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【基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果】 

［テーマ 基準Ⅰ-A 建学の精神］ 

［区分 基準Ⅰ-A-1 建学の精神が確立している。］ 

(a) 現状 

本学の建学の精神は「美しく生きる」という一句に表現している。「美しく生き

る」は「南無阿弥陀仏」という名号として表現されていたことを、新しい時代を創

造的に切り開いてゆくことができるように、また、教職員、学生共々、学園生活の

中で、具現できるように受け止めなおしたものである。その意（こころ）は、「美

しく目覚めた世界（浄土）の真実（真）を拠り所にして（宗）生きよう」という意

味である。 

「美しく生きる」ために、日々努力し、豊かな人間性と創造性を持ち、高い見識

と実践的な態度を備えた、社会や次の時代に寄与できる調和のとれた人間を育成す

る、ということを教育理念・目標に掲げている。 

「美しく生きる」という文言は大分周知されてきた。更にその精神が伝わるよう

に学生便覧、Web サイトに紹介している。その実践について①他者を認め合う心を

養い、「聞く」「問う」「語る」の基本を学ぶ、②形あるものから、形なき世界を尋

ね、無限なるものへの感受性を養う、③私の人生が無意味でないことを知り、他者

と共感しつつ自主的に生きる、としている。 

また、教職員が意識して、毎日の授業、生活に取り組むとともに、水曜日に実施

されているアセンブリーアワーや宗教行事への参加意識の改善を図っている。 

今年は、創立 50周年という節目の年であった。記念行事の開催、50周年特別企

画を含めた学園祭、記念グッズの作成、記念誌の発行等で、例年よりも建学の精神

を意識した年であった。これらの活動を通して建学の精神の意義を再度確認した教

職員、学生が多数いたと思われた。 

(b) 課題 

「美しく生きる」という文言は既に周知されている。その意義の理解について、

その精神が伝わるような雰囲気作り、定期的な確認に努力してきた。 

今年は創立 50 周年という節目であり、様々な活動を通して建学の精神の意義に

ついて思慮を巡らした年であった。 

しかし、記念行事の開催、記念グッズの作成、記念誌の発行その他について、教

職員、学生の関わり方に温度差があったのは否めない。特に、直接建学の精神に思

いを馳せた教職員、学生と傍系で関わった者では、その意義についての探索に差が

出ても致し方ない。50 周年という絶好の機会で、建学の精神を見つめ直した者と

そこまでに至らなかった者が出てしまったと思われる。来年度以降、この機会の温

度差の改善が課題となる。 
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基準Ⅰ-A 建学の精神の改善計画 

建学の精神が伝わるような雰囲気作り、定期的な確認について試行錯誤してきた。特

に今年は創立 50周年であったので、ことある毎に意識できた年のはずである。 

しかし、課題に挙げたように、それぞれに与えられた機会に温度差が生じ、定期的な

確認に至った人そうでない人がいたと思われる。 

次年度は、50 周年を経た新たな年となり、また通常の学園生活を営んでいく年とな

る。創立 50 周年という特別な活動の中での建学の精神の徹底ではなく、通常の活動の

中での徹底、雰囲気作り、確認ということになる。 

各学科・専攻、専攻科の会議等を通して、それぞれの立場で建学の精神を意識し、雰

囲気作り、確認をしていく。 

アセンブリーアワーや各種宗教行事への参加を再度意識し、建学の精神の確認につな

げていく。 

Webサイト、学校案内その他の情報公開媒体に載せられている建学の精神の説明が更

に広く伝わるように意識して様々な機会を捉えていく。 

要するに、通常の活動の中で、教職員、学生それぞれに、温度差がないように機会が

与えられ、再度意識して建学の精神の確認が出来るようにしていく。具体的には、建学

の精神を説明したリーフレットの活用、本学公開講座の宗教講座の聴講、学長が講義し

ている「美しく生きる」の教職員の聴講を計画している。 

 

 

［テーマ 基準Ⅰ-B 教育の効果］ 

［区分 基準Ⅰ-B-1 教育目的・目標が確立している。］ 

家政学科 家政専攻 

(a) 現状 

平成 28年度は保健養護コースと生活造形コースの統合（以下、コース統合）に

伴い、前年度に検討した新たな教育目的・目標を踏まえ、その実施に至った。 

この新たな教育目標は、家政学を基盤に養護教諭、医療事務およびデザインにお

ける各専門分野の知識・技能・態度等を身に付け、社会生活に生かすことができる

豊かな人間性と創造性を育むことをめざしており、それは建学の精神「美しく生き

る」に掲げている教育理念・目標に基づいている。 

また、新たな教育目的は、「家政学の素養」を基盤とし、「社会における生活」「家

庭における生活」「学校における生活」「医療現場等における生活」「介護現場にお

ける生活」の各分野で習得した知識・技能・態度等を活かせる生活部面のいずれに

も「デザイン」での学びが通じるように示し、2年間の学びにより到達し得る姿を

具体的に表している。 

これらの教育目的・目標は学生便覧など本学の広報媒体により学内外に表明して
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いるが、家政専攻から学生やその保護者へ直接の周知は欠いており、その理解の程

度も家政専攻として把握していない現状にある。 

新たな教育目的・目標を実施する年度であったが、昨年度の行動計画にあげた教

育目的・目標を定期的に見直すといったところまで管理が及ばなかった。 

(b) 課題 

(1)教育目的・目標の周知の強化 

教育目的・目標について、学生やその保護者に対して入学時の新入生オリエンテ

ーションおよび入学時の保護者説明会で説明し、専攻教員、学生、保護者間でその

共通認識が得られるようにする必要がある。 

(2)教育目的・目標の定期的な見直しの実施 

 教育目的・目標が専攻の求める学習成果として適当であるか、専攻会において検

討していく必要がある。 

 

家政学科 生活福祉専攻 

(a) 現状 

生活福祉専攻の教育目的･目標は、建学の精神に基づいて明確に示しており、そ

れを踏まえて DP、CP、AP を定めている。それは、学生便覧に記載されており、学

生に対しては入学時のオリエンテーションで、保護者に対しては入学式後の保護者

説明会で説明している。また、専攻内においては、カリキュラム変更に伴い『医療

的ケア』を含めた教育目標の検討を行った。年度末には定期的に点検している。 

(b) 課題 

平成 29 年度より国家試験が導入されることに伴い、カリキュラム全体の見直し

と教育目的・目標も点検する。 

 

家政学科 食物栄養専攻 

(a) 現状 

食物栄養専攻の教育目的と教育目標は、建学の精神に基づいた内容となっており、

学生便覧等で表明されている。また、年度末の専攻会にて点検・確認されている。 

(b) 課題 

教育目的と教育目標の中の抽象的な表現については、わかりやすく変更する必要

がある。入学時に学生への周知が、徹底できていない。 

 

幼児教育学科 

(a) 現状 

幼児教育学科では建学の精神に基づき『ともに生き、ともに育ちあう保育』の実

践を目指して教育目標を確立している。その教育目標は DP・CP・AP に反映され、
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学習成果が明確に示されている。またこれらは全て学生便覧、入学前・入学時のオ

リエンテーションやキャリアデザインや保育・教職実践演習などの授業の中で表明

している。学外に向けては学校案内・学科説明パンフレット等で明示している。 

教育目標の点検は平成 27 年度に引き続き本年度も就職先からの情報を得て点検

を行った。学科内研究という形で検証の 2 年目となった。対象卒業生が変わってい

るので比較はできないが、本学科での人材養成が地域・社会のニーズに応えている

かの良い指標となっている。 

(b) 課題 

2年に亘った調査によって就職先から得られた情報をもとに教育目的・目標の点

検を行う。教育目的・目標の表明をする機会があっても、授業を受けている学生が

2つを結び付けていくことができていない印象がある。個々の授業の中でも筋道を

示していくことが重要である。 

 

看護学科 

(a) 現状 

建学の精神に則った学科の理念に基づき、教育目標を定め、カリキュラムマップ

を作成している。教育目標は DP・CP・AP に反映されており、学習成果を明確に示

している。なお、教育目標は各系代表委員会（看護専門領域毎の代表者の集まり。

平成 29年度から各系代表者会議に改称。）および学科会で適宜検討している。 

これらについて、学生に対しては入学時オリエンテーション、学生便覧、臨地実

習要項などで、また、学外に向けては学校案内や Webサイトへの掲載、オープンキ

ャンパスなどで周知している。 

(b) 課題 

学科の教育目標は建学の精神に基づいており、明確である。教員は、学生や学外

に対しての周知をさらに充実させることと、周知方法や学生の認知の程度について

毎年確認する必要がある。 

 

教務委員会 

(a) 現状 

飯田女子短期大学としての DP、CP、AP は建学の精神に基づいて規定され明確に

なっており、それを踏まえて各学科の DP、CP、AP が定められている。それを基に

教育目的・目標を達成できるよう各学科・専攻でカリキュラムマップを作成してい

る。DP、CP、AP は学生便覧に明記されており、学生には入学時に説明を行ってい

る。 

平成 27年度に各学科・専攻のカリキュラムマップの見直しと DPの再検討を行い、
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今年度もそれに基づいて教育活動を実施している。家政学科家政専攻が生活造形コ

ースと保健養護コースを統合し、新たなカリキュラム編成や大幅な教育目標とカリ

キュラムマップの修正を行ったため、今後実施後の評価をしていく。 

(b) 課題 

教務委員会で短大全体および学科・専攻の DP、CP、AP を議題として検討してい

るが、定期的に検討する様に計画されていないため、時期を決めて検討していくよ

うにする。 

 

［区分 基準Ⅰ-B-2 学習成果を定めている。］ 

家政学科 家政専攻 

(a) 現状 

コース統合に伴い、前年度に検討した新たな学習成果を踏まえ、その実施に至っ

た。 

この学習成果は、これまでの専攻共通のもの、コース毎のものが統合された形と

なっており、これは建学の精神に基づいた教育目的・目標に依拠している。 

特に家政学の習得、養護教諭教員免許・医療事務資格の取得およびデザイン技術

の習得、また、それを活かした就職、これらを学習成果として明確に示している。 

具体的には、家政専攻の基盤となる家政学では、衣・食・住生活および生活経営

に関する科目を卒業必修科目として定め、2年間で家政学を学習成果とできる体制

を確保している。 

養護教諭二種教員免許では、教職課程認定基準を遵守した専門科目の単位取得を

学習成果とし、その学習成果を長野県へ申請することにより教員免許状を取得して

いる。 

医療事務では、資格を取得するために必要な専門科目の単位取得を学習成果とし

ているほか、単位取得後の資格試験の合否についても学習成果としている。 

デザインでは、各科目で作製する作品を学習成果としているほか、2年次後期の

必修科目である卒業制作におけるその取り組み状況、卒業制作展の企画運営や作品

の内容を学習成果としている。 

養護教諭および医療事務養成課程でも卒業研究をおいているが、昨年度に続き今

年度も履修生がいなかった。 

取得した免許資格等を活かした就職ができることも学習成果としているが、県の

教員採用試験が難関であるため、養護助教諭として学校現場に就職することもその

成果として捉え、卒業後の試験対策や支援も行う中で、卒業後の教員採用試験合格

も学習成果として捉えている。 

また、FDで行う授業アンケートも学習成果の評価の一環として捉えており、そ

れにより学生の授業科目に対する意見、要望といった結果を授業科目に活かす仕組
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みを持っているが、その反映方法は、授業科目担当教員に委ねられており専攻内の

基準を持っていない。 

学習成果の学内外への表明は、学校便覧に明示しているほか、その詳細は科目ご

とシラバスに示されている。免許資格取得状況および就職状況も学習成果として

Webサイトで一般に公表している。 

(b) 課題 

(1)卒業研究を履修しやすい体制整備 

本専攻は学べる分野が多岐にわたることから、学生が卒業研究のテーマを絞るこ

とに困難を要していると考えられる。学生が興味を持った分野を追求できるような

教育・履修指導が必要である。 

(2)学習成果の明確化 

コース統合に伴い専攻の学習成果も統合された。学生が学ぶことに混乱をきたさ

ないよう、自由に学ぶ体制が学生への負担に繋がらないよう、学習成果を明確に示

すことが必要である。 

(3)学習成果の周知の強化 

学習成果は、学生便覧など本学の広報媒体により学内外に表明しているが、保護

者や新入生への直接の周知は十分とはいえず、その理解の程度も把握していない。

また、その量的・質的データを測定する仕組みを持っていない。 

 

家政学科 生活福祉専攻 

(a) 現状 

生活福祉専攻では、介護福祉士養成課程における卒業時の到達目標をふまえて建

学の精神に基づき、また専攻の教育目標に基づいて各授業の到達目標を設定してい

る。到達目標は、シラバスに示しており、さらに授業毎毎時間『本時の目標』を明

示して学生に伝えている。また、全国の介護福祉士養成校連絡協議会による卒業時

共通試験においては、平均得点率 78％であった。介護福祉士資格取得率は 100％で､

１名進学の他は介護福祉士となった。しかし、1年次終了の段階で、学習成果が十

分得られていないケースもあり、長期休業中に補講を行っている。 

学習成果については、学生及び実習施設、就職先等に対しても公表している。前

期後期それぞれの期末毎に、授業全体の振り返りを行い、科目間連携や授業の効果

について検討している。 

(b) 課題 

学生の自己評価を見ることにより、学生の意識を把握することができ、授業改善

に努めることができた一方で、学生の到達状況を把握し難い目標もあり、さらに具

体的に改善していく必要がある。 

各授業の到達目標と専攻の教育目標、DP、資格取得時の到達目標の連動を確認す
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ると共に、学習成果の評価方法も検討する。また、国家試験導入に向けて、十分な

学習成果が得られない学生に対して、早い段階からきめ細かな対応をしていく。 

 

家政学科 食物栄養専攻 

(a) 現状 

食物栄養専攻の各科目の到達度は、知識、技術の具体的な内容を科目ごとに示し

ている。専門科目の到達度は、教育目的・目標に基づいているので、建学の精神に

もつながっていると言える。各科目の到達度は定期試験、資格取得率、実習先およ

び卒業後評価などにより測定している。専攻に所属する教員は、各学生の年間の学

習成果を、おおまかに把握している。 

(b) 課題 

各科目の到達度はシラバスの中で、学内外に表明しているが、学習成果は表明で

きていない。領域別や年間の学習成果を客観的な数値で評価できていない。 

 

幼児教育学科 

(a) 現状 

建学の精神に基づき確立されている学科の教育目的・目標を基として学習成果を

定めている。教育目標 15項目に対応する評価指標 15項目を定め、カリキュラムマ

ップにも掲載されている。そのカリキュラムマップは毎年学科会にて確認すること

とした。 

学習成果は講義科目・実習科目ともに筆記試験による成果測定、あるいはレポー

トなどの記録物提出及び実践演習評価により測定・評価し、単位認定を行っている。   

平成 28 年度も専任の教員が全ての担当教科において学習成果の振り返りを行う

努力目標を掲げた。より具体的な成果として幼稚園教諭二種免許状・保育士資格並

びにその他の資格取得率、専門職への就職率で示すことができる。過去 3年間の免

許・資格取得、就職率の推移は以下の通りである。 

幼稚園教諭二種免許状 

H26年度 87.3％ H27年度 77.2％ H28 年度 93.7％  

保育士資格 

H26年度 92.7％ H27年度 88.6％ H28 年度 96.8％  

専門職への就職率 

H26年度 91.8％ H27年度 90.9％ H28 年度 91.0％  

学生の基礎学力の低下に伴う公務員試験対策は、3年取り組んでいる入学前フォ

ローアップや長期休暇の基礎学力フォロー課題に加え、幼児教育学科独自の公務員

対策講座・模試を行うことによって公務員一次試験合格者が増加した。 

課題となっていた免許・資格獲得への筋道は個々の教員が授業の中での科目の位
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置を明確にすることによって学生の理解を得ることができた。 

(b) 課題 

免許資格への筋道はついたが、実習などで高評価を得た学生であっても専門職へ

の就職を躊躇する傾向がある。原因を探りキャリアデザイン等の授業で専門職の魅

力をより具体的に伝えていく必要性がある。 

 

看護学科 

(a) 現状 

看護学科の学習成果は建学の精神に基づいた教育目的・目標に基づいて明確に示

している。最終的に看護師免許取得を目的としていることから、3 年間で修得した

知識と技術をもって学習成果とし、卒業認定を受けた学生全員が看護師国家試験を

受験している。国家試験合格率は毎年学内外へ公表している。 

講義科目の学習成果は、概ね筆記試験により測定して評価している。実習につい

ては、各実習内容と出席状況、記録物（レポート含む）の提出により量的・質的デ

ータとして測定、評価し、単位認定を行っている。これらの学習成果については、

学科会、学科内教務委員、各系代表委員会、国家試験対策委員会、実習調整委員会

などで検討し、次年度の教育事業計画の策定につなげている。 

1年次通年のキャリアデザインの授業の中で自分の目指す看護師像を考えること、

1 年後期の発願式で看護師への思いを新たにすることなどにより、学生が確実に 3

年後の学習成果を獲得（看護師免許取得）することができるよう働きかけている。

今年度の 3年生の国家試験受験率は昨年度より上昇した。 

十分な学習成果が得られず、3年で卒業できない学生が一定数あり、当該年度の

入学者の卒業率は年度によって差があるものの、平成 27 年度 86.9％、平成 28 年

度 60.7％であった。 

(b) 課題 

十分な学習成果が得られない学生がいる現状が続いている。教員は自分の担当科

目に関して知識や技術の獲得をきめ細かく見ていく必要がある。国家試験に向けた

学習は、入学時から継続して行う必要があることを学生が意識できるような働きか

けが必要である。 

 

教務委員会 

(a) 現状 

全ての学科・専攻において授業科目ごとに到達目標を設定しており、それがその

科目における学習成果となる。到達目標はシラバスの中で学生に示しており、学生

がその授業で何を学ぶのかを理解したうえで受講できるようにしている。また、そ

の到達目標に達することができるように、講義前・後課題やフォローについても明
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示している。学習成果の評価のために、担当教員が到達目標に達しているかを判断

できるように評価方法を明確にし、試験やレポート提出などで評価を実施している。

その評価結果を踏まえて学習成果の評価として、其々の科目ごとに評価を実施し、

評価表を教務課へ提出している。提出された評価表は、学科に分けてファイルに綴

じて保管している。 

専任教員はシラバス作成時に次年度の授業の見直しを行っている。また、年度初

めに拡大教授会において学習成果について周知しており、学習成果の評価を実施で

きている。 

(b) 課題 

専任教員は次年度の授業の見直しや学習成果について周知、学習成果の評価が行

えている。しかし、非常勤講師に対しての周知と学習成果の評価が行えていない。

全教員において授業の達成目標の見直しと学習成果の評価を実施できるようにし

ていくことが課題である。 

 

［区分 基準Ⅰ-B-3 教育の質を保証している。］ 

家政学科 家政専攻 

(a) 現状 

家政専攻は、学校教育法、短期大学設置基準に従いカリキュラム設置および教員

配置を行っている。 

免許資格等を基準とした養成課程ごとでみると、養護教諭養成課程は教職課程認

定の基準に準拠しており、医療事務養成課程は各資格取得に必要な授業時間を確保

している。また、デザイン課程では卒業制作で十分な創作が可能となる基礎・専門

知識の習得時間を考慮した授業時間を確保し、色彩検定でも検定合格に必要なカリ

キュラムの提供を行っている。 

特に平成 28年度は、旧カリキュラムの学生と新カリキュラムの学生が在籍した

ため、履修指導における十分な配慮および説明、そこに至る準備が必要となった。 

(b) 課題 

来年度は、コース統合後の学生だけの在籍になることから、新しいカリキュラム

の課題が見えやすいと思われる。学生の教育の質の保証の観点からカリキュラムを

検討していく必要がある。 

 

家政学科 生活福祉専攻 

(a) 現状 

学校教育法および短期大学設置基準のほか、介護福祉士養成指定規則に基づいて

5月末までに自己点検を行い、追加・変更事項で届出が必要な件は、関東信越厚生

局に報告している。 
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各授業については、統一したワークシートと小テスト「チャレンジ」を使い、ノ

ート作成の指導も継続してきた。年度初めに、2年生を対象に 1年次の復習テスト

を行い、1年次の学習の習熟度を評価し、目標に達していない学生には、各科目担

当教員が個別指導を行っている。成績不振者に対しては専攻会で対応を検討し、各

科目担当が個別指導を行い、アドバイザーが相談助言を行っている。 

技術の演習科目については、きめ細かな指導のために 2名体制を取っている。 

また、各授業において「本時の目標」を学生に伝え、その授業の到達目標を学生

に自己評価してもらい、学習成果の評価の 1つとすることを継続してきた。授業改

善アンケート及び学生の自己評価からは、おおむね授業は理解できたという回答が

多かった。休退学者がいなかったことは、成果の一つと考える。 

(b) 課題 

国家試験導入を前に、これまで継続してきたワークシートが、学生にとって活用

しやすい内容となっているか見直しが必要になってきている。これまで以上に授業

の準備を充実させ、ポイントを押さえられるように見直しが必要である。 

専攻内で授業公開を行い、授業展開の方法を学び合うことを継続し「わかりやす

い授業」の追求を継続する。 

 

家政学科 食物栄養専攻 

(a) 現状 

食物栄養専攻では、学校教育法、短期大学設置基準、栄養士養成施設設置基準な

ど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。特に、栄養士養成

施設設置基準は、関係の全教員でチェックしている。学習成果ではなく、各科目の

到達度を焦点とする査定（アセスメント）はできている。教育の向上・充実のため

の PDCAサイクルは、授業評価アンケートなどを用いて行っている。 

(b) 課題 

単位取得率や資格取得率などのほかに、学習成果を量的・質的データとして測定

する仕組みがない。そのため、学習成果を焦点とする査定（アセスメント）ができ

ていない。教育の向上・充実のための PDCA サイクルは全教員が意識しているが、

十分とはいえない。 

 

幼児教育学科 

(a) 現状 

学校教育法、短期大学設置基準等の関係法令を順守に努め、また保育士養成施設

基準に従ってカリキュラム内容・教員組織等毎年確認している。 

学習成果を査定するために、科目ごと試験やレポート課題を中心に達成目標への

到達度を測る指標を考え実践している。取得可能な免許・資格の取得状況が学習成
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果を確認する一つの方法となっている。 

平成 27年度免許・資格の取得率低下を受け、平成 28年度にはキャリア教育に力

を入れた。専門職への意識向上のため入学前教育だけではなく、学生の苦手とする

一般常識を中心とした公務員対策講座・模試の実施をした。 

課題となっていた文章力をつけるための指導は、保育養成課程の集大成ともいえ

る 2年生後期の保育・教職実践演習の中で、アクティブラーニング、グループディ

スカッションとともに、体験や演習の記録を取りそれを考察して文章化するという

ことに重点を置いた。後期の終わりに提出された長文のレポートではその学習効果

が明確になった。 

例年 2年生になってからの本実習が停止になる事由が 1年次の成績不振に因ると

ころが大半であったが、平成 28 年度には指導案、実習日誌提出の遅延といった原

因で実習を再履修するという事例が少なからずあった。 

その事例を受け学科内で話し合いを行った。指導案が書けない学生が多くなって

いる原因として、根幹となる保育内容の授業が 2年前期に集中しているが、保育実

習Ⅱ、Ⅲが 6月にあるため学業半ばでの実習となっていることが挙げられた。実習

の時期を 2年前期の科目を終了してから行うこと、1年生後期から保育内容の一部

を受講することの必要性を感じ、カリキュラムの見直しを行うこととした。 

(b) 課題 

2 年後期の科目保育・教職実践演習の中での文章力の向上は認められたものの、

9月には全ての実習が終了してしまうため、実習前に文章力を上げていく対策が望

まれる。特に本年度の場合指導案・実習日誌の遅延が原因で実習を再履修しなけれ

ばならない学生がいたため、引き続き原因の究明を行うことが必要である。 

 

看護学科 

(a) 現状 

学校教育法および短期大学設置基準のほか、保健師助産師看護師学校養成所指定

規則等の関係法規を順守し、カリキュラム内容や教員組織等について確認・検討を

毎年行うこと、文部科学省および厚生労働省通達や Webサイト等を確認して遺漏が

ないように努めている。 

平成 26 年度から実施している就職先への卒業生アンケートは 3 年目が終了し、

卒業後の学生たちの現状の情報を得て、教育目標や学習成果の適否を検討する一助

としていく予定である。アンケート回答数が目標数に達したところで分析する。 

今年度は学科全体で「統合実習」の目的・目標および内容の検討を、振り返りも

含めて 3回行った。このことは、3年間の学びのまとめとしての実習に対する教員

の意識を高めた。振り返りでは、指導者のコメントなども踏まえて話し合った結果、

概ね良好な成果が得られたと考える。また、学生が修得した知識や技術に自信がも
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てるようになる一つの手段として、「看護技術経験録」を作成して 4 月全学生に配

