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自己点検・評価報告書 

 

 

 

この自己点検・評価報告書は、一般財団法人短期大学基準協会の第三者評価を受

けるために、豊橋創造大学短期大学部の自己点検・評価活動の結果を記したもので

ある。 
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1．自己点検・評価の基礎資料 

（1）学校法人及び短期大学部の沿革 

学校法人藤ノ花学園は、創立者伊藤卯一が明治 35 年 4 月、渥美郡豊橋町大字中八町（現

在の豊橋市八町通三丁目）に豊橋裁縫女学校を創立したことを起源としている。 

昭和 2 年 10 月に文部大臣より財団法人として認可を受け、昭和 6 年 9 月に豊橋高等裁

縫女学校と改称し、昭和 7 年 9 月に現在の豊橋市老松町に移転した。その後、時代の変

遷と共に教育内容を改め、昭和 10年 11月には旧実業学校令による豊橋高等家政女学校、

昭和 21 年 3 月に旧高等女学校令による豊橋藤花高等女学校を経て、6・3 制の学制改革

により昭和 23 年 3 月に藤ノ花女子高等学校となった。また、昭和 26 年 2 月には学校

法人として組織変更の認可を受けている。 

その後、昭和 58年 4月に豊橋短期大学を豊橋市牛川町に設置し、平成 8年 4月に同キャ

ンパスに豊橋創造大学を設置して現在に至っている。短期大学部及び大学の沿革の詳細

は以下のとおりである。 

昭和 58 年 4 月 1 日 豊橋短期大学開学（入学定員、幼児教育科 100 人、秘書科 100 人） 

昭和 60 年 12 月 25 日 秘書科の期間を付した入学定員の増加に係る学則変更認可（平成

11 年度まで入学定員 100 人増） 

平成 2 年 12 月 21 日 豊橋短期大学経営情報科設置認可（入学定員 100 人） 

平成 3 年 4 月 1 日 経営情報科（男女共学）開設（入学定員 100 人） 

 12 月 20 日 経営情報科の期間を付した入学定員の増加に係る学則変更認可 

  （平成 11 年度まで入学定員 80 人増） 

平成 8 年 4 月 1 日 豊橋創造大学開学入学定員 180 人（+臨時定員 80 人） 

 豊橋短期大学を豊橋創造大学短期大学部に名称変更 

平成 9 年 3 月 31 日 短期大学部経営情報科廃止 

平成 10 年 4 月 1 日 短期大学部秘書科を同実務教育科に名称変更 

平成 14 年 4 月 1 日 短期大学部専攻科福祉専攻（入学定員 20 人）開設 

平成 15 年 4 月 1 日 幼児教育科を幼児教育・保育科と名称変更 

平成 16 年 9 月 16 日 短期大学基準協会より短期大学部キャリアプランニング科につい

て地域総合科学科の適格認定を受ける 

 11 月 17 日 厚生労働大臣より短期大学部キャリアプランニング科フードコー

ディネーターコースについて、調理師法第 3 条第 1 項第 1 号の規

定により調理師養成施設として指定を受ける 

 12 月 17 日 豊橋創造大学短期大学部について日本フードコーディネーター協

会より認定校の認可を受ける 
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（2）学校法人の概要 

・学校法人が設置するすべての教育機関の名称、所在地、入学定員、収容定員及び在籍者

数（評価実施年度の 5月 1日現在） 

教育機関名 所在地 入学定員 収容定員 在籍者数 

豊橋創造大学 豊橋市牛川町字松下 20-1 237 922 834 

豊橋創造大学短期大学部 豊橋市牛川町字松下 20-1 250 480 375 

藤ノ花女子高等学校 豊橋市老松町 109 650 1950 1067 

 

（3）学校法人・短期大学の組織図 

・平成 24年 5月 1日現在の教員・事務職員数 

区   分 人  数 

専任教員 22 

非常勤教員 36 

専任事務職員 10 

非常勤事務職員 1 

 

・組織図 
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（4）立地地域の人口動態・学生の入学動向、地域社会のニーズ 

・立地地域の人口動態（短期大学の立地する周辺地域の趨勢） 

 豊橋市は愛知県下第 4 位の人口規模の都市であり、平成 24 年 5 月現在の総人口は、

381,155 人となっている。外国人登録を含む総人口は、景気等の影響もあり平成 22 年 5

月の 382,939 人をピークに減少に転じているが、住民基本台帳人口では、現在ほぼ横ばい

で推移している。 

 

・学生の入学動向（過去の実績と未来の予測、学生の出身地別人数及び割合） 

短大部は過去 3 か年の入学動向を見ても、近隣の東三河 5 市（豊橋、豊川、蒲郡、新城、

田原）の出身者が 72～75%と最も多く、次に浜松を中心とする静岡県西部地区の 6 市（浜

松、湖西、磐田、袋井、掛川、菊川）の出身者が 18～24%となっており、この 2 地区だけ

で 90%以上の入学状況である。今後も地域の要望に応え、見直し改革改善を行うことによ

り、学生数は堅調に推移するものと見込まれる。 

 

平成 17 年度から 24 年度までの学科・専攻ごとの入学定員、収容定員、在籍者数、定員充足率（5 月 1 日現在） 

学科・専攻名 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 備考 

幼児教育・保

育科 

入学定員 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

入学者数 132 121 115 97 61 95 114 103 

入学定員 

充足率（%） 
132 121 115 97 61 95 114 103 

収容定員 200 200 200 200 200 200 200 200 

在籍者数 254 251 233 213 137 156 207 210 

収容定員 

充足率（%） 
127 126 117 107 69 78 104 105 
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平成 22 年度～平成 24 年度に入学した学生の出身地別人数及び割合（5 月 1 日現在） 

地域 

22年度 23年度 24年度 

備考 人数

(人) 

割合

(％) 

人数

(人) 

割合

(％) 

人数

(人) 

割合

(％) 

愛知 153 76.9 151 75.9 147 78.2  

静岡 42 21.1 47 23.6 40 21.3  

三重 1 0.5 1 0.5    

甲信越 2 1.0      

関東     1 0.5  

近畿 1 0.5      

 

・地域社会のニーズ 

 保育園、幼稚園をはじめ多くの地元企業、医療機関等から求人をいただき、地域に密着

した短期大学としてその要望に応えている。 

 

・地域社会の産業の状況 

 豊橋市は農工商の調和のとれた都市として発展してきたが、中でも特徴的な点は他都市

と比較して第 1 次産業の割合が高く、農業産出額は全国トップクラスとなっている。また

本市の製造業は中小企業がその大部分を占め、小規模事業所の割合が非常に高い。 

そうした中で、三河港は全国 8 位の広さを持つ港であり、背後には自動車産業を中心に

多くの製造業が立地し、平成 22 年の貿易金額は約 2 兆円に達している。特に自動車の輸

出入は、金額・台数ともに輸出は日本第 2 位、輸入は日本一の実績を誇る。 

 

 

 

学科・専攻名 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 備考 

キャリアプラ

ンニング科 

（実務教育科） 

入学定員 150 150 150 150 130 130 130 130 

17年度 

名称変更 

入学者数 123 92 117 94 81 89 77 70 

入学定員 

充足率（%） 
82 61 78 63 62 68 59 54 

収容定員 300 300 300 300 260 260 260 260 

在籍者数 223 210 213 209 175 170 168 150 

収容定員 

充足率（%） 
74 70 71 70 67 65 61 58 

専攻科福祉専

攻 

入学定員 20 20 20 20 20 20 20 20 

 

入学者数 19 10 12 16 22 15 8 15 

入学定員 

充足率（%） 
95 50 60 80 110 75 40 75 

収容定員 20 20 20 20 20 20 20 20 

在籍者数 19 10 12 16 22 15 8 15 

収容定員 

充足率（%） 
95 50 60 80 110 75 40 75 
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・短期大学所在の市区町村の全体図 

JR 豊橋駅より豊橋創造大学短期大学部までの案内図 

  

 

 

（5）課題等に対する向上・充実の状況 

①前回の第三者評価結果における三つの意見の「向上・充実のための課題」で指摘された

事項への対応について 

改善を要する事項 

（向上・充実のための課題） 
対 策 成 果 

全教員が年 1 回以上の公開

授業を行い教員同士の意見

交換を行うなど教育改善に

努力しているが、授業評価

など記録に残すことが望ま

しい。 

授業評価の記録は、参観し

た教員の評価（参考になっ

た点、改善した方が良い点、

学生の授業態度、授業への

参加姿勢など）した記録を

残すようにし、授業担当者

にもフィードバックするよ

うに努力している。 

公開授業を行なうことに

よって、授業方法・授業内

容・シラバスとの整合性等

に工夫と研究が進んでい

る。 

研究費については充分配慮

されていることから、さら

なる研究活動の活性化が望

まれる。 

研究費の使途については毎

年年度当初に書面にて指示

がだされている。研究紀要

委員会より一層の投稿を促

す要請がなされている。ま

た研究費のみならず科研費

獲得のための講習会なども

実施している。 

教育と研究は教員の使命

で、教員各自はその使命を

深く自覚しているところで

あるが、入学してくる学生

の質の変化に対応するのに

腐心していて研究活動に専

念する時問の確保が成果を

左右する状況になっている。 

 

②上記以外で、改善を図った事項について 

特になし 
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③過去 7年間に、文部科学省の設置計画履行状況等調査において留意事項が付せられた短

期大学は、留意事項及びその履行状況を記述する。 

留意事項 履行状況 

豊橋創造大学短期大学部キャリアプランニ

ング科の定員充足率が 70％未満となって

いることから、学生確保に努めるとともに、

入学定員の見直しについて検討すること。 

豊橋創造大学短期大学部キャリアプランニ

ング科の定員割れについては、その対策に

腐心しているところであるが、平成 14 年

実務教育科からキャリアプランニング科

（地域総合学科）に改組し、カリキュラム

の改変も大きく行なったのもその対策の一

貫であった。入学定点の見直しを含めて、

次年度、即ち平成 24 年度早々に「キャリ

アプランニング科在り方検討会」を設置し、

鋭意検討することになっている。 

 

（6）学生データ 

①入学定員、入学者数、入学定員充足率、収容定員、在籍者数、収容定員充足率（評価実

施年度を含む過去 5年間） 

学科・専攻名 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

幼児教育・保育科 

入学定員 100 100 100 100 100 

入学者数 97 61 95 114 103 

入学定員充足率（%） 97 61 95 114 103 

収容定員 200 200 200 200 200 

在籍者数 213 137 156 207 210 

収容定員充足率（%） 107 69 78 104 105 

キャリアプランニング科 

入学定員 150 130 130 130 130 

入学者数 94 81 89 77 70 

入学定員充足率（%） 63 62 68 59 54 

収容定員 300 260 260 260 260 

在籍者数 209 175 170 168 150 

収容定員充足率（%） 70 67 65 61 58 

専攻科福祉専攻 

入学定員 20 20 20 20 20 

入学者数 16 22 15 8 15 

入学定員充足率（%） 80 110 75 40 75 

収容定員 20 20 20 20 20 

在籍者数 16 22 15 8 15 

収容定員充足率（%） 80 110 75 40 75 

 

②卒業者数（人） 

区分 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

幼児教育・保育科 110 113 93 58 88 

キャリアプランニング科 86 102 92 74 85 

専攻科福祉専攻 12 16 22 15 8 
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③退学者数(人） 

区分 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

幼児教育・保育科 6 3 6 2 14 

キャリアプランニング科 11 8 3 5 4 

専攻科福祉専攻 0 0 0 0 0 

 

④休学者数(人） 

区分 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

幼児教育・保育科 4 3 5 6 6 

キャリアプランニング科 6 3 0 2 3 

専攻科福祉専攻 0 0 0 0 0 

 

⑤就職者数(人） 

区分 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

幼児教育・保育科 85 90 73 46 71 

キャリアプランニング科 72 77 55 58 71 

 

⑥進学者数（人） 

区分 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

幼児教育・保育科 15 20 12 6 14 

キャリアプランニング科    1  

 

（7）短期大学設置基準を上回っている状況・短期大学の概要 

①教員組織の概要(人） 

専任教員数                                                     平成 24年 5月 1日現在 

〔イ〕〔ロ〕は短期大学設置基準第 22 条別表第 1 による 

（ ）は兼務 

 

 

 

 

学科・専攻名 

（専攻科を含む） 

専任教員数 
設置基準で 

定める教員数 
助手 

非常

勤教

員 

備考 

教授 

 

准教

授 

 

講師 

 

助教 

 

計 

 

〔イ〕 

 

〔ロ〕 

 

   

幼児教育・保育科 6 4 1 1 12 8 

 

－ 

 

 23  

キャリアプランニング科 5 4 1 0 10 7 

 

－ 

 

 18  

専 攻 科 福 祉 専 攻 (2) (1)  (1)   － 

 

 

 

9  

（小計） 11 8 2 1 22 15 

 

－ 

 

 0 

 

 

〔ロ〕      － 

 

4 

 

   

（合計) 11 8 2 1 22 15 

 

4 

 

 

 

50  
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②教員以外の職員の概要(人） 

 専任 兼任 計 

事務職員 9 21 30 

技術職員 1 1 2 

図書館・学習資源センター等の専門職員 0 0 0 

その他の職員 0 0 0 

 

③校地等（㎡） 

校地等 

区分 専用(㎡) 共用(㎡) 
共用する他の学

校等の専用(㎡) 
計( ㎡ ) 

設置基準上必

要な面積(㎡) 

在籍学生ひとり

当たりの面積(㎡) 

備考 

（共用の状況等） 

校舎敷地  16,295.00  16,295.00 

4,800.00 41.81 

豊橋創造大学 

収容定員 922 

運動場用地  25,023.55 11,440.00 36,463.55  

小計 0.00 41,318.55 11,440.00 52,758.55  

その他  9,235.00  9,235.00  

合計 0.00 50,553.55 11,440.00 61,993.55  

 

④校舎（㎡） 

校舎 

専用(㎡) 共用(㎡) 
共用する他の学

校等の専用(㎡) 
計(㎡) 

設置基準上必

要な面積(㎡) 
備考（共用の状況等） 

3,538.90 5,356.82 10,670.88 19,566.60 4,150.00 
豊橋創造大学 

収容定員 922 

 

⑤教室等（室） 

講義室 演習室 実験実習室 情報処理学習室 語学学習施設 

11 1 28 1 1 

 

⑥専任教員研究室（室） 

専任教員研究室 

23 

 

⑦図書・設備 

学科・専攻課程 

図書 

〔うち外国書〕 

学術雑誌 

〔うち外国書〕（種） 視聴覚資料 

（点） 

機械・器具 

（点） 

標本 

（点）  

（冊） 
 

電子ジャーナル

〔うち外国書〕 

大学と共用 
115,348

〔12,800〕 

522 

〔163〕 

4,521 

〔3,182〕 
1,411 2 0 

 

図書館 
面積（㎡） 閲覧席数 収納可能冊数 

2,016 174 席 147,325 冊 

体育館 

面積（㎡） 体育館以外のスポーツ施設の概要 

2535.43 
屋外テニスコート 

2 面(共用) 

第 1 グランド(共用) 9,200 ㎡ 

第 2 グランド(共用) 8,732.55 ㎡ 
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（8）短期大学の情報の公表について 

①教育情報の公表について 

 事項 公表方法等 

1 大学の教育研究上の目的に関すること ホームページ 

2 教育研究上の基本組織に関すること ホームページ 

3 教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること ホームページ 

4 

入学者に関する受け入れ方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の

数、卒業または修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び

就職等の状況に関すること 

ホームページ、入試ガイ

ド 

5 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること ホームページ、シラバス 

6 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること ホームページ、シラバス 

7 校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること ホームページ 

8 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること ホームページ 

9 大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること ホームページ 

 

②学校法人の財務情報の公表について 

事項 公開方法等 

財産目録、貸借対照表、

収支計算書、事業報告書、

監査報告書 

事業報告書、財産目録、貸借対照表、資金収支・消費収支計算書、監査報告書

のすべてを、ＰＤＦファィルとしてＨＰ上に公開している。また、財務比率表

もＰＤＦファイルとして公開している。 

 

（9）各学科・専攻過程ごとの学習成果について 

・学習成果をどのように規定しているか 

①幼児教育・保育科 

 ディプロマポリシーで、次のように規定している。 

1．豊かな人間性と高い倫理観を備え、幅広い教養と協調性を有する。  

2．幼児教育及び保育職に関する専門知識と技能を有する。 

②キャリアプランニング科 

ディプロマポリシーで、以下のように規定している。 

1．必修科目群からなるコアユニットの履修により、社会人基礎力を養い、汎用性のある

一般事務能力を身につけている。 

2．基礎教養科目の履修により、人間・社会・自然に対する理解を深め、幅広い教養を身

につけている。 

3．自分で選択した専門ユニットにおける体系的学習と、隣接分野を含む多様な学習とに

より、専門性を身につけている。 

 

・どのように学習成果の向上・充実を図っているか 

①幼児教育・保育科 

幼児教育・保育科では学習成果の向上に向け、入学当初から組織的に取り組んでいる。 
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すなわち、新入生全員に対して 90 分間で日本語語彙力・計算力の 2 項目についての基

礎力調査を行い、計算力が低いと判定された学生については、一般教養科目「数学Ⅰ」の

受講を、また、語彙力の点数の低いと判定された学生に対しては、「国語力基礎」「国語力

基礎Ⅱ」の受講を、それぞれ必須とし基礎力の向上に努めている。また、幼児教育・保育

科では可能な限り少人数（17 人～18 人で 1 クラス、6 クラス編成）でクラスを編成し、

基礎学力が不足している学生、理解に時間がかかる学生、つまずきが見られる学生等につ

いて、「入門セミナー」で社会人基礎力を、「基礎セミナー」（1 年次）、「卒業研究セミナー」

（2 年次）単位で、保育者の礎を涵養している。また、併せて常に少人数クラス編成で、個々

の教員の目が届く様に配慮している。 

 また幼児教育・保育科では、保育士資格、幼稚園教諭二種免許を課程認定で取得できる

が、これらは教育職員免許法や児童福祉法施行規則により、規定の単位の取得、並びに幼

稚園実習、保育実習等での実習先（第三者による）での評価が必要であるため、学習成果

の向上並びに達成については、よりその成果は明確なものと考えられる。こうした学習成

果向上については、定期的に科会、教務委員会等で評価基準の見直しをする機会が提供で

きる環境にあることも申し添える。 

②キャリアプランニング科 

キャリアプランニング科の学習成果については、次のような手法で向上・充実を図って

いる。 

・入学前の課題として、「自分史」を書かせ、自分のこれまでを振り返る機会としている。 

・入学前に、入学予定者を集め、事前学習会を開催し大学教育への円滑な導入を図ってい

る。 

・担任制をとり、きめ細かく対応している。オフィス・アワーを設け、学生に対応してい

る。 

・学内のパソコン LAN 環境、無線 LAN 環境、図書・情報センターを整備している。 

・重要な情報は、学生の携帯電話に送り届けている。 

・キャリアプランニングⅠ・Ⅱという科目が、初年次教育の役割を果たしている。 

・「特別研究セミナー」の授業では、アクティブラーニングの手法を活用し、プロジェクト

活動を実施している。 

・希望者には、インターンシップの機会を設けている。 

・科内の教員同士、教職員間の連絡を密にとっている。 

 ただし、学習成果・向上の度合いを数値データで客観的に示せるかと言うと、どうした

ものかと困ってしまう。成績で学習成果の一面を表すことはできるわけだが、たとえば就

職活動で言えば、企業側の学生評価は成績に直結しているとは言えない。 

全学的に「あいさつ運動」を進めており、廊下ですれ違いざま会釈を交わすようになっ

たり、学生と教員とが親しく接触し、短期大学に来たことに喜びを感じてくれたり、人間

として成熟度は上がっているように思うが、こういったことは数値化できない。 

 

（10）オフキャンパス、遠隔教育、通信教育のその他の教育プログラム 

オフキャンパス、遠隔教育、通信教育、その他の教育プログラムは実施していない。 
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（11）公的資金の適正管理の状況  

・公的資金の適正管理の方針及び実施状況を記述する（公的研究費補助金取扱に関する規

程、不正防止などの管理体制など）。 

平成 19 年 2 月 15 日文部科学大臣決定による「研究機関における公的研究費の管理・監

査のガイドライン（実施基準）」にもとづき、関連規程(豊橋創造大学・豊橋創造大学短期

大学部における公的研究費の管理･監査体制に関する規程)の整備や責任体系を構築した。 

規程において適正な運営方法として公的研究費に係る事務処理は、総務部庶務課で所管

する旨を規定した。 

事務手続きに関する研究者及び事務職員の権限と責任の明確化については、学則に職員

の職務を定義していることにより理解を共有しているとみなされている。 

公的資金が原資であるため、執行にあたっては、金額の多寡に関わらず、支出行為伺を

経て事務局発注とするように努めている。また、納品時には事務局窓口で検収する体制を

とっている。 

公的研究費を管理する専門委員会等の組織はないが、日々の決裁や報告で部局責任者か

ら最高管理責任者までは伝達がなされている。不備や疑問があれば指摘があるのでチェッ

クは機能している。 

 

