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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、埼玉女子短期大学の自己点検・評価活動の結果を記したものである。
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1．自己点検・評価の基礎資料
（1）学校法人及び短期大学の沿革

学校法人川口学園は、昭和 10 年に創設者川口渉先生が東京都淀橋区戸塚町（現新宿区西
早稲田）の地に、｢早稲田式速記普及会｣を設置し、通信教育と実地教育を開始したことに
より始まる。
この｢速記普及会｣は、財団法人を経て昭和 44 年に準学校法人川口学園となり、平成元年
に埼玉女子短期大学を設置するために短期大学法人へと組織変更を行った。開設時の実地
教育部は、「早稲田式速記士養成所」、各種学校「早稲田速記学校」となり、その後の高
度経済成長を背景にした人材ニーズの変化に合わせ、教育領域の追加、見直しを繰り返し、
校名も「早稲田速記秘書専門学校」に、そして現在の「早稲田速記医療福祉専門学校」と
変容を遂げている。
平成元年には、女子短期高等教育への要請の高まりを受け、埼玉女子短期大学を開学し、
商学科・英語科を開設。英語科は平成 13 年度に国際コミュニケーション学科へと名称変更
を行った。
本学の建学の精神「不偏不羈」は、現代語訳すると「偏らずとらわれず」である。これ
は専門分野のみだけでなく、広く社会性の涵養に務めた人材の育成を目的に教育がなされ
ており、常に社会的要請に鑑み、実務能力を有する有為な人材の育成を行ってきた。
短期大学においては、平成 16 年の「キャリア短大」宣言以降、「マナーとホスピタリテ
ィ」を教養基礎教育の柱に据え、さらに両学科の下 15 の専門コースを設け、職業を通じた
専門教育と教養教育の修得をめざしている。
早稲田速記医療福祉専門学校では平成 26 年度に、職業に必要な実践的な能力の育成を目
的として企業等と組織的な教育を行う文部科学大臣認定の「職業実践専門課程」が開始し、
本専門学校からは「医療秘書科」、「医療マネジメント科」がその認定を受け、また平成
27 年度に社会医療法人 河北医療財団が設置する看護学校を事業継承し、「看護科」を開
設することとなった。
このように本学は、時代の変化による社会的要請に応えつつ、国民生活・文化の向上に
貢献しうる有為な人材の育成に務めている。
年月

内容

昭和 5 年 3 月

川口渉が早稲田大学速記研究会において｢早稲田式速記法｣を完成､発表

昭和 10 年 5 月

川口渉が東京市淀橋区戸塚町 1 丁目 568 番地(早大西門前)に｢早稲田式速記
普及会｣を設立､通信教育及び実地教育を開始

昭和 25 年 3 月

養成所が東京都認可各種学校となり｢早稲田速記学校｣と改称(26 年 4 月から
実施)

昭和 39 年 7 月

普及会を法人化し｢財団法人早稲田速記普及協会｣を設立(理事長川口晃玉)､
｢早稲田速記講座｣が文部省(現文部科学省)認定社会通信教育となる

昭和 44 年 7 月

｢学校法人川口学園｣設立(理事長川口晃玉)､早稲田速記学校の設置者となる

昭和 46 年 1 月

学校法人川口学園が財団法人早稲田速記普及協会の社会通信事業(速記講
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座､秘書講座)を継承､事業を学校法人に集約(財団法人は現務結了後､46 年 12
月解散)
昭和 47 年 4 月

早稲田速記学校に｢医療秘書科｣開設

昭和 51 年 10 月

学校教育法改正による専修学校の発足に伴い､早稲田速記学校が専修学校専
門課程(専門学校)として認可された

昭和 63 年 12 月

私立学校法第 3 条による学校法人に組織変更

平成元年 4 月

｢埼玉女子短期大学｣(商学科･英語科)開学

平成 3 年 4 月

｢早稲田速記学校｣の校名を｢早稲田速記秘書専門学校｣に変更

平成 9 年 4 月

｢早稲田速記秘書専門学校｣の校名を｢早稲田速記医療福祉専門学校｣に改称
し､厚生労働大臣指定の｢介護福祉科｣を開設

平成 11 年 3 月

埼玉県日高市女影 1616 に､短期大学校舎(本部棟･教育棟･厚生棟)､体育館完
成(敷地 64,302 平方メートル､校舎､体育館総床面積 12,058 平方メートル)

平成 13 年 4 月

埼玉女子短期大学英語科を｢国際コミュニケーション学科｣に名称変更

平成 14 年 4 月

早稲田速記医療福祉専門学校に厚生労働大臣認定の「鍼灸医療科」を開設

平成 16 年

早稲田速記医療福祉専門学校の病院管理科が「診療情報管理士認定試験受験
指定校」認可

平成 18 年

早稲田速記医療福祉専門学校に診療情報管理専攻科を開設

平成 21 年

早稲田速記医療福祉専門学校の速記科を速記コンピュータ科に、病院管理科
を医療マネジメント科（2 年制）に学科名を変更。医薬・健康美容科を開設

平成 24 年

早稲田速記医療福祉専門学校の医薬・健康美容科をくすり・調剤事務科に学
科名を変更

平成 26 年 5 月

学園創立 80 周年記念式典を挙行

平成 27 年 4 月

早稲田速記医療福祉専門学校に社会医療法人河北医療財団看護専門学校を
事業継承し 「看護科」を開設

（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
平成28年5月1日現在
教育機関名
埼玉女子短期大学
早稲田速記
医療福祉専門学校

所在地

入学定員

収容定員

在籍者数

埼玉県日高市女影 1616

300

600

680

東京都豊島区高田 3-11-17

395

875

762
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（3）学校法人・短期大学の組織図
■ 組織図

-4-

埼玉女子短期大学

（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）
【日高市の人口推移表】

■

年度

世帯数

23

人

口

対前年比

総数

男

女

22,588

57,865

28,877

28,988

101.1%

24

22,787

57,766

28,856

28,910

99.8%

25

22,835

57,626

28,802

28,824

99.8%

26

23,140

57,502

28,746

28,756

99.8%

27

23,318

57,165

28,553

28,612

99.4%

学生の入学動向（学生の出身地別人数及び割合）
23 年度

地域

24 年度

25 年度

26 年度

27 年度

人数

割合

人数

割合

人数

割合

人数

割合

人数

割合

（人）

（％）

（人）

（％）

（人）

（％）

（人）

（％）

（人）

（％）

北海道
／東北

48

17.3％

42

13.4％

37

12.3％

38

12.8％

46

14.7％

北関東

34

12.2％

51

16.3％

47

15.6％

46

15.5％

46

14.7％

埼玉

154

55.4％

165

52.7％

166

55.0％

146

49.2％

159

50.8％

南関東

11

4.0％

14

4.5％

25

8.3％

19

6.4％

20

6.4％

中部・
近畿

24

8.6％

35

11.2％

23

7.6％

40

13.5％

35

11.2％

中国／
四国／
九州／
沖縄

4

1.4％

4

1.3％

2

0.7％

8

2.7％

3

1.0％

その他
☆

3

1.1％

2

0.6％

2

0.7％

0

0％

4

1.3％

合計

278

100％

313

100％

302

100％

297

100％

313

100％

☆ その他：外国の学校卒・高等学校卒業程度認定試験 等
※各地域の割合（％）は小数点第 2 位を四捨五入しているため、全地域の数値を加算した合計が 100.0%に
ならない場合がある。

■

地域社会のニーズ
日高市は、「笑顔と元気を 未来へつなぐ 緑きらめくまち 日高」の実現を目指す「第 5

次日高市総合計画（平成 23 年～平成 32 年度）」の中で、市政や事業に生かすため、市内及
び近隣大学との連携により賑わいと活力のあるまちづくりを推進している。本学は日高市
との間で、平成 25 年に「日高市と埼玉女子短期大学との地域連携協定」を締結し、人的資
源の交流とともに文化、教育、産業、まちづくり等の分野において地域連携を進めている。
こうした中、本学教員が日高市青少年問題協議会委員や日高市教育振興基本計画策定等委
員会委員、日高市人権教育推進協議会委員、日高市環境審議会委員などを務め、地域社会
の教育等に大きく貢献している。
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また、生涯学習ニーズに応えるため、地域住民を対象とした公開講座を開講するほか、
埼玉県教育局が主導し行っている子ども大学に参画し、日高市教育委員会や飯能商工会議
所と連携を図りながら地域の小学生に対して知的好奇心を刺激する各種講座を開講してい
る。
さらに、日高市や近隣の警察署、消防署などに対し、さまざまな学生ボランティアの派
遣を積極的に行うなど、地域のニーズに大学として社会的な使命を果たすべく取り組んで
いる。
■

地域社会の産業の状況
日高市は埼玉県の南西部に位置し、東京都心から約 40km 圏内にある。東は川越市、南

東は狭山市、南は飯能市など 5 市 1 町に接している。市内鉄道網は、JR 川越線が市中央部
より東に延びており、また、JR 八高線が市中央部を南北に通っている。さらに市西部には
西武池袋線が通っている。
市東部には首都圏中央連絡自動車道（圏央道）が通り、狭山日高 IC、圏央鶴ヶ島 IC に
隣接している。圏央道の段階的な開通により、中央道、関越道、東名道などの主要な高速
道路と相互に連絡できるようになったほか、国道 407 号や県道、都市計画道路等、交通の
利便性に恵まれているため、工場、倉庫、事務所などを中心に企業の進出が増えている。
日高市の商業は、個人商店など小規模店舗が多く、中心的商業地が発達していない。工
業についても、一般機械、電気機械、金属製品の部品製造など小規模工場・企業が大半を
占めており、発展途上にあるといえる。
平成 24 年の経済センサス活動調査によると、日高市の産業別の事業所数、従業者数の割
合は、第一次産業は事業所数、従業者数ともに少なく、第二産業は事業所数の 31.7％、従
業者数の 37.8％、第三次産業は事業所数の 67.7％、従業者数の 61.9％の構成となっている。
■

短期大学所在の市区町村の全体図
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（5）課題等に対する向上・充実の状況
①前回の第三者評価結果における三つの意見の「向上・充実のための課題」で指摘された
事項への対応について（領域別評価票における指摘への対応は任意）
改善を要する事項

対

（向上・充実のための課題）

策

成

果

商学 科 の 収容 定 員 超過 及 び 短

すでに平成 23 年度入試から適

適正なクラス編成、少数授業教

期大 学 全 体の 収 容 定員 超 過 の

正人数の入学生（162 名）を迎

育による授業成果がみられる。

状況を改善し、適切な教育条件

えるようになっている。

の保全に留意されたい。
学校 法 人 とし て 負 債が 多 い の

学生 の 定 員確 保 と 支出 の 抑 制

短期大学における平成 24 年度

で、改善することが望まれる。 が前提となる。短大については

の定員充足率は 104.3％で、収

「企業に近いキャリア短大」と

容 定 員 充 足 率 は 平 成 25 年 度

して、学生・保護者及び高等学

101.5％となり、回復の兆しが

校に、他校にはない本学の多彩

ある。専門学校についても同様

な特色を浸透させ、知名度の向

に平成 24 年度の定員充足率は

上を図る。

104.0％で、収容定員充足率は
平成 25 年度 100.8％である。法
人全 体 と して も 固 定負 債 が 着
実に減少しており、平成 26 年
度以 降 の 減価 償 却 費の 減 少 に
より 、 財 務の 改 善 が期 待 で き
る。

火災 等 の 災害 対 策 は定 期 点 検

平成 24 年 10 月 3 日に全学の学

等で維持管理に努めているが、 生参 加 に よる 第 一 回の 避 難 訓
学生 及 び 教職 員 の 避難 訓 練 等

学生、教職員の災害時における
対策意識の向上がみられる。

練が実施された。

の対策に関しては、避難訓練の
実施 と 教 職員 用 マ ニュ ア ル の
作成等早期の対応が望まれる。

②上記以外で、改善を図った事項について
改善を要する事項

対

策

成

果

第 1AL 教室、第 2AL 教室の

図書館にノート PC10 台と充

図書館内でのノート PC の不

ノート PC は、管理上教室外

電保管庫を追加導入した。

足が解消された。

への貸出ができないため、従
来の PC 教室のような利用が
できない。そのため図書館内
で の ノー ト PC の需 要 が 高
く、台数が不足していた。
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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された
短期大学は、留意事項及びその履行状況を記述する。
特になし。
（6）学生データ（学校基本調査のデータを準用）
①入学定員、入学者数、入学定員充足率、収容定員、在籍者数、収容定員充足率
学科等の名称

事項

24 年度

25 年度

26 年度

27 年度

28 年度

入学定員

150

150

150

150

150

入学者数

144

147

154

138

184

96％

98％

103％

92％

123％

収容定員

300

300

300

300

300

在籍者数

298

286

298

288

317

99％

95％

99％

96％

106％

入学定員

150

150

150

150

150

入学者数

169

155

143

175

191

113％

103％

95％

117％

127％

収容定員

300

300

300

300

300

在籍者数

280

323

297

316

363

93％

108％

99％

105％

121％

備考

入学定員
充足率（％）
商学科

収容定員
充足率（％）

入学定員
国際コミュニ

充足率（％）

ケーション
学科

収容定員
充足率（％）

②卒業者数（人）
区分

23 年度

24 年度

25 年度

26 年度

27 年度

商学科

174

151

136

138

147

152

106

159

150

135

区分

23 年度

24 年度

25 年度

26 年度

27 年度

商学科

9

5

6

9

9

6

6

6

4

8

国際コミュニ
ケーション学科

③退学者数（人）

国際コミュニ
ケーション学科
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④休学者数（人）
区分

23 年度

24 年度

25 年度

26 年度

27 年度

商学科

0

1

1

2

1

0

3

5

2

2

区分

23 年度

24 年度

25 年度

26 年度

27 年度

商学科

141

122

108

121

131

122

91

130

131

125

区分

23 年度

24 年度

25 年度

26 年度

27 年度

商学科

1

0

0

2

3

3

2

3

2

1

国際コミュニ
ケーション学科

⑤就職者数（人）

国際コミュニ
ケーション学科

⑥進学者数（人）

国際コミュニ
ケーション学科

（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）
教授

准教授

講師

助教

助手

非常勤 教員

備考

商学科

6

1

2

1

10

7

3

0

22

経済学
関係

国際コミュニ
ケーション学科

7

2

1

1

11

7

3

0

16

文学
関係

（小計）

13

3

3

2

21

14

6

0

38

〔その他の組織等〕

－

－

－

－

－

－

－

0

38

専任教員数
学科等名

計

設置基準
で定める
教員数
〔イ〕

短期大学全体
の入学定員に
応じて定める
専任教員数
〔ロ〕

設置基
準で定
める教
授数

短期大学全体の
入学定員に応じ

5

て定める専任

2

教員数〔ロ〕
（合計）

13

3

3

2

19

21
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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

14

0

14

技術職員

0

0

0

図書館・学習資源センター等の専門事務職員

1

0

1

その他の職員

0

0

0

15

0

15

計

③校地等（㎡）
計

基準面積

（㎡）

共用する他
の学校等の
専用（㎡）

（㎡）

（㎡）
［注］

38,318

0

0

38,318

運動場用地

13,870

0

0

13,870

小計

52,188

0

0

専用

共用

（㎡）

校舎敷地

区分

〔ロ〕
52,188

その他

11,331

0

0

11,331

合計

63,519

0

0

63,519

在籍学生一人
当たりの面積
（㎡）

〔イ〕
6,000

備考（共有の
状況等）

共有部分なし

86.4

［注］大学・短期大学設置基準上必要な面積
※在籍学生一人当たりの面積 =〔ロ〕÷当該大学・短期大学の在籍学生数

④校舎（㎡）
区分

専用（㎡） 共用（㎡）

校舎

11,835

0

基準面積（㎡） 備考（共有の
共用する他の学
計（㎡）
［注］
状況等）
校等の専用（㎡）
共有部分
0
11,835
4,150
なし

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

13

3

0

4

1

⑥専任教員研究室
専任教員研究室
28
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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）
電子ジャーナル
〔うち外国書〕

（冊）

一般教育

25,604（1,276）

商学科

15,818（1,788）

（0）

国際ｺﾐｭﾆ
ｹｰｼｮﾝ学科

56,754

（冊）

（点）

視聴覚
資料
（点）

74

808

74

808

1,928

0

（805）

0

1,928

標本
（点）

PC

10 台

ノート PC

16 台

Android ﾀﾌﾞﾚｯﾄ

2台

iPad

2台

ビデオデッキ

3台

体育館

23

（8,667）

機械・器具

図書館

CD-ROM

15,332（5,600）

計

Surface Pro3

23

製本雑誌

0

20 台

面積（㎡）

閲覧席数

収納可能冊数

522.00

90

60,000

面積（㎡）
1,328

体育館以外のスポーツ施設の概要
テニスコート 3 面

- 11 -

埼玉女子短期大学

（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
1

項

公表方法等
ホームページで公開している

大学の教育研究上の目的に関すること

http://www.saijo.ac.jp/site_info/disclosure.php
2

ホームページで公開している

教育研究上の基本組織に関すること

http://www.saijo.ac.jp/site_info/disclosure.php
ホームページで公開している

教員組織、教員の数並びに各教員が有する学
3

http://www.saijo.ac.jp/site_info/disclosure.php

位及び業績に関すること

http://www.saijo.ac.jp/information/professors
ホームページおよび大学案内書、募集要項で公開して

入学者に関する受け入れ方針及び入学者の

いる

数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又
4

http://www.saijo.ac.jp/information/policy.php#a1

は修了した者の数並びに進学者数及び就職者

http://www.saijo.ac.jp/site_info/disclosure.php

数その他進学及び就職等の状況に関すること

http://www.saijo.ac.jp/career/
5

授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の

ホームページで公開している

授業の計画に関すること

http://sws.saijo.ac.jp/public/web/Syllabus/
WebSyllabusKensaku/UI/WSL_SyllabusKensaku.aspx
ホームページで公開している

学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認
6

http://www.saijo.ac.jp/information/policy.php#a2

定に当たっての基準に関すること

http://www.saijo.ac.jp/information/policy.php#a3
7

校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の

ホームページおよび大学案内書で公開している

教育研究環境に関すること

http://www.saijo.ac.jp/campuslife/facility.php
ホームページおよび募集要項で公開している

授業料、入学料その他の大学が徴収する費用
8

http://www.saijo.ac.jp/admissions/tuition.php

に関すること

http://www.saijo.ac.jp/admissions/scholarship.php
http://www.saijo.ac.jp/site_info/disclosure.php
9

大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の

http://www.saijo.ac.jp/information/feature/characteristic.php

健康等に係る支援に関すること

http://www.saijo.ac.jp/information/feature/attitude.php
http://www.saijo.ac.jp/admissions/scholarship.php

②学校法人の財務情報の公開について
事

項

公開方法等

財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及

ホームページで公開している

び監査報告書

http://www.saijo.ac.jp/site_info/disclosure.php

（9）各学科・専攻課程ごとの学習成果について
■ 学習成果をどのように規定しているか
・商学科
学生ハンドブックの中で、「近年、社会の変化はたいへん速く、それに伴って、ビジネ
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スの世界も激しく変化しています。国際化・情報化もそれを反映したものであり、より複
雑にそして高度になっています。また企業はコスト削減を強化し即戦力をもった人材を求
めています。商学科ではこのような時代に対応できる知識や実務能力をさまざまな面で身
につけることを教育目標としています。」とあるように、複雑で高度な国際化・情報化に
対応した知識や実務能力を身につけることが学習成果であると考えている。これを踏まえ
て「商学・経済・経営・マーケティング・会計・コンピュータ」の専門的知識とホスピタ
リティや接遇など、将来どの分野でも実力を発揮できるような実務能力と社会性やビジネ
ス感覚を身につけることを目標としている。さらに、コース別ごとにそれぞれ身につける
知識や技能、目指す目標を記述している。また、シラバス（講義要項）では科目ごとに学
習目標と科目の概要や各回の授業計画が掲載され、学生が習得すべき知識や技術などの学
習成果を示している。最終的な学習成果としては、評価および単位数といった成績からGPA
（Grade Point Average）を算出して評価している。
・国際コミュニケーション学科
学習成果は、成績（各科目成績評価・取得単位数）、GPAで評価している。本学科では
コース別の学習目標を明確にしてオリエンテーションでの履修指導にあたっている。なか
でも共通科目である英語コミュニケーション科目、TOEICは、到達目標を明確にして能力
別にクラス編成しているため、テキストの設定、授業の指針、教授法まできめ細かい指導
が可能になっている。
■

どのように学習成果の向上・充実を図っているか
成績評価はシラバス（講義要項）に示した方法により、基本的には定期試験、レポート

や制作物、授業態度などを判断材料として総合的に行っている。GPAにより数値による一
元的な成績評価も行っており優秀学生表彰や奨学金採用などさまざまな場面で活用してい
る。
・商学科
コースごとに目標とする資格を設定して具体的な学習目標を設定することにより学習成
果の向上を図っている。また、出身校の違いなどにより知識レベルの差が激しい簿記の授
業では、経験の有無によりクラスを分けて学生のレベルに合わせた講義を行っている。さ
らに、コースで目標としている検定試験直前には、正規の授業以外に資格取得のための特
別講座や補習授業を設けて、学習成果の向上・充実に努めている。
・国際コミュニケーション学科
特に重点を置いている英語教育で、能力別授業を実施することによって、緻密で肌理の
細かい授業を展開できるようになっている。特に昨今多く見られる英語に苦手意識をもっ
ている学生には、もう一度初級に立ち返って勉学できる機会が与えられることで学習成果
が上がっているケースもある。
（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
実施していない。
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（11）公的資金の適正管理の状況
もともと公的資金受給者が少なく、不正受給や不適切管理の状況はなかった。しかし文
科省の指導もあり、「埼玉女子短期大学公的研究費等の管理に関する規定」を策定し平成
25 年 4 月 1 日より施行している。
（12）理事会・評議員会ごとの開催状況（25 年度～27 年度）

区
分

開催日現在の状況

出 席 者 数 等

開催年月日

監事の

定 員

現 員
(a)

開催時間

出席理事
数 (b)

実出席率
(b/a)

意思表示
出席者数

出席状況

7人

7人

平成 25 年 5 月 29 日

7人

100.0％

0人

2/2

7人

100.0％

0人

2/2

7人

100.0％

0人

2/2

7人

100.0％

0人

2/2

7人

100.0％

0人

2/2

7人

100.0％

0人

2/2

7人

100.0％

0人

2/2

7人

100.0％

0人

2/2

7人

100.0％

0人

2/2

7人

100.0％

0人

2/2

7人

100.0％

0人

2/2

7人

100.0％

0人

2/2

7人

100.0％

0人

2/2

7人

100.0％

0人

2/2

7人

100.0％

0人

2/2

7人

100.0％

0人

2/2

7人

100.0％

0人

2/2

7人

100.0％

0人

2/2

14：30～15：40
7人

平成 25 年 5 月 29 日
17：10～17：20

7人

平成 25 年 7 月 24 日
14：30～16：20

7人

平成 25 年 9 月 25 日
14：30～16：40

7人

平成 25 年 10 月 23 日
14：30～15：35

7人

平成 25 年 11 月 27 日

7人

平成 25 年 11 月 27 日

7人

平成 26 年 1 月 29 日

14：30～15：50
17：10～17：20
14：30～15：45
理

7人

14：30～16：20

事
会

平成 26 年 2 月 26 日

7人

平成 26 年 3 月 26 日
14：00～15：45

7人

平成 26 年 3 月 26 日
17：10～17：30

7人

平成 26 年 5 月 28 日
14：30～16：00

7人

平成 26 年 5 月 28 日
17：20～17：30

7人

平成 26 年 6 月 25 日

7人

平成 26 年 7 月 23 日

7人

平成 26 年 7 月 23 日

14：30～16：25
14：55～15：40
16：00～16：25
7人

平成 26 年 9 月 24 日
13：30～14：40

7人

平成 26 年 10 月 22 日
14：30～15：20
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7人

平成 26 年 11 月 26 日

7人

100.0％

0人

2/2

7人

100.0％

0人

2/2

7人

100.0％

0人

2/2

7人

100.0％

0人

2/2

7人

100.0％

0人

2/2

7人

100.0％

0人

2/2

7人

100.0％

0人

2/2

7人

100.0％

0人

2/2

7人

100.0％

0人

2/2

7人

100.0％

0人

2/2

7人

100.0％

0人

2/2

7人

100.0％

0人

2/2

7人

100.0％

0人

2/2

7人

100.0％

0人

2/2

7人

100.0％

0人

2/2

13 人

76.5％

4人

2/2

12 人

70.6％

4人

2/2

12 人

70.6％

4人

2/2

11 人

64.7％

6人

2/2

14 人

82.4％

3人

2/2

14 人

82.4％

3人

2/2

15 人

88.2％

2人

2/2

14 人

82.4％

3人

2/2

14：30～15：45
7人

平成 26 年 11 月 26 日
17：15～17：30

7人

平成 27 年 1 月 28 日
14：30～15：45

7人

平成 27 年 2 月 25 日
14：30～16：30

7人

平成 27 年 3 月 25 日
14：00～15：15

7人

平成 27 年 3 月 25 日
17：15～17：30

7人

平成 27 年 5 月 27 日

7人

平成 27 年 6 月 24 日

7人

平成 27 年 7 月 22 日

14：25～15：30
14：25～15：45
14：30～15：33
7人

平成 27 年 9 月 29 日
14：30～16：00

7人

平成 27 年 10 月 28 日
14：30～16：10

7人

平成 27 月 11 月 25 日
14：30～15：40

7人

平成 28 年 1 月 27 日
14：30～16：03

7人

平成 28 年 2 月 24 日
14：30～16：00

7人

平成 28 年 3 月 23 日
①14：30～15：33
②17：20～17：25

17 人

平成 25 年 5 月 29 日
16：00～17：00

17 人

平成 25 年 11 月 27 日
16：00～17：00

17 人

平成 26 年 3 月 26 日
16：00～17：00

17 人

平成 26 年 5 月 28 日

17 人

平成 26 年 7 月 23 日

17 人

平成 26 年 11 月 26 日

評
議

14：30～16：00
14：55～15：40

員
会

16：00～17：10
17 人

平成 27 年 3 月 25 日
16：00～17：00

17 人

平成 27 年 5 月 27 日
16：00～17：10
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17 人

平成 27 年 11 月 25 日

15 人

88.2％

2人

2/2

16 人

94.1％

1人

2/2

16：00～17：05
17 人

平成 28 年 3 月 23 日
16：00～17：14

（13）その他
特になし。
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2．自己点検・評価の組織と活動
■

自己点検・評価委員会（担当者、構成員）
平成27年度自己点検・評価委員会
担

■

当

氏

名

所属・役職

委員長

浅野

洋

ALO

委

三好

善彦

商学科長

〃

髙林

茂樹

商学科

〃

鬼塚

雅子

国際コミュニケーション学科

〃

宗像

秀樹

学務課長

員

国際コミュニケーション学科長

教授

教授
教授
教授

自己点検・評価の組織図（規定は提出資料）
学長

自己点検・評価委員会

各評価主体

各評価主体

各評価主体

・商学科

・教務委員会
・学生委員会
・キャリアサポート委員会
・ICT・メディア委員会
・募集・入試委員会

・短期大学事務局

・国際コミュニケーション学科

■

・法人本部事務局

組織が機能していることの記述（根拠を基に）
「自己点検・評価報告書」を作成し、その実績を前年と項目ごとに比較して報告してい

る。学科、委員会、事務局、法人を含めて年度の活動実績を書類で点検し、現状の問題点
を整理し、次年度の目標設定や活動の指針となるように提案するように努めているが、具
体的な改善点について問題意識を完全に共有しているとは言いがたい面がある。
■

自己点検・評価報告書完成までの活動記録（自己点検・評価を行った平成27年度を中
心に）
毎月開催される「自己点検・評価委員会」において、年間のスケジュールに基づいて、

報告書の作成にあたっている。
審議内容

開催日
第1回

平成 27 年 4 月 9 日（木）

平成 27 年度自己点検・評価報告書スケジュール・
執筆確認について

第2回

平成 27 年 5 月 7 日（木）

評価項目の確認について
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自己点検・評価報告書進捗状況について
第3回

平成 27 年 6 月 4 日（木）

自己点検・評価報告書進捗状況について

第4回

平成 27 年 7 月 2 日（木）

自己点検・評価報告書進捗状況について

第5回

平成 27 年 7 月 23 日（木）

自己点検・評価報告書の報告について

第6回

平成 27 年 11 月 12 日（木） 報告会を受けて改善点の確認について
平成 28 年度自己点検・評価報告書スケジュール・
執筆確認について

第7回

平成 27 年 12 月 3 日（木）

シラバスの在り方について
自己点検・評価報告書進捗状況について

第8回

平成 28 年 1 月 7 日（木）

シラバスの在り方について
自己点検・評価報告書進捗状況について

第9回

平成 28 年 2 月 4 日（木）

アセスメントの方法について
自己点検・評価報告書進捗状況について

第 10 回

平成 28 年 3 月 3 日（木）

アセスメントの方法について
自己点検・評価報告書進捗状況について
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様式 6－基準Ⅰ

【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
本学の母体である早稲田式速記普及会は、早稲田式速記法の創案者川口渉によって昭和

10 年に創立され、昭和 44 年学校法人川口学園の設立に至る。そして、昭和 59 年の創立 50
周年を期に本学園は、自主独立を貫くため、技能の練磨を怠らず、偏狭な単なる技術者に
堕することなく、極端な考え方を排し、常に自らを省みる姿勢をもって「建学の精神」と
ふ へ ん ふ き

して『 不偏不羈 』（かたよらず とらわれず）を掲げることとなった。
平成元年の本学設立の時から「建学の精神」となった『不偏不羈』は、いささか分かり
にくい言葉であることから、今まで「中庸・自立」という言葉に置き換えて説明すること
があった。しかし平成 27 年度より、
「建学の精神」に基づき、人間形成を教育の基調とし、
真理を追究するという学問の原点にたった「中庸・自立」を本学の「教育理念」とするこ
ととした。これについてはさらに〈中庸＝学びの心をもち、中正・不偏を旨とする、人間
性豊かな女性。自立＝自主独立の心をもち、国際的視野と、総合的な判断力に富む女性〉
と詳しくかつ分かりやすく解説している。また本学の「教育目的」は従前より学則第 1 条
に〈本学は教育基本法並びに学校教育法の定めるところに従い、本学園創立の精神に基づ
き、女子に必要な人格を涵養し高い教養と大学専門教育を授け、社会の発展に寄与し得る
人間性豊かな人材を育成することを教育目的とする〉と明記されている。ここに「建学の
精神」「教育理念」「教育目的」が明確に揃ったことになる。これらの精神・理念・目的に
基づき、平成 16 年には「キャリア短大宣言」を、平成 23 年には「企業に近いキャリア短
大」をスローガンとして掲げ、今までの教養教育や専門教育に加えて、キャリア教育をさ
らに充実させてきた。
現在では商学科と国際コミュニケーション学科を設置し、それぞれの学科で「教育目標・
方針」を定め教育課程を明確にするためにコース制を取っている。もちろんこのコース制
のもとで学業を修めるにあたっても、
「建学の精神」
・
「教育理念」
・
「教育目的」は反映され、
教育的陶冶がなされるものである。このコース制は、時代の変化や産業界の要求に即応し、
学生のニーズに応じた学習環境を提供するために設けられた。また学生が将来就きたい職
業の明確化を促すと同時に、2 年間という短い期間で職業に関連する科目群を集中的に学
ぶにあたってより効率的学修ができるようにと採用した制度である。したがって、このコ
ース制については、産業界の要求や学生の意識動向をふまえて、コース名やカリキュラム
の検討が毎年行われている。
商学科では、情報通信分野の発展、海外企業との競争激化など目まぐるしい環境変化の
中で、豊かな知識と確かな実務能力を養い、多彩なビジネスシーンで活躍できる女性を育
成することを目標に就職先が見えやすい 5 つのコースを設けている。国際コミュニケーシ
ョン学科では、国際化、情報化社会で活躍するため、英語能力を養い、次世代の異文化交
流の担い手となり、グローバルな視野で社会に貢献できる人材を育成することを目標に同
じく 5 つコースを設けている。また、どちらの学科に所属していても選べるコースとして
5 つのコースがある。このコースは教養的科目を多く配置し 2 年次になり、各学科に設け
られた 5 つのコースへの移行を可能にするコースとして開設されたものである。
尚、どのコースであってもセメスターを利用し学期ごとに変更ができ、学生の進路の変
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更にも対応している。
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［テーマ
［区分
■