布し、学生は隣地実習での技術経験を記録した。平成 26 年度私立大学等教育研究

活性化設備整備事業で導入された「シミュレーション人形を用いた学習」は基礎看

護学および成人看護学の技術演習の授業を中心に活用しており、学生の自主性を育

む一助になっていると考える。 

(b) 課題 

学生全員が目標とする学習成果が得られるよう努力を重ねている。しかし、学業

不振だけでなく進路変更などを理由として休学、留年、退学する学生が一定割合存

在し、それらの学生の支援が課題である。 

「統合実習」は、今年度実習要項の大きな見直しを行ったので、来年度もこの要

項の内容を継続して行う。「看護技術経験録」は、学生自身が修得した知識や技術

に自信がもてるようになる一つの手段となり得るのか検討する必要がある。看護師

国家試験の結果からも、学習成果が卒業後就職先で期待される力につながっている

のか検証できることが望ましい。 

 

教務委員会 

(a) 現状 

学校教育法、短期大学設置基準などの関係法令を順守するように、法令の変更な

どを適宜確認し、変更時には教職員で検討を行い対応している。 

学習成果を査定するために、各科目においては試験やレポート課題、授業への取

り組み状況など各教員が達成目標への到達度を測る方法を考えて実施している。ま

た、最終的には学生が学科で取得できる資格などを取得したことにより、学習成果

を見ることができる。教員側からだけではなく、学生を対象に行っている授業改善

アンケート、短大満足度アンケートなどによっても、授業の状態をアセスメントす

ることができる。 

教育の向上と充実を図るためにシラバスを充実させ、学習計画を綿密に立てた上

で計画に沿って授業を行うようにしている。平成 27 年度から授業を受けるための

講義前・後学習やフォローを明記して、学生の学習効果が上がるようにした。授業

終了後学習成果を評価し、教員自身が授業の効果を検討する機会となっている。学

習効果の PDCAサイクルは、少しずつではあるが回転するようになってきた。 

(b) 課題 

学習効果の PDCA サイクルは専任教員に関してはあてはまるが、非常勤教員では

評価して次年度につなげるところが行えておらず課題である。 

 

基準Ⅰ-B 教育の効果の改善計画 

家政学科 家政専攻 
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(1)教育目的・目標および学習成果の定期的な検討 

コース統合に伴う新たな教育目的・目標、学習成果およびこれらに基づいたカリキュ

ラムマップが、学生にとって学びやすい形に整備されているか、専攻会において定期的

に検討していく。 

(2)コース統合による学習成果の学生負担の把握と対策 

コース統合により学生の履修できる科目の範囲や取得できる免許資格の範囲が拡大

されたことを受け、学ぶ意欲のある学生の履修負担も考えられる。学生の履修状況等を

鑑みながら、必要があれば単位取得の上限を定めるキャップ制についても検討していく。 

(3)学習成果の評価方法の構築 

学習成果を査定する手法および教育向上・充実のための PDCA サイクルは、これまで

のものを踏襲しながら、学習成果を量、質の双方から評価できる専攻としての仕組みを

考えていく。 

 

家政学科 生活福祉専攻 

介護福祉士国家試験が始まるにあたり、国家試験対策の体制整備と情報収集を行う。

社会人を含めた多様な学生が増える中、より個別対応が必要なケースが増えていくこと

が予想されることから、ワークシートの見直し及び授業改善に取り組み、教員間の情報

共有を確実に行い、困難事例に対しては早期発見・迅速対応に務める。 

学生からの声、卒業生の評価を分析し、時代のニーズ、地域のニーズに対応すべくカ

リキュラム編成の検討を継続する。 

 

家政学科 食物栄養専攻 

専攻会にて学習成果を量的・質的データとして測定する仕組みについて検討し、でき

ることから実施する。PDCA サイクルについては、学生とのコミュニケーションの中か

ら、改善すべき点を見つける。 

新年度の入学生のオリエンテーションで、教育目的・目標について説明する。 

 

幼児教育学科 

実習の再履修というあまり前例のない事例を受け、その原因にカリキュラムの編成が

あるのではないかと考え、平成 29年度新入生より大幅なカリキュラムの変更を行う。  

これによって、本実習前に実習を行うにあたって最低限必要な科目が過不足なく終え

られることを目指す。また本実習の期間を遅らせることによって、平成 29 年度 2 年生

の実習への準備の充実を図る。 

 

看護学科 

教育目的・目標は明確であり、学内外への表明も行っている。今後も検討を継続する。 
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看護師国家試験合格という目標を達成するために、講義・演習科目、実習科目の到達

目標の設定が適切かを各教員が検討し、見直しを行うことを継続する。国家試験対策、

シミュレーション人形を用いた学習、国家試験対策看護技術経験録の記載について、そ

れぞれ評価ができるように計画する。 

 

 

［テーマ 基準Ⅰ-C 自己点検・評価］ 

［区分 基準Ⅰ-C-1 自己点検・評価活動等の実施体制が確立し、向上・充実に向け

て努力している。］ 

(a) 現状 

自己点検・評価委員会の規程および組織は整備されており、委員会を中心として

日常的に自己点検・評価を行っている。平成 28 年度は 6 回以上委員会を開き、各

部署の現状や課題について確認したり、必要時方向性等を検討したりした。また、

平成 27 年度飯田女子短期大学白書も完成させた。白書は、全教職員にメール配信

し、各自読んで現状や課題を理解し行動に繋げていくよう拡大教授会及び各学科会

議などで意識づけしている。さらに、年度末に各学科等で現状と課題について話し

合う時間を持った。 

(b) 課題 

全教職員が各自所属する部署の課題を理解した上で改善に向け行動できている

かというと十分とは言えず、部分的に取り組み状況が鈍化している面があると考え

られる。 

 

基準Ⅰ-C 自己点検・評価の改善計画 

引き続き委員会を中心に自己点検・評価し、各学科・専攻、委員会等で現状や課題を

理解し改善に向けて行動していけるよう意識づけしていく。 

 

 

基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果の行動計画 

家政学科 家政専攻 

(1)専攻の教育目的・目標および学習成果について、入学生やその保護者に再確認を願

うため、入学生オリエンテーションおよび入学時の保護者説明会で丁寧に解説を行い、

その共通の理解を得る。 

(2)専攻会で定期的な検討をしていく。 

①専攻の教育目的・目標および学習成果、またこれらに基づいたカリキュラムマッ

プが、学生にとって学びやすく整備されているか。 

②コース統合に伴う履修科目の拡大による不具合 
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・学生負担（単位取得のキャップ制の必要性等）など 

・カリキュラムの複雑化による履修の混乱など 

③学習成果を量、質の双方から評価できる仕組み 

 

家政学科 生活福祉専攻 

建学の精神に基づく教育目的・目標を 4月に各学年のオリエンテーションの中で確認

する。また、教育目的・目標と DP、CP、AP 及びカリキュラムマップの整合性も含め、

時代のニーズに応えられるという視点を踏まえて、専攻会で検討を行う。 

介護福祉士国家試験導入に向けて、情報収集と体制作りの検討を行う。 

 

家政学科 食物栄養専攻 

4月の入学生オリエンテーションで、教育目的・目標について説明する。 

4月の専攻会にて教育目的・目標を確認し、学習成果を量的・質的データとして測定

する仕組みについて検討する。学生の情報を共有する。 

 

幼児教育学科 

現在の教育目的・目標は明確であるが、新保育所保育指針・幼稚園教育要領への移行

を考えて平成 28 年度より進めていた準備を継続する。学科内での勉強会などを開き、

必要応じて新保育所保育指針・幼稚園教育要領に沿った教育目標を考えていく。 

シラバス記載時期も含めて、授業終了後次年度に向けて各教員が講義科目・実習科目

の到達目標や授業内容の検討をする。 

本年度は公務員対策の学習指導が実を結び公務員正規採用が増えた。引き続き公務員

対策としての学習指導を充実させ、毎年フォローアップの見直しを進めることによって、

学生の希望が多い市町村への就職率のより一層の向上を図る。 

 

看護学科 

教育目的・目標は明確であり、学内外への表明は本学の方針に沿って継続する。DP、

CP、APとの整合性も含め、教育目的・目標は検討を行う。 

講義科目、実習科目の到達目標や授業内容の検討は、シラバス記載時期を中心に各教

員が見直しを行う。国家試験は合格率 100％を目指し、模試の実施と結果の分析、学生

の成績に合わせた国試学習指導を、国家試験対策委員会を中心に押し進める。 

シミュレーション人形を用いた学習については基礎看護学領域の教員を中心に、現

時点での成果をまとめる。「看護技術経験録」を活用して得られた成果は担当者を

中心にまとめる。 

  



16 

 

【基準Ⅱ 教育課程と学生支援】 

［テーマ 基準Ⅱ-A 教育課程］ 

［区分 基準Ⅱ-A-1 学位授与の方針を明確に示している。］ 

家政学科 家政専攻 

(a) 現状 

平成 28年度はコース統合に伴い、前年度に検討した新たな DP の実施に至った。 

家政専攻の基盤には家政学の学びがあり、その上に養護教諭、医療事務、デザイ

ンのそれぞれの実務に必要な専門知識・技能・態度等の習得がある。また、その習

得した専門性を地域社会でより深めようと考えることのできる力の取得も DPに謳

っており、これらは先に示した学習成果に対応している。 

DPの学内外への表記については、学生便覧、Web サイトにそれを明記している。 

養護教諭・医療事務の免許資格取得、デザイン課程の知識・技術の習得といった

学習成果は、社会や時代に即しており、養護教諭では文部科学省が示す教職課程認

定に、医療事務では各種資格試験合格基準に、デザインでは卒業作品展といった学

内外の評価により、その学習成果の社会的な通常性も認められる。 

コース統合に伴い、専攻からコース名がなくなることで学べる分野をイメージし

にくくなることが懸念されたが、入学生も前年の 1.7倍に増え、DP に対する学生

やその保護者等の大きな混乱はなかった。 

(b) 課題 

DPの点検 

新たな DPの実現に向けて教職員間で尽力したが、DPを点検するには至らなかっ

た。専攻会等を用いて定期的な DPの点検をする必要がある。 

 

家政学科 生活福祉専攻 

(a) 現状 

生活福祉専攻の DP は、卒業要件、介護福祉士取得を目指した学習成果に対応し

ており、学生便覧に記載し、学外には Web サイトにて表明している。学生へは、4

月のオリエンテーションや、実習指導の中で伝え、目指すべき姿を明確に持てるよ

うに指導している。卒業要件は短期大学設置基準に、介護福祉士資格取得要件は、

社会福祉士及び介護福祉士法及び指定規則に則り規定しているので、社会的に通用

性がある。また、制度改正等に準じて定期的に専攻会でカリキュラム変更等を検討

している。 

(b) 課題 

平成 27 年度卒業生に対して、卒業時にアンケートをとり評価・検討を行う予定

であったが、アンケートはとったものの DP の検討までは行わなかった。平成 28年

度も卒業時にアンケートをとると共に、DP について、時代のニーズや介護福祉士
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に期待される専門性を含めて検討していく。 

 

家政学科 食物栄養専攻 

(a) 現状 

食物栄養専攻の DPのうち、「各世代の「食生活」を支えるための知識と技能を修

得し」という部分は学習成果に対応しており、授業内の小テスト、定期試験、実技

試験、実習レポートなどで成果を確認できる。DP は学生便覧に規定し、学内外に

表明しており、社会的にも通用性がある。年度末の専攻会では、DP を所属の教員

全員で点検・確認している。 

(b) 課題 

食物栄養専攻の DPの中の、「豊かな感性」や「自己成長し続けていける」という

部分は学習成果として測定しにくい内容である。 

 

幼児教育学科 

(a) 現状 

学科の DP はそれぞれの学科の学習成果に対応するように作成されている。また

DP は学生便覧に記載されており、入学式や 1 年前期『キャリアデザイン』で学生

に周知している。2年後期の『保育・教職実践演習』でそれまでの学びの振り返り

をし、DP に示す能力をどのくらい身につけることができたのか確認している。学

外へは大学 Webサイト及び就職先へのパンフレット等で明示している。 

保育士資格・幼稚園教諭免許を取得するにふさわしい倫理観、人間性を持ち、職

務内容及び責任を果たせる保育者を輩出できるように対応している。DP は定期的

に確認している。 

課題であった DP の見直しであるが、保育所保育指針、幼稚園教育要領の改定を

待って見直しを予定している。本年度はその準備期間として授業科目の一部編成を

した。 

(b) 課題 

平成 29年 3月の新保育所保育指針、幼稚園教育要領をもとに DPの見直しを行う。 

 

看護学科 

(a) 現状 

DP は学位授与方針であり、看護師資格を取得するにふさわしい姿を表している

ことを、Webサイト、学生便覧、入学式や発願式などの行事の時、実習指導時など

折に触れて伝えているため、学生たちに浸透している。 

DP に示す能力を身につけ、かつ所定の単位を修得した者に卒業を認定し、看護
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師国家試験受験資格を取得できるようにしている。看護師国家試験受験資格と DP

との関係について、学科会議等において教員全体で検討する機会を設けている。 

(b) 課題 

看護師国家試験受験資格と DPとの関係については定期的に見直すことを継続す

る必要がある。 

 

教務委員会 

(a) 現状 

各学科・専攻の DP はそれぞれの学科・専攻の学習成果に対応するように作成さ

れている。学則において、卒業要件は第 6 条、成績評価の基準および単位認定は第

11 条、資格取得の要件は第 7 条にそれぞれ明示している。また、DP は学則には規

定していないが、学生便覧に記載し学生への周知を図っており、学外へは短期大学

の Webサイトにて表明している。卒業要件および資格取得の要件は、短期大学設置

基準やそれぞれの資格養成にかかわる法令に則っているため、学位および各種資格

取得は社会的に通用性がある。また DP は、就職率の高さから社会的に通用性があ

ると判断している。社会状況の変化に迅速に対応できるよう各学科・専攻会でカリ

キュラムの検討を行い定期的な点検を位置づけている。 

家政学科家政専攻では、平成 28年度入学生よりカリキュラムの変更が行われた。

それに伴い DP とカリキュラムマップを適するものになるように検討を行い、新た

な DPとカリキュラムマップの下で運営が実施できた。 

(b) 課題 

DP については学生便覧や短期大学 Web サイトにて表明しているが、学則への規

程の必要性を今後の教務委員会で検討していく。教務課および広報課、学生課で連

携を取り、本学の理念が地域に理解されるよう進めていく。また、学生に対して本

学の教育内容の理解を図れるよう取り組んでいく必要があり、入学生および在学生

へのオリエンテーションを活用してその理解を進める。 

 

［区分 基準Ⅱ-A-2 教育課程編成・実施の方針を明確に示している。］ 

家政学科 家政専攻 

(a) 現状 

平成 28年度はコース統合に伴い、前年度に検討した新たな CP の実施に至った。 

この CPは先に示した DPに対応しており、その体系的な編成はカリキュラムマッ

プに示している。 

そのカリキュラムマップには、授業科目がどの教育目的に向かい、家政専攻の教

育目標を達成するかを明確に示しており、2年間で学習成果を習得するまでの経過

を分かりやすく提示している。授業科目の詳細はシラバスに必要事項を適切に標記
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しており、成績評価についても、学生の学力の質の保証に向けて厳格に対応する一

方、学生の学力、能力に合わせて必要があれば補講などにも応じている。教育課程

の教員配置は前年度を踏襲しているが、教員の資格・業績は重視し、特に教職課程

の教員配置基準は遵守している。 

医療事務資格取得は、養護教諭養成課程、デザイン課程において全ての資格取得

ができるカリキュラムになっており、医療事務養成課程に特化した学習成果の教育

課程編成に欠いていた。当該学生からも「履修科目はこれだけでいいのか」「他に

知識向上のため履修できる科目はないのか」といった声があった。養護教諭やデザ

イン課程を学ぶ学生に医療事務資格を付加することに重点に置いたカリキュラム

になっており、医療事務養成課程のみを学ぶ学生に対して充分なカリキュラムにな

っていない現状にある。 

コース統合に伴い、履修する授業科目の選択や時間割が複雑になった。その複雑

さが学生の学ぶ意欲の妨げとならないよう、教務課と連携し学生にわかりやすい履

修登録届を作成し履修登録の際にアドバイザーの説明の下で用いた。補助する教員

2名も同席し、学生の履修に関する質問に対応し、大きな混乱はなかった。 

(b) 課題 

(1)医療事務養成課程の充実 

医療事務養成課程のみを学ぶ学生に特化した授業科目および取得資格として、歯

科事務に関する授業科目 3科目を平成 29 年度より新たに開設する。また、取得で

きる資格として「メディカルクラーク（歯科）」を据える。医療事務の学びを学習

成果におく学生が、スムーズに履修および資格取得ができるよう調整していく必要

がある。 

(2)学生負担のないカリキュラム編成の整理  

2年間という在学期間の中で、教育目標に達する充分な学習成果を鑑みると、授

業科目や取得できる免許資格等、選択が自由な学びのカリキュラム編成には、学生

負担や時間割の面からも限界があり、その見直しが必要である。 

 

家政学科 生活福祉専攻 

(a) 現状 

生活福祉専攻の教育課程は、カリキュラムマップにより「人間と社会」「介護」

「こころとからだのしくみ」「医療的ケア」の各科目群が DPに集約される構成とな

っている。また、各科目群の到達目標と、領域内の授業科目の到達目標が連動する

体系になっており、シラバスに明示されている。授業内容、準備学習の内容、成績

評価の方法・基準もシラバスに明示している。教育課程の教員配置は、教員の資格・

業績を適切に反映していおり、年度末に全体を点検、確認している。 
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(b) 課題 

介護福祉士国家試験が導入されるので、それに向けて早期より体制を整えて対策

を講じていく。 

 

家政学科 食物栄養専攻 

(a) 現状 

食物栄養専攻の教育課程のうち、「食」にかかわる高度な専門的知識・技能の習

得を図る」および「対象者のライフステージに対応できる的確な判断力と指導力を

養います」という部分は、DPに対応している。 

食物栄養専攻の教育課程は、調理実習を多く取り入れた授業科目を編成しており、

知識・技術面での学習成果に対応している。成績は教育の質保証に向けて、到達目

標に達しない場合、繰り返し指導した上で、最終評価している。 

シラバスには必要な項目（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。 

(b) 課題 

食物栄養専攻の教育課程は、学位授与の方針の、「自己成長し続けていける学生」

という部分と対応していない。カリキュラムマップを十分活用できていない。 

 

幼児教育学科 

(a) 現状 

学科の教育課程は DP に対応していて、シラバスには到達目標、授業内容等必要

な項目が明示されている。授業科目は保育所養成施設指定基準・学校教育法に従っ

て学習成果を意識して編成されている。成績評価は到達目標を鑑みて学習成果を明

確に見極められるような方法で行っている。 

教員配置は教員調書を基に教育・研究分野の専門性を考慮して行っている。 

教育課程の見直しは定期的に学科教務委員で検討され、学科会で検討課題を協議

している。 

課題となっていたシラバスのチェックは特に非常勤・学科外教員においては学科

長が確認することとした。 

(b) 課題 

本年度学生にシラバスをもとに履修カルテの作成を課した。履修した内容を振り

返る拠り所となるように各教員が一層内容の充実に心掛ける。 
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看護学科 

(a) 現状 

看護学科の教育課程は DPに対応して、教育理念、教育目標に示された人材を育

成するため、基礎分野、専門基礎分野、専門分野の授業科目が体系的かつ有機的に

編成され、専門知識や技術の修得に加え、人間性を形成することができるように配

慮されている。 

科目の到達目標に合わせ、筆記試験やレポート、実習における学習状況やケース

発表等多面的な成績評価を行っている。成績評価は教務課へ提出するとともに、看

護学科内での進級判定会議において単位認定が承認されている。 

専任教員の授業科目については、シラバスに加えてレジュメを作成し、到達目標、

身に付けさせたい能力、学習進度、学習内容、評価観点と評価方法等、学生が学習

する手順を判断できるような資料を配付している。非常勤講師については担当科目

のシラバス内容に記載漏れなど内容が不十分な箇所がないか、学科長、学科教務委

員が点検している。非常勤講師との連絡は教務課と学科（教務委員）が連携して行

っている。 

教員の採用・昇格を決定する際は、教員調書をもとに、免許・資格および教育経

験を考慮している。教員組織は、教育・研究分野ごとの専門性を考慮して構成して

いる。なお、実習科目には担当教員のほか、助手および非常勤実習助手を配置して

いる。 

教育課程の定期的な見直しは、原則として隔月に開催される各系代表委員会で検

討されている。また、FD活動を通し、教員自らが主体的に教育能力の開発に取り

組んでいる。 

(b) 課題 

シラバス内容は担当教員が毎年見直しを行い、学生の現状も考慮しながら授業内

容の充実につなげていく必要がある。非常勤講師との連携は、今後も学科教務委員

を中心に教務課と協力していく。 

 

教務委員会 

(a) 現状 

各学科・専攻の教育課程は、カリキュラムマップにより各科目群が DP に集約さ

れる構成となっている。また、シラバスを改訂したことにより、今まで不十分だっ

た到達目標、講義前・後に必要な学習の内容、成績評価の方法および基準の項目が

明示され、教育の質保証の充実が図られた。ただし、成績評価の基準の記載状況や

非常勤教員への周知には課題があり、今後の検討が必要である。教育課程の教員配

置は、短期大学設置基準の他、各学科・専攻の養成する免許・資格に対応した関係

省庁の基準に従い行っている。また、教育課程の見直しは、前期・後期終了時に定
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期的に行い、毎年次の年度に反映させている。 

(b) 課題 

具体的なシラバスの作成と定期的な見直しを通して、教育の質向上への取り組み

を徹底することが必要である。学習成果が適切に判断できる方法を設定すること、

評価における教員間の共通尺度を保持すること、また、非常勤教員に対する教育方

針の理解徹底をすることが具体的な課題としてあげられる。シラバスおよびカリキ

ュラムマップの見直しや学習成果の検討を通し、教育の質向上のための組織的な取

り組みが構築されつつある。今後 PDCA サイクルの中で検討を重ね、改善を図って

いく。加えて、GPA 制度の導入について検討を行い、教育の質の向上につながるよ

うにしていく必要がある。新任教員に対しては、文書での説明など連携を密にとる

ようにし、本学の教育理解と積極的な授業計画が図られるようにする。 

 

［区分 基準Ⅱ-A-3 入学者受け入れの方針を明確に示している。 

家政学科 家政専攻 

(a) 現状 

平成 28年度はコース統合に伴い、前年度に検討した新たな AP の実施に至った。 

この APは、DPおよび CPに興味を持つ者にその理解が得やすいよう「養護教諭、

医療事務またはデザインのいずれかに興味を持っている人」と定めた。取得できる

免許資格や習得できる知識や技術への興味や思いのある者を受け入れる前提とし

たが、家政学を卒業必修として学ぶ専攻において、その基盤となる家政学について

の文言が APに表明していないことが懸念される点であった。志願者にとって複雑

な APよりも、理解しやすいものとなることを優先に考えた APであったが、初年度

を終え、これに対して学生、保護者および教職員間等に混乱はなかった。しかし、

学習成果との対応を考えた場合、やはり「家政学の素養」が APに謳われていない

ことになる。 

この APは、入学者選抜の際にその基準として生かされており、特に AO入試で志

願者に提示する課題では、これに沿ったものを提示している。また、推薦入学者選

抜における面接では、これに沿った質問を心掛けてはいる。一般入学者選抜試験の

内容においての APの活用は全く行っていないが、この入試は一般学力を評価する

ものであるため、受験者が APを理解したうえで入試に臨んでいることを前提とし、

特に検討を要す課題とはしていない。 

コース統合に伴いコース名がなくなることで、学べる分野をイメージしにくくな

ることが懸念された。しかし、前年度比 1.7 倍の新入生の入学となった。新しい

APをわかりやすく示したことも功を奏した一つであるかもしれない。 

(b) 課題 

APの点検 
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新たな APの実現に向けて教職員間で尽力したが、専攻会において APの定期的な

点検をするには至らなかった。専攻会等を用いて定期的な APの点検をする必要が

ある。 

 

家政学科 生活福祉専攻 

(a) 現状 

生活福祉専攻の AP は、介護福祉士を目指すために「人への関心」に特化して設

定し、募集要項・学校案内に示している。また、入試の面接時に、これまでにどの

ように人と関わってきたのか、ボランティア等どんな活動をしてきたのか発言して

もらっている。入学合格者に対しては、入学前課題として必要な学びを提示してい

る。入学者の選抜方法は、面接試験により APを確認することができている。 

(b) 課題 

引き続き入学前のフォローを充実させ、学習成果の獲得がスムーズに進むような

対応をしていく。また、専攻の学習成果全体に対応するものとするか検討していく。 

 

家政学科 食物栄養専攻 

(a) 現状 

食物栄養専攻の AP は、食への興味を全面に打ち出しており、入学後に習得する

学習成果につながると考えている。 

AP は、入学前の学習成果につながる内容を含んでいる。入学者選抜の方法（推

薦、AO入試）は、面接試験があり、APが確認できる。 

(b) 課題 

AP は、入学前の学習成果を直接把握・評価できない。また、一般入試では入学

者受け入れの方針を確認できない。AP は、建学の精神に基づいているとはいえな

い。 

 

幼児教育学科 

(a) 現状 

AP は学習成果に対応する入学者の受け入れの方針が示されており、募集要項お

よび学校案内に明記されている。入学者選抜の方法は、AO 入試、指定校及び公募

推薦入試では面接を行い、学習成果に対応するコミュニケーション能力を保持して

いるか、また入学してからの学習意欲の持続が可能であるかを観点として判定して

いる。一般入試では基礎学力が重視され、それぞれの選抜方法は AP に対応してい

る。 

入学前のフォローアップは学科内で検討が行われた。AO 入試など入学までの期

間が長い場合のモチベーションの持続を考え課題を設定し、各生徒に 2名の教員で
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対応することとした。 