（12）その他 

・上記以外に、評価員が理解を深めるのに役立つ情報があれば記述する。 

 特になし 
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2．自己点検・評価報告書の概要 

・概要は、4つの基準にもとづいて記述する。（1600字程度） 

【基準Ⅰ建学の精神と教育の効果】 

 本学の創立者である伊藤卯一は、建学の精神を「誠をもって勤倹譲を行え」と設定しそ

の教育理念は本学及び本学園の基本理念として確立している。学園建学の精神と短期大学

部として又幼児教育・保育科、キャリアプランニング科の科としてそれぞれ教育理念・教

育目標が設定されている。これらの精神と理念に基づき、2 科の 3 つのポリシーが明示さ

れている。建学の精神「誠をもって勤倹譲を行え」は学舎の要所要所に掲額されるととも

に、シラバス（履修案内）には教育目標・3 つのポリシーとともに具体的に記載されてい

る。この精神は常々学生に、学長はじめ教員により教導することにより、教育の効果に寄

与している。自己点検・評価は毎年度学長への答申として報告され、次年度の事業計画に

反映することとなっている。 

【基準Ⅱ 教育課程と学生支援】 

 入学者受入方針、教育課程の編成・実施に関する方針、卒業認定・学位授与に関する方

針は、それぞれアドミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリ

シーとして明確化され、シラバスにも記載され周知の努力をしている。教員は担当科目の

到達目標を考慮しながら学習結果より、その成果を評価している。学生の獲得した成果の

評価は、定期試験を始め小テスト、レポート、製作物、出席状況、授業態度等を含めて厳

格に評価している。 

 学生の生活全般についての指導・相談も教職員が連携して、丁寧なサービスに努めてい

る。また奨学金制度も、本学独自のものを含め各種のものが用意されている。キャリアサ

ポートセンターは、緻密な就職支援を計画し、個々の学生への指導・助言をきめ細かく行

なうことによって、高い就職率を誇っている。また来年度に向け、資格取得奨励金制度を

設ける検討も行なっている。 

【基準Ⅲ 教育資源と財的資源】 

 専任教員数は短期大学設置基準を充足しており、教員の研究成果は、本学「研究紀要」

やそれぞれの所属学会で公表されている。またファカルティ・ディベロップメント活動も

年を重ねる毎に活発になっている。全学的な合同 FD 委員会が隔月に開催され、かつ短期

大学部及び各科の FD 活動も行なわれ、公開授業も教員相互の授業参観により、業後の意

見交換を通して授業改善に繋げている。専任教員のみならず非常勤講師にも参加を呼び掛

けている。また事務職員の SD 活動も実施し業務の改善、効率化に努めている。 

 施設設備の維持管理等については、「学園固定資産及び物品管理規程」、「学園経理規 

程」、「学園資金運用規程」等に基づいて適切に処理されている。 

 学習成果の一層の向上をめざして、情報関係の「サポートセンター」を設置し、教職員

は勿論のこと PC 利用技術に関する学生支援を行なっている。本学の学内 LAN システム

は、高速ネットワークを柱として、学内外のあらゆる場所から高いセキュリティをともなっ

たネットワークアクセスおよびサービスの提供等も行なっている。同時にこれら環境整備

のために適宜機器の更新がなされている。資金収支・消費収支・貸借対照表・監査報告書

等は決算終了後、学内報、保護者、官庁等広く公開している。 

【基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス】 
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 学園全体の統治・管理はしっかり機能している。寄付行為に基づき理事会、評議委員会

は定期的に開かれ、かつ原則毎月（理事会、評議委員会開催月を除く）常任理事会が開催

され協議、提言、報告が活発に実施されている。運営協議会（平成 24 年度から「運営幹

部会」に改編）には理事長・学長が必ず出席し、学習成果の向上・改善、教育環境整備等

について精力的にリーダーシップを発揮している。教授会、各科会・委員会は教育研究上

必要な事項について毎月定期的に又臨時に開催され提案、協議され、その内容の共有化を

はかっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



豊橋創造大学短期大学部 

 

 - 17 - 

3．自己点検・評価の組織と活動 

・自己点検・評価委員会（担当者、構成委員） 

理事長、学長、副学長、図書館長、幼児教育・保育科長、キャリアプランニング科長、

専攻科長、事務局長，法人事務局長、短期大学専門部会長で構成 

 

・自己点検・評価の組織図（規程は提出資料） 

 

 

 

 

 

 

・組織が機能していることの記述（根拠を元に） 

 自己点検・評価の組織は前掲に示したように、自己点検・評価委員会と自己点検・評価

委員会専門部会に分かれ、後者は更に教学部門と法人部門に分かれている。 

 自己点検・評価委員会は隔月（偶数月）第 1 水曜日の運営協議会後に開催され、各種課

題の協議、検討がなされ、次年度報告書の対応等を含め各専門部会長等から報告がなされ

ている。 

 

・自己点検・評価報告書完成までの活動記録 

平成 23 年度 自己点検・評価報告書完成までの活動記録 

年 月 報告書作成スケジュール 短期大学部専門部会活動 

平成 23 年 

10 月  第三者評価報告書作成計画 

11 月 

新短期大学評価基準配布 

新自己点検・評価報告書作成マニュアル配布 

第 1 回自己点検・評価報告書作成分担案配布 

部課長会 

12 月 

新短期大学評価基準配布 

新自己点検・評価報告書作成マニュアル配布 

第 1 回自己点検・評価報告書作成分担案配布 

全学自己点検・評価委員会 

平成 24 年 

5 月  第三者評価報告書作成計画 

6 月 第 2 回自己点検・評価報告書作成分担案配布 部課長会・担当教員 

7 月 自己点検・評価報告書作成スケジュール配布 執筆開始 

9 月 自己点検・評価報告書作成スケジュール配布 全学自己点検・評価委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自己点検・評価委員会 

短期大学部 
専門部会 

事務局 
専門部会 

法人本部・事務局 
専門部会 
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【基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果】 

・基準Ⅰの自己点検・評価の概要を記述する。 

（a）基準Ⅰの自己点検・評価の要約を記述する。 

本学を設置する学校法人藤ノ花学園の建学の精神は、「誠をもって勤倹譲を行え」であり、

これは、創立者・伊藤卯一が二宮尊徳翁の生活信条に基づいて定めたもので、明治 35 年

の学園創立以来一貫して受け継がれている。また教育理念は学則第 1 条に示され、その精

神と理念に基づき各科の教育目標が 3 つのポリシーとしてシラバス等に明示されている。

建学の精神は学内の主要なところに掲額され、学生達の目に常に触れ精神陶冶に寄与して

いる。学習成果の評価は、基本的には定期試験、小テスト、レポート、制作物、出席状況、

授業態度等を評価材料として判定している。教育の向上・充実を目指してその効果を上げ

るために、授業計画の策定→実践→評価→改善といった所謂 PDCA サイクルのプロセスを

通して目標達成に努めている。 

 平成 23 年度事業計画には各科・各委員会から提出された計画に基づいて、全学的に教

育の向上・充実のための取り組みがなされている。そこには種々な改善策が提案され実践

されてきた。 

 自己点検・評価活動は、理事長・学長参加のもとに隔月に開かれる自己点検・評価委員

会において問題・課題点について検討をしている。また合同 FD 委員会も隔月に開催され

教育評価の在り方、教員研修等を積極的に推進している。年度毎の自己点検・評価報告書

は教職員全員に配布され、教育効果向上のために寄与していると考えられる。常任理事会

は原則毎月開催され、学園全体のさらなるレベルアップと特徴ある学校造りの方策につい

て検討合議をし、大学を含め学園全体の教職員が共通理解を得る努力をしている。 

 建学の精神を継承し、教育の成果を考える時、本学の就職内定率の高さは、外部地域社

会の評価を得ている結果と思量している。 

 

（b）基準Ⅰの自己点検・評価に基づく行動計画を記述する。 

 本学では今まで実施してきた自己点検・評価に基づき、学生の能力に応じたより良い教

育の実現のために改善努力をしてきた。それを基礎に建学の精神と教育の効果を一層向上

するために、その目標に向かって教職員に周知徹底を不断に図るとともに、学生に対して

は入学式に始まって各期のガイダンス、授業、各種配布物等あらゆる機会を通してその趣

旨を周知すること、またとかく手薄になりがちだった非常勤講師等への趣旨説明と協力を

仰ぐ努力を更に深化させる行動をとる。このことによって学則の目的および使命に示され

る新しい時代に適応する職業的教育、ならびに有為な社会の形成者の育成を図り地域社会

に信頼される教育環境の構築を目指す。 
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【テーマ】 

基準Ⅰ‐A 建学の精神 

・基準Ⅰ‐Aの自己点検・評価の概要を記述する。 

（a）テーマ全体の自己点検・評価の要約を記述する。 

 本短期大学部は勿論のこと学園創立以来、建学の精神である「誠をもって勤倹譲を行え」

を本学の教育の根幹としてきた。職業的実学教育と有為な社会の形成者として人格陶冶を

教育の理念・目的としてきた。この建学の精神は入学式での学長・理事長の式辞、挨拶に

始まって、オリエンテーション、各期ガイダンス等多くの機会を通し訓示され、学内の各

所に墨跡による掲額がなされ、教職員・学生を含め学内外に共有、公示されている。 

 

（b）自己点検・評価に基づく改善計画を記述する。 

 建学の精神および教育の理念・目的は、創立以来 30 年を迎えようとしている本学にとっ

て、日々の教育活動にほぼ定着し確立しているが、短期大学の宿命でもある学生達の新陳

代謝が速いため、この精神を短期に周知教育するためのより有効な方策を検討する。 

 

【区分】 

基準Ⅰ‐A‐1 建学の精神が確立している。 

・以下の観点を参照し、基準Ⅰ‐A‐1の自己点検・評価の概要を記述する。 

（a）自己点検・評価を基に現状を記述する。 

 学園の創立者・伊藤卯一の首唱した建学の精神「誠をもって勤倹譲を行え」は、本学創

立以来はや 30 年が経とうとしている。この精神と理念は常時、理事会、常任理事会、評

議委員会、教授会、学内各種委員会で確認され、学生達には入学式に始まりオリエンテー

ション、ガイダンス等、また「シラバス」、「生活案内・諸規程集」、各種大学案内等に記載

され、また学内の目に触れやすい各所にこの精神が墨書掲額されている。このことから建

学の精神、教育理念・目的は学内外において共有され継承、確立されている。 

 

（b）自己点検・評価を基に課題を記述する。 

 建学の精神が継承、確立されていくために、短期大学の宿命でもある学生達の新陳代謝

が速いため、短期に周知教育しその効果を如何にして上げるかが課題である。 
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【テーマ】 

基準Ⅰ‐B 教育の効果 

・基準Ⅰ‐Bの自己点検・評価の概要を記述する。 

（a）テーマ全体の自己点検・評価の要約を記述する。 

 本学は建学の精神に基づき、文化の向上を目指し創造性豊かな人問味あふれる人格の形

成と、新しい時代に適応する職業的教育を目的とし、人類の福祉に貢献し得る心身ともに

健全な社会の形成者を育成することを使命としている。更に具体的には各科の教育目標を

達成するために、3 つのポリシーが明示されている。即ち 1．アドミッション・ポリシー

（入学者受入方針）、2．カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施に関する方針）3．

ディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与に関する方針）として表明され、シラバスに

も具体的に記載され学生にも分かりやすく表示されている。同様に学習成果の測定も定期

試験、小テスト、レポート、制作物、授業への参加度等を考慮し、教育評価を実施してい

る。年度ごとの事業計画の策定と実施に当たっては、各科会、教務委員会等をはじめ各委

員会を通し教育効果向上改善のための検討と提案をしている。学生による授業評価、教員

の相互授業参観制度、学生就職先企業等の評価意見、高等学校からの評価等を解析し質の

向上・充実にとりくんでいる。 

 

（b）自己点検・評価に基づく改善計画を記述する。 

 本学の教育活動が、建学の精神、理念、目的、目標に対応したより質の高い充実したも

のにするため、様々な方法をとり改善の努力をしてきた。今後一層の教育効果を期すため

学生の質の変化や社会の変化、ニーズに対応するように、カリキュラムの点検・改善や、

学習成果の評価方法について、企業や同窓会、卒業生に対する調査等を実施し、本学の方

針に反映できる仕組みを改善構築する必要がある。 

 

【区分】 

基準Ⅰ‐B‐1 教育目的・目標が確立している。 

・以下の観点を参照し、基準Ⅰ‐B‐1の自己点検・評価の概要を記述する。 

（a）自己点検・評価を基に現状を記述する。 

①幼児教育・保育科 

短期大学部の教育理念に則り、豊かな感性と高い専門職意識、時代の変化に適応できる

柔軟性や実践力を兼ね備えた保育者の育成を目標としている。 

また、平成 20 年文部科学省中央教育審議会により「教学経営における 3 つのポリシー」

の明確化方針を受け、幼児教育・保育科では、アドミッションポリシー、カリキュラムポ

リシー、ディプロマポリシーの 3 つのポリシーを策定し、教育目的・目標の明確化に努め

ている。 

②キャリアプランニング科 

 科の教育目的・目標は、以下のように建学の精神に基づき明示されており、学習成果も

明確に示されている。 

「短期大学部の教育理念に則り、社会人として求められる基礎学力、教養やマナーを身につ

けさせると同時に、健全な勤労観、職業人意識を育成し、時代の要請に沿った専門的教育
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を施し、社会に貢献できる人材を養成することを目標とする」 

 この教育目的・目標は、大学のホームページで公開し、オープンキャンパスでも紹介し

ている。 

 この教育目的・目標は、平成 22 年度に見直したものである。 

 

（b）自己点検・評価を基に課題を記述する。 

①幼児教育・保育科 

幼児教育・保育科では、3 つのポリシーに基づき、カリキュラムマップを作成している。

それぞれの科目等の目標が明確化しているが、それぞれの目標・目的の「濃淡」を調整し

て行くことが今後の課題である。 

②キャリアプランニング科 

 建学の精神は、揺らぐものではない。本学園創設者の建学の精神は今日まで引き継がれ

ており、曖昧になったことはない。科の教育目的・目標については、毎年変えるような性

質のものではないが、ことあるごとに建学の精神・教育目標に立ち戻り、「これからも教え

ていきたいこと」を確認し、それを骨格にして「これからの社会の要請」にどう応え、我々

の存在意義をどこに見出していくのか、自問することを今まで通り続けていきたい。 

地域に密着した短期大学をどう存続させていくかということは、常に緊急度の高い課題

である。ただし、組織の存続自体が自己目的化しないように、常に建学の精神に立ち戻っ

て考えている。目的まで立ち戻っての自己点検・評価活動が、短期大学改革、学生サービ

ス充実活動、パブリシティ向上活動をさらに推し進める役目を果たさなければならないと

考え取り組んでいる。 

 

基準Ⅰ‐B‐2 学習成果を定めている。 

・以下の観点を参照し、基準Ⅰ‐B‐2の自己点検・評価の概要を記述する。 

（a）自己点検・評価を基に現状を記述する。 

①幼児教育・保育科 

学習成果の測定は、学習の質を保証するうえで極めて重要なものである。基本的には各

セメスター毎の定期試験、レポートや制作物（作品）等、授業態度などを判断材料とし、

成績評価をしている。具体的成果の指標としては、履修案内により、各科目の具体的到達

目標や科目概要、授業計画、成績評価の方法などを明示・公開している。 

学則においても第 10 条に「授業科目を履修し、その試験に合格した者には単位を与え

る。2．試験等の評価は優、良、可、不可をもって表わし、可以上を合格とする」と記述

されている。 

幼児教育・保育科では、保育士資格、幼稚園教諭二種免許を課程認定で取得できるが、

これらは教育職員免許法や児童福祉法施行規則により、規定の単位の取得、並びに幼稚園

実習、保育実習等での実習先（第三者による）での評価が必要であるため、学習成果の達

成については、よりその成果は明確になり、信憑性を生む。こうした学習成果については、

定期的に科会、教務委員会等で評価基準の見直しをする機会が提供できる環境にある、こ

とも申し添える。 

また本学の建学の精神である「誠をもって勤倹譲を行え」について具体的に詳述するな
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らば、実用的な知識・技能を修得し、実践する過程を通して人間性を高めることを意味す

る。一連の学習成果を定めていることは、この建学の精神の具現化に他ならない、と考え

る。 

②キャリアプランニング科 

 学習成果は、ディプロマ・ポリシーとして、以下のように建学の精神に基づき明確に示

している。 

1．必修科目群からなるコアユニットの履修により、社会人基礎力を養い、汎用性のある

一般事務能力を身につけている。 

2．基礎教養科目の履修により、人間・社会・自然に対する理解を深め、幅広い教養を身

につけている。 

3．自分で選択した専門ユニットにおける体系的学習と、隣接分野を含む多様な学習とに

より、専門性を身につけている。 

 これらの学習成果は、本科の教育目的・目標と整合性のとれたものである。 

 学習成果は、科目ごと・学生ごとに集計できる仕組みが出来上がって活用されている。

学生ごとに登録科目数・最終評価を一覧でき、個別指導に役立てている。 

 科の学習成果は、単位認定の状況表をつくり自己点検・評価報告書に記載し、公開して

いる。 

 学習成果は、成績評価がなされる半期ごとに点検している。 

 

（b）自己点検・評価を基に課題を記述する。 

①幼児教育・保育科 

幼児教育・保育科では、建学の精神と教育の理念に基づく、教育目標や履修要項におい

て、上述したように学習成果は明確に示され、点検する環境も整っている。しかしながら、

少子化、大学全入時代を迎え、学生の質の変化や社会のニーズへの対応を必要とするため、

常に時代趨勢を読み取り、科の教育目標、教育課程や履修要項に反映できるよう努めるこ

とが必要になる。また、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は、学

習評価の最新業績等に常に留意して行くことが必要である。 

②キャリアプランニング科 

 個々の科目については、優・良・可という具体的な評価がなされるわけだが、それらの

総体で、ある意味抽象的に書かれている卒業時点での学習成果の達成度合いをどう評価し

たらいいのか、そのことは課題である。大学での成績評価と、企業人からの学生評価が必

ずしも一致していないという問題がある。大学での成績は覚えている知識を評価する面が

強く、知識を応用する力はあるのか、コミュニケーション能力はあるのか、自ら問題を発

見する力はあるのか、正解がない問題に答えを見出していく力はあるのか、人間力を身に

つけたか、といった面をとらえきれていない。結局は、教育内容・教育方法を変えていく

ことに行きつくと思う。 

 

基準Ⅰ‐B‐3 教育の質を保証している。 

・以下の観点を参照し、基準Ⅰ‐B‐3の自己点検・評価の概要を記述する。 

（a）自己点検・評価を基に現状を記述する。 
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①幼児教育・保育科 

幼児教育・保育科では、建学の精神と教育の理念に基づく教育を着実に実施するように

努めており、併せてその向上・充実を図るため、様々な取り組みを行っている。その PDCA

サイクルは次のとおりである。 

1．先ず、毎年学長から、年度末に翌年の各学科への事業計画案の提出が求められる。幼

児教育・保育科の場合は、科会等において前年度の反省点・改善点を踏まえ、事業計画案

を立案する。この案は、学長に提出され、学長とのブリーフィング、並びに学長査証後、

理事会へ提出され、審議後、執行される。 

この決定された事業計画に従って幼児教育・保育科では、その計画が実施に移されて行く。 

2．特に教育課程の改善・改訂については、幼児教育・保育科では、幼稚園教諭 2 種免許

状、保育士資格の課程認定があるため、毎年、幼児教育・保育科科会、さらには教務委員

会、教学部教務課と協力し、文部科学省、厚生労働省、そして内閣府等の動向に応えられ

るように準備している。 

3．平成 17 年度から自己点検・評価委員会の中に、自己点検・評価委員会専門部会、FD

分科会を設け、授業評価などの問題を含む様々な学内の問題について、具体的な改善、改

革に着手していく組織作りが行われてきている。 

次に学習成果のアセスメントとしては、以下の通りの方法・手段を講じている。 

a．学習成果のアセスメントとしては、本学では単位認定について、以下のように学則に

記してある。学則第 10 条に「授業科目を履修し、その試験に合格した者には、単位を与

える。2．試験等の評価は優、良、可、不可をもって表わし、可以上を合格とする。」とあ

る。 

b．次に授業運営面での質の保証であるが、大学全入時代の影響か、学力の面で問題を感

じる学生も増加傾向にある。授業内容が理解できず、授業を欠席するということのないよ

う、学力不足を補う講座を開講し、基礎学力をつける指導を行っている。また、最近では

プレイスメントテストを行い、基礎学力をつける指導が効果的に行われているか確認して

いる。平時の授業も、学生の理解度と興味を高めるための授業改善を行い、学生の自発的

な学習意欲を引き出すよう努力している。 

c．この一連の授業運営が円滑に行われているかどうかを確認するために、授業評価アンケー

トを各セメスターの授業終了時（14～5 回目の授業時）に実施している。非常勤を含む全

教員が受講者数の多い科目を中心に 1～2科目を目安に実施している。教員が希望すれば、

アンケートを実施する科目や項目を増やすことができる。学生が良いと感じた点・改善し

て欲しいと感じた点を把握しやすいようにするため、自由記述欄を設けている。 

評価結果は担当教員に配布されている。教員はその結果を分析し今後の授業への改善点

をまとめ、報告書を作成している。報告書は一冊にまとめられ、図書館で教員・学生が自

由に閲覧出来るようにしている。また、理事長・学長・副学長・事務局長・科長は教員の

アンケート結果を閲覧出来るようになっている。 

幼児教育・保育科においては、入門セミナーや卒業研究セミナーの担当教員を通じて、

学生が関心を持つテーマを聞き取り特別講義などを実施し、学生が幅広い見識を養えるよ

う努めている。これら特別講義などを実施した際は、学生にアンケートを実施し、次回以

降の参考としている。 
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d．学生の生活指導については、月 1 回の定例科会で、実習・行事・就職・単位認定など