基準Ⅰ-A
基準Ⅰ-A-1

建学の精神］
建学の精神が確立している。］

基準Ⅰ-A-1 の自己点検・評価

（a）現状
本学は、
『不偏不羈』を「建学の精神」に掲げ、この建学の精神をわかりやすく説明する
ため「中庸・自立」という言葉に置き換えている場合もある。教育活動のなかで「中庸・
自立」の精神がいかに人間形成のなかで重要かを伝授している。このように「中庸・自立」
という表現を用いることによって、より学生に理解しやすく親しみやすくなっている。ま
た、これが教職員の基本姿勢となるようにも努めている。
本学では「建学の精神」を伝えるために、入学案内やホームページを通じて内外に表明
し、入学式の壇上の横断幕に『不偏不羈』を明示し具体的にアピールしている。また本学
を訪問する方々には、応接室にこの「建学の精神」の言葉を額に納め、親しまれるように
試みている。さらに、学生に 4 月に配布する「学生ハンドブック」の見開きには「建学の
精神」である『不偏不羈』の由来が説明されている。新入生には入学式直後のオリエンテ
ーションの中で、在学生には年度始めに行う各学科でのオリエンテーション等において、
学長、各学科長より具体的な教育内容を示すと同時に、
「建学の精神」を伝えている。特筆
すべきは、オープンキャンパスでも、高校生にも「中庸・自立」について説明するように
心がけており、高校生も入学前ではあるが、理解を示している。学ぶということにはいか
にこの「中庸・自立」が重要であるかを伝えているわけであり、保護者からの反応もよい。
やはり、
「建学の精神」は、入学者や保護者にとっても、その短大の根本精神を示すものと
理解されているようである。このことは、
「建学の精神」が入学者にも魅力となり、入学の
動機の一つにもなるということも示している。
また三つの方針の策定に際しても「建学の精神」に基づき、各学科の「教育目標」を設
定することによって本学の特色ある教育が推進されるよう体系づけられている。
「建学の精
神」に基づく本学の独自性を社会に示していくためには、確固とした「建学の精神」を指
針としつつ、時代とともに変化する社会からの要請に応えるべくその実践計画を見直し、
本学の存在感を十分に発揮していくことが何より必要であると考える。そのためにも自己
点検・評価の活動が必要不可欠である。
（b）課題
「建学の精神」の『不偏不羈』の精神は、時代の変遷を経ても変わるものではないとい
う信念が全学の教職員には浸透しており、新たに入学してくる学生にも当然尊重されるべ
きものであると本学は考えている。問題点としては、学生自身が日頃、
『不偏不羈』、
「中庸・
自立」を意識しながら学生生活を送り、勉学に勤しむことは現実にはなかなか難しいとこ
ろがあるという点である。入学式、卒業式、オリエンテーションだけでなく、日常の学習
のなかでも建学の精神を意識し、気づかせるように工夫を試みるべきだろう。本学の前身
である専門学校創設時の教育の理念、当時の時代思潮なども組み入れて物語化して説明す
るなどの工夫が有効となるだろう。
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■

テーマ

基準Ⅰ-A

建学の精神の改善計画

建学の精神である『不偏不羈』を敷衍し本学の教育理念を明確にする計画である。これ
までは『不偏不羈』を「中庸・自立」という言葉を用いてわかりやすく説明していたが、
むしろこれを「教育理念」として掲げ、建学の精神と教育理念を二本立てにする計画であ
る。この教育理念の「中庸」とは、学問を愛し、中正・不偏の心を持つ、人間性豊かな女
性像を、さらに「自立」とは自主独立の心を持ち、国際的視野と総合的な考えのできる女
性像を最も大切な価値観として掲げ、教育の原点とするものである。
このように教育理念をより具体的に提示することにより、学生をはじめとするステーク
ホルダーがより理解しやすいように計画している。
また本学の教育全般を通して「建学の精神」に基づいたものの見方、考え方を養いつつ、
教育理念という本学の教育の原点を絶えず振り返り、教育活動を推し進める計画である。
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［テーマ
［区分
■

基準Ⅰ-B
基準Ⅰ-B-1

教育の効果］
教育目的・目標が確立している。］

基準Ⅰ-B-1 の自己点検・評価

（a）現状
【商学科】
商学科は設置の「趣旨及び特に設置を必要とする理由」において「県南西部において、
実務教育機関としての商学科を設置することは、産業・経済界に貢献できる幅広い商業・
経営知識を身につけた人材の育成をめざすものであり、きわめて必要性が高く、この地域
の女子の高等教育に寄与するものである」とし、学園の建学の精神である『不偏不羈』に
基づき、人間形成を教育の基調とし、真理を追及するという学問の原点に立ち、
「中庸・自
立」を「教育理念」としている。そして、
「女子に必要な人格を涵養し、高い教養と大学専
門教育を授け、社会の発展に寄与し得る人間性豊かな人材を育成すること」を「教育目的」
としている。さらに「キャリア短大宣言」を掲げ、マナーとホスピタリティ教育をベース
にキャリア教育を行っている。
また、そのうえで、激しい変化の時代に役立つ知識と将来どの分野でも発揮できる実務
能力と社会性、ビジネス感覚を身に付け、多彩なビジネスシーンで活躍でき社会に必要と
される女性を目指すため、卒業後の進路に応じて効率的学習ができるよう、次に示すよう
に商学科の各コースにおいて「教育目標・方針」を定めている。
「ファッション・トレンドコース」
ファッション産業、販売、文化、事情などを学ぶことにより、ファッション販売に関す
る知識と実践的能力を身につけます。アパレル・ファッション業界の販売スタッフを目指
す学生向きです。資格としては「ファッション販売能力検定 3 級・2 級」「販売士検定 3
級」「色彩能力検定 3 級・2 級」の取得を目指します。
「経営・マーケティングコース」
企業や製品・サービスに関する知識、トレンド、ヒット商品が生まれる仕組み、消費者
行動など、経営やマーケティング全般の知識と実践的能力を身につけます。ショップの経
営・運営や商品の企画、販売に興味のある学生向きです。資格としては「販売士検定 3 級・
2 級」「経営学検定初級」の取得を目指します。
「会計事務コンピュータコース」
簿記・会計、データベース、プログラミング、情報とネットワークなどを学ぶことによ
り、会計知識、コンピュータの知識、経営管理能力を身につけます。一般事務、経理会計
事務、金融機関、情報関連企業を目指す学生向きです。資格としては「日商簿記検定 3 級・
2 級」さらに「日商簿記検定 1 級」の取得を目指します。
「医療事務コンピュータコース」
医療事務、秘書、医事コンピュータ、医学・薬学知識などを学ぶことにより、診療報酬
事務の知識、レセプトの作成、医療情報をコンピュータ処理する技術を身につけます。医
療機関（病院・診療所・薬局など）や審査支払機関（社会保険診療報酬支払機関など）の
医療事務スタッフを目指す学生向きです。資格としては「医療秘書技能検定 3 級・2 級」
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「医事コンピュータ技能検定 3 級・2 級」「電子カルテ検定」の取得を目指します。
「保険薬局事務コース」
調剤薬局実務、調剤事務、医療事務、調剤事務コンピュータ、医学・薬学知識などを学
ぶことにより、薬剤や処方の知識、調剤報酬請求のため調剤レセプトを作成する技術を身
につけます。さらに、患者さまと薬剤師、医師との橋渡しとしてのコミュニケーション能
力や接客対応を学びます。保険薬局などの医療事務スタッフやドラッグストアなどの販売
スタッフを目指す学生向きです。資格取得としては「調剤報酬請求事務専門士 3 級・2 級」
「販売士検定 3 級」の取得を目指します。
【国際コミュニケーション学科】
本学の開学時における英語科の設置は、日本がますます国際化していく時代にあって英
語の必要性が求めらているという社会からの要請に基づくものであった。当然、教育の目
的は、広く英語を運用する能力を養成することがず第一であり、具体的には英語による伝
達能力、ネイティブスピーカーとのコミュニケーション能力を涵養することにあった。さ
らに留学制度を充実させることで、とくに北米、オーストラリアの大学に学生を送ること
によって異文化コミュニケーション能力を充実させることも重要な目的であった。まさに
この学科の開設は、英語能力を涵養するという時代的な要請であったのであり、今日の中
国語、韓国語などのアジア圏の言語の重要性を鑑みると隔世の感がある。
平成 13 年に英語科から学科名を「国際コミュニケーション学科」に変更することになっ
たが、これはより国際化していく時代に対応しての措置であった。単に英語の運用能力だ
けでなく、ビジネス、異文化などの知識を包含した専門能力が求められている現代社会に
あって、社会で有用となる人材の条件とは、真に国際性を身につけたコミュニケーション
能力である。そのような要請に応えるために、新学科の「国際コミュニケーション学科」
では、各専門コースにおける知識や技能の習得の他に英語の運用能力の高い学生を育てる
べく、TOEIC をはじめとした実用教育に重きをおいている。具体的には、少人数の規模に
よるクラス編成によって教育効果を上げるように設置した。これは大規模なクラス編成に
よっては、望ましい結果を出すことはむずかしいいという認識に基づくものであり、昨今
の学生の気質を考慮すれば、個別的な対応ができる授業スタイルは、当然の授業規模であ
る。
「観光・エンターテインメントコース」
観光業界で活躍することを希望している学生には実践的な英語力の習得が強く望まれ
ており、TOEIC500 点を目標に学んでいきます。国家資格の国内旅行業務取扱管理者試験
合格を目指す学生は、
「観光ビジネス」
「観光マーケティング」
「トラベル実務 A・B」を履
修すると同時に、対策講座を受講できます。人と接する仕事には高いコミュニケーション
力やホスピタリティ・マインドとマナーが必要とされるため、インターンシップに参加し
実務体験を通して学ぶのが効果的です。
「ホテル・ホスピタリティコース」
ホテル業界での就職を目指す学生には、サービス・接遇やコミュニケーション能力のほ
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かにホテルの専門スキルが必要となります。そのための「特別演習 A・B」はホテルマン
から直接指導を受けられる実務的な授業です。さらに、英語の実務的な能力が求められて
おり、TOEIC500 点は必須の条件です。
「ブライダル・コーディネートコース」
「ブライダル文化」や「ブライダル・プロデュース」などの授業を通してブライダルに
関する歴史や文化から実践的な内容まで詳しく学びます。水引のかけ方からブーケ制作ま
でバラエティに富んでいます。伝統的な礼儀作法についても学ばなければなりません。色
彩感覚も養う必要があります。ブライダル業界はホテル業界と同様に、コミュニケーショ
ン力やサービス精神が必要とされます。それにはインターンシップに参加し、実務体験を
通して学ぶのが効果的です。
「特別演習 A・B（ブライダル）」は ABC（アシスタント・ブ
ライダル・コーディネーター）検定を目指す学生のための授業です。
「ウェディング・ファッションコース」
ブライダルの専門知識を総合的に身につけ、ウェディング・ファッション、ドレスコー
ディネートの実務を学びます。さらに現場で求められるトータルビューティ、接遇の知識
も学んでいきます。資格としては、ABC（アシスタント・ブライダル・コーディネーター）
検定の合格を目標とします。
「エアライン・ホスピタリティコース」
国際舞台で活躍しようとするこのコースの学生には TOEIC550～600 点という高レベル
の英語力とともに、洗練されたビジネスマナーとホスピタリティ精神が不可欠です。まず
は英語力の向上に目標を絞っているコース生は、実力に応じて TOEIC の授業を受ける必
要があります。「エアラインスタッフマナー」は元国際線客室乗務員が豊富な経験を生か
して指導をする実務的科目です。さらに「特別演習 A・B（エアライン）」では一年間かけ
て、航空業界を志望する学生に指導します。
【商学科、国際コミュニケーション学科共通コース】
「ビューティー・キャリアコース」
ビューティーサイエンス、メイクアップ、身体表現法、接遇などを学ぶことにより、自
分を内面・外面から美しく磨き、積極的かつ前向きな思考方法を身につけます。人から好
感をもたれる魅力的 OL（事務スタッフ・販売スタッフ・営業スタッフ）を目指す学生向
きです。資格取得としては「メイクアップ技能検定 4 級・3 級」の取得を目指します。
「心理・セラピーコース」
学習の目標として、「こころと身体の健康」について、心理学と健康科学の視点から基
礎知識を学びます。具体的にはストレス、ダイエット、食事、病気、対人関係の問題を専
門的に扱いながら、「心理カウンセリングの理論と実践」、「アロマテラピー」、「フットセ
ラピー」などによって、実践的な知識を身につけていきます。
「ダンス・プレゼンテーションコース」
ダンスやエンターテインメントに関する知識を身につけ、実技科目を通して心身を養い
ます。さらに自己表現力やコミュニケーション能力を養い、知力、体力、行動力を備えた
キャリア基礎能力を身につけます。営業、販売、企画、スポーツ施設のインストラクター
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などを目指す学生向きです。資格取得としては、「サービス接遇検定 3 級・2 級」の取得
を目指します。
「韓国語コース」
韓国語を留学やビジネスで使えるように実践的に学習し、韓国語能力試験（3 級レベル）
の合格を目指します。また東アジアの現代事情、経済、社会についても専門的に学ぶこと
で、国際交流のできる人材を育成します。
「英語グローバルコース」
グローバルな環境に対応できる人材を育成することが本コースの目的であり、コミュニ
ケーション力、国際理解に加え、英会話、英語プレゼンテーション力、ディベートスキル
などを磨き、海外留学に備えます。
上記の「教育目標・方針」に関しては、各コースの教育目的・目標は学校案内やインタ
ーネットのホームページにおいてわかりやすい表現で記述し、とくに学科のコンセプト、
コースの設定の意図などをくわしく説明している。とくに、オープンキャンパス等でも高
校生が理解できるように、求める学生像、教育内容、将来像を具体的に伝えるように努力
している。このことは、昨今の高校生は、オープンキャンパスでじつに多くの短大を訪問・
見学しており、それぞれの短大を比較検討することに慣れており、評価する力が身につい
ているともいえる。このような激烈な競争のなかで、明確に教育目標、目的を高校生にも
伝える表現方法をもっていることは本学にとっても必須なことである。とくに、この短大
を卒業したら何の職業に就けるかということは、高校生にとっては重要な問題であり、短
大を選択するときの決め手なっている。
また昨今急激に保護者の参加が増えていることから、保護者専用の時間を設けて、就職
の実績、奨学制度なども含めて具体的にわかりやすく説明するように努めている。保護者
の関心も高校生と同等以上のものがあり、進学先の決定は家族一体の合議で決まっていく
傾向にあるので、多彩な説明能力が求められている。
上記の「教育目標・方針」については、社会のニーズの変化、学生の質の変化に対応す
べく、学内の関係機関で十分に会議を尽くして、見直しを図っている。このように、全学
で問題意識をもって改変するという意識は徐々に定着しつつある。
（b）課題
【商学科】
年々拡大する入学時における基礎学力格差などによる優秀学生とそうでない学生、モチ
ベーションの高い学生と低い学生など多様な学生が存在する。さまざまな学生に対応する
ため、
「基礎ゼミ」というクラスを編成し、マナーとホスピタリティ教育をベースにキャリ
ア教育や基礎学力の向上のほか、学生生活全般の指導を目的とした取り組みを行っている。
今後は、多様な学生に対応できるように指導方法を見直して今まで以上に努力する必要が
ある。また、専門ゼミを各コースにおける高度な知識を求める学生を対象に開講している
が、商学科においては現状では「ファッション・トレンドコース」のみの開講となってい
る。他のコースでは、専門ゼミの開講よりもコース目標としている検定試験の中でもより
難易度の高い級位を目指すことを目的とした特別演習を開講するにとどまっている。今後
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は、すべてのコースで専門ゼミと特別演習の両方を開講してより多くの優秀学生を多く輩
出できるようにコース目的や目標の見直しを図る必要がある。このほかにもコースとして
目標としている検定試験に全員が合格できるようにカリキュラムや検定試験対策講座を充
実させたり、目標とする検定試験の見直しも検討したりする必要がある。また、授業に適
応できず、学力不足だったり欠席や遅刻の多かったりする学生に対しては、ゼミ担任を通
して個別に指導しているが、個別指導に関しては限界があるため、補習授業など全体を対
象とした対策の拡充も課題である。
さらに、このような対応だけでなく、社会のニーズの変化や学生の質の変化を敏感に感
じ取り、教育目的・目標の見直しをはじめとして、コース編成やコースの目的・目標、カ
リキュラム内容や編成などの検討を継続的に行っていくことも今後の課題である。
【国際コミュニケーション学科】
学生が実践的な英語運用能力を身につけることが本学科の教育目標の一つであり、
TOEIC、検定講座などを受検することによって対外的にもその成果、実力が徐々に証明さ
れつつある。しかしさらに上級グレードの学生を増やし、TOEIC600 点以上の学生を増やす
ための課題としては、上級グレードへの進級が容易にできるように運用を円滑にする必要
がある。また本学の学生に欠けているのは競争意識であり、これは高校時代に受験勉強な
どの競争のなかで勉学することの経験がないことによるものである。無競争のなかで進学
を決められる現在の高校教育にも問題は広がっている。このような高校時代を経た本学の
学生が真に社会評価を獲得するには、基礎学力の養成と同時に社会に通用する対外的に証
明できる能力、スキルを身につけられるカリキュラムの設計と実用性を重んじた教授法が
必要である。このプロセスを経てこそ社会人として有用な人材を輩出することが可能とな
る。
［区分
■

基準Ⅰ-B-2

学習成果を定めている。］

基準Ⅰ-B-2 の自己点検・評価

（a）現状
「建学の精神」に基づき「中庸・自立」の価値観を備えた女性像を目指して「キャリア
短大宣言」をして以来、社会のニーズに応えられる学習成果を得られるようにしている。
具体的には、商学科、国際コミュニケーション学科ともにコースごとの教育目的・目標に
沿って、シラバスでは各科目の 15 回の授業計画が詳細に記述され、学生が毎回の授業内容
と科目の指針が分かるように設計されている。また大事なことは、科目担当者にもその意
図が徹底されることであり、とくに非常勤の教員にも学科長を通して入念に科目の意図を
説明するようにしている。以前とくらべてみても、コースの科目が多彩になり新科目も増
えていることもあり、学科の教育趣旨、コース科目の意図などを伝えることは、重要な任
務になってきている。非常勤の教員にはとくに、単一の科目の意図だけでなく、昨今の学
生気質、どのような背景の学生が増えているのか、高校時代の勉学状況、生活の実態など
もふくめて実情を説明することは、これからの教育運営を考えると重要性が増してくると
思われる。
学習成果を把握する量的データとしては、単位の取得状況、成績の分布状況、出席状況、
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GPA、検定試験の受験者数および合格率、就職実績等がある。これらは学科別の学生の勉
学状況、生活状況などを客観的に把握するために重要な材料となるものであり、教員間の
会議、検討会での統計的な資料となっている。これは毎月の学科会に提出される資料でも
あり、学内全体で議論を深める材料ともなっている。質的データは、ゼミ別に行なわれる
個人面談、授業アンケート（学生の声）、卒業時満足度調査等で把握しており、学生の意識
動向について絶えずその変化を把握できるように心がけている。このように刻々と変わっ
ていく学生の生活実態の把握にこのデータは欠かせないものであり、適応できない学生を
なくし、退学者を出さないようにする方途ととしても極めて重要な資料となっており、実
際にこの方面での効果は計り知れないものがある。
就職実績については、学校案内、インターネットのホームページで公表している。それ
以外は、特に要求されない限り学内での利用が中心となっている。学習成果の量的・質的
データに基づき、教授会で学期毎に報告されている。個別の科目についての点検は十分で
はないが、各教員が「個人評価」の冊子のなかで個々の科目について、自らの科目の教授
法、学生の反応、学生の声の評価も入れて、総合的に担当科目について改善点を述べ、改
革に向かっている。また、その小冊子には他の教員の教授法、改善案も掲載されており、
示唆に富む提案も多く含まれているので、参考にする教員もいる。このように客観的なデ
ータをもとに、自らの科目について改善していく姿勢は今後も堅持していく必要がある。
（b）課題
就職実績などの一部を除き、現在は学内利用のみとなっている学習成果の量的・質的デ
ータの分析方法および公開方法の検討をする必要がある。
学習効果の評価について、検定試験・資格に関連している科目については、全国的な評
価がある程度可能であり、公的な客観的な評価によって本学の学生の全国における位置、
他短大との比較も可能となるものであり、この検定試験・資格による評価は今後も重要性
を増してくると考えられる。問題は、これ以外の科目についても、いかに信頼度の高い学
習成果の評価ができるようするかが課題となるのであり、具体的にはシラバスに記載され
ている学習の目標、成果を数値的に計るなどする方策が求められてこよう。そうすること
により、検定試験・資格などの成果と並んで、より効果的な学習と成果が望めるようにな
ってくる。
［区分
■

基準Ⅰ-B-3

教育の質を保証している。］

基準Ⅰ-B-3 の自己点検・評価

（a）現状
学校教育法、短期大学設置基準、中教審答申等による「教育の質の保証」に関する事項
については機会があるごとに教職員に周知している。教育活動の根幹にある「教育の質の
保証」は大変重要かつ緊急の課題であることから教務委員会及び拡大教務委員会で議論し
結論を延ばさない対応をしている。本学はこの二つの委員会に両学科長が所属し学科会に
もその内容が伝わり共有できるようになっている。
学習成果に関しては、1 セメスター15 回の授業をシラバス通りの実施を義務付け徹底し
ている。インターンシップなどの学外授業については企業から提出された成績を加味して
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評価を厳密にしている。また、資格取得に関しては正課外に特別講座を設け受験対策を行
い、合格者には単位認定をしている。通常科目の成績評価に関しては、平常点、定期試験、
レポート等教科の性質に合わせて評価し、また、教員の成績評価に偏りがないように成績
段階のおおよその分布割合を提示して科目に偏りがないようにしている。単位認定や卒業
資格についても厳密に実施されている。卒業式には学長表彰として成績優秀者を讃える制
度がある。これとは逆に単位不足により卒業できなかった者が毎年若干名出ている。教育
の質を測る一つの手段として、本学は学生による授業評価『学生の声』をセメスターごと
にその中間に実施して、そのセメスター内に授業に反映できるようにしている。また、こ
の授業評価の科目並びに教員ごとの評価一覧は教授会で発表され、全教員が知ることがで
きる。
教員による授業参観は、前もって授業担当者に連絡しておけば、いつでもほとんどの授
業参観が可能である。そのあと報告書を教務委員会に提出し、それが授業の担当教員にも
フィードバックされている。
教育の質の向上・充実に関連しては、PDCA 活動の一環として、FSD（本学では職員も
参加する FSD となっている）が毎月一回教授会のあと実施されている。数値化できる学習
成果のデータを使った検討会や授業参観及びその検討会などが実施されてきた。また外部
の研修会に参加した教員の報告会も実施している。さらに、ゲストスピカーを招待し、高
校生と共通する課題について、近隣の高校教員との合同 FSD 研修会を開催し共通理解を深
めた。
（b）課題
就職内定率は他大学・短大に比べ毎年引けを取らないと思うが、コースに所属する学生
がそのコースに設計された業種に就職している割合となると必ずしも十分とは言えない。
この問題について教員の共通認識が十分でないところがある。
アセスメントテストの実施はもっと多くの科目で実施することが望まれる。また学生の
授業評価『学生の声』に関しては、追跡調査は今のところはしていないので、反省や改善
は各教員の個人に任せて終わっている。したがって、FSD などを通して、もっと積極的な
改善や改革の勉強会を進めていく必要がある。また、このアンケートは学生には公開して
いないので、アンケート調査の原則からすれば、被アンケート者への公開も今後検討して
いく必要がある。
組織としての PDCA サイクルの実施体制が組織の部門ごとに実施されることが望まれる。
また現在実施されている FSD に関しては、一回完結の開催方法なので内容が広く浅くなる
という傾向もあり内容を深化させるという点ではまだ改善をしていく必要がある。
■

テーマ

基準Ⅰ-B

教育の効果の改善計画

まず以下に記述する現状から問題点を抽出し、次に具体的な改善点について記述してみ
る。
「建学の精神」を両学科の教育内容、カリキュラムに反映させると同時に、商学科では
時代の要請でもあるビジネスの世界に通用する学生の養成を目標としている。また国際コ
ミュニケーション学科では国際性を備えた人材の養成に目標をおいている。またこのよう
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な目標をホームページで紹介し学外にも分かりやすく説明している。
受験生に向けては「入学案内」で両学科の特色を紹介しており、基本的な教育方針を明
確に伝えている。商学科ではビジネスに強い知識と実務能力を養成し、国際コミュニケー
ション学科では、国際性と実務能力を養成するカリキュラムを提示している。
「学生ハンドブック」には、
「商学科の教育目標と方針」と「国際コミュニケーション学
科の教育目標と方針」を記載し、全学生および教職員に配布している。また学生には、新
入生オリエンテーションでも学科長が本学の教育方針と学科の「教育目標」を学生に分か
りやすく説明している。
学習成果については、科目の意義、目標の設定をシラバスに明記することにより学生に
学習の意図が理解できるように工夫が試みられている。また教育の質の保証という観点か
ら、教員間での議論、意見交換を経てシラバスの設計にあたるようにしており、科目ブロ
ックごとの意思統一は図られている。学習成果については客観評価となるように、評価基
準をシラバスに明記し、成績の分布も偏らないように適正に評価している。学生による授
業評価も教授会で分析結果が公表され、学生に授業内でフィーバックされるようにしてい
る。教授法についても、時折 FSD でテーマとして扱われており、教員間の情報交換、また
教育手法の向上に益している。
短期大学への社会の要請、学生環境の急激な変化に適合させるべく、カリキュラムの改
革、授業運営の改善を図らなくてはならないことは全学で了解されており、特にその年度
の「教育目標・方針」は教務委員会、教授会で議論、確認がなされ、理事会にも基本方針
は報告されている。平成 16 年度の「キャリア短大宣言」スローガンは、理事会及び短大教
授会が一体となり、
「建学の精神」や「教育理念」はもとより、
「教育目的」や「教育目標・
方針」より導き出されたものであり、ステークホルダーには一定の評価を得ている。これ
は点検・見直しの成果であり、毎年検証されるべき項目であり次年度も実施予定である。
具体的には、基礎学力に欠ける学生の指導が必要であり、補習授業などの検討も急務の
課題となっている。学内での「教育目標」の達成に甘んじることなく、学外でも通用する
知識、スキルを養成することも重要な目標として掲げなくてはならない時期にきている。
学習効果の評価も全国レベルの評価体系で位置づけてみることも必要である。学習効果の
検証は次年度実施の予定である。
さらに教育の質を問うならば、コースに直結した職業に就く学生の割合を高めることに
腐心しなくてはならない。この対策はまだ不十分であり、コース教育の工夫やカリキュラ
ム検討が急務である。これは毎年実施していることであるが、拡大教務委員会で議論を深
め、実施課題に取り組む予定である。
アセスメントはもっと多くの科目で実施されなくてはならない課題であり、まず手始め
に、平成 28 年度は、全学の共通科目、学科基本科目、TOEIC 等の英語科目でセメスターご
とに実施する予定である。
短大全体の課題、問題点は、自己点検・評価委員会が毎年実施している評価項目に応じ
て、各委員会から出される評価について全学で問題点を明らかにして、改善を図っていく
予定である。
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［テーマ
［区分

基準Ⅰ-C
基準Ⅰ-C-1

自己点検・評価］
自己点検・評価活動等の実施体制が確立し、向上・充実に向けて努

力している。］
■

基準Ⅰ-C-1 の自己点検・評価

（a）現状
自己点検・評価のための規程は学則に基づき「自己点検・評価委員会規程」を定めてい
る。この規程は、教育・研究の向上・活性化のための自己点検・評価に関する事項を審議
する自己点検・評価委員会に関する必要な事項で構成されている。この規程に基づき本学
の自己点検・評価委員会が組織され、月に 1 回の会合をもっている。この委員会では、前
年度の自己点検・評価委員会から報告された詳細な評価項目に基づき、短期的に実行可能
な項目と長期的な改善事項に分けて、年度の改善項目を決めて関係のある委員会に提案し
実行に移すように努めている。また、委員のなかには、他短大の評価委員に任命される者
もあり、他機関から情報の入手は重要な議題となっている。
自己点検・評価については、年度末に学科、委員会、事務局からの報告を「自己点検・
評価報告書」としてまとめ、次年度 7 月に、全教職員と理事長及び理事会の代表者をまじ
えて報告会を開催している。この場で、全項目で前年度の比較考量し、厳密に報告してい
る。具体的には、学科、委員会、各事務部署の年度中の活動がどうであったかを書類で点
検し、次年度以降の目標の設定や活動の指針となるものについては検討を加えている。前
年度の課題を克服しながら中長期的な課題を見据えつつ、全体と細部をチェックする役割
を果たしている。
（b）課題
自己点検・評価のあり方や意義については、各委員会で概ね理解されているが、全教職
員が一体となった改革、改善になっているとはまだ言えない状況である。報告書での指摘
事項は、次年度の教育研究活動の目標のなかに反映されている。しかし改善にはスピード
が求められるが、即効性に欠けているのが現状である。日常の業務に追われている現状か
らすれば、なかなか全教職員に浸透させるのは困難ではあるが、短大全体がおかれている
大局的な観点、参考とすべき他短大のモデルについて、共有すべき情報があり、今後の努
力すべき事項であろう。また、FSD の活動を通して教職員全員が自己点検・評価の意識を
業務に反映させるように「自己点検・評価」に対する認識、理解を深めていくことが必要
である。この意味で FSD の役割は大きく、改善、改革の基点になっていくべきであろう。
■

テーマ

基準Ⅰ-C

自己点検・評価の改善計画

まず以下に記述する現状から、問題点を抽出し、次に具体的な改善点について記述して
みる。
厳しい経営条件のなかで短期大学の特性を生かすべく、建学精神のもとにいかに独立性
を保持しつつ、学生を社会の現場に送るかが問われている時代である。この観点において
本学では、就職率の高さを誇りながら、高い教養と高度な専門スキルを併せもつ学生を育
成することが最大の教育課題となっている。自己点検・評価委員会はこの路線を堅持しつ
つ本学の各セクションが十分に機能しているかを点検する役目は重大であり、十分に認識
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されている。しかし、まだなお改善すべき課題はある。
自己点検・評価委員会は月に一回のペースで開催されており、
「自己点検・評価」報告会
で報告書に基づいて、各部署より報告された文書を報告書としてまとめて発表している。
その際に基準ごとに問題点を浮き彫りにして、次年度への改善点として提示している。し
かし現状では、報告、提案にとどまっており、どのように具体的に改善されたのかチェッ
クするに至っていないのが課題である。自己点検・評価委員会が執行部に改善点を明示し、
その結果をチェックしているとは言いがたく、課題として残っているのが現状である。教
職員には本来の業務のほかに委員会や地域活動も担当しながら教育活動全体を推進してい
くという志向性が求められており、問題意識の共有が今後も重要となる。
具体的には、自己点検・評価委員会から執行部への提言方法を定着すること、提言、議
論、実行のプロセスを教授会で確認していく作業が、改善点となる。
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■

