教授会の議を経て承認後、法人本部

へ昇任の申請を行う。  

 

 

(b)課題  

教員組織は、設置基準以上に整備され組織的、制度的な問題点は現状では無いもの

の、学科により職位構成や年齢構成にバラツキがあり、高齢化や若年研究者の不足が

課題としてあげられる。  

短期大学設置基準はクリアしているものの、助手が少ないことが課題としてあげら

れる。  

 看護学科は教員の異動が多く、欠員が出たときの後任捜しや教育活動に支障が出る

こともあり、定着率の向上が課題である。  

人事評価は客観的な評価が難しく、その公平な評価方法を構築することが課題とし

て残される。  
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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。  

［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］  

( 1 ) 専任教員の研究活動（論文発表、学会活動、国際会議出席等、その他）は  

 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて成果をあげている。  

( 2 ) 専任教員個々人の研究活動の状況が公開されている。  

( 3 ) 専任教員は、科学研究費補助金、外部研究費等を獲得している。  

( 4 ) 専任教員の研究活動に関する規程を整備している。  

( 5 ) 専任教員の研究成果を発表する機会（研究紀要の発行等）を確保している。  

( 6 ) 専任教員が研究を行う教員室、研究室等を整備している。  

( 7 ) 専任教員の研究、研修等を行う時間を確保している。  

( 8 ) 専任教員の留学、海外派遣、国際会議出席等に関する規程を整備している。  

( 9 ) FD 活動に関する規程を整備している。  

( 10 ) 規程に基づいて、FD 活動を適切に行っている。  

( 11 ) 専任教員は、学習成果を向上させるために短期大学の関係部署と連携して  

 いる。  

 

(a)現状  

専任教員には個人研究費として一律 32 万円が配分され、学会参加費や旅費、研究図

書、消耗品の購入ができその研究活動を補助している。  

教員個々の研究活動については、「情報の公開」に基づきホームページにて公開して

いる。また毎年発行される研究紀要でも研究活動を公開している。  

科学研究費補助金に毎年数名が申請をしており、平成 25 年度は 2 名が採択されたが、

過去の採択件数はあまり多くない。その他外部研究費の獲得はない。  

研究活動に関する規程は定めていないが、その成果は毎年発行される研究紀要に掲

載し、研究業績としてホームページで公表している。  

専任教員には個人研究室が与えられ、いつでも研究できる環境を確保している。  

また、教員には研究日が週に 1 日設けられ、個人研究活動にあてている。  

専任教員の留学や海外派遣は過去に無く、規程の整備はされていないのが現状であり、

国際会議への出席に対しては、その都度稟議し決裁を受け承認している。  

FD 活動の規程は定めてないが、自己点検・評価委員会が担当する事項であって毎年

実施している。平成 25 年度は昨年に引き続き学習成果に着目し、学科別により内容を

深めた研修会を、外部講師を招き開催した。また、授業アンケートは非常勤教員も含

む全教員が毎学期ごとに行い、その結果は科目担当教員に通知され、それをもとに担

当教員は報告書を提出し、いずれも図書館にて公開されている。その他教員相互が自

由に参観できる公開授業期間や、卒業年次生および卒業生を対象に満足度調査アンケ

ートも実施して、短期大学全般の改善に努めている。  

関係部署との連携については、定期的に学科会議を開き教員間で問題の共有をし、

必要に応じて各委員会等と連携しつつ学習成果の向上に努めている。  
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(b)課題  

毎年多くの学会等に参加し研究に努めているが、教員の研究活動は教育活動が優先

され、必ずしも活発であるとはいえない。  

 科学研究費は申請者はいるがその件数が少ないので、さらに奨励する制度も検討し

ていく。  

研究活動に関する規程が未整備であり、その早急な制定が研究活動を活性化するた

めの課題である。  

専任教員の留学、海外派遣、国際会議出席は現在までほとんど無く、その規程等の

整備がされていなかったため、今後整備していくことが課題である。また FD 活動に関

する規程も整備されていないため、整備していく必要がある。  

 

 

 

基準Ⅲ -A-3  学習成果を向上させるための事務組織を整備している。  

［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］  

( 1 ) 事務組織の責任体制が明確である。  

( 2 ) 専任事務職員は、事務をつかさどる専門的な職能を有している。  

( 3 ) 事務関係諸規程を整備している。  

( 4 ) 事務部署に事務室、情報機器、備品等を整備している。  

( 5 ) 防災対策、情報セキュリティ対策を講じている。  

( 6 ) SD 活動に関する規程を整備している。  

( 7 ) 規程に基づいて、SD 活動を適切に行っている。  

( 8 ) 日常的に業務の見直しや事務処理の改善に努力している。  

( 9 ) 専任事務職員は、学習成果を向上させるために関係部署と連携している。  

 

(a)現状  

事務組織は、規模が小さいため、学務 (教務、学生、入試広報 )と総務 (庶務、会計、

管財 )に大きく分けられ、それぞれに主査、主任を配置し責任体制を明確にしている。

また毎週 1 回連絡打合せ会を全員で行い、学務全般の意思疎通を図っている。  

全員が担当業務に精通しており、さらなる研鑽を積むため担当業務ごとに研修会等

に出席し、職能の向上に努めている。施設、設備は各部署で常に見直し効率化に努め、

必要な対応を取っている。事務職員は各委員会等に必ず配置され、委員会の動向には

注意し、必要が有れば持ち帰り事務室で関係部署との協議や報告がされている。  

事務関係諸規程は法人本部にて策定され、組織・庶務・人事・給与・財務でそれぞ

れ関係する規程が整備されている。  

別途資料として示すが、必要とされる規程は整備され、その業務は規程に則り処理

されている。  

また、各種データ処理にはコンピュータを導入し、正確迅速な処理が行われるよう

毎年担当ごとに見直しを行い、システムの改善に努めている。  

防災対策については、消防計画により学長が本部長となり事務長が防火管理者にな
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る等各担当を定めており、毎年附属高校と合同で事務職員が訓練を実施している。情

報セキュリティーについては、情報を扱う担当者を特定し、パスワードの設定等によ

り安全が確保されており、情報の漏洩等事故は発生していない。  

SD 活動についての規程は定めてないのが現状であるが、事務職員の資質向上と能力

啓発を目的とした先進的な取り組みをしている大学の講師を招き、全員が参加する SD

研修会を開催した。  

少人数の職員で対応しているため、必然的に効率化を図り、業務の見直しや改善を

行い、常に改善改革に努めている。  

 このようなことから、教員の理解を得ながら事務職員と教員の相互協力態勢は良好

に保たれており、学習成果を向上させるための事務組織となっている。  

 

(b) 課題  

業務が複雑専門化してきており、担当ごとのスペシャリストの養成が必要である。

今後組織の見直しや職員配置の検討が課題であるが、人員的な制約もあり難しい。  

消防計画は整備されており業務分担も明確になっているが、全学をあげての火災訓

練は授業実施が優先され実施できないため、今後は大規模災害を想定した防災対策の

構築が急がれる。  

SD 活動に関する規程は整備していないので今後検討していきたい。  

 

 

 

基準Ⅲ -A-4 人事管理が適切に行われている。  

［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］  

( 1 ) 教職員の就業に関する諸規程を整備している。  

( 2 ) 教職員の就業に関する諸規程を教職員に周知している。  

( 3 ) 教職員の就業を諸規程に基づいて適正に管理している。  

 

(a)現状  

教職員の就業に関する法令で定められた諸規程は、諸規程集に納められ整備されて

いる。また、それらの規程は法人本部が管理しており、変更等あればその都度教職員

に周知している。  

それらの規程に従い就業については適正に管理されており問題はない。  

 

(b)課題  

 現状での課題はない。  

 

 

  



   

65 

 

［テーマ］  

基準Ⅲ -B 物的資源  

 

(a) 自己点検・評価の要約  

校地については設置基準第 31 条による基準校地面積=3,900 ㎡に対し、10,084 ㎡を

有していることから、基準を十分満たしている。  

障がい者への対応としては、現在、障害のある学生は在籍していないが、エレベー

タ、自動ドア、スロープ、障害者用トイレの設置等バリアフリー化を進めている。  

講義室、演習室については、各学科に必要とされる数および面積を整備している。

看護学科においては、各領域で独立した演習室を持ち領域に特化した演習授業が行わ

れ学習成果をあげている。  

本学では、マルチメディア室としてコンピュータ室が整備されている。コンピュー

タ室は、視聴覚教室も兼ねており、LL 教室として使用出来るよう整備されている。授

業時間以外にも多くの学生が利用している。  

通信制の教育は行っていないが、学内 LAN は、校舎内各室ほとんどに接続端子を設

置し、授業等で使用が可能となっている。また、教員の各研究室にも接続端子が設置

されており、個々の研究等に使用されている。  

授業用の機器・備品の整備状況および整備システムについて、授業用の機器・備品

の購入は、各教員からの予算申請により、内容を検討し購入している。PC プロジェク

ターの各教室への導入もほぼ終了した。また管理システムについては、備品台帳がコ

ンピュータ管理されており、法人本部により一元管理されている。教員が購入した機

器・備品については、購入した教員が管理し、定期的に事務で、その管理状況につい

て確認している。  

図書館の閲覧室の増設整備は行ったが、蔵書数・面積・設備のさらなる拡充が必要

である。  

 体育館には空調が整備されており、附属高校の体育館も一部授業で使用している。

授業以外の時間も開放されているため、部活動・サークル活動、休憩の間の軽い運動

等において自由に使用できる。  

固定資産については、一元的に法人本部にて管理され、施設設備等の備品管理は短

期大学が管理しそのデータは法人に送られる。  

各規程により施設設備、物品は法人本部で管理されており、管理台帳とは常に一致

した状態が保たれている。東日本大震災の経験から、非常食、飲料水、寝具等備蓄し

災害時に備えている。  

大規模な災害対策としては、「学校法人足利工業大学大規模災害対応要綱」が定めら

れており、その要綱により「足利短期大学消防計画」が定められている。  

防災システムは事務室にて集中管理されており、火災訓練も毎年実施されている。

建物の耐震強度については昨年検査を行い、早急な改修を必要とする箇所は無いが今

後も点検していきたい。  

コンピュータのセキュリティーは、ウィルスソフトの導入によりある程度守られて

いる。また、学籍処理やその他事務処理に使われるコンピュータについては、管理者
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を定めパスワード等の設定により守られている。  

 公用車にハイブリッド車を購入、また施設における冷暖房の温度設定、使用時期、

自動消灯設備を導入した。また今年度は全館の照明を LED 照明に改修し省エネ対策に

取り組んだ。  

 

(b) 自己点検・評価に基づく改善計画  

校地、校舎の拡張は早急な改善は難しく、課題としても解決するには時間がかかる。

今ある施設設備をいかに有効に活用し学習成果に結びつけるかが、重要である。その

ため中長期的な改修計画を策定し、その前段階での計画が必要と思われる。現在は多

種多様な教育機器が開発されているが、その操作や効果を修得し学習成果に結びつけ

ることが、必要である。そのための研修会や研究会を開催することも検討したい。  

 施設設備の維持管理については、現在もシステムは構築されており、大きな問題は

発生していないが、担当者は常に危機管理意識を持ち点検整備に努めるよう、複数の

担当者で確認するようにしたい。また、そのためのマニュアル作りも検討したい。  
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［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。  

［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］  

( 1 ) 校地の面積は短期大学設置基準の規定を充足している。  

( 2 ) 適切な面積の運動場を有している。  

( 3 ) 校舎の面積は短期大学設置基準の規定を充足している。  

( 4 ) 校地と校舎は障がい者に対応している。  

( 5 ) 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて授業を行う講義室、 

 演習室、実験・実習室を用意している。  

( 6 ) 通信による教育を行う学科の場合には、添削等による指導、印刷教材等の  

 保管・発送のための施設が整備されている。  

( 7 ) 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて授業を行うための  

 機器・備品を整備している。  

( 8 ) 適切な面積の図書館又は学習資源センター等を有している。  

( 9 ) 図書館又は学習資源センター等の蔵書数、学術雑誌数、AV 資料数および座  

 席数等が十分である。  

①  購入図書選定システムや廃棄システムが確立している。  

②  図書館又は学習資源センター等に参考図書、関連図書を整備している。 

( 10 ) 適切な面積の体育館を有している。  

 