(b) 課題 

入学直後の 4、5 月で退学するという例や、転科などで悩む学生が増えた。入学

前後でその迷いに至る期待と現実のギャップをリサーチし、保育者養成の導入を考

える。 

 

看護学科 

(a) 現状 

APは「人と人にかかわることが好き」であり、看護を学ぶ基礎学力を備えてい

ることを表明しており、学生募集要項および学校案内に明記されている。AO入試、

指定校および公募推薦入試等の入学者選抜においては面接と小論文を課し、コミュ

ニケーション能力、論理的思考や文章表現能力を評価の対象としている。また、一

般入試では入学前の基礎学力を重視し、それぞれの選抜方法は APに対応している。 

AO入試と指定校推薦入試における面接はグループディスカッションを行い、グ

ループの中で自分の考えを適切に述べる力を評価して、入学後に他者と関わる姿勢

を推測する一助となっている。一方、公募推薦入試は志願者の個々の看護師志望動

機をより明確に知るために、平成 29年度入試から個別面接に変更した。指定校推

薦における受験生の評定平均値の学校別 2 段階の設定は継続している。 

(b) 課題 

留年、休学および退学に至る学生の一部は主たる理由が学業不振であり、これに

は入学者選抜方法のみならず、入学後の教育全体がかかわっていると考えられるた

め、学習成果から見ていく必要がある。現在の入試方法によって、APにふさわし

い入学前の学習成果の把握や評価ができるのか、検討が必要である。 

 

教務委員会 

(a) 現状 

AP は各学科・専攻の学習成果に対応するよう作成され、募集要項および学校案

内に示している。6月の高校一斉訪問時に、進路担当の教員に対して直接説明を行

っている。 

入学試験合格者に対して、各学科・専攻が入学前までのフォローアップで入学前

に必要な学びを伝えたり課題を提示したりしている。 

入学前の学習成果の把握・評価にあたっては、入学者選抜の際、基本的に受験生

の高校在学中の評価と受験時の面接結果と総合評価を基準として実質的に合否判

定している。また入学前の学習成果の把握が確実な指定校推薦などの推薦入試を中

心に、学習意欲を重視した AO 入試、目的意識や表現力を判定できる小論文を課題

にしたとした公募推薦入試・社会人選抜入試・自己推薦入試、それに基礎学力を重
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視した一般入試を取り入れ、APに合致する幅広い受験生の確保に心がけている。 

入試方法は毎年見直しており、看護学科では指定校推薦では評定平均値の設定が

適切ではないと判断し、平成 26 年度より評定平均値を学校別に 2 段階の設定をし

た。改正して 3年目が経過するが、混乱することなく高等学校に周知できている。 

(b) 課題 

入学者選抜の方法と AP の明瞭化・適正化および、受験生へのより充実した表明

が課題となる。各学科・専攻の AP が受験生に明確に示されているか、そして、受

験生に分かりやすく内容を理解できているかが問題となる。受験生が求める力を獲

得しているか判断する方法を教務委員会および各学科・専攻で定期的に検討してい

く。また、受験生に対しては学校案内、短期大学 Webサイト、その他学生募集の際

に受け入れの方針を明確に示し、本学 AP の理解を促すこととする。 

看護学科では、指定校推薦の評定平均値を学校別に 2段階の設定をして 3年目と

なるため、適切であったかを評価していく。 

 

［区分 基準Ⅱ-A-4 学習成果の査定（アセスメント）は明確である。］ 

家政学科 家政専攻 

(a) 現状 

家政専攻の教育課程における学習成果は、特にデザイン課程の物づくりにおける

知識・技術の習得、養護教諭、医療事務の免許資格取得といった具体的かつ達成可

能なものである。また、養護教諭では 2年間、医療事務では資格試験合格までの一

定期間内での習得が可能である。また、これらの学習成果は、社会に貢献できる専

門的かつ実際的な知識・技術であり、そこには社会的な価値がある。この学習成果

は成績評価に限らず、免許資格取得や就職内定といった社会貢献といった観点から

も評価できるものである。 

学習成果を就職状況（平成 28年度卒業生 21名）でみる。就職率は 95.2％であ

る。 

養護教諭教員免許状取得者 11名は、私立中学校正規採用 1名、公立学校の養護

助教諭 5名、専攻科進学 3名、医療事務等の他職種への志望変更 2 名であった。養

護教諭は県教員採用試験合格が難関であることから、養護教諭をめざす卒業生への

対策、相談、支援も行っている。養護助教諭として公立学校に勤務しながら県教員

採用試験を受験し、合格に至る卒業生が毎年いることを踏まえると、この卒業生へ

の支援も学習成果のひとつといえる。 

医療事務志望者は、医療事務の知識や接遇、情報処理等の知識をつけ、医療事務、

一般企業および団体職員等へ就職しており、種々の資格を活かし就職の幅に広さが

あるといえる。 

デザイン志望者は、デザインの知識と技術を習得した他に、医療事務や介護資格
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等、各自が目指した資格も取得し、一般企業に就職した。デザインの知識や技術は

職務や社会生活に間接的に生きてくるものである。 

(b) 課題 

学習成果の査定方法の検討 

学習成果の査定を就職状況に頼っている。授業科目の成績評価、免許資格取得状

況および就職状況を総合的にアセスメントできる学習成果の査定方法の検討が必

要である。 

 

家政学科 生活福祉専攻 

(a) 現状 

生活福祉専攻の教育課程における学習成果は、前期・後期定期試験、実習の評価

および介護福祉士資格取得率で評価している。平成 28 年度の介護福祉士取得率は

100％であり、到達目標が達成可能であることを示している。また、介護福祉士資格

取得者は、94％介護現場に就職しており、社会貢献しているといえる。介護福祉士

養成課程における到達目標をふまえて、それぞれの段階における到達目標を設定し

ており、具体的な評価基準によって評価している。 

(b) 課題 

介護福祉士養成課程における到達目標をふまえて、それぞれの段階における到達

目標を設定しているが、現在のところ学習成果とその査定方法が十分とは言えない｡

特に、測定できないものについて、学習成果の査定方法の検討を継続する。 

 

家政学科 食物栄養専攻 

(a) 現状 

食物栄養専攻の教育課程のうち、演習・実習科目の学習成果については、実技試

験による技術の評価、レポート課題の点数化などを実施している。 

教育課程の学習成果（到達目標）は達成可能なものにしており、半期ごとに獲得

可能なものが多い。達成できない場合は繰り返し指導している。学習成果のほとん

どは、栄養管理および給食管理に必要な内容である。学習成果は数値化しており、

測定可能である（就職内定率 100％、栄養士資格取得率 97.4％）。 

(b) 課題 

一部の学生については、学習成果が一定期間内で達成できない（資格が取得でき

ない）ケースもある。一部の科目では学習成果は数値化しにくい。 

 

幼児教育学科 

(a) 現状 

保育者養成課程における学習成果は前後期の定期試験並びにレポート、また実習
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での評定書も含めて評価している。客観的指標としては免許資格の取得率に示され

る。平成 28年度の免許・資格取得率は以下の通りである。 

幼稚園教諭二種免許状 96.8％  保育士資格 93.7％ 

保育者養成課程において現在の免許資格の獲得率を見ると学習成果は達成可能

であると言える。同時に学習成果はこの結果から測定可能である。 

学習成果一定期間内で獲得可能なようにカリキュラムを吟味し、内容も特に免

許・資格獲得に必須の教科について教員間で意見交換をして確定している。 

学習成果には具体性があり、実習を行うことによって到達度を教員ではない外部

の指導者によって客観的に評価され、自らの振り返りもできる。実習では保育所：

16 項目、施設：13 項目、幼稚園：4 項目にわたって A～E の 5 段階で評価される。

評価はおおむね B～C に集中している。評価の観点としては積極性、アドバイスを

踏まえて次に活かせるか、相手の状況を把握して対応ができるかなどであるが、そ

の時の技量の評価と、実習期間での成長過程などをきめ細やかに指導されている。

それを受けて担当教員が巡回の様子、実習を終えてのレポートなどの評価を加えて

総合点を算出している。実習先によっても評価に違いが出るため、担当教員によっ

て公平性を調整している。 

課題となっていた実習後の振り返りであるが、2年生後期にある保育・教育実践

演習において、履修カルテを使って 2年間の学びがどう実習に活かされたのか、ま

た実習に行って改めて学び残しを、発見できたかという振り返りをし、授業の中で

その不足を補える授業展開にした。 

(b) 課題 

平成 28 年度は履修カルテを作成することによってどの科目が保育士資格や幼稚

園教諭免許に繋がっていくか、実習が終わった 2年後期の授業の中で振り返られる

機会を作った。しかし実際には実習に行く前に学んだことが実習にどう活かせるの

か、学びの振り返りは少なくとも学期毎に行うことが必要である。来年度に向けて

保育技術・知識の到達度を自分でチェックできるシステムを考えていきたい。 

 

看護学科 

(a) 現状 

看護学科における教育課程の学習成果は、前・後期の定期試験で評価している。

客観的な学習成果としては、看護師国家試験の合格率が指標となる。平成 29年 2

月の国家試験の既卒者を含めた合格率は 94.5％（全国平均 88.5％）であった。例

年、合格率は全国平均を上回り、教育目標に沿った成果が得られていることを示し

ている。 
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学生自身が学習成果を測定する指標の一つとして、「看護技術経験録」を作成し、

3年生は 3年間のすべての実習中の技術経験をチェックした。技術の到達度チェッ

クは、3年間の学習成果を測る際の一つの大きな指標となり得ると考える 

(b) 課題 

学生自身が学習成果を測定する指標の一つとして「看護技術経験録」を用いるた

めに、“看護学科として到達度を学習成果の中でどう位置づけるか”を明らかにし

た上で、学生に技術の到達度をチェックさせる必要がある。 

 

教務委員会 

(a) 現状 

各学科・専攻の教育目標および各科目の達成目標は、それぞれの教育の特徴を反

映した内容で具体的に示されており、学習成果には具体性がある。また、それらの

学習成果は卒業時およびセメスターや学年などの一定期間内での獲得が可能なよ

うに検討され設定している。学習成果の測定には、量的データとして成績評価、資

格取得率、資格や免許を生かした採用試験受験状況、検定試験合格者数、国家試験

合格率、質的データとして学生のレポートまたは自己評価、就職先からの評価など

を用いて行っている。これらによって学習成果は一定期間内で獲得可能であると考

えられるが、数値化が難しい学習成果の評価方法についてはさらなる検討が必要で

ある。また学習成果について、卒業後の有用性といった視点から、実際的な価値に

ついて検討を重ねていく。 

(b) 課題 

学習成果の実質的な価値の内容と学習成果測定方法の検討が課題である。実質的

な 価値については社会状況の変化や卒業生の就職先からの評価を受けて、定期的

に学習成果の点検を行うこととする。また測定方法については FD 活動と関連させ

ながら、到達目標の達成が評価できる方法などを検討していく。 

 

［区分 基準Ⅱ-A-5 学生の卒業後評価への取り組みを行っている。］ 

学生委員会・学生課 

(a) 現状 

卒業生の進路先からの評価の聴取については、平成 26年度より五カ年計画で「卒

業後評価アンケート」を短大全体で実施し、3年目の平成 28年度までに計 70件結

果を回収している（五カ年計画で目標 100 件回収）。回収の内訳は幼児教育学科 16

件、家政学 29件（家政専攻 8件、生活福祉 9件、食物栄養 12件）、看護学科 25件

であり、この結果を教員は学科専攻ごとに各自の学習成果の点検に活用している。

全体共通質問「魅力的な社会人として貢献できているか」については、5段階評価

で全体平均 2点以上（「十分でないができている」）の高評価となっている。全体共
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通質問以外の質問項目は、学科専攻ごとで毎年結果を確認し活用している。学生委

員会の会議での確認は実施と回収数の確認に加え、学科専攻ごとの平均値を集約し

ている。教務委員会と連携し、目標達成度や日々の教育活動に活かされているか議

論し、教育成果を高めていく点については、FD研修会において一部で議論が始ま

ってはいるものの、具体的な活用方法を見出し、教育成果を高めるまでには至って

いない。 

(b) 課題 

就職先に対し平成 26年度より実施している「卒業後評価アンケート」の結果を

学内で活用し、全体での教育成果の結びつけることが課題である。 

 

基準Ⅱ-A 教育課程の改善計画 

家政学科 家政専攻 

教育目的・目標および学習成果とカリキュラムマップの見直しを行うとともに、DP、

CP、AP についても教育を受ける学生や教育を行う教員の意見、出口となる就職等をし

っかりと加味しながら、専攻会等で検討していく。 

 

家政学科 生活福祉専攻 

高齢社会の担い手として介護福祉士に求められる社会的ニーズは高まっている。一方

で、介護福祉士の国家試験の一本化に伴い、養成校卒業生も国家試験受験が始まるため、

国家試験対策を早期より開始し、希望する学生全員が資格取得できるように体制を整え

ていく。また、介護技術の習得度をチェックし、卒業時の技術面の評価も行い、卒業時

の到達目標の各項目全体の評価に繋げていく。 

入学から卒業まで、段階的に自己評価と他者評価を確認しながら、内発的動機付けに

より学生が主体的に学び、卒業後も学び続けられる力をつけていく。 

 

家政学科 食物栄養専攻 

食物栄養専攻の学位授与の方針のうち、「豊かな感性」や「自己成長し続けていける」

という内容について検討する。 

入学者受け入れの方針の内容を検討する。学習成果が一定期間内で達成できない学生

への指導について、教員間で連携をとりながら、フォローをこまめに実施する。 

 

幼児教育学科 

平成 25 年度に確定したカリキュラムマップの見直しを行い、特に 2 年次に行う本実

習に焦点を当て、それまでに終えているべき科目の検討をした。その結果 1、2 年次で

の履修科目に大幅な変更があった。このカリキュラムは平成 29 年度新入生より適用と

する。在学生については、実習の時期を 6月から 7月に変更することによって、2年次
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前期までの授業を全て終えてから本実習を迎えられるような形にした。年度を終えてか

ら変更による学生の学びを検証していく。 

昨年に続き新しい幼稚園教育要領・保育所保育指針等の改定に合わせて教員が研修会

や勉強会に参加し、より学習効果の上がる科目設定、シラバス内容の充実を図っていき

たい。 

 

看護学科 

社会のニーズや学生の質の変化に対応するため、「学士課程教育の構築に向けて（答

申）」（平成 20年 12月、文部科学省）で示された学士力を形成するための学習内容の強

化、「看護基礎教育の充実に関する検討報告書」（平成 19 年 4 月）の趣旨である、学生

の看護実践能力の強化のための学内演習の充実、技術項目の教育と卒業時の達成度の確

認などを、今後も教育課程の検討のための指標として、教育課程の検討を継続的に行っ

ていく。 

厚労省の示す指定規則と DP の整合性を年度ごとに確認する。シラバス内容および授

業内容の充実を図るために、教員は各科目の学習成果を各自評価して次年度に反映させ

る。また、非常勤講師についても、学習成果につながるように教員と教務課職員が連携

していく。学生は実習において「看護技術経験録」を用いた看護技術経験のチェックを

実施する。 

 

 

［テーマ 基準Ⅱ-B 学生支援］ 

［区分 基準Ⅱ-B-1 学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて教育資源を有効に活

用している。］ 

家政学科 家政専攻 

(a) 現状 

DPに対応した成績評価基準としては、学則が示す「優・良・可・不可」をその

基準としている。その根拠となる学習評価は各授業科目担当教員に任せており、そ

れを専攻で確認することはしていないため、成績評価の基準に専攻教員の全体の目

が行き届いているわけではない。 

免許資格取得、就職内定などの学習成果の獲得状況は、学生からの報告などから

適切に把握しており、卒業するまでの間の指導に役立てている。 

専攻の教員は、FD委員会が行う学生による授業評価を年に 1回 1科目以上受け

ており、その結果を教員自らがまとめ、それを授業改善のために活用している。ま

た、教員間の学内公開授業を活用し、自らの授業内容について授業担当者以外の教

員からも意見を求め、授業の改善を図っている。 
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(b) 課題 

DPに対応した成績評価基準の検討 

複雑化したカリキュラムとその学習成果獲得に向けての成績評価基準を専攻会

等で検討していく必要がある。  

 

家政学科 生活福祉専攻 

(a) 現状 

生活福祉専攻における成績評価は、定期試験を実施する科目については成績評価

基準に沿って学習成果を評価し、介護福祉士養成課程としては、資格取得率をもっ

て学習成果を評価している。また、授業担当教員がそれぞれの科目の到達目標に対

する学生の自己評価をチェックし、学習成果獲得のための参考としている。また、

基準に満たない学生や目標に到達できない学生については、個別指導を行っている。 

また、FD 活動として授業改善アンケートを実施し、専攻内での授業公開及びそ

の後の検討会も行い、積極的に授業の改善に努めている。 

介護福祉士卒業時統一試験終了後、専攻の教育目標の達成状況を評価している。 

(b) 課題 

学生の自己評価を見ることにより、学生の意識を把握することができ、授業改善

に努めることができた一方で、学生の到達状況を把握し難い目標もあり、さらに具

体的に改善していく必要がある。また、授業改善の議論はしているが、その評価及

び改善計画までは立てられていないので、具体的な改善策を検討する。 

 

家政学科 食物栄養専攻 

(a) 現状 

食物栄養の教員は、DP に対応した成績評価基準により学習成果を個別に評価し

ている。学習成果の獲得状況は、毎月行う専攻会を通して各教員で共有している。

教員は、学生による授業評価を半期または 1年ごとに受けており、その結果を認識

している。 

教員は、授業の中間期で実施した評価を受けて、後半の授業改善を行っている。

毎月の専攻会議にて、授業内容について授業担当者間で意思の疎通、協力・調整を

図っている。教員は、FD 委員会の活動を通して授業・教育方法の改善を行ってい

る。教員全員が、学生に対して履修及び卒業に至る指導ができる。 

(b) 課題 

個々の学生が、教育目的・目標を達成したかどうかを客観的に評価できていない。 
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幼児教育学科 

(a) 現状 

幼児教育学科では DP 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。

基準に満たなかった学生には個別のフォローを行い、履修及び卒業、免許・資格取

得に至るように指導している。学生の学習成果は毎月の学科会で確認が行われ、教

員間で共有されている。また各教員は FD 委員会主導のもと学生による授業改善ア

ンケートを 1 年に 1 回以上行い「よりわかりやすい授業」になるよう努めている。

学科教員間の学内公開授業を活用し、科目横断的に連携をとることで、学び残し・

重複がないか検証するなど、授業の改善を図っている。幼児教育専任教員間では平

成 28 年度に入って連携が取れ、実習担当を中心に、実習へ向けて全教員が担当科

目と関連付けて指導案等の指導に当たることができた。また極力非常勤教員を減ら

したことによって、課題となっていた連携の取りにくい状態が緩和され 1、2 年を

通して計画的な指導がし易くなると考えられる。 

(b) 課題 

非常勤・学科外教員の担当科目については、専任教員とのオムニバスを増やす等、

授業内容の共有化を図っているが、授業改善アンケートは引き続き毎年の実施を依

頼していく。 

 

看護学科 

(a) 現状 

看護学科では、定期試験を実施している科目については成績評価の基準に沿って

学習成果を評価し、基準に満たない学生に関しては個別指導を行い、学生個々の学

習成果が教員によって把握されている。専任教員が担当するオムニバス形式の授業

科目では、教員間の打ち合わせと授業内容の共有を適宜行い、学習成果の獲得を支

援する体制をとっている。臨地実習は、実習別に目的・目標を明確に提示し、教員

は実習先の指導者と連携して直接臨地指導し、学習成果が十分得られる体制をとっ

ている。 

卒業生就職先へのアンケートは実施 3年目であり、3年間の目標回答数に達した。

その結果は現在分析中である 

授業改善アンケートの実施、学内授業参観などの結果を授業改善のために活用し

ている。また、教員は FD研修会に参加して自己研さんに努めている。 

授業の進行に合わせて、図書館での文献検索方法などについて、図書館司書の指

導の機会を複数回設けている。 

(b) 課題 

就職先および卒業生へのアンケートのデータ分析を行い、学習成果獲得に生かし
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ていけるように検討する。FD・SD 活動で行った在学生の満足度評価などで出され

た改善点についても同様に考える。 

 

教務委員会 

(a) 現状 

平成 24年度に学習成果の PDCAサイクルが設定され、機関レベル、学科・専攻レ

ベル、教員レベルで学習成果獲得に向けた責任が果たせるようになっている。成績

評価については、学習成果の内容にあわせいくつかの評価方法を設定している。加

えて、学習成果については、教員の授業内容が学生の学習成果に大きく影響を与え

ることから、学生による授業評価を実施し、教員はその結果をもとに授業改善に取

り組んでいる。平成 26年度に授業改善アンケートの内容と実施方法の改善を行い、

授業内容・方法への学生からの評価がわかりやすくなった。また、各学期の中間で

学生による授業への意見を聞き、その結果を受けて後半の授業改善を行っている。

授業改善アンケートの実施、公開授業の実施等の FD 活動を全教員で取り組んだ。

年 1回開催される FD講演会や FD研修会などを通して学生の特性や授業・教育方法

を学び、授業改善を行っている。平成 28 年度は FD研修会を開催し、各学科・専攻

で前年学習成果についての学生へのアンケートを基に実態と課題、対策を検討した

内容の評価を行い、PDCA サイクルを回転させて、次年度の授業へ生かすように教

員全員で対策を考えた。 

平成 26 年度から教務委員会と SD が連携して、学習成果と学習環境についてア

ンケートを実施しするようになり、今年度で 3年目になる。本学における学習効果

と学生支援についての問題点と改善された点が前年と比べて見えてきている。 

授業担当者間での意思疎通・協力が行えるように、カリキュラムマップを基とし

て科目間で連携が図れるような体制にしている。学生のより効率的な学習の保障と

学習 効果の達成、総合的な学習成果達成の状況把握と次への指導の展開ができる

ように、学科内で定期的に話し合いの場を持ち、教育目的・目標の達成状況を把握

するようにしている。学科・専攻で毎月 1 回の会議を持ち教員同士のカンファレン

ス、4月当初の新任教員研修などを通して教員は学生に対して履修および卒業まで

の指導を行えるようにしている。 

図書館の専門事務職員は、学生の学習向上のため、情報検索の指導、文献取り寄

せ、トピックス紹介などの支援を行っている。また、図書館の利便性を向上させる

ために、案内表示、配置の工夫を常に行っている。  

また、パソコン室、講義室のプロジェクタ、学生ロビーおよび図書館の無線 LAN 

の設置等の整備はされている。教職員のパソコンの所有台数も十分確保されており、

各研究室の無線 LANの対応もできている。 

(b) 課題 
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学内全体で学習成果の PDCA サイクルを回転させて、学生の学習効果を上げてい

くことが課題である。PDCAサイクルはまだワンサイクルの循環を終えたばかりで、

現段階ではこの検証が行えていない。設定した PDCA サイクルに沿った教育活動と

その検証を定期的に行っていくことが課題である。その際、教員は FD の意識を強

く持って取り組んでいくことが重要である。平成 28年度は全教員で FD活動に取り

組めたが、学科・専攻の教育課程の充実へと結びつけるようにより意識付けが必要

である。教員個人レベルにとどまらず、非常勤教員も含めて教員相互が学科・専攻

としての学習成果の状況を適切に把握していくことが必要である。そのため、カリ

キュラムマップを活用しながら、科目の分野ごとの検討会の設定など、教員の意思

疎通等を図り個々の意識を高められるような体制にしていきたい。  

事務職員については、一人ひとりの視野を広げ、学習成果獲得に向けた学生支援

の職務を充実させることが課題である。そのためには、FDと SDとの連携をさらに

進めることが重要である。 

 

管理部長（SD・図書館） 

(a) 現状 

事務職員は、所属部署の職務や SD 委員会を通じて、各学科・専攻課程の学習成

果を認識し、その獲得に協力できるよう、カリキュラムマップ、シラバス等を参考

に、教員・学生のサポートを行っている。教育目的・目標の達成状況は、拡大教授

会・各委員会の報告、学生満足度アンケート、授業評価アンケート等から達成状況

を把握するよう努めている。 

FD・SD 委員会は連携して、学習成果と学習環境について全学生を対象に満足度

アンケートを実施し、本学における学習効果と学生支援についての課題や問題点に

ついて把握している。各事務職員は部署の目標・個人目標及び反省を毎年作成・提

出し対応や業務内容についても確認・改善に努めている。事務職員は学生がスムー

ズに科目を履修して資格取得や卒業に至るよう単位取得状況をチェックし、教員と

も連携しながら学生サポートを行っている。 

図書館には専門の職員が配置されており、学生の学習環境向上のため、情報検索

の指導、文献取り寄せ、トピックス紹介などの支援を行っている。また、図書館の

利便性を向上させるために、推薦図書の展示、案内表示、配置、図書の選定、スマ

ホアプリ導入等の工夫を常に行っている。 

パソコン教室は学生・教職員に開放されており、授業だけでなく、各自の学習・

研究のための情報検索や資料の作成などに活用されている。また、視聴覚教室とし

ての機能もあり、日々の学習活動に活用されている。教職員はパソコンなど情報端

末を各研究室や教室の LANに接続して利用でき、学生への連絡や教職員間の連絡・

情報共有・資料作成等により学校運営が効率的に行えるよう工夫を行っている。授
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業には課題の解決や情報の収集を行うものもあり、学生はロビー、看護棟、学生寮、