基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果の行動計画
「建学の精神」と「教育理念」並びに「教育目的」と「教育目標・方針」、さらに「企業

に近いキャリア短大」のようなその時々のスローガンを体系として掲げることにより、教
育の具体的取組がより一層明確になるようする。またこれらが教職員、学生、保護者に深
く浸透するようにする。
現在本学の「教育目的」は学則第 1 条に明記されているが、学科の「教育目的」が明記
されていない現状がある。したがって、早急に学則に入れるよう準備にかかる。
本学は開学以来就職内定率 90％以上をキープし、平成 27 年度は最終的には 99.2％に内
定率を得ることができた。しかし各種の資格取得には十分な成果を上げているわけでもな
い。また、各コースに関連した業種への就職内定者の数においても十分とは言えない状況
にある。学生の将来就きたい業種に対する意欲を持続させるための指導力とカリキュラム
の緻密な検討が重要になってくるように思われる。また教学関係で数値目標として算出で
きるものはできるだけその目標を掲げ目標達成度の評価を厳しく査定するとともに PDCA
の常態化を図る。
自己点検・評価活動にていては、本学の自己点検・評価委員会が担当しているが、年間
スケジュールの明確化と、各委員会との密な連携を図ることにより各部署での PDCA サイ
クルの実行具合を評価する仕組みを作る。
◇

基準Ⅰについての特記事項
特になし。
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様式 7－基準Ⅱ

【基準Ⅱ 教育課程と学生支援】
■

基準Ⅱの自己点検・評価の概要
教育課程に関して本学でのまず「学位授与」についは本学学則第 28 条、第 29 条に明確

に示されていて厳格に運用されている。
「教育課程編成」については本学学則第 19 条、第 22 条、第 23 条に示されており、「学
位授与の方針」（ディプロマ・ポリシー）、「教育課程編成・実施の方針」（カリキュラム・
ポリシー）、
「入学者受け入れの方針」
（アドミッション・ポリシー）に沿って実施されてい
る。これは、コース名の設定と同時に進行する大事な作業で、拡大教務委員会（学長、関
係部署の委員会委員長も参加）で毎年検討され教授会に付される。本学の特色とするキャ
リア基礎選択科目、教養選択科目、専門選択科目とバランスよく配置すると同時に「企業
に近いキャリア短大」としての特色を出すために、専門教育では実技、演習、専門ゼミ等
で実習的授業を実施している。社会や産業界の変化、トレンドの状況に敏感に反応しつつ
科目設定を行っている。また基礎学力不足が叫ばれる中、毎週基礎ゼミでの基礎学力試験
を実施しその向上に努めている。
「入学者の受け入れ」に関しては本学の募集要項に「アドミッション・ポリシー」が明
示されておりこの趣旨に沿って入学者の受け入れが行われている。特に近年ではビジネス
界で活躍したい学生の受け入れを本学は積極的に打ち出している。
「学習成果」については数値化できるものは教務委員会のみならずほかの委員会も実施
している。数値化できないものの収集・分析に難しいところがある。
学生支援に関しては本学では教育資源をフル活用して教職員が一体となり学生の教育成
果向上のために努力している。学習支援の環境に関しては、ハード面での基準は比較的満
たされているように思える。また、平成 26 年度より 2 年間にわたりリニューアル計画が実
施され、ラーニングスクウェアや女子トイレ、アクティブラーニング教室の増設などを行
った。ソフト面からいうと各委員会業務による取り組みはもちろんであるが、本学は基礎
ゼミ制度を取り、教員が担任のように生活面、学習面、就職活動面など多義にわたり相談
に乗り学生には親しみやすい環境を作っている。学生の進路に関しては教員の他にキャリ
アサポートセンターの職員が親身な相談にのり、学生の信頼感を得ている。また、入学手
続き者に対する対応として、本学独自の「エクステンション・プログラム」を作成し、郵
送による配付であるが新学期の準備教育をしている。
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［テーマ
［区分
■

基準Ⅱ-A
基準Ⅱ-A-1

教育課程］
学位授与の方針を明確に示している。］

基準Ⅱ-A-1 の自己点検・評価

（a）現状
学位授与の要件は卒業必要単位の修得によるが、この単位は定期試験や平常点の評価に
基づいている。したがって、後者の査定方法がいかに厳密に行われているかに関わるが、
本学では教科による成績の偏りができるだけないように成績評価の基準や分布において指
針を出し、それに沿い各教員が成績評価を行うようにしている。追試験や再試験を丁寧に
実施しているが、卒業必要単位不足による留年者は毎年数名いる。学力によりつまずく場
合もあるが、出席を重視する授業形態をとっているので、出席不足で留年するケースもあ
る。留年者は、セメスター制度を利用し、9 月に卒業並びに学位授与を受ける者が多い。
本学の学位授与の方針は、学則第 6 章に明記され、それに沿って卒業並びに学位の授与は
厳格に行われている。開学時は卒業必要単位を 72 単位以上に定めていたが、数年後に 64
単位以上と下げた経緯がある。しかし近年のカリキュラム改編で、様々な正課外授業の拡
大により単位認定や単位互換を容易にすることにより、そのことを考慮に卒業必要単位を
68 単位以上に戻している。
「学生ハンドブック」には学則の抜粋を参考資料としてつけており、オリエンテーショ
ン等において学生に伝達している。単位認定は厳格に行われており、それにともなう学位
認定も社会的に通用するものと思われる。
前述したように本学では学習環境を配慮し、何度か卒業必要単位数の見直しを行ってい
る。
（b）課題
本学では CAP 制を採用し一年次に取れる単位に制限をかけている。これは「学生ハンド
ブック」にも明記してあり、履修指導で学生に指導している。ただ、本学ではモチベーシ
ョンアップのため、資格取得やインターンシップ参加などによる単位互換が認められてい
るので、卒業必要単位となるとそれを比較的簡単にクリアしてしまうという問題が生じて
いる。また逆の学力不足や勉強不足による不完全燃焼の学生もいる。これに対して厳しい
単位取得基準を設けることも一案であるが、そのあとのフォローがないと混乱を引き起こ
すことも予想される。
GPA 制度の活用はまだ十分ではないように思われる。学生への情報提供はもちろんであ
るが、卒業要件に必要単位数の要件ではなく、GPA の点数評価も加えるという考えもある
と思われる。必要単位数を取得しても GPA の基準に達していなければ卒業できないとなれ
ば、学位授与の基準の質的向上に結び付くものと考えられるからである。
［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。］

基準Ⅱ-A-2 の自己点検・評価

（a）現状
本学の建学の精神である『不偏不羈』から「中庸・自立」を原点に平成 16 年に「キャリ
ア短大宣言」を掲げ、さらには平成 23 年に新しいキャリア短大として「企業に近いキャリ
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ア短大」をスローガンに掲げた。そこでの教育は「幅広いキャリア教育」の下で、社会か
ら必要とされる人材育成の根幹としてマナーとホスピタリティ教育を中心に、自ら進路選
択ができる思考力を養い、仕事を通して自己表現と社会的貢献をはかろうとする職業的キ
ャリア意識を形成し、同時に女性としての複合的キャリア意識も形成することを目的とし
ている。
これらを実現するために、両学科共通の一般教育科目においては、必修科目である「基
礎ゼミⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」と「キャリアデザインⅠ・Ⅱ」、選択必修科目である「キャリア基
礎選択科目」
（表-Ⅱ-A-2-1）を配置してキャリア形成に役立つ知識や技能を身に付け、さら
には「教養選択科目」を配置して社会に出てから役立つ幅広い知識や教養を身に付けるこ
とができる。
表Ⅱ-A-2-1「キャリア基礎選択科目」
区分

授業科目

開設年次

必修科目
キ ャ リ ア 基 礎 選 択科 目

キャリアデザインⅠ

1年

キャリアデザインⅡ

1年

基礎ゼミⅠ

1年

基礎ゼミⅡ

1年

基礎ゼミⅢ

2年

基礎ゼミⅣ

2年

マナーとホスピタリティⅠ

1年

マナーとホスピタリティⅡ

1年

コンピュータ A

1年

コンピュータ B

1年

文章表現法

1年

コミュニケーションスキル

単位数
春学期

卒業必要単位

秋学期

数

1
1
1
1

6 単位

1
1
1
1
1
1

選択必修

1

1

6 単位以上

1年

1

1

教養と数学

1年

1

現代社会と企業

1年

1

時事経済

1年

ビジネス・ワープロⅠ

1年

ビジネス・ワープロⅡ

1年

1
1
1

選択必修科目である「キャリア基礎選択科目」の「マナーとホスピタリティⅠ」
「マナー
とホスピタリティⅡ」は本学の基幹科目の一つであり、エアライン業界の第一線で活躍し
てきた元 CA4 名による気持ち良いマナーと思いやり溢れるおもてなしの心を養う科目であ
る。また、インターンシップを体験したい学生の必須の科目となっている。
商学科専門科目においては、情報通信分野の発展、海外企業との競争の激化など社会が
新たな変貌を遂げていくなか、豊かな知識と確かな実務能力を養い、多彩なビジネスシー
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ンで活躍できる女性を育成することを目標として、
「現代商学」
「マーケティング」
「経済学」
「簿記原理」の 4 つの学科基本科目を設置し、各コースのコース選択科目を配置している。
国際コミュニケーション学科専門科目においては、国際化、情報化社会で活躍するため、
英語力とコンピュータの運用能力やビジネスマナーを修得、次代の異文化交流の担い手と
なり、グローバルな視野で社会に貢献する人材を育成することを目標として、「国際理解」
「アメリカの歴史と文化」
「東アジアの歴史と文化」
「EU の歴史と文化」の 4 つの学科基本
科目を設置し、国際コミュニケーション学科学生必修の「総合英語」及び他の英語科目、
各コースのコース選択科目を配置している。
商学科専門科目および国際コミュニケーション学科専門科目はコース毎に、14～21 科目
配置している。ただし、平成 27 年度の両学科共通コースは両学科共通コースとのユニット
を前提としたコース設計となっているため、7～8 科目配置となっている。
概念図で表すと図-Ⅱ-A-2-2 のようになる。
図Ⅱ-A-2-2

科目概念図

コース科目

学科基本科目
キャリアデザイン
キャリア基礎科目

各科目の成績評価は、それぞれの科目担当者によって評価されている。成績の評価方法
は、全 15 回の授業終了後の定期試験やレポートを課しての総合評価又は、全 15 回の授業
の平常点による総合評価により行っている。なお、定期試験とレポートについては、授業
回数の 3 分の 2 以上の出席を条件としている。この条件を満たさない学生は担当教員の判
断により「失格」とされ不合格となる。また、成績評語は、AA、A、B、C、D の 5 段階に
分け、C 以上をもって合格とし、D 及び定期試験時の欠席を不合格としている。各科目の
成績評価の方法はそれぞれシラバスに明記している。さらに、各成績評価を基準として算
出した GPA 値から優秀学生を決定している。
計算方法は以下のとおりで、4 点満点となっている。
①GP：授業科目の成績評価について、評語ごとにそれぞれ下表Ⅱ-A-2-3 のとおりグレード
ポイントを与える。
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表Ⅱ-A-2-3

GPA のポイント

評語

AA

A

B

C

D

欠席

失格

放棄

GP

4

3

2

1

0

0

0

―

②GPA の計算式
【学期 GPA】
（その学期に評価を受けた科目で得た取得 GP×単位数）の合計
その学期に評価を受けた科目の合計単位数
【通算 GPA】
（在学中に評価を受けた科目で得た取得 GP×単位数）の合計
在学中に評価を受けた科目の合計単位数
また、成績評語の割合については、下表を目安に評価することになっている。成績評語
の割合の導入については、科目担当者により成績評価が異なるとの問題が提起なされた。
平成 26 年第 4 回 FSD「授業の成績評価について」で各教員および科目の成績評語の割合を
分析したところ、科目担当者により成績評価が異なることが分かった。つまり、GPA の数
値差が見てとれたため、平準化および平等化を図るために成績評語の割合を決めるに至っ
た。表Ⅱ-A-2-4 が本学の成績評語の割合の目安であり、非常勤教員の懇談会および教員オ
リエンテーションにおいて周知徹底がなされている。
表Ⅱ-A-2-4

埼玉女子短期大学の成績評語の割合

評語

AA

A

B

C

D

割合

0～20％

30～50％

30～50％

0～20％

制限なし

必修科目である「基礎ゼミⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」の成績評価は、全学共通ルールに基づいて
なされる。評価方法については教務委員会の審議を経て、平成 27 年 4 月 1 日の教員オリエ
ンテーションにおいて、基礎ゼミ担当教員に周知徹底および確認を行っている。
平成 27 年度基礎ゼミ成績評価方法について（以下の内容を教員オリエンテーションにお
いて配付）、
・基礎ゼミ問題集より春学期・秋学期ともに全 12 回の小テストを行う。
・定期試験は、小テストで出題された問題の中から出題さる。
・基礎ゼミの評価基準は、下表Ⅱ-A-2-5 で示すとおりである。
表Ⅱ-A-2-5
項目

埼玉女子短期大学の基礎ゼミ評価基準
基礎ゼミⅠ

基礎ゼミⅡ

基礎ゼミⅢ

基礎ゼミⅣ

定期試験

40％

40％

40％

40％

出席点

30％

30％

30％

30％

小テスト

15％

15％

15％

15％

平常点

15％

15％

15％

15％
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※出席点は、欠席 1 回につき 5 点減点をすること。
※遅刻は、20 分までとする。20 分を超えた場合、欠席とすること。
※遅刻 3 回で、欠席 1 回とすること。
※小テストは、遅刻の時間に関わらず基礎ゼミ時間内なら受けられる。
※スポーツデイ、大学祭などの学校行事の出席は、平常点に含むこと。
※2 年生の大学祭研究発表や卒業レポートは、平常点に含むこと。
基礎ゼミⅣの大学祭研究発表について
・コースに関係する内容で発表すること。
・ラーニングスクエアでの展示を基準とする。他の場所で展示を行う場合は、教務委員
に企画案を提出すること。その後、大学祭の教室使用を勘案し調整する。
基礎ゼミⅣの卒業レポートについて
・コースに関係する内容のレポートを作成すること。
・卒業レポートが提出されない場合は、原則として基礎ゼミⅣの単位は取得できない。
・卒業レポートは、ワープロ 4,000 字以上とする。
グループでの作成も可能。その場合は、全体人数×4,000 字以上または、個人別の卒業
レポート提出が必要となる。
・プレゼンテーションを行う場合でも、卒業レポートの提出は必要となる。
・基礎ゼミⅣ終了後、「ゼミ卒業レポート集」を発行する。
シラバスに記載している項目としては、「授業科目名称」「担当者」「開設年次」「開設学
期」「講義、演習、実技などの科目種類」「必修、選択などの科目区分」「単位数」「学習目
標」
「科目の概要」
「全 15 回または 30 回の授業計画」
「テキスト」
「参考図書」
「評価の方法」
「注意事項」がある。達成目標・到達目標については、「学習目標」に記載し、授業内容、
準備学習の内容については、
「授業計画」に各授業回の「タイトル」と「内容」を分けて記
載し、授業外における学修時間（予習・復習）については、「科目の概要」や「注意事項」
に記載している。また、各学生に配布している冊子形態のシラバス以外にも Web によりシ
ラバスを公開しており、そこでは授業スケジュールも分かるようになっている。
講義の形式についても学生が主体的な姿勢で課題発見・解決型の授業を行うため、アク
ティラーニング教室を増設し、可動式の机や椅子を導入することにより、講義形式の授業
からアクティブラーニングによる演習・実習形式の授業への取り組みも図っている。
教員配置については、教員の資格・業績や実務上の経験に応じて適切に行っている。教
員の採用に関しては、学長による面接を行い、
「教育職員任用規程」に基づき学長を議長と
する任用委員会で審議し、教授会の審議を経て理事会で決定している。
なお、商学科の専任教員は教授 7 名､准教授 1 名、講師 1 名であり､兼任教員は 27 名であ
り､国際コミュニケーション学科の専任教員は教授 7 名､准教授 2 名､助教 1 名であり、兼任
教員 17 名である。
教育課程の定期的な見直しは、長年にわたり教務委員会を主体として行っていたが、平
成 25 年度より新たに拡大教務委員会規程を制定し、規定に則り、教務委員長が委員会を招
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集して行うことになった。拡大教務委員会において商学科と国際コミュニケーション学科
の両学科のコース編成を教育方針や教育効果、社会のニーズ、学生募集動向を踏まえた上
で検討している。カリキュラムについてはコースの目的や目標、特徴及び学習効果を考慮
して毎年見直している。これらコース編成やカリキュラムの見直しは、拡大教務委員会で
検討し素案を作成した上で学科会での意見を取り入れ最終的に教授会の審議を経て決定し
ている。今年度の拡大教務委員会では、全 13 回開催され、平成 29 年度以降のコース編成
の改革を意識して議論を行った。特に、経営資源の適正配分を考慮に入れながら、平成 29
年度よりこれまでの両学科共通コースを含んでの商学科 10 コース、国際コミュニケーショ
ン学科 10 コースから両学科共通コースを廃止し、商学科 6 コース、国際コミュニケーショ
ン学科 6 コースへの再編を行うことになった（表Ⅱ-A-2-6）。
表Ⅱ-A-2-6

平成 29 年度からのコース編成
学

科

コース名
ファッション・トレンド
経営・マーケティング

商

学

科

会計・事務コンピュータ
ビューティーホスピタリティ
医療事務コンピュータ
調剤薬局事務
観光・エンターテインメント
ホテル・ホスピタリティ

国際コミュニケーション学科

エアライン・ホスピタリティ
ブライダル・コーディネート
ウェディング・ファッション
韓国語

平成 28 年度のコース編成およびカリキュラムについては学生募集の状況を勘案し人数
制限科目の増設などの見直しを図った。
（b）課題
15 あるコース毎の「教育目標・方針」を定め、教育課程を編成しているが、学科の「教
育目標・方針」といった学科ポリシーに準じて、体系的な教育課程の編成には至っていな
い。平成 28 年度には明確な学科ポリシーを定め、学科の教育課程を体系的に編成する必要
がある。また、授業科目のナンバリングが未だに設定できていない。昨年度以降、ナンバ
リングを前提にしたカリキュラムおよびカリキュラムマップの導入を図っているが、カリ
キュラムの体系的な編成には至っていない。カリキュラムマップが十分に機能してナンバ
リングを導入するためにはより一層の議論が必要となっている。
成績評価については、出欠席管理や定期試験受験資格判定がすべての教員において厳密
になされているとは言えない。成績評価においては全学で基準となる相対評価基準の基づ
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き、成績の評価を行っている。しかし、少なからず教員間で、ばらつきが存在し、GPA に
影響を及ぼしているケースがある為、早急に改善していかねばならない。
シラバスに関しては、シラバス作成基準を設けて全教員に作成を依頼しているが、作成
基準を満たしていないシラバスが少なからず存在する。より教育内容のわかりやすい表記
方法の検討、準備学習の内容や時間の明記を行っていく必要がある。
また、教育の質保証の観点また学修状況の把握の観点から各科目でアセスメントを行い、
学生の講義の理解度を把握し、学生にフィードバックしていくという PDCA での教育内容
を検討していくことが必要不可欠である。
教員配置についても教育課程の見直しに際して、適宜検討していく必要がある。
［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。］

基準Ⅱ-A-3 の自己点検・評価

（a）現状
（1）入学者受け入れの方針
本学は、
「アドミッション・ポリシー」として入学者受け入れの方針を明確にし、学生募
集要項やインターネット上の公式サイト内の「教育研究上の目的・方針」の項目
（http://www.saijo.ac.jp/information/policy.php）を通じ、広く公開している。
当該ポリシーには、本学の【教育の理念と目的】ならびに【求める学生像】を記載して
いる。前段においては、学園の建学の精神である『不偏不羈』に併せ、本学の教育理念で
ある「中庸・自立」を明示し、教育目的として「女子に必要な人格を涵養し、高い教養と
大学専門教育を授け、社会の発展に寄与し得る人間性豊かな人材を育成すること」を掲げ
ている。また、後段の【求める学生像】としては、表Ⅱ-A-3-1 の 4 点を挙げ、前述の教育
理念ならびに教育目的の下、これらの資質を持つ学生を求めていることを示している。
表Ⅱ-A-3-1

求める学生像

1. 自ら学ぶ意欲をもって学修に取り組む学生
2. 高い教養と豊かな人間性を身につけたい学生
3. ビジネス界において求められる知識・技能を修得したい学生
4. 職業人として社会への貢献を目指す学生

また、「AO 入試で求める学生像」も募集要項上に別途明示している。当該入学試験は、
高等学校の学業成績に拠らず、面談における対話を重視する形式であるため、求める学生
像として表Ⅱ-A-3-2 の 6 点を掲げている。
表Ⅱ-A-3-2

求める学生像

1. 自分自身を言葉や文章でアピールできる者
2. 自分の考えをしっかりと表現できる者
3. コミュニケーション能力に優れている者
4. アピールできる資格・特技などをもっている者
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5. クラブ活動、生徒会活動、学級活動などにおいてリーダーシップを発揮した者
6. 地域活動、ボランティア活動、文化活動、インターンシップ活動などで優れた実績を
有する者

こうした募集要項を通じた書面での伝達の他、オープンキャンパスにおける学科概要説
明や AO 入試説明会も入学者受け入れの方針を示す場として機能している。当該説明は、
募集・入試担当者および広報室スタッフが担い、先に挙げた建学の精神や教育理念に基づ
く本学の取り組みについて毎回丁寧に説明している。また、年間 30 回を超えるオープンキ
ャンパスにおいて在学生の協力者も多いため、その姿が本学学生の代表的存在として映り、
結果的には【求める学生像】を間接的かつ直観的に伝えることともなっている。
さらに、本学が求める入学前の学習成果については、推薦・AO・一般の各入学試験に設
けられた奨学生制度および AO 特待生制度の出願要件の項目設定が最も直接的に表わされ
た箇所であると言える。まず奨学生制度においては、学業成績、部活動、取得資格など、
学生募集要項において各 17 項目を掲げ（表Ⅱ-A-3-3 参照）、入学前、或いは受験前に目指
すべき学習成果を具体的に示し、当該成果を高く評価する方法を採っている。尚、奨学生
として合格した者に対しては、入学金の全額或いは半額を免除することとしている。
表Ⅱ-A-3-3

奨学生入試の出願要件の該当基準項目（推薦・AO・一般共通）

1． 出身高等学校の全教科の評定平均値が 3.0 以上の者
2． 出身高等学校において、生徒会（生徒会役員などの生徒会本部）の活動を行った者
3． 出身高等学校において、高校 1 年から同一のクラブ活動を 2 年間以上継続して活動して
いる者
4． 出身高等学校において、3 年間で欠席日数が 5 日以内の者
5． 全国商業高等学校協会 簿記実務検定 2 級以上を取得している者
6． 全国商業高等学校協会 ビジネス文書実務検定 2 級以上を取得している者（両部門とも
合格）
7． 全国商業高等学校協会 珠算・電卓実務検定 2 級以上を取得している者（部門別合格も
可）
8． 全国商業高等学校協会 情報処理検定 2 級以上を取得している者（部門別合格も可）
9． 全国商業高等学校協会 英語検定 2 級以上を取得している者
10． 日本商工会議所 簿記検定 3 級以上を取得している者
11． 日本商工会議所 リテールマーケティング（販売士）検定 3 級以上を取得している者
12． 実務技能検定協会 秘書技能検定 3 級以上を取得している者
13． 日本英語検定協会 実用英語技能検定 3 級以上を取得している者
14． TOEIC 400 点以上を取得している者
15． TOEFL iBT36 点以上を取得している者
16． 日本漢字能力検協会 日本漢字能力検定準 2 級以上を取得している者
17． 世界遺産アカデミー主催 世界遺産検定 3 級以上を取得している者

もう一つの奨学生制度である AO 特待生制度は、表Ⅱ-A-3-4 に掲げる資格のいずれか或
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いは両方が取得済みであることをエントリーの要件としている。エントリー前の当該資格
の取得を目指す例も増えていることから、本学が求める学生像、本学が求める学習成果に
ついて、一層の浸透が進んでいるとの実感を持ってもいる。尚、AO 特待生としてエント
リーの上で合格内定し（出願すれば再試験なしに合格となることが約束される）、改めての
出願によって正規合格となった者に対しては、入学金全額を免除している。
表Ⅱ-A-3-4）

AO 特待生入試のエントリー要件の該当基準項目

1． 全国商業高等学校協会 簿記実務検定 1 級を取得している者（部門別合格も可）
2． 日本英語検定協会 実用英語技能検定準 2 級以上を取得している者

（2）入学者選抜の方法
入学者選抜の方法は、本学の入学者受け入れの方針に適うものであり、具体的には、推
薦入学試験（指定校・公募）、AO 入学試験、一般入学試験、特別入学試験（社会人・海外
帰国子女・外国人留学生）の 4 つの区分を設けている。次の表Ⅱ-A-3-5 の通り、区分によ
って事前に提出を求める書類や試験方法に違いはあるが、いずれにおいても、受験者の入
学前の学習成果と本学の方針に対する理解の把握を目指していることは共通している。
所属高等学校から発行される調査書や推薦書、および一般入学試験における課題作文は、
入学前の学習成果を確認する有効な資料である。一方、調査書の提出を事前に求めない AO
入学試験については、40 分に及ぶ面談・プレゼンテーションの様子から受験者の学習成果
を丁寧に確かめるようにしている。尚、当該プレゼンテーションは、志望コースに関連す
るテーマを各自で設定の上行うもので、発表資料（PC を利用したスライド資料、スケッチ
ブック、模造紙、配布資料など）にも工夫を求めており、こうした発表方式や過去の発表
例などは、オープンキャンパスにおいて行う AO 入試説明会において詳細に伝えている。
また、志願理由書やエントリーシートは、本学の入学者受け入れの方針や本学の教育に対
する受験生の理解を確認する資料ともなっている。いずれの試験区分においても面接・面
談は必須であり、面接官や面談担当者との対話の中から、本学が求める学生像との合致を
確かめ、事前提出資料と併せた総合判定により合否を判断している。
面接の評価基準もまた明瞭であり、いずれの区分の面接・面談においても、詳細な評定
要項の下、①理解力、②意欲性、③明朗性、④態度の 4 つの側面から評定を行っている。
当該評価基準については、受験生や受験検討中の高校生に対してもオープンキャンパスの
面接対策講座や高等学校における面接指導において広く知らせており、当該共有が入学者
受け入れの方針を重ねて伝えることにも繋がっている。
また、AO 入学試験においては、先の面接評価基準を面談の評価基準とし、プレゼンテ
ーションの評価項目を別途設定している。①発表内容、②発表方法、③発表態度、④熱意
の 4 側面から課題発表を評価し、前掲の 4 側面（理解力・意欲性・明朗性・態度）に基づ
く面談の評価と併せて総合的に合否を判定するのが AO 入学試験の特徴である。
更に、一般入試においては、面接評価基準とは別に作文の評価項目を設けており、
「内容」
「語句・表記」の項目別に詳細な採点評価基準を設定している。
以上のように、本学では、入学者受け入れの方針を種々の媒体において明瞭に示すと共
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に、本学に関心を持つ高校生等に対面で直接的に伝える機会を積極的に設けており、結果
として当該方針に適った受験者を多数受け入れている。また、本学の受け入れ方針に対応
した入学試験の方法と基準により、本学が真に求める入学者を受け入れ、入学前の学生の
資質からも「本学らしさ」が一層強められているところである。
表Ⅱ-A-3-5

各入学試験の概要
推薦入学試験
（指定校・公募）

合否判定
に関わる
事前提出
書類

試験方法

特別入学試験
AO 入学試験

一般入学試験

（社会人・海外帰国子
女・外国人留学生）
・調査書・成績証明書

・調査書
・推薦書

・エントリーシート

・志願理由書（600 字）

・調査書
・課題作文（600 字）

（他、出願資格を証明
する卒業証明書等の
書類）
・志願理由書

・面接（15 分）

・面談・プレゼンテーション
（40 分）

・面接（15 分）
・面接（15 分）

・日本語試験（外国人
留学生のみ）

＜面談＞

＜面接＞
評定基準

①

理解力

②

意欲性

③

明朗性

④

態度

①

理解力

＜面接＞

②

意欲性

①

理解力

③

明朗性

②

意欲性

④

態度

③

明朗性

＜プレゼンテーション＞

④

態度

①

発表内容

＜課題作文＞

②

発表方法

①

内容

③

発表態度

②

語句・表記

④

熱意

＜面接＞
①

理解力

②

意欲性

③

明朗性

④

態度

・オープンキャンパス
時の AO 入試説明会を
特記事項

受けることがエント
リー要件
・合格内定者は、出願
時に調査書を提出

（b）課題
第一の課題は、学科別のアドミッション・ポリシーの検討である。本学では商学科と国
際コミュニケーション学科の 2 学科 15 コース（平成 29 年度からは 12 コース）を構え、専
門的に実学を展開しているが、一方では「緩やかなコース制」として、所属コースを越え
た幅広い学びも特長としている。現状としても、他学科、他コースの科目履修は盛んに行
われており、学科間、コース間の明瞭な境界は殆どない状況ではある。だが、各学科の特
質や将来目指すべき進路に対してより深い理解を得るためにも、入学前の段階から学科ご
とに入学者の受け入れ方針を明示することの効果について十分に検討し、本学の現状に合
ったアドミッション・ポリシーの在り方を探るべきと考える。
第二の課題は、入学時の学力のばらつきの改善である。各種の試験方法により、本学の
アドミッション・ポリシーに適う入学者を迎えている現状ではあるが、入学後に学力面の
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ばらつきを感じる場面も多い。当該状況の改善のために、まずは奨学生制度の告知強化に
取り組みたい。本学では、教育においても特に人間性を重視するため、アドミッション・
ポリシーに具体的な学力の基準を明示することは避けている。それを補う役割を奨学生制
度の基準項目が果たしていると言えるが、当該制度について受験前の段階からより積極的
に知らせ、基準項目を満たす努力を受験生たちに促すようにしたい。また、入学前教育の
充実も重要である。現状においても、
「エクステンション・プログラム」として基礎学力問
題や作文、感想文などの各種課題を入学前に用意しているが、実施方法や分量等について
更に検討を重ね、新入学生の学力を一層伸ばす工夫を加えることも課題であると言える。
［区分
■

基準Ⅱ-A-4

学習成果の査定（アセスメント）は明確である。］

基準Ⅱ-A-4 の自己点検・評価

（a）現状
学科ごとの学習成果としては、商学科は時代に対応できる知識や実務能力をさまざまな
面で身につけることを教育目標とし、国際コミュニケーション学科は異文化を学ぶことに
よってコミュニケーション能力と国際性を身に付けることを教育目標とする、と「学生ハ
ンドブック」で明記している。また、科目ごとの学習成果としては、
「シラバス」の「学習
目標」と「科目の概要」及び「授業計画」で示している。さらに、コースごとの学習成果
を具体的にカリキュラムマップで示している。
「シラバス」には「学習目標」
「科目の概要」
「授業計画」
「評価の方法」が明記されてお
り、この評価の方法により学生は単位を取得している。
授業科目により単位取得率は異なる。平成 27 年度の成績評語の割合を表Ⅱ-A-4-1 に示し
た。全体としては AA 評価 20.07％、A 評価 31.02％、B 評価 26.8％、C 評価 14.4％で合計
92.29％の単位取得率となっておりほとんどの学生が単位を取得している。単位を取得でき
なかった学生は D 評価 1.7%、欠席 0.5%、失格 1.2%、履修放棄 3.5%となっている。
表Ⅱ-A-4-1