(a) 現状  

校地については、専用 8,474 ㎡ 共用 36,410 ㎡の計 44,884 ㎡であり基準を充足し

ている。  

短大としては、屋外運動場は有していないが、体育館を使用している。またスポー

ツフェスタなどの時は、同一法人の足利工業大学グランドを使用している。  

設置基準第 31 条による基準校舎面積＝3,900 ㎡に対して現在 10,084 ㎡を有している。 

本学は、二以上の分野についてそれぞれ学科を置く短期大学に該当するため、基準

校舎面積の算出方法は次の通りである。  

基準校舎面積表で、学科の収容定員 100 人までの欄の基準校舎面積が最大である分

野を、こども学科の教育学・保育学関係分野＝2,350 ㎡（収容定員 200 人まで）とし、

当該分野以外の分野を、看護学科の保健衛生学関係 (看護学関係 )＝1,550 ㎡（収容定員

200 人まで）と、それぞれの面積を合計した面積。  

 

基準面積を算出する計算式 2,350 ㎡＋1,550 ㎡＝3,900 ㎡  

 

障がい者への対応としては、現在、障がいのある学生は在籍していないが、エレベ

ータ、自動ドア、スロープ、障害者用トイレの設置等バリアフリー化を進めている。  

講義室、演習室については、各科必要とされる数および面積は整備している。看護

学科においては、各領域で独立した演習室を持ち領域に特化した演習授業が行われ学
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習成果をあげている。  

本学では、マルチメディア室としてコンピュータ室に 46 台の PC とそれを操作する

サーバー機が設置されている。授業では、情報処理Ⅰ、Ⅱ・情報科学Ⅰ、Ⅱ等で使用

し、授業以外の時間は、コンピュータ室を開放し自由に使用出来るよう整備されてい

る。そのため学生は課題や web による情報検索等に活用している。なお、このコンピ

ュータ室は、視聴覚教室も兼ねており、LL 教室として使用出来るよう整備されている。 

通信制の教育は行っていないが、学内 LAN は、校舎内各室のほとんどに接続端子を

設置し、授業等で使用が可能となっている。また、各研究室では、個々の研究等に使

用されている。  

授業用の機器・備品の整備状況および整備システム（管理の状況、整備計画等を含

む）について、授業用の機器・備品の購入は、各教員からの予算申請により、購入内

容を検討し購入している。そのため、授業で必要とされる機器・備品はおおむね充足

している。年々需要が高まっている PC プロジェクターの導入は、ポータブルタイプや

教室備付が完備され、ほぼ全室で使用が可能である。また、管理システムについては、

備品台帳がコンピュータ管理されており、法人本部により一元管理されている。なお、

教員が購入した機器・備品については、購入した教員が管理し、定期的に事務で、そ

の管理状況について確認している。  

図書館の面積は 468 ㎡、座席数は 79 席である。平成 24 年度までは、440 ㎡だった

が 2 階閲覧室の拡張を行った。閲覧室は学習用として設け、遅くまで学ぶ学生のため

の支援をしている。  

通常の学生購入希望図書は、学生が読みたい本や必要な本を図書館に申し込んで購

入するシステムを取っている。また、教職員からの研究図書は研究費で購入し、蔵書

の充実に役立てている。それ以外に学内選書を 2 回実施している。こども学科はＩ書

店（足利市）から推薦図書を借り受け、こども学科の学生・教職員に呼びかけ選書を

行っている。平成 25 年度は、図書と絵本を合わせて 40 冊購入した。看護学科は専門

医療系図書が充実している H 書店（前橋市）が短大に推薦図書を持ち込み、学生と教

職員による選書を行った。この時選ばれた図書は 80 冊で、さらに国家試験の問題集が

70 冊、合計 150 冊であった。これらの図書については、後援会から 100 万円の補助金

があり、この資金で補填している。  

 廃棄システムは、年代の古い資料を中心に、図書館司書が選びだし、選んだ書籍を

教員に廃棄リストとして配り、現物を一定期間開示して確認を取り、廃棄している。  

現在の図書館収容冊数は以下の通りである。和書：44,931 冊、洋書：4,823 冊の合計

49,754 冊（うち辞書類 1,022 冊）、図書の一部は各研究室にて蔵書されている。製本雑

誌、和書：1,263 冊、洋書：2,162 冊、合計 3,425 冊である。学術雑誌は 82 種類あり、

そのうち 8 冊は海外雑誌である。  

視聴覚資料は、4,115 点（枚）で内訳は VTR：1,922 点、CD-ROM：20 点、LD：30

点、DVD：342 点、スライド：2 点、紙芝居：420 組、レコード：102 枚、CD：1,206

枚、カセットテープ：71 本である。  

図書館検索システムにより蔵書の全データが PC に入力され、蔵書検索が支障なくで

きるようになっている。また、看護学科では、医中誌（看護系データーベース）のシ
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ステムを使い、資料を検索できるようになっている。さらに、EBSCOhost Integrated 

Search(洋雑誌のデーターベース )を使い、洋書の検索が出来るようになっている。  

体育館は、3 号館 4 階に床面積 714 ㎡の広さで設けられており、空調が整備されて

いる。また、附属高校の体育館も一部授業で使用している。授業以外の時間は開放さ

れているため、部活動・サークル活動、休憩の間の軽い運動等が自由に行える。  

 

(b) 課題  

キャンパスの立地条件の問題で、学生の運動場は校舎内外ともに全体的に不足して

いる。校舎の面積について短期大学設置基準は満たしているが、学生の休憩場所の整

備が、快適なキャンパスライフの課題としてあげられる。  

現在障がい者の在籍は無く現状では問題はないが、今後もバリアフリー化を一層進

めたい。また、開学当初からの施設は老朽化が進んでおり、大学生協、学食等の改修

整備も、課題としてあげられる。その他学生支援のため、学習支援、健康管理等の物

的環境も整えていく必要がある。  

教育機器の整備は、予算的な制約もあり優先順位をつけ整備せざるを得ない。  

現在の図書館面積は十分とはいえず、収納スペース不足である。現状の中でより多

くのスペースを確保するために、廃棄システムを再考してスペースの確保に努めるこ

と。また看護学科が次年度から足利工業大学看護学部になるため、足利工業大学図書

館に看護関係の図書や DVD を移動し、スペースの問題を改善することも考えていきた

い。現在の図書館棟は図書館として建てられたものではなくレイアウトの問題があり、

図書館としての機能が充分でない。閲覧室の面積は広がったが、管理がしにくい構造

になっているため、管理と利用の方法などを優先順位をつけて改善していく。このよ

うに物理的に厳しい現状であり根本的には、学校法人足利工業大学法人本部にレイア

ウトの改善策を申請していくことが考えられるが、当面は常に学生の利便性等を考え、

学習支援を行っていくことが必要である。  
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基準Ⅲ -B-2  施設設備の維持管理を適切に行っている。  

［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］  

( 1 ) 固定資産管理規程、消耗品および貯蔵品管理規程等を、財務諸規程を含め  

 整備している。  

( 2 ) 諸規程に従い施設設備、物品（消耗品、貯蔵品等）を維持管理している。  

( 3 ) 火災・地震対策、防犯対策のための諸規則を整備している。  

( 4 ) 火災・地震対策、防犯対策のための定期的な点検・訓練を行っている。  

( 5 ) コンピュータシステムのセキュリティ対策を行っている。  

( 6 ) 省エネルギー・省資源対策、その他地球環境保全の配慮がなされている。  

 

(a)現状  

固定資産については、一元的に法人本部にて管理され、施設設備等の備品管理は足

利短期大学が管理しそのデータは法人に送られる。  

なお、本法人および足利短期大学は以下の規程等により管理されている。  

 

 学校法人足利工業大学工事規程  

 学校法人足利工業大学固定資産および物品管理規程  

 学校法人足利工業大学購入規程  

 寄附金の取り扱いについて  

 足利短期大学施設使用規程  

 

各規程により施設設備、物品は法人本部で管理されており、管理台帳とは常に一致

した状態が保たれるように、定期的に教職員に確認を求めている。東日本大震災の経

験から非常食、飲料水、寝具等を備蓄し、災害時に備えている。  

大規模な災害発生時の対策としては、「学校法人足利工業大学大規模災害対応要綱」

が定められており、その要綱により設置される災害対策本部が統括し、各校は所属本

部が個別の対応をすることになっている。具体的な組織として本学では、「足利短期大

学消防計画」により定められた組織が対応することになっており、学長を本部長とし

以下各責任者等が定められている。  

防災システムは事務室に集中制御板があり、一元管理されており、異常時は管理会

社へも同時通報される。また火災訓練は年 1 回附属高校と一緒に、システム定期点検

は年 2 回行われている。建物の耐震強度については昨年、強度検査を行い早急な改修

を必要とする箇所は無い。  

コンピュータは教職員全員に配備され個々の業務で使用している。そのセキュリテ

ィーはウィルスソフトの導入により守られている。また、学籍処理やその他事務処理

に使われるコンピュータについては、管理者を定めパスワード等の設定により守られ

ている。  

 省エネルギー・省資源対策として、公用車にハイブリッド車を購入、施設における

冷暖房の温度設定、使用時期、自動消灯設備を導入した。また、平成 25 年度は、全館

の照明を LED 照明に改修し省エネ対策に取り組んでいる。  
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(b)課題  

施設設備の維持管理は、現場で管理する物と法人本部で管理する物に別れ複雑であ

る。一元的に管理出来れば管理の上からも有効であり、その組織体制作りが今後の課

題である。  

防災対策として細かな対応マニュアルがまだ整備されておらず、緊急時の対応に不

安があるため早急な整備が必要である。  
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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  

 

(a)自己点検・評価の要約  

教育機器の整備状況は今年度コンピュータ室を改修整備した。必要とされるコンピ

ュータの台数、教室のプロジェクター整備等平均的な基準を満たしている。その管理

は事務室で管理し、必要に応じて更新や保守点検を行っている。必要なソフトウエア

は教員単位で購入しており、そのための個別研修等は行っていない。研究室等すべて

の教室には学内 LAN が整備されている。コンピュータ教室には視聴覚機器も整備され

必要とされる授業で活用されている。  

 

(b) 自己点検・評価に基づく改善計画  

今や教育にはコンピュータが欠かせなくなり、その必要性はますます大きくなって

きている。今後とも教育効果を高める教育機器の導入については、積極的に取り組み

たい。  

しかし多くの情報の中からいかに必要で有効な情報を取り入れるか、得た情報をい

かに学習成果に繋げるか、その使用方法の研修会やルール作りも今後行っていく。  
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［区分］  

基準Ⅲ -C-1  短期大学は、学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて学

習成果を獲得させるために技術的資源を整備している。  

 

［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］  

( 1 ) 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて技術サービス、専  

 門的な支援、施設、ハードウェアおよびソフトウェアの向上・充実を図っ  

 ている。  

( 2 ) 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて情報技術の向上に  

 関するトレーニングを学生および教職員に提供している。  

( 3 ) 技術的資源と設備の両面において計画的に維持、整備し、適切な状態を保  

 持している。  

( 4 ) 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて技術的資源の分配  

 を常に見直し、活用している。  

( 5 ) 教職員が学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて授業や学  

 校運営に活用できるよう、学内のコンピュータ整備を行っている。  

( 6 ) 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて、学生の学習支援  

 のために必要な学内 LAN を整備している。  

( 7 ) 教員は、新しい情報技術などを活用して、効果的な授業を行うことができ  

 る。  

( 8 ) 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて学生支援を充実さ  

 せるために、コンピュータ利用技術を向上させている。  

( 9 ) 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて授業を行うコンピ  

 ュータ教室、マルチメディア教室、CALL 教室等の特別教室を整備してい  

 る。  

 