図書館の無線 LAN・有線 LANを活用して学習活動に活用している。また、SD委員会

ではコンピュータの活用技能の向上やセキュリティのリテラシー向上を目指して、

資料提供等を行っている。 

(b) 課題 

事務局では学習成果の獲得状況について部署により把握の状況に差がある。学務

部では比較的詳細に把握されているが、それ以外の部署でも詳しい把握が望まれる。

無線 LANが使用できるエリアはまだ限られており、さらなる拡大が必要であると思

われる。学内は有線 LANが張り巡らされているが、ストリーミング配信や資料配布、

レポート回収など多様な活用までには至っていない。さらに有効に活用できること

が望ましい。 

 

［区分 基準Ⅱ-B-2 学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて学習支援を組織的に

行っている。］ 

家政学科 家政専攻 

(a) 現状 

専攻では、学習成果の獲得に向けた授業科目選択のためのガイダンスとして、ア

ドバイザーとそれを補助する教員が、学生のクラスミーティングの時間に履修する

授業科目選択のための説明を行っている。集団的な説明以外にも資格取得、学習方

法など個別の対応も行っている。 

 学習成果の獲得に向けた情報の提示としては、本学が発行している学生便覧、免

許資格一覧に明記している。学習成果の獲得に向けて、基礎学力が不足する学生に

対し補習授業を行うといった対応をしている場合もあるが、その現状は授業科目担

当教員の思いや力量に任せており、専攻としてのその評価機能は有していない。学

力進度の速い学生や優秀学生に対する学習上の配慮や学習支援は表だって行って

いないが、レポートの個別指導では優秀学生に合わせた指導内容の提供や、授業時

間内に行う小テストに解答することを強制しない自由問題を付けて優秀学生の学

力を補う方法を考えている授業科目もある。 

また、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

言を行う体制は、アドバイザーを中心に専攻教員の誰もが対応しており、専攻会に

おいて情報の共有が図られている。 

(b) 課題 

学習成果を獲得するに必要な学生対応の検討 

学力不足の学生に対する相談・サポート体制は、専攻の教員がそれぞれに対応し、

情報の共有をしているが、優秀学生に対するサポート体制は専攻として整えていな

い。 
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家政学科 生活福祉専攻 

(a) 現状 

入学時および各学期開始前に、専攻のオリエンテーションにおいて、クラスアド

バイザーがクラスの学生に対して学習支援にあたり、介護福祉士資格取得等のきめ

細かい履修指導を行った。学習成果の獲得に向けては、共通のワークシートを作成

し、当該授業の目標および学習内容を明確にしている。また、1年後期以降は、成

績および取得単位の状況を確認しながら、成績不振者にはクラスアドバイザーが個

別指導を行った。定期試験の結果によって不可になった学生については、再試験の

前に補習を行った。クラスアドバイザーは、年度当初全員に対して面接を行ってい

る。また、学外実習前には、巡回担当教員が、個人目標の指導ともに学生の不安や

悩みを引き出し、助言・指導を行っている。 

進度の速い学生には、個別のニーズに対応し、優秀な学生には、最終実習の事例

研究において全体発表の機会を与え、卒業時に介護福祉士養成協会の会長表彰を 1

名に授与している。 

留学生に関しては、｢出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律｣により、

介護福祉士養成施設を卒業して介護福祉士の国家資格を取得した場合在留資格と

なることが決まり、養成校で留学生を受け入れる動きもある。しかし、留学中には

就労することなく生活費用の支弁手段があることや、奨学資金ついて資格取得後特

定の施設での勤務を義務づけてはいけない等が定められており、受け入れを検討す

る以前に、対象者がいるのか疑問視されていることから、情報収集の段階である。 

(b) 課題 

生活福祉専攻では、個別指導や補習を行っているが、基礎学力の問題や精神的な

課題の克服等、多様化する学生の個別の課題をどう克服していくのか具体的に検討

していかなければならない。課題を抱えた学生に対して、アドバイザーや科目担当

だけでなく、専攻教員全員で情報共有し対応していく。 

 

家政学科 食物栄養専攻 

(a) 現状 

食物栄養専攻では、入学時のオリエンテーションで科目選択のためのガイダンス

等を行っている。個別にも指導している。学生便覧、シラバス等、学習支援のため

の印刷物を発行し、配布している。 

基礎学力が不足する学生に対しては、個別指導を行っている。学習上の悩みなど

の相談には、クラスアドバイザーがのり、適切な指導助言を行っている。進度の速

い学生や優秀学生に対しては、授業以外の活動（スポーツ栄養研究会、ご当地グル

メ研究会、卒業研究など）を通して、興味と活動を広げてもらっている。 

学習の動機付けに焦点を合わせた学習の方法のガイダンスは基礎教養科目「キャ
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リアデザイン」の中で行っている。 

(b) 課題 

また、留学生の受け入れ及び留学生の派遣（長期・短期）を行っていない。 

 

幼児教育学科 

(a) 現状 

学科の学習成果の獲得に向け、新入生には入学オリエンテーションで、また在学

生にはクラスミーティングにおいて、アドバイザーおよび主要学科教員が学習方法

や科目選択のためのガイダンスを行っている。学生便覧、講義概要、学習支援のた

めの印刷物を配布し、様々な免許・資格取得のための必要科目の説明を行っている。 

学習上の悩みなどはアドバイザー、教科担当が相談に乗り、必要に応じて補習授

業を行っている。平成 27 年度からはゼミナールの見直しを行い、幼児教育に特化

したテーマでフィールドワークを中心に取り組むようになったが、平成 28 年度に

はゼミナール以外にもゼミナールグループで活動する機会を増やし、1、2 年生の

垣根を越えて連帯感を持つことができた。ゼミナール担当教官は前年に引き続き、

少人数の単位で学習支援、履歴書作成補助等の就職支援などを行い、学生の力量に

合わせてきめ細やかな対応ができている。 

課題となっていた公務員試験対策は、年間 2回の模試を実施し、事前事後のフォ

ローも加えたことにより、行政保育士の就職率が大幅にアップした。 

平成 28 年度には保育心理士二種の資格を取得した一期生が卒業を迎えた。保育

士資格・幼稚園教諭免許状に加えてこの資格等取得を目指す学生には授業数ととも

に外部での実習も増え、時間的な負担感があった。また学期の途中で実習に出るこ

とによって、保育者養成課程の必須のスキル修得が充分でない可能性が心配された

が、夏休みに実習の一部を充て、授業の欠席が極力抑えられるようにした。欠席を

した授業についてはそれぞれの教員が補習などで補った。 

(b) 課題 

公務員や正規採用保育者の就職率は増えたが、全員が希望の就職先に採用されて

いるわけではない。非正規で決まる学生がいる反面、正規採用の求人は 2月に入っ

ても残っていて事業所は学生の確保に苦慮しているという現状がある。 

 

看護学科 

(a) 現状 

新入生には学科長、学科教務委員およびクラスアドバイザーより、学科の特色、

教育理念および教育目標を具現化するための方向性、教育課程編成、シラバス、履

修方法や単位登録等について説明している。学科教務委員とクラスアドバイザーの

連携は年々スムーズになってきており、説明内容、説明のタイミング等充実してき
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ている。 

実習についても、各学年の実習前に必ずガイダンスを行い各論実習の実習目的・

目標および方法など、実習に関する概要を説明している。臨地実習要項は、学科全

体での共通部分の見直し、各論毎の記載内容の見直しを毎年行っている。 

学業不振で留年となった学生や、履修状況から 3年間では卒業が困難となりそう

な場合には、クラスアドバイザーや学科教務委員、さらに教授および准教授が特定

の学生と継続して面接し、状況把握しながら問題解決・課題改善に向けて支援を行

っている。また単位修得ができなかった実習科目についてはなるべく再履修できる

ように、実習配置を工夫するなどの配慮をしている。なお、学習上の悩み、友人関

係や精神的な問題には、関係の教員が連携し、学科会で情報を共有して学生への指

導をきめ細かく行い、学習意欲の維持、喚起に努めている。 平成 27 年度から開

始した１年生のアドバイザー体制は、アドバイザーと担当アドバイザーによる複数

体制のサポートであり、教員にとっては学生の様子を把握しやすくなったことと、

教員同士が相談しやすくなったと考える。 

学習速度が速い学生あるいは学習意欲が高い学生に対して、ゼミナール（卒業研

究）において高度な調査課題を課したり、専攻科進学への関心が高まったりするよ

うな指導をしている。 

(b) 課題 

さまざまな学習支援に対する学生側からの積極的な参加が必要であるため、引き

続き学生の主体性が形成され、育成されていくような方策を見いだしていけるよう

努める。アドバイザー体制の検討は毎年行う必要がある。 

 

教務委員会 

(a) 現状 

各学科・専攻の学習成果獲得に向け、入学式前後の 3日間で入学生オリエンテー

ションを実施し、卒業要件・資格取得・学外実習等を前提条件として日々の授業の

取り組み方を説明している。また、入学式直後に保護者を対象とした説明会を行い、

本学と家庭とが一体となって学生の学習支援を行う取り組みの一つとして位置付

けている。これらが、入学生と保護者が不安なく学生生活、勉学に移行できる動機

付けとなっている。平成 25 年度より、在学生に対しても新年度開始にあたっての

オリエンテーションの必要性を検討し、実施している。あわせて学生便覧を大幅に

改訂し、学生が主体的に短大の学びを構築していけるよう内容を改め、前述のガイ

ダンスではこれを主な資料としている。また、学生が抱えている学習上の悩みなど

に関する相談や指導、助言を各科目教員やクラスアドバイザーが行っている。 

近年、学生の質の多様化が見られる。成績優秀な学生に対しては、卒業時に各資

格養成協会の表彰を授与している学科・専攻もある。成績不振の学生への指導が学
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科会を中心に検討されているが、現在、補習授業等は実施していない。また授業に

おける学生間の理解の違いは大きいが、その点への配慮は個々の教員に一任されて

いる。 

各学科・専攻は、留学生の受け入れ及び派遣は行っていないが、今後社会情勢な

どを踏まえると検討していく必要がある。 

(b) 課題 

成績不振学生に対して、リメディアル教育及び補習授業の実施の検討が課題であ

る。各学科での学生の実態の把握及びリメディアル教育実施への検討を受けて、教

務委員会では具体的な内容および方法を検討していく。退学理由に学習上の困難さ

を挙げる学生が増加しているため、クラスアドバイザー制度を積極的に活用し、

個々への綿密なフォローが今後一層必要になるものと思われる。また、成績優秀な

学生に対しては、モチベーションを高く保ち続けられるような支援を行っていく必

要がある。 

今後、教務委員会において留学生の受け入れ及び派遣について検討を行っていく。 

 

［区分 基準Ⅱ-B-3 学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて学生の生活支援を組

織的に行っている。］ 

学生委員会・学生課 

(a) 現状 

学生委員会を中心にクラスアドバイザーと学生課が連携し、学生の学園生活の充

実に向けて支援を行っている。 

学生の自治組織として学生会が学生の課外活動を支えている。各種委員会活動の

ほか、同好会を含めたクラブ活動も活発に行われている。学園祭は学生生活の思い

出となる最大のイベントであり、学生会のみならず教職員の支援で開催されている。 

学生食堂、学生ロビー、売店が設置されているが、学生数や様々な要望に対し改

善の余地がある。設備に関しては、パウダーコーナーの設置や学生への電子連絡網

の稼働、トイレの設備の充実など、可能なところから改善している。無線 LANのフ

リースポットについては、学生ロビーだけでなく、看護棟の一部にも設置した。本

館廊下の掲示板は、主に学生への学生生活支援および課外活動、ボランティア案内

等に使用されており、学生への情報提供および地域との交流の機会の場として活用

されている。 

敷地内にある学生寮は、寮職員が常駐し生活全般の支援を行っており、寮内には

学生で組織する「野菊の会」が寮生活の運営にあたっている。また、本学の学生専

用のアパートを含め、近隣には学生向けのアパートが数多く存在し、合格通知の発

送と合わせて案内を送付している。同様に在校生に対しても学生課を中心に支援し

ている。 
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自家用車で通学する学生が比較的多いため、敷地内に学生駐車場を設置している。

約 400台の駐車が可能である。また、自転車通学やバイク通学をする学生のために、

屋根付きの駐輪場を随所に設置している。電車通学の学生は JRの最寄り駅より徒

歩で通っているが、乗合タクシーの運行も可能となり利便性が高まった。 

学生への経済的支援のための制度としては、日本学生支援機構、地方公共団体、

民間育英団体等の奨学金のほかに、本学独自の奨学金制度も設けている。 

学生の健康管理については、健康センターに衛生管理者を常任し、センターが中

心となって学生の健康管理、メンタルヘルスケアやカウンセリングを行うとともに、

各部署と連携し組織的な対応を行っている。また、臨床心理士が週 1日来学し、カ

ウンセリングを実施している。 

SD委員会が年 1回学生満足度アンケートを行い、学生の意見や要望への対応を

している。ハラスメント防止委員会ではハラスメント相談員を配置し、相談を受け

た事例に対して関係部署と連携をとって対応している。平成 25年度より設置した

学生提案箱は、定期的に学長が意見を確認し、提案に対しては随時対応している。 

留学生の学習や生活を支援する体制については、受け入れの実績がないこともあ

り未整備のままであるが、今後整備に向けて検討していく必要がある。 

社会人学生の学習支援として、社会人入試制度、長期履修学生制度、科目等履修

生制度がある。長期履修学生制度は、3年から 6年の在学期間を設けており、社会

人学生を中心に様々な就学に対応している。今後必要になる具体的な支援体制につ

いては、ニーズを把握するなど整備していく必要がある。 

障がい者への支援体制としては、ハード面については、エレベーター、スロープ

や階段の手すりの設置をしているが十分とはいえない。障がいのある学生に対して

は、その都度可能な範囲での対応を実施している現状である。また、平成 28年度

より障害学生支援委員会を設置し、規定を整備することから支援体制を構築してい

る。平成 29年 3月 1日の拡大教授会において「障害学生支援委員会における相談

体系図」が提案・承認され、教職員からの意見を取り入れつつ体系整備もされてき

ている。 

長期履修生は受け入れており体制は整っている。 

学生のボランティア活動は盛んであり、情報提供、学生課にボランティア届を提

出し、ボランティア保険に加入してもらうなど、実施の支援はしている。しかし、

社会的な活動としての評価は検討途上にある。ボランティア届をもとに活動実態を

把握し、学生個々の評価に繋がっていくような手段を構築していく必要がある。 

(b) 課題 

今後必要になると考えられる留学生の学習や障害学生を含めて、学生生活を支援

する体制の整備が課題である。どのような支援が必要であるか他大学の取り組みな

どを参考にするなど情報収集を元に整備を進めていく。社会人学生の学習支援に対



41 

 

しては、学科専攻で既に実施していると推察できるため、それを全体で統括し体制

として整備していくことを続けていく。学生のボランティアの評価については、キ

ャリア科目との関係からの評価方法を引き続き検討するとともに、社会的活動とし

て就職活動で活用できるようにボランティアの実績を学生課で集約していく。 

 

［区分 基準Ⅱ-B-4 進路支援を行っている。］ 

学生委員会・学生課 

(a) 現状 

就職支援の組織としては学生委員会およびアドバイザーを中心に、学生課と連携

をとって進めている。さらに、基礎教養科目であるキャリア科目を基盤に、教務委

員会との連携も図りつつ就職支援を科目と連動させている。 

就職支援室としての機能は学生課が担い、就職情報を随時提供するとともに、学

生委員会主催・学生課を事務局としで年 6 回程度のキャリアサポートセミナーを実

施している。資格取得や就職試験の対策として各種模擬試験や模擬面接の実施等に

取り組んでいる。 

就職支援活動の一環として、就職内定状況を学生課でまとめ、毎月の拡大教授会

で各学科・専攻ごとのデータを報告している。卒業時の就職状況のデータは学生課

から各学科・専攻へ一覧表として渡され、次年度の就職支援に役立てている。 

進学、留学に対する支援については、学生課およびクラスアドバイザーが中心と

なって情報提供や進学準備などの支援を行っている。 

(b) 課題 

資格取得や就職試験の対策講座を随時開き、就職対策の必要性についての啓発を

持続的に実施する。学生課からの働きかけに加え、学生委員会、クラスアドバイザ

ーとの連携した組織的な対応をさらに強化し、学生への浸透を図るとともに教職員

の意識をより一層高める必要がある。各学科・専攻ごとに専門職の就職分析、進学

に対する支援を行っているが、学科・専攻科間によって差があるため、参考にでき

る部分は見直していく。年ごとに学生委員会において、キャリアサポートセミナー、

資格取得、就職支援対策講座を計画立案し実施する。学生の意識や意欲を高めるた

めにも、集会での告知、掲示を随時行う。さらに学生委員およびアドバイザーを通

じても告知する。支援・対策講座ごとに、学生に対してアンケートを実施し満足度

を聴取し、集計・分析し今後に役立てる。 

 

［区分 基準Ⅱ-B-5 入学者受け入れの方針を受験生に対して明確に示している。］ 

教務委員会・学生募集委員会 

(a) 現状 

本学の AP及び各学科・専攻の APは、学生便覧にて明確に示している。また、学
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校案内と学生募集要項において各学科・専攻の AP を受験生に対して明確に示して

いる。 

学生募集委員会および広報課が学生募集活動の中心を担い、学生の募集・短大の

広報活動に関する事項、募集活動資料の作成等を行っている。また、県内の高等学

校の進路指導主事に対して、入試に関する本学独自の説明会を本学含め県内 3ヵ所

で開催し、受験の問い合わせ等に適切に対応している。 

入試の運営に関しては教務委員会が担当し、入試事務は教務課が行っている。 

入試制度は、AO 入試、指定校推薦入試、公募推薦入試、一般入試、自己推薦入

試、社会人入試を設けて多様な選抜を行っている。公正かつ正確に実施するために、

各入試の実施要領を設けている。 

入学手続き者への情報提供としては、合格者には入学手続きのほか、入学当初の

スケジュール等について連絡をしている。また、3月上旬に、オリエンテーション

等の詳細等について、再度連絡を行っている。 

入学者に対しては、入学前後 3日間のオリエンテーションを行っている。その中

で、学校全体に関わることと学科・専攻別の説明を分けて行っている。また、保護

者に対しては、入学式終了後に、学科・専攻別の説明を行っている。 

(b) 課題 

受験生に対して AP を明確に示しているが、より理解を深めるために、入試説明

会やオープンキャンパス等の学生募集の際に積極的に伝えていく。 

入学時オリエンテーションを 3日間設けて行なっているが、新入生がその後の学

生生活に早期に適応でき、学習に専念できたかの結果が十分でないため、その結果

をふまえ学習成果の獲得に向けより効果的な実施形態を検討していく。 

 

基準Ⅱ-B 学生支援の改善計画 

家政学科 家政専攻 

(1)コース統合により専門科目の枠が外れ授業科目の履修が自由になる。これまで以上

に、学生の履修指導を個別対応していく。 

(2)希望する免許資格取得に関する単位取得または単位の過剰取得に対する学生負担な

ど、学生に不利益が生じないように、カリキュラムのあり方をカリキュラムマップ、

教育目的・目標と照らし合わせて、専攻会で点検していく。 

 

家政学科 生活福祉専攻 

社会人学生の受け入れが定着してくる中で、学生の多様化も伴い、アドバイザーだけ

では、課題に対応出来ないケースも増えてきているので、アドバイザー複数体制できめ

細かな対応ができるようにする。併せて、優秀な学生、進度の速い学生の満足度を上げ

るために、対象学生のニーズを把握し専攻として対応していく。 
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また、学習および生活全般の課題を踏まえて、生活力の底上げにつながるような授業

を検討する。 

 

家政学科 食物栄養専攻 

専攻の教育目的・目標の達成状況を評価する方法について、検討する。 

留学生の受け入れについては、問い合わせがあったときに検討する。 

 

幼児教育学科 

卒業生就職先アンケートの学科内研究は今年で 2年目を迎えるが、学生の質の変化は

授業内での学生の評価だけではなく、実習における課題の取り組みや就職後にも大きく

影響していることが結果として伺えた。就職先で課題として挙げられた点を検証し、適

切な学習支援法を検討していきたい。また実習での自己肯定感の低さも近年無視できな

いところとなっている。学習成果が実習に活かせるように、本年度 GP により獲得した

可動式保育室などを使って、より実践的な経験を実習前に行うことによって、保育離れ

をくい止めたい。学力不足により実習が危ぶまれる学生は 1年次の早い段階で個別に補

習などを行っていくが、実習中の様々な課題については巡回担当や実習担当教員が連携

を取って早めの対応をすることにより再履修などを回避する。 

 

看護学科 

卒業生就職先へのアンケート結果の分析を学科教員が共有し、学習成果獲得が効果的

に行われるよう検討する。各学年現在のアドバイザー体制を継続し、年度末にこの体制

について再検討を行う。 

 

学生委員会・学生課 

授業改善の議論はしているが、その評価及び改善計画までは立てられていないので、

具体的な改善策を検討する。就職先および卒業生へのアンケートのデータ分析を行い、

学習成果獲得に生かしていく。FD・SD 活動で行った在学生の満足度評価などで出され

た改善点についても学習成果獲得に生かしていく。 

事務局では学習成果の獲得状況について、部署により把握の状況に差がある。学務部

では比較的詳細に把握されているが、それ以外の部署でも詳しい把握が望まれる。無線

LANが使用できるエリアはまだ限られており、さらなる拡大を目指す。 

成績不振学生に対して、リメディアル教育及び補習授業の実施の検討が課題である。

各学科での学生の実態の把握及びリメディアル教育実施への検討を受けて、具体的な内

容および方法を検討していく。退学理由に学習上の困難さを挙げる学生が増加している

ため、クラスアドバイザー制度を積極的に活用し、個々への綿密なフォローが今後一層

必要になる。また、成績優秀な学生に対しては、モチベーションを高く保ち続けられる
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ような支援を行っていく必要がある。留学生の受け入れ及び派遣について検討を行って

いく。 

 留学生の学習や障害学生を含めて、学生生活を支援する体制の整備が課題である。社

会人学生の学習支援に対しては、学科専攻での取り組みを元に全体で統括し体制として

整備していく。学生のボランティアの評価については、キャリア科目との関係からの評

価方法を引き続き検討するとともに、社会的活動として就職活動で活用できるようにボ

ランティアの実績を学生課で集約していく。 

 資格取得や就職試験の対策講座を随時開き、就職対策の必要性についての啓発を持続

的に実施する。各学科・専攻ごとに専門職の就職分析、進学に対する支援を行っている

が、学科・専攻科間によって差があるため、参考にできる部分は見直していく。学生の

意識や意欲を高めるためにも、集会での告知、掲示を随時行う。支援・対策講座ごとに、

学生に対してアンケートを実施し満足度を聴取し、集計・分析し今後に役立てる。 

 入学時オリエンテーションを行なっているが、新入生がその後の学生生活に活用でき

たかの結果が十分でないため、その結果をふまえ学習成果の獲得に向けより効果的な実

施形態を検討していく。 

 

 

基準Ⅱ 教育課程と学生支援の行動計画 

家政学科 家政専攻 

(1)カリキュラムの整理 

養護教諭養成課程、医療事務養成課程およびデザイン課程において 2 年間の学び、取

得できる免許資格等について、学生の履修負担の観点からも検討し、その整理をする。 

(2)専攻会で定期的に検討していく。 

①DP、CP、APが、学生にとって適切に整備されているか。 

②学力不足の学生、優秀学生への支援、対応のあり方 

③教員採用試験、医療事務資格試験への対策のあり方 

 

家政学科 生活福祉専攻 

専攻を開設してから 16 年が経過し、地元の介護事業所からおおむね好評価を得てい

るが、中には上手くいかないケースもあるため、固有の課題も含め、就職先からの評価

を把握し、就職先の適切なマッチッングを進めていく。 

また、社会人学生の受け入れが定着してくる中で、学生の多様化も伴い、アドバイザ

ーだけでは、課題に対応出来ないケースも増えてきているので、アドバイザー複数体制

できめ細かな対応ができるようにする。 
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家政学科 食物栄養専攻 

「キャリアデザイン」の中で、専門科目を学ぶにあたって必要な基礎力を身に着けて

もらう。 

専攻会にて教育目的・目標の達成状況について話し合う。 

就職先の情報をこまめに把握する。 

 

幼児教育学科 

学習支援については引き続き授業科目の理解を深めるために必要な基礎知識の充実

を図ることを中心に進めていく。入学前教育では 3年に亘って一般教養を身につけるた

めのフォローアップを実施したが、その成果を分析し、新入生には平成 28 年度に実施

した公務員模擬試験に繋げていけるような教材を選択し入学前オリエンテーションで

説明して配布する。入学前教育と模擬試験の成果は、公務員試験の第 1 次試験の合格率

にはっきりと関係性を見て取れるので教材の選択は重要である。また保育の専門科目の

授業に繋げていける新規の教材も来年度に向けて考える。 

ゼミナールは新たな形で始めて 3年目を迎えるが、内容は充実しているものの、グル

ープ分けに学生の不満があり、来年度よりはより個人で選択できる方法で学習意欲を上

げてゆく。 

 