の諸問題について、協議や報告、意見交換を行っている。その席上では、個別具体的な話

し合いを行い、協力体制を敷いて一人ひとりの問題解決に取り組んでいる。 

e．授業実践については、毎年公開授業を行い、教員間のアドバイスを得て、真摯に授業改

善に取り組む教員の姿が多く見られるようになって来た。平成 22 年度には専任教員全員

が「授業の相互参観」を実施しいっそうの改革、改善に努めた。 

f．就職先の評価については、就職担当教職員が直接面談による聞き取りを行っている。多

くは事業所への求人開拓の際や、卒業生の就労状況等の聞き取りの際、あるいは地区別に

定例で本学が開催する実習・就職懇談会（保育園・幼稚園・施設対象）の席上、保育実習・

教育実習・施設実習の折や、本学独自に主催する企業展などにおいて関係者から評価を聴

取している。実習・就職懇談会では忌憚のない意見交換がなされ、大変参考になる。実習

先では卒業生個人の評価を伺うことも多く、一喜一憂することがしばしばである。多くは

卒業後の本人の研鑽もあって、それぞれの事業所や園・施設の戦力となって活躍するもの

が多い。卒業生の評価は卒業生個人による差が大きいため、本学独自の傾向として把握す

ることは難しい。しかし、長年の就職率の高さからみて、社会から本学の教育に対する信

頼と指導体制は評価されている。 

②キャリアプランニング科 

 教務課が主となって、学校教育法・短期大学設置基準法等の関係法令の変更などを適宜

確認し、法令遵守に努めていることは言うまでもないことである。 

 教育の質を保証するために所定の卒業要件を定め、それを満たした場合のみに短期大学

士の学位を授与している。 

 PDCA 活動の柱として挙げられるのは、偶数月に全学組織として開催される自己点検・

評価委員会である。各学科からの課題を皆で議論している。各教員の PDCA 活動は、［シ

ラバス作成］→［授業の実施］→［学生からの授業評価アンケート］→［それに対する FD

シートの提出］→［改善事項を反映した次年度のシラバス作成］といったサイクルである。

短大部全体の教務委員会では、教育上の問題点・改善提案を両科で共有している。 

 

(b)自己点検・評価を基に課題を記述する。 

①幼児教育・保育科 

現在は、学生達の授業への出席回数に一定の基準を設けて受験資格を付与している。こ

れらのことは毎年度発行しているシラバス（履修案内）に「履修上の基礎知識」として提

示されている。授業担当教員に対する単位認定の基準は特段の定めはなく、担当教員の独

自性に委ねている。したがって評価は絶対評価方式をとっているため、時には教員によっ

て、甘い評価・辛い評価といった指摘がなされることがある。このため優、良、可等の比

率配分を導入した相対評価方式を提案する声もあるが、現在のところこうした問題が生じ

た場合は、科の会議で調整している。 

 評価はその授業の目標の達成度を見る上で重要な指標となるため、担当教員のより客観

的な評価姿勢を醸成していくよう、教員相互間の意見交換、意思疎通を図っていく必要が

ある。評価は、前述のように優、良、可、不可をもって表わしているが、学内では学生の

学習意欲向上のため「優」の上位評価として「特優」を設けているが、これはあくまでも
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学生指導上の扱いであって、対外的には学則に従った表記で示している。学習成果の査定

は重要度が高いものであるので、より精度の高いものを構築し、教育の質を保証する具体

策の改善につなげて行く必要があると考える。 

②キャリアプランニング科 

 教育の質というものが、必ずしも数量的な評価に馴染むものばかりではないので、どう

評価し、どう改善活動につなげたらよいのか、ことあるたびに議論している。 
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【テーマ】 

基準Ⅰ‐C 自己点検・評価 

・基準Ⅰ‐Cの自己点検・評価の概要を記述する。 

（a）テーマ全体の自己点検・評価の要約を記述する。 

①幼児教育・保育科 

幼児教育・保育科では、自己点検・評価活動は、先述した「三つのポリシー」を保証す

る重要な活動であると認識し、活動している。また、多様化する保育ニーズへ応えるため

に、本活動は益々重要性を増し、常にフレキシブルに対応して行く姿勢が重要であると考

えている。 

②キャリアプランニング科 

 本科では自己点検・評価活動は、大学の「出口」における質の保証を図り、短期大学と

して地域のニーズに応え、受験生にとって魅力的な学科であり続けるためになくてはなら

ない活動だと認識し、実施している。 

 

（b）自己点検・評価に基づく改善計画を記述する。 

①幼児教育・保育科 

「短期大学評価基準」に準じることは当然であるが、科として、「短期大学評価基準」を

一層補完するような、独自の基準を策定することが今後の課題となる。 

すなわち、具体的には幼児教育・保育科の場合、少人数の授業展開、さらには多くの免

許関係の科目もあることから、各教室の使用時間、時間割調整が年々難しくなってきてい

る。授業内容に目を転じると、カリキュラム上の隣接教科を担当する教員間の話し合いが、

充分できないことが多いのが実状である。授業内容について、教員間での総合的な意思疎

通・連携を行い、効率的、効果的に授業運営にあたる必要がある。これらについては、後

述のカリキュラムマップを作成することで、授業内容の効率性を図り、教員相互間での情

報流通の保証、さらには学生の学力向上への保証と繋げて行く、連綿とした組織強化が課

題である。 

②キャリアプランニング科 

 自己点検・評価活動として、「短期大学評価基準」で挙げられている基準に基づいて活動

するのは当然のこととして、自己点検・評価活動そのものを厳しく見直してみたい。 

 まず、不十分だと認識している点は、本科独自の自己点検・評価項目を設定できていな

いことである。 

 科全体の活動となっているかどうかも課題である。自己点検・評価報告書の作成に関わ

る教職員は、それなりに意識が高くなるものかもしれないが、関わっていない教職員は、

全体を俯瞰する視野を持たず、当事者意識は希薄になりがちである。せっかく自己点検・

評価書を毎年作成するのであるから、その作成プロセスが改善・改革の契機として機能す

るようにしたい。 

 まずは、いろいろな部署で教職員同士がピア・レビューを始めることが第一ステップだ

ろうか。 

 自己点検・評価活動は、在学生の満足度を改善するのにはこれまで有効に機能してきて

いる。ただし、本科がここ数年直面している「定員割れ」に関しては、有効な解決策を打
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ち出せずにいる。 

 

【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。 

・以下の観点を参照し、基準Ⅰ‐C‐1の自己点検・評価の概要を記述する。 

（a）自己点検・評価を基に現状を記述する。 

①幼児教育・保育科 

 本学では「学校教育法」第 109 条第 1 項並びに「短期大学設置基準」第 2 条に基づき、

「学校法人藤ノ花学園自己点検・評価委員会規程」を設け、自己点検・評価委員会を設置し

ている。そして、その目的としては同規程第 2 条に「…豊橋創造大学短期大学部教育研究

水準の向上を図り、その設置目的及び社会的使命を達成するため、自己点検・評価の作業

を統括する」としている。委員会の構成は、同規定 4 条に示されるメンバーで構成され、

その下に教学部門と法人部門の 2 部門に分け、それぞれの部門に専門部会を設けている。 

 すでに、本学では平成 4 年度から「年次報告書」を毎年度発行しており、その間、法改

正による第三者評価の開始に伴って、認証評価機関である短期大学基準協会の「短期大学

評価基準」「自己点検・評価報告書作成マニュアル」に準拠した本学の「年次報告書」の作

成に平成 17 年度からとりかかり、平成 19 年秋第三者評価の訪問調査を受け適格と認定さ

れ現在に至っている。 

 従来も点検・評価項目における実態の調査、検査作業、さらに、「担当部局」「専門部会」

「自己点検・評価委員会」「教授会」「常任理事会」「理事会」などの組織のプロセスを経て、

点検・評価を行ってきたが、第三者評価を前提にした年次報告書作成は教職員の自己点検・

評価に対する認識をこれまで以上に高めた。 
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学校法人藤ノ花学園自己点検・評価委員会組織図（平成 23 年度） 

自己点検・

評価委員会 

委員長：木村和夫 

理事長、学長、副学長、図書館長、地域貢献センター長、大学院経営情報学研究科長、大学

院健康科学研究科長、情報ビジネス学部長、保健医療学部長、キャリアデザイン学科長、理

学療法学科長、看護学科長、幼児教育・保育科長、キャリアプランニング科長、専攻科長、

事務局長、法人事務局長、専門部会長 

自己点検・

評価委員会 

専門部会 

教学部門 

大学院 

専門部会 

大学院専門部会長：三好哲也 

佐藤勝尚 後藤勝正 三好哲也 

学部 

専門部会 

学部専門部会長：稲田充男 

情報ビジネス学部 今井正文 見目喜重 佐藤勝尚 島田大助 

         中野聡 三好哲也 森田和正 山口満 

保健医療学部 稲田充男 柿原加代子 加藤知佳子 

       後藤勝正 清水和彦 中川博文 森田せつ子 

短期大学部

専門部会 

短期大学部専門部会長：千賀博巳 

青嶋由美子 今泉仁志 加藤三雄 木村和夫 佐野真一郎 

鈴木哲喜 千賀博巳 長谷川正志 藤本逸子 村松史子 

事務局専門

部会 

事務局専門部会長：前川文男 

前川文男 稲田充男 中村隆三 千賀博巳 夏目好男 村松史子

伊藤欣也 佐々木令 中島剛 平松靖一郎 中島慶子 

法人部門 

法人本部・

事務局 

専門部会 

法人専門部会長：前川文男 

前川文男 井下寛治 伊藤晴康 伊藤貴章 

第三者評価を受ける際の責任者 

 豊橋創造大学 連絡調整責任者 ・・・・ 稲田充男 

 豊橋創造大学短期大学部 AOL ・・・ 千賀博巳 

 

 次に年次報告書の発行状況であるが、以下の通りである。 

  平成 19 年度（2007 年度）平成 21 年 1 月 21 日発行 

  平成 20 年度（2008 年度）平成 22 年 3 月 29 日 PDF 版作成 

  平成 21 年度（2009 年度）平成 22 年 11 月 26 日 PDF 版作成 

  平成 22 年度（2010 年度）平成 23 年 11 月 30 日 PDF 版作成 

そして、主な年次報告書配布先は、以下の通りである。 

 平成 19 年度版は 官公庁(文部科学省ほか)、各種団体(商工会議所ほか)、報道関係、県・

市・町村役場の長、ロータリークラブ・ライオンズクラブなど、法人役員など、本学教職

員、近隣大学などに配布した。 

 平成20年度(2008年度)版からPDF版を作成し、当大学のホームページで公開している。 

②キャリアプランニング科 

 自己点検・評価のための規程は、「自己点検・評価委員会規程」として整備され、委員会

組織も構成されている。 

 局面局面でうまくいかなかったことを次回はなんとかしよう、という動き方をしている

という点では、日常的に自己点検・評価がなされているとも言える。 

 毎年、自己点検・評価報告書を発行している。 

 全学組織の自己点検・評価委員会には科長が参加し、科の意見を上げている。自己点検・

評価委員会の下部組織である専門部会には、50%程度の教員が参加している。 

平成 23 年度から、すべての教員は「教員業績・自己評価シート」を学長と科長に提出

することになった。これは、教育活動・研究業績・社会貢献活動・学内行政活動について
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各教員が自己申告するものである。曲がりなりにも教員評価システムが動き始めたわけで

ある。年度末にその 1年間を総括することで、各教員の反省と改善に結びつくと考えられ、

試験運用を始めた。 

 日常的な活動で、自己点検・評価の成果は活用されている。 

 

（b）自己点検・評価を基に課題を記述する。 

①幼児教育・保育科 

自己点検・評価報告書の作成には教員の約 50％、職員の大部分が関与した。今後、より

多くの教員が参加していける体制を整えるのが望ましい。個々の教職員の更なる達成意識

と責任感が醸成される一層の制度作りに向け、改善していきたい。 

②キャリアプランニング科 

 科長としては「教員業績・自己評価シート」については、教員同士の単純な数値上の比

較などはしないで、まずは学内業務の公平な負担を考える際の資料としたい。教員の研究

業績は数値化しやすく、評価する仕組みはいろいろあるが、教育活動を評価する指標は、

具体的活動内容まで踏み込んでいないので不十分なものだと考えている。 

 授業については FD 活動として、教員への公開授業を実施している。一般的傾向として

は、教員は良い点を見せたがり、その一方で聴講している同僚教員には公開教員に対する

遠慮があり、問題点を指摘しづらいということがある。良好な人間関係を維持するには、

評価する場合も、まず良い点を褒め、問題点はあくまで改善方法をアドバイスするという

姿勢にとどめ、批判的な態度をとらない注意が重要である。 

 自己点検・評価報告書の発行時期は遅れがちであり、報告書自体が日常の活動に活発に

利用されている状況にはない。第三者に評価してもらう自己点検・評価報告書の書き方と、

内部で年度を引き継いで改善に活用する報告書の書き方は異なるのかもしれない。 

 改善提案も達成度を問題にするようになると、目標を下方修正しがちである。 
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◇基準Ⅰについての特記事項 

（1）以上の基準以外に建学の精神と教育の効果について努力している事項。 

特になし 

 

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

 特になし 
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【基準Ⅱ 教育課程と学生支援】 

・基準Ⅱの自己点検・評価の概要を記述する。 

（a）基準Ⅱの自己点検・評価の要約を記述する。 

 学位授与の方針は学則ならびに 3 つの方針のうちディプロマ・ポリシー（卒業認定・学

位授与に関する方針）として明示され、シラバス、ホームページ等によって周知を図って

いる。教育課程の編成は、学則に示された教育目的と教育課程の条文に基づき、各科の教

育目標達成のため、学生の質、能力に対応した教養科目・専門科目等のバランスを考慮し

た配置と体系化を行なっている。また学生のもつ興味・関心・個性を一層深化できるよう

必修科目、選択科目の配置・編成を行なっている。具体的にはカリキュラム・ポリシーと

してディプロマ・ポリシーと連動して規定化されている。またシラバスには各科目の目標、

テキスト、成績評価の方法、授業計画等が明示され、成績評価は厳格に実施されている。

各科目の担当教員は、資格、業績、専門分野等を基にして配置され、学生の授業評価も毎

期実施され、その結果に対する分析・評価がなされ授業改善に資されている。また、教育

課程の見直し検討は各科会を通して不断に実施されているところである。 

 入学者受入方針は、アドミッション・ポリシーとしてホームページや募集要項等で公開

されている。特に入学前の学習成果の掌握については、入学者受入方針であるアドミッショ

ン・ポリシーとの整合性を考え、基礎的な学習能力、意欲、情熱等の確認に努めている。 

 学生支援の一環としての奨学金制度は、日本学生支援機構奨学金等の外部奨学金の外、

本学独自のものとして「学校法人藤ノ花学園奨学生制度」や成績優秀者、外国人留学生、

学費納入困難者を対象に授業料を減免する「豊橋創造大学短期大学部授業料減免制度」が

創設されている。 

 学生に対する就職支援は、キャリアセンターが中心になり、学生個々人に対し非常にき

め細かい指導がなされ、内定率の高さを誇っている。 

 

（b）基準Ⅱの自己点検・評価に基づく行動計画を記述する。 

 学生にとって就職環境を中心とする社会の変化、学生の質の変化にともない、教育課程

の内容の検討を始め教育方法の一層の改善による社会のニーズに応える不断の作業を行な

う必要がある。学位授与の方針を念頭に教育目標の具体化に向けてより緻密な計画を検討

する。特に教養教育の必要性から必修科目と選択科目の在り方について改善の余地がある

ので教職員一致して改善のための行動を推進していく。また学生の自律的学習時間が決定

的に不足しているため、そのための教授法の研究を進めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



豊橋創造大学短期大学部 

 

 - 33 - 

【テーマ】 

基準Ⅱ‐A 教育課程 

・基準Ⅱ‐Aの自己点検・評価の概要を記述する。 

（a）テーマ全体の自己点検・評価の要約を記述する。 

平成 20 年に、短期大学部学則第 3 条第 2 項に「各学科、専攻科の教育目標」を定め、

その後、卒業認定・学位授与に関する方針、教育課程の編成・実施に関する方針、並びに

入学者受入方針の所謂「三つの方針」を定め、ホームページ、シラバス、学生募集要項等

に記載明示され、周知に努めている。 

 本学の卒業・学位授与に関しては、短期大学設置基準並びに本学学則に基づき、「豊橋創

造大学短期大学部単位認定に関する規程」及び「豊橋創造大学短期大学部学位規程」によ

り教授会の議を経て学長が卒業を認定し、かつ学位を授与し、学位記を交付している。 

 教育課程は、本学の教育理念、目的、各学科の教育目標に示された人材育成のために、

基礎教養科目、専門科目、必修科目、選択科目のバランスを考え体系的に編成されている。

また専門的知識や技能の習熟はもとより表現力、実践力、礼儀・マナー等、人問性の陶冶

に必要なものが配慮されている。 

 入学者受入方針であるアドミッション・ポリシーには、各学科の教育目標を示し、それ

ぞれの学科で学習したいという強い希望と熱意を持ち、一定の基礎学力または特色ある能

力を備えた人物を受け入れることとしている。 

 本学の教育理念、各科の教育目標、履修科目毎の目標は、シラバスに明示されているこ

とから、学習成果の評価・達成度はおのずからその目標に照らして査定されている。即ち

定期試験、小テスト、レポート、制作物、授業への参加度等を考慮して評価をしている。 

 また平成 22 年度より文部省の「大学生の就業力育成支壌事業」に選定されたことを受

けその取組みは、メンタル面とスキル面の両面を備えた職業人の育成を目的としたプロジェ

クトとして、密度の濃いキャリア教育を教育課程の中に取り組むことによって、就職活動

の意欲向上を図っている。 

 

（b）自己点検・評価に基づく改善計画を記述する。 

 履修単位の認定については、担当教員の独自性に委ねた絶対評価方式を基本にしている

が、時に教員によって、評価の甘辛が指摘されることがある。このため優、良、可等の比

率配分をある程度決めた相対評価方式の導入を提案する者もいるが、現在のところこうし

た課題については科の会議で調整をしている。評価は授業目標の達成度を見る指標である

ため教育評価に関して、非常勤講師を含む教員相互の意見交換、意思疎通を図るよう計画

改善に取組む。学生の質の変化に伴い、中等・高等教育を平行実施して行くことが求めら

れているため教育課程の編成については引き続き改善の努力を続けたい。 

 大学全入時代を迎え、問題を抱える学生も散見するが、学力不足を補う講座の開講やプ

レイスメントテストを実施し基礎学力の向上が効果的になされているかを確認する方策を

取っている。卒業生の質の保障の観点からも、初年次教育の重要性が求められているため

これらの点について改善計画をたて検討していく。 

 学生の卒業後評価の取り組みについては、各科の特性に基づいて実施されている。平成

22 年度より文部科学省の「大学生の就業力育成支援事業」に採択され《持続型職業人 SOZO
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プロジェクト》として平成 23 年度も取り組み、その成果を報告書として刊行した。今後

もこの評価をもとに産業界のニーズに対応した教育改善・充実に向けた体制整備に努力し

たい。 

 

【区分】 

基準Ⅱ‐A‐1 学位授与の方針を明確に示している。 

・以下の観点を参照し、基準Ⅱ‐A‐1の自己点検・評価の枕要を記述する。 

（a）自己点検・評価を基に現状を記述する。 

①幼児教育・保育科 

短期大学設置基準の改正により目的その他の教育研究上の目的を学則等に定め、公表す

ることが必要となった。これを受け、各学科で教育目標について協議し作成した原案を平

成 20 年 3 月教授会において承認を得て学則第 3 条第 2 項の中に各学科の教育目標を定め

た。幼児教育・保育科では、短期大学部の教育理念に則り、豊かな感性と高い専門職意識、

時代の変化に適応出来る柔軟性や実践力を兼ね備えた保育者の育成を目標とする。 

また短期大学部「三つの方針」（アドミッションポリシー・カリキュラムポリシー・ディ

プロマポリシー）を定めて、一層の明確化を図り教育効率を高めるべく努力をしていると

ころであり、これらについては、『履修案内』に記載され、また大学ホームページからも、

閲覧可能である。こうした一連の学位授与の方針については、毎年科会、教授会、自己点

検評価委員会等で話し合う準備は整えられている。 

②キャリアプランニング科 

 学位授与の方針は、ディプロマポリシーとして明示している。ディプロマポリシーは、

教育目的・目標と学習成果を踏まえて規定してある。具体的な卒業要件、成績評価の基準、

資格取得の要件は、履修案内（シラバス）に明記し、学生への周知徹底を図っている。学

位授与の方針は学則に規定してあり、ホームページで学内外に広く公開している。学位授

与の方針は、一般社会に通用するものである。この方針は、具体的な卒業要件を含め、毎

年、見直している。 

 

（b）自己点検・評価を基に課題を記述する。 

①幼児教育・保育科 

社会の変化や学生の質も年々変化しているため、学位授与の方針を常に意識し、教育目

標の具体化をより精緻に行う、将来的な仕組みづくりの準備が必要である。 

②キャリアプランニング科 

 卒業要件は、ある意味、卒業認定のために数値で表すことのできる最低限の要求なので、

より高い基準に書き換えられるように、教育の質を上げていきたい。 

 

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。 

・以下の観点を参照し、基準Ⅱ‐A‐2の自己点検・評価の概要を記述する。 

（a）自己点検・評価を基に現状を記述する。 

①幼児教育・保育科 

幼児教育・保育科の教育課程は、学位授与の方針に対応して、組織的に編成されている。
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その履修要項であるが、基礎教養科目・保健体育科目、外国語科目、専門的科目に区分さ