(a)現状  

コンピュータは全教職員に配備され、研究や事務処理に役立てている。サーバーの

セキュリティーは対策ソフトにより万全を期している。それ以外は必要に応じてソフ

トウェアを個人で導入して、ウイルス対策も行っている。  

授業科目としては、情報処理Ⅰ・Ⅱ、情報科学Ⅰ・Ⅱで実用的なソフトウェアを使

い、コンピュータ室で授業が行われ、情報技術の向上が図られている。教員は個人で

必要に応じて、専門教員から技術向上のトレーニングを受けている。  

学科の特性から高度なコンピュータ技能を必要とはしないが、今日の情報処理技術

は欠かすことは出来ないため、施設は最新の機器を導入し教育に支障が無いように維

持管理されている。すべての教室、演習室、研究室は、インターネットに接続可能で

あり、あらゆる場面で使用可能な状態になっている。  

必要とされる施設設備については、法人本部に予算要求し、計画的に充実を図って

いる。  

専任教員はもちろん、非常勤教員からのコンピュータ使用希望に対応できるように
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コンピュータを整備している。  

学内 LAN は完全に整備され、教育・研究・事務処理等あらゆる業務で活用されてい

る。  

先進的な技術を用いた教育を行う場合は、その機器等の設置にかかる予算申請など

適切なサポートを行っている。  

特に学務で使用されているシステムはあらゆる学生支援に使われており、その更新

は常に行われ、有効な情報を関係部署に提供できるように、きめ細かな支援に役立て

ている。  

今年度最新の機器を導入したコンピュータ室を整備することとなっており、学生の

情報技術の向上が期待される。  

 

(b)課題  

 学科構成の特色から情報技術者の不足が課題としてあげられる。  

新しい教育機器の導入については、必要とされる教員からの要求により順次整備さ

れるが、教員の能力、技術レベルに差があり、すべての教員が有効に活用していると

はいえない。研修会や技術講習会等も開催し、多くの教員が有効に活用できるように

していくことが、今後の課題としてあげられる。  
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［テーマ］  

基準Ⅲ -D 財的資源  

 

(a)自己点検・評価の要約  

学校法人、短期大学とも学生・生徒数の急激な減少により収支のバランスをとるこ

が難しい状態が続いており、資金収支、消費収支とも均衡していない。理由は、学生・

生徒数の減少によるものであり、支出の見直しも追いついていない。支出の多くを占

める人件費については、学校の基本的資産ともいえるものでもあり、短期間に解決で

きるものではない。しかし、借入金がないことや、平成 24 年度末で減価償却引当特定

資産が約 45 億 3 千万円、現預金が 22 億 5 千万円あることから、これまでの資産を取

り崩しつつ、数年のうちに改善の方向に向うため努力をしている。  

短期大学の財政と学校法人全体の財政状況、貸借対照表は、正しく把握している。

資産の運用については規程を整備しており、それに沿った対応を行っている。さらに、

退職給与引当特定資産についても、規則に従った引き当てがなされている。  

教育研究経費は平成 24 年度の短期大学で帰属収入の 27.5%あり、教育研究用の施設

設備や図書についても、現状の財政状況の中では適切に配分されている。  

学生募集については、入試事務担当が中心となり高校訪問や説明会に出向き、教員  

は出前授業や学校見学会における模擬授業などを積極的に行っている。また、オープ  

ンキャンパスの回数や方法、入試形態なども毎年検討し改善してきた。その成果は、

こども学科の入学者数回復に表れている。  

施設設備については、平成 24 年度に、法人全体の建物に関する耐震の優先度調査を

行った。それに基づき本年度より本格的な耐震診断を行った。  

学校法人全体でいえば、工学部において企業等からの外部資金を獲得している。遊

休資産の処分については、平成 25 年度中に処分する計画である。  

 

(b)自己点検・評価に基づく改善計画  

学校法人、短期大学とも学校法人全体の財政からみて、定員管理と経費のバランス

をとることが難しい状況が続いていることから、学生確保による立て直しが急務であ

る。  

教職員の採用については経済面に配慮する等により、人件費については大きく改善

を図る計画である。平成 26 年 4 月に短期大学看護学科を基盤として大学に看護学部を

設置することが認可された。こども学科は、社会的役割を担う保育者養成等の需要に

応えた学科として、学生の確保を第一優先事項という意識を強く持ち、危機意識をさ

らに共有し全学一丸となって当る。   
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［区分］  

基準Ⅲ -D-1  財的資源を適切に管理している。  

［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］  

( 1 ) 資金収支および消費収支は、過去 3 年間にわたり均衡している。  

( 2 ) 消費収支の収入超過又は支出超過の状況について、その理由を把握してい  

 る。  

( 3 ) 貸借対照表の状況が健全に推移している。  

( 4 ) 短期大学の財政と学校法人全体の財政の関係を把握している。  

( 5 ) 短期大学の存続を可能とする財政が維持されている。  

( 6 ) 退職給与引当金等が目的どおりに引き当てられている。  

( 7 ) 資産運用規程を整備するなど、資産運用が適切である。  

( 8 ) 教育研究経費は帰属収入の 20%程度を超えている。  

( 9 ) 教育研究用の施設設備および学習資源（図書等）についての資金配分が適  

 切である。  

( 10 ) 定員充足率が妥当な水準である。  

( 11 ) 収容定員充足率に相応した財務体質を維持している。  

 

［注意］  

基準Ⅲ -D-1 について  

(a) 財務に関する自己点検・評価については、日本私立学校振興・共済事業団

『私立学校運営の手引き』第 1 巻「私学の経営分析と経営改善計画（平成

24 年 3 月改定版）」（p.5：図 1）を参照し、どの区分に該当するかを「基

準Ⅲ -D 財的資源」の提出資料「書式 4 キャッシュフロー計算書」の該当

部分に記載する。  

(b) 同資料の「定量的経営判断指標に基づく経営状態の区分（法人全体）」の

B1～D3 に該当する学校法人は経営改善計画を策定し、自己点検・評価報

告書に計画の概要を記載する。改善計画書類は提出資料ではなく備付資料

とする。  

(c) 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。  

 

(a)自己点検・評価の要約  

学校法人、短期大学とも収支のバランスをとることが難しい状態が続いており、現

在のところ資金収支、消費収支とも均衡していない。原因は学生・生徒数の減少によ

る。  

財政基盤を安定的なものにするためには早期に収支の均衡をはかる必要があり、現

在、収支計画と学校法人及び短期大学が取り組むべき重要課題の解決の方向性を明確

化・共有化するための中長期的計画を策定中である。  

特に支出の多くを占める人件費については、一方で学校の基本的資産とも言えるも

のでもあり、短期間に解決できるものではないが、借入金がないことに加え減価償却
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引当特定資産、現預金があることから、これらの資産を活用しつつ経費の削減を進め、

数年のうちに改善の方向に向かえるよう計画している。  

学校法人全体では長年勤めている中高年層の教員が多いことから、ここ 5,6 年のうち

に若手教員採用などで大幅に入れ替えを実施し、人件費の改善を図る計画である。ま

た、法人内の各学校とも自校の特色をアピールしながら、教育や学生指導面での地道

な取り組みを継続していく。  

短期大学の財政と学校法人全体の財政状況、貸借対照表については正しく把握され

ている。資産の運用については規程を整備しており、規程に則った対応を行っている。

さらに、退職給与引当特定資産についても会計基準に則った引き当てがなされている。 

教育研究経費は平成 25 年度の短期大学で帰属収入の 28.8%あり、教育研究用の施設

設備や図書についても現状の財政状況の中では適切に配分されている。  

定員充足率については、看護学科は妥当な水準であるが、こども学科が 70％台であ

り、経営上の妥当な水準に届いていない。  

 

(b) 自己点検・評価に基づく改善計画  

大学工学部、短大の学生確保が急務である。短期大学看護学科を基盤として大学に

看護学部を平成 26 年 4 月に設置することが認可されたことから、大学工学部の学生募

集にも好影響を与えるものと考える。短大については、こども学科のみとなるが、社

会的に保育者需要は堅調であり定員を回復させていく。  

施設面では、学校法人全体として耐震診断に基づく耐震工事を計画に進めることが

必要であり、財政的なバランスを踏まえながら実施する。  
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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。  

［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］  

( 1 ) 短期大学の将来像が明確になっている。  

( 2 ) 短期大学の強み・弱みなどの客観的な環境分析を行っている。  

( 3 ) 経営実態、財政状況に基づいて、経営（改善）計画を策定している。  

①  学生募集対策と学納金計画が明確である。  

②  人事計画が適切である。  

③  施設設備の将来計画が明瞭である。  

④  外部資金の獲得、遊休資産の処分等の計画を持っている。  

( 4 ) 短期大学全体および学科・専攻課程ごとに適切な定員管理とそれに見合う  

 経費（人件費、施設設備費）のバランスがとれている。  

( 5 ) 学内に対する経営情報の公開と危機意識の共有ができている。  

 

(a)現状  

昭和 54 年に地域の要望により幼児教育科単科の短期大学として開学し、平成 8 年に

は看護科、平成 12 年には専攻科福祉専攻が開設された。専攻科福祉専攻は、事情によ

り平成 21 年に廃止された。その後、社会的状況や教育の質の向上などから看護の 4 年

制大学への移行が求められ、平成 26 年度には足利工業大学に定員 80 名の看護学部が

新設される。そのことに伴い、足利短期大学の看護学科の入学募集は停止された。こ

ども学科は変わらず地域から短期大学としての要望が強く、2 年制の短大として継続す

る。  

 足利短期大学の強みとしては、建学の精神・理念である「以和為貴」の精神をもと

にした教育を行っていることが地域に理解されていることである。きめの細かい学生

指導を行っている短大として、地域に認められている。弱みとしては、通学の便とし

て JR 両毛線、東武線に頼っているが、鉄道の便数が少ないことと、両駅から徒歩で

20 分程度かかることである。また、織姫山の麓にあるため、自動車通学の学生駐車場

が十分とはいえないことである。また、短大周辺に商店や商業施設がないことも、不

便な一面である。  

 学生募集については、入試事務担当が中心となり高校訪問や説明会に出向き、教員

は出前授業や学校見学会における模擬授業などを積極的に行っている。また、オープ

ンキャンパスの回数や方法、入試形態なども毎年検討し改善してきた。その成果は、

こども学科の入学者数回復に表れている。  

学納金の改訂については、学生募集の観点から変更を行っておらず、当面現状維持

を続ける予定である。  

教職員の採用については、専門分野を配慮しながら若手・中堅教員への切り替えを図

り、教育力、組織力が維持できるよう検討している。  

平成 24 年度に学校法人全体の建物に関する耐震の優先度調査を行った。それに基づ

き、順次耐震工事を実施していく予定である。施設設備については、この耐震事業を

中心に、空調、外壁、備品の更新などを順番に実施していく。  
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学校法人全体では、工学部において企業等からの外部資金を獲得している。また、

科学研究費の申請に対しては積極的な奨励を行っている。  

遊休資産については、平成 26 年度中に処分を計画している。  

学生数の減少により、定員管理と経費のバランスをとることが難しい状況だが、こ

れまで蓄えた資産を活かしながら、地道な努力を継続することにより、バランスの回

復を図っていきたい。  

経営情報の公開と危機意識については、毎年度 7 月ごろに本部による「法人の財務

状況等の説明会」が行われ、法人全体の説明がある。「学生生徒数および教職員数一覧」

「入学者一覧」「資金収支決算書」「貸借対照表」「資金収支計算書」などの資料をもと

に報告があり、全教職員に意識の共有ができている。  

 

(b)課題  

看護学科の 4 年制大学への移行により、短期大学の看護学科の将来像は明確になっ

た。短期大学の看護学生が全員卒業するまでの間、現在のキャンバスに大学の看護学

部と短期大学の看護学科と、そしてこども学科の学生が共存することになる。運営上、

また教育上の課題も検討しなければならない。  

 学生の通学の利便の上から、平成 24 年度からスクールバスの運行を始めた。現在も

学生の利用が多いが、看護学部新設に伴い便数の増加を検討しなければならない。ま

た、自動車通学の学生のために、駐車場の確保も課題である。  

平成 26 年度に看護学科が 4 年制になることもあり、こども学科は保育士養成、認定

こども園などの需要に応えた学科として、学生募集活動を積極的に進めていく。  

人事計画については、数年先の教員退職時期に合わせて若手・中堅を採用し、バラ

ンスのとれた年齢構成を考えていく。  

適切な定員管理とそれに見合う経費のバランスをとることが難しいことから、学生

の確保が第一優先事項という意識を共有し、全学一丸となって当る。  
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◇ 基準Ⅲについての特記事項  