看護学科 

卒業生就職先アンケートの実施については本学全体の方針に従う。各教員は、FD ア

ンケートや卒業生就職先アンケートの結果を参考に、より高い学習成果を目指して、自

分の担当科目の中では何ができるのか検討する。 

1年生（アドバイザー＋担当教員）、2年生（2人アドバイザー）、3年生（アドバイザ

ー＋ゼミナール担当教員）のアドバイザー体制を継続し、次年度体制を検討する際振り

返りを行う。 

 

学生委員会・学生課 

科目の分野ごとの検討会の設定、FD と SD の連携など、教職員の意思疎通等を図り、

個々の意識を高められるような体制の構築を検討する。設定した PDCA サイクルに沿っ

た教育活動とその検証を定期的に行う方法を構築する。無線 LANが使用できるエリアの

さらなる拡大を計る。 

成績不振学生に対しては、個別的かつ具体的にフォローアップの内容と方法を検討し

ていく。クラスアドバイザー制度については、必要に応じて配置人数等を配慮していく。 

社会人や留学生の学習や障害学生に対して、他大学の取り組みなどを参考にするなど

情報収集を元に学内全体での支援整備を進めていく。学生のボランティアの評価につい

ては、キャリア科目との関係からの評価方法を模索していく。 
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就職支援について、学生課・学生委員会・クラスアドバイザーとの連携した組織的な

対応をさらに強化する。年ごとに学生委員会において、キャリアサポートセミナー、資

格取得、就職支援対策講座を計画立案し実施し、教職員全体に向けても告知し協力を得

ていく。 

受験生に対して、より AP の理解を深めるために、入試説明会やオープンキャンパス

等の学生募集の際に積極的に伝えていく。 
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【基準Ⅲ 教育資源と財的資源】 

［テーマ 基準Ⅲ-A 人的資源］ 

［区分 基準Ⅲ-A-1 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて教員組

織を整備している。］ 

家政学科 家政専攻 

(a) 現状 

家政専攻では、短期大学設置基準および教職課程認定において必要な教員数を基

本に、カリキュラムに対応した専任教員をおいている。また、専任教員の学位、教

育業績、制作物発表においても短期大学設置基準の規定を充足しているほか、専任

教員と非常勤教員の配置についてもそれに依拠しているが、補助教員は在職してい

ないため演習授業などでは担当教員の授業負担は大きいものとなっている。非常勤

教員は実務経験が豊かな教員を配置し、学生の各専門分野の知識・技術のさらなる

向上を期待している。 

 デザイン課程では、物づくりに精通した専任教員のほか、演習・実習科目におい

て陶芸、藍染、イラスト、アパレルなど実務経験と専門性豊かな教員を配置し、学

生の造形表現を高めることに努めている。来年度デザイン課程の専任教員が 1名他

学科へ異動となることを受け、学生の教育の質が低下しないか危惧される。 

養護教諭養成課程では、教職経験のある専任教員が授業を担当しているほか、医

学に関する科目は医師が、薬剤に関する科目は薬剤師が、微生物に関する科目は検

査技師が担当している。 

特に、医療事務養成課程を主に履修する学生は 1年生に 13名、2年生に 8名在

籍しているが、専任教員に医療事務を専門とする教員が専任教員としていない現状

がある。主たる医療事務の授業科目のほぼ全般を外部の講師に依存しており、医療

事務養成の根幹の脆弱さが危惧される。また、専攻教員の間でも、各養成分野の学

生が専任教員に相談等する際、医療事務養成課程の学生だけ疎外感があるのではな

いかと心配する声もあがっている。 

(b) 課題 

(1)教員組織の編成が適切であるかの検討をする必要がある。 

①医療事務養成課程の専門教員が専任教員として在職していないことによる学  

生支援不足。 

②デザイン課程の教員異動に伴う専任教員減員による教育内容や学生対応の質の

低下への危惧。 

 

家政学科 生活福祉専攻 

(a) 現状 

生活福祉専攻における教員配置は、短期大学設置基準及び介護福祉士養成学校に
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おける専任教員および医療的ケア担当教員に関する指定基準を満たしている。過去

4年教員の入れ替わりはなく、専任教員の職位のバランスはとれている。演習科目

については、専任教員の 2名体制をとっており、補助教員等は置いていない。 

(b) 課題 

定年退職を見通して担当科目の変更を検討し、次の担当者を育成していく必要が

ある。1～2 年後を想定した体制を検討し、次の担当者に研修と十分な準備期間を

保障する。 

 

家政学科 食物栄養専攻 

(a) 現状 

食物栄養専攻では、栄養士養成施設の設置基準に従い教員組織が編成されている。

専任教員数も設置基準に定める教員数を充足している。専任教員の職位は、真正な

学位、教育実績、研究業績、その他の経歴等、短期大学設置基準の規定をほぼ充足

している。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。一部の科目では、補助教員等を配置している。専任教員の採

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。 

(b) 課題 

専任教員の教育・研究業績は十分とはいえない。 

 

幼児教育学科 

(a) 現状 

幼児教育学科の専任教員は短期大学設置基準及び保育士養成施設指定基準で定

める教員数を充足している。また専任教員の職位は学位、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。過去 4年間定

年などに伴う教員の入れ替わりがあり、教科目の配置変更があった。また音楽での

6人の非常勤講師の例のように、技術面で丁寧なマンツーマン指導ができるように

人員確保をしている。 

平成 28年度は、1名が修士課程を修了した。 

課題であった教員同士の相互理解は、学科内にプロジェクトチームを置き共同で

実習や研究、学生指導などに当たるなど、教科横断的な連携が取れた。非常勤講師

には学生便覧の教育目標・目的を示し、学習成果を意識した授業をお願いした。 

(b) 課題 

非常勤講師への説明を丁寧に行ったが、保育士養成におけるカリキュラムの中で

担当以外の教科への理解を深めることは重要で、授業以外の時間で非常勤講師とコ

ミュニケーションをとることが難しい。専任教員が受け持つことのできる教科を増

やすことで、教育課程編成・実施の方針の遂行が可能となる。 
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看護学科 

(a) 現状 

専任教員について、短期大学設置基準および看護師学校養成所の指定基準に定め

る教員数を充足している。専任教員の職位は学位、教育業績、研究業績、その他の

経歴等、短期大学設置基準を充たしており、本学の規程に則って学科の採用および

昇任人事を行っている。平成 28 年度は 1 名の教員が修士課程に進学し、合計 2 名

が修士課程に在学している。 

臨地実習および学内演習の充実を図るため、非常勤実習助手を配置している。専

門基礎分野の科目は非常勤講師を多く当てているが、学習効果が十分得られるよう

に、教務課と学科教員が連携して非常勤講師と適宜、連絡をとっている。 

(b) 課題 

教員組織の安定と教育の充実のためにも、今後も計画的に大学院等への研修、修

学を進めていく必要がある。また、専任教員の教育研究活動の充実を図ることは継

続課題である。 

 

教務委員会 

(a) 現状 

短期大学及び学科・専攻課程において、各学科・専攻で短期大学設置基準に定め

る専任教員数を確保しており、教員組織として編成されている。また、学科・専攻

課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて非常勤教員及び非常勤助手を必要とす

る人数配置している。それにより、学生の学習成果の獲得に有効である。 

専任教員の職位は、学位、教育実績、研究業績、その他の経歴等を提出された履

歴書などから判断し、短期大学設置基準の規定を充足した人材であることを確認し

ている。 

教員の採用、昇任については、就業規則、選考規程に基づいて行っている。教員

の採用に関しては、学長及び学科・専攻長の面接を行った後、専任教授会にて検討

の結果、採用が決定する。昇任については、各学科・専攻で昇任に値する教員を選

出し、専任教授会にて承認する。平成 28 年度は新任教員 4 名の採用、昇任は 8 名

であった。 

(b) 課題 

専任教員数の配置は適切であるが、各学科・専攻で入学する学生が幅広いレベル

であるため、それに合わせた教育を行っていることで、研究活動などが十分にでき

ない状態がある。各教員が教育活動と共に研究にも時間が割けるようにする必要が

ある。 

 

 



50 

 

［区分 基準Ⅲ-A-2 専任教員は、学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基

づいて教育研究活動を行っている。］ 

(a) 現状 

各学科・専攻における CP は学生便覧に示されており、その方針を意識した教育

研究活動を推進するように拡大教授会等で周知している。 

専任教員の研究活動に関する費用として、学内個人研究費が支給されている。さ

らに学術研究等助成規程に基づき学内共同研究助成、法人内共同研究助成、海外航

空運賃助成、出版助成、本学で開催する学会等の開催経費助成が行われている。学

内共同研究費助成の活用状況は、平成 28年度は 2件であり、学外からの研究費（科

学研究費補助金等）は、平成 28年度は継続を含め 4件獲得している。 

研究室に関しては、個人研究室と一部共同で使用している研究室がある。研究時

間としては、長期休業を利用するようにしており、定期的な研究日は設定できてい

ない。しかし、原則として授業のない日に各教員が週に 1日研究日として置くこと

ができる。留学、国際会議出席に関する規程は整備していない。 

平成 28年度の研究成果を発表する機会として、「飯田女子短期大学紀要」を発行

し、本学教職員が様々な分野の研究をしながら相互に連携できるように「学内研究

集談会」を 2月に開催した。今年度は新たにポスター発表も併せて実施した。学術

研究等の成果は Webサイト上で検索・閲覧が可能となっており、毎年更新している。 

FD 活動としては、規程を整備しており FD 委員会を組織し、必要時に委員会を

開き、教員の教育活動および授業方法の改善について、審議および活動を行ってい

る。平成 28 年度の具体的活動内容としては、授業改善アンケートの実施、学内公

開授業の実施、FD 研修会の開催、FD 通信の発行である。FD 活動においては、教

務委員会、各学科・専攻、教務課等との連携を密に行っている。 

(b) 課題 

各学科・専攻における CP に基づいた教育研究活動を推進するために、専任教員

へ啓発活動を行い、成果を上げていく必要がある。そのために、研究時間の確保を

行っていく必要がある。 

専任教員個々人の研究活動の状況は公開していないため、紀要などで公開してい

くように検討が必要である。また、留学、海外派遣、国際会議出席等に関する規程

を今後整備していく必要がある。 

 

［区分 基準Ⅲ-A-3 学習成果を向上させるための事務組織を整備している。］ 

(a) 現状 

事務局は、学生の学習成果向上を機能的・効果的に行えるよう、学務部、管理部

の下に課が置かれ、部長、課長、主任を置き責任体制を明確にしている。各職員は

規程に基づいて職務を遂行し、SD活動や外部研修、キャリアコンサルタント資格、
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進路アドバイザー検定、日商簿記検定などの研修や資格検定を通して、専門的な資

質の向上を目指している。事務局は平成 24 年度に組織を改編し、事務室も、教務

課、財務・庶務課、広報課を一室化し、同じフロアには学生課も置き、学生対応を

円滑に行えるよう配置した。それ以外にも、図書館、健康センター、生涯学習セン

ター、寮事務室を設置してあり、学生の学習成果が向上できるよう組織立てている。 

各部署の情報機器や備品は学生支援に必要な物品を整備している。大学事務シス

テムとファイルサーバーによる情報共有は平成 12年から活用されている。 

防災対策としては、危機管理マニュアルを整備し、組織図に従い、年 1回全学生

と教職員で防災訓練を行っている。学内全館には火災感知器等のセンサーを設置し、

火災報知器や消火栓は点検と共に毎年試験運転を行っている。また、防災倉庫が３

月に設置され防災体制が一歩前進した。 

情報セキュリティに関しては、一般インターネット回線と個人情報を取り扱うネ

ットワークを物理的に遮断し、外部からの不正侵入やマルチウェア被害に備えてい

る。外部との情報のやり取りが必要な場合は、一部の端末で USBメモリを介して行

っているが、操作者にはセキュリティ対策の徹底や、個人情報の扱い、セキュリテ

ィに対する注意事項を把握した上で使用している。また、一般インターネット回線

を使用している教職員に対しては、情報セキュリティの情報提供や、個人情報保護

に関する情報提供を行っている。 

SD委員会は平成 22年に設けられ、規程に従い事務職員の資質向上に関する事項、

事務局の業務や学校運営の改善に関する諸活動を行っている。毎年末には学生満足

度アンケートを実施し、学生の満足度、要望の把握、学習環境の整備・改善に努め

ている。また、半年ごとに各課・各自が設定した目標に対して、業務内容の反省・

見直しを行い、その内容はお互いに閲覧し業務の改善と意識の統一を図っている。 

 事務職員は毎朝朝礼を行い、重要事項等を確認している。また、事務職員会議を

随時行い、業務内容の確認や問題点の確認を行っている。 

(b) 課題 

 各学科・専攻の教育目標や教育内容の理解を深めるための機会が少ない。また、

関係部署との連携強化もさらに必要である。学生情報の共有という点では、大学事

務システムやファイルサーバーによる情報活用に部署により濃淡がある。さらに理

想としては、単なる情報の共有というだけでなく、顔と顔が見えるアナログな連携

の強化も望まれる。日常的な業務の見直しという点では、ヒヤリハット（小さなミ

スや事故）の記録などの充実が必要である。 

 

［区分 基準Ⅲ-A-4 人事管理が適切に行われている。］ 

(a) 現状 

寄附行為のほか、就業規則を基本に組織・人事・福利厚生関係の規定が整備され
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ている。就業に関する様々な法令が改正されるごとに、その法令に合わせた規定の

改正を行い整備している。 

規程集は平成 25年 7月発行時に、全員配付から教職員閲覧用を管理部で保管し、

そのほかに各学科長、専攻主任と事務局各課に備え付けの体制に変更し、個々の規

程の制定変更分を差し替える方式にした。平成 27 年度に諸規程について見直しを

実施し 28 年度後期に発行し差替を行ったが、見直しの際に、一部の規程の周知が

できず、今年度混乱が生じた。 

教職員の就業は諸規程に基づいてほぼ適正に管理運用されているが、就業時間や

有給休暇日数の運用方法が現状に合わない部分が生じてきている。 

(b) 課題 

諸規程の周知に不備があったため混乱が生じたことから、今後は諸規程の周知を

さらに徹底することが必要である。また、諸規定の運用方法を現状に合わせるため

の見直しを行うことも必要である。 

 

基準Ⅲ-A 人的資源の改善計画 

教育課程に対する現在の教員の配置は適切であるが、研究の充実がさらに図れるよう、

時間的な配分も加え検討していく。また、個々の研究内容の公開についても紀要等での

公開がさらに充実できないか検討する。教員組織と事務組織は学生に対する情報共有が

さらに図れないか検討していく。有給休暇の扱いについては規程に反映できるよう調整

を始める。 

 

 

［テーマ 基準Ⅲ-B 物的資源］ 

［区分 基準Ⅲ-B-1 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて校地、

校舎、施設設備、その他の物的資源を整備、活用している。］ 

(a) 現状 

本学は 66,000 ㎡と広大な校地面積を有し、敷地内には 23,000㎡の天然芝のグラ

ウンドがある。一角に地域交流機能を持った地域響流館（こうるかん）が設けられ

ている。校舎は設置基準上の必要な面積の 3倍を有し、各学科・専攻の教育課程を

実施するに必要な講義室、機器備品を十分に備えている。校舎の入り口や渡り廊下

にはスロープ、本館・介護棟にはバリアフリートイレ、看護棟・地域響流館にはエ

レベーター、駐車場には障害者優先ゾーンがそれぞれ配置され、障がい者に配慮し

ている。 

図書館は面積 533㎡で、蔵書はシラバス等に記載された参考図書や、専攻の学修

に必要な関連図書を中心に 80,000 冊を有し、雑誌は 250 タイトル、DVD 等の映像

資料が 1,100件所蔵されている。図書の選定及び廃棄については、飯田女子短期大
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学大学図書館運用手引（内規）に従い適切に運用されている。学生が自由に利用で

きる学習スペースを 85 席有し、インターネットの無線・有線接続ができる自習ス

ペースとしても利用できるようになっている。また、学生ロビーにも無線 LAN付き

の自習するスペースを設けている。他に看護棟でも無線 LAN接続ができるようにな

っている。 

体育館は 808㎡の広さがあり、授業だけでなく、クラブ活動等にも使用されてい

る。 

(b) 課題 

本館棟など、開学当時以来からある校舎にはエレベーターがなくバリアフリー対

策が徹底できていなので、中長期計画を策定するうえで考慮していきたい。耐震補

強では講堂・体育館の耐震対策が未実施のため、今後行う必要がある。 

 

［区分 基準Ⅲ-B-2 施設設備の維持管理を適切に行っている。］ 

(a) 現状 

固定資産と消耗品の扱いについては、「固定資産および物品管理規定」に定めて

いる。火災・防災等の危機管理については、危機管理に関する基本的方針、ガイド

ライン、個別マニュアルを整備している。学生には携帯用の「学生用災害対策マニ

ュアル」を作成し、有事に備えている。また、防災訓練を通して学生・教職員の危

機管理意識の徹底を図っている。 

グラウンド脇には防災ベンチが設置してあり、人員確認や応急手当、メガホン等

の備品が備えられている。また、年度末には防災倉庫が設置され、小型発電機が備

えられた。 

校舎の耐震工事は、耐震診断をした結果、本館棟、学生寮について耐震補強が必

要と判明し、平成 27年 3月に完了した。 

学内で使用するパソコンについては、すべてセキュリティソフトウェアを入れ、

教職員に対しても、セキュリティや個人情報の取り扱いに関する説明ガイダンスを

行っている。インターネットに接続できるネットワークは学生用、教員用、図書館

用、事務用とセグメントを分離し、インターネットに接続しない個人情報管理用回

線は物理的にも分離し、セキュリティを確保している。 

年度末には防犯カメラが設置され、不審者等外部からの侵入に備える体制が整っ

てきた。 

資源対策としては、水道蛇口には節水器具を取り付け、電力はデマンドシステム

で電力消費量を監視しピークカット等使用電力量の節約をしている。 

(b) 課題 

防災用貯蔵品管理については、ある程度の準備はあるが、食料、毛布、投光器、

簡易トイレなどの防災用品の準備は十分であるとはいえない。耐震対策は教室があ
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る棟や寮は完了しているが、体育館・講堂に対しては未実施である。省エネルギー・

省資源対策としては、今後、業務では電子化を一層進め、再生紙や裏紙を使用する

など、紙資源の節約にこころがけ、照明は器具の老朽化や故障の際は LED照明等の

省電力のものに切り替えるなどの工夫を行っている。防犯面では、広い敷地のため、

外部からのアクセスが容易であり、フェンス等の整備も必要と思われる。 

 

基準Ⅲ-B 物的資源の改善計画 

省エネルギーに関しては、再生紙の利用、照明の LED化を進めていく。また、防災に

関しては防災倉庫の設置は行われたが、防災用品が不十分なので検討をはじめる。耐震

工事未実施の個所については、費用等の調査を行う。防犯に関しては、防犯カメラの増

設等を検討する。 

 

 

［テーマ 基準Ⅲ-C 技術的資源をはじめとするその他の教育資源］ 

［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。］ 

(a) 現状 

本学の技術的資源については、学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基

づき、十分な機器・施設を確保できている。技術的なサービスは十分とは言えない

が、学習成果を獲得するには支障がない水準で維持・管理されている。 

情報技術向上のため、学生には基礎教養科目「情報処理」や各学科・専攻の専門

科目で学習成果を獲得させるためのトレーニングが行われている。特に家政専攻に

は「ビジネス情報処理」で事務職への就職希望者に対応し、食物栄養専攻では「栄

養情報処理」で栄養士の現場での対応力養成を行っている。教職員に対しては、FD・

SD 活動の研修メニューの中に情報関係のものを設けたり、個人情報の扱いに関す

る注意喚起の資料配布と説明を行ったりしている。 

維持管理に関しては、機器等の更新もハード・ソフトの両面で技術的に著しい遅

れが生じないよう点検・更新を行っている。パソコン教室は 2 教室あり、80 台が

配備され、5～7 年のサイクルを目安として更新している。維持・整備は専門業者

と保守の契約を交わしている。第 1パソコン教室はマルチメディア教室としても対

応できるよう、各学生端末横への教材提示モニターの設置がされ、ビデオ上映、画

像資料投影にも対応している。 

学生にはパソコン教室と図書館のパソコンを開放している。学内 LANの使用も許

可しているので、学生はインターネットを通じて学習に必要な情報を入手できるよ

うになっている。また、学生ロビー、図書館、看護棟、学生寮食堂には無線 LANフ

リースポットが整備してあり、パソコンや携帯端末からインターネットに接続でき



55 

 

るようになっている。各教員の研究室には学内 LANが敷設されており、各パソコン

等を利用して情報活用がなされている。また、収容人数が比較的多い教室にも学内

LANが整備してあり、授業での活用や学生の学習支援のために活用されている。 

学内 15 の教室には液晶プロジェクタが常備されており、他にポータブルプロジ

ェクタが 3台ある。普通教室には、BDプレーヤー、AVアンプ等が用意されており、

教員はタブレット PC、ノートパソコン、デジタルビデオ等を使用して資料提示を

する等の授業展開が可能である。その他にも、OHC、OHP、スライド上映にも対応で

きる機器が用意されている。これら資源の配分は更新・導入時等に見直し等を行っ

ている。教職員は、新しい技術や情報を取り入れるよう、書籍やインターネット等

から情報収集に心がけており、情報技術などを活用して効果的な授業が行う事がで

きる。 

(b) 課題 

教職員および学生の専門的な知識や技術的なサポートは十分とは言えない。今後、

教職員の技術研修の充実や学生への授業外での技術的支援の充実が必要と思われ

る。教育課程に変更があると、その都度ハードウェアやソフトウェアの配分を検討

しているが、長期的な視点に基づく整備計画も必要である。 

 

基準Ⅲ-C 技術的資源をはじめとするその他の教育資源の改善計画 

学生・教職員の情報リテラシー向上のため、研修体制や技術サポートの体制づくりに

ついて研究し準備を始める。 

 

 

［テーマ 基準Ⅲ-D 財的資源］ 

［区分 基準Ⅲ-D-1 財的資源を適切に管理している。］ 

(a) 現状 

本学の財的資源は、資金収支及び事業活動収支で見た場合、この 3年間、赤字基

調が続いている。その原因の最も大きなものは、学生数の減少に伴う学生生徒納付

金の減少である。平成 26年度は 586名、平成 27年度は 544名、平成 28年度は 526

名と減少が続いており、それに伴い、経費の削減等を進めてはいるが、減少分を補

えていない。支出で最も大きな人件費は、比率で 60～70％と短期大学法人の全国

平均より 10 ポイント高く、学生生徒納付金に対する人件費依存率は 120％台と収

入では賄えない現状である。 

退職給与引当金等の引き当てだが、約 35％が引当特定資産（定期預金）で積み

立てている。支払いには問題は生じていない。資産の運用に関しては、高松学園資

金運用規程が整備されており、規定に沿って堅実な運用を行っている。今後も規程

に即して安全性を第一に運用を行っていく。事業活動収入に占める教育研究費比率
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であるが、平成 26年度が 23.9％、平成 27 年度が 27.1％といずれも 20％超の水準

を維持しており、教育研究費の水準は適切である。 

例年、図書費は約 800万円程度、教育研究用機器備品費は教員の要望も聞きなが

ら 3,000万円程度予算立てをして教育環境の維持向上を保っている。学生寮・校舎

の耐震化事業を実施し、教育研究関係の主要施設の耐震化対応は終了した。しかし、

その他施設設備の修繕や耐用年数に至った建物もあり、教育環境施設設備の整備や

設備更新は引き続き計画的に対応していく必要がある。 

平成 28 年度の入学定員充足率は、看護学科は 100％であったが、本科全体では

77％と低い水準であった。（平成 26年度は 84％、平成 27年度は 81％）特に幼児教

育学科は 58％と低迷した（平成 26 年 63％、平成 27 年度 81％）。同学科は平成 21

年度に定員を 20 名減員したが充足率は上がっておらず、定員減の効果が出ていな

い。幼児教育学科は平成 25年度から学科内コース制を廃止し、平成 27年度には新

たに保育心理士資格取得を増やすなど学科内改革を進めているが実績につながっ

ていないのが現状である。また専攻科では、地域看護学専攻と助産学専攻では 90％

以上を確保しているが、養護教育専攻、幼児教育専攻は入学生が目立って少なく低

迷している。 

また収容定員充足率の推移は、家政学科が平成 26年度 98%、27年度 82％、28年

度 77%、幼児教育学科が 66%、71%、69％、看護学科が 100％を確保し、推移してい

る。本科全体では、93%、86%、83％と減少傾向が続いている。幼児教育学科は平成

27年度に 70％台になったが、入学定員を減らす前の水準から改善しきれていない。

家政学科、幼児教育学科合わせての学科構成の見直しや看護学科の定員増など検討

はされてきているが、具体的な改革までには至っていない。本科の収容定員充足率

が約 9 割でも、事業活動収支差額で赤字の財務体質であり、今後さらに進む 18 歳

人口の低下や四年制大学志向の風潮に対して準備ができていない。 

(b) 課題 

赤字基調からの脱出が喫緊の課題である。そのためには、退学者を減らす、学生

募集の抜本的な改革による入学生数の増、また、電力、冷暖房費、コピー等印刷費、

車両代、研修寮の維持、研究費、旅費交通費などさまざまな方面にわたって経費支

出内容の精査や、取得できる資格の精査とカリキュラムのスリム化・重点化と教員

の持ちコマ数減による負担の軽減などによって学生対応の充実をはかるなど、多面

的な検討を行うべきである。人件費については急激な給与カットなどは現実的では

ないので、人員配置の精査と再配分が必要である。特に教職員数が増えることは、

経費の増大に大きく影響するため、新規採用にあたっては慎重に検討し、計画的に

採用を行わなくてはならない。設置基準や免許法上必要な人員が何人かを確認し、

人件費支出の圧縮を図り黒字化を現実化する必要がある。そのためには、中長期計

画の策定・実行が必要で、計画に沿った PDCA サイクルの実行が必要である。 



57 

 