れ、さらに専門科目は、教育職員免許法や児童福祉法施行規則に基づき、「教職の意義に関

する科目」（保育の本質・目的に関する科目）、「教育の基礎理論に関する科目」（保育の対

象理解に関する科目）、「教育課程及び指導法に関する科目」（保育の内容・方法に関する科

目）、（保育の表現技術）、「教職実践演習」（総合演習）、「教育実習」（保育実習）に区分さ

れている。※ 1 年次には保育に関する学習の中でも基礎的な内容の科目を配置し、さらに

は 1 年春学期に「入門セミナー」秋学期に「基礎セミナー」を配置することにより、保育

者としての基礎力はもとより、その根底に必要な社会人基礎力も涵養することを企図して

いる。そして、これらを前提に応用的・実践的内容の科目をその後に配置するなど、学習

成果に対応した科目配置となっている。 

成績評価は、保育士資格、幼稚園教諭免許の課程認定に結びついていることから、その

基準は厳格に設定されている。教育課程における教員の配置は、該当科目担当者の業績を

確認して行われており、各科目に十分な専門性を有した教員を配置している。 

この一連のことは、『履修案内』に詳しく記載されている。ホームページ等からの確認も

可能である。 

また、教育課程の見直しについては、保育士資格、幼稚園教諭免許関連のカリキュラム

改正のたび、また昨今の「子ども・子育て新システム」関連の法改正等に、効果的に対応

できるように、また学習効果を高めるために科会、教務委員会等で毎年見直しが行える体

制を整えている。    ※「 」は文部科学省関係での表記、（ ）は厚生労働省関係の表記を示す。 

②キャリアプランニング科 

 教育課程編成・実施の方針は、カリキュラムポリシーとして明示し、ホームページで公

開している。 

カリキュラムポリシーは、ディプロマポリシーと整合性をとりながら規定してある。本

科の教育目的・目標を項目化し、それらの項目を網羅する形で体系的に科目を配置してあ

る。 

 科目によっては、学習成果に対応し、段階的に学んでいけるようにⅠ・Ⅱといったロー

マ数字を付けた科目群を設置している。シラバスには、科目の到達目標、テキスト・参考

書、受講条件、準備学習の内容、成績評価の方法、授業計画が明示され、成績評価は厳格

になされている。教育課程は、それぞれの科目に相応しい教員を、資格・業績を基に配置

し実施している。設置科目、教員など、教育課程の見直しを毎年実施している。 

 

（b）自己点検・評価を基に課題を記述する。 

①幼児教育・保育科 

単位認定については、学則第 10 条に「授業科目を履修し、その試験に合格した者には、

単位を与える。2．試験等の評価は優、良、可、不可をもって表わし、可以上を合格とす

る。」とある。現在は、学生達の授業への参加度、即ち出席回数に一定の基準を設けて受験

資格を付与している。これらのことは毎年度発行しているシラバス（履修案内）に「履修

上の基礎知識」として提示されている。授業担当教員に対する単位認定の基準は特段の定

めはなく、担当教員の独自性に委ねている。したがって評価は絶対評価方式をとっている

ため、時には教員によって、甘い評価・辛い評価といった指摘がなされることがある。こ
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のため優、良、可等の比率配分を導入した相対評価方式を提案する声もあるが、現在のと

ころこうした問題が生じた場合は、科の会議で調整している。 

評価はその授業の目標の達成度を見る上で重要な指標となるため、担当教員のより客観

的な評価姿勢を醸成していくよう、教員相互間の意見交換、意思疎通を図っていくことが

課題である。 

②キャリアプランニング科 

 入学してくる学生の学力低下に伴い、学力不足を補いながら本来の大学教育を進めると

いうことで、ある意味、中等教育と高等教育を並行して実施することが求められている。

クラス編成をレベル別にすればより効率的なことはわかっているが、なかなかそこまでの

余裕はない。 

 教育課程において、隣接科目間の擦り合わせは不十分だと考えている。ただし、FD 活

動により改善の努力は続けている。 

 

基準Ⅱ‐A‐3 入学者受け入れの方針を明確に示している。 

・以下の観点を参照し、基準Ⅱ‐A‐3の自己点検・評価の概要を記述する。 

（a）自己点検・評価を基に現状を記述する。 

①幼児教育・保育科 

平成 20 年文部科学省中央教育審議会により「教学経営における 3 つのポリシー」の明

確化方針を受け、幼児教育・保育科では 3 つのポリシーを策定した。入学者の受け入れに

ついては、アドミッションポリシーに次のように明文化している。 

「幼児教育・保育に関心のある、次のような人を求めている。 

1．子どもに対する適切な愛情と幼児教育者・保育者としての使命感を持つ人。  

2．幼児教育者・保育者に必要な専門的な知識や技能を積極的に学ぼうとしている人。」 

この方針は豊橋創造大学短期大学部入試ガイド、ホームページ等で広く周知に努めてい

る。 

次に入学者選抜試験であるが、幼児教育・保育科では、平成 23 年 10 月に専願制の AO

入試、11 月に指定校推薦入試及び併願制の公募制推薦入試一期、12 月に併願制の公募制

推薦入試二期、平成24年1月下旬に一般入試前期、2月中旬にセンター試験利用方式一期、

3 月初旬に一般入試後期、3 月中旬にセンター試験利用方式二期をそれぞれ実施した。 

それぞれの入試方式であるが、以下の通りである。 

【AO 入試】本学の求める人材像に深く共鳴し、本学で学ぶことを強く希望する人材を選抜

する入学試験である。面談、面接を重視して、従来の学力試験では測ることのできない表

現力や本学の特色を理解したうえでの学ぶ意欲、将来性等を審査する。 

【指定校推薦入試】本学を第一志望とする生徒で、学業成績、人物ともに優秀で、入学後の

成果が大いに期待できる人材を高等学校長の推薦により、面接試験を課して選考する入学

試験である。 

【公募制推薦入試】高等学校長の推薦により、調査書及び面接を参考に、小論文試験により

文章表現能力（A 方式）、基礎教養テストにより基礎学力（B方式）の長けた人材を選抜す

る入学試験である。また、募集枠を大きく広げている入試区分である。 

【一般入試】標準的な学力試験による入学試験であり、入学後に必要となる基礎的な能力を、
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マークシート方式による学力試験で問うものである。 

【センター試験利用方式入試】大学入試センター試験は、受験生の基礎学力を総合的に判断

することを主眼においたもので、その得点を合否判定に用いる入学試験である。受験科目

の組み合わせに多様性が増し、受験生の基礎学力、適正を多面的に判断することができる。 

【社会人特別入試】現在、社会において活躍し、社会的に豊かな経験を持っている者を対象

とし、生涯教育を積極的に目的としたものである。小論文と面接により選考する。 

入学者選抜区分の特別入試、推薦入試においては、面接を重視しており、その面接のな

かで強い意欲と情熱を持っているかどうかを捉えるようにしている。高等学校からの調査

書も面接で活用し一定以上の学力があることを確認している。 

評定平均値を出願基準としていない AO 入試では、専門の異なる教員がチームを組み、

多面的に面接を行い、アドミッションポリシーとの不整合のないようにしている。また、

この面接によって基礎的な学習能力や、強い就学意欲と情熱、保育者としての適性の確認

に努めている。 

入学前の学習成果の把握・評価については、募集要項やホームページに明示し、各試験

区分では高等学校等からの調査書により、学習成果についての把握に努めている。 

②キャリアプランニング科 

 入学者受け入れの方針は、アドミッションポリシーとして明示し、ホームページで公開

している。 

 入学者受け入れの方針には、「高等学校までに身につけたバランスのとれた基礎学力を前

提として」本科のカリキュラムを編成してある旨を明記し、入学時点で前提としている高

校での学習成果を示してある。 

 入学者選抜の方法は、入学者受け入れの方針に対応する形で実施しており、本学のアド

ミッションポリシーに理解を示す学生を受け入れている。アドミッションポリシーにおい

て、オープンキャンパスに来るように強く要望しており、「本科がどのような学生を受け入

れ、どのような教育を行い、どのような学生を世に出したい」と考えているのかを入学者

がよく理解する教育の機会と考えている。 

 

（b）自己点検・評価を基に課題を記述する。 

①幼児教育・保育科 

大学全入時代の影響か、学力の面で問題を感じる学生も若干いる。授業内容が理解でき

ず、授業を欠席するということのないよう、学力不足を補う講座を開講（国語力基礎、数

学基礎）し、基礎学力をつける指導を行っている。また、適宜プレイスメントテストを行

い、基礎学力をつける指導が効果的に行われているか確認している。平時の授業も、「入門

セミナー」、「基礎セミナー」を担任制で担当することで、学生の理解度や興味を把握する

ように努めている。今後入学者の学習成果等は変化することを念頭に置き、フレキシブル

に対応できるように努めることが必要である。 

②キャリアプランニング科 

 現在、定員割れの状況であり、高等学校までの基礎学力に若干問題がある学生も受け入

れざるを得ず、初年次教育で対応するようにしている。入学者の学力低下という状況には、

卒業生の質の保証の観点からも、積極的に対応せざるをえず、大きな課題になっている。
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基礎学力に問題がある学生を獲得しないという選択もあり得るが、この地域における短期

大学の役割を考えた時に、むしろ受け入れて教育を施した方が地域に利することが大きい

と考えている。現在の学力・知力が仮に低いとしても、少しでも知的能力を上げ、将来の

道を広げることにチャレンジしたいと考えている。 

 

基準Ⅱ‐A‐4 学習成果の査定（アセスメント）は明確である。 

・以下の観点を参照し、基準Ⅱ‐A‐4の自己点検・評価の概要を記述する。 

（a）自己点検・評価を基に現状を記述する。 

①幼児教育・保育科 

学習成果については、教育の理念、各科の教育目標が示されている、履修案内（シラバ

ス）の中に、「科目の目標」として学生にとって分かりやすく明示されている。 

単位認定については、学則第 10 条に「授業科目を履修し、その試験に合格した者には、

単位を与える。2．試験等の評価は優、良、可、不可をもって表わし、可以上を合格とす

る。」とある。現在は、学生達の授業への参加度、即ち出席回数に一定の基準を設けて受験

資格を付与している。これらのことは毎年度発行しているシラバス（履修案内）に「履修

上の基礎知識」として提示されている。授業担当教員に対する単位認定の基準は特段の定

めはなく、担当教員の独自性に委ねている。したがって評価は絶対評価方式をとっている

ため、時には教員によって、甘い評価・辛い評価といった指摘がなされることがある。こ

のため優、良、可等の比率配分を導入した相対評価方式を提案する声もあるが、現在のと

ころこうした問題が生じた場合は、各科の会議で調整している。 

幼児教育・保育科の場合も同様で、各科目担当の教員に単位認定の方法を委ねている。

問題が生じた場合には、科会に諮ったうえで、当該教員の理解と配慮を求め、改善の方向

を見出している。授業の出席要件を満たしていない学生、授業内容の理解が一定基準を満

たしていない学生については不合格とし、再履修させる点については、幼児教育・保育科

教員全員の共通認識としている。履修者のほとんどは、当該学期に単位の認定を受けてお

り、履修状況は、概ね良好である。 

GPA 制度については、成績評価には利用していないが、年度末の卒業判定会議の際に全

科員に明示され、学生の成績状況の把握がなされている。 

 また、幼児教育・保育科の場合、幼稚園教諭 2 種免許状、保育士資格を課程認定するの

で、アセスメントについては、教育職員免許法、児童福祉法施行規則により決定されてお

り、明確に行われている。 

また学生の満足度・授業効果調査は実施していないが、別途、「授業評価アンケート」の

形式をもって各学期に原則として 1 教員 1 科目について実施している。結果については、

以後の授業改善への参考として各担当教員にフィードバックしている。また、各教員が結

果分析を行い、その報告書を公表している。平成 20 年度から新たな様式の授業評価アン

ケートを実施している。自由記述欄を設け、良かった点・改善してほしい点を記入出来る

ようにした。学生の評価や希望が直接教員に伝えられるため、学生・教員双方にとってプ

ラスになっていること申し添える。 

②キャリアプランニング科 

 各科目に特性はあるが、シラバスで科目の具体的達成目標を明確にし、毎回実施する授
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業内容を明示し、学生の達成度合いを評価する試験やレポートを課している。それらの個々

の科目を履修することで、ディプロマポリシーで謳う学習成果が達成できるようにカリキュ

ラムを組んである。個々の科目は、1 週に 1 回もしくは 2 回の授業回数であり、15 週で完

結するように計画してある。学習成果は、実際的な価値がある。個々の科目は、優・良・

可で査定しているので、それらの総体として学習成果は測定可能である。 

（b）自己点検・評価を基に課題を記述する。 

①幼児教育・保育科 

評価はその授業の目標の達成度を見る上で重要な指標となるため、担当教員のより客観

的な評価姿勢を醸成していくよう、教員相互間の意見交換、意思疎通を図っていく必要が

ある。評価は、前述のように優、良、可、不可をもって表わしているが、学内では学生の

学習意欲向上のため「優」の上位評価として「特優」を設けているが、これはあくまでも

学生指導上の扱いであって、対外的には学則に従った表記で示している。 

また社会的評価や教育課程の実際的効果等のフィードバックとして、同窓会や各種行事

に参加している卒業生から、聞き取り調査をし、良好な感触を得ている。継続的なアンケー

ト調査など、客観的な評価システムは、構築されていないため、これについても今後の課

題である。 

②キャリアプランニング科 

 同じ科目名のもとに複数の教員で担当した場合、どうしても教授内容に違いが生じたり、

成績評価にばらつきが生じてしまうことは課題である。 

 

基準Ⅱ‐A‐5 学生の卒業後評価への取り組みを行っている。 

・以下の観点を参照し、基準Ⅱ‐A‐5の自己点検・評価の概要を記述する。 

（a）自己点検・評価を基に現状を記述する。 

 該当者全体を対象にした調査として、卒業生への「近況報告票」を常備し、①勤務先に

ついて②仕事の内容について③社会に出て感じること④後輩たちへのメッセージなどを記

入するようになっている。さらに、同窓会が主体となり 2008 年～2010 年の卒業生を対象

に実施したメール配信のアンケート調査の結果、91.7％の回答が得られた。 

 

 1年以内 2年以内 3年以内 

2010年（H22）卒業生 12.7％ － － 

2009年（H21）卒業生 23.5％ 34.6％ － 

2008年（H20）卒業生 － 25.0％ 34.8％ 

注）－は、2010 年就職して 1 年、2009 年は 2 年、2008 年は 3 年経過

であるが、2008 年については 1 年目のアンケートは行っていない。 

 

 早期離職率は、2009 年より 2010 年は約 1/2 であったのは、21 年度に採択された文部科

学省「大学教育・学生支援推進事業」（学生支援推進プログラム）、取組み名称「正課の

授業と連携した総合的なキャリア教育支援」として就職率の向上と早期離職者の減少を目

指す事業を実施した成果と考えられる。 

一方、離職理由として、①人間関係、②仕事内容が予想と違った、③家族や私的な理由
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（結婚含む）であった。その他にも④労働時間が長かった⑤会社に将来性がなかったなどで

あったことがアンケートによって確認された。 

 

（b）自己点検・評価を基に課題を記述する。 

①幼児教育・保育科 

 卒業生の評価は特に行ってはいない。実習時に訪問した際、情報を得るように努めてい

る。僅かではあるが、早期離職者もいることから指導・助言を行っていく。 

②キャリアプランニング科 

 多くの卒業生は、それぞれの職場で同僚と協調しながら勤務している。アンケートと就

職先訪問の結果から、職場にうまく馴染めないために、1年以内の早期離職者が出ているのは

残念なことである。今後は、企業訪問を活用し、卒業生の指導・助言を行う必要がある。 

③専攻科福祉専攻 

 職場で専門性を発揮しており、期待度も高いためにさらに技術を習得し地域の信頼に応

えることが望まれる。 
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【テーマ】 

基準Ⅱ‐B 学生支援 

・基準Ⅱ‐Bの自己点検・評価の概要を記述する。 

（a）テーマ全体の自己点検・評価の要約を記述する。 

 教員は、本学短期大学部の教育目的・使命を踏まえ、所属する各科の教育目標（シラバ

スに記載）に対応し、かつ担当する各科目の目標を設定している。その学習成果を的確に

把握するため、学生による「授業評価」を毎学期実施し、自己の授業評価を客観的に掌握

している。教員はその評価に対する「FD シート」を提出し、その中で改善案を回答しフィー

ドバックしている。また教員は科会・委員会を通し教育目標に対する学習実成果の到達度

等について意思疎通を図り、全学的なＦＤ活動を通し授業内容・教育方法の改善を図って

いる。各教員は、週 3 回以上のオフィスアワーを設け、学生達の各種相談に丁寧な指導・

支援に応じている。事務職員は教員との連携を密にし、各種講習会に参加し学内 SD 活動

を通し学生支援の実をあげている。図書・情報センターも毎月の学生の利用状況を教授会

等に報告し教育資源の有効活用に努力している。また学内 LAN や無線 LAN を常に整備充

実し、非常勤講師を含む教職員は、FD・SD 講習会を適し情報技術利用を推進し学生支援、

学習成果の獲得に向け資源の有効活用に努めている。 

 学生の生活支援については、学生委員会を組織し各種支援を行なっている。委員会の中

には、学生会担当、通学担当、キャンパスアメニティー担当、留学生担当、学生相談担当、

奨学金担当、ボランティア担当、学生プロジェクト担当等が決められ活動しているが、各

行事の際は担当に拘らず協力連携して行事の円滑な進行に努めている。 

 奨学制度として、日本学生支援機構の奨学金制度を始め、学校法人藤ノ花学園奨学生制

度、豊橋創造大学短期大学部授業料減免制度が設けられ、学生達の勉学、生活に対する支

援が組織的になされている。 

 進路支援については、渉外部・キャリアセンターを中心に、就職委員会と密接に連携を

とり、きめ細かい就職支援を行なっている。その成果は本学の高い就職内定率に示されて

いる通りである。教員と担当事務職員と学生との密度の高い連携接触による指導が効を奏

していると言える。 

 入学者の受け入れ方針であるアドミッション・ポリシーは、入試日程、選抜方法、入学

手続き等とともに「学生募集要項」、「短大案内」、「ホームぺ－ジ」や「入試ガイド」等に

明確に示されている。組織として入試広報センターを中心に、入試委員会、広報委員会が

設置されていて、それぞれ連携を保ちながら活動をしている。特に高大連携やオープンキ

ヤンパス、大学展、高校訪問等積極的に参加活動している。またこれらの活動を含めて毎

月の運営幹部会や教授会に「募集広報月次報告書」として報告されている。本学への入学

手続者に対しては、入学前学習や入学前オリエンテーション等を通し学習・生活面の支援

を行なっている。本年度末には「入学手続き要項」の冊子を作成し、新年度入学手続者に

提供することになっている。 

 

（b）自己点検・評価に基づく改善計画を記述する。 

本学の各科に明示された 3 つのポリシーに従って、学習成果を上げるために、FD、SD

活動を組織的に一層充実深化することが求められる。教職員としての使命を自覚し、絶え
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ず研究と修養に努め、その職責を遂行するため、不断の努力をしている。専任の教職員は

当然として、多くの非常勤講師にもこの趣旨の一層の理解と、かつ本学の進んだ情報技術

の活用をして頂くための計画をたてる必要がある。また図書館活動も関係職員の献身的な

努力に応えるためにも、教員は学生への指導を積極的に支援し図書館資料の活用の実を上

げ学習成果に繋げることが求められている。 

 学生会は学生達の自主活動であるため、年度によって執行委員並びに執行委員会への参

加が低調なことがある。このため学生に対して学生会の理解と参加について周知し、学生

会活動の活性化を図るため、学生委員会、学生課、学生会が組織的に連携し支援する必要

がある。また学生のメンタルヘルスケア、カウンセリングについても学生の相談内容が多

岐にわたる傾向があるため、学生相談専門カウンセラーの一層の充実を図る必要がある。 

 進路支援は、学園の長い歴史の上に築かれたた信頼をもとに協力関係ができているが、

近年一般職の求人の減少と採用も大学・短大の垣根が無くなる傾向もあって短大生に不利

な就職状況が見られるので、求人開拓、学生指導の強化を図りたい。 

 入学者受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）については、受験生に学生募集要項

に明確に表示され、問い合わせ等についても懇切丁寧な対応をモットーにしている。入学

手続き者、入学者に対する学習・学生生活に関する事前指導も早くから実施している。た

だ入学試験時において、アドミッション・ポリシーの理解度を受験生に問えるのは面接試

験のある特別入試や推薦入試に限定され、一般入試受験者についてはそれが出来ない点が

今後の検討課題である。 

 また学生サービスの向上を目指し、学内 ICT 環境をクラウド化するというシステム更新

の検討も進めたい。 

 

【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。 

・以下の観点を参照し、基準Ⅱ‐B‐1の自己点検・評価の概要を記述する。 

（a）自己点検・評価を基に現状を記述する。 

①幼児教育・保育科 

この項目は自己点検・評価の重要な柱のひとつであり、毎年、本学の自己点検・評価委

員会において点検を実施しているが、学則に謳っている本学の教育理念は、開学以来変更

していない。また、短期大学設置基準の改正により人材の養成に関する目的その他の教育

研究上の目的を学則等に定め、公表することが必要となった。これを受け、各学科で教育

目標について協議し作成した原案を平成 20 年 3 月教授会において承認を得て学則第 3 条

第 2 項の中に各学科の教育目標を定めた。また短期大学部「三つの方針」（アドミッショ

ンポリシー・カリキュラムポリシー・ディプロマポリシー）を定めて、一層の明確化を図っ

ている。 

また、学園建学の精神に関しては、学生用玄関・図書館・Ｅ棟に額が掲げられ、日常的

に学生、教職員が自ずとその精神が目に入り、意識することに留意している。また、教職

員及び学生全員に配布する「シラバス」「生活案内・諸規程集」「学生手帳」及び「本学ウェ

ブサイト」、さらに広報目的の「大学案内」に建学の精神の説明のページを設け、周知に努

めている。また、理事長兼学長は入学式・卒業式をはじめ、機会あるごとに講話している。 
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幼児教育・保育科の場合は、短期大学部の教育理念に則り、豊かな感性と高い専門職意