埼玉女子短期大学における成績評語の割合

表Ⅱ-A-4-1-1

学年別

1 年生
評価

春学期

割合

秋学期

割合

春秋合計

割合

AA

1079

23.5%

870

20.8%

1949

22.2%

A

1613

35.1%

1262

30.1%

2875

32.7%

B

1214

26.4%

1076

25.7%

2290

26.1%

C

552

12.0%

698

16.7%

1250

14.2%

D

66

1.4%

83

2.0%

149

1.7%

放棄

37

0.8%

125

3.0%

162

1.8%

欠席

14

0.3%

22

0.5%

36

0.4%

失格

23

0.5%

53

1.3%

76

0.9%

合計

4598

100.0%

4189

100.0%

8787

100.0%
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2 年生
評価

春学期

割合

秋学期

割合

春秋合計

割合

AA

441

18.9%

331

16.3%

772

17.7%

A

689

29.5%

538

26.5%

1227

28.1%

B

681

29.2%

554

27.3%

1235

28.3%

C

351

15.0%

296

14.6%

647

14.8%

D

45

1.9%

28

1.4%

73

1.7%

放棄

79

3.4%

225

11.1%

304

7.0%

欠席

22

0.9%

12

0.6%

34

0.8%

失格

27

1.2%

49

2.4%

76

1.7%

合計

2335

100.0%

2033

100.0%

4368

100.0%

表Ⅱ-A-4-1-2

学期別

春学期
評価

1 年生

割合

2 年生

割合

学年合計

割合

AA

1079

23.5%

441

18.9%

1520

21.9%

A

1613

35.1%

689

29.5%

2302

33.2%

B

1214

26.4%

681

29.2%

1895

27.3%

C

552

12.0%

351

15.0%

903

13.0%

D

66

1.4%

45

1.9%

111

1.6%

放棄

37

0.8%

79

3.4%

116

1.7%

欠席

14

0.3%

22

0.9%

36

0.5%

失格

23

0.5%

27

1.2%

50

0.7%

合計

4598

100.0%

2335

100.0%

6933

100.0%

評価

1 年生

割合

2 年生

割合

学年合計

割合

AA

870

20.8%

331

16.3%

1201

19.3%

A

1262

30.1%

538

26.5%

1800

28.9%

B

1076

25.7%

554

27.3%

1630

26.2%

C

698

16.7%

296

14.6%

994

16.0%

D

83

2.0%

28

1.4%

111

1.8%

放棄

125

3.0%

225

11.1%

350

5.6%

欠席

22

0.5%

12

0.6%

34

0.5%

失格

53

1.3%

49

2.4%

102

1.6%

合計

4189

100.0%

2033

100.0%

6222

100.0%

表Ⅱ-A-4-1-3
秋学期
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表Ⅱ-A-4-1-4

学年・学期合計

評価

合計

割合

AA

2721

20.7%

A

4102

31.2%

B

3525

26.8%

C

1897

14.4%

D

222

1.7%

放棄

466

3.5%

欠席

70

0.5%

失格

152

1.2%

合計

13155

100.0%

本学はセメスター制を導入しているため、セメスター期間内で学習成果をあげなければ
ならない。そのため、学習成果を獲得するため小テストやレポートなど授業内で実施する
など授業方法を工夫したり、出席状況をチェックしたりしている。また、教育の改善の観
点から、学生の授業評価である「学生の声」アンケート（学生の授業評価）を毎年各学期
中に実施し、授業改善を行っている。平成 27 年度は 6 月 1 日（月）～6 月 12 日（金）、11
月 9 日（月）～11 月 20 日（金）に実施した。全体平均が春学期、秋学期ともに、4.2 ポイ
ント（最大 5 ポイント）と過去 3 年と比較して、0.1 ポイント上昇している。同様に、学生
の学習状況の把握のために「学修時間調査」を毎年各学期に実施している。学生の卒業時
には、2 年間の大学生活の満足度調査である「卒業時満足度調査」を実施している。
学習成果としてもっとも目に見えるのが資格取得である。商学科では実務能力を身に付
けることを教育目標としているため、「ファッション販売能力検定」「日商リテールマーケ
ティング（販売士）検定」
「日商簿記検定」
「医療秘書技能検定」
「医事コンピュータ技能検
定」「電子カルテ検定」「調剤報酬請求事務専門士」など各コースの目標とする資格を設け
ている。国際コミュニケーション学科ではコミュニケーション能力を身に付けることを教
育目標としているため、「TOEIC」のスコアアップや「国内旅行業務取扱管理者」「総合旅
行業務取扱管理者」
「世界遺産検定」
「レストランサービス技能検定」
「アシスタント・ブラ
イダル・コーディネーター（ABC）検定」「認定ウェディングプランナー」「フォーマルス
ペシャリスト」
「認定ドレスコーディネーター」など各コースの目標とする資格を設けてい
る。これらの資格はそれぞれの業種における就職においては非常に有効となっていること
は明白である。また、学生が 7 月と 11 月に学内で行われる TOEIC IP を受験することによ
って、英語教育のアセスメントの把握に有用となっている。
各科目の単位認定の方法は、シラバスに「評価の方法」として明記している。これらに
は、定期試験やレポートの評価のみならず、授業中の評価や出席状況なども併せて総合的
に評価している。成績評価基準としては、100 点満点中 90 点以上を「AA」、80 点以上を「A」、
70 点以上を「B」、60 点以上を「C」として合格とし、60 点未満を「D」、試験欠席及びレ
ポート未提出を「欠席」、授業日数の 3 分の 2 未満の出席の場合に出席不足として「失格」、
授業途中での履修取りやめを「放棄」としている。これらの成績評価を総合的に判断する
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ため、AA を 4 点､A を 3 点、B を 2 点、C を 1 点、D、欠席、失格を 0 点として、単位数
の重みを付けた上で平均を算出した GPA 制度を導入しているため、学生の成績を客観的に
判断することが可能である。
（b）課題
「シラバス」に「学習目標」
「科目の概要」
「授業計画」
「評価の方法」などを明記してい
るが、それらの記述方法が一部において統一されていない等の問題点が何点か見られるの
で今後改善をしなくてはならない。
学修状況の把握の面から基礎学力に関わる部分に重点を置いた「学修時間調査」は行っ
ているが、学生の学修行動全般を網羅した「学修行動調査」を行っていない為、より学生
の学習行動が把握できる調査を行う必要がある。
特に、学習成果のアセスメントについては上記に記してきたとおり、「シラバス」「定期
試験」「学生の声」アンケート、「成績評価の分布」で行っている。しかし、実際に学生が
学修目標へ到達したのかについて、学修の事前・事後での変化について、PDCA に則した
詳細なアセスメントは全学的に取り組んでいないことが課題として挙げられる。また、数
値化できる科目、数値化できない科目を含め、学生ポートフォリオが未整備の為、学生カ
ルテを基に学生に対して、学修成果についてのフィードバックがあまり出来ていない。よ
り明確に学習効果のアセスメントを行う為にも学修ポートフォリオの整備と学習効果につ
いて学生との面談の機会も増やすことを検討していかねばならない。
学習成果を測定しやすい資格取得についても、今後はコース特性および社会のニーズに
即した資格を精査し、学習の達成度およびカリキュラムの配置を含め、より計画的な資格
取得を目標とすることを検討していく必要がある。
［区分
■

基準Ⅱ-A-5

学生の卒業後評価への取り組みを行っている。］

基準Ⅱ-A-5 の自己点検・評価

（a）現状
本学における卒業生評価の基となる調査並びに評価は、以下の 2 つの方法で実施してい
る。継続して実施しているのは下段の企業から評価聴取である。
・卒業後進路調査

キャリアサポートセンターにて実施（平成 25 年度）

・関連企業担当者との懇談を通じての評価聴取
卒業後評価は、卒業生が本学の学びを社会でどのように活かし、活躍しているかを図る
ものと理解し、その情報収集に努めている。教員やキャリアサポートセンター職員が、イ
ンターンシップ受け入れ企業や内定企業、または内定辞退を申し入れに行く機会において
も、企業担当者との綿密な懇談を実施している。とりわけ、開学以来 30 年近くを経て長く
本学の教育に理解を示し多くの学生を評価していただいた企業からは、経年の変化を前提
とした卒業生評価（個々のみならず全体印象）について意見を聴取し、本学のキャリア教
育の変遷と照らした分析を行っている。社会が要請する学生像の変化によってここ 10 年余
りは即戦力が強く求められるようになっており、本学が「キャリア短大」と打ち出した時
期がまさにそれと重なったため、過去においては卒業生の即戦力としての評価が高い時期
もあった。一方、近年はより高度な専門性や、4 年制大学の学生が持ち得る語彙力や経験
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値が重用される傾向もあり、昨今の卒業生評価をするにあたり、2 極化が進んでいるよう
にも見える。
しかしながら、短期大学である本学のキャリア教育の特長である社会人マナーやホスピ
タリティを醸成する教育は、社会がどう変化しようとも不変であり、企業訪問や学内キャ
リアセミナー時においては短期大学生を採用しているあらゆる分野の企業担当者と懇談を
するが、新入社員に求められる素養はマインド面であり、スキル面は経験によって習熟が
されれば十分であるという見解が圧倒的である。また卒業生が本学に「社員」や「講師」
として来学する機会も増えており、その事実を見ても卒業生が新人時期のみならず、社内
で高く評価され社会で活躍している様子を把握することが出来る。企業訪問や学外授業で
も卒業生自身が人事に関わる部署の配属になっているケースも増えている。卒業生評価を
卒業生自らが部門の責任者や教育・人事担当者としての厳しい目で評価するという現実も
あり、卒業生本人並びにその上司からの状況報告を聴くことが、評価の重要な材料にもな
っている。
卒業生の進路先からの聴収した様々な評価は、当該学生へ支援材料であると同時に、等
しい教育環境で学んでいる在学生に対するキャリア指導において、企業や業界研究、求め
られる人材、また人生設計を考え学ぶ上で有益な材料として活用している。キャリア関連
科目である「現代社会と企業」やキャリアセミナーでも可能な限り卒業生社員の同伴をお
願いしており、机上の教育ではなく、実際に本学での教育を受け、そして飛躍して行った
ロールモデルである講師からのアドバイスが、ダイレクトに在学生教育に生かされている
面も多い。調査時に正確に把握しきれなかった離職率については、本学も例外ではなく、
内定 1 年未満の離職の報告もされている。企業からの聴取によって離職が明らかになるケ
ースもあり、本学・企業双方が人材育成や人材確保の観点から深い課題に直面しながら意
見交換をしている。
（b）課題
課題の共有と分析不足について
卒業生評価をダイレクトに受けることが出来る企業との連携は、間断なく続いてはいる
が、タイムリーさや担当者の交代による一時的フリーズなどは避けられない。また、卒業
後の追跡が十分になされておらず、情報の絶対数も不足している。それでも教育には立ち
止まる瞬間はなく、卒業生評価から浮かび上がる課題を克服すべく学生指導に生かす取り
組みはしているが十分とは言えない。本学では一連の卒業生評価を話し合うキャリアサポ
ート委員会を設置しているが、この中でこの種の議題は度々持ち上がるが、委員であるキ
ャリアデザイン担当教員、マナーとホスピタリティ担当教員個人の理解に留まり、学校全
体の教育に波及しているとは言い難い。仕組みとして PDCA を構築することがこの分野に
おいても必要とされる。
平成 25 年度実施した卒業後の就業状況の追跡調査結果では、卒業後 10 年間の学生の内、
全体の 10％程しか卒業後進路を把握できていない現状であったが、現在もその数値が向上
するための施策は取られていない。在学生の教育方針・内容にも大きな材料となる卒業生
に対する評価を蓄積できる仕組み作りは重要な課題である。
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社会が学生に求めるものへの敏感且つ柔軟な教育と効果測定について
現状に記載した企業が求める学生の素養は不変と変化が同時に存在している。若年退職
者、継続勤務者それぞれの評価を更に深く行うことで、短期大学教育での不足点や、今ま
さに求められているものとのかい離など、多くの教育的ヒントが浮かび上がってくると考
えられる。本学の企業からの卒業生評価聴取は日常的にされていると認めるものの、聴取
した内容を、データ化もしておらず、在学生の教育段階に合わせて具体的指針として示す
段階にまでは成熟していない。
■

テーマ

基準Ⅱ-A

教育課程の改善計画

まず以下に記述する現状から問題点を抽出し、次に具体的な改善点について記述してみ
る。
キャリア教育を本学の教育課程の基本に位置づけ、教養教育、専門教育、コース科目を
適正に配置し全体のカリキュラムを構築している。受験生のニーズと社会の現場からの要
請に応えて、コース編成、カリキュラムを改訂できる柔軟な組織になっている。とくにコ
ース科目の編成にあたっては、実業界の変化とニーズに適合したカリキュラムを構成し、
柔軟な対応をしている。この基本方針は、専門に偏らず教養教育にも配慮した総合的な見
地に立った、バランスのとれた人材の育成を教育目標としているからに他ならない。キャ
リア教育、専門教育、コース教育に配慮し、さらに科目の年次配当、セメスターの科目配
置も適切になされるように、毎年怠らずに改訂作業に従事している。卒業要件の単位を 68
単位に設定し、学位授与は厳格に行われている。
またシラバスには個別科目の学習目標、学習内容、授業評価の方法などが明記してあり、
履修にあたって科目に関する必要な情報がすべて入っている。シラバスは授業で成果を出
すための重要な役割を果たしている。シラバスのあり方については、毎年、教務委員会で
検討しながら改善を加えると同時に、学科長は、授業内容が目標設定に基づいた内容にな
っているか、コース科目全体のなかでの役割、機能が十分であるかについて入念に確認し
ている。これは教育の質保証に向けた改善であり、教育目標の達成を明確にすることを目
的としている。また、昨年度からカリキュラムマップを導入して学生の履修理解、卒業ま
での学習の道筋を明確にするようにしている。学生が獲得した知識、スキルの実際的な価
値を判断する材料として、検定試験による客観評価が役にたっている。同時に本学では公
平性を担保することを目的の一つとして、学生による授業評価を導入しており、それをも
とに授業内容の改善に努めており、学力不足の学生や GPA の低い学生の指導と支援に結び
ついている。シラバスに評価法を明記し、AA、A、B、C の成績分布も好成績に偏らない
ように、バランスよく適正になされている。GPA 制度の導入により、学生の成績評価を客
観的に、公平に評価できるシステムになり、具体的に数値化できる評価システムになって
いる。
卒業生の就職先における評価、卒業後の追跡調査については、年来の課題でありまだ限
界があるが、インターンシップ、企業セミナーなどの機会を利用してできるかぎり OG の
実態調査ができるように作業にあたっている。
入学試験については、AO 入試、推薦入試、一般入試、特別入試と、多彩な入学試験の
形態を用意し、柔軟に対応すると同時に、奨学生入試も併せて実施している。このことに
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より、意欲の高い人間性にあふれた学生の獲得にある程度成功している。
学力不足の学生対策として、基礎ゼミにおける「基礎学力小テスト問題集」に基づいて
小試験を実施しており、学生のレベルに合わせた学習指導となっている。しかし学習意欲
の欠けている学生、問題集のレベルが難しい学生がいるのも事実であり、さらにきめの細
かいテキストの編纂と指導法が求められるため、この点で改善が求められる。また学習成
果に関しても、教授法の改善、学習支援に向けた改善が必要であり、一方で個別科目の評
価に一定の基準がないのも事実であり、その査定方法を含め改善の余地があるので、組織
的にその具現化を図っていくことが必要である。この点で厳密なアセスメントの導入が求
められるのであり、次年度からは、入学時の英語力を学年末で再測定し、その上昇度を検
証する。また本学の教育の根幹部分である「キャリアデザイン」、「マナーとホスピタリテ
ィ」については、各期末にその知識、スキル、マインドについて学生の成長度、上昇度を
計測するシステムを導入する。学科基本科目の「経済学」、「マーケティング」、「アメリカ
の歴史と文化」、「東アジアの歴史と文化」においては、学期の開始時と終了時にその基本
知識の獲得度を計測する。また、
「TOEIC」、
「総合英語」においても同様のチェックをする
予定であり、その結果を教授法の改善に活かす予定である。
キャリア教育を支える教育課程の編成・実施に向けて、絶えず見直しを図り、キャリア
科目、教養科目、専門科目をバランスよく配置し、短期大学ならではの教育課程を飽くこ
となく編成する姿勢が必要であると考えている。具体的には、基礎学力、基礎教養の充実
が高度な専門性に近づく最短の道であると考えており、その達成によってコース科目の深
化ができるであろう。この視点に立って教育課程の改変、充実させることが課題であり、
次年度は改善策を明確に示す予定である。
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［テーマ
［区分

基準Ⅱ-B

学生支援］

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

いる。］
■

基準Ⅱ-B-1 の自己点検・評価

（a）現状
各科目の単位認定の方法は、
「シラバス」に「評価の方法」として明記している。これら
には、定期試験やレポートの評価のみならず、授業中の評価や出席状況なども併せて総合
的に評価している。
各科目における学習成果の状況把握は、担当教員によって異なるが概ね、授業内におけ
る小テストやレポート、出席カードの裏に質問などのコメントを記入させるなどして適宜
把握できている。さらに、定期試験やレポートにより最終的な状況把握もできている。
学生による授業評価である「学生の声」アンケートを 6 月と 11 月にすべての授業におい
て行っている。アンケート項目は全部で 10 項目であり、授業に対する学生の取り組み、教
員の取り組みと総合評価に関する質問となっている。また、自由記入欄も設けており多く
の学生が率直な意見を述べている。アンケート実施の際には、原則担当教員は席をはずし、
学生が気兼ねなく回答できるようにしており、記入後のアンケートは学生が回収して学務
課に提出している。
回収したアンケートは、事務局により直ちに集計され担当教員にフィードバックされ、
今後の授業運営改善の参考にしている。さらに、全体の集計及び分析結果については教授
会で報告されたのち、FSD 研修会においても学内全体の授業改善などのために活用されて
いる。
授業運営においては、関連する科目間で担当者レベルでの調整を適宜行っている。特に、
必修科目である「キャリアデザインⅠ・Ⅱ」や選択必修科目である「マナーとホスピタリ
ティⅠ・Ⅱ」に関しては、担当者間で進路や授業内容などについての打合せを欠かさず行
っている。特に、平成 27 年度より SAIJO マナーとホスピタリティ研究所が創設され、毎
月 1 回、学長を交えて、埼玉女子短期大学におけるホスピタリティ教育の現状と取り組み、
課題などが話し合われている。
FSD では様々な研修を行っている。平成 27 年度は表Ⅱ-B-1-1 のとおり 10 回の研修会を
行った。授業・教育方法の改善に関する研修会は表Ⅱ-B-1-2 のとおり 5 回行った。
表Ⅱ-B-1-1
第1回

埼玉女子短期大学

平成 27 年度 FSD 活動

SAIJO の PR について考える～募集状況・本学の強み・弱み
を明らかにする～

山田雅子教授
森川佳世教授

第2回

就職新協定の動向と現状および 1 年生の気質について

第3回

救命講習および AED の使い方

埼玉西部消防局

第4回

標的型攻撃メールの事例と見分け方

三好善彦教授

第5回

今どきの 10 代の心を動かすコミュニケーション術

株式会社ライズエージ
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細田咲江教授

埼玉女子短期大学
ェンシー

第6回

マナーとホスピタリティについて

横江史義氏

小宮三恵教授
高木晴美講師

入学者の現状と背景分析について
①昭和 32 年の教科書まで遡って見えてくること
第7回

②207 大学入学前教育結果と全国 350 高校ヒアリングの結果
から考察する

株式会社ナガセ

宮崎

至弘氏

➂大学生・短期大学生生活実態調査（1.6 万人の結果から）
SAIJO 生の学力および教員の教育力について考察する
①基礎学力向上について
第8回

②入試時および現在の成績を基に、学生の学習状況について

三ツ木丈浩教授

考える
➂平成 27 年度教育総括

学生を惹きつける取り組みの紹介
株式会社アクティブラ

第9回

授業で使えるアクティブラーニング

ーニング

得能絵理子

氏
第 10 回

表Ⅱ-B-1-2

xSync（バイシンク）Stick による協働授業の進め方

パイオニア VC 株式会
社

授業・教育方法の改善に関する FSD

第5回

今どきの 10 代の心を動かすコミュニケーション術

第6回

マナーとホスピタリティについて

株式会社ライズエージ
ェンシー

横江史義氏

小宮三恵教授
高木晴美講師

SAIJO 生の学力および教員の教育力について考察する
①基礎学力向上について
第8回

②入試時および現在の成績を基に、学生の学習状況について

三ツ木丈浩教授

考える
➂平成 27 年度教育総括

学生を惹きつける取り組みの紹介
株式会社アクティブラ

第9回

授業で使えるアクティブラーニング

ーニング

得能絵理子

氏
第 10 回

xSync（バイシンク）Stick による協働授業の進め方

パイオニア VC 株式会
社

教育目的・目標の達成状況については、先にも述べたとおり小テストやレポートなどに
より学習成果の状況把握と同様に適宜把握している。
履修及び卒業に至る指導に関しては、両学科ともコースごとの基礎ゼミにおける 2 年間
の担任制を導入しており、各ゼミ担任が責任を持って指導している。特に、1 年次の学生
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に対する指導としては、各コースのカリキュラムマップに沿ったモデル時間割を作成する
などして履修登録の手助けを行っており、2 年次における就職指導に関してもゼミ担任が
キャリアサポートセンターと連携しながら個別指導している。他には半期ごとに個別面談
なども行い、ゼミ担任は学生の学生生活全般の指導を行い学生カードに指導記録を記入し
ている。
学生に配付する授業時間割表、シラバス、学生ハンドブックを活用することによって、
学務課職員全員がカリキュラムや履修方法を把握し、学務課窓口で個別に履修相談を受け
付けている。また、各種検定試験を実施して合格率の向上に向けて講座の計画の立案や、
定期試験受験資格の判定の入力作業を通じて出席不良学生の把握に努めている。さらに、
成績の入力から通知表の配付を行って卒業要件を満たしているかのチェックを行っている。
事務職員は毎年交代で、日本私立短期大学協会教務担当者研修会に参加して、知識、技
能の向上を図っている。
新年度のオリエンテーションにおいて、ICT・メディア委員会により図書館利用のガイダ
ンスを行っている。また、基礎ゼミ時間内において、希望するゼミには図書館において司
書が利用ガイダンスを随時行っている。
図書館では、「シラバス」に記載されている「テキスト」「参考図書」を購入したり、検
定試験対策問題集や就職試験問題集などのコーナーを設置したりして利便性の向上を図っ
ている。また、昨年度より書店の協力で会議室において実施している選書コーナーでは、
各教員の専門に関係する図書を自由に選書できるようなっており、定期的にかつ十分な量
の図書の購入をすることが可能である。図書設備利用に関しては、学生が自由に利用でき
るパソコンを設置してネット検索やレポート作成や印刷などの利用に開放している。さら
に、貸出し用のノートパソコンやタブレット、無線 LAN アクセスポイントを設置するなど
学生が自由に利用できるようしている。
一般教育科目に「コンピュータ A・B」「ビジネス・ワープロⅠ・Ⅱ」が、商学科選択科
目に「コンピュータ会計 A・B」「データベース」「プログラミング」「医事コンピュータ」
が開講されており、授業においてコンピュータを活用している。また、全学生及び教職員
には E メールアドレスを付与しており学生への連絡などに E メールを利用している。教職
員は全員がパソコンを所持しておりグループウェアの「サイボウズ」を利用して情報の伝
達共有を行っている。
学内コンピュータネットワークは、教育系ネットワークと事務系ネットワークに分けら
れており、パソコン教室や図書館などのパソコンはすべて教育系ネットワークに接続され
ている。この教育系ネットワークには各教室でも利用できるように無線 LAN も完備してお
り、自由に接続できる。これら教育系ネットワークに関しては全て自由に利用できるよう
に開放されている。
授業内においてのコンピュータ利用の促進を図るために FSD 研修会を表Ⅱ-B-1-3 のとお
り 3 回行った。
表Ⅱ-B-1-3
第4回

コンピュータ利用の促進を図るために FSD
標的型攻撃メールの事例と見分け方
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第9回

授業で使えるアクティブラーニング

第 10 回

xSync（バイシンク）Stick による協働授業の進め方

株式会社アクティブラー
ニング

得能絵理子氏

パイオニア VC 株式会社

（b）課題
授業の教授法の改善の観点から、
「学生の声」アンケートを授業期間の半ばあたりで実施
しているが、アンケートの集計の多少時間がかかり各教員にフィードバックされると、残
り授業回数が数少なく、その期間内での授業改善ができない場合も多少なりともある。そ
のため、アンケートの実施時期や各教員へのフィードバックの方法の再検討が必要である
と考えられる。また、アンケート項目についてもここ数年ほぼ同じ内容で実施しているの
で、今後は新しい内容及び変更の検討も必要である。
FSD 研修会を毎月定期的に開いて授業改善、学生支援、ICT 活用などを議論している。
教職員の参加頻度は向上しているが、今後は、これら教員の意識改革を含め全教職員の意
識改革を行い学生の学習成果向上に向けた取り組みを行う必要がある。
カリキュラムマップを導入して学生ハンドブックに記載して履修指導を行っているが、
履修指導する教員によっては効果的に活用できていないこともある。そのため、今後はよ
り効果的な履修指導ができるようなカリキュラムマップ再構築や教員への徹底を検討する
必要がある。
図書館の利用に関して学生からさまざまな要望が出ているため、ICT・メディア委員会に
おいて問題点の検討及び改善を行っている。
［区分

基準Ⅱ-B-2

学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて学習支援を組織的に行っ

ている。］
■

基準Ⅱ-B-2 の自己点検・評価

（a）現状
新年度のオリエンテーション期間内において、教務事項説明、学科基本科目・コース説
明、教養・キャリア科目及び他学科科目説明、履修登録説明、WEB 履修登録説明などを全
体ガイダンスで行っている。また、基礎ゼミ担当教員による選択コースにあわせた説明も
行っている。さらに、希望する学生は教務委員会及び学務課による個別履修相談会および
2 年生の学生サポーターによる履修相談を受けることができる。
入学時には「学生ハンドブック」「PINK no KUJIRA」、新年度ごとには「SYLLABUS 講
義要項」
「授業時間割表」
「資格取得ガイド」
「基礎ゼミ基礎学力小テスト問題集」を配付し
ている。また、本学ホームページでは電子シラバスの閲覧が可能である。
基礎学力が不足する学生を対象とする補習授業は特に実施していないが、担当教員は希
望する学生がいればオフィスアワーを利用して補習を行っている。特に資格取得を目指す
学生に対しては教員オフィスアワー時間に特別講座を開講しているケースがある。専任教
員のオフィスアワーについては、学生用掲示板や研究棟の掲示板に掲示し、学生に周知さ
せている。
また、月に 1 回開催される学科会で情報交換を行っている。学科会が開催される前に、
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グループウェアであるサイボウズに各基礎ゼミの問題点を記載し、学科会内において、問
題のある学生の詳細な状況やサポート状況などを含めて情報共有を行っている。ゼミ担当
教員が把握できない講義の集積状況を把握するため、各学期に 4～5 回の講義終了時点で、
「出席不良学生調査」を行い、集計が終了次第、グループウェアに掲載される。また、基
礎ゼミ内で学生指導が出来るように、学生への伝達・確認のため紙面でゼミ担当教員に配
付される。
英語能力別授業を実施するために、「総合英語初級 A・B、中級 A・B、上級 A・B」「英
語コミュニケーション中級 A・B、上級 A・B」
「TOEIC400A・B、500A・B、600A・B、700」
「英会話入門、初級、中級、上級」では入学時プレイスメントテストによるレベル別のク
ラス編成にしている。
全体的な基礎学力の不足に対する対策として、
「基礎ゼミⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」で「基礎ゼミ
問題集」を作成し、それに基づいた小テストを毎回実施することにより、基礎学力の底上
げを図っている。
「簿記Ⅰ・Ⅱ」は日商簿記検定取得を目指した優秀学生のために開講している。
「アドヴ
ァンスト・オーラルイングリッシュ」「英語 Presentation」は長期語学留学から帰国した学
生を対象に開講している。「特別演習 A・B」は各コースにおいて関連するより上位の資格
の取得を目指す学生を対象として開講している。
「専門ゼミⅠ・Ⅱ」は開講されているコー
スにおいてより上位の知識の修得を目指す学生を対象として開講している。
学習上の悩みなどの相談や指導助言については、カウンセリングルームがあり学生が自
由にカウンセリングを受けることができるようになっている。
また、コースごとの基礎ゼミ担任制を導入しており、年に数回学生と面談して学生の状
況を把握し指導できるようになっている。
留学生の受け入れについては、外国人留学生を対象とした特別入学試験を実施している
が、今年度に関しては留学生の受け入れはなかった。
留学の派遣については、長期語学留学として、カリフォルニア大学アーバイン校（アメ
リカ・アーバイン）に 6 カ月 4 名、カリフォルニア大学サンディエゴ校（アメリカ・サン
ディエゴ）に 6 カ月 1 名を派遣。台湾師範大学（台湾・台北）に 6 カ月 1 名を派遣した。
また、短期語学留学として、ブリティッシュ・コロンビア大学（カナダ・バンクーバー）
に 1 カ月 1 名、ダブリンシティ大学（アイルランド・ダブリン）に 1 カ月 1 名、カンタベ
リークラストチャーチ大学（イギリス・カンタベリー）に 1 カ月 2 名、ボンド大学（オー
ストラリア・ゴールドコースト）に 1 カ月 1 名、カリフォルニア大学サンディエゴ校（ア
メリカ・サンディエゴ）に 1 カ月 1 名、成均館大学（韓国・ソウル）に 1 カ月 6 名を派遣
した。JTB 夏のカナダ語学研修 3 週間 10 名、ANA 台北海外実務研修 2 名、JTB カナダ海
外インターンシップ 4 名、KNT グアム海外インターンシップ 3 名を派遣した。
（b）課題
基礎学力については、採用試験の傾向も勘案しつつ、レベルを向上させるための学生へ
の支援体制を確立する必要がある。また、講義のスピードについていけない学生に対して
のサポート体制と、一方優秀学生へのさらなるステップアップのための支援体制も確立す
る必要もある。特に、高いモチベーションを持って入学した学生への支援として、そのモ
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チベーションを維持し続けるような指導方法の確立が必要である。
［区分