しかし、長期的に少子化により 18 歳人口が減少していくことは確実であり、大

きな増加を見込むことは難しい。そのため、支出の見直しによる事業活動収支差額

黒字による財政の安定化策が課題である。最近は飯田市周辺から南信地域での入学

生が過半数を占めるようになっている。そのため一人ひとりに対して個別に対応し

た学生募集活動、高校生・保護者目線での教育内容の充実と、卒業までの教育の質

の保証に心がけ、学生本人の成長による満足度の向上が必要である。 

入学した学生や保護者がこの学校で学べてよかった、と言ってもらえるような満

足度に裏付けられた口コミが最も重要であることを自覚したい。特に定員充足率が

低い幼児教育学科の学生確保策が大きな課題であるが、人員の配置、学科としての

特徴、教育内容の充実と、質の保証、現場で活躍できる知識、技能、人間としての

成長、学生の充実感・満足感の向上が必要である。さらには、長期的視野に立った

学科構成の見直しなども必要である。そのためにも、地域ニーズを踏まえた学科構

成の見直しや共学化などが短大運営の長期計画策定も課題となる。また施設設備整

備の長期計画も財政と一体となっての策定と実行が課題である。 

 

［区分 基準Ⅲ-D-2 量的な経営判断指標等に基づき実態を把握し、財政上の安定を

確保するよう計画を策定し、管理している。］ 

(a) 現状 

本学は健康・福祉・教育の分野において、なくてはならない専門職者の育成を行

っており、この 3 年間の就職率も 96％以上を維持している。しかし、家政・幼児

教育学科の定員充足率を見ると経営的には厳しい状況が続いている。特に幼児教育

学科の定員充足率は低く大きな足かせになっている。一部学科の四年制大学への移

行、男女共学化、家政学科と幼児教育学科の統一再編、看護学科の定員増など様々

な将来像への検討は行っているが、具体的な方向性、短期大学の将来像は描き切れ

ていないのが現状である。 

また専攻科では、地域看護学専攻・助産学専攻の 2専攻科は定員確保できている

が、養護教育専攻と幼児教育専攻では開設以来一桁の学生数で低迷した状態で推移

しており、存続、改変など見直しが必要な時期に来ている。 

本学の強みは、社会のニーズや時代の要請に合った学科で構成され、国家資格を

中心として将来設計に有効な資格が取得できること。また、高い就職内定率の水準

を継続している事である。教育環境も自然に囲まれた豊かな環境に恵まれている。

そして、教職員の団結が比較的強いこと、姉妹校の協力体制があることである。 

弱みとしては、定員充足率が減少してきているにも関わらず。明確な経営計画が

まだ策定されておらず、財政内容は赤字が定着してしまっている（資産積立ができ

なくなっている）。 

本学の人件費比率は短大法人平均と比較してやや高い水準である。人件費依存率
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でみると 100％を超えており、学生生徒納付金では賄えない状態である。教育研究

費比率は 20％を超えた水準を維持しており、妥当と考えている。財務情報は本学

Webサイトなどで広く公開しており、経営状態（特に収支赤字の継続化）について

も全教職員で共通認識しており危機意識を持っている。そのため学生募集活動につ

いては、全教職員で取り組んでいる。 

(b) 課題 

具体的な中長期計画が策定されておらず、将来像が明確になっていない。また、

学科ごとの方向性も明確になっていない。学長・理事長・理事会を中心として、核

となる教職員も協力し、具体的な中長期経営計画を伴った、将来像を明確にする必

要がある。定員管理の観点からみると、人件費の高さや経費の節減が課題であり、

少子化の時代を乗り切るには改革は急務である。 

 

基準Ⅲ-D 財的資源の改善計画 

教職員採用の際、教育課程や学科構成の観点から採用を計画的に行えるような体制を

作れるよう検討を始める。 

全教職員で、財政上の安定を図るための話し合いの場を設けるなど、検討を具体化し

ていく。 

 

 

基準Ⅲ 教育資源と財的資源の行動計画 

教職員の配置について検討を行う。採用については学科内のみでなく、学校全体・法

人の観点も入れ採用を計画的に行う。財的資源の問題を全教職員で共有し、全体で検討

会議を行う。 
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【基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス】 

基準Ⅳの自己点検・評価の概要 

理事長（学長を兼務）は、建学の精神に精通しており、学園の教育理念・目的を明確

に理解して学園の発展に尽力し、学校法人の代表としてその業務を総理している。 

理事長は理事会、評議員会を規定に従って選任された理事、評議員によって開催し、

適切に運営している。理事、評議員は理事長のリーダーシップのもとその任務を適切に

果たしている。 

学長は理事長を兼任し、建学の精神「美しく生きる」を実践し、伝統と変革の行動指

針を表明して短大運営にリーダーシップを発揮している。学長は建学の精神に基づく授

業科目を全学科の学生に教授し、短期大学の向上・充実に向けて努力している。教授会

は、学則及び教授会規程に従って学長が招集し、拡大教授会と専任教授会に分けて、事

前に協議事項を周知した上で会議を開催し、教育研究上の審議機関として適正に運営さ

れている。 

ここ数年の特に短大の入学者数の減少により、学園全体の財務状況が悪化傾向にある。

特に短大においては、18 歳人口の減少と他大学・短大との競合や地域的な環境による

ものが大きいと思われる。 

学長は理事長も兼任しているため、学校法人の経営だけでなく、短期大学の経営につ

いて迅速なリーダーシップを発揮できる立場にある。理事長及び学長のリーダーシップ

のもと、理事会において学園の将来構想を示し、中長期計画策定することで、改善を図

りたい。 

監事は理事会や評議員会に毎回出席して学校運営の業務遂行状況を監査しており、学

校法人の業務及び財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年

度終了後 2か月以内に理事会および評議員会に提出し、学校法人の業務又は財産の状況

について意見表明をしている。監事による監査は、適切に行われているが、監事による

多様な監査が求められる中、今後は監事監査規程の整備が必要と考える。 

評議員会は私立学校法と寄附行為に従い適切に運営されている。学園の運営状況を鑑

み、評議員会において、事業計画、予算等への積極的な意見をいただき、今後の学園経

営に生かしていく必要がある。 

法人全体および短期大学の現状に即した新たな中長期計画は策定されていないが、理

事長は各学校の校長・園長及び事務長と連携をとり、事業計画や予算案は、学校ごとに

次年度事業計画をたてそれに沿った予算案を立案している。予算は予算計画に沿って、

適切に執行され、日常的な出納業務は各規程に従って適切かつ円滑に実施している。資

産及び資金（有価証券を含む）の管理と運用も、安全かつ適正に管理している。 

法人全体および短期大学の現在の状況に合わせた新たな中長期計画が策定されてお

らず、学校ごとに次年度事業計画をたてそれに沿った予算案の立案になってしまってい

るのが現状である。予算の立案や執行は、新たな中長期計画を策定し、中長期計画に沿
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った事業計画や予算案を立案することによって、健全な法人経営、短大経営を目指すこ

とが必要である。 

 

 

［テーマ 基準Ⅳ-A 理事長のリーダーシップ］ 

［区分 基準Ⅳ-A-1 理事会等の学校法人の管理運営体制が確立している。］ 

(a) 現状 

理事長（学長を兼務）は、建学の精神の根底である親鸞聖人を祖とする浄土真宗

善勝寺住職であり、その教えに精通しており、学園の教育理念・目的を明確に理解

して学園の発展に尽力している。理事長は短期大学の学長も兼務しており、理事会

と教授会の双方の運営を適切に行っている。また、学園にある高校の校長や幼稚園

の園長との連携をとりながら学校法人の代表としてその業務を総理している。 

理事長は、毎会計年度終了後 2か月以内に、監事の監査を受け理事会の議決を経

た決算及び事業の実績（財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告書）を評

議員会に報告しその意見を求めている。 

理事長は学校法人高松学園寄附行為の規定に基づいて理事会を開催し、学校法人

の意志決定機関として適切に運営し、理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職

務の遂行を監督している。 

理事会には、学務部長（教務）を兼務する副学長と第三者評価委員を兼務する法

人事務局長が理事として就任しているため、第三者評価に対する情報等を理事会に

おいて提供し共有する体制ができている。 

短期大学においては、学長及び副学長は、全国私立短期大学協会、中部地区私立

短期大学協会及び真宗大谷派学校連合会等の会合に出席し学外の情報を、また、副

学長が学務部長を兼務することで、教学を含めた学内の情報を得ることで、理事会

として学内外の情報を収集している。 

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、学校法人高松

学園規程集、学校法人高松学園飯田女子短期大学規程集を作成し、学校法人及び短

期大学運営に必要な規程も整備している。 

理事は私立学校法第 38 条の規定に基づいて選任され、真宗門徒の外部理事と学

内理事で構成されており、建学の精神を理解し、健全な経営について学識および見

識を有している。学校教育法第 9条（校長及び教員の欠格事由）の規定は寄附行為

第 13条に準用されている。 

(b) 課題 

通常行われていた理事会に加え、学園の財務分析の結果を検討する理事会を開催

した。ここ数年の特に本学の入学者数の減少により、学園全体の財務状況が悪化傾

向にあるため、学園の新たな中長期計画の策定をするなど、理事会及び理事長は、

リーダーシップをより一層発揮して、経営の健全化を図ることが必要不可欠である。 
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基準Ⅳ-A 理事長のリーダーシップの改善計画 

平成 28 年度は法人全体の財務分析を行い、学園各学校の長による、新たな中長期計

画策定に向けての準備会議を行った。今後、理事長のリーダーシップのもと、理事会に

おいて学園の将来構想を示し、中長期計画策定を行う。 

 

 

［テーマ 基準Ⅳ-B 学長のリーダーシップ］ 

［区分 基準Ⅳ-B-1 学習成果を獲得するために教授会等の短期大学の教学運営体制

が確立している。］ 

(a) 現状 

学長は学長選考規程に基づいて選任された。学長は真宗大谷派善勝寺住職で人格

高潔、建学の精神に基づく『美しく生きる』の授業科目（家政学科・幼児教育学科

においては人間の理解の分野、看護学科においては基礎分野で）を全学科の学生に

教授し、短期大学の向上・充実に向けて努力している。就任時に“和顔愛語 先意

承問”の心をもち、建学の精神「美しく生きる」を実践することを訓示するととも

に、伝統を大切にしつつも、未来へ変革し続ける短期大学であろうと行動指針を教

職員に伝え短期大学の将来性を新しい見地から運営しようとリーダーシップを発

揮している。また定例的に教員と事務局の幹部で組織する運営会議を主催して教学

運営の職務を遂行するなど、大学運営に関し見識を有している。 

平成 27 年 4 月には私立学校法改正に伴う教授会規程の改正を行い審議機関とし

ての位置づけを明確にするとともに、『学長が教授会に要請する審議事項について』

を制定し教授会で周知した。教授会は拡大教授会と専任教授会に分けて、学則及び

教授会規程に基づいて開催され、事前に協議事項を周知した上で会議を開催し、教

育研究上の審議機関として適正に運営されている。拡大教授会は教授から助手まで

の全専任教員と事務局幹部が出席しており、教育研究上の主要事項の審議のほか学

校運営の重要事項についての連絡事項も伝えられ、短期大学運営の方向性や重要事

項などの情報の共有化、一丸体制へのまとまりの役割にもつながっている。議事録

は作成者が指名されて作成され、教務課で適正に保管されている。教授会は学習成

果及び三つの方針に対する認識を有している。また、教授会規定により教授会の下

には教務委員会・学生委員会など教育効果向上の委員会や学生募集員会、学長諮問

委員会などが設置され、教職員が学務分掌で委嘱されて運営している。 

(b) 課題 

定員割れの学科があり、ここ数年入学者数が減少している。学科構成は専門職を

養成する構成となっており充実しているが、18 歳人口の減少と他大学・短大との

競合や地域的な環境によるものが大きいと思われる。他にはない特色や受験生のニ

ーズをいかに取り込むかが大きな課題である。  
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基準Ⅳ-B 学長のリーダーシップの改善計画 

学長は理事長も兼任しているため、学校法人の経営だけでなく、短期大学の経営につ

いて迅速なリーダーシップを発揮できる立場にある。学長指揮のもと将来的な展望を持

って安定した学校運営ができるよう、中長期計画の策定を行う。 

 

 

［テーマ 基準Ⅳ-C ガバナンス］ 

［区分 基準Ⅳ-C-1 監事は寄附行為の規定に基づいて適切に業務を行っている。］ 

(a) 現状 

監事は公認会計士の監査に立ち会い財産の監査および公認会計士との情報交換

を行って監査状況や学校法人会計の最新情報などについて情報共有し、文部科学省

主催の監事研修会に毎回参加し監事業務のに対する認識を深めている。監事は理事

会や評議員会に毎回出席して学校運営の業務遂行状況（事業計画に基づく運営、日

常の運営状況など）を監査しており、また学校法人の業務及び財産の状況について、

毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後 2か月以内に理事会および

評議員会に提出し、学校法人の業務又は財産の状況について意見表明をしている。 

(b) 課題 

監事による監査は、寄附行為第 14 条の規定基づき適切に行われているが、監事

による多様な監査が求められる中、今後は監事監査規程の整備が必要と考える。 

 

［区分 基準Ⅳ-C-2 評議員会は寄附行為の規定に基づいて開催し、理事長を含め役

員の諮問機関として適切に運営している。］ 

(a) 現状 

評議員会は私立学校法第 41 条による、理事の定数（本学園は 9 人）の 2 倍を超

える評議員（本学園は 19人）で構成されており、私立学校法第 42 条の規定に従い

適切に運営されている。 

(b) 課題 

今まで本学園は比較的安定した経営を続けてきたが、ここ数年少子化等の影響で

不安定な状況となっている。評議員会において、事業計画、予算等への積極的な意

見をいただき、今後の学園経営に生かしていく必要がある。 

 

［区分 基準Ⅳ-C-3 ガバナンスが適切に機能している。］ 

(a) 現状 

法人全体および短期大学の中長期計画を明文化（公表された）したものは策定さ

れていないが、理事長は各学校の校長・園長及び事務長と連携をとり、事業計画や

予算案は、学校ごとに次年度事業計画をたてそれに沿った予算案を立案している。 
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事業計画および予算案審議の 3月の評議員会・理事会には各学校の長及び事務長

が出席しており、評議員会の諮問を受け、理事会の審議決定を経る過程に立ち会い

速やかに関係部門に指示している。 

各学校では予算計画に沿って、各校の長及び事務長の決裁を受け適切に執行され、

日常的な出納業務は、学校法人会計基準及び学校法人高松学園「経理規程」「会計

帳簿処理規程」「金銭出納規程」によって適切かつ円滑に実施し、経理責任者より

理事長に報告している。 

計算書類・財産目録等は公認会計士の厳格な監査・指導の下に正確な会計処理・

決算処理及び財務諸表作成を行っており、それぞれ適切に表示されている。 

毎年法人各学校において、公認会計士の監査を受け、その監査意見の内容を踏ま

えて改善を図っている。 

資産及び資金（有価証券を含む）の管理と運用は、学校法人高松学園「固定資産

及び物品管理規程」及び「資金運用規程」に従って、安全かつ適正に管理している。 

寄付金及び学校債の発行は行っていない。 

入出金ごとに会計処理伝票・伺いを基本に記録しており、資産等の管理台帳や資

金出納簿等に適切な会計処理で記録し適正に管理しているが、月次試算表の作成ま

でには至っていない。 

教育情報及び財務情報は学校教育法施行規則第 172 条の 2、私立学校法第 47 条

の規定に基づき Webサイトに公開し、教育情報は学校案内等に記載し、広く一般に

も公開している。 

(b) 課題 

法人全体および短期大学の現在の状況に合わせた新たな中長期計画が策定され

ておらず、学校ごとに次年度事業計画をたてそれに沿った予算案の立案になってし

まっている。また、月次試算表の作成に至っていないため、早期の予算執行状況が

把握できていない。 

 

基準Ⅳ-C ガバナンスの改善計画 

法人全体および短期大学の中長期計画を策定し、中長期計画に沿った事業計画や予算

案を立案することによって、健全な法人経営、短大経営を目指す。また、月時試算表の

活用によって早期に予算執行状況を把握でき、より適切な予算執行ができる体制の整備

を進める。 

 

 

基準Ⅳ リーダーシップとガバナンスの行動計画 

本学園は理事長が学長を兼務しており、特に短期大学では、迅速にリーダーシップを

発揮できる環境は整っている。かねてよりの懸案だった、施設の耐震化は計画的に進め
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られ、主要施設については終了している。短期大学では、事業活動収支の赤字が数年続

いており、今後の課題として、この体質の改善など財務健全化の具体策を策定し実行し

ていくことが急務である。それを踏まえて学園としての将来ビジョン・方向性を新たな

中長期事業計画としてまとめ、その計画に従って、学園の各学校、特に短期大学の運営

を安定したものにることを目指す。確保する学生の募集計画の見直し、内部体制の見直

し等、理事長（学長）のリーダーシップのもと、理事会を中心として、教職員が一体と

なって取り組む。 

理事会・評議員会では、長期的課題に対して対応策を検討する継続的な理事会開催や

日常的な臨機の問題に対して学内理事で構成する常任理事会を計画的に開催するなど

理事会の頻度を増やすこと、外部理事や学識経験者評議員などの意見が活発に出され活

性化するための運営を目指していく。 
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【選択的評価基準 3．地域貢献の取り組みについて】 

基準（1）地域社会に向けた公開講座、生涯学習授業、正規授業の開放等を実施してい

る。 

(a) 現状 

平成 28年度、地域社会に向けた第 42回公開講座､出前講座を実施した（表‐1）。

平成 28 年度は一般を対象とした講座に飯田市養育支援家庭訪問登録員養成講座と

共催で行った 3講座を加え 13講座開催した。 

宗教講座は、宗先生の「歎異抄に学ぶ」を一章ずつ年 2回開講して 3年目となり、

参加者も 30 名程度と定着している。毎回受講される方、初めての方、姉妹校の教

員や本学の職員、学生が受講し学びの場となっている。また、介護技術スキルアッ

プ「福祉用具を使った移乗介助」3講座は、介護用リフトが整ったことにより地域

の皆さんに学んでいただくことができた。子宮頸がん予防啓発講座は、県内北信地

域では盛んに行われているが、南信地域ではあまり行われていないことから開催し

た。編み物講座は元教授川上先生を講師に、夕方から夜にかけての時間帯で数回に

わたり行い、定員を超える受講者が参加した。 

平成 18 年に飯田市子育て支援室と共催で開催を始めた「飯田市養育支援家庭訪

問員養成講座」は、過去には本学の公開講座と共催で開催した年もあったがここ数

年は単独で行ってきた。本年は共催で開催し、本学公開講座としての参加者は数名

であったが「発達心理学」には保育士の受講、「子どもの食事」講座には保育園に

勤務する栄養士の受講などがあった。スキルアップ講座は、例年継続して開講して

いるものを一部見直し 28年度も開講した。また、「養護教諭」、「栄養教諭」を目指

す学生のための教員採用試験対策講座を一般の人も対象に行った。 

平成 24年度より行っている出前講座は、28年度「わかりやすい体のしくみ」に

4 件、「よい歯でよく噛みよいからだ」に小学校 2 件、中学校 3 件の要請があり開

催した。また、例年学校から依頼の多い「性と健康のはなし（性教育）」では小学

校 1件、中学校 4件、中学 2年生の PTAから 1件の依頼に対応した。 

愛知大学の講師による特別公開講座は生涯学習センター委員会にて、6年に一度

の御柱祭の年であることなどから「宮中・公家・寺社の儀式行事と食」などを研究

テーマとされておられる短期大学部 ライフデザイン総合学科 須川妙子教授、ある

いはオリンピックイヤーであることから国際コミュニケーション学部、本学にはな

い経営・経済学部のいずれかの先生に講師を担当いただき開講したい旨講師派遣を

依頼したところ、須川先生にお引き受けいただくことができ「神饌に生きる地域の

食文化」をテーマに 10 月に開講した。栄養教諭、調理師、祭り弁当を作る方、狩

猟をされている方などをはじめ地域一般の方および教職員、学生など 25 名が受講

した。 

また、前述の飯田市養育支援家庭訪問員登録員養成講座は、28 年度本学を会場
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に 6講座が行われた。 

平成 26 年度から参加している県の事業「キャリア形成訪問指導事業」では、飯

田下伊那の介護事業所を対象に 10 の研修内容で、多くの事業所から申し込みがあ

り、のべ 54回、1316名の介護現場の職員が研修を受講し、（表-2 平成 28年度「キ

ャリア形成訪問研修実績表」）今年度も一定の地域貢献を果たした。 

平成 28年度私立大学等教育研究活性化設備費補助金により「移動保育園」講座

を行った。本講座は、昨今、保育者不足がメディアなどで報道される中で、飯田女

子短期大学では、将来への保育者人材の母数を増やすとともに、優秀な人材確保を

目指して、近隣地域の高校と連携して出前授業を展開するという事業を計画した。

今回その第一弾として、県内の高等学校に出向き、模擬保育室を設定し、保育士・

幼稚園教諭の仕事について、興味や関心を持ってもらうための体験授業を行った。 

授業に先立ち、あらかじめ高校側で保育者の進路希望者を募っていただいたとこ

ろ、第 1 希望進路先、第 2 進路希望先合わせて 71 名の高校生が授業の受講を希望

した。 

高校の会議室をお借りし、短大教員から、パワーポイントによる保育者養成につ

いての説明を行った後、部屋の数カ所にあらかじめ搬入しておいた可動式模擬保育

室の備品を学生に紹介し実際に触れて確かめてもらった（写真 1）。       

また、保育者養成校が保育者養成のカリキュラムとして計画している授業の一部

として計画している、実際の保育現場を体験できるような玩具や環境を用意した。

このような環境を意図的に準備し、高校生に提供することによって普段座学では体

験できない幼児の環境への配慮や、玩具などへの安全性など、実際の文化財に触れ

ながら学生一人ひとりが子どもの目線に立ち、主体的に考えながら保育者への進路

を具体的に考える機会となったと思われる。 

具体的には今回、大型ブロック・幼児用椅子・ままごとセット・小型ブロックな

どを実際に使用してもらうことによって、高校生自身がいかに幼児期から成長した

かを改めて知る機会となったようである。同時に、自分たちが将来的に関わること

になるかもしれない幼児の視点に立つという経験が出来たようである（写真 2）。 

次年度からも、このような高校への出張型模擬保育室を展開し、保育現場に近い

学習環境を通して、当事者目線に立った保育者とは何かについて主体的に考えても

らう機会を高校生に持ってもらうのと同時に、保育者への進路を具体的に考えても

らうための機会を提供できればと考える。 

第 19回管理栄養士国家試験対策講座は、21名が受講した。 

  
（写真 1） （写真 2） 
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(b) 課題 

一般講座は昨年より多く開講できたことは大変良かった。このくらいの講座数を継

続していかれたらと考えている。参加者数は少人数定員のものづくり講座は定員を満

たしていた。参加者の少ない講座もあり、多くの方に受講していただかないともった

いない。学生に聞いて欲しい講座も多いが、学生の受講者はあまりいない。 

出前講座は、地域に浸透してきて依頼があり、15 件行った。3 つの講座に集中し、

依頼先が毎年同じ学校や団体からが多くなっている。また、参加者が少ない出前講座

もあった。出前講座は、受講料、交通費など無料で行っており、本学からすべて持ち

出しとなっている。 

飯田市と共催で行っている養育支援家庭訪問登録員養成講座は、材料費を除いて受

講料はいただいていないが、教材を持ち出しで提供している。 

 

(c) 改善計画 

出前講座を始めて、5 年目となった。本学の公開講座のあり方について、特に出前

講座と講師派遣の棲み分けと受付窓口、受講料に関して、生涯学習センター委員会に

て議題に挙げ、検討した。申し込みから講座の開催まで、情報としてわかりやすいチ

ラシの工夫、受講料の見直しを行うこととし、29年度から出前講座において一般を対

象とした講座は受講料 5,000円を設定することとした。テーマを見直し 29年度も開講

していくが、講師派遣との棲み分け、受講者が分かりやすい申し込み方など、さらに

継続して検討していく。 

また、飯田市と共催の養育支援家庭訪問登録員養成講座も社会福祉協議会と協議し、

受講料、材料費、会場使用料を負担していただくよう提案した。 

講座の開催にあたっては一人でも多くの教員が主体的に公開講座の開講を検討して

いただくために、助教以上の先生には、一般の公開講座あるいは出前講座の開講計画

を委員会より働きかけた。 

  講座への学生参加は、学内での広報をさらに活発にし、無料で学べるメリットを強

調していかれたらと考えている。 

さらに、子どもゆめ基金の助成を受けて開講した講座は小学生の親子を対象に、本

学の学生が一緒に教えながら学べる講座であったため世代間交流もあり共に学び合え

た講座であった。今後もこのよう世代を越えて学び合えるような講座や企画が継続で

きるよう検討していきたい。 
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表‐1 平成 28年度 第 42回公開講座 