識、時代の変化に適応できる柔軟性や実践力を兼ね備えた保育者の育成を目標としている。

そしてこれを実現するために、各セメスター開始時に行うガイダンスで、科長が講話を行

い、その中で折に触れて本科の教育目的や教育目標を学生に伝え、周知徹底を図るように

努めている。一連の行事には、科の全教員が参加しており、教員にも周知がなされている。 

 また、1 年次春学期に開講されている「入門セミナー」に、本科の教育目的や教育目標

について講義する時間を組み込んでいる。科会においても、必要に応じて教育目的・教育

目標について議論を行い、教員間の共通理解を図る場を持つようにしている。 

また、変更等が生じた場合については学則第 1 条に掲げる、学則変更の手続きにより教

授会の承認を得た後、理事会の承認を経て決定する。 

 教育目標を実現するための具体的施策については、各科会や各委員会より教授会に具体

的な提案がなされ、その都度、協議している。理事会においても、年度初めの理事会にお

いて学長から年度の教育目標について説明がなされ、随時協議を行っている。 

次に授業評価アンケートについてであるが、各セメスターの授業終了時（14～5 回目の

授業時）に実施している。非常勤を含む全教員が受講者数の多い科目を中心に 1～2 科目

を目安に実施している。教員が希望すれば、アンケートを実施する科目や項目を増やすこ

とができる。学生が良いと感じた点・改善して欲しいと感じた点を把握しやすいようにす

るため、自由記述欄を設けている。評価結果は担当教員に配布されている。教員はその結

果を分析し今後の授業への改善点をまとめ、報告書を作成している。報告書は一冊にまと

められ、図書館で教員・学生が自由に閲覧出来るようにしている。また、理事長・学長・

副学長・事務局長・科長は教員のアンケート結果を閲覧出来るようになっている。 

平成 23 年度も教員相互による授業参観を実施した。これは、平成 18 年度より引き続い

て実施している授業内容のピアレビューであり全教員が年 2 回以上の公開授業を行った。

この回数は一昨年度までは年に 1 回であったものを、各セメスター1 回ずつ計 2 回に増加

した。授業後に行われた忌憚のない意見交換を通して授業改善へと繋げている。さらに、

平成 22 年度からは非常勤講師にも任意での参加をお願いし、専任教員だけに限らず、短

大部全体としての取り組みとした。 

この公開授業については、担当者と参観者が話し合いを行い、その結果を報告書にまと

めている。報告書は、授業評価と同様に、図書館で教員・学生が自由に閲覧出来るように

している。 

こうした活動は、学生の指導にも活かされ、幼児教育・保育科では、学生の生活指導に

ついては、月 1 回の定例科会で、実習・行事・就職・単位認定などの諸問題について、協

議や報告、意見交換を行っている。その席上では、個別具体的な話し合いを行い、協力体

制を敷いて、科として情報を共有し、学生の学習成果に結びつけるように、常に努めてい

る。 

 最後に、教育資源の有効利用についてであるが、幼児教育・保育科では学習成果の獲得

に向け、履修案内により各教科の科目の目標と授業計画及び評価基準を明確にしている。

学習支援は、一般教室、PC 教室及び図書・情報センターはもとより、リズム室、多目的

ホール、個人ピアノレッスン室、美術室等の専門教室を用いることにより、専門的な内容

を具体的かつ実践的に教授することが可能になっている。 
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学習成果の状況は、定期試験はもちろんのこと、随時行われる小テストやレポート、実

技試験、作品提出などを各担当教員が課すことによって、多面的に評価・把握に努めてい

る。各教員は 1 年次入門セミナー、基礎セミナー、2 年次に卒業研究セミナーを担当し、

個々の学生の学習成果の獲得に向けて、責任を持って指導にあたっている。 

②キャリアプランニング科 

 教員は、ディプロマポリシーに対応した成績評価基準により学習成果を評価している。

教員は、定期試験やレポートの内容で学習成果の状況を適切に把握している。教員は、学

期ごとに学生の授業評価アンケートによる評価を受けている。評価結果は教員に知らされ、

全体平均も同時に提示されるので、自分の授業評価を客観的に評価できている。学生の自

由記述欄により、授業の良い点・改善を要する点を指摘されている。教員は、学生の授業

評価に対する「FD シート」を提出することになっており、その中で改善案を回答してい

る。教員は、科会・委員会などで、授業内容についての意思疎通を図っている。全学的な

FD 活動によって、授業・教育方法の改善を図っている。教員は、科の教育目的・目標を

念頭に、自分の担当科目を教授している。教員は、卒業要件を満たすための履修指導をし

ている。 

 教務課の職員は、学生の学習成果に通じ、欠席の多い学生を把握し、指導し、学習成果

の向上に貢献している。また、カリキュラムポリシーをよく理解し、科目群の履修による

教育目標の達成について把握している。学外の講習会に参加し、学内の SD 活動により学

生支援の職務を充実させている。さらに、教員と連携して、学生の学習・生活状況を把握

して、履修および卒業に至る支援をしている。 

 教職員は、学生の学習成果が上がるように施設設備を充実させ、技術的資源を有効に活

用している。図書・情報センターでは、学生の学習向上のために支援を行い、図書・情報

センターの利便性を向上させている。また、学内のコンピュータを授業や大学運営に大い

に活用し、学内 LAN や学内無線 LAN による情報技術活用を促進している。さらに、教育

課程や学生支援を充実させるために、FD・SD 講習会を開いてコンピュータ利用技術の向

上を図っている。 

 

（b）自己点検・評価を基に課題を記述する。 

①幼児教育・保育科 

幼児教育・保育科の場合、少人数の授業展開、さらには多くの免許関係の科目もあるこ

とから、各教室の使用時間、時間割調整が年々難しくなってきている。授業内容に目を転

じると、カリキュラム上の隣接教科を担当する教員間の話し合いが、充分できないことが

多いのが実状である。授業内容について、教員間での総合的な意思疎通・連携を行い、効

率的、効果的に授業運営にあたることが、今後の課題となる。 

②キャリアプランニング科 

 非常勤講師については、情報技術の活用についてばらつきがある。 

 学生の図書館書籍の活用が少ないのは課題である。 
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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。 

・以下の観点を参照し、基準Ⅱ‐B‐2の自己点検・評価の概要を紀述する。 

（a）自己点検・評価を基に現状を記述する。 

①幼児教育・保育科 

幼児教育・保育科では学習成果の獲得に向け、入学当初から組織的に学習支援に取り組

んでいる。 

すなわち、平成 23 年度も幼児教育・保育科は新入生全員に対して 90 分間で日本語語彙

力・計算力の 2 項目についての基礎力調査を行った。この調査で計算力が低いと判断され

た学生については、一般教養科目「数学Ⅰ」の受講を、また、語彙力の点数の低い学生に

対しては、「国語力基礎」「国語力基礎Ⅱ」の受講を、それぞれ必須とし基礎力の向上に努

めている。また、幼児教育・保育科では可能な限り少人数（17 人～18 人で 1 クラス、6

クラス編成）でクラスを編成し、基礎学力が不足している学生、理解に時間がかかる学生、

つまずきが見られる学生等について、先述したようにきめ細やかな指導を、「入門セミナー」

「基礎セミナー」（1 年次）、「卒業研究セミナー」（2 年次）単位で、個々の教員の目が届く

様、配慮している。 

さらに、ガイダンスを春・秋学期の開始当初に行い、学習内容および今年度の学習計画

について、見通しを立てさせ、教職員一同で学習意欲を喚起するように留意している。 

また各教員はオフィスアワーを設け学生の相談に応じられる体制も整っている。学生指

導には教員のみならず事務職員も積極的に参加し、学生とのコミュニケーションを図るよ

うに努めていることも申し添える。 

 次に学習成果の獲得に向けての、ハード面であるが、本学の教室などにおける情報機器

の設置状況は、下記のとおりであるが、平成 16 年度に整備した新しい学内ＬＡＮシステ

ムの導入により、学内外のあらゆる場所からのアクセスを可能とした利便な環境の下で利

用することができる。さらに、授業時間以外は各教室を学生に開放し、自由に使用するこ

とが可能となっているため、学生の自習などに役立っている。また LL 教室図書・情報セ

ンターも完備している。 

さらに、授業における教育成果の向上のため 6 ヶ所の大教室には液晶プロジェクタを整

備しており、VTR、スライド、PC 画面などを投影しながら授業を行うことが可能となっ

ている。また、冷暖房の空調装置は全教室に整備され、学生は年間を通して快適な環境で

授業を受けることができる。 

②キャリアプランニング科 

 キャリアプランニング科では、受講科目選択の自由度が大きいので、入学前に事前学習

会を開いて、カリキュラムの詳細について説明している。キャリアプランニングⅠ・Ⅱの

授業には、初年次教育の性格も持たせ、学習の動機付け・学習方法も教えている。学生便

覧（シラバス）を印刷物の形で配布するとともに、授業科目の内容をホームページで公開

している。資格取得を支援する補習授業を、正課以外で実施している。担任制をとり、学

生の学習上の悩みや生活上の相談にのり、適切な指導助言を行う体制を整備している。教

科によっては、進度の早い学生や優秀な学生に対して、よりレベルの高い課題を課すよう

な対応をしている。 
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（b）自己点検・評価を基に課題を記述する。 

①幼児教育・保育科 

基礎学力が不足する学生に対しては、恒常的に指導検討の検証が必要と考えられる。ま

た近年、家庭の経済的状況が厳しいことから、学費等への充当を目的とするアルバイトに

多くの時間をとられるため、家での学習時間が不十分となる学生が増えつつある。これら

の学生への指導方法については、これからの課題である。幼児教育・保育科では、1 年次

は基礎・入門セミナー担当、2 年次には卒業研究セミナー担当が、学生の窓口となり、個々

の学生の学習成果の獲得に向け、きめ細かく指導に当たっている。さらに多面的に、今後

も科の教員全員で情報を共有し、チーム力で、しっかり学生を指導・支援するように努め

て行かねばならない。 

②キャリアプランニング科 

 選択科目の履修は学生の希望に任せているが、学習成果と言う点では、教員が今以上に

アドバイスを与えた方がよいのかもしれない。授業が面白いか、面白くないか、取りやす

い時間かどうかといった安易で短絡的なモチベーションで科目を選んでいるようでは、学

生が知的に成長しないからである。 

 短期大学の使命は、汎用的職業能力の育成、専門職業教育、生涯学習の起動、に尽きる。

それらを深化させていきたい。 

 

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。 

・以下の観点を参照し、基準Ⅱ‐B‐3の自己点検・評価の概要を記述する。 

（a）自己点検・評価を基に現状を記述する。 

 本学の学生生活支援については同じ敷地内に併設されている学部と合同で学生委員会を

組織し、そのなかでさまざまな支援を実施している。 

平成 23 年度 学生委員会組織図（教職員組織） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各行事の際は担当にかかわらず連携し実施している。 ※学生委員会は毎月開催 

 

本学には、学生生活の充実、向上を図ることを目的とした全学生で組織する「合同学生

会」がある。この合同学生会には学生総会、執行委員会、代議員会、サークル連絡会、選

挙管理委員会の各機関がおかれ、学生会の執行機関である執行委員会が中心となって学生
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会活動を運営している。 

 学生会活動の主な行事は、新入生歓迎会（4 月 1 日）、サークル勧誘会・連絡会（年 4

～5 回）、スポーツ大会（春、秋）、豊橋まつり、ボーリング大会、創造祭（10 月 22 日、

23 日）、学食連絡会（2 月 4 日）、卒業記念パーティー（3 月 21 日）などで、このほか、

献血活動や豊橋市の主催する行事にも積極的に参加している。 

 なお、学生会は学生の自主的運営によるものであるが、前述してあるとおり学生委員会

及び学生課がその運営に対し、適宜、指導・助言・支援を行っている。 

 平成 23 年度の登録サークルは 28 団体。スポーツ系は 13、文化系は 15 である。特に、

スポーツ系サークルのダンス部は各種大会に参加し、成果を収めている。各サークルの顧

問は専任教員が担当し、指導、助言を行っている。また、合同学生会のサークル担当がサー

クル連絡会を開催し、各サークルの活動状況により配当する予算やサークル室 14 部屋、

サークルロッカー83 個の配分などを行っている。 

 学生食堂、売店の設置等、学生のキャンパス・アメニティについては以下のように配慮

している。 

本学の厚生施設については、開学以来営業を続けてきた本館食堂の老朽化と学生ニーズ

の変化に伴い、平成19年5月に担当業者の変更とリニューアル工事を行った。このリニュー

アルに際しては、これまでに実施してきた学食連絡会議で出された学生の意見を参考にす

ると共に、店舗の名称についても、学生が親しみを持って利用してもらえるように学生か

ら公募した名称に決定した。また、メニューについても、学内にあるもう一つの食堂との

メニューの重複が出来る限りないように 2店舗で申し合わせをし、充実を図った。さらに、

学生から要望の強かった券売機をキャンパスカード決裁が利用できるタイプの券売機に変

更した。また、年に 1 回、3 月に学生会代表、教員の代表、学生食堂業者の代表、購買の

代表、学生課と 1 年間の反省と課題を話し合う学食連絡会を実施している。学生会からは

1 年間のアンケートを学生からとりその結果、次年度からよりよい学食、購買を目指して

の打合せ会を実施している。 

本学における学生の休息のための施設・空間、健康・相談センター、食堂、売店の概要

については、学生の休息のための施設・空間としては、学生ホール（A 棟 1F）・中庭、自

動販売機コーナー（A 棟 1F、体育・文化ホール 1F、E 棟 2F）、ミーティングコーナー（体

育・文化ホール 1F）、ラウンジ（E棟 2F、D 棟 4F）などがある。また、健康・相談セン

ター（D 棟 1F）では、月曜日から土曜日 8：30～17：00 の間に保健・健康、週に 5 日間

養護教諭が相談にあたっている。 

学生食堂としては、カフェテリア（体育文化ホール 1F）、キッチン SOZO（A 棟 1F）

があり、購買（A 棟 1F）では、食品、書籍（専門書籍）、OA 機器関連製品、文房具、雑

貨、コピーサービス、フィルム現像、雑誌、教科書、切手、ハガキなどを取り扱っている。 

本学では近隣に優良で安価な下宿・アパートが多くあるため、学生寮は保有していない。

そこで学生課では新入生や在学生の下宿希望者のために、独自に毎年「豊橋タウンガイド(下

宿案内)」を作成し、配布している。平成 23 年度の下宿学生数は幼児教育・保育科 2 名、

キャリアプランニング科 4 名、専攻科 1 名で、近年は減少傾向にある。本学への進学者が

地元中心に移行していることが主な要因と考えられるが、家庭の経済状況により遠方の学

生も電車や自動車通学に頼らざるを得ないことも一因と考えられる。 
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通学バスについては、学生の通学の利便を図るため、本学では通常の定期バスに加え、

臨時バスの増発を豊鉄バスに依頼している。今年度も豊橋駅と本学を結ぶ朝の時間帯につ

いては臨時バスの増発を依頼した。また、帰りの時間帯についても学生利用の多い月、火、

木、金曜日の 4 時限終了後、学内ロータリー発の臨時バスの配車を依頼した。平成 18 年

10 月から「豊橋創造大学正門」バス停が新しく設置されており、学生の通学時間帯につい

ては大学前からのバス発着が可能となっている。これに伴いバス停付近の照明設備も整備

されており、特に夜間下校時における安全への配慮がなされた。 

自動車通学学生に対しては、学生委員会が安全運転講習会を交通安全教育の一環として、

新入生全員を対象として実施している。また、二輪車安全運転講習会を自動二輪、原付バ

イクで通学する学生を対象に行っている。自動車、自動二輪、原付バイクの通学を希望す

る学生には、駐車許可証を交付している。駐車場は立体駐車場と第一駐車場、第二駐車場

に充分なスペースが確保されている。なお、自転車用駐輪場は 4 箇所、バイク専用駐輪場

は 2 箇所設置されており、自転車及びバイクの駐輪場も充分確保がされている。 

日本学生支援機構奨学金については、平成 23 年度の春の採用では第一種で 11 名、第二

種で 9 名の採用枠があり、第一種で 8 名、第二種で 9 名が採用された。（専攻科学生の採

用枠は特に設けられておらず基準を満たしていれば採用される。今年度は第一種で 1 名が

採用されている。）この奨学金に対する高等学校からの予約進学者は 25 名であった。 

本学独自の奨学金としては、学校法人藤ノ花学園奨学生制度がある。この制度は、2 年

次以降に前年度の学業成績が所属科のおおむね上位 5％以内である者に対し、半期分の授

業料相当額を奨学金として給付（減免）する制度である。平成 23 年度は幼児教育・保育

科で 5 名、キャリアプランニング科で 4 名を採用した。 

また、本学では豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部授業料減免制度授業料減免制度

を設けている。勉学への強い意欲があるにもかかわらず家計急変などによる学費納入困難

者を対象に授業料を減免する制度である。自己申告制で書類と面接により選考する。平成

23 年度春学期の応募者は 0 名、秋学期の応募者は 3 名で採用者は 2 名であった。 

学生の健康管理については、年に一回、校医による全学生を対象とした健康診断を実施

し、胸部レントゲンや検尿で所見がみられた学生には個別通知を行い、病院で再検査の受

診を勧めている。 

通学中または学内でケガをした学生については D 棟 1 階にある健康・相談センターにて

対応を行っている。 

メンタルヘルスケアやカウンセリングについては、保健業務兼、学生相談は週 5 日、10：

30 から 17：00 の間、保健室で担当者が対応をしたが、年間 53 件（昨年 30 件弱）の利用

があった。また、月 3 回、臨床心理士をカウンセラーとして配置して学生相談の体制を充

実させた。 

 セクシャルハラスメントについては平成 14 年度に「セクシュアル・ハラスメント防止

人権委員会規程」と「相談窓口に関する規程」を定め、「セクシュアル・ハラスメント防止

人権委員会」を設置した。平成 20 年度からは、「セクシュアル・ハラスメント防止パンフ

レット」や「セクシュアル・ハラスメント防止カード」を作成し、学内外でのハラスメン

ト防止の意識高揚に努めた。 

 なお、この規程に抵触する該当事例は現在までない。 
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 学生生活全般に関しては学生の代表機関である「合同学生会」執行部と大学側がコミュ

ニケーションを図りながら学生の意見や要望を汲み取り、これに対応するよう努めている。

また、学生委員会にキャンパスアメニティの小委員会を設けて、学生生活全般について支

援する体制を整えている。そのほか、学食連絡会を 1 年に 1 回行い学生の意識や要望を聞

き、これに対応するよう配慮している。 

 さらに、従来から半期ごとに授業評価アンケートにより授業についての意見、要望は聴

取してきたが、本年度は、それに加え学生生活全般についてのアンケートを行った。本学

に入学した目的、その目的の達成度、クラブ活動、資格取得、就職支援、事務部門のサー

ビス、施設設備などの質問項目により学生生活の満足度を量るもので、今まで以上に学生

の意見の集約が図られた。 

 留学生については、現在短期大学部には在籍していない。 

 社会人学生は、全体に目的意識が高く、自己の位置についても自覚があり、年下の学生

のよい手本となっている。入学を許可された社会人学生については、目的、キャリアの面で

配慮が必要と思われ、クラス編成上考慮をしている。 

障害者に対応するための校舎施設はほぼ整備されている。また、併設する学部では既に

実績があったが、短期大学部においても平成 18 年度から聴覚に障害のある学生を受け入

れた。入学前に担当教員や職員との面談を行い、障害の状況や要望を把握し、事前に受け

入れ態勢の整備を図った。また、学習支援及び生活支援の必要性について検討し、施設改

善や支援方法等を決定している。これらの相談体制としては、入学前については入試広報

センター、学生生活全般については学生課、授業については教務課が窓口となって相談に

応ずることとしている。 

 聴覚に障害を持つ学生については、併設する学部で既に実施しているノートテイカー派

遣制度と同様の制度を定め、学習支援を行っている。ノートテイカーの配置については、

コーディネーター担当として教務課が担当し、聴覚に障害を持つ学生からの希望する授業

について、原則として 2 名を配置するよう努めている。 

 車椅子を利用する学生については、同学生が受講する教室での専用席確保や出入りの際

の介助者の呼びかけなど、配慮に心掛けている。 

 また全ての障害者に対して、定期試験の際に、特別な支援が必要な場合については申し

出るように周知をしており、必要に応じて受講教室や試験時間（時間延長）などの配慮を

行うことを申し合わせている。 

長期履修生については、平成 17 年 4 月 1 日付で、「長期履修学生規程」を施行した。 

学生のボランティア活動については、学生会に4つのボランティアサークル（TEAM QQ、

ボッチャ、sociaL、子ども公演部）が登録され、この他に防犯ボランティアチームCTS(Clean 

Team SOZO)が活動している。 

 幼児教育・保育科の学生が所属する子ども公演部は、豊橋市の「子ども未来館ここにこ」

で定期的に活動し、地域の子どもたちとの交流を通して地域に貢献している。また、キャ

リアプランニング科の学生が所属する CTS は、豊橋警察署と連携し、各種の防犯活動を

通して地域に貢献している。 

 ボランティアサークルについては、各サークル独自の活動をするとともに、豊橋市社会

福祉協議会に登録し、地域の他のボランティア団体と交流を図りながら、幅広い活動をし
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ている。 

 