 

（1）以上の基準以外に教育資源と財的資源について努力している事項。  

  特記事項なし  

 

（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。  

   特記事項なし  
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【基準Ⅳ  リーダーシップとガバナンス】  

 

(a)自己点検・評価の要約  

 理事長は理事総数の過半数の議決により選任され、法人を代表して、統率力を発揮

している。理事会は寄付行為に基づき開催され、理事は学校法人の建学の精神を理解

し、健全な経営についての見識を有していると共に、法的な責任も有している。今後

理事会としての第三者評価への適切な対応を検討する必要がある。  

 学長は建学の精神に基づき運営を行い、教授会の議長として適切に運営にあたって

いる。教員の負担を軽減し総体的な活動ができる組織のあり方を考える必要がある。  

 監事は学校法人の寄付行為に定められた業務を適切に行っているが、監査業務強化

のため平成 25 年 7 月に制定した規程により、一層の改善を図りたい。評議員の組織、

運営については、寄付行為に定められた運営が行われている。中長期の財政的見通し

については作成が課題であった。しかし平成 25 年度、法人内の足利工業大学に看護学

部設置が進められたことに関連して、8 年先までの財政計画が作成された。  

 

(b)自己点検・評価に基づく行動計画  

 これまでは、主に短期大学学長（理事）が対応していたが、今後は理事のうち常勤

理事 1 名が理事会を代表して、短期大学学長と共に第三者評価に対応する。   

 足利工業大学看護学部開設により短期大学の看護学科募集停止となり、それに伴い

運営組織の見直しを行った。小規模な短期大学であるため教員は多岐に亘る業務が多

いが、効率的に遂行できるよう検討した。2 年後にはこども学科単科になることを見据

え、こども学科の円滑な運営と看護学科 2，3 年生の卒業に向けてより良い運営を勧め

ていく。  

 平成 25 年度に作成した財政計画をもとに、平成 26 年度の半ばまでにその見直しお

よび中期的な課題に対する計画を策定する。  

 

 

  



   

82 

 

［テーマ］  

基準Ⅳ -A 理事長のリーダーシップ  

 

(a)自己点検・評価の要約  

理事長は法人を代表し、その業務を総理すると寄附行為により定められており、理

事総数の過半数の議決により選任され、統率力を発揮できる。また、法人傘下の各校

の教育理念・目的を理解し、法人の発展に寄与できる者である。  

理事は、私立学校法およびそれに基づく「学校法人足利工業大学寄附行為」「学校  

法人足利工業大学寄附行為施行細則」により役割や理事の選任方法が明確に定まって

いる。選任された理事は、学校法人の建学の精神を理解し、健全な経営についての見

識を有していると共に法的な責任も認識している。理事会は年間 6 回程度の開催であ

り、平成 25 年度は理事の出席率は 84.9%であった。理事会は理事長が招集し、議長と

なり、予算、決算をはじめ重要な案件は全て審議されており、適切に業務が遂行され

ている。学校法人は、私立学校法の定めるところにより、情報公開を行っており、各

学校ではその殆どをホームページに公開している。  

 

(b)自己点検・評価に基づく改善計画  

理事会等の学校法人の管理運営体制については、大きな問題もなく確立されている。 

課題としては、第三者評価の対応がある。これまで学校法人の管理運営が問われると  

ころでは、短期大学学長 (理事 )、法人事務局長 (理事 )が法人事務局、短大事務局と協力

して対応していたが、今後、理事会として、どのような対応が適切であるかを検討し

たい。  
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［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。  

［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］  

( 1 ) 理事長は、学校法人の運営全般にリーダーシップを適切に発揮している。  

①  理事長は、建学の精神および教育理念・目的を理解し、学園の発展に寄

与できる者である。  

②  理事長は、学校法人を代表し、その業務を総理している。  

③  理事長は、毎会計年度終了後 2 月以内に、監事の監査を受け理事会の

議決を経た決算および事業の実績（財産目録、貸借対照表、収支計算書

および事業報告書）を評議員会に報告し、その意見を求めている。  

( 2 ) 理事長は、寄附行為の規定に基づいて理事会を開催し、学校法人の意思決  

 定機関として適切に運営している。  

①  理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督している。 

②  理事会は理事長が招集し、議長を務めている。  

③  理事会は、第三者評価に対する役割を果たし責任を負っている。  

④  理事会は、短期大学の発展のために、学内外の必要な情報を収集してい

る。  

⑤  理事会は、短期大学の運営に関する法的な責任があることを認識してい

る。  

⑥  学校法人は、私立学校法の定めるところに従い、情報公開を行っている。 

⑦  理事会は、学校法人運営および短期大学運営に必要な規程を整備してい

る。  

( 3 ) 理事は法令に基づき適切に構成されている。  

①  理事は、学校法人の建学の精神を理解し、その法人の健全な経営につい

て学識および見識を有している。  

②  理事は、私立学校法第 38 条（役員の選任）の規定に基づき選任されて

いる。  

③  学校教育法第 9 条（校長および教員の欠格事由）の規定は、寄附行為

に準用されている。  

 

(a)現状  

本法人では、私立学校法及びそれに基づく「学校法人足利工業大学寄附行為」「学校法

人足利工業大学寄附行為施行細則」により理事会の役割や理事の選任方法が明確に定

まっている。理事は、①  足利工業大学学長、②  評議員のうちから評議員会により選

出された者 3 名～4 名、③法人の設立母体である足利仏教和合会会員で、同会により

推薦された者のうちから理事会によって選任された者 3 名～4 名、④  学識経験者のう

ち評議員会により選任した者 4 名～5 名、の 4 区分から選ばれている。そして選任さ

れた理事は、学校法人の建学の精神を理解し、健全な経営についての見識を有してい

ると共に法的な責任も認識している。  

理事長はこの法人を代表し、その業務を総理すると寄附行為により定められており、
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理事総数の過半数の議決により選任され、統率力を発揮している。また、法人傘下の

各校の教育理念・目的を理解し、法人の発展に寄与できる資質を有している。  

監査については、毎会計年度終了後は、法人傘下の各校の長が集まり、監事による年

間のまとめの監査を受ける。監事は計算書類案 (資金収支計算書、消費収支計算書、貸

借対照表 )及び事業報告案の説明を法人事務局及び各校の長より受け、総括の質疑を行

う。なお、この席には公認会計士も同席する。その後、監査を受けた計算書類 (案 )、事

業報告書 (案 )が理事会に提出され、理事会で審議のうえ議決される。さらに、評議員会

に対しては、その報告が行われ決算等への意見を受けている。これらは、毎年 5 月中

旬から下旬にかけて行われる。  

理事会は年間 6 回程度 (平成 25 年度は看護学部設置及び役員等改選のため 10 回開催 )

の開催であり、平成 25 年度は理事の出席率は 84.9％であった。理事会は理事長が招集

し、議長となり、予算、決算をはじめ重要な案件は全て審議されており、適切に業務

が遂行されている。この他には、学内理事 (理事長兼足利工業大学学長、足利工業大学

副学長、足利工業大学看護部長、足利短期大学学長、足利工業大学附属高等学校校長、

足利短期大学附属高等学校校長 )を中心とする会議 (所属長会議 )が月 1 回開催され、運

営に関する意思疎通を図っている。  

学校法人は、私立学校法の定めるところにより、情報公開を行っており、各学校では

その殆どをホームページに公開している。また、規程の整備についても新たな法令に

対応した改訂や必要な規程の整備を行っている。なお、第三者評価及び情報の収集に

ついては、短期大学学長が法人事務局、短大事務局と協力して対応している。  

 

(b)課題  

理事会等の学校法人の管理運営体制については確立されている。課題としては、第三

者評価の対応がある。これまで学校法人の管理運営が問われるところでは、短期大学

学長 (理事 )が法人事務局、短大事務局と協力して対応していたが、今後、理事会として、

どのような対応が適切であるかを検討していく。  
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［テーマ］  

基準Ⅳ -B 学長のリーダーシップ    

 

(a)自己点検・評価の要約  

学長は大正大学を卒業後、同大学の修士課程を修め、同大学博士課程を満期退学し

た。昭和 57 年に足利短期大学に勤務。その後 33 年にわたり、本学の教育にあたって

きた。平成 22 年より学長に就任し平成 26 年に再任された。学校法人足利工業大学の

理事と評議委員を務め、附属幼稚園の園長も兼務している。また、僧職にあり僧侶と

しての知識と経験は仏教系短大としての本学では高く評価され、「仏教学」の講義を担

当し、建学の精神「以和為貴」の和の意味を広く学生に説いている。  

学長は「足利短期大学学長に関する規程」により選出され、教授会や運営会議、自

己点検評価委員会の議長として適切な運営を行い、リーダーシップを発揮している。  

教授会は教授会規程に基づき、月一回開催され、議事は議事録に記載される。また

教授会の下に運営会議が設けられ、専門委員会から提出された教授会の議題の調整、

ならびに検討議案が話し合われる。  

 このように本学の教学運営は適切に運営されているが、教員の校務にかかる負担が

大きいことが課題としてあげられる。  

 

(b)自己点検・評価に基づく改善計画  

大学の教員は、研究・学生の教育・校務分担・地域貢献と多面にわたり要求される

が、校務にかかる負担が大きい。教員の負担を軽減し本来の教育ならびに研究活動が

できるような組織のあり方を検討したい。  
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［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。  

［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］  

( 1 ) 学長は、短期大学の運営全般にリーダーシップを発揮している。  

①  学長は人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学運営に関し識見を有する

と認められる者である。  

②  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

向けて努力している。  

③  学長は学長選考規程等に基づき選任され、教学運営の職務遂行に努めて

いる。  

( 2 ) 学長は、教授会を学則等の規定に基づいて開催し、短期大学の教育研究上  

 の審議機関として適切に運営している。  

①  教授会を審議機関として適切に運営している。  

②  教授会は、教授会規程等に基づき教授会を開催し、併設大学と合同で行

う場合には、その規程を有している。  

③  教授会の議事録を整備している。  

④  教授会は、学習成果および三つの方針に対する認識を有する。  

⑤  学長又は教授会の下に教育上の委員会等を設置し、設置規程等に基づい

て適切に運営している。  

 

(a)現状  

学長は、昭和 57 年に足利短期大学に勤務以来 33 年にわたり、本学で教育にあたっ

てきた。その間、学校運営機構の各委員を務め、図書館長を歴任、平成 22 年より学長

の職にある。足利短期大学の歴史のほぼ全般にわたり在職してきた数少ない教員の一

人である。また、学校法人足利工業大学の理事を務め、附属幼稚園園長も兼務してい

る。学長は長年にわたる幼児教育の功績により、平成 22 年には全国保育士養成協議会

より表彰を受けるなど、その功績は高く評価されている。  

また学長は、僧籍に在ることから「仏教学」の講義を担当し、仏教一般についての

授業のほか建学の精神である聖徳太子の十七条憲法の第一条「以和為貴」について「和」

の意味を広く学生に説いている。また、足利市民を対象とした公開講座では仏教に関

するコースを長年担当し、受講者に好評である。  

学長の選任については、学長選任規程第 2 条「学長は、寄付行為施行規則第 2 条に

定める基礎資格を有し、短期大学教授またはこれと同等の学識・教育行政に関しての

知識と力量を有するものとする」となっており、規程第 3 条で「学長の任期は 4 年と

する。再任は妨げないが、これを限りとする」、規程第 4 条で「学長は、第 5 条に定め

る学長候補者推薦者委員会において推薦された候補者の中から理事会が理事会の議を

得て選定し、理事長が任命する」とあり、規程に基づき選任された。平成 22 年 2 月 1

日から平成 26 年 1 月 31 日まで学長を務め、平成 26 年 2 月 1 日より 2 期目を務めて

いる。  



   