基準Ⅱ-B-3

学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて学生の生活支援を組織的

に行っている。］
■

基準Ⅱ-B-3 の自己点検・評価

（a）現状
学生生活を支援する組織としては学生委員会および学務課があり、協力して学生の指導
に当たっている。
クラブ活動、学園行事、ピアサポートは学生委員会と学務課が所管し、監督・指導して
いる。クラブ活動については各クラブの代表者で組織されるクラブ連合会が中心となって、
クラブ紹介や新入部員の勧誘を行っている。また、クラブの活動を補助するため補助金も
交付している。補助金は各クラブからの申請に基づき、学生委員会で審査して補助金額を
決定している。部費や補助金の運用は各クラブが行っているが、領収書の保存、金銭出納
帳・普通預金出納帳・予算書・決算書の作成を義務付け、年度末に提出させ、学生委員会
が監査し、部費・補助金の適切な運用を指導している。バレーボール部、バスケットボー
ル部、テニス部は夏に開催される「全国私立短期大学体育大会」を目標に練習を重ね、ま
たフットサル部は対外試合を積極的に行っている。ダンス系サークルや軽音部は大学の行
事で活躍するほか学外のイベントにも参加している。文化系サークルは大学祭での発表や
展示を行っている。
大学祭は実行委員の募集から始まり、応募してきた学生の中から学生委員会が適切な学
生を大学祭実行委員として選び出し、それらの学生により大学祭実行委員会が組織される。
実行委員会により、学生委員会、学務課の指導と助言のもと、大学祭が企画・運営される。
なお、実行委員については申請により「イベント企画」という科目の単位が認定されてい
る。
スポーツデーも、大学祭同様、希望し選抜された学生により組織される実行委員会が、
学生委員会、学務課の指導と助言ものと、企画・運営する。スポーツデーでも申請により
「イベント企画」という科目の単位が認定されている。
さらにピアサポートとして新入生相談会（4 月）、夏フェス（7 月）、冬フェス（12 月）、
授業補助（通年）の活動がある。ピアサポートは行事ごとに希望する学生（学生サポータ
ーと呼ばれる）が集まり、学生委員会、学務課の指導のもと、各行事を企画・運営する。
ただし、授業補助は関連する他の委員会と連携しながら実施される。新入生相談会は入学
したての１年生に対して授業科目、コース内容、クラブ活動、学生生活など多岐にわたる
相談を受け、２年生の立場から回答を行っている。教職員とは違うより身近な立場からの
相談であり、例年かなりの新入生が訪れる。夏フェス（7 月）は夏祭りをイメージしてお
り、当日は浴衣での登校・授業出席が認められている。冬フェス（12 月）はクリスマスパ
ーティーをイメージしており、学生サポータ－もクリスマスらしい服装で実施している。
授業補助は希望する教員に学生の授業補助を配置するものであるが、学生委員会だけでな
く関連する委員会（教務委員会、キャリアサポート委員会）と連携して実施している。
学生食堂、売店が設置されており、多くの学生が利用している。食堂ではそば、うどん、
カレーライスの定番のメニューのほかに、日替わりメニューの定食が 3 種類提供されてお
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り、値段も一般の飲食店に比べて低額であるため、学生に好評である。昼食時は混雑する
ので、食堂以外にも飲食できる場所を用意している。売店では菓子パン、お菓子、各種飲
料、文房具などが販売されているが、焼きたてのパンも販売しており、学生に好評を博し
ている。
宿舎については学務課が不動産業者を紹介している。また、下宿している学生からアン
ケートをとり、宿舎の情報を収集し、よりよい宿舎が確保できるよう努めている。
スクールバスについては、学生がよく利用する 5 つの駅と短大との間を無料で運行して
いる。学生には、安全面を考慮して、スクールバスを使用するよう強く指導している。ま
た、申請により自動車通学も認め、駐車場も設置している。オートバイや自転車で通学す
る学生のために駐輪場も設置している。平成 27 年度から、利便性を考慮して駐車料金（6
ヶ月・1 年利用）を引き下げ、1 日だけの駐車も可能とした。大学祭では当日だけ駐車した
いという希望が以前から寄せられていたので、それに応えたものである。
奨学金については、日本学生支援機構奨学金のほかに本学園独自の奨学金を設けている。
また、地方自治体や民間の奨学金についても掲示等で情報を提供している。奨学金の推薦
に当たっては学生委員会・学務課が面接を行い決定している。面接では奨学金の希望理由
や使い道などを質問しているが、２年間貸与を受けると総額でいくらになるかを質問し、
卒業時にその額が返済対象額（借金）となることを再度確認させている。
健康管理については保健室、精神的な問題についてはカウンセリングルームが対応して
いるが、ゼミ担任や学務課でも相談に応じている。カウンセリングルームは毎週火曜日に
開設され、専門のカウンセラーが相談学生の対応をしている。なお、保健室、学務課、カ
ウンセリングルーム、キャリアサポートセンター（就職課）、学生委員会委員長で構成され
る会議が月 1 回行われ、問題のある学生の情報を共有している。ただし、内容は個人情報
として重要なものばかりであるので、議事録は作らず、必要のあるとき以外は他の教職員
にも伝えないなど情報の機密を守るよう配慮している。ゼミ担任が 1 年次の春学期と秋学
期に個人面談を行うことになっているが、必要とあれば随時面談を行い、学生からの相談
を受け、同時に学生からの要望・意見も聴取している。また、学生生活や授業満足度のア
ンケート調査を行い、さらに学生が自由に意見・要望を書いて投函できるボックスも設置
されている。
留学生については日本語教育用の科目を設置し、また、国際交流委員会・学務課が生活
支援をしている。留学先、海外研修先は米国、カナダ、韓国、香港、マカオなど多岐にわ
たっており、各留学先・研修先について事前に説明会や体験者の報告会を行い、その後希
望者を募っている。留学先・研修先とは連絡を取り合い、また学生とも連絡をとり、留学・
研修が無事終了するよう配慮している。
社会人の入学に際しては相談会を実施し、よりよい学習ができるよう配慮している。ただ
し、長期履修生を受け入れる体制は現時点では存在しない。
障がい者については、要望や補助の方法などが個人個人で異なるので、受け入れた時点
で学生委員会や学務課など関連する部署が集まって、よりよい学生生活が送れるよう検討
している。また、設備面でもトイレのバリアフリー化が完成するなど、可能な限り障がい
者に優しい設備に変更してきている。
短大の役割の一つは「地域貢献」であるから、学生の社会的活動を積極的に進めている。
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市内の二つの小学校で学習支援活動を毎年行い、さらにもう一つの小学校では算数教室で
小学生の算数の学習支援を行っている。また、放課後や夏休みに市の教育委員会が主催す
る小学生対象の活動の補助も行っている。これらの活動に参加する学生は自ら希望した学
生であり、これらの活動により単位を修得することが可能である。ボランティアサークル
もかなり活発に活動しており、学内で学長表彰された。軽音部や複数のダンスサークル
は地域のイベントに参加しており、専門ゼミの中には市や地域の企業と共同して、製品開
発を行ったり、市のイベントに参加したりしているゼミもある。
（b）課題
クラブについては、前年度はかなりの新入生が入部し、各クラブの活動も積極的であっ
た。しかし、今年度は新入生の入部は少なく、休部に追い込まれるクラブも出てきた。そ
のためか、一部のクラブを除き活動も活発ではなかった。また、大学祭や運動会、地域連
携活動、学生サポーターなどの実行委員の募集に応募し、各イベントを企画・運営する学
生も少なかった。ただし、各イベントは応募した比較的少数の学生の頑張りによって成功
しており、また実行委員としてではなく一般の学生として各行事に参加する学生はかなり
多かった。このような状況が今年度の新入生に限ったものなのか、それとも今後もこのよ
うな状況が続いていくのかは、次年度の新入生の状況を見て判断する予定である。このよ
うな状況が続いていく場合は、クラブの勧誘方法やイベントの募集方法を考え直す必要が
ある。場合によっては、クラブやイベントのあり方も考え直す必要があるかもしれない。
また、授業補助をピアサポートで扱うかどうかも議論の要するところである。現状では、
学生の募集は学生委員会関連がかなり多いので、学生委員会が中心となっているが、内容
面から考えると学生委員会の扱う範囲とは異なるのではないかと思われる。当短大ではピ
アサポート自体歴史が浅く、活動内容も完全に決定しているわけではないので、今後は大
学祭やスポーツデーのように定番として定着していくよう検討する必要がある。
スクールバスについては、増便や出発時刻の変更などの要望が多い。可能な限り要望に
こたえてきたが、バスの台数に限りがあるので、すべての要望を満たしているわけではな
い。今後もできる限り要望にはこたえていくが、すべての要望を満たすのは不可能である。
障がい者の支援体制については、さらにバリアフリー化を進めていく必要があるが、本
年度入学した車椅子の学生について大きな問題は発生していないので、現状でもある程度
対応ができていると思われる。現在は、近くにいる学生や同じゼミの学生などが車椅子の
補助をしてくれているが、入学生の障がいの状況によってはノートテイカーなども必要と
なるので、学生によるサポートの仕組みも考えておく必要がある。また、障がい者差別解
消法の施行を考慮すると、障がいのある学生の情報を教職員で共有しないと「合理的な配
慮」がしにくくなり、本法律に反することになりかねない。ただし、扱う情報は重要な個
人情報であるから、個人情報保護法を考慮すると、情報管理の厳格化が求められる。共有
と機密保持をどのように共存させるかは解決しなければならない重大な問題である。また、
障害のある学生に対応するためのガイドライン等（入学する際どの部署が担当するか、入
学後にどのような支援が必要か見極める体制をどう確立するかなど）を早急に作成する必
要がある。
学生の意見や要望を聞くために、
「ピンクの宅急便」という投函箱を用意しているが、ほ
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とんど投函されてない。毎年、各学期（前期・後期）2 通ぐらい（場合によっては無し）
が普通で、内容もスクールバスについての要望が大半である。学生の意見を聞く重要な仕
組みであるから、オリエンテーションや基礎ゼミを通して周知し、もっと活用してもらう
必要がある。
［区分
■

基準Ⅱ-B-4

進路支援を行っている。］

基準Ⅱ-B-4 自己点検・評価

（a）現状
教員と事務との協力体制のもと、キャリアサポート委員会を設置し、教員・事務職員双
方から委員が参加している。委員会ではインターンシップの企画・運営、就職指導・キャ
リア形成指導の企画・運営を行い、教員・事務職員双方で補完し、協力してキャリア指導
が行われている。また、必要に応じてゼミ担当教員の協力も仰ぎながら就職指導も行って
いる。
事務組織としては事務局の中にキャリアサポートセンターを設置し、専任のキャリアカ
ウンセラー等を配し、学生のキャリア支援全般のための相談・指導ならびに就職活動の支
援を担当している。また、学務課と連携して進学、留学相談にも対応している。
その他に、入学時キャリア教育をはじめとしてオリエンテーションの実施、キャリア関
連科目のサポート、面接試験対策、筆記試験対策や業種別セミナーなどの企画・運営を行
なっている。そして、キャリアサポートセンターを学生が相談しやすい環境になるよう努
めた結果、現在では多くの学生が気軽に相談できる場とすることができている。インター
ンシップについても新入生が入学直後からキャリアサポートセンターで、自分の進路と絡
めたインターンシップ先の相談等に訪れ、早い時期から学生とのコミュニケーションを深
めることにより、その後の指導に生かしている。
また、卒業生についても交流を絶やさないように努め、就業先の情報収集や在学生への
就職活動のアドバイス、そして卒業生の転職相談などについても積極的に対応している。
こちらもキャリアサポートセンターが気軽に話せる場として定着しつつあるため、卒業後
も多くの卒業生が訪ねてくれるため、忌憚のない率直な情報を提供してもらうことにより
学生の進路選択や企業選択に役立っている。そして、ゼミ担当教員とも連携して、基礎ゼ
ミ等での時間内で卒業生に語ってもらう場も設け、在学生から大いに喜ばれている。
（b）課題
課題としては、基礎ゼミとの連携を強化し、学生一人ひとりにあった支援の一層の充実
を図りたい。そのために、基礎ゼミでの発表の開催等を積極的に実施していく予定である。
さらに、より効率的に学生に情報が提供できるよう工夫し、就職システムの更新と合わせ
て新システムへの入替えを行い、有効に活用できるよう対応していきたい。
また、社会情勢の変化として、学生の希望進路・職域が広くなっており、それに対応で
きるように努めるとともに、政府要請による採用開始時期の変更に対応できるよう十分な
情報収集に努め、柔軟な対応をしていきたい。特に、期の半ば以降であっても追加募集、
二次募集等が十分に考えられる状況にあるため、より一層学生の意識、動向を十分に把握
して、少ないチャンスを逃さないように、迅速な対応を心掛けていきたい。
- 60 -

埼玉女子短期大学

そして、就職システムの入替えに伴う効率的な業務体制を再確認し、有効な情報提供が
できるよう努めるとともに、多様化する留学希望者にも対応できるよう、本人のキャリア
形成だけでなく有意義な留学となるようなアドバイスができるように努めていく。併せて、
海外での就職状況の把握にも努めて行きたい。
［区分
■

基準Ⅱ-B-5

入学者受け入れの方針を受験生に対して明確に示している。］

基準Ⅱ-B-5 の自己点検・評価

（a）現状
入学者受け入れの方針については、学生募集要項や本学公式ウェブサイトにアドミッシ
ョンポリシーを示し、教育の理念と目標ならびに求める学生像や、本学の姿勢が伝わるよ
うにしている。さらに、オープンキャンパスや進学相談会などで受験生に周知している。
受験の問い合わせなどの対応については、広報室が窓口となって、明瞭かつ正確に情報を
伝えるということを重視している。電話、メールなどによる問い合わせはもちろん、進学
相談会、来学時などで直接相談を受ける場では、親身な対応を意識し情報の提供を行って
いるほか、就職実績やカリキュラム、学びの制度など学校案内をはじめ各資料に明示して
いる。また、オープンキャンパスでは毎回、保護者を対象とした保護者説明会や個別相談
を実施し、学費や各入試制度、そして教育ローンや学費ローン、日本学生支援機構の奨学
金についての説明を行っている。
入学希望者に関する入試広報の体制としては、募集・入試委員会の専任教員 4 名と事務
局広報室の 5 名を中心に、教職員一体となり取り組んでいるが、入試の事務についてはプ
ロジェクトとして、課を超えて人員構成し職務に当たっている。さらにオープンキャンパ
スや AO 入試の実施、学外での進学相談会への参加などで、教員の協力や他部署の応援が
積極的に得られている。
入学試験は、各学科とも推薦入学試験、AO 入学試験、一般入学試験、特別入学試験（社
会人・海外帰国子女・外国人留学生）に区分されている。そして各試験の中には、
「奨学生
入試（指定校推薦・公募推薦・AO・一般）」が含まれている。17 の基準項目の内、1 つで
も該当している場合は奨学生入試を受験することが可能となっており、入試得点の上位順
に、A 奨学生（入学金全額免除）と B 奨学生（入学金半額免除）の採用を行っている。も
し奨学生として採用されなくても、基準に達している場合は改めて受験をすることなく、
各試験の通常の合格となる。更に、AO 入学試験の中には、「AO 特待生入試」も含まれて
いる。2 つの基準項目の内、1 つでも該当している場合は AO 特待生入試を受験することが
可能となっており、AO 特待生として合格した場合は入学金全額を免除している。もし AO
特待生として合格とならなくても、基準に達している場合は改めて受験をすることなく、
通常の AO 入学試験の合格となる。この奨学生入試や AO 特待生入試は、合格者の入学前
の経済的負担を軽減する手助けとなっている。尚、入学者の募集・選考業務は、本学組織
運営規程に基づいて常設されている募集・入試委員会が中心となり行っている。面接・面
談試験については、入試当日に事前打ち合わせを実施し、採点の基準や留意事項などを確
認することでコンセンサスを図り、統一した基準で公正な評価をすべく努めている。また、
入学試験の判定会議は、学長、学科長以下全教員、事務局長以下各部課長全員が出席のも
と厳正かつ正確に合否判定を行い、合格通知を発送する。
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入学手続者への情報提供については、手続き後に「入学許可証」を送付し、同時に新学
期のスケジュール（入学式、オリエンテーション、入学時キャリア教育、授業開始日など）
を案内している。続いて短大での学習にスムーズに対応できるよう入学前の通信制プレ授
業である「エクステンション・プログラム」を行っている。その後、「入学式招待状」「入
学にあたって」といった入学後の具体的なスケジュールと準備事項、証明書発行・各種届
出などを解説している案内を送付するなど、入学までの間に、主に郵送による連絡を少な
くとも 2 回以上行っており、不明な点は、学務課が対応している。
入学前の通信制プレ授業の「エクステンション・プログラム」は、入学予定者全員に本
学独自に制作している基礎学力問題、英語問題、コース別課題作文を発送し提出させてい
るほか、外部業者へ委託して英語実用能力を高めるための映像講座を導入している。
入学者に対するオリエンテーションは、入学式後 3 日間行っている。内容はカリキュラ
ムや履修関係、教務事項説明、学生生活、ゼミ別ガイダンスなど、大学生活全般にわたっ
ている。それとは別にオリエンテーション中に「入学時キャリア教育」を 1 日かけて行い、
短大生活への導入として必要なマナーや言葉遣い、コミュニケーション力を身につける。
（b）課題
「アドミッション・ポリシー」では、求める人物像を公表しているが、学科ごとの教育
目標や人材育成目標、高等学校で学んできてほしい科目など、具体的な明示が乏しい。
「デ
ィプロマ・ポリシー」や「カリキュラム・ポリシー」との関連性、整合性を意識して、本
学の教育内容等にふさわしい入学者像、受け入れ方針を策定することが課題である。また、
学生募集要項には入学者受け入れの方針が記載されており、更にオープンキャンパスや進
学相談会等でそれを説明しているが、自宅が遠方でそれらに参加できない受験生に対して
も周知できるようにしていかなければならない。
受験の問い合わせがあった場合は、その質問に対し理解するまで丁寧に回答しているが、
来学時に応対する際や、リーフレット等を制作する際に、今まで以上に丁寧に説明するこ
とを心掛け、問い合わせを 1 つでも減らすことを目指していきたい。
エクステンション・プログラム（入学前教育）については、個人の基礎学力レベルの差
が大きいため課題の設定が難しいほか、短期間で行うため入学後のカリキュラムへの連結
ができているのか、学生生活が円滑にスタートさせられているのか、効果が見えにくい点
がある。しかし、合格から入学までの期間を無駄に過ごすことを防ぎ、学力不足の不安を
解消する手助けとなっている。
入学者に対するオリエンテーションについては、授業開始日までに実施できる日数に限
りがあり、全体的な説明となってしまうため、オリエンテーション時以外でも教職員が個
別に対応するようにしているが、履修登録方法等で学生が困惑しているのが現状である。
今後は教職員全員で協力し合って学生の不安を取り除き、入学直後からつまずかないよう
にしなければならない。
■

テーマ

基準Ⅱ-B

学生支援の改善計画

まず以下に記述する現状から問題点を抽出し、次に具体的な改善点について記述してみ
る。
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本学の教育に関する基本方針は、学生ハンドブックに掲載し、学習の意義、目的につい
てもオリエンテーション時にも力説しているところである。また、授業のシラバスにおい
ても、到達目標をすべての授業において明記し、学習しやすい環境を整えるように工夫し
ている。基礎ゼミのクラスは、学習支援の場であると同時に生活指導全般を支援する場で
もあり、たえず相談できる態勢になっている。本学の学生の 3 割以上が学生支援機構から
奨学金を受給しており、奨学金なしには学生生活が困難な学生でもある。このような学生
へのゼミ担当者による指導、アドバイスは有効な支援となっている。さらに精神面での問
題を抱える学生も増加しているが、カウンセリングが受けやすいように案内している。た
えず変化していく学生気質、家庭環境を視野に入れながら問題を抱える学生に対応する姿
勢が必要であろう。
学生アンケートについては、学生へのフィードバックが最大の課題であり、現行の実施
方法では改善して授業に反映するのが難しいとする意見もあるが、その年度の学生の理解
力、傾向などを知るという意味では機能していると言えよう。むしろ担当教員が独自に学
生の意見を汲み取っていくという方式も可能である。この方式を採用している教員は少な
いが、もっと浸透してさせてもよいだろう。授業の規模、授業内容によって学生の理解、
感度も変わっていくのであるから、独自のアンケート方式も有効であろう。具体的に学生
の理解、傾向を把握する方法として、授業独自のアンケート、個別意見の収集のために方
法も講じるべきであり、次年度への改善事項にあげておきたい。
FSD は積極的に開催され、授業手法の改善、学生環境の理解、支援方法などのテーマを
めぐって議論、意見交換しているが、毎月のテーマ設定に連続性、統一性がないのでシリ
ーズ化などして参加者の積極的な参加を求め、解決、実践への道筋を示す方向が必要であ
ろう。全体のテーマを年度計画に入れておくべきだろう。またテーマをシリーズ化するこ
とも検討材料であり、次年度の改善事項に入れておきたい。
学習支援において最大の課題は、基礎学力の不足している学生、学習意欲の乏しい学生
への対策であり、本学ではまだこのような学生に対する支援制度は整っていないのが現実
であり、ようやく平成 25 年度からピアサポート体制が始まったところである。相談窓口も
含め対策は急務であろう。一方で優秀学生への対応も習熟度別の授業によって次のグレー
ドに導く指導をしており、学生間の学力格差が著しい状況では必要な措置である。だが、
このシステムのなかで上昇していく学生が多いとは言えず、この面でも対策は急務である。
入学者受け入れの方針については、本学の理想とする学生像をさまざまな媒体を通して
受験生、保護者に伝えているが、さらに広範に受験生を獲得するには、優秀学生の創出、
モデル学生の輩出、コースに直結した就職先の増加など課題はあるだろう。具体的に学科
のディプロマ・ポリシーが課題となるので、改善課題にしておく。
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■

基準Ⅱ 教育課程と学生支援の行動計画
三つの方針の内部教職員への徹底化と外部（ステークホルダー）への発信はさらに強化

する。同時に、時代に即応した方針の策定に速やかに取り組む体制がなければならないの
で、そのようなことを機動的に取り組める組織（各種プロジェクト）の編成をはかる。
学習成果に関しては、教学に特化した IR 推進室の設置を計画し、数値化できるものとで
きないものを合わせて収集・分析をしたい。
学習支援の環境に関しては、平成 25 年度、平成 26 年度に続き平成 27 年度も私立大学等
改革総合支援事業の補助金を獲得したので、アクティブラーニング室の増設を実施し、今
後も補助金を獲得し増設を計画している。
◇

基準Ⅱについての特記事項
特になし。
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様式 8－基準Ⅲ

【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
人的資源については、本学は専任教員 19 名を要し、短期大学設置基準を充足している。

専任教員の教育研究活動においてはおおむね順調に行われている。教育分野においては各
教員 1 週間に 6～8 コマを持ち 4 日間を出校日としている。研究分野では年に 2 回紀要を発
行し、各教員は年に 1 回は研究成果を投稿するようにしている。授業はシラバスに沿って
セメスターで 15 回は必ず行っている。セメスターごとに行われる「学生の声」アンケート
により授業改善を促している。また FSD も教授会の後実施し、必ずしも教学関係のテーマ
ではない時もあるが年間に 10 回以上は実施している。教員は「埼玉女子短期大学組織運営
規程」則りアドミニストレーション活動も担当し、各委員会に所属し、月に一回の定例の
委員会日が設定されている。一方事務局スタッフに関しては 19 名を要し、日常業務の他課
長クラスは各委員会に所属し委員会活動をサポートしている。教職員には「埼玉女子短期
大学教職員就業規則」があり、事務職員には「学校法人川口学園

就業規則」がある。

物的資源については校舎・校地については設置基準に対して十分な余裕を持ち、県道か
ら校舎までは約 150 メートルのメインストリートを設け、その中央付近に警備ボックスを
置き来訪者は必ずチェックできる体制をとり、安全面には十分な配慮を行っている。障が
い者へは、バリアフリーとして導線を確保する等対応している。運動場のグラウンドは同
一敷地内に全面芝生で設け、サッカーコートの規格が十分に確保できる面積を持ち、さら
に全天候のテニスコート 3 面を有する。学生の休憩場所としては、学食、カフェテリア、
学生ホール、バス待合室等を設置し、ゆとりある教育環境を確保している。本学図書館は、
教室棟 2 階に位置し、延べ床面積 522.00 平方メートル、収容能力は約 6 万冊であり、座席
数は 90 ある。さらにラーニングコモンズのスペースを図書館内に設け、ノートパソコンを
使った調べものや、グループ・ディスカッションに利用している。
技術的資源については、PC は、事務室、教員研究室、PC 教室、キャリアサポートセン
ター、図書館、アクティブラーニング教室と設置してある。学生用 LAN に限ってはセキュ
リティを考慮して事務棟 LAN とは別のネットワークになっている。また、図書館ではノー
ト PC の学内使用の貸し出しも行っている。無線 LAN アクセスポイントは、平成 23 年度
から増設を重ね、体育館を除きすべての校内で可能となっている。
財的資源については、まず貸借対照表 において、平成 27 年度末の資産は、総資産は 83
億 9,830 万円と前年度末に比べ 6,176 万円減少している。負債の部については、17 億 8,919
万円となり、昨年より 7,709 万円の減額になり、総資産から負債の部合計を差し引いた正
味財産は 66 億 912 万円となり、前年度末より 1,532 万円ほど増加している。次に資金収支
計算書における平成 27 年度の資金収入は、合計 32 億 6,611 万円となり、予算額を 2 億 6,367
万円ほど超過した。支出合計での次年度に繰り越す支払資金は 13 億 8,362 万円となり、前
年度より 1,726 万円増加した。事業活動収支計算書は、平成 27 年度の教育活動収入は合計
18 億 3,982 万円で、教育活動支出の合計は 18 億 2,109 万円となり、1,873 万円の収入超過
となり、３年間連続の収入超過となった。短大だけの事業活動収支を見ると平成 27 年度は、
教育活動収入の部が 8 億 9,370 万円に対し教育活動支出の部が 8 億 2333 万円となり、7,037
万円の黒字収支となっている。
- 65 -

埼玉女子短期大学

［テーマ
［区分

基準Ⅲ-A
基準Ⅲ-A-1

人的資源］
学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて教員組織を

整備している。］
■

基準Ⅲ-A-1 の自己点検・評価

（a）現状
平成 27 年度の本学の教員構成は教授 14 名、准教授 3 名、講師 1 名、助教 1 名の 19 人で
構成されている。この人数はは設置基準を満たしている。年齢構成からみると 60～69 歳が
42％、50～59 歳が 31％、40～49 歳が 21％、30～39 歳が 5％となっており平均年齢が 55.4
歳である。60 歳以上の教員の割合が高くなっている。
本学では「教育職員任用規程」により、学長を議長とする学科ごとに任用委員会を設置
して教員の新規採用や昇任採用にあたる。これに際しては「教育職員任用基準」「任期付
教員規程」「兼任講師規程」などに基づき行われる。本学の教員にふさわしい資格と資質
の有無については、任用委員会で厳格に審査されており、担当科目との適合性は「履歴書」
「業績書」の照合、面接を通して確認がなされている。この一連の過程は、最近多くなっ
た実業界から教員を迎える場合にも適用されている。
非常勤講師に関しては、本学の教育カリキュラムの特色からしても多くの人材に頼らざ
るを得ないこともあり、平成 27 年度は 44 名と専任教員の約 2 倍を採用している。特に実
業界からの講師が多くなっている。
また様々な悩みを学生に対応するために学生カウンセラー1 名を配置して、週 1 回勤務
をしている。
平成 27 年度に限っては TA（Teaching Assistant）を採用していない。この人員に関して
は必要性が生じた時に対応をしてきている。
（b）課題
教員の充足に関しては現在設置基準上はクリアしているが、もう少し余裕がほしいので
増員の必要がある。また、平均年齢も高くなってきているので、若い人材の増員が望まれ
る。本学のコース制特色から、実業界からの人材の登用を考えざるを得ないので、教育研
究分野からの人材との人数のバランスをはかり、採用、昇格等において不公平が生じない
ようしなければならない。
コース科目と専任教員の専攻科目との関係は実際難しい状況になっているので、この解
決策を模索している。一つは任期付教員によって埋める方法と、現在の専任教員の専攻分
野の拡大によって埋める方法があるが、両方の方法を取らざるを得ないように思われる。
また、専任教員が自分の専門分野以外にもチャレンジしていく必要がある。
TA に関してはあくまでも教務の補助という立場で必要に応じて採用する。
［区分

基準Ⅲ-A-2

専任教員は、学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づい

て教育研究活動を行っている。］
■

基準Ⅲ-A-2 の自己点検・評価

（a）現状
専任教員の出校日は月曜日から金曜日の間の週 4 日とし、1 日を研究日としている。労
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働時間としては裁量労働制をとり、研究時間をできるだけ確保し教育に反映できる環境を
整えている。教員の研究活動の成果と教育課程編成・実施との相関関係は全ての教員に徹
底しているわけではないが、担当する科目には生かされている。
教員の研究業績については、毎年度発行される「教員ハンドブック」に、毎年４月末日
までに、最新の状況を事務局総務課に届け出るように明記してある。項目としては、著作、
論文、研究発表、国際的活動、社会的活動などの報告を義務づけている。
科研費や外部研究費等への獲得の意欲は教員の間では低調である。また研究活動費につ
いては「教育職員就業規則」があり、また研究費に関しても「個人研究費規程」に基づき
交付している
学内の「研究紀要」の作成については、ICT・メディア委員会が編集業務を担当し、年に
9 月と 3 月の二回発行している。平成 27 年度は延べ 17 人の紀要投稿があったが執筆者に
若干偏りが出てきている。また開学以来 5 年間ごとにまとめられる「埼玉女子短期大学教
育・研究報告書」に、研究紀要発表分と研究紀要以外の発表分に分けて記載し、累積デー
タとして保存してある。
研究の情報公開については、独立行政法人科学技術振興機構（JST）への研究者情報の提
供は従来から行っている。また平成 22 年度より、埼玉女子短期大学公式ホームページの教
員紹介欄においても教員個人の研究活動状況を公開している。紀要論文は、従来から Ci-Nii
に登録し全国公開しているが、平成 21 年度からは埼玉県内の大学等で構成するリポジトリ
SUCRA（Saitama United Cyber Repository of Academic Resources）に参加し、同システムを
通じて全国的に論文を公開している。なお、SUCRA では紀要論文以外の個人の成果物も公
表できるようになっているが今のところ希望者は出ていない。また今年度において、埼玉
女子短期大学リポジトリーへの移行の準備を整えた。
学内向けではあるが、自己評価主体（個人評価）を実施し、年に 1 回検討会を開き個人
のデータを公開している。これは、教育活動、研究活動、大学運営、社会貢献、その他の
項目ごとに 1～5 までの得点で自己評価をして、公表するものである。専任の教員は一人一
室の研究室があり、研究費で必要機材を購入し自己管理している。コピー機や印刷機は教
員ラウンジにあり自由使えるようになっている。
本学の特色でもあるが、委員会、オープンキャンパス、インターンシップ先への面会等
により教員の出校日以外の出勤日が個人差はあるが増えている。このような場合、夏休み
等でなるべく研究日を確保できるようにし、また週 4 日の出校日であっても授業や学内業
務に差支えの無い範囲で自宅研究日に充てることができるよう配慮している。夏休みや春
休みの期間は研究時間をとり、また専門以外の研修会等への参加も勧めている。
海外出張に関しては特に整備していないが個人研究費の学会出張費を充てられるように
なっている。
FSD は規程に基づき、月 1 回教授会の後で実施している。今のところは年間計画による
実施はしていない。
学習成果を上げるための教員同士の連携や、学内での関係部署との連携は科目によって
も温度差はあるが実施されている。
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（b）課題
教員の専攻分野の科目が、授業科目により反映されているような教育課程編成が十分と
られているとは言い難い。教員の研究成果と担当する科目内容の充実がより深まることが
望まれるが、そのために教員を増やすことによる解決は現実的ではないように思われるの
で、現教員の専攻分野を、もう少し広げることにより少しでも授業担当科目に反映できる
ような体制を作りたい。
専任教員の 1 週間のコマ数は多くても 7 コマ以内に抑えたい。またアドミニストレーシ
ョン活動も教員にできるだけ平等に負担がかかるようにしたい。国内の学会の出張はそれ
ぞれの教員が行っているが、海外の学会への出張は少ないので工夫したい。また、科研費
に挑戦する教員も少ないので対策を考えたい。
FSD はその成果がわかるような実行方法が求められる。またこの FSD 研修会を活用した
教員同士で学習効果を上げるための協力や関係部署とのさらなる連携が求められる
［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。］

基準Ⅲ-A-3 の自己点検・評価

（a）現状
「学校法人川口学園事務組織規程」に事務組織、職制、職務及び事務分掌について規定
されており、短期大学事務局には総務課、広報室、学務課、キャリアサポートセンターを
設けている。事務局長は所属課長を指揮監督し所管事務を掌理する。各課・室・センター
長は所属課・室・センター員を指揮監督し当該課・室・センターの事務を処理しており、
事務組織の責任体制は明確となっている。また、学生ハンドブックに事務手続に関連する
部署について明示し、学生に対しても明確化を図っている。
事務局には事務局長及び次長を置き、各課・室・センターに必要な専門的能力を特に有
する課長を置いて、係長を含む職員をそれぞれ充てて効率的な事務処理を行っている。各
部署において、表Ⅲ-A-3-1 のとおり専門性に応じた定期的な学外研修への参加をはじめ、
都度の学園内外の研修にも参加・推進しているほか、個別の自己啓発により、職務遂行に
必要な能力の向上を図っている。自己啓発は一部川口学園からの補助対象となり、促進さ
れている。
表Ⅲ-A-3-1
開催日
4 月 22 日