（b）自己点検・評価を基に課題を記述する。 

 学生の生活支援のための教職員組織として学生委員会が設けられているが、現在教員が

複数の小委員会に属しており委員会活動が重なる場面も見られる。今後は、学生委員会の

委員数を増加するとともに、小委員会間の連携を密にして学生支援に当たる必要がある。 

 学生会は自主活動であるため、年によって執行委員会への参加学生が少ないことがある。

このため、学生委員会の教員及び学生課の職員が指導助言を行っているが、学園祭などの

学生会の行事が一部の学生の負担となっている。今後は、学生会及び学生委員会、学生課

が連携して、学生会への理解と参加を全学生に周知し、学生会活動の活性化を図りたい。 

学生の休息施設については D 棟の改修工事に伴い 4F にラウンジを設けるなど、学生の

ニーズに合わせた改修を行っているが、今後も機会を見て施設の充実を図りたい。また、

学生食堂、購買については、学食連絡会で学生の意見を聞き、より利用しやすい施設の向

上に努めているが、学生の満足度を高めるべく引き続き検討していく必要がある。 

健康・相談センターについては、保健担当と相談担当の二つの業務があり、現在学生課

で事務を取り扱っているが、できるだけ早い時期に、健康・相談センターとして独立し、

センター長を中心に、学内の健康・相談について組織的に対応していく必要がある。 

学生の下宿については、次年度以降も下宿者数が減少することは予測されるが、下宿を

必要とする学生に良質な情報が提供できるよう、引き続き地域の下宿提供者との情報交換

を行っていく必要がある。 

自動車通学の学生に対しては、4 月当初安全運転講習会を行い、また全学生に交通安全

への注意喚起を行っているが、何件かの交通事故が毎年報告されている。ガイダンスなど

機会をとらえて学生の交通安全への意識の向上を図り事故の減少・撲滅に努める必要があ

る。 

 通学バスについては、4、5 月の朝の通学時は新入生の利用が多く、定期バスのほかに 2、

3 台の増発を依頼したが、雨天時には他の路線の増発もあって、本学の臨時が減らされる

ことになり、大変混雑した状況であった。バスの本数が充分に得られるよう増発を豊鉄バ

ス株式会社と交渉しているが、学期の途中で通学方法をバス利用からマイカー通学に切り

替える学生も多く、恒常的なバスの増発は現状では難しいとの回答であった。この問題に

ついては今後も引き続き交渉していく必要がある。 

日本学生支援機構の奨学金については、入学前の予約進学者も比較的多く、毎年定期採

用枠の中で大方の学生が採用されている。枠数としてはほぼ満たされている状況であるが、

在学中の家計急変に伴う奨学金希望者もいるため、今後も学生への奨学金制度全般の周知

を図る必要がある。 

学生のメンタルヘルスケア、カウンセリングに関しては、最近は学生の相談事例も多岐

にわたり、相談内容も深刻なものが多くなってきている。一度相談に訪れた学生がその後

も継続して相談に訪れる場合が多い。そのため、現在週 1 回行っている学生相談専門のカ

ウンセラーを充実させる必要がある。 

学生からの意見や要望については、いろいろな調査、アンケートで意見を聞いているが、

より多くの意見要望ができるように調査方法やアンケートの内容について引き続き研究す
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る必要がある。 

今後留学生の入学があった場合には、学生委員会の留学生担当教員、ゼミ担任、学生課

が、日々の学生生活から在留関係、生活関係まで対応できる体制を整え、よりきめ細かい

指導助言をして、留学生が安心して大学生活を送れるように支援していきたい。 

近年増加傾向にある社会人入学の学生ニーズに対応できるよう、引き続き配慮していき

たい。 

長期履修生については、現在入学者の実績はなく、まずは告知、募集方法を中心に、引

き続き検討していくことが必要である。 

 学生のボランティア活動については、現在豊橋市内の大学生の間でボランティアサーク

ルの連携を図る動きがある。今後は、各サークル独自の活動を進めるとともに他のサーク

ルや他大学のサークルと連携し活動することによって、より地域への貢献ができるような

支援体制を整えたい。 

 

基準Ⅱ‐B‐4 進路支援を行っている。 

・以下の観点を参照し、基準Ⅱ‐B‐4の自己点検・評価の概要を記述する。 

（a）自己点検・評価を基に現状を記述する。 

入学直後から短期大学部の学生として職業観や就業意識を持ち、適職への認識を深め悔

いのない就職活動をするためには、全体指導はもちろんのこと、守秘義務を厳守したきめ

細かな個別指導が非常に大切である。この観点から教員と職員は、連携をより密にし、常

に情報を共有し、学生の指導にあたっている。 

 

（b）自己点検・評価を基に課題を記述する。 

学生の多くが豊橋市を中心とする周辺地域からの自宅通学者であり、卒業後も自宅通勤

を希望する者が圧倒的に多数を占めている。そのため卒業生の多くが地元にある各種事業

体に就職するのが実態である。地域に貢献する短期大学として、学園の長い歴史の上に築

かれた信頼をもとに協力関係が構築されているものの、ここ数年は大企業を中心に一般職

の求人が減少している。また、一般職の採用も大学・短大の垣根が無くなるなど、短大生

に不利な就職状況が続いている。今後も求人開拓、学生指導の一層の強化を図り、学生が

卒業後に仕事を通じて社会に貢献できるよう支援していく必要がある。 

 

基準Ⅱ‐B‐5 入学者受け入れの方針を受験生に対して明確に示している。  

・以下の観点を参照し、基準Ⅱ‐B‐5の自己点検・評価の概要を記述する。 

（a）自己点検・評価を基に現状を記述する。 

本学では、入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）、入試日程や受験科目、選抜方

法、入学手続き方法等は、「短大案内」や「入試ガイド」、「学生募集要項」、「ホームページ」

に明示している。 

特に「入試ガイド」では、「入試に関する Q&A」や「入試のポイント」、「選抜方法や評

価の観点」などを分かりやすく説明することで、アドミッション・ポリシーについて理解

を深めてもらえるように努めている。さらに、オープンキャンパスや進学説明会等におい

ても説明する機会を設けており、受験生だけでなく保護者も含めて理解を促している。ま
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た、入学時においても、全学生に配布する「生活案内」に建学の精神や教育目標等を明示

することで、アドミッション・ポリシーの理解を深化させ、教育目標の実現に向けて努力

している。 

「短大案内」では、アドミッション・ポリシー以外にも、授業や学生生活の情報について

の情報を掲載しているが、掲載に際しては、在学生のコメントを多く取り入れるなど受験

生に身近に感じてもらえるような工夫を試みている。 

次に本学における入試広報業務についてである。入試広報業務は、教職員で構成される

広報委員会の指導・助言のもと渉外部入試広報センターが担当しており、受験生からの問

い合わせなどに対応している。人員体制については、室長 1 名、係長 1 名、主任 1 名、課

員 2 名で構成されており、全国各地で開催される進学説明会や高校内進路ガイダンス、保

護者会などの行事に参加し、受験生からの個別相談にも対応するようにしている。また、

高校訪問については、入試広報センター担当者が地区別に分担して訪問を行っており、大

学側から自発的に情報発信するように心掛けている。最近では、インターネットのメール

による問い合わせも増加傾向にあるが、メールでの問い合わせについては、入試広報セン

ター担当者全員に配信されるようにしており、原則として主担当者が 24 時間以内に回答

するよう対応している。このやり取りについては、入試広報センター全員でメールを共有

し、回答漏れがないようにしている。 

業務遂行上問題等が発生した場合は、広報委員会や広報委員会を通じて科会へ相談する

など、速やかな対応がとれるようにしている。 

また、入試業務については、教員を中心に組織している入試委員会の指導・助言のもと、

入試広報センターが担当している。入試判定業務については、入試委員会、入試担当者会

議、科会など、入試の規模等に応じて審議する機関を定め、厳正かつスピーディーな判定

ができるよう工夫している。一方、入学試験問題の作成業務については、入試委員会の指

導・助言のもと入試広報センター室長が入試問題作問担当者と入試問題点検委員相互のコー

ディネーターとなり、遅滞や遺漏のないよう厳正に行っている。 

なお、入試広報業務及び入試業務については、人的なリスクマネジメントの一環として、

業務を 1 人だけが担当するのではなく、できる限り複数で業務に従事する複線化を進めて

おり、人員が欠員となった際にも対応可能な業務分担をしている。 

このほか、本学への入学手続者に対しては、入学前学習や入学前オリエンテーション（ス

クーリング）を実施するなど、入学後の学習がスムーズにスタートできるよう学習面のサ

ポートと入学に備えた情報提供を行っている。特に平成 24 年度入学生より「入学手続き

要項（冊子）」を作成して、入学前後に必要な情報を時系列・テーマごとに整理し情報提供

するようにしている。入学後は、新入生ガイダンスやテーマごとにオリエンテーションを

実施しており、1 日でも早く大学生活に慣れるよう配慮している。また、新入生は、いず

れかのクラスに在籍することとなり、このクラス担任が、入学後の様々な問題についての

相談相手となり、学生一人一人の学習面や学生生活面でのサポートを行うことにしている。 

 

（b）自己点検・評価を基に課題を記述する。 

入学者受け入れの方針（アドミッション・ポリシ）の明示については、前述の通り様々

な方法で周知するように努めているが、昨今の学生の応募状況から、入学生の現状は、学
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力や入学意欲、入学後の目標等について、学生個々の成熟度にバラツキが見られる。また、

入学試験においてアドミッション・ポリシーが問われるのは、面接試験のある特別入試や

推薦入試に限られており、一般入試受験者に関しては、直接的にアドミッション・ポリシー

等の理解度を図るすべが無いことは、課題である。 

いずれにしても、アドミッション・ポリシーやカリキュラム・ポリシー、ディプロマ・

ポリシー等をしっかり理解した上で大学生活を送ってもらうためには、入学前の受験生に

対する周知方法や掲載方法を改善すると共に、入学後も、具体的に説明する機会を増やし

理解を深める努力をしていかなければならない。そのためには、まずは、教員の FD 活動

や職員のSD活動等を通じて、本学のアドミッション・ポリシーやカリキュラム・ポリシー、

ディプロマ・ポリシー等勉強会を開催するなど、教職員一体となった認識を改めて持つと

ともに、統一的な説明ができるよう知識と情報の共有を図らなければならないと考えてい

る。 
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◇ 基準Ⅱについての特記事項 

（1）以上の基準以外に教育課程と学年支援について努力している事項。 

 平成 22 年度～23 年度にかけて、文部科学省より「大学生の就業力育成支援事業」の取

り組みに選定採択され、本学として『持続型職業人 SOZO プロジェクト』として研究実践

を推進してきた。本年度末に【就業力成果報告書】として 200 ページほどの冊誌にし上梓

公表した。なおこれに引き続き平成 24 年度より「産業界のニーズに対応した教育改善・

充実体制整備事業」に選定されたので全学あげて努力したい。 

 

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

 特になし 
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【基準Ⅲ 教育資源と財的資源】 

・基準Ⅲの自己点検・評価の概要を記述する。 

（a）基準Ⅲの自己点検・評価の要約を記述する。 

 本学の教員組織は、各科・各分野に応じて必要な人員が配置され、設置基準に定める教

員数を充足している。短期大学の教育研究に関しては、個人研究費の支給や研究室の確保

など教育研究環境は整っているものの、著作や論文発表数においては決して活発といえる

状況ではない。また、事務組織としては、教育・学習の支援体制を整えているほか、平成

23 年度に学園システムを更新し、業務内容の拡充や事務の効率化に取り組んでいる。施設

面では、校地・校舎とも設置基準に定める面積が充足されており、バリアフリー化の対応

も図られている。教室や図書館、スポーツ施設も利用者の要望等をふまえ整備されている。

設備面ではプロジェクター、パソコン等の機器のほか楽器や調理器具等も十分な整備がさ

れている。 

 その維持管理については、専門職員や専門業者等がそれぞれ定期点検等を行い、良好な

学習環境の維持に努めている。学内の安全対策については、昼夜の警備を専門業者に委託

しているほか、コンピューターシステムのセキュリティについても、ウイルス対策ソフト

の導入等様々な対策を講じている。その他、技術的資源をはじめとする教育資源は、情報

機器等の定期的な更新及びソフトウエアの充実のほか、情報管理システムのバージョンアッ

プ等ハード・ソフト両面にわたる充実に努めている。また、日常的な技術支援のため、平

成 22 年 4 月には、サポートセンター業務を業者委託から専門職員による体制に変更し、

より迅速な支援体制を整えてきた。 

 このほか財的資源については、短期大学部門の収支が、ここ数年支出超過の状況となっ

ているものの、法人全体の収支状況では好転しつつあり、短期大学の存続に直ちに影響を

及ぼす状況とはなっていない。 

 以上、本学の教育資源、財的資源は概ね良好な状況となっているが、キャリアプランニ

ング科の見直し、保育実習室の整備など解決しなければならないいくつかの課題もある。 

 

（b）基準Ⅲの自己点検・評価に基づく行動計画を記述する。 

 恒常的な定員割れの状況にあるキャリアプランニング科について、抜本的な対策を協議

するため、学外のアドバイザーも交え科の在り方検討会を発足する。そこでは、現状の分

析と今後の改革案等について取りまとめ、できるところから順次実施に移す。 

 また、大震災への備えは喫緊の課題となっているが、平成 24 年度中に少なくともマニュ

アルと備蓄品の整備に着手することを計画している。 

 施設整備に関しては、平成 24 年の施設改善計画として学内に保育実習室の整備と全ピ

アノレッスン室に冷暖房機器の設置を予定している。 

 

 

 

 

 

 



豊橋創造大学短期大学部 

 

 - 57 - 

【テーマ】 

基準Ⅲ‐A 人的資源 

・基準Ⅲ‐Aの自己点検・評価の概要を記述する。 

（a）テーマ全体の自己点検・評価の要約を記述する。 

 本学の教員組織は、短期大学設置基準に定める教員数を満たしており、各科、各分野に

応じて必要な教員が配置され、短大部及び各科の教育課程編成実施の方針に基づいた教員

組織となっている。また教育研究に関しては、個人研究費の支給制度や研究室・研究日の

確保など教育研究環境は十分整っているものの、研究活動は各種の FD 活動が緒に就いた

ところであり、著作や論文発表等において活発と言える状況ではない。 

 学習を支援する事務組織は、各個人に担任事務が割り振られ、教授会や各種委員会への

参加をはじめ常に教員との連携を密にし、学習成果の向上に努めている。特に平成 23 年

度は学園システムを更新し、業務内容の拡充や事務処理の効率化に取り組んだ。このほか

人事管理に関しては、各種規則・規程・要綱等を整備し、それに従って適切に行われてい

る。 

 

（b）自己点検・評価に基づく改善計画を記述する。 

 特に定員充足率の低いキャリアプランニング科について、平成 24 年度にその在り方検

討会を発足し、課題の整理と改善策をまとめることになっており、その中で新たな目標に

ふさわしい教員組織の在り方についても検討する。 

 教員の FD 活動については、大学との共同開催ではなく、短大に特化した内容を検討す

る。事務職員の SD 活動については、平成 24 年度に当面の大きな課題である災害対策の

メニューと組織づくりを検討するほか、職員の資質向上のための研修手法を工夫する。 

 

【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。 

・以下の観点を参照し、基準Ⅲ‐A‐1の自己点検・評価の概要を記述する。 

（a）自己点検・評価を基に現状を記述する。 

 本学教員組織については、幼児教育・保育科、キャリアプランニング科及び専攻科福祉

専攻それぞれに授与する学位の分野に応じて必要な教員が配置されており、短大部及び各

科の教育課程編成・実施の方針に基づいた教員組織となっている。専任教員数は、短期大

学設置基準に定める教員数を満たしているが、科の特性や必要性に応じて非常勤教員や補

助教員等が配置されるなど充実した教育体制となっている。 

 また、専任教員の職位は、学位・教育実績等設置基準を充足しているほか、教員の採用、

昇任についても、豊橋創造大学短期大学部教員資格基準に基づき、教授会が選出した資格

審査員による審査や教授会の審査を経て、理事長に答申がなされるなど、就業規則，教授

会規程、選考規程等に基づいて行っている。 
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年齢ごとの専任教員数 

区分 70 以上 60～69 50～59 40～49 30～39 29 以下 平均年齢 

合計人数 1 人 9 人 5 人 6 人 0 人 0 人 
56.1 

割合 4％ 43％ 24％ 29％ 0％ 0％ 

 

専任教員の学位取得状況 

職名 博士 修士 学士 准学士 合計 

教授  5 7  12 

准教授  2 2 2 6 

講師  1 1  2 

助教    1 1 

平成 23 年 5 月 1 日現在 

 

専任教員及び非常勤教員、兼担教員（他科の教員）、兼任教員（併設大学の教員） 

学科・専攻名（専攻科を含む） 
専任教員数 

非常勤教員 兼担 兼任 
教授 

 

准教授 

 

講師 

 

助教 

 

計 

 

幼児教育・保育科 7 3 1 1 12 23 2 2 

キャリアプランニング科 5 3 1 0 9 21 2 8 

専 攻 科 福 祉 専 攻 (3) (1)  (1)  14 1 1 

平成 23 年 5 月 1 日現在 

 

（ｂ）自己点検・評価を基に課題を記述する。 

 専任教員の年齢構成は、全員が 40 歳以上となっており、中でも 60 歳以上が約半数を占

めるなど、高齢化の傾向にある。今後の教員採用にあたっては、年齢のバランスにも配慮

する必要がある。また、学生数や担当コマ数等に対応する適正な教員配置について検証し、

必要な対策の構築が求められている。 

 

基準Ⅲ‐A‐2 専任教員は、学科・専攻過程の教育課程編成・実施の方針に基づいて教育

研究を行っている。 

・以下の観点を参照し、基準Ⅲ‐A‐2の自己点検・評価の概要を記述する。 

（a）自己点検・評価を基に現状を記述する。 

 専任教員の研究活動としては、著作や論文のまとめ、学会発表等が主であるが、全体の

数としてはそれ程多くない。全教員の研究活動・業績は、毎年度大学のホームページを通

して公開されているほか、研究紀要を作成し広く関係機関等に配布している。 

 また、教員の教育研究活動を助長するため、個人研究費規程等の整備をはじめ、各教員

毎の研究室設置や原則週 1 日の研究日の確保など、様々な環境整備がされている。 

 このほか、FD 活動に関しては、平成 22 年 10 月 1 日に大学・短期大学部合同 FD 委員

会規程が施行され、それに基づき平成 23 年度は年 2 回の授業評価アンケートや公開授業

の実施をはじめ FD 講演会、FD 講習会、FD フォーラムの開催及び幼児教育・保育科の専

任教員と非常勤教員との FD 懇談会を開催した。 
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（b）自己点検・評価を基に課題を記述する。 

 短大部教員の科学研究費補助金、外部研究費等の獲得実績は乏しい状況であり、その取

り組み強化が大きな課題となっている。また、FD フォーラムや講演会の開催については、

大学との合同開催だけでなく、短大の教員課題に特化した内容とする必要性もある。この

ほか、公開授業も実施方法を再検討する時期に来ている。 

 

基準Ⅲ‐A‐3 学習成果を向上させるための事務組織を整備している。 

・以下の観点を参照し、基準Ⅲ‐A‐3の自己点検・評価の概要を記述する。 

（a）自己点検・評価を基に現状を記述する。 

 (学)藤ノ花学園業務組織及びその運営に関する規程により、事務組織及び事務分掌等が

定められており、責任体制が明確になっている。事務職員は、毎年度それぞれの担任事務

が割り振られ、OJTや必要に応じ外部研修により専門性を深めている。事務関係諸規程は、

経理規程、稟議規程等が整備されており、その規定に沿って適正に事務処理がされている。

事務室及びその情報機器、備品等については、常に働きやすい環境整備の観点から、照明、

空調は省エネにも配慮して順次機器の取り換えを行っているほか、パソコンは、平成 24

年度に全面更新を行い事務処理の効率化を図っている。また、平成 23 年度には、学園シ

ステムの更新時期に合わせ、業務内容も拡充し、学生サービスの向上、事務処理の省力化・

効率化を目指して改善に取り組んでいる。 

 防災対策については、部課長を中心に必要な対策の洗い出しを行い、平成 24 年度中に

防災用品の購入を含め一定の方針をまとめる計画をしている。また、情報セキュリティ対

策については、ファイヤーウオールを設けるなど目的に応じ様々な対策を講じている。 

 SD 活動に関しては、特に規程は設けていないが、外部の研修会には多くの職員が参加

しており、全職員を対象とした年度末の SD 研修会で外部講師のほか、研修会の成果の発

表を職員が行い、より密度の濃い研修を目指している。 

 また、日常業務の見直しや事務改善については、節電や経費削減、事務の効率化等様々

なテーマを日常的に意識する中で、具体的な提案や成果の報告などを求めその定着を図っ

ている。関係部署との連携、情報の共有化についても部課長会等を通じて行っている。 

 

（b）自己点検・評価を基に課題を記述する。 

 事務組織における当面の課題としては、地震等の大きな災害時に臨機応変な対応ができ

る組織の在り方について、早急にまとめる必要がある。特に、職員の更なる資質・能力向

上のため、日常業務に支障のない範囲内で本学に適合したより有効な研修手法等の研究、

開発が求められている。 

 

基準Ⅲ‐A‐4 人事管理が適切に行われている。 

・以下の観点を参照し、基準Ⅲ‐A‐4の自己点検・評価の概要を記述する。 

（a）自己点検・評価を基に現状を記述する。 

諸規程集には、就業規則、就業規則実施規程、育児休業規程、定年規程、職務に専念す

る義務の特例に関する規程、懲戒委員会規程、給与規程、退職金規程、旅費規程の規程が

集録されており、これらの諸規程を学内のネットワーク上に示し、教職員が必要に応じ常
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に閲覧できる環境を整えている。そのほかに、嘱託職員要綱、パート職員に関する細則、