講座名 担当講師 期日 定員 
受講 
者数 

1-1 
「歎異抄」に学ぶ 

宗 英俊 

（飯田女子高等学校教諭

宗教科） 

10/15(土) 
- 

35 

1-2 11/26(土) 28 

2 健康運動の実践 
林 晋子・ 

富口 由紀子 
10/15(土) 20 2 

3-1 

発達心理学 

★飯田市養育支援家庭訪問登録

員養成講座と共催 

坂上 ちおり 7/5(火) 20 6 

3-2 

新海 シズ 

8/19(金) 20 3 

3-3 9/2(金) 20 4 

4-1 
スライディングシート、 

スライディングボードの使い方 
花岡 宏明 6/21(火) 30 26 

4-2 腰痛の原因と対策 小笠原 京子 8/8(月) 30 14 

4-2 腰痛離職ゼロへの取り組み方 熊谷 教 9/6(火) 15 14 

5 はじめての在宅介護 太和田 雅美 9/12(月) 14 11 

6 子宮頸がん予防啓発講座 鈴木 真由美 8/20(土) 9 8 

7-1 看護を語る会（中止） 
所澤 好美・ 

何原 真弓･矢澤 茂美 

2/10(金) 6 0 

7-2 看護を語る会 3/4(土) 10 5 

9 はじめての織物（全 2回） 青木 千恵美 
2/9(土) 

2/18(土) 
8 7 

10 編み物を好きになろう(全 4回) 川上恒夫 
10/25(火)11/1(㈫) 

11/15(火)11/29(㈫) 
12 15 

 

◆特別公開講座 

8 
愛知大学 特別公開講座 

神饌に生きる地域の食文化 

愛知大学短期大学部 

須川 妙子教授 
10/15(土) ‐ 25 

  



69 

 

 

スキルアップ講座 

講座名 担当講師 期日 定員 
受講 

者数 

11 管理栄養士国家試験対策講座 

千 裕美・友竹 浩之 

新海 シズ・柴本 むつ美 

松下 慶子・富口 由紀子 

岩瀬 彩香・小瀬木 一真 

9/24 

10/1･8･15･30 

11/5･13･20･26 

12/4・10･17 

1/7･14･21･28 

（全 16回） 

40 21 

12 介護予防運動指導員養成講座 

友竹 浩之･小笠原 京子 

吉田 恵理･三浦 弥生 

熊谷 教･富口 由紀子 

太和田 雅美･村山 真紀子 

佐々木 晃美･後藤 浩子 

2/24･26 

3/4･5･12･15･ 

3/1･3/8 

一般 16 一般 9 

学生 16 学生 6 

13 介護福祉士実習指導者養成講会 
小笠原 京子・熊谷 教 

太和田 雅美 

8/10･31 

9/7･13 
- 34 

 

14 教員採用試験対策講座 
東京アカデミーより講師 

北原 幹久・奥井 原理 

4/23 

5/7･14･28･ 

6/4･12･18 

一般 23 一般 21 

  
学生 32 学生 30 
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◆出 前 講 座 

 講座名 担当講師 期日 対象 
受講 

者数 

Ａ わかりやすい体のしくみ 三浦 弥生 
8/26 

11/1.22.29 

峡北公民館 

峡北地区健康福祉委員会 

18 

約 100 

Ｂ 食事と健康 友竹浩之 - - - 

Ｃ よい歯でよく噛みよいからだ 安富 和子 

9/10(土) 豊丘北小学校 45 

10/17(月) 喬木中学校 2年生 

76 

10/25(火) 喬木中学校 2年生 

10/28(金) 喬木中学校 2年生 

2/24(金) 喬木第二小学校 6年生 

Ｄ 
中高生向け保育・教育実習 

（体験）準備教室 
隣谷 正範 他 - - - 

Ｅ 学びなおし・高齢者の看護 武分 祥子 - - - 

Ｆ 子宮頸がん予防啓発講座 鈴木 真由美 - - - 

Ｇ 性と健康の話 

米山 育子 11/11(金) 緑ヶ丘中学校 2年 PTA 70 

北林 ちなみ 

12/6(火) 飯田東中学校 3年生 92 

12/13(火) 高森中学校 2年生 149 

1/19(木) 喬木中学校 2年生 68 

中山 美香 1/31(火) 鼎中学校 2年生 103 

本島 幸子 2/13(月) 平谷小学校 6年生 4 

 

◆子どもゆめ基金助成活動 

講座名 担当講師 期日 定員 
受講 

者数 

「調理と加工食品の科学体験教室」 

(第 1回目) 

炭酸ガスを発生させてみよう＆パン 

(バターロール)作り！ 

友竹 浩之 7/4(土） 20組 18組 
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◆飯田市養育支援家庭訪問登録員養成講座 

講座名 担当講師 期日 定員 
受講 

者数 

発達心理学 坂上 ちおり 

7/5(火) 

－ 20 

子どもの遊び・手遊び 

（わいわいひろば見学） 
宮内 愛 － 16 

子どもの食事（調理実習） 新海 シズ 

8/19(金) 

－ 12 

小児看護の基礎知識 
脇坂 幸子 

(NPO法人あち) 
－ 15 

子どもの栄養と食生活 新海 シズ 

9/2(金) 

－ 18 

子どもの身体発育と病気 

事故対応知識 

脇坂 幸子 

(NPO法人あち) 
－ 21 

 

◆キャリア形成訪問指導事業（詳細は、「キャリア形成訪問研修 実績表」） 

講座名 担当講師 期日 施設名 

1.新人職員のためのコミュニケーション 

2.身体に負担のない介護技術の基本 

3.ICFの視点を重視した介護過程の展開 

4.新人指導者研修 

5.リーダー研修 

6.看取りの介護 

7.観察と気づきから緊急時の対応まで 

8.高齢者虐待、身体拘束防止 

9.在宅における介護の専門性を高める 

10.職場のストレス対処法 

小笠原 京子 

矢澤 はる美 

熊 谷  教 

太和田 雅美 

佐々木 晃美 

6/13.17.27 

7/11.12.21.26 

8/23.25.26.28.29

30.31 

9/2.7.13.14.15. 

21.23.28 

10/4.11.13.17. 

18.31 

11/1.4.7.10.14. 

15.22.25.28.30 

12/1.13.16 

1/15 

2/8 

阿智荘･阿南荘･ 

飯田市社会福祉協議会 

飯田市社協ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ･

飯田荘･おいなんよ･ 

かざこしの里･ 

かたくりの里･上村デイ･ 

健和会ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ･ 

越百園･さくら福祉会･ 

サンハート美和･ 

千寿園･第二飯田荘･ 

はやしの杜･ 

陽だまりの丘･まめ大福･ 

みつばさ･緑の牧場学園･ 

南原苑･ 

南箕輪老人ホーム･ 

明星学園･ 

メディカルケアサービス 

愛の家･ゆうゆう 
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平成 28年度長野県大学・地域連携事業助成活動 

「歯、咀嚼の啓発サポーター養成講座」 

対象者：栄養教諭・栄養士・歯科衛生士・保育士などの免許をお持ちの方や子育て支援施設にお勤めの方。

咀嚼について学びたい方 

講座名 担当講師 期日 受講者数 

第 1回「口腔機能の発達と全身との関連」 歯科医師 西島明 7/24(日) 26 

第 2回「園児・小、中学生に行う基本的な 

歯の磨き方」 

歯科衛生士 

松澤京子・山平由里 
8/28(日) 10 

第 3回「子どもたちの咀嚼の実態と指導方法」 安富 和子 9/24(土) 13 

第 4回「使える歯科教材・楽しい歯科展示用 

グッズをつくろう」 
安富 和子 10/15(土) 6 

第 5回「歯にいいおやつとおかずの調理実習」 友竹 浩之 11/19(土) 6 

 
「ロコモ予防教室」（主催：飯田女子短期大学 後援：飯田市） 

対象者：65歳以上の飯田市住民 

講座名 担当講師 期日 受講者数 

第 1回 「教室の説明、各種測定・調査」 食物栄養専攻教員 他 12/4(日) 30 

第 2回 「ロコモとその予防について①」 富口 由紀子 12/10(土) 29 

第 3回 「ロコモとその予防について②」 富口 由紀子 12/24(土) 29 

第 4回 「ロコモとその予防について③」 富口 由紀子 1/22(日) 28 

第 5回 「各種測定・調査、まとめと修了式」 食物栄養専攻教員 他 2/5(日) 28 

 
「かむ意識を育てる親子健康教室」 ＊2回連続講座 

対象者：4～6年生親子 

講座名 担当講師 期日 受講者数 

第 1回 「教室の説明、各種測定・かむこと食生

活の大切さ」 
安富 和子・友竹 浩之 1/14(日) 

20組 

(親 20・子 23) 
第 2回 「各種測定・口腔細菌観察・吉鍋の試食・

まとめと修了式」 
安富 和子・友竹 浩之 2/18(日) 
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「咀嚼回数と時間及び生活習慣との関連調査」 

講座名 担当講師 期日 受講者数 

おにぎり 1個分の咀嚼回数調査 多摩川精機 安富 和子 3/14(木) 50名程度 
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表‐2 平成 28年度 キャリア形成訪問研修 実績表 

番

号 
訪問施設・事業所名 研修名 研修実施日 時間 

参 加

者 数  
講 師 

1 陽だまりの丘 研修 5－リーダー研修 6/13 17:30～9:30 8 小笠原 

2 南原苑 
研修 8－ 

高齢者虐待、身体拘束防止 
6/17 15:00～7:00 44 熊谷 

3 健和会ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ 研修 10－記録の仕方 6/17 18:30～20:00 7 太和田 

4 越百園 
研修７－観察と気づきから緊

急時の対応まで 
6/27 17:00～19:00 20 佐々木 

5 陽だまりの丘 
研修 10－ 

接遇とコミュニケーション 
6/27 17:30～19:30 20 熊谷 

6 陽だまりの丘 研修 10－尊厳ある介護実践 7/11 17:30～19:30 19 熊谷 

7 越百園 研修 10－入浴介助の基本技術 7/12 17:00～18:30 21 熊谷 

8 阿智荘 
研修 8－ 

高齢者虐待、身体拘束防止 
7/21 18:30～20:00 25 太和田 

9 みつばさ 
研修 8－ 

高齢者虐待、身体拘束防止 
7/26 18:00～19:30 10 太和田 

10 飯田荘 研修 10－接遇 7/26 18:15～19:45 43 佐々木 

11 おいなんよ 研修 10－接遇 8/23 18:15～19:45 17 佐々木 

12 明星学園 
研修 2－身体に負担のない介護

技術の基本 
8/25 10:00～12:00 15 村山 

13 明星学園 
研修 2－身体に負担のない介護

技術の基本 
8/26 10:00～12:00 15 村山 

14 健和会ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ 
研修 7－観察と気づきから緊急

時の対応まで 
8/28 18:30～20:00 17 佐々木 

15 上村ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 研修 10－入浴介助の基本技術 8/29 13:30～15:30 9 小笠原 

16 陽だまりの丘 研修 10－リスクマネジメント 8/29 17:30～19:30 15 小笠原 

17 ﾒﾃﾞｨｶﾙｹｱｻｰﾋﾞｽ愛の家 研修 10－新人指導者研修 8/29 10:00～12:00 12 太和田 

18 ﾒﾃﾞｨｶﾙｹｱｻｰﾋﾞｽ愛の家 研修 5－リーダー研修 8/29 13:00～15:00 12 熊谷 

19 越百園 
研修 8－ 

高齢者虐待、身体拘束防止 
8/29 17:00～19:00 30 熊谷 

20 みどりの牧場学園 研修 4－新人指導者研修 8/30 10:00～11:30 9 太和田 

21 みどりの牧場学園 研修 5－リーダー研修 8/30 12:30～14:00 9 熊谷 

22 みどりの牧場学園 研修 5－リーダー研修 8/31 14:10～15:40 9 小笠原 

23 みどりの牧場学園 
研修 10－ 

職場のストレス対処法 
8/30 16:30～18:00 17 小笠原 

24 さくら福祉会 
研修 3－ICFの視点を重視した

介護過程の展開 
9/2 18:15～19:45 27 佐々木 

25 おいなんよ 研修 10－接遇 9/7 18:30～20:00 37 村山 

26 
飯田市社会福祉協議

会 

研修 2－身体に負担のない介護

技術の基本 
9/13 18:30～20:00 21 太和田 

27 さくら福祉会 研修 5－リーダー研修 9/14 16:30～18:00 10 熊谷 

28 越百園 研修 6－看取りの介護 9/15 17:00～19:00 26 矢澤 
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29 飯田荘 
研修 2－身体に負担のない介護

技術の基本 
9/21 18:15～19:45 12 村山 

30 健和会ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ 
研修 2－身体に負担のない介護

技術の基本 
9/23 18:30～20:00 11 村山 

31 阿南荘 
研修 10－ 

職場のストレス対処法 
9/28 14:30～16:00 35 小笠原 

32 おいなんよ 
研修 2－身体に負担のない介護

技術の基本 
10/4 18:15～19:45 22 矢澤 

33 かざこしの里 
研修 8－ 

高齢者虐待、身体拘束防止 
10/11 17:00～18:30 14 熊谷 

34 
飯田市社会福祉協議

会 
研修 10－リスクマネジメント 10/13 18:30～20:00 79 小笠原 

35 陽だまりの丘 研修 5－リーダー研修 10/17 17:30～19:30 14 小笠原 

36 第二飯田荘 
研修 2－身体に負担のない介護

技術の基本 
10/17 18:30～20:00 33 村山 

37 かたくりの里 
研修 7－観察と気づきから緊急

時の対応まで 
10/18 18:10～19:40 26 佐々木 

38 サンハート美和 
研修 7－観察と気づきから緊急

時の対応まで 
10/31 16:00～18:00 93 佐々木 

39 ゆうゆう 
研修 8－ 

高齢者虐待、身体拘束防止 
11/1 17:30～19:00 25 熊谷 

40 おいなんよ 
研修 2－身体に負担のない介護

技術の基本 
11/4 18:15～19:45 20 矢澤 

41 南箕輪老人ホーム 
研修 7－観察と気づきから緊急

時の対応まで 
11/7 16:00～18:00 33 佐々木 

42 まめ大福 
研修 7－観察と気づきから緊急

時の対応まで 
11/10 13:00～15:00 15 佐々木 

43 かざこしの里 
研修 8－ 

高齢者虐待、身体拘束防止 
11/14 17:00～18:30 23 熊谷 

44 
飯田市社協ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼ

ｮﾝ 

研修 9－在宅における介護の専

門性を高める 
11/14 18:30～20:00 43 太和田 

45 南箕輪老人ホーム 
研修 7－観察と気づきから緊急

時の対応まで 
11/15 16:00～18:00 28 佐々木 

46 越百園 
研修 10－ 

職場のストレス対処法 
11/22 16:30～18:00 25 小笠原 

47 サンハート美和 
研修 7－観察と気づきから緊急

時の対応まで 
11/25 16:00～18:00 80 佐々木 

48 第二飯田荘 
研修 7－観察と気づきから緊急

時の対応まで 
11/28 18:30～20:00 23 佐々木 

49 南原苑 研修 10－ニーズ対応型研修 11/30 10:00～12:00 14 太和田 

50 第二飯田荘 
研修 8－ 

高齢者虐待、身体拘束防止 
12/1 18:30～20:00 20 熊谷 

51 ゆうゆう 
研修 8－ 

高齢者虐待、身体拘束防止 
12/13 17:30～19:00 13 熊谷 

52 千寿園 
研修 3－ICFの視点を重視した

介護過程の展開 
12/16 18:00～20:00 37 太和田 

53 上村ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 
研修 3－ICFの視点を重視した

介護過程の展開 
1/15 10:00～12:00 12 太和田 

54 はやしの杜 
研修 8－ 

高齢者虐待・身体拘束防止 
2/8 18:30～20:00 42 小笠原 
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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。 

＜行政との取り組み＞ 

(a) 現状 

飯田市とは平成 25 年 7月に包括連携協定を締結している。本年度は、本学の五十周

年記念式典に飯田市長、教育委員長などご出席いただき、祝辞、記念誌へのご寄稿を

いただいた。 

「三遠南信 250 万流域都市圏の創造」のため、東三河地域、遠州地域および南信州

地域の県境を越えた地域連携を推進し一体的な圏域の発展を目指すことを目的とした

三遠南信連携ビジョンを推進している飯田市において、本年度「第 24 回 三遠南信サ

ミット 2017 in 南信州」が 2月に開催された。このプログラムの中のトークセッショ

ン「三遠南信のトップリーダーが語る地域の未来」の登壇者として髙松学長が 出席

した。開催にあたり、本学から専門委員も参加した。 

また、飯田市との包括連携連絡協議会は、3月下旬に開催する予定で日程を調整し

たが、飯田市議会の開催や組織変更、人事異動がありできなかった。新年度に新体制

にて行う方向で調整することとした。 

さらに、飯田市の後援にて 65歳以上の飯田市住民を対象としたロコモ予防教室を

行った。  

(b) 課題 

飯田市との包括協定により連絡協議会を開催しているが、協議事項の発展がみられ

ず、今年度は 1 回の開催を予定するのみであった。飯田市とは、さまざまな委員とし

て本学の教員が関わっているが、今後、どのように飯田市との連携を発展させていく

か方向性が見えない。 

(c) 改善計画  

昨年度まで行っていた飯田市公民館との連携も、関わっていた教員の退職などによ

り本年は行われなかった。今後、包括協定を締結している意義を教職員全体に意識し

てもらえるように広め、意見を吸い上げるよう検討していく必要があるかもしれない。 

 

＜大学間連携の取り組み＞ 

(a) 現状 

平成 28 年度も飯田市が多くの大学と連携を深める取り組みとして開催している大

学連携会議「学輪 IIDA」に、本学も地元の高等教育機関として責任ある立場で参加し、

多くの大学との交流の場が得られた。 

(b) 課題 

大学連携を通して、四年制大学の役割が求められているが、短期大学としてできる

ことが限られ、十分に地域の要望に応えることはできない。 
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(c) 改善計画 

本学にない専門分野の公開講座を開催するため、愛知大学に講師を要請、教員の交

流、学生の交流など四年制大学と積極的に連携を進める。 

 

＜産業との取り組み＞ 

○長野県 大学・地域連携事業 

(a) 現状 

平成 28年度も助成金により、地域の食育を目的の柱とした『「食と健康」に関する

地域課題解決のための技術開発と実践活動（継続）』事業を行った。 

【事業内容①】 

産官学の関係者が参加する「食と健康推進委員会」を定期的に開催し、地域課題解

決のための技術開発とその実用化を目指す。飯田メディカルバイオクラスター食品系

分科会と連携して実施した。 

実績は以下の(1)～(5)の通りである。 

「粉豆腐シフォンケーキ」のメニュー化・商品化 

シルクホテルレストラン「フルフル」、旭松食品（株）、飯田産業センターと連携して、

「粉豆腐シフォンケーキ」を開発した 。本商品は、飯田女子短期大学の学生が考えた

レシピを、卒業生のパティシエがアレンジして完成させたものである。小麦粉の約 4割

を粉豆腐に置き換え、抹茶を加えた純和風シフォンケーキである。12 月 1 日よりレス

トランのメニューとして、2月 1日より、ホテルフロントにて発売されている。 

 

 

(2)クランベリー入りクリームパン「ハッピークランベリー」の商品化 

社会福祉法人 希望の虹 いずみの家「パン工房 いずみ」と連携して、「ハッピー

クランベリー（クランベリー入りクリームパン）」を開発した 。本商品は、飯田女子短

期大学食物栄養専攻の授業「食品開発実習」をきっかけに共同開発が実現した。食品開

発実習では、製パン業で長年の経験を積まれた森山辰夫先生（元パン工房アップル経営、

元ホテルオークラ製パン課勤務、現在は製パン技術指導者）に技術を教えて頂いた。そ

の後、森山先生を通じて、「パン工房 いずみ」様にクリームパンの共同開発を依頼し、

「初恋の味がする甘酸っぱいクリームパン」をコンセプトとした「ハッピークランベリ

ー（クランベリー入りクリームパン）」の開発に至り、2月 6日より発売された。 

 

 

 

  

(3)無添加信州みそを使用した「みそランタン」の商品化 

「中日新聞」2016年 11月 9日 

「信濃毎日新聞」2017年 2月 10日 
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洋菓子店「パティスリー マサ オオシマ」、マルマン（株）と連携して、無添加信州

みそを使用したオリジナルスイーツ「みそランタン」を開発した。本商品は、飯田女子

短期大学食物栄養専攻の授業「食品開発実習」において、学生が考案したスイーツであ

る。また、12 月に発足した「みそ大学」の学長林隆仁氏からもアドバイスを受けて完

成した商品である。3月 8日より販売された。 

 

 

  

 

(4)長野県産果物を使用した「スムージー」のプロデュース 

「なかひら農場」と連携して、スムージー「ベリーベリーポム」「ピーチポムラフラ

ンス」のプロデュースを行った。過去に商品化されているスムージーであるが、飯田女

子短期大学学生がネーミング、アピールポイント等を再考し、新しい商品としてのプロ

デュースを検討している。 

 

 

(5)飯田市の特産品を利用した「南信州吉鍋」の普及協力 

ご当地鍋（高野豆腐、野沢菜、味噌またはしょうゆを使った鍋）のレシピ改良および

その普及に協力した。本事業は旭松食品（株）、丸昌稲垣（株）、マルマン（株）、飯伊

調理師会、飯田産業センターと連携した。 

 

 

【事業内容 ②】 

幼児から学童期における子ども達の、咀嚼の意識を高めるための活動を実施した。ま

た、地域社会にむけて、咀嚼の重要性の発信と啓発活動を行い、生活習慣病の予防をし

医療費の削減につなげていくことを目的とした。 

実績は以下の(1)～(9)の通りである。 

(1)かみかみリレー実施 

「かみかみリレー」とは、良く噛む活動を学校から学校へとリレーし、咀

嚼の輪を世界に広めていこうと安富が提唱したものである。 

「かみかみリレー」の内容とは①かみかみリレー出発式の開催②かみか

みたすきのリレー③給食時間の確保④「給食の一口目は 30 回噛もう」の呼びかけ⑤か

みかみセンサーの体験⑥学校から家庭への咀嚼の呼びかけ⑦かみかみリレーメッセー

ジテープに感想を記入し次の学校にリレーする⑧かみかみカレンダーをつける等であ

る。｢かみかみリレ―｣は平成 25 年度に長崎県島原市口之津小学校にかみかみ講演会に

行ったことを機会に、口之津小学校からスタートし、今年度で 3 年が過ぎた。平成 25

「中日新聞」2017年 3月 7日 

「信濃毎日新聞」2016年 12月 20日 
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年度から今年度までにのべ 27 校の保育園、幼稚園、小中学校が参加し、活動の輪が広

がってきている。平成 28年度は上下伊那以外や県外からの参加希望校もあっ

た。平成 28年度参加校は、諏訪中学校、喬木第二小学校、喬木中学校、矢作

小学校（岐阜県）、諏訪市 堺小学校、豊丘北小学校の 6校であった。 

 

活動内容も様々であるが、保育園・幼稚園・小学校に限らず、生徒保健委

員会活動で取り組んだ中学校や、教育委員会、小中学校が地域と共に取り組んだ地域ぐ

るみの活動、給食にかみかみセンサーをつけて自分の咀嚼状況を確かめる活動を 9年間

継続している学校もある。各校のかみかみリレー実施報告書には「生徒、保護者、職員、

地域が連携して活動することで、噛むことについて考えるよい機会になった」「スター

トの会ではカミンの登場や、咀嚼の効用のお話を通して、普段意識できないよく噛むこ

とに興味をもって学ぶことができた」「よく噛むことで、ご飯が甘くなり、給食が美味

しかった」等の感想が寄せられている。    

平成 27 年度に改良したかみかみセンサーは、使用した学校から「以前よ

り安定して使用しやすくなった」｢うまくカウントできるようになった｣との

感想が寄せられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)咀嚼啓発キャラクターかみかみ大使カミンの活動内容       

1）咀嚼の啓発活動に活かそうと等身代の着ぐるみ「かみかみ大使カミン」を平成 26

年度に制作した。かみかみ大使カミンは、かみかみリレーで学校・保育園等を訪問し、

子どもや教職員、保護者に咀嚼の啓発と健康づくりを呼びかけた。かみかみ大使カミ

ンは子どもたちにかみかみパワーをハイタッチし、人気者で親しまれている。 

 

2)地域のイベントに参加し、咀嚼の啓発活動をおこなった。 

平成 28年度に参加したイベントは下記のとおりである。 

・飯田ゆるキャラ天国 inリンゴ並木 

・歯・咀嚼の啓発サポーター養成講座  

平成 29 年 2 月 24 日喬木第二小学校 
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・かむ意識を育てる親子健康教室 