平成 27 年度事務職員外部研修等参加実績
研修会等

主催等

若者へ のキ ャリ アカ ウン セリ ン

テンプスタッフ

グスキル講座

ラーニング㈱

6月4日

大学広報力アップセミナー

NPO 法人

6 月 12 日

大学のトイレセミナー

アイカ工業㈱

NEWVERY

参加部署等
キャリアサポー
トセンター
広報室

リニューアル
委員会

6 月 16 日

全国キャリア・就職ガイダンス

文部科学省・就職問題懇談

キャリアサポー

会・日本学生支援機構

トセンター
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6 月 18 日

機関リポリトジ初任者研修会

国立情報学研究所

図書館

6 月 19 日

JAIRO Cloud 講習会

国立情報学研究所

図書館

7月1日

私立短期大学広報担当者研修会

日本私立短期大学協会

広報室

学生募集マーケティング

㈱リクルートマーケ

広報室

～3 日
7月3日

セミナー
7 月 31 日
8 月 26 日

ティングパートナーズ

学生生 活に かか るリ スク の把 握

独立行政法人

学務課

と対応に関するセミナー

日本学生支援機構

企業の求めるキャリアデザイ

特定非営利活動法人キャリ

キャリアサポー

ン・個を幸せにするキャリアデザ

アカウンセリング協会

トセンター

イン
8 月 28 日

教職員研修会

埼玉県私立短期大学協会

教職員

9月2日

私立短期大学就職担当者研修会

日本私立短期大学協会

キャリアサポー

～4 日

トセンター

9月4日

私立短期大学図書館職員研修会

日本私立短期大学協会

図書館

9 月 16 日

働く女性応援講座

埼玉県経営者協会

キャリアサポー

ウーマノミクス推進委員会

トセンター

独立行政法人

学務課

10 月 5 日

全国障害者学生支援セミナー

日本学生支援機構
10 月 20 日

学生募集対策セミナー

㈱エデュース

広報室

10 月 28 日

私立短期大学教務担当者研修会

日本私立短期大学協会

学務課

11 月 30 日

私立短 期大 学学 生生 活指 導担 当

日本私立短期大学協会

総務課

～12 月 2 日

者研修会

12 月 9 日

SALA 研修会

埼玉県大学・短期大学

図書館

～30 日

図書館協議会
12 月 22 日

ウェディング・ブライダル業界

㈱ウェディングジョブ

就活スタートアップセミナー
2 月 17 日

情報セキュリティセミナー

キャリアサポー
トセンター

埼玉サイバーセキュリティ
推進会議

ICT・メディア
委員会

学校法人川口学園寄附行為及び埼玉女子短期大学学則に基づき、本学の教育研究活動及
びその組織運営に関する基本的事項が「埼玉女子短期大学組織運営規程」に規定されてお
り、校務事務を分掌する事務局について明記されている。事務局は、教員及び校務の円滑
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な運営のために常設されている募集・入試委員会、キャリアサポート委員会、教務委員会、
学生委員会、ICT・メディア委員会や、国際交流委員会、拡大委員会などの各委員会と緊密
な連携を図っている。
校務運営に必要な ICT などの基本的な事務環境は、ICT・メディア委員会と連携しつつ
総務課による管理のもと整備されている。
防災対策、情報セキュリティ対策としては、埼玉女子短期大学防災計画、学校法人川口
学園個人情報保護基本方針、並びに学校法人川口学園特定個人情報等の適正な取扱いに関
する基本方針に基づき、教職員が組織的に対応している。防火管理者のもと消防設備の年
2 回の定期点検、避難訓練の実施、個人情報の保管庫は終業時に必ず施錠し、コンピュー
タサーバーの設置は施錠のできる場所とし、学内 LAN の構築にあたっては、事務系、研究・
教育系といった目的の異なるネットワークの切り分けを行い、混在しないように配慮して
いる。また、コンピュータのウィルス感染、不正アクセス等の脅威に対しては、現状把握
と対策のための研修会を行うほか、常に最新のウィルス対策ソフトをインストールしてお
り、データ漏洩やサーバーダウン時の復旧等にも対応できるよう保守管理を行っている。
また新たに災害時の緊急用として、学生全員に対応カードを配付し、個別対応と共に意識
を高めている。キャンパス全体については、監視カメラ設置など警備専門業者にセキュリ
ティ管理を委託している。
毎月、教授会後の予定で FD と SD を統合した「FSD」という教職員が共同して教育の質
的充実を図るための研修会を、テーマに基づき行っている。平成 26 年度には「埼玉女子短
期大学 FSD 活動推進規程」として規程を整備した。
川口学園が主催する研修を職制に応じて都度実施しているが、短期大学部門においては、
規程に基づき、学長統括のもと、その指示により教務委員長が主導して FSD が組織的に行
われている。
事務局各部署の課長をほぼ毎週 1 回招集し、課長会を実施している。打合せを通して共
通認識を得ることで、業務の見直しや事務処理の改善に取り組んでいる。緊急の問題が発
生した場合も臨時に招集するなど、業務遂行上の打合せを密に行っている。課長会の内容
は、各部署の週ごとの打ち合わせにより情報共有されることになっている。教授会の内容
についても、課長が出席しているので、同様に各課員に情報提供されている。
事務局は本館 1 階に総務課、学務課、キャリアサポートセンター、広報室が集中してお
り、事務局同士の連携がしやすく、学生、教員、外部関係者の利便性に配慮されている。
事務職員には「目標面接制度」を取り入れている。人事考課の補完とするほか、個人のキ
ャリアアップ及び能力アップを図り、個人のモチベーション向上を実現することで、組織
全体のパフォーマンス、実績を上げ、より良いコミュニケーションが図れることを狙いと
している。毎年度、短大部門の事業計画に基づき、各課・室・センターの実行計画と課の
目標設定を行い、各個人は、課・室・センターの計画・目標をベースに個人目標を設定す
る。目標設定には助言・指導があり、年 2 回のフィードバック面接によって、それぞれ成
果を結実させる。
（b）課題
事務局の業務は、それぞれ部署によって高度な専門性が求められており、教学面におい
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ても従来のような受身ではなく、学生や保護者及び、学外の卒業生や企業フィールドから
の意見も視野に入れ、特に委員会活動などにおいて提案型の業務遂行が必要になっている。
できるだけ縦割りにならないよう部署間の情報共有も図りつつ、FSD をさらに充実させ資
質向上に繋げることが重要である。また、人事の停滞は活性化を阻む要因となるので、人
事異動や人材採用についても、慎重に方法を含め常に適正なる人事構成の検討は不可欠で
ある。
［区分
■

基準Ⅲ-A-4 人事管理が適切に行われている。］

基準Ⅲ-A-4 の自己点検・評価

（a）現状
本学園では、基準Ⅲ-A-3 で示したとおり、公的な使命を持った教育機関としての短期大
学設置基準管理、教職員の採用から労務に関する管理、法人、学校運営に係る重要な案件
対応、法的な各種調査、予算の編成から執行、学園の施設管理、情報公開も含めた広報業
務等について、学園全体と各学校の担当部署で調整しつつ行っている。したがって人事管
理に係る諸規程の整備は、法人本部事務局総務課と短期大学事務職総務課が連携をしなが
ら行っている。
就業、賃金等の人事管理に係る規程一覧は次のとおりである。
（人事関連規程）＜短期大学教員＞
○埼玉女子短期大学

教育職員就業規則

○埼玉女子短期大学

教育職員給与規程

○埼玉女子短期大学

教育職員定年規程

○埼玉女子短期大学

教育職員退職金規程

○埼玉女子短期大学

学長選任規程

○埼玉女子短期大学

学長選考委員会に関する申合わせ

○埼玉女子短期大学

教育職員任用規程

○埼玉女子短期大学

教育職員任用基準

○埼玉女子短期大学

教育職員評価規程

○埼玉女子短期大学

任期付教員規程

○埼玉女子短期大学

兼任講師規程

○埼玉女子短期大学

特任教員規程

○埼玉女子短期大学

セクシュアル・ハラスメント防止・対策規程

○埼玉女子短期大学

セクシュアル・ハラスメント問題の処置に関する細則

○埼玉女子短期大学

セクシュアル・ハラスメント防止・対策ガイドライン

○埼玉女子短期大学

セクシュアル・ハラスメント問題処理のフローチャート

○埼玉女子短期大学

復職調査委員会申合せ

○埼玉女子短期大学

車両通勤規程

○埼玉女子短期大学

私有車通勤内規

○埼玉女子短期大学

教育職員育児・介護休業規程

（人事関連規程）＜事務職員＞
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○学校法人川口学園

就業規則

○学校法人川口学園

ハラスメント取扱規程

○学校法人川口学園

育児・介護休業規程

○学校法人川口学園

定年後嘱託者再雇用規程

○学校法人川口学園

出向規程

○学校法人川口学園

人事考課規程

○学校法人川口学園

賃金・賞与支給規程

○学校法人川口学園

職能資格基準運用規程

○学校法人川口学園

退職金支給規程

本法人は原則的には法人本部事務局が人事管理を所管し、労働関係法規とこれら諸規程
に基づいて教職員の人事管理を適切に行っており、法令改正等が生じた場合、顧問社労士
等の指示を仰いだうえで速やかに適切な措置を講じている。
具体的な対応を記すと、就業規則は教員を対象とした「埼玉女子短期大学教育職員就業
規則」と事務職員を対象とした「川口学園就業規則」の２種類が整備されており、適切に
所轄の労働基準監督署に届け出が行われている。法令の変更等による改正も適切に行われ
ており、例えば平成 27 年度にはマイナンバー制実施に伴い、特定個人情報等取扱規程と同
時に、「特定個人情報等適正な取扱いに関する基本方針」を制定し、もちろんマイナンバ
ーに係る管理体制も構築されている。
なお本法人は平成 26 年度に一般財団法人日本情報経済社会推進協会「ROBINS」に掲載
され、経営労務診断適合企業として認定されている。
学園寄附行為・施行細則、就業規則を含めた諸規程は全教職員に「埼玉女子短期大学諸
規程綴」、「学校法人川口学園規程集」として配付・周知されており、いつでも教職員自
らが確認することができる。
また学園ネットワーク上でもこれらの閲覧が可能であり、規程の変更時には理事会で承
認後、同ネットワーク上にて全教職員に周知徹底され、それを受け各教職員が自らの綴り
を更新するようになっている。
教員の就業管理は、労災等の把握のためタイムカード管理打刻を行って管理しているが、
労使合意のうえ所管の労働基準監督署に届け出し、裁量労働制を採っているため、超過勤
務等は発生していない。
一方事務職員の就業管理もタイムカードの打刻により管理しており、毎月このタイムカ
ードを直属上長、部門長、さらに法人本部総務課、総務課長、事務局長がチェックしてい
る。
業務の必要に応じて事務職員が時間外業務をする必要が生じた場合には、事前申請・許
可制度を原則としており、仮に過度な時間外勤務が発生した場合には学園の衛生委員会に
て報告、法人本部事務局長より直属の上司へ改善を促すこととなっている。同時に衛生委
員会にて産業医に対し、この時間外勤務状況が定期的に報告されており、二重のチェック
が効くようになっている。
以上のような長時間労働を削減する取り組みを評価され、平成 24 年度には東京都より
「東京ワークライフバランス認定企業」の認定を受けている。
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（b）課題
人事管理において課題は特にない。
■

テーマ

基準Ⅲ-A

人的資源の改善計画

まず以下に記述する現状から問題点を抽出し、次に具体的な改善点について記述してみ
る。
教員組織は、短期大学設置基準に基づき 19 名で構成されている。教員の年齢構成は「専
任教員等の年齢構成表」のとおりで、若干 60 歳以上の教員の割合が高くなっているのが特
徴であるが、この点は、これから 30 歳代の教員を積極的に登用することにより解消してい
く問題であり、積極的な改善がもとめられる。人事については、規程に基づき適切に運営
されている。教員の研究活動については、近年、委員会等の任務が急激に増えていること
もあり研究時間が減少していることは否めない。研究紀要に論文を掲載する機会が年 2 回
あるが、投稿者の数は減少傾向にあり、積極的な活用が望まれる。年間の論文執筆数につ
いては、個人により差があるが、実業界出身者の教員も増えてきていることもあり、投稿
者が限られる傾向にある。研究ノートとして投稿することも可能であり、今後検討すべき
課題である。科学研究費補助金などの外部資金の獲得実績は低く、教員の意識改革を促し
ていきたい。科学研究費は、平成 26 年度は残念ながら採択された教員はいないのが現状で
あり、研究の継続が望まれる。また、専任教員の留学、海外派遣、国際会議出席等に関す
る規程は整っているが、現状は積極的に行使する教員はいない。次年度の改善事項として
挙げておく。
学習成果を向上させるために、教員組織の委員会には事務局員も参加する態勢になって
おり、事務局と教員組織が一体となった運営をしている。とくに FSD においては教職員が
参加して情報交換と議論ができるようになっている。課長会議も毎週開かれ、その都度の
問題事項について情報交換がなされ、教員との連携も緊密になっている。問題点としては、
具体的な問題点と対策案が明確化されていないので、次年度の課題としておく。
教職員の人事管理は、諸規程も整備され、適正に行われているが、教員の適正配置とい
う観点からは問題を残しており解決すべき事項である。
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［テーマ
［区分

基準Ⅲ-B
基準Ⅲ-B-1

物的資源］
学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて校地、校舎、

施設設備、その他の物的資源を整備、活用している。］
■

基準Ⅲ-B-1 の自己点検・評価

（a）現状
本学キャンパスは、埼玉県日高市女影所在の 1 か所のみである。校地面積は 63,519 ㎡を
有し、設置基準面積 6,000 ㎡の約 10 倍と短期大学基準を十分に充たしている。
また、校舎面積は 11,835 ㎡を有し、設置基準面積 4,150 ㎡の約 2.8 倍と短期大学基準を
上回っている。運動施設は、グラウンド（13,870 ㎡）、体育館（1,328 ㎡）、全天候のテニス
コート 3 面を備えており、スポーツ系の授業、サークル活動、学校行事等に有効活用して
いる。
図Ⅲ-B-1-1

キャンパス平面図

障がい者への対応は、本館と教室棟に屋内エレベータを設置している。また教室棟には
車椅子対応トイレが整備されている。
校舎には、大教室 1、教室 15、コミュニケーションスペース 1、アクティブラーニング
教室 2、パソコン室 2、図書館 1、ラーニングスクエア 1、カフェテリア 1、学生食堂 1、カ
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ウンセリング室 1、学生ロッカー、クラブルーム、研究室 21、学科会議室 2、会議室 3 を
備えており本学の学科教育研究の目的を達成するために必要な校地校舎、施設設備が整備
され適正に活用されている。また、パソコン、ノートパソコン、タブレット、iPAD、DVD
レコーダー、モニター、エアライン用シート等を備えており本学の学科教育研究の目的を
達成するために必要な機器・備品が整備され適正に活用されている。
なお、本学には、通信による教育を行う学科はない。
図書館は、1 号館 2 階にあり、面積 522.00 ㎡を有しており、図書数は 56,383 冊（うち外
国図書 8,675 冊）、学術雑誌 23 種、製本雑誌 1,928 冊、CD-ROM74 枚、視聴覚資料 808 点
を所蔵している。パソコンコーナーには 10 台のデスクトップパソコンが設置され、通常の
閲覧席 72 席のほかに、図書館内のグループディスカッション・スペースを設け、アクティ
ブラーニングに対応した移動可能な机 3 台と椅子 9 席を設置した。学生証で貸出可能なノ
ートパソコン 10 台と新規にタブレット PC20 台を購入し併せて 30 台のパソコンを用意し
た。ここではプロジェクターやホワイトボードなど、ディスカッションに欠かせないツー
ルも用意している。すべてのパソコンは、学内ネットワークに接続しており、Saijo ポータ
ルを活用した情報共有が可能である。
図書館は「埼玉女子短期大学図書館規程」に基づき、学長の委嘱した図書館長および
ICT・メディア委員会により運営され、「埼玉女子短期大学図書館利用規程」および「埼玉
女子短期大学図書館利用細則」で図書館の利用について定めている。
「埼玉女子短期大学図
書館資料収集方針について」においては本学の目指す図書館を、教育内容を学習・研究し、
あわせて広い教養を身につけ人間性を豊かにするための図書館と定め、当該年度に図書収
集計画を策定して、ICT・メディア委員会において購入、選定を行っている。ここ数年は書
店から定期的に見計らい図書が届き、教員が現物を確認して選書するシステムを導入した。
学生の図書館への関心喚起や読書推進のため、書店への「選書ツアー」も実施した。
また、
「埼玉女子短期大学資料管理規則」において、図書館資料収集の選書、発注、保管方
法や蔵書点検、除籍、廃棄等を定め、所定の手続きにより除籍・抹消を行っている。
平成 27 年度は、「埼玉女子短期大学学術情報リポジトリ（通称：Saijo リポジトリ）」の
構築に取り掛かり、
「埼玉女子短期大学リポジトリガイドライン」を策定し、リポジトリの
管理運営を ICT・メディア委員会が行うこととした。
（b）課題
校地、校舎とも短期大学基準は十分に充たしているが、より充実した教育活動を行うた
めには、アクティブラーニングに対応した多目的スペース等の確保や、施設の汎用性の向
上等、現在の物的資源を効率的に運用できるかが重要となる。また計画的な予算確保をで
きるように、国庫補助金の申請や資金調達については法人本部と調整しながら進めていき
たい。
［区分
■

基準Ⅲ-B-2

施設設備の維持管理を適切に行っている。］

基準Ⅲ-B-2 の自己点検・評価

（a）現状
「川口学園経理規程」「川口学園経理規程施行細則」「川口学園固定資産及び物品管理規
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程」を定め、教育効果を上げるために管理責任者を設け、備品等は台帳により、整理・管
理しており、施設設備、固定資産、図書館資料、その他物品の維持管理は適切に行ってい
る。
震災対策を含めた「埼玉女子短期大学消防計画」の規程を定めており、施設設備の日常
的な管理、災害対策、省エネルギー対策等については、総務課を中心に学外からの専門業
者を常駐させて施設の定期的な安全点検と安全確保、防災対応、省資源対策等に努めてい
る。
「災害時緊急対応カード」を学生・教職員全員に配布し、教職員並びに学生を交えた避
難訓練を年 1 回以上実施している。その他災害用に備蓄を行い、緊急時における学生・教
職員への対応に備えている。
コンピュータシステムは、ICT・メディア委員会が中心となって管理しており、検疫シス
テム、ウィルス防止システム、ファイアーウォールのセキュリティ対策を講じ、常に最新
のバージョンで利用できるようメンテナンスを行っている。学生にはコンピュータ・ネッ
トワーク利用案内の冊子を配布して、パソコンやモバイルを利用する際の危機管理の教育
も行っている。また、教職員に対してもサイバー攻撃への対策について研修を行った。
省エネルギー対策は、平成 26 年度から平成 27 年度にかけて教室棟を中心に一部施設を
改修し、節水トイレの導入やトイレの照明スイッチの人感センサーの導入、LED 照明への
移行を行った。また、ウォームビズ・クールビズの励行、空調設定温度指針を設け、電力
消費削減の協力を全学に促している。またデマンド監視（中央監視設備）システムによる
空調、電気等の集中管理を行っている。電力については、東京電力以外のオリックス㈱か
ら電気を購入し、東京電力に比べ年間約 100 万円の電気料金の削減を行っている。
（b）課題
東日本大震災以降は、教職員・学生とも防災意識が高まった。この動きを活かし、防災
の重要性を認識させる恒常的な啓蒙策と災害時の備蓄の充実等に検討が必要である。また
今後のコミュニティー対応は検討課題であると位置づけている。
また、節電意識の高まりは維持されている。省エネを各人が意識し、生活や仕事のスタ
イルを見直した気運を逃がさないよう、継続的な節電協力を呼びかけていきたい。
■

テーマ

基準Ⅲ-B の物的資源の改善計画

校地、校舎とも短期大学基準は十分に満たしているが、現在の物的資源を効率的に運用
し、経年劣化した施設設備の修繕やリニューアルも検討したい。また省エネルギー対応の
LED 照明や節水トイレ等の導入も検討したい。
機器・備品については、各学科の授業を行うにあたり必要とされるものは一通り充足し
更新もしているが、使用状況・必要性等を踏まえ、アクティブラーニング等の優先順位に
基づく機器・備品の更新計画を策定したい。
アクティブラーニングの広がりに伴う学習形態の変化に対応するために、平成 28 年度に
は、図書館のラーニングコモンズ計画が策定されており、グループ学習コーナー、個人学
習室の設置や AV ブースを刷新するとともに、照明器具の LED 化等を計画している。
図書館内に設置した貸出用タブレットの利便性向上のため、さらなる無線 LAN の環境整
備も必要である。また、書庫の狭隘化に伴い、リポジトリを安定的に構築し紀要の電子化
- 76 -

埼玉女子短期大学

や電子データを活用するとともに、不要図書の廃棄等についても計画的に実践していきた
い。
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［テーマ
［区分

基準Ⅲ-C
基準Ⅲ-C-1

技術的資源をはじめとするその他の教育資源］
短期大学は、学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づい

て学習成果を獲得させるために技術的資源を整備している。］
■

基準Ⅲ-C-1 の自己点検・評価

（a）現状
ICT・メディア委員会は、（事務関連システムは除く）ICT 全般に関わる業務および図書
館に関わる業務を執り行う埼玉女子短期大学の組織である。その構成員としては、図書館
長、委員長、委員、図書館司書、総務課となっている。この委員会は商学科、国際コミュ
ニケーション学科の教育課程編成、実施の方針に基づいて各教育運営を行うことを基本と
して以下の項目を主な業務としている。
① （事務関連システムは除く）学内システムの構築、および学内 LAN を始めとする情報
系設備の運用、管理、保守点検
② ICT 技術を利用した教育などへのサービスおよび支援
③ ホームページの保守管理
④ 図書館の管理運営
⑤ 研究紀要および大学報の編集発行
ICT 関連施設としては、第 1、第 2 パソコン教室と、第 1、第 2AL（アクティブラーニン
グ）教室があり授業などにおいて活用している。その他に授業以外のさまざまな場面で学
生が自由に利用できるパソコンとして、図書館に 26 台、キャリアサポートセンターに 8 台
備えている。これらのパソコンと学内 LAN システムに関する保守点検としては、定期的に
OS やアプリケーションソフトなどの更新をしてパソコンのパフォーマンスの向上とセキ
ュリティ強化を行っている。また、Google Apps により「Saijo ポータルサイト」の運用を
行っており、E メール、グーグルドライブ、サイトなどを活用して学生および教職員のコ
ミュニケーションツールとして活用している。
平成 27 年度においては、昨年度に引き続き文部科学省の私立大学教育研究活性化設備整
備事業のタイプ 1「建学の精神を生かした大学教育の質向上」の採択に向け、普通教室で
の積極的な ICT 活用方法について検討した。申請の結果、Surface Pro 3 を 20 台、電子黒板
3 台、PC 貸出しロッカーおよび授業支援ソフトの導入が決定し、ICT を講義に組み込み、
全員参加型の授業や思考の可視化・共有化を目指す授業の展開を加速させる設備を整備す
ることができた。
コンピュータ・リテラシー教育とインターネットを利用した教育に関しては、ICT・メデ
ィア委員会だけでなく、担当のコンピュータ教員も参加して、ネットワーク機器の更新、
購入機器の選定等を計画的に行い、教育課程の編成に考慮している。
具体的には、情報処理技術向上のための学生に対するリテラシー教育については、入学
当初、選択必修科目であるがほぼ全員が履修している「コンピュータ A」の授業において
必要なトレーニングを行っている。さらに、PC 教室を利用した教育としては医療事務コン
ピュータコースの目標資格である「医事コンピュータ技能検定」で必要となる医療事務関
連のアプリケーションソフトや調剤報酬請求事務に関するアプリケーションソフト、簿記
業務に関するアプリケーションソフトなどを導入して専門的な授業を行っている。また、
それらアプリケーションソフトについても定期的にアップデートするなどしてセキュリテ
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ィー対策を施している。
日常の学生生活においては、Google Apps を利用した「Saijo ポータル」システムが教職
員および学生間との情報共有や情報発信に有効的に利用されている。しかしながら、教員
に対するトレーニングについては、ICT・メディア委員会の研究会や FSD 研修会の中で扱
っているとはいえ、個々人の教育方針やスキルに依存する面もあり、必ずしも十分に活用
されているとは言えない。
AL（アクティブラーニング）の支援としては、私立大学教育研究活性化設備整備事業の
補助金獲得によりハード面での整備が順調になされている。実際の授業などによる取り組
みとしては、産学連携によるエアライン・ホスピタリティコースの専門ゼミ、官学連携に
よる観光・エンタテインメントコースの専門ゼミをはじめ、ファッション・トレンドコー
スやダンス・プレゼンテーションコースの専門ゼミでも AL 教室を有効活用することがで
きている。授業以外の場でも学生の自主的な学習や活動に利用されており、支援はますま
す必要になっている。
また、学内の FSD 研修会においても、AL 教室を積極的に利用して、ICT 関連に関する
研修のみならずグループワークなどアクティブラーニングに向けての研修会も行っている。
ホームページの保守管理に関しては、受験生や学生、教職員、外部の方が円滑に埼玉女
子短期大学の情報を得られるように、保守管理を年間通して行っている。平成 27 年度は、
モバイルサイトのリニューアルを行い、PC サイトと統合し、違和感なくより快適に SAIJO
の情報を発信できるようになった。更新については、新年度データへの書き換えに加え、
教務委員会（学務課）、学生委員会・国際交流委員会（学務課）、キャリアサポート委員
会（キャリアサポートセンター）、募集・入試委員会（広報室）、ICT・メディア委員会（総
務課）の各委員会および事務局が最新のニュースに画像を添えて掲載し、昨年とほぼ同じ
ペースで記事をアップすることができた。
大学報の編集については、5 月から 6 月にかけて企画会議を行い、在学生の自主的な活
動、アクティブラーニングなどの様子をメインにキャンパスリニューアルなどについての
取材を経て、社会人としての基礎を作る埼玉女子短期大学の教育や、入学時キャリア教育
プログラムの成果などを掲載して 9 月に発行した。
研究紀要の編集と発行に関しては、教員の教育研究活動の公表の場として、また情報交
換の媒体として、9 月と 3 月に発行した。
図書館の管理運営に関しては、次の 5 点を行った。
① 本学のカリキュラムに基づく教員の研究や、学生の学習活動に必要な書籍・雑誌及び学
生生活を充実させるために必要な教養書、各種検定試験問題集、就職関連図書及び雑誌
を収集した。
② 教員や学生が円滑に資料検索できるように準備と支援をし、ヨミダスや G サーチなど
のオンラインデータベースを継続した。
③ 教員が円滑に論文・図書等の資料検索を行い、教育研究活動ができるよう、目録所在情
報データベースを継続し、書籍論文の相互貸借などの支援を行った。
④ 学生に図書に親しんでもらう行事の一環として、9 月と 2 月に選書ツアーを行った。
⑤ 紀要の管理や発信を行うために、「埼玉女子短期大学学術情報リポジトリ（通称：Saijo
リポジトリ」の構築に取りかかり、「埼玉女子短期大学リポジトリガイドライン」を制
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定した。
（b）課題
ICT 技術を利用した教育へのサービス及び支援については、研究棟における専任教員の
研究活動への設備整備や体育館における無線 LAN 設備整備化などの課題がある。
平成 27 年度文部科学省の私立大学教育研究活性化設備整備事業のタイプ 1「建学の精神
を生かした大学教育の質向上」に採択され、ノート PC20 台及び電子黒板 3 台と学習支援
ソフトなどが導入された。これによりアクティブラーニング環境の整備が一層整うことと
なった。しかしながら、これらのアクティブラーニング環境の有効的な活用を目的とした
研修会や、実際の授業での活用例の紹介などがまだまだ不十分であると考えられ、それを
教職員に周知し活用してもらうことが課題として挙げられる。
また、さらなるアクティブラーニングの拡大や推進のためには、環境の整備や教職員の
トレーニングなどをベースとして、コースや専門ゼミと結びついた具体的な教材や事例の
開発・提案・支援が必要とされる。今後は、ICT を利用した教育支援の総括としての、IR
推進室と連携を図りながらキャリア短大として、学生支援、教育、就職、留学などの情報
を一括管理、把握、分析するポートフォリオの活用などの方向性を探っていくことが課題
として挙げられる。
教職員の ICT に関するトレーニングについても、個々のスキルに依存する傾向もあり、
今後継続的に FSD 研修会などで行っていく必要がある。
さらに、マルチメディア教室、CALL 教室などの特別教室はカリキュラムの関係上、全
く整備がなされていない。今後の教育課程やコースとの絡みの中で特別教室の整備などが
必要となるようであれば検討していくことになるであろう。
図書館の運営としては、ラーニングコモンズの設置を視野にハードウェアとして図書館
レイアウトの全面的な見直し改修を検討したり、ソフトウェアとして電子ブックの受け入
れ方法などの検討をしたり、学生および教職員のさらなるアクティブラーニングの可能性
を探る方向性を示す必要がある。
また、
「埼玉女子短期大学学術情報リポジトリ」の安定的な活用を維持し、今後も継続的
に本学の学術成果を発信していく必要がある。
■

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の改善計画

学内情報関連システムのうち、学生用パソコンに関する保守点検については外部業者に
委託して年 12 回の保守点検を実施しておりパソコンのパフォーマンス向上とセキュリテ
ィー強化を図っている。医療事務や調剤報酬請求に関わるソフトウェアのインストールお
よびバージョンアップについてはソフトウェア会社に作業を委託し、年数回のメンテナン
スを行っている。また、無線 LAN 環境については教室棟のほぼすべてのエリアをカバーで
きており、今後は快適な接続ができるように機器等の拡充を図る。さらに、今後は研究棟
や体育館においても無線 LAN 設備の整備を目指す予定である。ICT を使った教育の支援は、
アクティブラーニングの拡大、電子黒板の利用、e ラーニング、Web ラーニングの開発・
提案・支援を行う。さらに、そのための研究会を FSD 研修会以外にも ICT・メディア委員
会主催で開催する必要がある。ホームページの保守管理はホームページの刷新を行い、よ
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り見やすく分かりやすいホームページを目指す。図書の管理運営は、コミックコーナーや
ディスカッションスペースなど図書館内の配置全体の見直しを図り学生の利用しやすい図
書館を目指す。「大学報」の編集と発行は、例年通り 9 月に発行する。「研究紀要」の編集
と発行は、例年通り 9 月と 3 月に発行する。今後は JairoCloud を用いた「埼玉女子短期大
学学術情報リポジトリ」を構築し、継続的・安定的に公開していく。
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［テーマ
［区分
■