87 

 

教学運営については運営委員会や教授会の議長として適切な判断のもとに運営し、

また運営機構の委員長や学科長に方針を示すなどリーダーシップを発揮しており、職

務を遂行している。  

学長は学則第 38 条「本学に教授会を置き、本学の専任の教授、准教授、講師および

助教をもってこれを組織する」に則り教授会を開催している。  

 教授会は、教授会規程に基づき毎月 1 回あるいは必要により臨時教授会を開催し、

議題は運営機構の各委員会の委員長で組織する運営委員会で図り、教授会に提出され

審議し決定される。  

教授会の議事録は事務長が作成し、次回教授会で承認を受け、議長および議長の指

名する 2 名の者がこれに署名捺印している。  

教授会の下に専門委員会が組織され、規程に基づきすべての議案が審議されている。

議案は各委員会から提出された審議事項、報告事項によってなされ、運営委員会にか

けられる。また教授会は、両学科の学習成果のもとに 3 つの方針に対して共通の認識

を持ち、適切に運営されている。  

委員会には、人事委員会、自己点検評価委員会、教務調整会議、学生指導委員会、

入試広報委員会、地域交流委員会、仏教行事委員会、そして附属図書館図書委員会が

あり、規定に則り月 1 回の定例委員会を開催し取扱い事項の審議検討をしている。ま

た、学科内の審議検討事項は学科会議規程に則り、月例の会議を開いている。  

 

(b)課題  

 本学の教学運営体制は規程に則り適切に運営されているが、小規模な短期大学であ

るため、教員の校務にかかる負担が大きい。充実した教育ならびに研究等の活動が行

われるように、運営体制のあり方を考える必要がある。  
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［テーマ］  

基準Ⅳ -C ガバナンス  

 

(a)自己点検・評価の要約  

監事は、学校法人の寄附行為に定められた業務を行っている。理事会で監事が不在の

ことはなかった。理事会での発言は自由であり、適宜意見を述べることができる。締

め括りの監査は、法人傘下の各校の長、各校事務責任者、法人事務局幹部が参加して

行われ、前年度の資料に基づき質疑が行われる。ここには公認会計士もオブザーバー

として出席している。この質疑を踏まえて、監査報告書が作成され、その後、理事会

および評議員会に監査報告書が提出される。監査業務をより強化するため平成 25 年 7

月に「学校法人足利工業大学監事監査規程」を制定し、監査業務の改善を図っている。

具体的には、評議員会への出席、法人傘下の各学校で行われる公認会計士監査への同

席、監事同士の意思疎通のための監事会の開催、理事会、評議員会にやむを得ず欠席

した場合の情報共有方法の改善などである。  

評議員の選出については、寄附行為で、4 選出区分から適切な選出が行われており、

職務については、私立学校法を踏まえ寄附行為で定めてあり、それに従った運営が行

われている。  

 

(b)自己点検・評価に基づく改善計画  

監事は寄附行為の規定に基づき適切に業務を行っている。平成 25 年からの改善が始

まったばかりであり、それが適切に機能するよう図りたい。  

評議員会は適切に運営されており問題はない。今後も様々な意見が自由に発言できる  

雰囲気を維持しながら、適切な運営を図りたい。  

ガバナンスは適切に機能していると思われるが、中長期的計画の作成が課題である。

平成 25 年度に、短期大学看護学科を基盤として、同一法人内の足利工業大学に看護学

部設置の計画が進められ、平成 26 年 4 月の開設が認可された。申請過程において、8

年先までの事業計画と財政計画の作成が行われた。今後、検討を重ねていく必要があ

る。  
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［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。  

［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］  

( 1 ) 監事は、学校法人の業務および財産の状況について適宜監査している。  

( 2 ) 監事は、学校法人の業務又は財産の状況について、理事会に出席して意見  

 を述べている。  

( 3 ) 監事は、学校法人の業務又は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 月以内に理事会および評議員会に提出  

 している。  

 

(a)現状  

監事は現在 3 名で、学校法人の寄附行為に定められた「この法人の理事、職員、評

議員以外の者であって理事会において選出した候補者の中から、評議員会の同意を得

て、理事長が選任する。」により選出され、定められた業務を行っている。文部科学省

が毎年主催する研修会にも交代で出席しており、業務についての認識は適正である。  

平成 25 年度は理事会出席率が 84.9%であったが、理事会に監事が不在のことはなかっ

た。理事会での発言は自由であり、適宜意見を述べることができる。また、監事業務

の補助は法人事務局が担当している。締め括りの監査は、毎年 5 月中旬に法人傘下の

各校の長、各校事務責任者、法人事務局幹部が参加して行われ、前年度の資料に基づ

き質疑が行われる。ここには公認会計士もオブザーバーとして出席している。この質

疑を踏まえて、監査報告書が作成され、その後、理事会及び評議員会に監査報告書が

提出される。これらは毎年 5 月末日までに全て終了する。  

 以上がこれまでの対応であったが、監査業務をより強化するため平成 25 年 7 月に「学

校法人足利工業大学監事監査規程」を制定し、監査業務の改善を図っている。具体的

には、評議員会への出席、法人傘下の各学校で行われる公認会計士監査への同席、監

事同士の意思疎通のための監事会の開催、理事会・評議員会にやむを得ず欠席した場

合の情報共有方法の改善などである。  

 

(b)課題  

監事は寄附行為の規程に基づき適正に業務を行っている。本法人の規模からすると

監査室のような組織を設けることは難しく、法人事務局が監事に協力しながら業務を

行い、改善を重ねることが現実的である。平成 25 年からの改善が始まったばかりであ

り、それが適正に機能するよう図りたい。  
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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。  

［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］  

( 1 ) 評議員会は、理事の定数の 2 倍を超える数の評議員をもって、組織してい  

 る。  

( 2 ) 評議員会は、私立学校法第 42 条の規定に従い、運営している。  

 

(a)現状  

評議員会の選出については、寄附行為で、①  法人の設立母体である足利仏教和合会か

ら推薦された者から理事会において選任した者 8 名～11 名、②法人の職員で理事会に

おいて推薦された者のうちから評議員会において選任した者 4 名～5 名、③法人設置の

学校の卒業生で理事会において選任した者 4 名～5 名、④  学識経験者から理事会にお

いて選任した者 13 名～15 名、の 4 選出区分から適切な選出が行われており、現在は

32 名で構成されている (理事会構成員は 12 名 )。  

職務については、私立学校法を踏まえ寄附行為で定めてあり、それに従った運営が行

われている。評議員は意見を自由に発言でき、多様な意見を反映させる会議となって

いる。年間の開催は 6 回程度 (平成 25 年は 7 回開催 )であり、平成 25 年度の出席率は

68.1%であった。  

 

(b)課題  

評議員会は適切に運営されており問題はない。今後も多様な意見を自由に発言でき

る雰囲気を維持しながら、適切な運営を図りたい。  
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基準Ⅳ -C-3  ガバナンスが適切に機能している。  

［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］  

( 1 ) 学校法人および短期大学は、中・長期計画に基づいた毎年度の事業計画と  

 予算を、関係部門の意向を集約し、適切な時期に決定している。  

( 2 ) 決定した事業計画と予算を速やかに関係部門に指示している。  

( 3 ) 年度予算を適正に執行している。  

( 4 ) 日常的な出納業務を円滑に実施し、経理責任者を経て理事長に報告してい  

 る。  

( 5 ) 計算書類、財産目録等は、学校法人の経営状況および財政状態を適正に表  

 示している。  

( 6 ) 公認会計士の監査意見への対応は適切である。  

( 7 ) 資産および資金（有価証券を含む）の管理と運用は、資産等の管理台帳、  

 資金出納簿等に適切な会計処理に基づいて記録し、安全かつ適正に管理し  

 ている。  

( 8 ) 寄付金の募集および学校債の発行は適正である。  

( 9 ) 月次試算表を毎月適時に作成し、経理責任者を経て理事長に報告している。 

( 10 ) 学校教育法施行規則、私立学校法の規定に基づき、教育情報を公表し、財  

 務情報を公開している。  

 

(a)現状  

毎年度の事業計画と予算については短期大学等の関係部門の意見を集約して、決定

している。毎年度、決定した事業計画と予算は、速やかに関係部門に伝達され、予算

の執行は適正に行われている。日常的な出納業務やその他必要な経理業務は円滑に実

施され、経理責任者を経て法人本部に連絡されている。公認会計士からの監査意見に

対しては、速やかに対応しており、資産および資金の管理と運用は、安全、適正に行

われている。計算書類、財産目録等は、学校法人の経営状況および財政状況を適正に

表示している。  

また、寄付金の募集や学校債の発行は現在行っていない。財務情報の公開について

は学校教育法施行規則、私立学校法の規定に基づき公開している。  

中長期の財政見通しについては法人本部内において、これまで何度か作成されている

が、検討用資料である。  

 

(b)課題  

ガバナンスは適切に機能しているが、中長期的計画の作成が課題である。平成 25 年

度に、短期大学看護学科を基盤として、法人内の足利工業大学に看護学部設置の計画

が進められ、平成 26 年 4 月の開設が認可された。これに伴い短期大学看護学科は募集

停止となった。これら一連の作業の中で 8 年先までの財政計画の作成が行われた。こ

れに基づく検討を重ねていく。  
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◇ 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。  

    

（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。  
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選択的評価基準  

1．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。  

基準（2）  教養教育の内容と実施体制が確立している。  

基準（3）  教養教育を行う方法が確立している。  

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。  

 

 

基準（1）教養教育の目的･目標を定めている  

(a)現状  

 建学の精神に聖徳太子の十七条の憲法第一条「以和為貴」を、教育理念に「和顔愛

語」を掲げ、本学では仏教的精神に基づいた教養教育を行っている。教養教育の中で

も「仏教学」はこども学科・看護学科両学科の必修科目としている。また、建学の精

神の推進と具現化のために、仏教的情操豊かな人間形成を目的として年 4 回の仏教行

事を行っている。  

この仏教行事は全学生、全教職員を対象とした行事であり、学生および教職員の多

くが出席をしている。  

こども学科では「生命と人権を尊重し人間性豊かな保育者の養成」を、看護学科で

は「生命と人権を尊重し、専門的な知識･技術を有して社会に貢献しうる看護師の育成」

をそれぞれ目標に掲げ、専門的知識と技術と豊かな人間性を持ち、複雑に変化し続け

る社会に貢献できる人材育成を目指している。  

 

(b)課題  

 教養教育とは何か，またこれからの時代において本学ではどのように教養教育を充

実させていくかということを含め，教養教育の目的・目標を学科や大学全体で確認し

合い、共通理解を図ることが必要である。そして、変化し続ける社会と学生状況を含

めて、全教員が教養教育に対して意識を持ち、専門知識だけではなく今の社会に求め

られている学生を育てるための教養教育の目的・目標を定めて行くということも課題

である。  

また、本学の建学の精神を学生・教職員に対する理解と定着のため、年 4 回の仏教

行事への出席を定着させていくことが必要である。  

 

(c)改善計画  

本学で取り組むべき教養教育のあり方を具体的に考え、教養教育の目的・目標をよ

り明確化していく。  
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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)現状  

本学の教育課程は，一般教育科目と専門科目で構成されている。一般教育科目は，

人文科学・社会科学・自然科学・外国語・体育・その他（看護のみ）に区分され，幅

広い教養と豊かな人間性を育成するための教育が行われている。本学が掲げている仏

教的精神に基づく教養教育として，「仏教学」が必修科目として両学科で，「仏教保育

論」がこども学科で「仏教と看護」が看護学科で開講されている。また、教養教育の

中で、学内における仏教行事を運営するため、教員と職員からなる仏教行事委員会を

組織し、行事の企画・運営を行っている。また、学生の協力によって仏教行事の準備、

片付、運営が行われている。  

 