職員超過勤務手当支給細則、職員の代休の取扱基準、アルバイトの雇用及び賃金に関する

取扱要領等細則等が整備されている。 

教職員は就業に関し、これらの規程に基づいて就業している。疑問点等については、庶

務課人事担当に問合せ就業している。 

 

（b）自己点検・評価を基に課題を記述する。 

 諸規程の教職員への周知に関してはネットワーク上に示しており、各人が必要に応じて

閲覧できるようになっている。ただし、諸規程の改定の諸規程集への反映の迅速化が望ま

れる。 

就業に関して規定されていない事柄が発生した場合には、事務局長等との協議の上迅速

に対応している。また、それを規定化することにより今後の対応を講じている。 
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【テーマ】 

基準Ⅲ‐B 物的資源 

・基準Ⅲ‐Bの自己点検・評価の概要を記述する。 

（a）テーマ全体の自己点検・評価の要約を恕述する。 

 本学の施設は校地、校舎共に大学との共用ではあるが、短期大学設置基準に定める面積

は充足しており、校舎内外でのスロープ設置のほか、各棟にエレベーターや障害者用トイ

レが設置されるなど、バリアフリー化が図られている。講義室や演習室等の教室数は十分

確保されており、図書館、スポーツ施設も学生の利用に応え得る一定の整備はされている

ものの、未だ学内に保育実習室がないことやピアノレッスン室の一部に空調設備が未設置

である。また設備面では、それぞれの必要に応じてプロジェクター、パソコン、VTR 等の

機器や各種備品が備えられている。短期大学部特有の備品としては、楽器や調理器具等も

整備されている。 

 施設設備の維持管理については、専門職員、専門業者がそれぞれの分野で定期点検等を

行い、常に最善の学習環境の維持に努めている。また、学内警備を専門業者に委託してい

る。パソコンのセキュリティ対策として、ウイルス対策ソフトの導入やファイアウオール

の設置など、様々な安全対策を講じている。このほか省エネルギー対策として、空調や照

明器具の取り換えも年次計画で行い、着実に成果を上げている。地震防災対策については、

マニュアルや防災備蓄品が未整備となっており、早急な対策が必要となっている。 

 

（b）自己点検・評価に基づく改善計画を記述する。 

 平成 24 年度の施設改善計画は、幼児教育・保育科に関する事業として、教育課程編成

上必要となっている授業内での園児の観察指導のための保育実習室を整備するほか、学習

環境を整えるために、ピアノレッスン室全室冷暖房機器を導入する。 

 地震防災対策については、災害発生時に十分な機能を発揮できる体制整備が課題となっ

ており、平成 24 年度以降順次、マニュアル整備や防災備蓄品の購入を予定している。 

 

【区分】 

基準Ⅲ‐B‐1 学科・書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。 

・以下の観点を参照し、基準Ⅲ‐B‐1の自己点検・評価の概要を記述する。 

（a）自己点検・評価を基に現状を記述する。 

短期大学設置基準の規定している校地面積は、4,800 ㎡である。本学は併設する大学と

の共用ではあるが 50,553.55 ㎡を有し、基準面積を充足している。併設大学との按分によ

る学生一人当たりの面積も 41.81 ㎡となっている。 

大学との共用としての運動場の面積は、25,023.55 ㎡を有している。併設大学は専用の

運動場用地として、11,440.00 ㎡である。 

短期大学設置基準の規定している校舎面積は、4,150.00 ㎡である。本学は短期大学専用

面積として 3,538.90 ㎡、併設する大学との共用で 5,356.82 ㎡を有し、基準面積を充足し

ている。 

校地全体は、スロープ等を設置している。校舎はほぼ全域にわたり、エレベーター、スロー
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プにより下肢障害者に対応できている。各棟には障害者用トイレを配置している。 

大学全体（大学と短期大学部共通で使用）として講義室 20 室、演習室 10 室、実験実習

室 19 室、情報処理学習施設 7 室、語学学習施設 1 室を有している。 

授業における教育効果の向上のため、各講義室にはプロジェクター及び PC を設置し、

VTR、スライド、PC 画面を投影しながら授業を行うことが可能となっている。また、冷

暖房の空調装置は全教室に整備され、学生は年間を通じて快適な環境で授業を受けること

ができる。また、演習室、実習室には移動式プロジェクター等の機器・備品のほか、各科

特有で必要な楽器類、運動具、調理器具、PC 等が適切に整備されている。 

図書館及びその設備・資料等は、すべて併設する大学との共用となっている。建物は図

書館をはじめ、キャリアセンター、地域貢献センターが併設されている複合館で、図書館

部分は管理スペースその他を含めた 1,954 ㎡、別棟書庫 62.1 ㎡を加え 2,016 ㎡である。館

内座席数は、開架用 90 席、新聞・雑誌閲覧用 37 席を含め合計 174 席であり、在籍学生数

の約 15％となっている。 

購入図書選定システムについては、出版情報誌による回覧選定と、科単位で資料を選定

する方法を中心に資料選定を行っている。図書委員以外の教職員にも選定の機会を設け、

幅広い分野の選定ができるよう改善を重ねている。学生からのリクエストには迅速に対応

できるよう、前述の選定システムとは別の選定・発注方法で運用している。 

廃棄システムについては、消耗品扱いの資料は廃棄手順が整備されており、適宜廃棄を

行っている。資産扱いの図書の除籍手順については、一部未整備の部分があるため検討中

である。 

前述の図書選定システムに加えて、シラバス掲載の授業テキストや参考図書を収集して

いる。掲載資料以外にも教員選書による学習用資料を収集し、常に学習に必要な資料を提

供できるよう努めている。その結果、平成 23 年度の短期大学部の貸出冊数は学生一人当

たり 18.6 冊となっている。 

体育館としての面積は 2,535.43 ㎡を有し、競技フロア面積は 1,288.59 ㎡であり、バレー

ボールコートが 2 面である。屋外には全天候型テニスコートが 2 面ある。 

 

（b）自己点検・評価を基に課題を記述する。 

校地面積は、基準面積を充足し、適切な面積の運動場を有しており、校舎面積も基準面

積を充足しているので課題はない。 

障害者対応について、一部下肢障害者(車椅子利用者)の利用できないフロアがあり、対

応が必要である。 

現在有する室数で時間割運営は可能である。ただし、幼児教育・保育科から、教育課程

編成上必要となる。幼稚園児や保育園児を本学の授業内で直接、観察・指導するための「保

育実習室」が不足している。また、ピアノレッスン室の空調設備が全室に設備されていな

いので、これらの対応が望まれる。 

機器・備品の整備については、年度の始まる前に各科の教育課程編成・科の方針に基づ

いて提出された計画・要望を取りまとめ、その妥当性を判断して新規購入あるいは更新の

手続きを行っており、課題はない。 

図書館は当初、経営系単科大学を想定して建てられており、近年の医療系学部増設によ
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る急激な資料増加に伴い、既存の書架及び書庫の収容能力をはじめフロア部分の空間的な

余裕がなくなりつつあり、対応が望まれる。 

資料増加による書架・書庫の狭隘化を緩和するため、資産扱いの図書の除籍手順を確立

することが喫緊の課題である。参考図書等の整備について、課題は特にない。 

体育館は適切な面積を有していると考えるので課題はない。 

 

基準Ⅲ‐B‐2 施設設備の維持管理を適切に行っている。 

・以下の観点を参照し、基準Ⅲ‐B‐2の自己点検・評価の概要を記述する。 

（a）自己点検・評価を基に現状を記述する。 

 学校法人藤ノ花学園経理規程、固定資産及び物品管理規程等を整備し、その規定に従い

施設設備、物品の適正な維持管理がされている。また、火災・地震対策については、防火

管理規程、防災管理規程、地震防災規程等を整備し、その規定により防災対策委員会、防

災管理者等が設置されている。このほか、施設設備の定期的な点検を専門業者に依頼し、

必要に応じて改修工事等を行い、適正な管理に努めている。 

 学内の防犯対策については、警備会社との委託契約により、日中の常駐警備や夜間の巡

回・機械警備のほか防犯カメラの設置により万全を期している。パソコンのセキュリティ

対策については、教室などの共用パソコンにすべてウイルス対策ソフトを導入し、定時ス

キャン、自動更新等を設定することによって、悪意あるプログラムから保護している。ま

た、すべての共用パソコンは、毎日稼働状況を監視し、異常があればシステム管理室で検

知できる体制を整えている。ネットワークのセキュリティに関しては、ファイアウオール

を設置し、学外からの不正アクセスを遮断するよう設定している。 

 省資源・省エネルギー対策については、空調設備や照明設備の省エネ機器への切り替え、

適切な温度設定、不要箇所の消灯、使用実態に合わせたパソコン電源入力の短縮等により

使用電力量が着実に減少し、相当な削減効果が生じている。また、環境保全対策の一環と

して、分別用のごみ箱設置や自販機のすべてを紙パック、紙のカン、ペットボトルに切り

替えている。 

 

（b）自己点検・評価を基に課題を記述する。 

 地震防災対策については、防災上欠くことのできない規程や組織等基本的な整備は一応

整っているものの、災害の発生時に十分な機能を発揮できる体制整備が大きな課題となっ

ている。平成 24 年度に防災備蓄品の購入を予定しており、その内容検討と合わせマニュ

アルの整備や教職員の意識改革、機能的な組織づくりと効果的な防災訓練の実施など、一

つひとつを検証しながら着実に進めていくことが必要となっている。 
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【テーマ】 

基準Ⅲ‐C 技術的資源をはじめとするその他の教育資源 

・基準Ⅲ‐Cの自己点検・評価の概要を記述する。 

（a）テーマ全体の自己点検・評価の要約を記述する。 

 本学の技術的資源をはじめとするその他の教育資源は、教育効果や学習成果向上の観点

から、情報機器等の定期的な更新、それに伴うソフトウエアの充実、学内の情報管理・公

開システムの大幅なバージョンアップ等を行い、教員、学生、事務職員それぞれの利便性

の向上や正確性の向上、効率化が図られている。こうしたハード、ソフト両面にわたる充

実に合わせ、日常的な技術支援が重要となっており、平成 22 年 4 月から、従来は業者委

託で行っていたサポートセンター業務を常駐の専門職員による体制に変更し、学生、教職

員に対する迅速な技術支援が行われるなど、一定の水準が確保されているものと評価して

いる。 

 

（b）自己点検・評価に基づく改善計画を記述する。 

 サポートセンターでの相談内容や学生の疑問等を教員へフィードバックする体制整備や

新しい情報技術の伝達方法、平成 23 年度に導入した iPad の有効活用のための環境整備等

について、教職員から意見聴取を行い、ネットワーク管理委員会を中心に改善策を検討す

る。 

 

【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。 

・以下の観点を参照し、基準Ⅲ‐C‐1の自己点検・評価の概要を記述する。 

（a）自己点検・評価を基に現状を記述する。 

 本学では ICT 関連の技術的支援を行うため、サポートセンター（専門職員）及びシステ

ム管理室（委託業者）を設置し、機器の稼働状況の確認や異常発生時の迅速な対応ができ

る体制を整備している。パソコン教室等の特別教室は 7 教室を確保し、そのパソコン及び

学内ネットワーク機器等のハードウエアは、4 年のサイクルで更新している。ソフトウエ

アに関しては、教員に希望調査を行い充実・向上に努めているほか、更新前に ICT リテラ

シ教育担当教員に該当ソフトを配布し、次年度以降の授業計画に反映できるよう配慮して

いる。学内のパソコンは、全て個人の同一アカウントでログオンできるよう整備されてお

り、学生・教職員は、学内全域に設置した無線アクセスポイントを通じて、学内どこでも

ネットワークシステムを利用して、自学自習や情報の検索等ができることになっている。 

 事務局では、学内の情報管理・公開システムとして GAKUEN 及び UNIVERSAL 

PASSPORT を導入しており、平成 23 年 8 月に大幅なバージョンアップを行った。履修登

録の Web 化により、学生の利便性や正確性の向上、採点登録の効率化など着実に効果が生

まれている。また平成 22 年度に、文部科学省の「大学生の就業力育成支援事業」に補助

採択され、それを契機としてキャリアプランニング科学生に対し iPadが貸与されている。 
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＜パソコン教室・ＰＣ自習コーナーの状況＞ 

名   称 機種・台数等 使用状況（1 週のコマ数） 

Ｃ22 教室 

DELL Precision T3400 ×41 台 

中間モニター  ×21 台 

DocuPrintC2250  ×1 台 

画像転送システム  ×1 台 

春学期：17／25 コマ（内 短大 6） 

秋学期：14／25 コマ（内 短大 5） 

Ｃ23 教室 

FMV-D5350  ×49 台 

中間モニター  ×25 台 

DocuPrintC2250  ×1 台 

画像転送システム  ×1 台 

春学期：9／25 コマ（内 短大 3） 

秋学期：12／25 コマ（内 短大 4） 

Ｃ33 教室 

FMV-D5350  ×41 台 

中間モニター  ×21 台 

DocuPrintC2250  ×1 台 

画像転送システム  ×1 台 

春学期：12／25 コマ（内 短大 6） 

秋学期：13／25 コマ（内 短大 10） 

Ｄ21 教室 

FMV-D5350  ×41 台 

中間モニター  ×21 台 

DocuPrintC2250  ×1 台 

画像転送システム  ×1 台 

春学期：15／25 コマ（内 短大 0） 

秋学期：13／25 コマ（内 短大 3） 

Ｄ31 教室 

FMV-D5350  ×25 台 

中間モニター  ×13 台 

DocuPrintC2250  ×1 台 

画像転送システム  ×1 台 

液晶プロジェクタ  ×1 台 

スマートボード  ×1 台 

春学期：7／25 コマ（内 短大 1） 

秋学期：7／25 コマ（内 短大 3） 

Ｄ43 教室 HP dx7400SF/CT  ×50 台 
春学期：7／25 コマ（内 短大 1） 

秋学期：7／25 コマ（内 短大 0） 

Ｅ棟 3 階 

ＰＣゼミコーナー 

FMV-K5250  ×10 台 

DocuPrintC2250  ×1 台 
 

Ｅ棟 4 階 

ＰＣゼミコーナー 

FMV-K5250  ×9 台 

DocuPrintC2250  ×1 台 
 

Ｅ棟 3 階 

スタディルーム 

FMV-KH2D2M1  ×9 台 

DocuPrintC3360  ×1 台 
 

図書館 1 階 

ＰＣ実習コーナー 

FMV-K5250  ×30 台 

PowerMac G5  ×3 台 

DocuPrintC2250  ×1 台 

 

Ｃ21（ＬＬ）教室 

SONY.LLC.9000 モニタ ×56 台 

ビデオカセットレコーダ ×1 台 

CD、DVD プレーヤ  ×1 台 

春学期：12／25 コマ（内 短大 5） 

秋学期：13／25 コマ（内 短大 2） 

 

（b）自己点検・評価を基に課題を記述する。 

 ICT 関連の課題としては、サポートセンターでの相談内容や学生の疑問等について、記

録として教員にフィードバックされる体制が整っていない。また、教職員・学生の端末利

用状況を集計分析し、教室準備計画に活用されておらず、新しい情報技術についても相談

を基に対応するだけでなく、教員への紹介、講習会の企画・実施など、より積極的な取り

組みが必要となっている。また、ノートパソコンや iPad などのモバイルデバイスの利用

増加に合わせ、無線アクセスポイントの設置場所や台数などに関して、利便性の確保に向

けた改善が必要となっている。 
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【テーマ】 

基準Ⅲ‐D 財的資源 

・基準Ⅲ‐Dの自己点検・評価の概要を記述する。 

（a）テーマ全体の自己点検・評価の要約を記述する。 

短期大学部門の収支は、主にキャリアプランニング科の定員充足率の低下により支出超

過の状況がここ数年続いているが、法人全体の収支状況は大学新設学科の完成年度に向け

て好転しつつあり、今後の短期大学存続のための財源等も安定的に留保されている。また、

短期大学の教育研究活動の維持・向上のための資金配分も適切に行われている。 

 本学の特色を活かし、地域における存在意義を発揮できるよう常に情報収集と分析に努

め実態を把握し、安定した収支状況が維持できるよう諸計画を検討している。 

 

（b）自己点検・評価に基づく改善計画を記述する。 

学内にキャリアプランニング科の在り方検討会を設け、時代の趨勢を踏まえて魅力ある

学科の在り方について様々な観点から検討し、改善方策を提案するための協議・検討を進

めている。また、支出抑制のための組織的な取り組みや予算管理の徹底が必要である。 

学生募集計画の上では、姉妹校とのより強力な連携体制を築き、学生数の確保に努める

必要がある。また幼児教育・保育科については同系統の近隣の短期大学で四年制大学への

移行の動きが多い中、同学科の将来計画についても慎重に検討を進める必要がある。 

 

【区分】 

基準Ⅲ‐D‐1 財的資源を適切に管理している。 

・以下の観点を参照し、基準Ⅲ‐D‐1の自己点検・評価の概要を記述する。 

（a）自己点検・評価を基に現状を記述する。 

 短期大学はキャリアプランニング科の定員充足率の低迷により、平成 21 年度～平成 23

年度の資金収支と消費収支は支出超過となっている。このように短期大学に限れば、支出

超過の傾向が続いているが、法人全体では大学保健医療学部看護学科の完成年度(平成 24

年度)が近づくに従って、納付金収入も増加しており、収支状況は改善状況にある。貸借対

照表上も、自己資金率の高い健全な財政状況であり、2 号基本金は計画に基づき組み入れ

が行われ、退職給与引当金も要支給額の 100％が引き当てられており、短期大学の存続が

近年中に問題となるような状況ではない。 

 資金運用については、平成 21 年度に制定した「学校法人藤ノ花学園資金運用規定」に

基づき、元本保証を大原則として安全性を重視した資産運用を行っており適切である。 

また、教育研究経費は帰属収入の 20%を大幅に上回っており、短期大学の教育研究用の

施設設備及び図書等の学習資源への資金配分は適正に行われている。 

 短期大学部全体の定員充足率は、平成 23 年度で 81.5％となっており、幼児教育保育科

はほぼ定員を満たしているものの、キャリアプランニング科で大幅な定員割れの状況が続

いている。 
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教育研究経費比率                      (平成 21～23 年度) 

 21 年度 22 年度 23 年度 

教育研究経費(a) 195,151 千円 192,297 千円 176,329 千円 

帰属収入(b) 482,779 千円 491,967 千円 536,327 千円 

教育研究経費比率(a)/(b) 40.40% 39.10% 32.90% 

 

（b）自己点検・評価を基に課題を記述する。 

資金収支及び消費収支は、学校法人藤ノ花学園の帰属収支差額比率は平成19年度3.3％、

20 年度－9.0％、21 年度－12.0％、22 年度－2.26％、23 年度－0.45％であり、21 年度を

底に改善傾向にあるものの、短期大学部で帰属収支差額比率をプラスにすることが課題で

ある。 

消費収支の収入超過及び支出超過の状況については、キャリアプランニング科の定員が

満たされれば、収支状況は改善される。その定員充足に向けての検討がなされている状況

である。学校法人全体で人件費の抑制、管理経費の削減がなされているところであり今後

も継続的に実施していく必要がある。 

貸借対照表の状況は、財政状況は健全なため、特に課題はない。 

退職給与引当金等は、退職金の期末要支給額の100％を基に計算し引き当てているので、

問題はない。 

教育研究経費の帰属収入は、減少傾向ではあるが 20％を超えているので問題はない。 

定員充足率は、キャリアプランニング科の定員を充足させることが、喫緊の課題である。 

 

基準Ⅲ‐D‐2 量的な経営判断指標等に基づき実態を把握し、財政上の安定を確保するよ

う計画を策定し、管理している。 

・以下の観点を参照し、基準Ⅲ‐D‐2の自己点検・評価の概要を記述する。 

（a）自己点検・評価を基に現状を記述する。 

 本学は「地域に密着した創造性豊かな人材の育成」を教育目標として、地元密着型の実

践的教育に取り組んできた。今後も本学の目指す短期大学の将来像は、今までの取り組み

を継続する中で地域の要望等に応え得る満足度の高い短期大学を目標としている。また短

期大学を取り巻く環境の変化などに関する調査分析については、四年制大学や専門学校と

の差別化を図りながら、当地域において存在意義を発揮できるよう、高校生の進学動向、

就職先の意向、競合他校の動向等の情報収集・分析を行い、学生募集教育課程の編成等に

反映している。 

 

（b）自己点検・評価を基に課題を記述する。 

今後のキャリアプランニング科の学生募集の立て直しには、姉妹校とのより強力な連携

が不可欠であるため、法人全体での組織的な連携強化への取り組みが必要である。 

また近隣の幼児教育・保育系の短期大学の多くが四年制大学への移行を行う中、本学と

しては幼児教育・保育科の将来計画についても、当地域の特性や法人の財務状況を勘案し

ながら慎重に検討しなければならない。 
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◇ 基準Ⅲについての特紀事項 

（1）以上の基準以外に教育資源と財的資源について努力している事項。 

特になし 

 

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

 特になし 
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【基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス】 

・基準Ⅳの自己点検・評価の概要を紀述する。 

（a）基準Ⅳの自己点検・評価の要約を記述する。 

 学校法人藤ノ花学園の理事会は、法人寄付行為の規定に従い、適切に運営されており、

管理体制は確立されている。理事長は建学の精神を理解し、法人の運営にリーダーシップ

を発揮している。学長は、理事長が兼務すると共に併設する四年制大学の学長も兼務し、

適切にリーダーシップを発揮している。本法人のガバナンスは寄附行為他諸規程に基づい

て概ね適切に機能している。 

 