基準Ⅲ-D
基準Ⅲ-D-1

財的資源］
財的資源を適切に管理している。］

基準Ⅲ-D-1 の自己点検・評価

（a）現状
小幅な変動はあるものの、入学定員及び収容定員に近い学生数を得ることができ、直近
の 3 か年（平成 25 年度～平成 27 年度）においては、資金収入、帰属収入（現・教育活動
収入）が安定的な推移となり、支出面も収入相応の金額で推移したことにより、法人全体・
短期大学部門とも消費収支差額・当年度収支差額のいずれもが収入が支出を上回っており、
各差額比率がプラスである。しかしながら、3 年連続の収入超過も本学園の課題である十
分な特定資産、流動資産の保持という面では、目標とする健全な財政状態にはまだ到達し
ていない。
消費収支（現・事業活動収支）差額は、平成 25 年度が約 6,200 万円、平成 26 年度が約
1,270 万円、平成 27 年度の当年度収支差額は約 1,530 万円の収入超過と確実に改善基調に
はあり、その期間で次年度繰越支払資金が約 1.7 億円増加した。
その要因は、平成 25 年度からの支出構造の見直しなど改革を行ったことにより、収支均
衡する体制づくりが整いつつあるからと認識している。また、文部科学省、日本私立学校
振興・共済事業団の共同で実施された、
「私立大学等改革総合支援事業」に３年連続で選定
され、ご支援をいただいたことも収支の好転に繋がっている。
しかし未だその帰属収支差額比率は法人全体で 3 か年平均 2.25％と低めであることから、
今後はより収支差額比率を上げることへの一層の努力、さらなる見直しが必要と認識して
いる。
貸借対照表について、平成 27 年度は資産の部で 6,100 万円ほどの減少となったが、負債
の部では、固定負債及び年度ごとの償還額は着実に減少している。流動比率についても平
成 26 年度の 120.5％から 122.6%となり、徐々に財務は改善に向かっている。ただし、前述
したように各種引当特定資産、また現金預金等の資金ストックが潤沢とは言い難い。これ
は、各投資行動を控えるのではなく、将来の安定的入学生獲得に向けた積極的設備投資を
行うという本学園の方針によるものである。
具体的には平成 26 年度から始まった短期大学キャンパスリニューアル工事と専門学校
の看護科設置に係る計画であり、この計画のために新規借入を 2 口起こし一時的には固定
負債が増加しているが、各年度の償還額は大きく減少している。
本学園は、ほぼ同一規模の短期大学と専門学校の 2 校を設置する法人であるため、短期
大学の財政が法人全体の財政に影響するとの認識、またその逆の認識も当然のものである
と考えており、危機意識も法人全体で共有している。つまり今後短期大学ひいては法人の
存続のためには、両校の定員を充足し続けることが最重要であり、この与件を実現させる
ことで収入超過の達成、財政の更なる健全化を図ることが課題と考えている。
退職給与引当金は 100％引き当てられているが、退職給与引当特定資産は用意できてい
ない。今後は、現金預金に一定の余裕が生じた段階で、退職給与引当特定資産をはじめ各
種特定資産を更に充足していく予定である。
本学園では寄附行為に基づき「確実な」資金運用を行っており、現在は取引銀行の中で
も最も高い利率を付けている銀行の定期預金だけに絞っている。それは保有している資金
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保持の観点からは適切な運用であると考えているが、マイナス金利である現状からは運用
益は期待できない。
本学園の教育研究に対する投資は、帰属収入に対する過去 3 年間の教育研究経費比率で
は、平成 25 年度が 40.3％、平成 26 年度が 35.6％、平成 27 年度が 35.8％とどの年度でも
20％を超えており、水準以上と認識している。近年の補助金制度を理解し、アクティブラ
ーニング教室を 2 室新設する等、施設設備の充実にも積極的に取り組んでいる。また、図
書等の学習資源についての資金配分は適切である。
入学定員充足率は、平成 25 年度 100.7%だったが、平成 26 年度は 99.0%となり、平成 27
年度は 104.7%と改善傾向である。収容定員充足率についても、平成 25 年度 101.5％、平成
26 年度は 99.2%、平成 27 年度は 101%とやや波はあるが、ほぼ一定に近い推移を保つこと
ができている。しかしながら、今後の 18 歳人口減少を考えるとこの充足率を維持し続ける
ことは相当に困難である。さらに今後、スクールバス運行の充実や大規模修繕にかかる費
用が増加していくことも考えられるため、帰属収支差額比率が飛躍的に上昇することは考
えにくい。したがって現時点においては、安定的な定員充足に努め、収入超過を確実に実
現し、ストックを充実させていくことが肝要である。
（b）課題
日本私立学校振興・共済事業団『私立学校運営の手引き』第 1 巻「私学の経営分析と経
営改善計画（平成 24 年 3 月改定版）」（p.5：図 1）によれば、昨年度に引き続き本学園は
A3 ランクに区分される。
しかし他校に比してストックの点で見劣りしているため、本学にとっては、定員を充足
し続け、そのフローをストック化していくことが最重要課題であるが、定員確保のために
は設備投資も必要であり、経費削減努力と設備投資のバランスを取り続けることが課題で
ある。
なお現在、文部科学省高等教育局私学部参事官の指導は受けていない。
［区分

基準Ⅲ-D-2

量的な経営判断指標等に基づき実態を把握し、財政上の安定を確保

するよう計画を策定し、管理している。］
■

基準Ⅲ-D-2 の自己点検・評価

（a）現状
今後については、強い就職を前提とした「企業に近いキャリア短大」を意識し、競合す
る大学・専門学校の長所・短所を見極め、できるだけ可視化できるよう施設設備の改善も
伴った、本学独自の方法論による社会的に有用性の高い教育を学生に提供する。学内外の
様々な場面において体験的な学びを重ねることにより経験値の向上を図り「社会で生き抜
く力を獲得」していくことを強みとして評価を得ていく。さらにステークホルダーである
保護者や高等学校における知名度を上げ、高等学校の進学志向の挟間を埋める「マナーと
ホスピタリティ教育」に代表されるような、豊かな人間性を育む、人間教育を基礎とした
現実的で独自性のある短期大学を目指す。
本学は短期大学のなかでも商学科、国際コミュニケーション学科という、短期大学の代
表格である教育・家政分野ではない学科を設置しており、高等学校の四大志向と生徒の専
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門学校志向によって、本学を取り巻く環境、特に学生募集については厳しさを増している。
また、短期大学の社会的な位置づけについて、情勢をにらみ客観的な環境分析が行えるよ
う、日本私立学校振興・共済事業団に継続的に経営の相談をお願いする体制にある。
法人全体の経営判断指標に照らし合わせ、経営実態、財政状況を的確に把握しており、
今後の経営計画に反映されることになるが、特に財政上の安定性を高めるためには、学生
を定員以上確保することは必須である。
教員数については、設置基準において必要とする教員数は充足している。
施設設備については、日高キャンパスを開校し 17 年が経過しており、大規模修繕、及び
改善の計画が求められていた。川口学園中期目標・計画（平成 26 年～平成 30 年）にキャ
ンパスの美化・充実として、
「魅力的なキャンパスリニューアル」が示されている。そこで、
平成 26 年度にはリニューアル委員会を設け、学生生活の利便性を重視し、学生用トイレ等
の改修、教室棟学生ホールの改修、クレセントホール（屋外）テラスのテーブル・椅子の
リニューアル、パソコン教室のリニューアル、教育の可視化に対応して教室の扉を全てガ
ラス張りにするなど、積極的に教育投資が行われた。
続いて平成 27 年度はキャンパス入口の校名看板の改修、教室棟入口階段フットライトの
改修、教室棟エントランス扉の改修、教室棟全教室の入口壁面・サインの改修、階段室壁
面・手摺の改修、柱・壁面コーナーの改修、第 1・第 2 アクティブラーニング教室、第 1・
第 2 パソコン教室の 4 教室について照明を LED に改修、コミュニケーションスペースにホ
ワイトボードを設置、屋外手摺の塗装など、優先順位を検討しながらキャンパス内の化粧・
補強改修を行い、キャンパスのリニューアルは終了した。
外部資金の獲得については、私立大学等経常費補助金に代表されるが、教育の独自性を
アピールする上でも教職員一体となって補助金の積極的な受け入れを促進することが学内
の活性化にも繋がるものである。現実として 3 年連続して、文部科学省と日本私立学校振
興・共済事業団の共同で実施された、
「私立大学等改革総合支援事業」に選定され、タイプ
１「教育の質的転換」において申請した「アクティブラーニングを加速させるための設備
整備計画」が採択され、平成 27 年度「私立大学等教育研究活性化設備整備費補助金」を得
ることができた。
定員管理については、私立大学等経常費補助金の交付範囲内であり、学科バランスに配
慮し適切に管理を行っている。
経営情報の公開については、ホームページに学園の事業報告として、法人の概要、事業
（短期大学、専門学校）の概要のほか、財務の概要として財産目録、貸借対照表、資金収
支計算書、消費収支計算書、監査報告書を掲載している。
（b）課題
学生の定員確保は重要な課題である。ただし、そのためには短期大学の運営について、
ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシーの 3 方針に
ついて再確認・整理しつつ、就職、教育、学生生活、学生募集など、一連のサイクルにお
いて、連携して成立させることが必要であり、積極的に学内外にアピールできるよう、そ
れぞれ年度毎の新たな取り組みが要求される。学内だけに止まることなく、特に施設設備
の整備を伴う教育やカリキュラム改善について、学外からの意見を変革に生かすことがで
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きるかが課題である。キャンパスのリニューアルによって一定の評価を得ることはできた
が、建物の経年劣化もあり、今後は外壁等の大規模修繕の準備に取り組まなければならな
い。
■

テーマ

基準Ⅲ-D 財的資源の改善計画

財的資源の健全性を保つためには、帰属収入の多くが学生生徒納付金から得られている
以上、学生の定員確保は必須である。ただし、高等学校での進学指導が 4 年制大学重視で
あったり、実際には生徒の志向による専門学校進学に向かったり、また、本学の設置学科
とは異なる「教育・家政分野」が短大の代表となっている現況から、本学は 4 年制大学と
専門学校の狭間に位置し、学生募集の環境としては客観的に良い状況ではない。
しかし、短大の中でも特別な存在としてあり続けられれば、本学に対するニーズはある
と考えており、建学の精神に基づく教育目的を再確認しつつ、3 つの方針について再構築
をしていく。平成 26 年度から 5 年間を基本とする中期目標の策定により、年度毎にスケジ
ュールと効果、実績を確認し、目標に沿って改善実績を積み重ねていくことが重要である。
高校生やステークホルダーである保護者の興味・志望から、学びの導入として目標設定
のしやすいコース制、及びその改善、他コースや他学科の科目を横断的に幅広く学べるカ
リキュラム、社会人基礎力として求められている、マナーとホスピタリティ教育の充実と
体系化、本学独自のインターンシップ制度、経験値を上げるための細やかな活動、安定的
な就職実績及び就職開拓、経済的負担の軽減など、格差のある四大には無い小規模短大な
らではの面倒見の良い教育が可能であり、本学の特色となっている。実際に来学生徒の出
願率は非常に高く、地元埼玉県だけでなく県外からの入学生の期待値も高くなっている。
学生募集のエリア拡大も図りつつ「企業に近いキャリア短大」として、社会的な有用性と
学生・保護者の学びのニーズを的確に捉え、他校にはない独自の短大として、教育改革の
実行と特に高校内での知名度を上げることが必要であり、社会性の基礎となる教育を徐々
に高校内に浸透させる活動が進行している。
また、既に実績をあげている補助金の積極的な獲得と、寄付金の募集活動推進が、今後
新たな学内活性化にも発展する可能性を含んでおり、全学的な取り組みが肝要である
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■

基準Ⅲ 教育資源と財的資源の行動計画
人的資源に関しては、現在の 19 名の専任教員にプラス 2 名を増員したい。また年齢構成

も若年齢層が少なくなっているので若い人材の登用を考えている。
物的資源に関しては、ラーニングスクウェア開設などのリニューアル計画の続行と校地
の環境整備をさらに進める。また、スクールバスに関しては、効率と費用を勘案して具体
的な方策を考える。
技術的資源に関しては、アクティブラーニング教室の増設と、教室使用や機械の効率的
使用の頻度をあげる。また講習会を積極的に催す。
財的資源に関しては、今後も学園全体として、また短大単体としても事業活動収支の黒
字化をめざす。それには入学定員の確保と、支出の抑制化が求められるが、経費削減に取
り組み、特に大口のスクールバスなどの委託手数料の削減に努める。
◇

基準Ⅲについての特記事項
特になし。

- 86 -

埼玉女子短期大学

【基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス】
■

様式 9－基準Ⅳ

基準Ⅳの自己点検・評価の概要
理事長は就任以来、学園全体の「建学の精神」を堅持しつつ、
「教育理念」や「教育目的」、

その時々のスローガンに絶えず関心を持ち学園全体や外部に向けて周知を行っている。ま
た、理事長は、理事会及び常任理事会で、議長を司り、情報の収集、分析を行い実施事項
に関して責任を遂行している。理事長は、原則として法人本部で執務しているが、週 1 日
は短期大学に出勤し、局長、学務課長、キャリアサポートセンター長、広報室長、総務課
長からなる報告連絡会において、短大業務について毎週報告を受けコミュニケーションを
図っている。教学事項については、理事長は学長と理事会等の会合のほか、短大出勤日に
随時会合し、コミュニケーションを図っている。
短期大学の学長においては、「理事会」「常任理事会」に出席し学園の方針に基づき、審
議・報告機関である教授会において議事を進行し、
「建学の精神」、
「教育理念」、
「教育目的」
に沿って、教育研究活動が円滑に進行するように努力している。
ガバナンスに関しては、寄付行為に基づき 2 名の監事が就任しており、原則毎月開催の
理事会及び年 2 回以上開催の評議委員会に出席している。監査報告書は決算確定の理事会
及び評議委員会に遅滞なく提出されている。監事は学園の監査法人からの報告や、法人本
部からの財務報告の説明を受け、双方の協力で適正な財産状況の公表を行っている。また、
監事は短期大学における業務監査も積極的に実施している。
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［テーマ
［区分
■

基準Ⅳ-A-1
基準Ⅳ-A-1

理事長のリーダーシップ］
理事会等の学校法人の管理運営体制が確立している。］

基準Ⅳ-A-1 の自己点検・評価

（a）現状
理事会は理事 7 名で構成され、指定理事としての学長及び学園が併設する専門学校校長
が指定理事であり、事務方としての責任者として局長 2 名、本部統括者としての理事と理
事長ならびに他大学において運営を担当した理事が学外理事として加わり、建学の精神を
十分に理解し、高い見識・学識を備えた理事を選任している。理事会は、最高意思決定機
関として学校法人の重要な事項が適正に実行できるように、強い責任と役割を果たしてい
る。
理事長は、短期大学開設時、学校法人の組織変更認可に伴い理事長職を務めており、当
時、専門学校校長でもあったことから短期大学学長を兼ねることはなかった。学長は専任
教員から所定の選考手続きを経て選考されており、開学以来、短期大学教員からも信頼は
得ていると自認している。
また、理事会、評議員会の構成も、選出理事や選出評議員に事務系職員が多く選出され
ていることから、事務職に信頼がおかれている。
理事長による理事会開催と運営については、理事会のもとに学園の業務執行に際し、理
事長の諮問にこたえるとともに、学園及び学園の設置する学校に関わる事項の連絡、調整
を行うため、常任理事会を設置し、原則として月に１回開催している。
メンバーは理事長、専務理事、常任理事で構成されるが、常任理事会における議決をも
って理事会の議決としてはいない。
なお、本会の所管は、法人本部事務局総務課で行い、議事録は理事長に報告後、法人本
部にて保管している。根拠規程は、寄附行為施行細則第 11 条、第 12 条である。
理事会は年 10 回～11 回開催されており、監事も同席している。評議員会は年 3 回開催
される。理事会の議長は理事長が務め、5 月には決算報告を主要議題にして評議員会の意
見を聴収し、理事会の審議が行われる。
学園の情報公開については、その公共性にかんがみ、機関紙、ホームページ上で決算書、
貸借対照表、収支計算書等の公開を行っている。
また、特に閲覧を希望される場合は、所定の手続きを経て申し出があれば、本部におい
て受けることにしている。
規程については、規程登録は本部によって一括して行い、各部門の必要に応じて随時、
所定の手続きを経て理事会で審議して通知を図っている。
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図Ⅳ-A-1

学校法人川口学園

組織図

（b）課題
当学園においては、短期大学の学長並びに併設されている専門学校の校長が、ともに指
定理事として理事会を構成する理事となっている。更に理事長の業務執行についての諮問
に応じ、学園の設立する学校の連絡調整に当たるため、常任理事会が組織されている（寄
付行為施行細則第 11 条）。
教育の質の担保、向上のため、自己点検自己評価で挙げられた課題は、教学に関する部
分は、翌年度の事業計画、予算編成の検討の始まる 9 月以前に報告会が行われ、教学に関
しては、5 常設委員会あるいは特別委員会において検討され、所定の手続きを経て翌年度
の事業計画の中で盛り込まれ遂行されるのが理想である。
現在、課題とされている長期化する少子化現象、国際化するグローバル化現象への対応、
学内組織としての理事会、理事長、学長、常任理事会、教授会、短大において設けられて
いる常設委員会、特別委員会等との相互関係について未確立とされていることの課題が指
摘されている。これに対する理事長のリーダーシップとしては、常任理事会への諮問を行
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い節目節目には、理事会への報告と判断を得つつ、常任理事会の基本機能の一つである諮
問機能の活用を図り、適切な対応を行っていく。
理事長は寄付行為第 13 条の業務を全うするため、三様監査体制をとり、上記の関係運営
組織への貢献業務の万全化を図るため、理事長直轄の内部監査室（仮称）の設置を検討す
る所存である。
■

テーマ

基準Ⅳ-A

理事長のリーダーシップの改善計画

理事長は建学の精神に基づき、創設者の意思を継承し、学校法人が設置する学校の教育
活動により社会貢献できる人材の育成を図り、社会から学校法人が必要であるとされる存
在であり続けるため、より充実した質を高めるための質の保障を重ねつつ、安定的な経営
を行うため強いリーダーシップを発揮していきたい。
自己点検・評価の結果については教授会に理事長が出席し、教員及び同席している事務
系上級職員に質の保障、充実強化についての認識、FSD への意欲を喚起しているが、理事
会に対してもその内容を説明し、理事会としての責任を喚起し、サポートを要請していく
ように改善したい。
平成 30 年度から始まる急激な 18 歳人口の急減少子化に対応するため、常任理事会への
理事長の諮問機能を中心として、随時理事会での検討・報告を活発に行いながら、外部情
報の収集，識者の見解も取り入れつつ、中期 5 カ年計画を立案し、関係する常設委員会、
特別委員会、教授会への諮問も行いながら、その計画達成にそれぞれの持つ組織上の役割
を十分に発揮してゆくことを期する所存である。
また、事務系上級職員の SD（スタッフ・ディベロップメント）については、最近の文部
科学省でもその重要性が折にふれて強調され、新しい環境に対応してゆくため質的向上が
特に要求されている｡平成 28 年 3 月 31 日の省令改正においても、産業界や地域等との連携
など、大学の枠を超えた取組や、教育研究の国際的展開等の戦略的な推進などの諸課題に
対応するためには大学等の運営の在り方について一層の高度化及びこれを担う大学職員の
資質能力の向上が必要とされ、職員には事務職のみならず、教員や技術職員等を含むとさ
れている。当面は留学業務に従事するためには語学系の資格取得、日常の事務業務につい
ても IT 資格、また財務関連の資格取得も要求されている。そのためには、意欲の喚起、資
格取得への奨励、関連する研修機会参加への便宜供与、処遇についても配慮してゆくべき
であるということも、理事会として理解し、責任の明確化を図りサポートにも考慮される
よう要請してゆくことの必要がある。
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［テーマ
［区分

基準Ⅳ-B 学長のリーダーシップ ］
基準Ⅳ-B-1

学習成果を獲得するために教授会等の短期大学の教学運営体制が確

立している。］
■

基準Ⅳ-B-1 の自己点検・評価

（a）現状
学長は「建学の精神」に基づく教育研究を推進することを心掛けている。また、近年は
「教育の質保証」が特に問われる時代となり、その内容とする課題に積極的に取り組んで
いる。また、本学のブランド教育について考え実現化に向けて努力している。
また学長は人格、学識、識見を充分に有することを条件に、本学では「学長選任規程」
により厳格に選任されている。平成 25 年度改正により、任期 3 年の再任を妨げないという
規程になった。
教授会は「埼玉女子短期大学教授会規程」により審議・報告機関と規定されている。し
たがって決議機関としての機能はしていない。この教授会議事録は総務課によって作成さ
れており、前回議事録は教授会前に配布され、教授会の議題の一番目に審議される。教授
会開催にあたって議題は学長が提案し、次に各学科長、各委員長に学内メールで配信し確
認する。この時点で調整が行われることもある。事務局は課長以上を招集した「事務局打
ち合わせ会議」が週 1 回開かれ学長を通して教授会に事務局からの提案もできるようにな
っている。このような事前の打ち合わせを通して議事進行がスムーズに行くようにしてい
る。したがって、教授会の時間も必要以上に長くはなっていないように思われる。
この規定第 6 条で合同学科会を規定し、
「合同学科会運営細則」を別に定めている。これ
は教員全体で、連絡・調整及び意見交換をする場として月 1 度開かれている。ここでは学
生指導や、教育課程や、基礎ゼミに関することなど話し合われるが、教授会ではないので
フランクな意見交換の場として有意義なものと思われる。この場に学長も参加し、特に学
生の修学状況の把握に努めている。また、この会議での議題が学長によって教授会でとり
あげられ、審議・報告されることもある。
各委員会は教授会の下に位置づけられ、
「埼玉女子短期大学委員会運営細則」に基づき月
1 回開催されている。各委員会の委員長は会議が終了したら議事録とともに学長に報告し、
学長は教授会に上げるもの、そうでないものの判断をするようになっている。
また、平成 25 年度に拡大教務委員会が発足し、学長、局長、関係委員会委員長、関係課
長を構成員とし、教務に関係ある重要事項を特別に議論し遂行している。
学習成果は教授会の議題としてしばし取り上げられているが、その場の報告に終わって
いる感がある。また三つの方針は、拡大教務委員会が主に担当し、原案を策定しつつ関係
部署と調整し、教授会で確認し、その方針に沿って教育活動を進めている。
（b）課題
学習成果の分析・評価は教授会での報告はあるが、分析や議論があまり活発に行われて
いるとは言えない。合同学科会、学科会、FSD 研修会でそれを強化し、発展させることが
課題である。
また、拡大教務委員会が発足したが、本学の「学び」の分野を左右する重要な委員会で
あり、この委員会の内容深化が課題となっている。
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三つの方針のディプロマ・ポリシーに関しては今後拡大教務委員会が主導することにな
るが、入り口である募集・入試委員会と出口であるキャリアサポート委員会を交えて議論
をさらに深める必要がある。
■

テーマ

基準Ⅳ-B

学長のリーダーシップの改善計画

学長の権限ないし裁量は平成 17 年の大幅な規程改正以降強くなっているといえる。また
それだけトップダウン組織でもあるといえる。したがって学長の責任はボトムアップの力
を認識しつつその内容を的確に把握し実現する判断力が必要である。平成 27 年度は新たに
「教育改革に関する学長裁量経費取扱い要領」ができ 6 人の教員からの応募があり執行さ
れた。今後ますますこのような取り組みに多くの教員が参加するように推進したい。
平成 22 年～26 年の中期計画を引き継ぎ、平成 26 年～30 年の中期目標・計画が策定され、
これに基づき各年度ごとの事業計画が作成される。その年度で取り組むべき課題を明確に
し、年度の終わりにはその年度の評価をしている。
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［テーマ
［区分
■

基準Ⅳ-C
基準Ⅳ-C-1

ガバナンス］
監事は寄附行為の規定に基づいて適切に業務を行っている。］

基準Ⅳ-C-1 の自己点検・評価

（a）現状
本学の寄附行為第 6 条第 1 項第 2 号に定められた監事の定員枠は 2 名であり、現員も 2
名、うち 1 名は公認会計士である。
寄附行為第 16 条では監事の職務を規定しており、具体的には監事による業務状況の監査
及び財産の状況の監査であるが、監事は以上について職務を適切に行っている。
同 16 条第 1 項第 6 号に「この法人の業務又は財産の状況について、理事に意見を述べる
こと」と規定されているが、監事は毎月開催される理事会に出席し、議事の進行や採決の
方法等を観察している。審議不十分ないし不明確の点ありと思われるときは発言を求め、
理事長から意見を求められた場合にも考えを述べている。
平成 27 年度の理事会、評議員会もすべての回において、監事は出席し意見を述べており、
また監事の出席の定めのないほぼ毎月行われている常任理事会においては、監査の折にす
べての議事録、資料を点検している。
同 16 条第 1 項第 3 号において、
「 この法人の業務又は財産の状況について、各会計年度、
監査報告書を作成し、当該年度終了後 2 カ月以内に理事会及び評議員会の提出すること」
と規定されているが、平成 26 年度も決算時に監査報告書を作成し、決算認定の理事会及び
評議員会に提出し、読み上げ監査報告を行った。
また監事は監査を担当する会計監査人である公認会計士とは年に数回面談し、意見交換
も行ない、情報を共有している。その情報交換の中で、会計士からの指導は可能な限り受
け入れる姿勢をとっており、双方協力して適正な財産状況の公表に努めている。
さらに現存の諸規程が死文化していないか等を年に数回にわたり職員に質問し、また各
学校に赴き現場の現状把握、また規程と変化する現状と乖離しないように適切に対処を求
めている。
（b）課題
監事は法人の業務及び財産の状況を監査し、それぞれについて当該会計年度終了後に監
査報告書を作成し、決算認定の理事会・評議員会に提出している。またその結果不正、法
令、寄附行為違反等の重大な事実を発見したときは、報告できる体制を整えている。その
ため毎月の理事会に出席し、審議過程を観察し必要な意見確認を行い、寄附行為に基づい
て業務を執行しているため、現段階での特段の課題はない。
［区分

基準Ⅳ-C-2

評議員会は寄附行為の規定に基づいて開催し、理事会の諮問機関と

して適切に運営している。］
■

基準Ⅳ-C-2 の自己点検・評価

（a）現状
評議員会は理事長の諮問機関として 17 名の定数で構成し、寄附行為第 25 条に定める選
任は、法人の職員 7 人（1 項 1 号）、卒業生 5 人（1 項 2 号）、学識経験者 5 人（1 項 3 号）
となっており、現員は 17 名である。理事定数は 7 名であるので、理事の 2 倍以上の定数で
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ある。
評議員会は、寄附行為に規定されているとおり定期評議員会（3 月、5 月）の 2 回を開催
し、さらに臨時評議員会（11 月／年央報告）を開催している。
評議員会議長は、評議員会において選任している。
理事長は、寄附行為に定められた、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない
審議事項に関しては、すべて評議員会にはかり、評議員会の意見を聴したまたは了承を得
た後に、理事会を開催し決議している。
（b）課題
評議員会は理事の定数 7 名の 2 倍を超える定員 17 名で構成され、選出枠も寄附行為で定
められたとおりの選出枠で、現在欠員はない。寄附行為に定められた評議員会が開催され、
定められた諮問事項について諮られ、理事会に対する諮問機関としての役割を果たしてお
り、特段の課題はない。
［区分 基準Ⅳ-C-3 ガバナンスが適切に機能している。］
■ 基準Ⅳ-C-3 の自己点検・評価
（a）現状
中・長期計画に基づいた毎年度の事業計画と予算編成は以下の手順で行っている。
1)予算編成手順
①予算編成方針は、予算統括責任者である理事長からの命により、法人本部が中心となり
原案を作成し、常任理事会の議を経て 10 月の理事会に上程され、その承認後 11 月に理事
会決定の予算編成方針として各部門の予算編成責任者に通達される。
②各部門の予算編成責任者は予算編成基本方針に基づき、中期計画に沿った各部署の予算
編成単位担当者に予算要求書作成を指示し、これを取りまとめ法人本部経理課に提出する。
③法人本部経理課は前年度の予算執行状況を評価し、各部門にこれを実績ベースとした予
算編成基礎表の作成を依頼する。
④各部門から提出された予算編成基礎表と予算要求書を精査し、専務理事、法人本部事務
局長、財務担当部長、経理課長が必要に応じ、各部門から予算要求書の内容等に対してヒ
アリングを行い、同時に予算折衝を行う。
⑤法人本部経理課は、各部門部署の折衝結果を取りまとめ、予算編成方針に基づき予算原
案としてとりまとめ、1 月に第一次予算案を作成し、これを常任理事会、理事会にはかる。
⑥学生生徒納付金が収入の大部分を占めるため、入学予定者数の状況を確認しながら、達
成可能性を検証したうえで、第二次予算案作成、さらに必要に応じて第三次予算案作成へ
練り直す。最終的に 3 月下旬の評議員会の意見を聴したのち理事会にて次年度予算として
承認された後、速やかに各部門に通達される。
また事業計画と併せて 4 月 1 日に行われる事業計画説明会にて全教職員に説明される。
2)中期計画と単年度予算について
①原則として、中期計画が年次進行により当該年度予算となるが、内外要因、特に学生の
募集状況、大規模修繕等の必要により変更が生じた場合、その内容を慎重に審議して変更
していく。
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②内外要因により変更が生じた場合は、中期計画の抜本的な見直しが必要なため、主とし
て常任理事会が中心となり、理事会の承認を経てローリング作業が行われていく。
平成 25 年度に策定した現平成 26～30 年度中期・目標計画は、特に短期大学については
日本私立学校・共済事業団の経営相談センターの協力を仰ぎ策定したものである。その中
で大きな計画項目であった魅力的なキャンパスを目指したキャンパスリニューアル計画に
ついては学生募集等への好影響を期待し、一部前倒しして実施した。
このように編成された各年度予算の執行状況については、各部門が予算の範囲内との大
原則で執行し、法人本部経理課、法人本部事務局長、財務担当部長がこれを管理している。
この執行状況を毎月とりまとめ、予算額と対比させた形式にて学内ネットワーク上にて公
開している。
また月次決算は、財務担当部長、法人本部事務局長、専務理事、理事長が閲覧した後に、
常任理事会、各予算執行部署の課長にも開示されており、経営状況の共有化がはかられて
いる。
9 月末までの上半期終了後には半期決算を行い、11 月に行われる年央の評議員会、理事
会に報告され、予算執行状況等を鑑み必要に応じて補正予算を編成することにしている。
小口現金の出納に関しては各部門、それ以外はすべて法人本部事務局経理課において一
括管理し、起票からチェックまでを毎日、経理課長、法人本部事務局長が確認し、月ごと
に専務理事がチェックし理事長に報告している。予算にない支出が発生した場合について
は、稟議規程に基づき稟議による理事長の決裁を仰ぐこととなっている。
このような計算書類、財産目録等は、学校法人の経営状況及び財政状態を学校法人会計
基準に基づき適正に表示している。
監事は当初予算の予算編成方針や予算の補正について審議する理事会・評議員会にすべ
てに出席し、必要な意見を述べ、監査を行っている。年度決算に係る財産状況についての
監査は、貸借対照表、収支計算書、その他財務計算書類すべてについて行っている。これ
らの監査の結果不正の行為または法令もしくは寄附行為に違反するようなことはこれまで
のところない。
公認会計士である会計監査人による監査も年間のべ 38 日間実施している。公認会計士と
監事との情報交換会を年に数回実施し、意見交換、情報の共有を行っている。公認会計士
監査時には経理課長が立会い、監査意見があった場合、財務担当部長、法人本部事務局長、
専務理事が適切な対応をとっている。
資産及び資金（有価証券を含む）の管理と運用は、ファイル台帳として管理している。
資金出納はすべて適切な会計処理に基づいて記録し、毎月現金出納帳と預金照合表を法人
本部事務局長と専務理事が確認している。
平成 25 年度より学園創立 80 周年記念募金を開始しており、適正な処理を行っている。
学校債の発行は行っていない。
月次決算は毎月速やかに行われ、各計算書類の作成後、経理課長より法人本部事務局長、
専務理事、理事長に報告がなされている。常任理事会においても報告がなされ、各部門長
も把握している。また同様の資料は学内ネットワークでも配信している。
日常的な出納業務は学校法人会計基準に基づき円滑に実施しており、支払い業務は理事
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長、専務理事、または法人本部事務局長を経て行っている。
教育情報及び財務情報は、本学園及び設置する両校のホームページ上で学校教育法施行
規則、私立学校法の規定に基づき公開している。また、財務情報は法人本部事務局に備え
置き、本学に在学する者その他利害関係人から請求があった場合には、これを閲覧に供し
ている。
（b）課題
現在、本学園は短期大学、専門学校の将来構想を基にした中期計画・目標を学内に発表
し、これに基づいて各年の予算編成・事業計画が立案され、評議員会・理事会を経た後、
各部門、全教職員に示されている。
予算執行は各部門長、部署長と法人本部経理課が管理し、月次決算としてとりまとめら
れ、理事長をはじめ各部門長、部署長関係者に報告されている。予算にない大きな支出が
発生した場合には、理事長決裁の稟議事項となっている。なお半期決算は理事会、評議員
会に報告されている。
計算書類、財産目録等は、学校法人の経営状況及び財政状態を学校法人会計基準に基づ
き適正に表示している。
監事は理事会・評議員会に毎回出席し、貸借対照表、収支計算書、その他財務計算書類
の必要な監査を行っている。監査を担当する公認会計士との意見交換会も実施し、相互に
情報を共有し、監査人からの指導は真摯に受けとめ、適切な対応を心掛けている。
資産及び資金の管理と運用は、安全かつ適正に管理され、日常的な出納業務は学校法人
会計基準に基づき円滑に実施しており問題はないと解している。
教育情報及び財務情報は、ホームページ上で積極的に公開しており、財務情報は法人本
部に備え置き、閲覧に供している。
このように現在、本学のガバナンスは各設置基準をはじめ関係法令、本学園の諸規程に
基づいて執行されている。また平成 28 年度からは理事長直属の内部監査室を設置する予定
であり、三様監査体制の構築により、従来よりも適切なガバナンス体制が構築される見通
しであり、特段の問題点はないものと考える。
■