(b)課題  

 知識・技術のみならず人間性豊かな社会に求められる資質を備えた人材を育成する

ことが教養教育である。現在およびこれからの教育には教養教育が重要であるという

ことを意識し、カリキュラムを検討し、仏教行事の在り方を考えていくことが大きな

課題である。そして、本学の仏教行事へのより多くの学生の参加を促していく必要が

ある。  

また、社会とかかわる中で資質を磨く、体験を通して身につけられるような学生指

導･支援体制を検討していくことも今後必要である。  

 

(c)改善計画  

 限られた授業時間の中でいかに教養教育に取り組んでいけるかを具体的に考えてい

く。専門科目と教養科目の連携をうまくとり授業を展開するなどを考えていくことを

計画している。  

 

 

基準（3）教養教育を行う方法が確立している  

(a)現状  

 こども学科では「仏教保育論」で、看護学科では「仏教と看護」の時間で、坐禅を

通して自身の精神と向き合い、仏教的情操豊かな人材育成のための取り組みが行われ

ている。  

看護学科 2 年次には「誓願式・ウパスターナ」が毎年行われている。この式では学

生が自ら司祭し、企画・運営を行い、仏教と看護の意義を深めている。  

 

(b)課題  

 現在行われている教養教育はディプロマポリシーに相応しい内容・方法になってい

るのかを各学科で検討する必要がある。また、学生一人ひとりがどれだけ総合的な学

びを身につけいるかを把握していくことも重要である。さらに、学生の資質を向上さ

せ、社会的な能力を伸ばす教育、学生の意欲を高め、興味をもって自ら吸収しようと

する学びを目指した授業を展開していこうとする全教員の意識を高めていくことが求
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められる。  

 

(c)改善計画  

各教科の教育内容・授業方法を再検討し、各教科間でいかに連携をとっていけるの

か、開講されている教養科目と専門科目の連携をとり、限られた時間内で充実した教

養教育を展開できるよう授業内容の検討していく。また、仏教行事についてはより多

くの学生の参加を促していく必要があることから、その方策として行事について学内

掲示等情報伝達を早めに行い、各教員から学生に対して仏教行事への参加を促してい

くことが必要である。  

 

 

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)現状  

 効果の測定と評価は、科目担当教員が科目ごとに到達目標を設定し、観点に基づき

適切な方法で評価を行っている。現状として、科目担当教員が授業の中間で確認のた

めの小テストを行ったり、授業最終日に学生に対して授業アンケートを行い、その結

果をもとに今後の授業改善に取り組んでいる。  

仏教行事については全学生が出席することを奨励しており、学生の出席の状況の把

握と行事に対するアンケート調査を行い、学生の意見を反映しつつ行事の運営を行っ

ている。看護学科 2 年次に行われる「誓願式・ウパスターナ」終了後には、仏教と看

護について考察する発表会が実施され、これらの結果は学科内で共有し授業内で改

善・検討につなげている。  

 

(b)課題  

 教養教育の効果を測定・評価するのは各科目担当教員のみであるため、教養教育を

組織的に捉えての測定・評価までに至っていない。また、基準（ 2）（3）にも記してい

るように、より充実した教養教育を実践していくために、授業アンケートの内容を精

査し教員が伝えたい内容と学生のニーズが一致するような、検討の機会を設定する必

要がある。  

仏教行事については行事アンケートの内容を精査し、より充実した行事の実施へ向

けさらに改善に努めていく必要がある。  

 

(c)改善計画  

 科目間の連携をとる、授業内容の充実を図る、など教養教育をどのように展開して

いけるのかをまず具体的に考える。担当教員の意見の聴取、学生の授業アンケート等

の資料を参考に、検討をしていくことが必要である。そしてどのように組織的に測定

評価していけるのかを検討していく。  

本学で取り組む教養教育のあり方について、仏教行事についても学生、教職員から

のアンケート結果を検討し、建学の精神の理解を進めるに足る行事を目指していく必

要がある。仏教行事委員会として仏教行事毎のアンケートの実施を継続し、改善に取
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り組んでいきたい。また、行事への参加を促進するために「仏教学」などの関連科目

とのさらに連携を進めていきたい。  

教養教育を充実・発展していくために今後とも測定・評価・改善を具体的に検討し

推進していく。  
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2．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。  

(a) 自己点検・評価を基に現状を記述する。  

(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。  

(c) 自己点検・評価を基に改善計画を記述する。  

 

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。  

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。  

基準（3）  職業教育の内容と実施体制が確立している。  

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。  

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。  

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。  

 

 

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)現状  

本学はこども学科と看護学科があり、両学科共に資格を取得し保育、看護の専門職

としての職業に就くことを前提とした学生が、在籍している。また、こども学科では

［生命と人権を尊重するとともに、人とあたたかい関わりのもてる人間性豊かな保育

者の養成］、看護学科では［生命と人権を尊重するとともに、専門的な知識・技術を有

し、社会に貢献しうる看護師の養成］を教育目的としている。両学科ともに専門職と

しての実習の位置づけが、確立している。  

こども学科では入学前教育で自宅近隣の幼稚園・保育園を調べることを、課題とし

ている。カリキュラムでは幼稚園実習 4 週間、保育園を含む児童福祉施設での実習 33

日間が、組み込まれている。また、本学の特徴として、1 年次入学間もなく実習体験学

習を実施している。短大近隣の幼稚園 3 園の協力を得て学生は午前中の半日を使って

各幼稚園に行き、子どもと接し、保育者と子どもとの関わり等を学んでいる。また保

育園でも実習体験学習を行い、幼稚園との違いを知り、子どもたちの生活に接してい

る。これらは実習種別により担当教員が分かれており、その中でも役割を分担してい

る。  

看護学科では、高校での看護体験の経験者、入学時の看護への動機づけが明確であ

るなどを重視し、合否判定の資料としている。カリキュラムでは、専門職業人として

の資質を備えるべき、看護学概論においては看護とは何かから始まり、看護の誕生か

ら発展を学び、職業人としての倫理綱領を会得させている。即ち自己のライフデザイ

ンの中に看護のアイデンティティを具備したものが基本となって看護の基本から応用

へと発展させている。具体的には 1 年次において看護の基本を座学で学び、1 日、看護

の対象である病院見学で場、人、役割などを体験学習することで、学生は、学ぶべき

目標が見えてくる。二年次では、看護の対象理解に努めるよう、領域別の学習を展開

し、基礎から応用へと発展させている。三年次において、年間を通し、施設実習が組



   

98 

 

み入れられ、病院、老健施設、幼稚園、訪問看護施設、健康保健センター等での臨地

実習をグループ別のローテーションで実施している。そこでは、さまざまな人間関係

を体験し、看護者としての期待される知識・技術・態度が養われている。  

 

(b)課題  

  特記事項は無し  

 

(c)改善計画  

  特記事項は無し  

 

 

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)現状  

平成 25 年度はこども学科で高等学校からの出前授業の要望に応え、教員が保育の専

門性を活かした授業を行った。また、本学に学校見学会に来校した高校生への模擬授

業も実施している。平成 25 年度出前授業は 14 回（5 月－1 回・7 月－2 回・9 月－2

回・10 月－1 回・11 月－2 回・12 月－1 回・1 月－2 回・2 月－1 回・3 月－2 回）、本

学への学校見学会は 4 回（5 月－1 回・6 月－2 回・10 月－1 回）であった。  

 平成 25 年度後期からは、WCV（ウィークデイ  キャンパス ヴィジット）の取り

組みを始めた。これは高校生のためのキャリア教育プログラムと位置付けられ、大学・

学部のことを深く理解すること、大学の見方を学ぶことを目的としている。高校生が

大学の普段の授業を在学生と一緒に受講するが、事前のガイダンスと事後の振りかえ

りワークを行うことによって、参加高校生が自分の目で大学を見極め、学びを体感し、

進路選択に活かしていくプログラムである。 2 月 3 日に第 1 回目の WCV を、「体育理

論」「保育教材研究－パペットセラピー」の授業で実施した。参加者は 13 名であった。

このように、新しい形での高大連携を図っている。  

 看護学科は平成 25 年度募集を停止したため、行っていない。  

 

(b)課題  

 現状での記述のような取組みは行っているが、高校と短大間、双方での組織として

の取り組みにはいたっていない。大学の職業教育と高校とのより一層の理解が必要で

ある。  

 

(c)改善計画  

 足利市内の一高校と宇都宮市の一高校との高大連携を実現に向けて、計画していく。 

 

 

基準（3）職業教育の内容と実施体制が確立している。  

(a)現状  

 こども学科では 1 年次後期から 2 年次前期にかけ時間割りに組み込んで、「進路指導」



   

99 

 

を行っている。担当は専任教員 4 名である。月に 1 回の担当者会議において、進路指

導の内容について検討している。本学科独自に「私の就活ノート」を作成しており、

毎年見直しを行っている。それを使い、まず 1 年次には自分を知ることから始める。

そして就職分野決定についての参考に、就職 1 年目の先輩（幼稚園・保育園・施設に

就職）が来校し自分の就職活動体験を話し、質問に答える、また、それぞれ幼稚園・

保育園・施設に就職が内定した 2 年生が就職活動について話すことも行い、身近な先

輩の話として 1 年生にとっては実りあるものになっている。2 年次には履歴書記入につ

いて、就職して 4～5 年目の先輩による卒業生体験発表会（パネルディスカッション形

式）、個別相談・面談指導等である。その他随時個々の相談にのっている。実施体制と

しては上記の進路指導担当者（4 名）、進路担当職員 2 名（求人情報の整理、学生への

周知等）、こども学科専任教員によるグループ担当による指導となっており、体制は確

立しているといえる。  

 看護学科では 1 年次において、進路相談室の案内から始まり、2 年次の後期において  

就職活動の進め方、特にインターンシップについての積極的な取り組みを推奨してい

る。3 年次になると、進路相談会と称して、保護者を対象とする説明会を専任教員およ

び進路担当職員で行い、個別的な対応を行っている。さらに、履歴書の書き方、小論

文の書き方、面接の受け方など、集団指導、個別指導で徹底した学生支援を行ってい

る。指導内容はすべて記録に残し、学生指導の資料として保管し、後輩への情報提供

に役立てている。  

 そのほか、毎年、卒業生による就職活動体験談や現在の職業人としての実情を聞く

ことにより、将来への自己の姿をイメージ化して、学習への動機づけにも多いに役立

っている。  

以上のような実施体制のなか、毎年 100.0%の就職、進学となっている。  

 

(b)課題  

 進路指導担当者と進路担当職員との役割分担が課題であったが、平成 25 年度はこれ

が解消され、スムーズな実施体制となった。  

 

(c)改善計画  

 特記事項は無し  

 

 

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)現状  

こども学科教員が中心となり、足利幼児教育研究会を外郭団体として、組織してい

る。この研究会は、昭和 58 年 (1983）5 月に地域の幼児教育・保育の発展のために、

足利短期大学（当時は幼児教育科単科）と地域の幼児教育・保育等関係施設（園）、足

利市の行政等が連携・交流をし、ともに幼児教育・保育を考え、進歩を図るという目

的をもって組織された。  

事務局を本学に置き、会員は、正会員として本学の教員、足利短期大学同窓生、会
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の趣旨に賛同する保育関係者である。また、準会員として足利短期大学在学生、賛助