・長野県ご当地キャラ総選挙 2016出馬  

・飯田女子短期大学 学園祭 

・飯田女子短期大学オープンキャンパス   

・飯田市地域子育て支援拠点事業飯田女子短期大学わいわいひろばにて「かみかみ講

習会」 

      １      2       3                      

 

 

 

 

 

 

3)カミンピンバッチの作製 

今年度カミンのピンバッチを作製し、かみかみ講演会、かみかみリレー、

その他のイベント参加時に担当者が、胸につけ啓発活動をおこなった。 

 また歯・咀嚼の啓発サポーター養成講座の参加者 20 名、かむ意識を育て

る親子健康教室参加児童 24 名にも贈呈し、咀嚼の意識を高めてもらうとと

もに、咀嚼の啓発活動の推進員として活動していただくようお願いした。 

 

(3)おにぎり１個（150ｇ222キロカロリー）の咀嚼回数及び時間の測定 

おにぎり一つの咀嚼回数及び時間の測定は、おにぎり一つの咀嚼回数と時間   

の目安をつくることで、人々が自分の咀嚼状態を把握したり、咀嚼の意識を高  

めたりすることを目的とし調査を行った。本調査では咀嚼回数と時間の測定と

生活実態調査アンケートを実施し、咀嚼との関連性を調べた。 

おにぎり一つの咀嚼回数は平均で女子 300～399回、男子 100～199回と女性の方が

よく噛んでいることがわかった。生活習慣と咀嚼回数との関連では、よく噛む人ほど

１日に米を食べている回数が多い。野菜を食べている人ほど咀嚼回数が多い。毎日お

通じのある人ほど咀嚼回数が多い。親に「よく噛みなさい」と言われたことがある人

ほど、咀嚼回数が多い等の傾向がわかった。やはり咀嚼の習慣を身につけるためには、

小さい頃からの食生活が大切であることから、学校、家庭、地域、行政、関係機関が

連携して指導することが必要であると思った。 

平成 28 年 6 月に中川村職員及び住民 60 人の測定と平成 29 年 3 月に飯田市多摩川

精機㈱社員 50人の測定を実施した。 

調査協力してくれた会社等には、結果をお便りとして配布し社内の健康講座等で発

表し、咀嚼の啓発と健康づくりについて発信していきたいと考えている。 

長野県ご当地キャラ総選挙 2016出馬 カミン第 4位 793票 
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また飯田市内のコンビニエンスストアーのおにぎり売り場に、おにぎり一つの咀嚼

回数と時間の男女別平均について結果を掲示し、咀嚼の啓発を呼びかけた。 

 

 

 

 

 

 

 

(4)地域と連携した咀嚼の啓発活動 

咀嚼力強化食品「カミン高野豆腐」の開発  

飯田産業センター、飯田女子短期大学、地域の企業が連携し産学官の取り組みとし

て、飯田下伊那地区の伝統的な地域食材の高野豆腐を学校給食に提供し、子どもたち

の咀嚼力や咀嚼の意識を高められないかと考えた。旭松食品株式会社と連携し従来の

高野豆腐より 1/8倍噛み応えがある高野豆腐を作っていただき、更に子どもたちに親

しまれているかみかみ大使カミンの焼印を高野豆腐に押すことで、子どもたちが学校

給食の食材に興味関心をもち、咀嚼の意識を高めてもらいたいと思い開発した。 

小、中学校で試食会を行い平成 28 年 10 月 1 日に「カミンこ

うや」として旭松食品株式会社より業務用 500ｇ袋の販売が開

始された。 

長野県内の上下伊那の小中学校の栄養教諭や学校栄養士、

養護教諭に働きかけ、咀嚼啓発食材として「歯の日」や「歯

の衛生週間」「かみかみリレー」の日に合わせて、学校給食に

カミンこうやを出してもらった。 

その結果平成 29 年 1 月までに 50 校 14000 食)が学校給食の食材として給食献立に

使用し、咀嚼の啓発活動に協力してくれている。調理方法は含め煮や揚げ物、おでん、

卵とじ、汁物等である。カミンこうやを食べた中学生の感想は「かみ応えがあり、し

っかりアゴを動かして食べられた」「味がよくとてもおいしかった」「もっとかたくて

もよかった」「カミンが押してありかわいかった」「カミンを食べるのはかわいそうだ

と思った」等であり、中学生にも高野豆腐は大変好評であることが分かった。咀嚼啓

発キャラクター付き高野豆腐の効果は大きいと実感した。下記の写真は給食献立に取

り入れた例である。 

 

 

 

 

多摩川精機㈱咀嚼回数調査 測定結果を掲示したコンビニ 
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カミンこうやが給食に出される日には、学校の

玄関や給食ホール等に啓発のための「カミンのの

ぼり旗」やポスター、チラシを配布して咀嚼の啓

発活動をおこなった。 

 

 

(5)かみかみカレンダーの発行 

かみかみリレー実施校には、かみかみカレンダーを発行し、子どもた     

ちの咀嚼の意識の継続化をはかった。カレンダーは子ども達が一週間、咀

嚼の意識を振り返り、咀嚼を意識した日にはカミンのすきなスルメに色を

塗っていくものである。一週間後に保護者のコメントを書いてもらい担任

に提出する。担任は点検シールを貼って本人に返す。 

かみかみカレンダーは子どもと学校、家庭が共通の意識を持って取り組    

むことができ、子どもたちの咀嚼の意識を高めることができた。 

 

(6)歯・咀嚼の啓発サポーターの養成活動 

歯・咀嚼のサポーター養成講座の開講 

咀嚼の効用や大切さについて、子ども達や保護者、地域に発信すべく講演活動等

を行っているが、講演会の感想を読むと、子どもも大人も咀嚼についての知識や意

識が低いと実感する。そこで咀嚼の啓発活動を広めていくためには、咀嚼啓発を行

う人材の養成が必要であると考え、平成 28 年 10月から「歯・咀嚼の啓発サポータ

ー養成講座」を 5 回開催した。受講対象者として、養護教諭、歯科衛生士、栄養士、

保育士、その他歯科指導に関心のある方とした。5回すべて受講した方は「歯・咀

嚼啓発サポーター」に認定し、保育園、幼稚園、小中学校、地域等での啓発活動や、

講座での学びを指導に役立ててもらうこととした。また、養成講座参加者及び指導

者に集まってもらい、年に一回「カミンの咀嚼啓発会議」を開催し、会員相互の連

絡と情報交換、咀嚼についての学習会等を開催し、咀嚼の啓発活動を進めていきた

いと考えている。 

今年度は 2名の方が歯・咀嚼のサポーターとして認定された。 
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平成 28年度「歯・咀嚼の啓発サポーター養成講座」実施結果 

1回目は歯科医師に口腔機能の発達と全身の関係について体験と講義をお聞きした。

2 回目は歯科衛生士さんに基本的な歯みがき方の指導について学び、3 回目は咀嚼の

大切さと子どもたちの実態についての講義、4回目は顎模型と歯みがき人形を制作し、

すぐに使える楽しい歯科指導グッズを作った。5回目は修了式と吉鍋、かみかみサラ

ダの調理実習をおこなった。 

講座参加者の満足度は、5 回とも満足したと答えた人が 98～100％であった。参加

者からは「5回ともそれぞれすぐに役立ち、楽しい企画でとても良かった。学校や地

域に咀嚼の効用について広めていきたい。」という感想が寄せられていた。 

 

(7)かむ意識を育てる親子健康教室の開催 

平成 29年 1月から「噛む意識を育てる親子健康教室」を 2回開催した。 

小学校 4年生から 6年生の児童で、親子で 2回の教室に参加でき、炒り大豆を毎日

試食できる親子を参加対象者とし、20組を募集した。1回目は栄養と咀嚼について親

子で学び、咀嚼力、握力、咬合力、身長、体重の測定と、食事アンケートを実施した。 

大豆アレルギーの調査後、1 日 15 粒の炒り大豆（市販されているもの）を毎日親

子で 1 か月間試食し、咀嚼状態について毎日記録をつけてもらった。1 か月後、2 回

目の教室において、1 回目と同じ内容で咀嚼力等の測定とアンケート調査を実施し、

その変化をまとめた。 

炒り大豆を 1 か月間食べ続けた子ども達では、咀嚼力が左右とも上がった児童は

35％であり、握力は 60％の児童が大きくなっていた。保護者については咀嚼力判定

用ガムによる比較であったが 10％の保護者において咀嚼力の上昇が見られ、70％は

同じであり変化がなかった。現在統計をまとめ、結果の考察について検討中である。 

教室に参加した親子 20組 43人には、修了証とカミンバッチ（児童のみ）を贈り、親

回数 日    時 内   容 人数 満足度 

1 7月 24日（日） 9：30～12：00 口腔機能の発達と全身の関係 24 100 

2 8月 28日（日）10：00～12：00 基本的な歯磨き指導 10 100 

3 9月 24日（土）10：00～12：00 子どもたちの咀嚼の実態と指導 14 98 

4 10月 15日（土）10：00～12：00 歯科教材の作製 6 100 

5 11月 19日（土） 9：30～12：30 歯にいいおかずの調理実習 6 100 

歯みがき人形作 発泡スチロールの顎模型 
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子咀嚼啓発サポーターとして活動してもらうようお願いした。 

回 日  時 内  容 人 数 満足度 

1 1月 14日（土）9：30～12：00 

開校式 

咀嚼力の測定① 

栄養と咀嚼について講話 

子ども 23人 

親  20人 

子ども 

満足 73％ 

普通 22％（不明 1名） 

保護者 

満足 75％ 

やや満 20％ 

（不明 1名） 
2 2月 18日（土）10：00～12：30 

咀嚼力の測定② 

口腔細菌の観察 

吉鍋試食 

閉校式 修了書授与 

子ども 23人 

親  20人 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8)給食中に牛乳を飲まない取り組み 新潟県三条市立長沢小学校を訪ねてドリンクタ

イムの設定の経過 

新潟県三条市では、2015 年に「和食に牛乳は合わないので 6 月から給食に牛乳を

出さない」との市長提言に対し、牛乳の栄養摂取は必要であるという多くの声から、

給食に牛乳を飲むことになったが、牛乳を食事と分けるためドリンクタイムを設け、

給食時間内の最後に牛乳を飲用することにした。しかし給食を食べ終えてからの牛乳

の飲用は、満腹になり牛乳が飲み切れず、残量が増えてしまうという問題点が出現し

た。そこで三条市立長沢小学校では、校長先生の考えで、給食中の飲用ではなく、掃

除を終えて 5時間目の開始前にドリンクタイムを設け牛乳を飲むことにした。給食時

間後約 1時間経過しているので、満腹感もなく、喉も渇く時間帯であり、牛乳をおい

しくいただくことができるようになったそうである。長沢小学校では牛乳の残量は全

くないそうである。子どもたちも「5時間目が気分転換になっていい」とこの時間に 

牛乳をのむことに満足しているようである。との情報を耳にした。 

給食に牛乳が付いていると、良く噛まずに、口いっぱいになった食べ物を、牛乳で

流し込み食べをしてしまう傾向があるため、私は以前から給食に牛乳はなくてもよい

と考えていたので、新潟県三条市立長沢小学校の児童の様子を視察してみたいと思い、

平成 28年 9月 12日 13日に長沢小学校を訪問した。 

  

咀嚼力判定用ガム 咀嚼力測定器 口腔細菌の観察 
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児童数 120 人。給食は全員ランチルームで食べていた。12 時 30 分から 15 分間は

「もぐもぐタイム」といって、しゃべらずしっかりよく噛んで食べる時間となってい

る。 

米どころ新潟らしく、低学年からご飯は大もりである。また児童の食べる時の姿勢

がよく、しっかりよく噛んで食べていた。顎がよく動き、口はしっかり閉じて食べて

いる様子がうかがえた。多分食べ方の指導がされているのだろうと推測する。 

良く噛むことで、唾液が出て、食べ物とまざりあい、味がよく分かるという咀嚼の

効用を考えると、けんちん汁があれば十分咀嚼可能である。残飯もほとんどなかった。

低学年も一生懸命良く噛んで食べていて、いただきましたまでには全員が食べ終わり、

一斉に片付けに入る事が出来ていた。歯みがきはいただきましたを全員でした後に、

イスに座ったまま一斉に行っていた。 

高学年から先に口をすすぎに水道に行き、そのまま教室に戻って行った。子どもた

ちの流れが大変スムーズで、動線がしっかりできていた。清掃を終える頃養護教諭の

先生が校舎のほぼ中心までランチル―ムから紙パック入りの牛乳を運び込み、クラス

の当番が牛乳を取りに来て、5時間目の開始前に教室で楽しそうに牛乳を飲んでいた。 

ちょっとの工夫で時間を無駄にせず、給食も牛乳も残さず、牛乳をいい時間に飲む

ことができると先生方が話してくださった。食べ物を口一杯にして、牛乳で流し込み

食べする子ども達の姿を思うと、長沢小学校の取り組みに学びたいと思った。今後は

このような学校の取り組みを発信し、良く噛んで食べる食習慣を学校給食でもつけて

いくことが大切ではないかと思う。月に一回、試しにドリンクタイムを給食以外の時

間に設定してみたらどうだろうか。 

 

 

三条市立長沢小学校 ランチルーム 牛乳がない 

15 分間のもぐもぐタイム 歯みがきタイム 5 時間目前のドリンクタイム 
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(9)咀嚼啓発パネルの作製 

かみかみリレーや咀嚼の指導をおこなう時に、咀嚼の指導教材としてパネルの制作

を考えた。保育園・小学校低学年を中心に楽しくて分かりやすい教材をつくり、掲示

したいと考えて制作した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業内容 ③】 

食の重要性の関心を高めるための教室・コンテストを実施した。 

実績は以下の(1)～(3)の通りである。 

(1)「高齢者ロコモ予防教室」の実施 

ロコモティブシンドロームについて学び、改めて自分の健康について

考え、今後の健康増進に活かすことを目的とし、65歳以上の高齢者向け

ロコモ予防教室（介入試験）を開催した。 

全 5 回を本学で実施し、事前事後の測定とロコモ予防運動を中心とし

た教室を実施した。飯田市には参加者募集の部分で協力してもらった。 

 

(2)スポーツ栄養の啓発活動 

地域の小中高校生やその保護者、指導者を対象に、栄養講座や栄養サポ

ートを行った。 

成長期の栄養についてや運動前後、試合前に適した食事についての講義

のほか、調理実習等も行い指導を行った。以下に連携先を示す。 

・飯田 OIDE長姫高校・南信州ジュニアラグビースクール 

・飯田リトルリーグ・アザリー飯田サッカークラブ（ジュニア） 

 

(3)飯田女子短期大学「食品開発実習」内での食品開発コンテスト 

マルマン（株）、伊那食品工業（株）と連携し地域の食材を使用した以下のコンテ

ストを実施した。以下に実施コンテストを示す。 

・味噌を使った菓子・パンの開発コンテスト 

・地域食材を使った食品開発コンテスト 

・寒天を使った食品開発コンテスト 

咀嚼の効用指導パネル 食べる時の良い姿勢指導パネル 窒息予防の食べ方指導パネル 
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(b) 課題 

かみかみリレーの実施や、咀嚼啓発のための出前講座、学校保健委員会の講演、地域

や教育委員会の講演活動等も行い啓発活動をおこなっているが、参加者の感想から、咀

嚼の効用や歯の大切さについての知識や意識はまだまだ浸透しておらず、今後の更なる

啓発活動の必要性がある。 

また、かみかみリレー実施後しばらくすると、咀嚼の意識が低くなってしまうという

反省から、咀嚼の意識の継続化と習慣化に向けた取り組みが必要である。 

 

(c) 改善計画 

今後は食育指導と歯の日等の歯科指導とを関連させて、学校給食の食材としてカミン

高野を提供することで、咀嚼の啓発活動を効果的に展開したい。上下伊那の学校だけで

なく、長野県内から全国の学校に咀嚼の啓発として、発信していきたい。また、かみか

みカレンダーは学期に１回位の割合で配布していくことが良いのではないかと検討中

である。 
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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 

平成 28年度 学生課に提出された学生のボランティア届は 230件となっている。 

内訳は（ボランティア 101 件 子育て支援 114 件 ゼミナール 15 件）である。詳細

に関しては表－3に示した。 

学生のボランティア活動については子育て支援Ⅰの授業の一環で地域での子育て支

援活動に参加し、親子関係に理解を深めるために、例えば理科実験ミュージアムのおも

しろ科学工房に参加し実験の手伝いをしている。養護教諭を目指す学生が近隣の小学校

で児童の指導にあたったり養護教諭の執務のお手伝いを行ったり、運動会のお手伝いを

行った。また、人形劇のまち飯田として毎年行われる、いいだ人形劇のフェスタでは、

そのサポートスタッフに幼児教育学科の学生が多く参加している。 

学内の「わいわいひろば」でのボランティア活動は、生涯学習センターにて受付、実

施をしており、平成 28年度はのべ 101名の学生が関わった。 

教職員のボランティア活動に関しては具体的に取りまとめることを行っていなかっ

た。平成 27 年度の白書を元にした自己点検・評価委員会の中において、教務課でとり

まとめを行う事が決定した。 

 具体的な方法に関しては、年度当初に提出をしてもらう研究業績と同時に、ボランテ

ィア活動を記載してもらう書式を作成し提出を求めることとした。 

 

(b) 課題 

 教職員のボランティア活動に関しては、現在具体的な検討が行われていない。今後、

ボランティア活動への取り組みに関して、学内での検討が必要である。 

 

(c) 改善計画 

 ボランティア活動に関して、各学科・専攻、その他関係部署などから意見を聴収し、

本学でのボランティア活動の位置づけと、取り組みに関して検討をする。 
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表-3  平成 28年度 学生のボランティア活動 

期間 学科・専攻 名称 内容 備考 人数 

4/17 幼児教育学科 いいだこどもまつり 
内、子育て支援Ⅰ

32 
33 

4/22～3/10 
家政学科 

生活福祉専攻 
上郷西保育園 保育補助  1 

4/23 
家政学科 

生活福祉専攻 

車椅子バスケットボールクラブ 

飯田パピッツ 練習サポート 
 4 

4/24 幼児教育学科 
おもしろ科学工房 

理科実験ミュージアム   
子育て支援Ⅰ 5 

4/29 
家政学科 

食物栄養専攻 

南信州天竜峡エンデューロ大会 

ロードレーススタッフ 
 2 

4/30 幼児教育学科 
おもしろ科学工房 

理科実験ミュージアム   
子育て支援Ⅰ 3 

4/30～3月 
家政学科 

生活福祉専攻 

車椅子バスケットボールクラブ 

飯田パピッツ 練習サポート 
 1 

5/7～3月 
家政学科 

生活福祉専攻 

車椅子バスケットボールクラブ 

飯田パピッツ 練習サポート 
 4 

5/8 幼児教育学科 
おもしろ科学工房 

理科実験ミュージアム 
子育て支援Ⅰ 17 

5/20 養護教育専攻 上郷小学校 歯科検診手伝い  2 

5/26～1月末 幼児教育学科 緑ヶ丘中学校 学習ボランティア  4 

5/31 幼児教育学科 緑ヶ丘中学校 学習ボランティア  3 

6/2～1月末 幼児教育学科 緑ヶ丘中学校 学習ボランティア  1 

6/3 養護教育専攻 上郷小学校 健康診断手伝い  2 

6/3～7/31 幼児教育学科 慈光幼稚園 保育補助  1 

6/5 
家政学科 

生活福祉専攻 
老人保健施設すずたけ 夏祭り手伝い  1 

6/16～17 幼児教育学科 松川青年の家 通学合宿ボランティア   5 

6/17～18 幼児教育学科 松川青年の家 通学合宿ボランティア  3 

6/18 幼児教育学科 
おもしろ科学工房 

理科実験ミュージアム   
ゼミナール 1 

7/2 幼児教育学科 
おもしろ科学工房 

理科実験ミュージアム   
子育て支援Ⅰ 5 

7/5～8 幼児教育学科 豊丘村通学合宿ボランティア 慈恵園  2 

7/9 幼児教育学科 かざこし子どもの森公園 森っこ 子育て支援Ⅰ 2 

7/12～15 幼児教育学科 豊丘村通学合宿ボランティア 慈恵園  2 

7/24 
家政学科 

生活福祉専攻 
伊那谷親子リフレッシュプロジェクト  1 

7/30 
家政学科 

生活福祉専攻 
かざこしの里 夏祭り手伝い  3 
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7/30 
家政学科 

生活福祉専攻 
千寿園 夏祭り手伝い  2 

8/5～6 幼児教育学科 いいだ人形劇フェスタサポートスタッフ  1 

8/6 幼児教育学科 いいだ人形劇フェスタサポートスタッフ  7 

8/6～7 幼児教育学科 いいだ人形劇フェスタサポートスタッフ  2 

8/6 幼児教育学科 阿南学園 夏祭り  1 

8/6 
家政学科 

生活福祉専攻 
きりしま邸苑 夏祭り手伝い  1 

8/7 
家政学科 

生活福祉専攻 
きりしま邸苑 夏祭り手伝い  3 

8/8/9/12/17 
家政学科 

家政専攻 
名子児童館の夏休み特別保育   2 

8/18 
家政学科 

生活福祉専攻 
あさぎりの郷 夏祭り手伝い  2 

8/21 
家政学科 

生活福祉専攻 
阿智荘 納涼大会手伝い  1 

8/22～24 
家政学科 

生活福祉専攻 
ハートヒル川路 身の周り介助  1 

8/24～26 
家政学科 

生活福祉専攻 
竜東デイサービスセンター  2 

8/25～27 
家政学科 

生活福祉専攻 
三穂宅老所 さろんまめだに 介助  1 

8/28 
家政学科 

生活福祉専攻 

松川町災害ボランティアセンター 

立ち上げ訓練 
ゼミナール 2 

9/1～3/31 幼児教育学科 慈光保育園 未満児保育の補助  1 

9/18 幼児教育学科 
おもしろ科学工房 

理科実験ミュージアム  
子育て支援Ⅰ 2 

9/24～25 幼児教育学科 
おもしろ科学工房 

理科実験ミュージアム  
子育て支援Ⅰ 1 

9/25 幼児教育学科 
おもしろ科学工房 

理科実験ミュージアム  
子育て支援Ⅰ 5 

9/29～1月末

（毎木曜） 

専攻科 

養護教育専攻 
松尾小学校 児童の指導の手伝い  4 

10/1 幼児教育学科 かざこし子どもの森公園 スポーツ大会 子育て支援Ⅰ 2 

10/2 幼児教育学科 
おもしろ科学工房 

理科実験ミュージアム  
子育て支援Ⅰ 9 

10/9 幼児教育学科 
おもしろ科学工房 

理科実験ミュージアム  
子育て支援Ⅰ 4 

10/12～13 幼児教育学科 松川青年の家 宿泊合宿手伝い うちゼミナール 2 4 

10/13～14 幼児教育学科 松川青年の家 宿泊合宿手伝い  1 

10/15 
専攻科 

養護教育専攻 
飯田養護学校 運動会のお手伝い  2 



91 

 

10/15 幼児教育学科 KanKan自然村 りんご狩りイベント ゼミナール 10 

10/16 幼児教育学科 南原苑おおこや祭 利用者支援  1 

10/16 幼児教育学科 慈恵園 祭ボランティア 子育て支援Ⅰ 17 

10/16 
家政学科 

生活福祉専攻 
ゆめの郷 周年祭お手伝い  4 

10/23 幼児教育学科 わいわいひろば 子育て支援Ⅰ 1 

10/29 幼児教育学科 
かざこし子どもの森公園 

飯田子どもまつり 
子育て支援Ⅰ 1 

10/30 幼児教育学科 
おもしろ科学工房 

理科実験ミュージアム  
子育て支援Ⅰ 1 

10/30 幼児教育学科 南信州天竜峡マルシェ 介助  2 

11/5 幼児教育学科 
おもしろ科学工房 

理科実験ミュージアム  
子育て支援Ⅰ 1 

11/6 幼児教育学科 
おもしろ科学工房 

理科実験ミュージアム  
子育て支援Ⅰ 2 

11/6 幼児教育学科 南原苑 太鼓交流会  1 

11/8～1/10 

（毎火曜） 

専攻科 

養護教育専攻 
豊丘南小学校 養護教諭執務の手伝い  1 

11/8～1/10 

（毎火曜） 

専攻科 

養護教育専攻 
鼎小学校 養護教諭執務の手伝い  1 

11/8～1/10 

（毎火曜） 

専攻科 

養護教育専攻 
上郷小学校 養護教諭執務の手伝い  1 

11/8～1/10 

（毎火曜） 

専攻科 

養護教育専攻 
伊賀良小学校 養護教諭執務の手伝い  1 

11/20 幼児教育学科 
おもしろ科学工房 

理科実験ミュージアム  
子育て支援Ⅰ 2 

11/26 幼児教育学科 かざこし子どもの森公園 森っこ 子育て支援Ⅰ 2 

11/26～ 

（毎土曜） 

家政学科 

生活福祉専攻 

車椅子バスケットボールクラブ 

飯田パピッツ 練習サポート 
 3 

12/11 幼児教育学科 ありんこパーク   4 

12/17 
家政学科 

生活福祉専攻 
越百園 クリスマス会お手伝い  1 

2/26 
家政学科 

食物栄養専攻 
子ども食堂 手伝い  2 

 

 