（b）基準Ⅳの自己点検・評価に基づく行動計画を記述する。 

教授会における入学者受け入れ、教育課程編成、学位授与の三つの方針の共有について、

方針の制定から 2 年が経過し、制定後に入職した教授会メンバーに対する三つの方針の周

知について、どの程度周知されているのかを点検すると共に、再度全員で三つの方針につ

いて確認する機会を設ける。また、更なるガバナンスの強化のため、内部監査の実施体制

の整備を検討する。 
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【テーマ】 

基準Ⅳ‐A 理事長のリーダーシップ 

・基準Ⅳ‐Aの自己点検・評価の概要を記述する。 

（a）テーマ全体の自己点検・評価の要約を記述する。 

理事長は、当該法人を代表し、職務を総理している。また、理事会を開催して学校法人

の意思決定機関として適切に運営しており、リーダーシップを発揮している。 

 

（b）自己点検・評価に基づく改善計画を記述する。 

特になし 

 

【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。 

・以下の観点を参照し、基準Ⅳ‐A‐1の自己点検・評価の概要を記述する。 

（a）自己点検・評価を基に現状を記述する。 

 学校法人藤ノ花学園の理事会は、法人寄付行為の規定に従い、適切に運営されており、

管理体制は確立されている。理事長は建学の精神を理解し、法人の運営にリーダーシップ

を発揮している。 

理事長は、入学式、卒業式等の式辞・挨拶では建学の精神に関する訓話を行っている。

また、当該短期大学の教育理念・目的を理解し、職務に当たっている。 

学校法人藤ノ花学園寄付行為第 11 条に、「理事長は、この法人を代表し、その職務を総

理する」と規定されており、この規定に従って理事長は職務に当たっている。 

監事は、学校法人藤ノ花学園寄付行為第 14 条第 3 項の規定に基づき、毎会計年度終了

後 2 か月以内に、理事会、評議員会に監査報告を行っている。理事長は、監査を受けた決

算及び事業報告について、理事会の承認を経たのち、評議員会に報告し、意見を求めてい

る。 

学校法人藤ノ花学園寄付行為 15 条 1 項に「理事会は、学校法人の業務を決し、理事の

職務の執行を監督する。」と規定されており、理事はこの規定に基づき、法人の業務を決し、

理事の職務の執行を監督している。 

学校法人藤ノ花学園寄付行為 15 条 3 項及び 7 項の規定に基づき、理事長が理事会を招

集し、議長を務めている。 

第三者評価に向けて自己点検・評価報告書の作成に常勤理事の一部が関与している。ま

た、理事会は自己点検・評価報告書の提出を受けて、その内容を確認している。 

法人の設置する学校に勤務する理事（常任理事）は、短期大学の発展に必要な学内外の

情報を収集し、必要に応じて理事会に報告して情報の共有を行っている。 

理事は、学校法人藤ノ花学園寄付行為 15 条 1 項の規定を認識し、豊橋創造大学短期大

学部の運営に法的な責任があることを認識している。 

学校法人藤ノ花学園は、私立学校法 47 条の規定に基づき、財産目録等を学校の事務所

に備えてある他、学校教育法施行規則等の一部を改正する省令（平成 22 年文部科学省令

第 15 号）に基づき、ウェブサイトに財務状況を含む教育情報を掲載して、情報の公開を

行っている。 



豊橋創造大学短期大学部 

 

 - 72 - 

理事会は、学校法人の運営に必要な規程を「学園規程」として計 27 規程、短期大学の

運営に必要な規定を「短大部規程」として計 62 規程を整備している。 

理事は、藤ノ花学園の建学の精神を理解し、法人の健全な運営について学識及び見識を

有する。 

理事の選任は、学校法人藤ノ花学園寄付行為第 6 条の規定により行われており、私立学

校法第 38 条の規定を満たしている。 

学校法人藤ノ花学園寄付行為第 10 条の 2 (3)に学校教育法第 9 条の各号に該当するに

至った場合には理事を退任する旨が規定されている。 

 

（b）自己点検・評価を基に課題を記述する。 

特に課題はない。 
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【テーマ】 

基準Ⅳ‐B 学長のリーダーシップ 

・基準Ⅳ‐Bの自己点検・評価の概要を記述する。 

（a）テーマ全体の自己点検・評価の要約を記述する。 

学長は、理事長が兼務している。また、キャンパスを共有する豊橋創造大学の学長も兼

務しており、両大学にわたる重要事項は運営協議会で審議し、短期大学固有の議案は短期

大学教授会で審議されている。学長は運営協議会の議長を務め、短期大学部教授会は、学

長から議長の権限の委任を受けた副学長が議長を務めている。学長は必要ある時は教授会

に出席し、適切にリーダーシップを発揮している。 

 

（b）自己点検・評価に基づく改善計画を記述する。 

教授会における入学者受け入れ、教育課程編成、学位授与の三つの方針の共有とともに、

入職した教授会メンバーに対する方針の周知について、どの程度周知されているのかを点

検すると共に、常に全員で確認する必要がある。 

 

【区分】 

基準Ⅳ‐B‐1 学習成果を獲得するために教授会等の短期大学の教学運営体制が確立して

いる。 

・以下の観点を参照し、基準Ⅳ‐B‐1の自己点検・評価の概要を記述する。 

（a）自己点検・評価を基に現状を記述する。 

学長は、平成 7 年より当該短期大学の専任教員として勤務しており、大学運営に関する

識見を有する。また、理事長を兼務しており、経営面の識見が豊富である。 

学長は、建学の精神である「誠をもって勤倹譲を行え」に基づき、実践的教育を教育の

柱として、教育研究の向上、充実に向けて努力している。 

学長の選任は、豊橋創造大学短期大学部学長選考委規程に従い行われている。 

教授会は、毎月第 2 水曜日に開催され、短期大学の教育研究に係る審議機関として運営

されている。 

豊橋創造大学短期大学部は、豊橋創造大学とキャンパスを共有している。このため、短

期大学独自の教授会の上位の議決機関として、運営協議会が設置されており、主要な学校

行事の日程等、豊橋創造大学と共通の議案に関しては、運営協議会において審議されてい

る。学長は、運営協議会に出席し、議長を務める。短期大学部教授会に関しては、学長か

ら議長の権限を委任された副学長が議長を務めている。教授会と運営協議会の位置づけは、

学則第 36 条、第 36 条 2、第 37 条、第 37 条 2、第 38 条、第 38 条 2 に規定されている。 

教授会及び運営協議会の議事録は、教務課によって作成され、保管されている。 

本学の入学者受け入れ、教育課程編成、学位授与の方針に関しては、平成 22 年度に各

学科会議で素案を作成し、教授会にて承認を得ている。そのため、教授会において三つの

方針に対する認識は共有されている。また、学習成果の指標に関しても、同様に各学科会

議で検討を行い、平成 23 年度までに教授会で承認を得た。 

各種委員会委員長及び委員は学長が年度当初に指名している。各委員会からの提案は教

授会または運営幹部会にて承認を得て正式決定されている。各種委員会には対応する委員
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会規程が整備されている。 

 

（b）自己点検・評価を基に課題を記述する。 

教授会における入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）、教育課程の編成・実施に

関する方針（カリキュラム・ポリシー）、卒業認定・学位授与に関する方針（ディプロマ・

ポリシー）の共有について、常に確認しあうと共に、新しく任用された教員に対する方針

の周知について徹底していく必要がある。 
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【テーマ】 

基準Ⅳ‐C ガバナンス 

・基準Ⅳ‐Cの自己点検・評価の概要を記述する。 

（a）テーマ全体の自己点検・評価の要約を記述する。 

 本法人のガバナンスは寄附行為他諸規程に基づいて概ね適切に機能している。 

 

（b）自己点検・評価に基づく改善計画を記述する。 

更なるガバナンスの強化のため、内部監査の実施体制の整備が検討課題である。 

 

【区分】 

基準Ⅳ‐C‐1 監事は寄附行為の規定に基づいて適切に業務を行っている。  

・以下の観点を参照し、基準Ⅳ‐C‐1の自己点検・評価の概要を記述する。 

（a）自己点検・評価を基に現状を記述する。 

 本法人の監事は、学校法人藤ノ花学園寄付行為第 14 条の規定に基づいて、適切に監査

業務を執行している。平成 23 年度の業務及び財産状況の監査は平成 23 年 5 月 24 日、10

月 25 日、平成 24 年 5 月 28 日に実施している。また、より充実した監査を目指して、公

認会計士による会計監査の際に監事との情報交換の場も設けている。 

 本法人の監事は毎回理事会に出席しており、法人の財務状況、業務執行状況、各会議の

議案・報告事項等について適宜意見を述べられる体制となっている。 

 本法人の監事は、毎会計年度監査報告書を作成し理事会及び評議員会に提出しており、

平成 22 年度決算に係る監査報告書は平成 23 年 5 月 26 日実施の理事会及び評議員会に提

出している。 

 

（b）自己点検・評価を基に課題を記述する。 

 監事の業務は適切に行われているが、本法人の監事は 2 名とも非常勤であるため、常に

法人側からの情報提供に心がけている。 

 

基準Ⅳ‐C‐2 評議員会は寄附行為の規定に基づいて開催し、理事会の諮問機関として適

切に運営している。 

・以下の観点を参照し、基準Ⅳ‐C‐2の自己点検・評価の概要を記述する。 

（a）自己点検・評価を基に現状を記述する。 

 平成 23 年 12 月時点の理事数は 7 名、評議員数は 15 名であり、要件を満たしている。 

 本法人評議員会の運営は、私立学校法第 42 条の規定に従って制定された学校法人藤ノ

花学園寄付行為第 20 条の規定による諮問事項に基づいて適正に行っている。 

 

（b）自己点検・評価を基に課題を記述する。 

 特になし 
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基準Ⅳ‐C‐3 ガバナンスが適切に機能している。 

・以下の観点を参照し、基準Ⅳ‐C‐3の自己点検・評価の概要を記述する。 

（a）自己点検・評価を基に現状を記述する。 

 本学においては各担当部署より事業計画に基づき 12 月末までに次年度の予算要求を事

務局長に提出し、内容について各部署にヒアリングを行い精査をした後、法人本部と協議

した上で収支バランス等を見極めて予算編成がなされ、経営責任者である理事長の監督下

において法人本部にて作成された次年度事業計画案及び予算案は 3月実施の評議員会に諮

問され、理事会において議決される。 

 理事会での議決を待って、速やかに関係部門に周知している。 

 予算執行にあたっては、学校法人会計基準はじめ学内諸規程等の規定に従い、物件要求

主管担当部課長が支出内容（費用対効果等）、支出科目の適否を判断し執行している。 

 上記の執行判断に基づいて総務部庶務課が支払を行い、決算までの会計処理を行ってい

る。各支払業務は学内諸規程により支出伺の決済を経て執行されるため重要な支出は必ず

理事長の決済を受けることとなっている。 

 本法人の計算書類、財産目録等は毎年度、監事による監査、公認会計士による会計監査

により経営状況及び財政状況を適正に示していることが確認されている。 

 公認会計士の監査意見への対応は毎年度適切に行われている。また、公認会計士と理事

長とのディスカッションも定期的に行い、意見交換を行っている。 

 学校法人会計基準及び学内諸規程に基づいて関係台帳・帳簿等に適切に記録し、安全か

つ適正に管理されている。 

 寄付金の募集及び学校債の発行は現状では行っていない。 

 月次試算表は毎月作成しており、関係各所への回覧の際、法人事務局長より理事長に報

告している。 

 教育情報に関しては学校教育施行細則第 172 条に基づき、本学ホームページ上で関係情

報を公表している。 

 財務情報に関しては私立学校法第 47 条第 2 項の規定に基づき、財産目録、貸借対照表、

収支計算書、事業報告書及び監査報告書の閲覧に関する規程を整備し、閲覧の要望に応え

うる体制を整えている。また財務状況の概要を学内報に掲載し、学生、卒業生、保護者等

に送付している。さらに本学ホームページ上に、学園の財務状況の概要説明、資金・消費

収支計算書、資金・消費収支内訳書、貸借対照表、過去 5 年間の財務比率表、事業報告書、

財産目録、監査報告書を掲載し、財務情報の公開を広く行っている。 

 

（b）自己点検・評価を基に課題を記述する。 

ガバナンスについては現状概ね適切に機能しているが、今後は更なるガバナンス強化の

ため、内部監査の実施体制を整備することが検討課題となっている。 
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◇ 基準Ⅳについての特紀事項   

（1）以上の基準以外にリーダーシップとガバナンスについて努力している事項。 

 特になし 

 

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

 特になし 
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選択的評価基準 

1．教養教育の取り組みについて 

■ 以下の基準（1）～（4）について自己点検・評価の概要を記述する。 

（a）自己点検・評価を基に現状を記述する。 

①幼児教育・保育科 

幼児教育・保育科では、先述したように教育目標を達成するために、下枠の四つの項目

における九つの教育達成事項を柱に据え、カリキュラム編成を行っている。 

関心・意欲・態度 

 1.子どもについて自主的・継続的に学ぶ意欲があり、向上心が持てる。 

 2.保育・教育の制度や理念、職業としての意義を理解して、広い視野から自己の将来を

展望できる。 

思考・判断 

 1.子ども一人ひとりの内面に潜む感情や個性の芽生えに共感できる。 

 2.子どもの視点に立つ思考ができ、それに基づいた判断が行える。 

技能・表現 

 1.乳幼児期の発達に応じた援助・指導をすることができる。 

 2.子どもの発達に応じた表現活動を実際に展開できる。 

 3.地域とのかかわりに関心を持ち、情報提供・発信を行える。 

知識・理解 

 1.乳幼児期の発達特性や教育方法・技術の基礎について理解できる。 

 2.保育者・教育者である社会人としての一般教養を身につけ、他者を理解して協同作業

ができる。 

 3.ここに挙げた「知識・理解」の項目の 2 に、「保育者・教育者である社会人としての一

般教養を身につける」こと、すなわち教養教育の重要性を明示している。 

 また、これらを具体化するために、1 年次に於いて「入門セミナー」、「基礎セミナー」

を設け、社会人としての基礎、保育者・教育者としての基礎を習得できるようにしている。 

②キャリアプランニング 

科の教育目的の文言の中で「社会人として求められる基礎学力、教養やマナーを身につ

けさせる」と謳っており、さらに、目的を展開した具体的教育目標の第 4 項で「生涯学習

の出発点となる教養を身につけている」と定めている。すなわち、教養教育は社会人とし

て必要欠くべからざるものであり、生涯に渡り役に立つものだと明言している。 

教養科目群を「基礎教養ユニット」という括りでまとめ、13 科目の中から学生が自由に

選択できるように用意している。他のユニットに分類されているが、「マナー演習」、「陶芸」、

「茶道」、「華道」、「インテリアデザイン」といった科目も教養教育を担うものである。 

 

（b）自己点検・評価を基に課題を記述する。 

①幼児教育・保育科 

 これらの 1 年次のセミナーは共通シラバスで行っている。担当教員の専門性を、同一セ

ミナーの中でどのように活かすのかが今後の課題である。 
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②キャリアプランニング 

学生が学びたい科目が提供できているかどうかの検証は必要だと考えている。 

従来のいわゆる「座学」では学生が興味を持って学んでくれないので、「アクティブラー

ニング」の手法を取り入れつつある過程である。 

教養教育総体として、どれだけ成果を上げているかの評価はできていない。世間の風潮

は短期的実利を求める傾向が強いが、もう少し長期的な視野から教養教育を評価してもら

えないものだろうか。 

 

（c）自己点検・評価を基に改善計画を記述する。 

①幼児教育・保育科 

 毎年度、科会等でシラバスの検討を行い、教員間での意思疎通を行っている。この中で

は、多様化する保育ニーズの中で、教養教育として「変わって行くもの、変わらないもの」

を常に検討し、改善して行くように努めている。具体的には、学生への授業評価、全国保

育士養成協議会での通知・広報等、日本保育学会等での動向に常に気を配るようにし、改

善を進めている。 

②キャリアプランニング 

教養教育は普遍的価値を持つものであり、目的・目標を頻繁に変えるつもりはない。む

しろ、即戦力を求める安易な実学偏重の風潮に流されず、教養教育は今後も維持し、より

充実したものにしていきたい。 

教養科目の受講者数は科目の内容とともに、時間割配置によっても大きく変動し、科目

の入れ替えはなかなか困難な状況である。個々の教員は、科目名称は同じままであっても

時事的な内容を取り込むようにし、学生が興味を持って学習できるように工夫している。

ともすれば、これまで培われてきた常識を軽視する世間の風潮に鑑み、規範意識や道徳・

倫理を教える「倫理学」や「哲学」といった科目の追加を考えてみたい。 

ビジュアルな情報提供ができるように、すべての教室でパワーポイントによるスライド

提示が可能になっている。携帯情報端末（iPad）の貸与も進めており、授業の双方化を図

る取り組みも始めている。ただし、ＩＴ技術に頼りすぎることなく、「紙の本」と「ネット」

情報とをバランスよく活用していきたい。 

教養教育は、授業を受けた直後での評価は困難なものだと考えている。個々の科目は、

在学中には、それぞれ孤立した点にすぎないかもしれないが、将来、学生本人も思っても

みなかった形で、それらが互いに連関し線となり面となることを期待したい。教育目標に

書いてある通り、大学での学習がきっかけとなり、将来の生涯学習に結びつけばという願

いは常に持っている。「学ぶ」ということはどういうことなのか、「わかる」ということは

どういうことなのか、年齢の経過とともに物の見方が変わっていくはずだ。学ぶことから

得られる実利的な見返りだけに限らず、学ぶことそのものから得られる喜びが生涯教育の

動機づけになればすばらしい。教養教育をはじめとする基礎学力は、「学びなおす力」「学

び続ける力」の源泉である。 
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選択的評価基準 

2．職業教育の取り組みについて 

■ 以下の基準（l）～（6）について自己点検・評価の概要を記述する。 

（a）自己点検・評価を基に現状を記述する。 

 本短期大学部福祉専攻科は、介護福祉士資格取得を目指している。授業は平成 21 年度

のカリキュラムが大幅に改正され表が示すように「人間と社会」「介護」「こころとからだ

のしくみ」の 8 領域に編成された。全科目必修である。卒業要件としでは、1 年間に全科

目 42 単位を修得することが定められている。履修態度は少人数ゆえ目が行き届き良好と

いえる。 

 例年、卒業時に全国共通試験を実施し水準の確認をしている。この試験は全国の介護福

祉士養成施設で行われている。試験官は専攻科の専任教員であたっている。 

 真近に控えた実習の不安感を軽減するため、各施設にお願いし夏休み期間にボランティ

ア体験を試みた。その結果、不安を和らげるある程度の成果はみられたようだ。 

 実習時に指導いただいた施設職員を招き成果を報告する。ケアスタディ発表会は、事実

上の卒業論文発表と位置づけられている。学生にとっては、実力が評価される場でもある。 

 

（b）自己点検・評価を基に課題を記述する。 

 国家試験制度が平成 28 年度から開始される運びとなった。この試験に合格する対策を

近い将来立てなければならない。その対策については、現在既に国家試験に挑んでいる他

学部（看護科、リハビリテーション科）からの支援を仰ぎながら資格取得ができるように

臨みたい。 

 

（c）自己点検・評価を基に改善計画を記述する。 

 今後は授業については少人数のメリットを生かすべく、戸外の体験学習や演習方式の授

業形態を多く取り入れていく必要がある。介護の基本は介護者の体力に担う部分が大きく、

必修科目に体育が導入されることが望まれる。 
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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 

■ 以下の基準（1）～（3）について自己点検・評価の概要を記述する。 

（a）自己点検・評価を基に現状を記述する。 

地域貢献活動の一つに、豊橋市と三大学（本学・愛知大学・豊橋技術科学大学）との連

携がある。この締結は、相互に連携・協力し、地域社会の発展と人材育成に寄与すること

を目的に、多様な分野で協力していくための協定である。 

 豊橋市との連携事業である市民大学トラムは、各科持ち回りによって毎年 5 講座開催し

ている。本年度はキャリアプランニング科が担当し、メインテーマ「短大が目指す人材の

『地産地消』」と題して実施した。 

 短期大学部が主催する「ホームヘルパー2 級」講座は、市民と学生とが資格取得のため

に学ぶ場として開放している。 

 また、社会人に対する職業教育として、エクステンション講座を開講している。 

 幼児教育・保育科における「SOZO 展」は 28 回目、「青い空コンサート」は 27 回目を

数える。また、市の施設「子ども未来館」でのボランティア公演の遊戯・人形劇などを実

施することによって、本学と地域との関わりを密にする役割を果たしている。また、キャ

リアプランニング科は、市の施設「子ども未来館」において“食の伝達「大学生コックさ

んのクッキング教室（子どもクッキング）」”を年 4 回実施している。 

豊橋警察署生活安全課と連携した「地域との連携の在り方の考察（地域、中学校等）」や

地域の危険箇所を把握するためハザードマップを作成し利用の便宜を図っている。これら

は地域から評価を得ている。 

 

（b）自己点検・評価を基に課題を記述する。 

 公開講座に参加したことのある地域の人々に、ダイレクトメールを発送して参加を促し

ているが高齢者が多く、若者の参加拡大までになっていない。地域貢献センターとしては、

地域に幅広く参加を図るための方策を検討する必要がある。 

 

（c）自己点検・評価を基に改善計画を記述する。 

 課題でも述べたが、本学では、案内の必要・不必要の希望を取って、毎回開催を知らせ

ているが講座への参加者の高齢化は否定できない。開催日を土・日に設定してみても講座

によっては、効果的であっても根本的な改善策には至っていない。 

今後も、「広報とよはし」や新聞、ラジオ、地元テレビを利用して通常の広報活動に重点

をおきＰＲを展開する。さらに教職員や学生の協力を得て、外部に幅広く周知徹底を図る

ことによって効果が期待できると考えている。 