会員として幼稚園、保育園等の保育関係施設、特別賛助会員（法人・個人）で組織し

ている。会長には足利短期大学長があたり、名誉会長（学校法人足利工業大学理事長）・

顧問（足利市長、足利市教育委員会委員長、学校法人足利工業大学顧問、足利短期大

学名誉学長）、参与（足利市こども課長）、副会長（足利市幼稚園連合会長、足利市保

育研究会長）、理事（幼稚園長１名、保育園長 1 名、足利工業大学理事 1 名、足利短期

大学教員 8 名、足利短期大学事務長）、監事（幼稚園長、保育園理事長）で役員を構成

している。実質的な組織体制は、事務局（参与、教員 3 名、短大事務 2 名）、保育足利

編集部（教員 3 名）、研究部（教員 3 名、現職保育者複数名）で運営している。  

毎年の理事会・総会をもって、事業報告・決算報告・事業計画・予算案・役員の承

認を審議され、会が運営されている。  

主な活動は、研修会・セミナーの開催、機関誌「保育足利」の発行、研究活動であ

る。  

研修会は、「春の保育実践研修会」として、こども学科２年生が教育実習Ⅱにいく前

に実施され、こども学科の学生と現職の保育者が参加し、保育現場ですぐに役に立つ

実践的な内容が多く行われている。今年度は「身のまわりにあるもので製作を楽しむ」

とし、参加者は 89 名であった。またセミナーは「幼児教育セミナー」とし、現職の保

育者が中心となり、学生は希望者の参加として、保育現場での様々な問題点等をテー

マにした研究会や、実践的な内容のものが行われている。今年度は「現場で使えるあ

そびうた」とし、参加者は 45 名であった。研修会・セミナーともに外部から専門的な

講師を招いている。毎年多くの卒業生も参加しており、教員との交流また学びの場と

して有効に活用されている。機関誌「保育足利」は毎年発行され、「実践報告」や「幼

児の園をたずねて」など各園の取り組みや、その年度に行われた研修会やセミナーの

内容記事等を掲載している。研究部は、現職の保育者と研究部教員がテーマを決め、2

年間にわたり研究調査が行われ、研究誌としてまとめ発行している。平成 24・25 年度

の研究テーマは「子どもの思いやりの育ちについて」であった。機関誌、研究誌は会

員に配布している。  

看護学科ではリカレント教育と銘うっての取り組みはしていない。時々、卒業生か

らの申し出で、看護技術演習の振り返りのために、基礎看護演習室でのフィジカルア

セスメントや、医療機器の操作などの確認があるのみである。看護の場合、就職先で

の卒後教育プログラムが緻密に計画されているため、現在のところリカレントの場を

設ける必要性は少ない。  

 

(b)課題  

 こども学科では以前からリカレントの場を設ける意見が出ているが、なかなか実現

できない状況にある。学び直しについては保育の専門性から考えても非常に重要なこ

とであり、その場を提供することは、養成校としての使命でもあると考える。  

 

(c)改善計画  

 卒業生へのアンケートなどからどのような形のリカレント教育の場が必要であるの
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か検討し、土曜日、日曜日や夜間等の実施を考えていく。  

 

 

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)現状  

 本学では殆どの学生が資格を取得し、それを活かした専門職となるため、実習が大

変重要である。そこで、こども学科では全専任教員が実習に関わり理解を深めること

が大切であると考え、3 分野のうちのいずれかの実習指導に関わっている。大きく分け

ると教育実習 3 名、保育所実習 3 名、施設実習 3 名である。担当教員は各実習の事前、

事後指導（実習研究・実習指導）に関わることから自ずと、職業教育を担う教員とし

ての学びとなっている。また、各実習中全教員が実習施設に巡回訪問に行き、それぞ

れの実習施設の状況の把握をし、幼稚園、保育所、施設の担当者と意見交換する中で、

情報の共有をしている。また、全実習施設と全実習生についての報告書を提出する。

これにより教育や保育の実情を知り、理解し、共有することができると考える。  

 看護学科では教員資格の条件に、3 年以上の臨床経験を有するものとの規定があり、

教員の資質で課題となることはあまりないといえる。ただし、医療は日々進歩、革新

が目覚ましい。そのためには常にエビデンスが求められ、教員の研鑽は不可欠である。

学会参加や研究活動を通して、常に新しい見解を持って学生指導に当たることが求め

られる。特に FD 活動、授業参観をもって自己の研鑽を積むとともに、臨地の実習指導

者との情報交換を密に行い、教育の場と臨床の乖離がないよう努めることが大切であ

る。  

 

(b)課題  

 学習成果の獲得に向けて、一人ひとりの教員が専門職を育てる養成校として何が大

切であるかの認識を新たにし、教員の資質向上に努める必要がある。  

 

(c)改善計画  

 就職先からの情報による保育のニーズをよく理解すること、学内においては教員と

進路担当事務職員との連携を深めていく。  

 

 

基準（6）職業教育の効果を測定・評価・改善に取り組んでいる。  

(a)現状  

 卒業生へのアンケートを平成 24・25 年度と実施した。平成 24 年度については回収

率が非常に低く、測定・評価はできなかった。平成 25 年度の結果に関しては、こども

学科 39.0%、看護学科 12.0%の回収率であった。「現在の職業において、役立っている

授業はありましたか」の設問にたいして、約 80%の卒業生（回答者の 88.0%が専門職

に就職）がが「そう思う」と回答。その他、教育環境、学生生活、進路指導について

の設問に対しても 60.0～80.0%肯定的であったが、分析し改善するまでには至ってい

ない現状である。  
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 こども学科では、平成 25 年度 5 月に卒業生が就職した幼稚園、保育所、施設に進路

指導担当教員が訪問して本学の職業教育の効果について聞き取りを行った。しかし、

就職して間もない時期であったことから測定・評価できる意見はでてこなかった。  

 

(b)課題  

 卒業生へのアンケートの回収率が悪く、測定・評価が困難であった。今年度は添書

を工夫し回収率アップを期待した。昨年度よりは向上したものの、まだ低い状況であ

るので、さらに改善し今後、測定・評価・改善ができるようすることが課題である。  

 

(c)改善計画  

  学習成果の測定方法について今年度より取組み始めたところであることから、全

学的に行っていくことが重要である。  

卒業生へのアンケートをよりよいものにするために、内容、方法などの検討をして

いく。その結果を分析し改善していくことができるよう取り組む。  
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3．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。  

(a) 自己点検・評価を基に現状を記述する。  

(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。  

(c) 自己点検・評価を基に改善計画を記述する。  

 

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。  

基準（2）  地域社会の行政、商工業、教育機関および文化団体等と交流活動を行って

いる。  

基準（3）  教職員およ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。  

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)現状  

ⅰ )公開講座の実施  

本学では、創立当初より、大学における教育や研究の成果を地域住民や社会に還元

することを目的として、公開講座を実施してきた。平成 8 年度よりは、本学の特色を

生かした、「生活の中の仏教」「生活と健康」をコーステーマとし、毎年 9 月から 10 月

にかけて、全 3 回の連続講座を開催している。受講者は、足利市在住の中高年層が大

半を占める。過去 3 年間の受講者延べ人数は、平成 23 年度 193 名、24 年度 169 名  、

25 年度 167 名である。講座終了後に実施したアンケート調査では、講座運営、講座内

容ともに、上々の評価が得られている。  

平成 24 年度に公開講座のあり方について見直しを行い、同年においてまず、公開講

座テキストの改善を図った。平成 25 年度において取り組んだのは、広報の改善である。

これは、平成 24 年度の自己点検報告において課題として掲げ、改善計画に盛り込んだ

ものである。すなわち、本学では、これまで、募集要項兼受講申込用紙を新聞折り込

みにして足利市の 56,000 戸に配布するという形で、広報ならびに受講者募集を行って

きた。しかし、その費用は公開講座に関わる経費の約 7 割を占め、あまりにも費用対

効果が低いことから、平成 25 年度は、新聞折り込みを取り止め、次の方法で広報なら

びに受講者募集を行った。  

①住所録が保存されていたこれまでの受講者約 200 名に対し講座案内を直接送付す

る  

②公民館等に募集要項兼受講申込書を設置する  

③公開講座専用のメールアドレスを設け、メールによる受講申込を可能とする  

新聞の折込広告を止めたことにより、受講者数の激減が危惧されたが、大幅な落ち

込みはなく、24 年度と変わらぬ数値であった。また、開催案内の直接送付については、

予てより受講者から要望のあったことが、受講者アンケートの調査から分かった。  
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ⅱ )正規課程授業の開放  

正規課程授業の開放については、現在のところ、生涯学習授業としては行っていな

い。また、高校生に対し科目履修や聴講を認め、学外学修単位認定の一形態として行

われる高大連携についても実施していない。本学が実施しているのは、科目等履修生

制度による正課授業の開放である。科目等履修の事由は、幼稚園教諭二種免許または

保育士資格の取得であり、平成 25 年度は 10 名である。  

また、本学では、聴講生制度を設けていないが、同一法人である足利工業大学との

間に、単位互換協定を結んでおり、特定の科目については、特別聴講生として受け入

れている。単位互換協定による特別聴講生受け入れ科目は、現在のところ 10 科目ほど

である。入学料や授業料等は無料であるが、過去 3 年間において、単位互換制の活用

はなかった。不活発の理由としては、開講する科目や学生への周知の問題もあろうが、

本学学生については言えば、両学科ともに免許・資格取得のために履修すべき科目が

相当あることに加え、外部での実習も複数回あることから、車移動が必至の足工大に

赴き受講するだけの余裕がないことが挙げられよう。  

教職免許更新講習の実施については、制度が導入された平成 21 年度に開催したもの

の、以後は諸事情により開催を見送ってきたが、平成 24 年度の自己点検において、講

習実施を課題の１つとして掲げ、実施の必要を明確にした。卒業生を中心とした現場

からの要望もあり、学長の実施要請、こども学科長の働きかけにより、平成 26 年夏季

に教職免許更新講習を実施することが決定し実施計画が策定された。また、平成 27 年

度の子ども・子育て支援新制度に移行するのに伴い実施される幼稚園教諭免許状・保

育士資格取得の特例制度による講座開設についても、平成 26 年において、保育士資格

取得のための特例講座の開設が決まった。幼稚園教諭免許に関しては、正課科目の問

題等により、平成 26 年度開講は見送った。  

 

(b)課題  

平成 25 年度において、新聞折り込みによる広報および受講者募集を取りやめたこと

から、これまでよりも早期に広報し、募集期間を長期に取る必要があったのだが、実

際には準備が大幅に遅れ、従来とほぼ変わらぬ広報・募集期間となってしまった。平

成 26 年度は、本年度よりも広報の範囲を広げる予定であることから、公開講座の業務

内容と必要な人手確保について検討し、本年度の轍を踏まぬよう十分留意する必要が

ある。  

本学では、仏教をテーマとする A コース（定員 50 名）と、健康をテーマとする B

コース（定員 30 名）を開講している。コース別に定員の充足率をみると、A コースに

ついては 8 割前後を保っているものの、B コースについては 5 割前後である。市民の

ニーズに照らし合わせて講座内容を見直すことは必要であるが、看護学科の 4 年生大

学への移行に伴い、人的にも物理的にも学内事情や環境が大幅に変ずることから、コ

ーステーマはもとより、コースによる開催方法そのものも含め見直しが迫られている。 

現状の困難さに対処し、質的に充実した公開講座を開催するためには、公開講座の

意義について、全学的な理解を得ることが不可欠である。公開講座を担当する委員会

は、公開講座を取り巻く状況・事情について分析し、これからのあり方について本学
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の掲げる理念と照らし合わせて検討し、委員会としてのヴィジョンを明確にした上で、

公開講座の意義について、全学的理解が得られるように努める必要がある。  

 

(c)改善計画  

現状および課題から、次の 3 点を改善計画とする。  

①募集要項の送付およびポスター掲示の範囲を広げるためにも、開講準備や運営の

内容を見直し、必要な人員の確保に努める。  

②看護学科の 4 年生大学移行や特別講座開設等の状況を踏まえ、平成 26 年度の公

開講座計画を策定するとともに、今後のあり方について検討する。  

③地域からの要望があることから、幼稚園教諭免許取得のための特例講座開設に向

け、カリキュラムの検討・整備をする。  

 

 

基準（2）  地域社会の行政、商工業、教育機関および文化団体等と交流活動を行って

いる。  

(a)現状  

ⅰ )足利幼児教育研究会  

地域社会との交流のあり方は多様であるが、本学では、継続的にまた組織的に交流・

連携すること重要と考え、地域との交流を実践してきた。この方針を具現したのが、

足利幼児教育研究会と言えよう。昭和 58 年（1983）の設立から現在に至るまで、本会

は 30 余年も継続し、地域の幼児教育・保育の振興に寄与してきた。  

足利幼児教育研究会（略称  足幼研）は、幼児教育・保育の発展と振興のため、現場

と行政と短期大学が一つの組織体を作るという、当時としては画期的な構想のもとに

設立され、現在もなお、この体制を維持している。足幼研の参加園は、足利市の幼稚

園・保育所（園）がほとんどを占めるが、隣接市からも若干ではあるが参加を得てい

る。  

具体的な活動内容としては、研修会の開催、機関誌『保育足利』の発行、研究会活

動などを展開している。  

足幼研主催の研修会には、準会員であるこども学科学生も多数参加し、保育技術の

研修と現職者との交流の機会を持っている。  

 

ⅱ )その他の交流活動  

行政や教育機関、文化団体等からの、委員・役員等の委嘱や講師依頼の件数は、学

科により差異が認められるが、委嘱・依頼のあった場合には、出来る限り受諾するこ

とを心掛け、それぞれの学識と専門性を生かして活動している。。  

本学は、行政や教育機関、文化団体等との交流・連携はあるものの、商工業者との

交流については、教員の個人レベルにおいてはあるが、全学的あるいは学科としての

試みやケースは認められない。  
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 (b)課題  

現在のところ、学生は、準会員として、足幼研主催の研修会への参加に留まってい

る。しかし、足幼研には、現職者と短大教員が集い、1 つのテーマを継続的に追及する

研究部会もあることから、学生の研究部会への参加を考えていくは必要がある。また、

学びの継続と保育力向上を保証するリカレント教育の機関としての意味を、足幼研に

付与していくことについても、本腰を入れて検討すべき時期である。  

本学においては、教育機関や医療施設との交流・連携はなされているが、商工業者

等との交流はほとんど見られない。「地域に開かれた学校」を標榜するからには、様々

な業種との幅広い交流が求められる。さらに、今日、商工業者等との交流・連携につ

いては、学生の職業教育、社会人教育の意味からも、喫緊の課題として、議論の俎上

に上げる必要が生じている。すなわち、こども学科においては、自身の職業適性を考

え、保育職以外を希望する学生がいる。こうした現状を踏まえ、インターンシップ促

進の観点から、幼稚園・保育所等との交流だけでなく、様々な業種との交流・連携を

図る必要がある。  

 

(c)改善計画  

現状および課題から、下記の 2 点を改善計画とする。なお、①については、24 年度

の改善計画にも盛り込んだが、諸般の事情により実現には至らなかったことから、本

年度も改善計画の 1 つに加えた。  

①足利幼児教育研究会理事会において、活動・事業について見直しを行い、今後の

方向性や活動方針を具体化していく  

②インターンシップ推進の観点から、教育・福祉以外の様々な業種や機関・団体と

の交流について具体的に検討し、実施計画を策定する  

 

 

基準（3）  教職員およ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)現状  

ⅰ )学生のボランティア活動  

平成 22 年および平成 23 年度に、本学に寄せられた学生ボランティアの依頼は、そ

れぞれ 40 件前後あったが、学生の参加は 22 年が 1 件、23 年は参加 0 件という状況で

あった。こうした状況を問題として、平成 24 年度に、学生のボランティア活動につい

て見直を行い、学生への働き掛け強化等の方針が打ち出された。平成 24 年度において

は、依頼件数は 29 件と、前年の 4 割減であったが、依頼に対する充足率は 13.8%（参

加 4 件  計 19 名）と微増した。しかし、これでは地域の要請を満たしているとは言い

難い状況にあることから、平成 24 年度の自己点検・評価において、学生のボランティ

ア活動推進計画の策定を改善計画に掲げた。  

平成 25 年度早々に策定した「学生ボランティア活動推進計画」は、①ボランティア

体験の機会を創出する  ②ボランティア活動啓発活動を実施する  ③ボランティア情報

の提供方法を見直す  ④ボランティア活動を支援する教員のサポート力強化を、4 本柱

とするものであり、平成 25 年度においては、この推進計画に基づき、下記のような事
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業や活動を展開した。  

 

①ボランティア活動の企画（ボランティア体験の機会創出）  

東日本大震災から 1 年余、被災地ボランティアの停滞が指摘され、各所からボ

ランティアを求める声が挙がっているという状況を踏まえ、「被災地支援学生ボラ

ンテイィア―高齢者福祉施設慰問―」を企画し、学生の参加を募り、平成 25 年夏

に実施した。  

また、農業ボランティア「とちぎ夢大地プロジェクト」への参加は、時期的な

問題により実現できなかったが、「夢大地プロジェクト」に関連するボランティア

活動には、ボランティア担当の教員も参加して活動を展開した。  

②ボランティア活動の啓発  

  ボランティア活動の意義と実際、ボランティアを通して得た感動体験等を語っ

てもらう講演会を企画した。本年度は、JICA の協力を得て、かつて看護の分野で

海外ボランティアを体験した現役の看護師を講師として迎え、学祭の参加イベン

トとして講演会を開催した。  

③ボランティア情報の提供  

ボランティア担当だけでなく、実習や進路指導の担当教員と連携して、ボラン

ティア情報の提供や参加の呼びかけを行うために、ボランィア活動推進のための

連絡会（ボランティア連絡会と称する）の設置を図った。看護学科 4 年生大学移

行に伴う学内事情により、ボランティア連絡会は、全学的なものとはせず、こど

も学科内の設置とした。また、設置の提案・決定が年度末になったことから、実

質的活動は、26 年度からとなる。  

④ボランティア活動を支援する教員のサポート力強化  

教員の支援活動に関する研修会への参加を計画したが、他の学務と重なるなど

日程的な問題から､参加できなかった。  

以上のように、学生ボランティア活動推進計画に基づき、事業や活動を展開した結

果，平成 25 年度においては、ボランティア依頼 37 件に対し、参加 20 件、参加人数は

57 名となり、依頼充足率は 54.1%に上昇した。  

 本学では、学校に依頼のあったボランティアについては把握しているが、学生が個

人的に参加した活動や教員を介してのボランティア活動に関しては、この数年、把握

していなかった。そこで、平成 24 年度の自己点検・評価において、学生のボランティ

ア活動に関するアンケート調査を実施し、実態の把握に努めることを改善点の一つと

した。本年度はこれを受け、後期の学期末に、全学生を対象として、ボランティア活

動に関するアンケート調査を実施した。調査に当っては、ボランティア実施の有無を、

短大入学以前・以後に分けて尋ねるとともに、ボランティア実施者には「参加したボ

ランティアの内容」について、実施しなかった者に対しては、「ボランティアを実施し

ない理由」を問い、今後、学生ボランティアに対しどのような支援や啓発活動が必要

であるかを探った。  
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ⅱ )教職員のボランティア活動  

本学の教職員は、7 割以上の者がボランティア活動に参加している。活動の内容は多

岐にわたり、それぞれの専門性を生かしたものに加え、社会の成員として、また地域

住民としてボランティア活動を展開している。ボランティア実施者の大半が複数種の

ボランティアに参加している。複数種のボランティアを実施した割合は、平成 25 年度

においては、前年調査の 6 割強と大幅増となっている。  

 

 (b)課題  

本学に依頼のあるボランティア活動は、保育や福祉、医療といった、本学学生の専

攻する分野や関係機関からの要請が大半を占めている。このことは、学生といえども、

ある程度の専門的知識を有する者として期待されていることを示唆するものであり、

学生は、この点について十分自覚した上で、ボランティア活動に参加する必要がある。

言うまでもなく、ボランティアはただ単に身一つで参加すればよいという類のもので

はない。自覚の問題も含め、実施する上で心得ておくべき事項や留意すべき点が多々

ある。しかしながら、本学では、現在のところ、ボランティアについて学ぶ機会を用

意していない。まず、この点が、学校として取り組むべき課題として挙げられよう。  

ボランティア活動推進計画の１つに掲げながら、平成 25 年度においては、学生ボラ

ンティア活動に対する教職員のサポート力向上の機会を持つことは出来なかった。ボ

ランティア活動が活発な学校や団体には、必ずキーパーソンとなる人物がいると言わ

れるように、ボランティアの推進には、自身のボランティア経験に裏打ちされた確か

な知識と技術、ネットワークを有する教職員の存在が不可欠である。教員のサポート

力の向上と教員の研修・研鑽の機会を積極的に設けていく必要がある。  

教員のサポート力に関して言えば、部や同好会を組織してボランティア活動を推進

する場合に、とりわけ顧問となる教員の存在が大きく影響する。本学には、現在、ボ

ランティアに関する同好会として、中高生を主な対象として精神的サポートを行うピ

アカウンセリング同好会がある。会員は、養成講座を受講した看護学科学生であり、

顧問も看護学科教員が務めている。数年前までは、行政の思春期健康事業と連動して

活発に活動していたが、顧問の交代とともに活動は低調となり、現在は活動休止状態

にある。遺憾なことではあるが、看護学科の四大化により 2 年後にはこども学科単科

となるという本学の事情を鑑みると、上記同好会をこども学科が引き受け活発化を図

るには、問題が山積しており容易なことではない。とは言え、ボランティア同好会を

組織することは、学生のボランティア活動を継続的かつ強力に推進する上で重要であ

ることから、ピアカウンセリング同好会も含め、ボランティア同好会について検討し

ていく必要があろう。  

平成 25 年度は、策定した計画をもとに、さまざまな事業を展開したが、事業を実施

しただけで終わらぬように、それぞれの事業内容を評価し、問題点の洗い出しを行っ

た上で、次年度の計画を策定していかなければならない。アンケート調査についても

然りである。結果を分析して、次年度の活動計画に反映できるよう図ることが重要で

ある。  
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 (c)改善計画  

現状と課題から、下記を改善計画とする。  

①ボランティアを実施する際の心得や留意点も含め、ボランティア活動について全

般的に学ぶ講座の開設を検討するとともに、ボランティア活動をカリキュラムの

中にどう位置づけるかについて検討する  

②学生のボランティア活動に対する、教員のサポート力向上のため、ボランティア

支援に関する研修会に参加する。また、研修内容を他の教員にシェアするための

学習会を実施する  

③学生ボランティア活動の活発化に向け、ボランティア活動推進計画の見直しを行

う  
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あ と が き  

 

足利短期大学は平成 19 年度に短期大学基準協会による第一回目の第三者評価を受け、

適格認定となった。平成 26 年度は第二回目の第三者評価受審あり、報告書作成について

は平成 24 年度から準備を始めることとした。24 年度 12 回、25 年度 14 回、26 年度は 4

回に亘り内容の検討と作業の会議を重ね、自己点検・評価を行った。また第２クールの第

三者評価では、自己点検・評価の執筆内容や方法が大きく変わったため、報告書作成は検

討と確認作業の連続であった。  

初めに、今回の第三者による受審は短期大学全教職員で関わることを委員会で確認をし、

教授会での合意を得た。次に、各執筆担当委員会に“区分”の観点に沿って自己点検・評

価した結果を、現状と課題にまとめて報告するよう依頼をした。その間第三者評価準備委

員会では原稿を何度も確認することを経て、平成 26 年 6 月末に報告書を評価委員及び短

期大学基準協会に送付することが出来た。そして平成 27 年 3 月中旬、短期大学基準協会

からの第三者評価の結果、【適格】と認定された。今後は報告書の現状をしっかり認識し、

行動計画に基づいた課題に取り組む努力をしていきたい。  

 この度は上記報告書を一部手直しし、〖  足利短期大学短期大学の現状と課題－平成 25

年度自己点検・評価報告書－〗を作成し、刊行することとなった。第三者評価報告書作成

および第三者評価受審にあたり、法人理事長、事務局長、その他の法人関係者、足利短期

大学全教職員の協力に感謝するとともに、本報告書の刊行が本学のさらなる充実と発展の

一助となることを願っている。  

 

平成 27 年 3 月 31 日  

                              第三者評価準備委員会  

 

 

 

第三者評価準備委員会  

  

谷萩 昌道   学長、自己点検・評価委員長  

 丸山 政敏   こども学科長  

 高橋マツ子    看護学科長  

 髙倉 秋子   ALO、入試・広報委員長  

 久米 百合子  教務調整会議長  

 川口 めぐみ  教務調整会議委員  

 川島 美佐子  地域交流委員  

 藤井 二郎   事務長  
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     区分      教務調整会議、入試・広報委員会、学生指導委員会、  
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