テーマ

基準Ⅳ-C ガバナンスの改善計画

私立学校を取り巻く環境は、平成 30 年度からの 18 歳人口減少の加速化により厳しさを
増していくが、そのような経営環境下でも、公教育の一旦を担う私学には「適正な法人運
営」、つまり「ガバナンス」が求められ続ける。
ここでいう学校法人の「ガバナンス」とは「建学の精神に基づく経営理念や事業計画に
沿った意思決定を行うことを担保する仕組み」と「その意思決定に基づいて経営をしてい
くことを監督する仕組み」（日本私立大学連盟『アルカディア学報』NO.338、石渡朝男、
2008）であり、この実現において重要な役割を果たすのが、監事と評議員会と言われてい
る。
まず監事についてであるが、本学園の監事は、本学寄附行為第 6 条に規定された定数 2
名、現員 2 名であり、各種関連規程に則り、業務状況の監査及び財産状況の監査を実施し
ており、監査報告書も適切な時期に提出され、理事会に報告されている。
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そのため監事はすべての理事会に出席し意見を述べるとともに、決算監査の折には、監
事の出席の定めのない常任理事会の議事録・資料や各種重要な契約書、稟議書等の経営上
の重要な意思決定に関する書証を点検している。
加えて短期大学教学面においては教授会、各種委員会、FSD 等のさまざまな会議を傍聴
し、意見を述べ、問題点があればこれを指摘、事務局運営面では現預金管理、会議運営、
中退・除籍の手続きと機関決定等の確認等の事務フローの確認を書面または実地で行って
おり、これらの報告を書面にて受け取ることで適切に監督している。
法人本部総務課が窓口となる私立大学等経常費補助金に関しても担当部署に説明を求め、
根拠数値や諸表の確認を行っている。
さらに監事は会計監査人とも連携、情報交換する機会を設けている。年に数回の監事情
報交換会の場を設け、日ごろの疑問点、ガバナンス等について意見交換を行い、情報の共
有に努めている。その席には法人運営に関する担当部署から担当者も出席し、逐次質問に
応えられる体制となっているが、その場で監査人からの指摘事項、指導は可能な限り受け
入れ、双方協力し適正な財産状況の公表に努めている。
なお、言うまでもなく法人の資産及び資金の管理運用については、学校法人会計基準を
順守した上で、本学園の「固定資産及び物品管理規程」及び「経理規程」等に基づき管理
し、これを監事、会計監査人が監督している。
公認会計士である会計監査人の監査は、書面による年間の監査計画に基づき年間延べ 38
日間実施されている。監事と公認会計士の連携は、前述のとおりであるが監査人はこの折
に監査状況を直接監事に説明している。また監査人は、理事長をはじめとする理事者とも
たびたび情報を共有する場を設け、積極的に情報収集に努めている。
監査人による決算及び期中監査時の指摘事項及び修正事項、意見は、書面または口頭に
よるものも含めて、担当部署に伝えられ対応している。これは監事による監査も同様であ
り、監事による監査講評は理事者においてまとめられ、監査人、理事長にも報告され、内
容の検討、実現に向けて各部署で対応している。
このような外部監査、監事監査の結果、本学園の計算書類、財産目録は学校法人の経営
状況を適正に表示しており、監事による「内部統制システムが機能しているかのチェック」
と「健全な経営と社会の要請に応えること」の 2 つが適切に機能していると考えている。
また平成 28 年度から監査体制の強化のため、理事長直轄の内部監査室を設ける予定であ
る。これにより会計監査人、監事、内部監査室の三様監査体制が構築できることとなり、
これまで以上の一層のガバナンス体制強化が図られる見通しである。
次に評議員会である。本学の評議員会定数は寄附行為第 21 条で定数 17 人と定められて
おり、これは寄附行為第 6 条に定められた理事定数 7 人の 2 倍を超えている。なお選任区
分は同第 25 条で規定されており、現在定数を満たしている。
私立学校法第 42 条に規定されている評議員会の諮問事項は、本学寄附行為第 23 条で規
定し、評議員会において諮問されている。すなわち予算、当該会計年度内の収入をもって
償還する一時の借入金を除く借入金及び基本財産の処分並びに運用財産中の不動産及び積
立金の処分、事業計画、予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄、寄附行為の変更、合
併、目的たる事業の成功の不能による解散、寄附金品の募集に関する事項、通信教育の開
始、廃止、収益事業の開始、廃止、学長、校長の任免その他の重要な人事、学則の制定及
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び変更、その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるものであ
る。
年度事業計画と予算（案）の審議手順を例にとって評議員会と理事会の役割を説明する。
まず中期目標・計画に基づき、法人本部より「予算編成方針（案）」が理事会に提出され、
審議を経て決議された「予算編成方針」となって各部門に回付される。各部門長はこの方
針に基づき事業計画・予算原案を作成し、法人本部経理課に提出、これを法人本部と担当
部署が予算折衝を行い、最終的に経理課が取りまとめていく。最終の予算（案）は常任理
事会、理事会を経た後に、評議員会にて広く意見を求め検討される。この審議を経た案が
最終的に理事会において決議承認される手続きとなっている。
このように評議員会は、学校法人の運営に係る重要な業務もしくは財産の状況又は役員
の業務執行の状況に関し、意見を述べその諮問に応え、報告を受けている。
最後に監事、評議員会以外のガバナンスについても記述する。
寄付金については、現在、理事会の決定に基づき平成 25 年度より「学校法人川口学園創
立 80 周年記念募金」を募集しており、募集、管理とも適正に処理が行われている。
教育情報及び財務情報の公表については、①財産目録②貸借対照表③収支計算書④事業
報告書⑤監事による監査報告書を、各校および学園のホームページで積極的に公表し、ま
た法人本部においても請求に基づく閲覧に供している。
監事、評議員とも寄附行為の規定に基づいて業務を執行しており、ガバナンスの観点か
ら特段の課題はない。
またさらなるガバナンスの強化に向け平成 28 年度から理事長直轄の内部監査室を設け、
監事、会計監査人、そして内部監査人の 3 者による「三様監査」体制を構築することによ
り、実効性を高めていく。
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■

基準Ⅳ

リーダーシップとガバナンスの行動計画

理事長及び学長は「建学の精神」、「教育理念」、「教育目的」、「教育目標・方針」、「三つ
の方針」さらに「企業に近いキャリア短大」などのスローガンを、教職員、学生、保護者、
企業など関係するステークホルダーにより広く深く浸透させ、本学の立ち位置や存在意義
を明確にし、財務の合理化を一層推進し、大学経営のさらなる安定化をはかる。

◇

基準Ⅳについての特記事項
特になし。
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様式 10－教養教育

【選択的評価基準】
教養教育の取り組みについて
■

以下の基準（1）～（4）について自己点検・評価の概要を記述する。

基準（1） 教養教育の目的・目標を定めている。
（a）自己点検・評価を基に現状を記述する。
本学の教養教育の目的は、広い教養と基本的な物の見方、考え方を培い、専門教育の基
礎として教養を位置づけ、社会人として必要なコミュニケーション力を養成することにあ
る。また、本学ではキャリア短大宣言をして以来、一般教育科目のなかに、実践的なキャ
リア科目を導入し、学生のキャリア意識の涵養を目標に定めている。したがって、従来の
教養教育とキャリア教育を両輪として社会人基礎力を養成することを最終的な教育目標と
している。平成 27 年度からは、一般教育科目の名称を「教養とキャリア科目」と名称変更
して、教養科目とキャリア科目が融合したカリキュラムの編成にして、内容を示す名称に
変更したために、学生への履修指導、オリエンテーションではカリキュラムの意図が伝わ
りやすくなった。
（b）自己点検・評価を基に課題を記述する。
教養教育とキャリア教育の有機的な関連付けがまだ十分ではないことが問題である。つ
まり、教養は学問に近く、キャリア教育は実践教育として位置づけられているという背景
がある。双方の教育が重要であることは、オリエンテーションの履修指導でとくに学生に
喚起しているが、相乗効果として成果を上げるには至っていない。
（c）自己点検・評価を基に改善計画を記述する。
教務委員会でオリエンテーションのあり方を含め、カリキュラムの意図を徹底するよう
に検討し、具体的な措置を講じるようにする。
基準（2） 教養教育の内容と実施体制が確立している。
（a）自己点検・評価を基に現状を記述する。
一般教育科目の内容としては、必修科目として「キャリアデザインⅠ」、「キャリアデザ
インⅡ」、
「基礎ゼミⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」を配置し、選択必修科目として「キャリア基礎科目」
群に「マナーとホスピタリティⅠ」、
「マナーとホスピタリティⅡ」、
「コンピュータ A」、
「コ
ンピュータ B」、「文章表現法」、「コミュニケーションスキル」、「現代社会と企業」を配置
し、さらに選択科目として「時事経済」、「ビジネス・ワープロⅠ」、「ビジネス・ワープロ
Ⅱ」を配置している。
「キャリアデザインⅠ」、「キャリアデザインⅡ」では、社会人として必要な知識、技能
修得を繰り返し行い、自己認知のもと自己表現力の向上を目標としている。
「基礎ゼミⅠ・
Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」では、有意義な学生生活を送るための様々な情報を得るとともに、将来のキ
ャリア形成のための基礎学力を養い、教養と常識を学べる内容となっている。しかし、昨
今の学生には基礎学力の不足している学生が目立つこともあり、その学力不足を補うため
に、学生は本学で編集した独自の問題集を通して、漢検、英検、数検それぞれの基礎レベ
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ルを学んでいる。
「基礎ゼミ」の授業では毎週試験が課され、翌週には答案が返却されるよ
うになっており、各学生の基礎学力の把握に努めている。現状では、下位の学生の対策が
まだ十全ではないことが問題となっている。
「キャリア基礎科目」群には、社会人に求められるマナー、ホスピタリティ、コンピュ
ータの基礎能力、よりよい人間関係を築くための「コミュニケーションスキル」、社会人と
して不可欠の文章力を磨く「文章表現法」などが配置されており、基礎的な実務能力を養
成する場としてこの科目群が設定されている。さらに、学生が企業の現場を知る手がかり
となる科目として「現代社会と企業」が設定されており、両学科のコース内容に沿った実
践的な知識を提供することを目的とし、専任教員がマネジメント役となって、企業からゲ
スト講師を招聘し、表Ⅴ-1-1 のようなスケジュールで実施されている。
表Ⅴ-1-1

平成 27 年度「現代社会と企業」

回数

月日

テーマ

企業

講師

1

4 月 10 日

オリエンテーション

2

4 月 17 日

百貨店・小売業界

㈱三越伊勢丹
ヒューマン・ソリューションズ

人材サポート事業部
採用グループメイト社員担当
担当長 平野貴美子氏

3

4 月 24 日

ブライダル業界

Pleats.I（プリーツ ドット アイ）

支配人

4

5月8日

ビューティー業界

㈱尚美堂

代表取締役社長

5

5 月 22 日

病院の仕事

一般社団法人 TMG 本部

人事部

6

5 月 29 日

旅行業界

㈱ジェイアール東海
パッセンジャーズ

総務部担当部長

7

6月5日

観光業界

近畿日本ツーリスト㈱

8

6 月 12 日

調剤薬局の仕事

㈱阪神調剤薬局

9

6 月 19 日

航空業界

㈱JAL スカイ

10

6 月 26 日

ホテル業界

㈱パレスエンタープライズ
パレスホテル大宮

総務人事支配人

11

7月3日

アパレル業界

㈱ミキハウス

人事部部長

12

7 月 10 日

金融業界

飯能信用金庫

人事部

13

7 月 17 日

食品業界

㈱シジシージャパン

管理部 人事・RM 室主事
安藤謙一氏

14

7 月 24 日

女性の仕事・起業

Office Idei Human Interface Planner

出井文子氏

15

7 月 25 日

まとめ

渋谷剛志氏
岩田光平氏

光山久美子氏
清水千尋氏

首都圏埼玉団体旅行支店
営業課長 井原優氏
薬局統括本部薬局人事採用課
鈴木司章氏
羽田事業所 企画総務部
尾形達氏
石田繁氏

宮本周氏

井上友貴氏

「キャリア基礎科目」群に対して、
「教養科目」群には、
「言語と文化」、
「文化」、
「社会」、
「生活」、「情報」、「スポーツ」の分野が配置され、いずれの分野も現代社会、文化のあり
様、現代生活のあり方について、学生に生き方の指針、社会の見方を提示しながら社会人
として求められる基礎知識を涵養することを目的としている。ほとんどの教養科目を専任
教員が担当するようになっており、シラバスは教員間の意見交換を踏まえ設計、構築され
ている。表Ⅴ-1-2 にキャリア系科目と教養系科目の配置を示しておく。
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表Ⅴ-1-2
キャリア系科目
必
修

キ
ャ
リ
ア
基
礎
選
択
科
目

教養系科目

キャリアデザインⅠ
キャリアデザインⅡ

マナーとホスピタリティⅠ
マナーとホスピタリティⅡ
コンピュータ A
コンピュータ B
文章表現法
コミュニケーションスキル
教養と数学
現代社会と企業
時事経済
ビジネス・ワープロⅠ
ビジネス・ワープロⅡ

必
修
言
語
と
文
化
文
化

社
会

教
養
選
択
科
目

生
活

情
報
ス
ポ
ｌ
ツ
（ 活動 ）

（ 研修 ・ 資 格）

ビジネス・ワープロⅢ
ビジネス・ワープロⅣ
救急法

基礎ゼミⅠ
基礎ゼミⅡ
基礎ゼミⅢ
基礎ゼミⅣ
英語 A
英語 B
言語と文化（ドイツ）
言語と文化（フランス）
近代文学
世界の民話
演劇論
日高の歴史と文化
日本の政治
ライフコースの社会学
福祉とボランティア
女性学
生活と法律
くらしの科学
生活のための数学
生活のための統計
介護の理論と実践
健康と生活
心理学
現代メディア文化
情報システムと社会
コンピュータ・グラフィックス
スポーツ・ダンス実習 A
スポーツ・ダンス実習 B
スポーツ・ダンス実習 C
地域連携活動
地域連携活動
地域連携活動
地域連携活動
イベント企画
イベント企画
イベント企画

A
B
C
D
A
B
C

（b）自己点検・評価を基に課題を記述する。
「キャリア基礎科目」群には、就職活動で学生に求められるスキル、知識が教育内容に
含まれており、必要十分な学習量であり、問題ないと考えているが、
「教養科目」群は選択
必修科目ではないこともあり、履修せずに卒業が可能な仕組みとなっている。この点につ
いては、偏った履修にならないようにカリキュラム編成が求められよう。キャリア短大を
目指すからこそ、教養豊かな女性を社会に輩出する責任を負っており、教養科目にも目を
配ったバランスのあるカリキュラムが必要となる。
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（c）自己点検・評価を基に改善計画を記述する。
教務委員会がカリキュラム改革の役目を負っており、選択必修の科目設定についても検
討が必要であり、次年度への改善を目指す。
基準（3） 教養教育を行う方法が確立している。
（a）自己点検・評価を基に現状を記述する。
教養教育の実施にあたっては、まずカリキュラムの編成について教務委員会を中心に検
討され、次年度のシラバスを決定する仕組みとなっている。そのなかで、教養教育につい
ても両学科長を中心に、専門教育と連携したカリキュラムになるように配慮している。全
学的にも教養教育の位置づけは明確であり、オリエンテーション時に、特にシラバスをと
おして教養とは何かを説き、短期大学の存立の意義もこの点にあることを説明している。
学生にはこのような学習環境にあって、専門コースと教養を学ぶ必要性を理解するように
求めている。
（b）自己点検・評価を基に課題を記述する。
現実には、専門コースのみを学びたい学生が増えていることも事実であり、単に履修指
導にあたって意義を説くだけでは教養の意義を浸透させるには不十分であり、専門コース
の教員とともにたえず機会を捉えて指導にあたる必要がある。
（c）自己点検・評価を基に改善計画を記述する。
専門教育と教養教育の学習成果をたえず総合的に、有機的に検証する必要があり、その
ために全学的に検討、議論する場を設けることが急務である。
基準（4） 教養教育の効果を測定・評価し、改善に取り組んでいる。
（a）自己点検・評価を基に現状を記述する。
必修科目である「キャリアデザインⅠ・Ⅱ」については、学生からのアンケートをもと
に学生の就職意識、職業像の変化を測るようにしており、就職活動に効果を上げるように
努めている。また、学期半ばには全学の学生アンケートも実施され、その結果が学期途中
にフィードバックされる方式になっており、学期内での改善に貢献している。一方、
「基礎
ゼミ」については、毎回実施されるテスト結果がコースごとに集計され、成績評価が FSD
で詳細に報告され、問題集の難易度、学生の基礎学力の程度、コースごとの成績、学生の
学習意識全体について検討が加えられ、次の学期に改善点が反映されるようになっている。
（b）自己点検・評価を基に課題を記述する。
学生からの授業アンケートを参考にして、学生の理解度、授業への参加度などを図り、
授業に反映させてはいるが、必修科目以外では、まだ全学的に授業効果を測定するという
観点は導入されていない。
（c）自己点検・評価を基に改善計画を記述する。
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授業効果の測定という観点がまだ浸透していない状況にあり、教務委員会を中心に学生
の質を保証するという視点からも、学生の学力上昇、意識変化が数値的に示せるように検
討していく。
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様式 11－職業教育

【選択的評価基準】
職業教育の取り組みについて
■

以下の基準（1）～（6）について自己点検・評価の概要を記述する。

基準（1） 短期大学における職業教育の役割・機能、分担を明確に定めている。
（a）自己点検・評価を基に現状を記述する。
本学のアドミッションポリシー・カリキュラムポリシーにて埼玉女子短期大学が行う職
業訓練の役割・機能・その分担の概要が定められていると同時に、各学科・各コースが目
指す育成ビジョンを明確に提示している。本学の教養・実務教育を根底で支えているのは、
本学の職業教育の基盤となるキャリア基礎科目における教育である。知識・技術を実際の
ビジネスに即した事例に加えて、どの分野においても必須となる対人能力を醸成する為の
必修科目、またホスピタリティや接遇力を養成する機能がある。
「キャリア短大」として 2
年間の修学期間の中で図Ⅴ-2-1 のように階層建てした教育の考え方の下、基礎・教養訓練
と同時に実務教育を平行し、知識の定着を図りながら社会人教育並びに具体的職業に関連
した実践教育を行っている。
図Ⅴ-2-1

キャリア教育概念図

職業選択
職業教育２（実習）
インターンシップ
職業教育１（理論・基礎知識）
コミュニケーション・マナー教育
キャリアデザイン教育

（b）自己点検・評価を基に課題を記述する。
商学科・国際コミュニケーション学科・共通の全学科、コースは学生が目指す方向性・
職業イメージを明確に示し、それらに応じたにコースのビジョンを定め、カリキュラムを
組んでいるが、これらの教育・カリキュラムはその意義・目的や関連する他の科目や学内
セミナー等を含む本学独自のキャリア教育との相関関係の確立は経年の課題であり、学科
毎、また横断的なカリキュラムマップの精度を上げる取り組みはしているものの、未だ本
質的な形にはなり得ていない。
（c）自己点検・評価を基に改善計画を記述する。
コースビジョンに整合した科目の整理と内容の精査を図り、不要な重複を無くした上で、
目標とする技術や資格、それを活かした職業訓練の体系を充実させると同時に、キャリア
教育におけるカリキュラムマップの策定も効果的な手段と捉えている。
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基準（2） 職業教育と後期中等教育との円滑な接続を図っている。
（a）自己点検・評価を基に現状を記述する。
本学は、進学に当たり学生が描いているビジョンを聴きとり、高等学校教育を経て本学
の職業教育に移行するミスマッチが起こらないような丁寧な懇談を行っている。オープン
キャンパスにおけるこれらの懇談や面談は、単に本学での大学生活への不安の払拭や入学
への期待値を上げることではなく、キャリア意識を喚起させるため、熟考させる助走とし
て効果を発揮している。これは、事後のアンケート結果にもまた、入学直後のアンケート
結果にも表れている。別の側面では、本学へ進学する層の本質的な理解を図るため、学長
以下教職員による高校訪問を積極的に行い、高等学校での教育方針を理解すると同時に、
本学での勉学に円滑に移行できるような体制づくりの材料としている。入学前に各々の高
等学校の教育方針や学生の評価についても理解が進んでおり、断絶することの少ない大学
教育への移行を図っている。
本学の特徴として高等学校教育とのブリッジを図る目的の一つとして、入学時キャリア
教育を実施している。この教育では、大学生を社会人としてのへの第一歩と捉え、身だし
なみや立ち居振る舞いを集中的に講義・実習させ、これから各々が学び、進む道に共通す
るマナーやホスピタリティについての導入と位置付けている。これは、本学が 2 年間一貫
して行っている「マナーとホスピタリティ教育」への布石ともなっている。これら一貫し
たマナー・ホスピタリティ教育はそれ単体ではなく、あらゆる場面で学生の社会性や人間
性を豊かにする一助となっており、インターンシップや就職内定後の企業からの評価も分
野を問わず高い。
各学生が、高等学校教育で培った能力・技術を更に高める為の多くのコース設定がある
ことも、学生が戸惑うことなく自分の強みを活かした進路設計をしていけるしくみの一つ
である。
（b）自己点検・評価を基に課題を記述する。
短期大学進学を第一志望としていなかった後期中等教育修了者の中には、職業訓練への
移行が円滑に進まない学生もいる。目的意識がある学生にとって短期大学での一般教養と
専門職業科目を連動させて学ぶことは至極自然なプロセスであるが、特に職業上の目的意
識が生まれていない学生に対しては、その前提となるキャリアビジョンへの喚起が必要で
ある。入学時キャリア教育の時点で、課題を持つ可能性のある学生が認められるケースも
あり、フォローの必要性は共有するものの、間断ない指導やフォローが十分とは言えない。
（c）自己点検・評価を基に改善計画を記述する。
キャリアビジョンへの喚起の必要性を受けて、更なる自己発見や分析を複数の手法で行
い学生が自らのライフ＆キャリアプランを立てられる素地を構築する導きを更に強化する。
また、職業のみならず国内外への進学という進路選択についてもキャリア教育の一つとし
て位置づけ、未来に繋がる指導を充実させる。
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基準（3） 職業教育の内容と実施体制が確立している。
（a）自己点検・評価を基に現状を記述する。
前述基準（1）
（2）において概要は示しているが、職業教育については階層別並びに専門
分野別に内容・実施体制共に確立して実践されている。
【正規カリキュラム】
前頁キャリア教育図の基礎部分である「キャリアデザイン」「コミュニケーション」「マ
ナー・ホスピタリティ」をキャリア基礎科目と設定し、通年で職業教育の基盤構築を行っ
ている。前期は主として自己の確立に重きを置きライフプランの中での自分の立ち位置を
明確にする教育を実施している。また同時に他者とのコミュニケーションのとり方とその
重要性についてワークを取り入れた講義の中で社会生活を営む上で不可欠な社会性の醸成
に取り組んでいる。
各職業分野の専門性の高い教員による実務的な講義・演習、多岐に渡るインターンシッ
プ参加を通じて、資格取得や即戦力のある人材への教育を実施している。
【正規外プログラム】
専門教員が行う職業教育以外に、学生自らが主体となってプロジェクト運営させること
による職業教育も積極的に取り入れている。
「学内企業セミナー」並びに「入学時キャリア教育」
「学生サポーター制度」など学生ら
の企画や接遇機会を作り、企業担当者との接遇やビジネスレター作成、また後輩指導を通
じての新たな気づきを促している。
（b）自己点検・評価を基に課題を記述する。
短期大学において常に課題となるのが、基盤教育が十分ではない時期での実務教育（イ
ンターンシップを含む）への参加である。また、就職憲章の刷新により、インターンシッ
プの分野にも、企業側の狙いや時期に変化が表れている。明確な希望進路を見据えている
学生も多いが、未知数である学生も相当数おり、インターンシップでの狭い範囲内でその
職業を理解してしまう危険性も孕んでいる。不十分な意識・知識のままインターンシップ
等、外部での教育成果が試された場合、そこでの結果を実教育にフィードバックする仕組
みが十分であるとは言えない状況である。また、職業教育の内容は、学内実技はもとより、
インターンシップでその知識の定着や実施を狙っているが、現業における学生のインター
ン内容には限界があり、必ずしも学んだことを体験出来ていない。実施体制のしくみはあ
るものの、個々の中身を見ると、目的に照らした実績が上がっているケースばかりではな
い。
（c）自己点検・評価を基に改善計画を記述する。
短期大学における教養教育の必要性をより論議を深め、専門学校との差別化を明確にし
た上で、職業教育の内容をインターン、また実業の場とマッチさせるべく、職業の現場か
らの逆のベクトルにも着眼し、職業教育にフィードバックし取り入れる体制づくりを促進
する。
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基準（4） 学び直し（リカレント）の場としての門戸を開いている。
（a）自己点検・評価を基に現状を記述する。
学生のリカレントに関する門戸は開いている。在学生が履修後もリカレントすることは
阻んでおらず、単位取得は出来ないが聴講は可能である。卒業生については社会人対象の
科目等履修生という形でのリカレントは可能である。
（b）自己点検・評価を基に課題を記述する。
門戸は開いているものの、その門を潜る事例は非常に少ない。
（c）自己点検・評価を基に改善計画を記述する。
リカレント教育は積極的に行っているとは言えないため、更にこの教育のしくみについ
て広報する。また同時に、リカレント教育の意味合いを考え、学び直しがしやすい環境整
備を検討していく。
基準（5） 職業教育を担う教員の資質（実務経験）向上に努めている。
（a）自己点検・評価を基に現状を記述する。
キャリア基盤科目を担う教員は、学外において、高等学校・企業・他教育機関での専門
科目の教育を恒常的に実施し、その資質維持向上に努めている。各職業における専門教員
の一部は、実業界に今も現役で従事しており、その点に於いて、常に新しい知識・技量を
教員自身が必要としながら研鑽している。総じて職業教育を担っている教員のその資質は、
「キャリア短大」としての本学の教育の質を牽引している。
（b）自己点検・評価を基に課題を記述する。
常勤教員が具体的職業に向けての専門教育をする場合、本来、実務経験を買われて教育
に従事しているが、「教育実務」は重ねられるが、本来の職場を離れている場合の「実務」
は実施していない。各教員がそれぞれの分野で技量・知識の維持、向上を図ってはいるも
のの、それを担保出来ていない。その為、専門分野の教員は非常勤講師の資質に頼る傾向
が強くなっている。一方で「キャリア・職業教育」とは単にその分野の知識や技量を備え
ることではなく、短期大学においてはその他の教養科目との密接な連携が不可欠である。
専門学校の位置づけとは異なる短期大学における職業教育の在り方についての全学的な議
論が不足している。
（c）自己点検・評価を基に改善計画を記述する。
職業教育という教育が持つ意味について、キャリアデザイン教育・実務教育・教養教育
の分野の教員の認識の一致を図る時間を持つ。学内では FSD の機会を好機と捉え、活発な
意見交換から行うこととする。この基準が個人の「努力」ではなく、組織としての「努力」
に言及されているため、今後は職業訓練教育に携わる教員については、その最新性の維持
を保証する組織内外での研修やリカレントの機会について検討をしていく。
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基準（6） 職業教育の効果を測定・評価し、改善に取り組んでいる。
（a）自己点検・評価を基に現状を記述する。
正規カリキュラムに対しては、年間 2 回の学生授業アンケートで、履修する学生の観点
からの測定・評価を実施している。
「入学時キャリア教育」
「企業セミナープロジェクト」では学生・企業に対して、継続し
て効果測定を行い、成果と課題を分析し、実施報告書に反映し、次年度の同プログラムや
その他カリキュラムに活かしながら学生への指導育成に活かしている。同時に、そのしく
み全体の見直しを行っている。
（b）自己点検・評価を基に課題を記述する。
授業評価やインターンシップ事後アンケート等で、一定の効果測定がされているが、そ
の結果が、次の授業やプログラムへ効果的に反映されていない事例もある。専門分野にお
ける専任教員と非常勤講師との連携は試みられているものの、内容の重複や違いを学生が
十分消化できていないまま不満に繋がる事例もある。
また、キャリアサポートセンターのみが掌握している学生からの「評価」もあり、それ
が教育の場に有効に生かされていない。
（c）自己点検・評価を基に改善計画を記述する。
P-D-C-A における Check 機能と、本来はあるべき Action 前の分析（Analyze）を正しく行う
プロセスの充実を図る。
専任教員・非常勤講師・職員などのバリアフリーを促進することで、情報の共有が円滑に
進むことが期待される。定期、不定期の縦横意見交換やプランの構築を試みる。
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様式 12－地域教育

【選択的評価基準】
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）自己点検・評価を基に現状を記述する。
本学では、毎年地域住民に向けた公開講座を実施している。受講料に関しては、実費や
保険料以外は無料で行っている。本年度は表Ⅴ-3-1 のとおり 7 講座（8 回）を開講した。
表Ⅴ-3-1

平成 27 年度公開講座概要

開講日

講座

毎週木曜 2 限

11 月 5 日

講師

Easy English games to play with your

マイケル・ブリンクマン

children（全 2 回）

助教

平成 27 年秋・冬ファッショントレン

細田咲江教授

ド情報

11 月 12 日

Easy English games to play with your

マイケル・ブリンクマン

children（全 2 回）

助教

紅茶講座

齊藤彰准教授

～おいしい紅茶の入れ方～
肩こり・腰痛が楽になる体操
11 月 19 日

参加数

3

6名

0

0名

3

5名

4

5名

5

5名

0

0名

2

3名

1

1名

佐藤節子教授

パソコンでプログラミング

髙林茂樹教授

計算パズルに挑戦!
11 月 26 日

申込数

三好善彦教授

ニッポンのおもてなし

高木晴美講師

～和の心「懐紙」の素敵な使い方～

前年度と同様にプログラム自体は、7 講座での開講であった。英語講座は 1 回完結より
も複数回開催にした方が効果が見込めると考えたため、全 2 回で行われた。公開講座は 11
月中に設定し、10：50～12：10 までの 1 コマで行われた。
また、科目等履修生制度により希望する科目の履修及び聴講を許可して正規授業の解放
も実施している。また、
「社会に開かれた生涯学習カリキュラム・科目等履修生・募集ガイ
ド」及び平成 27 年度春学期と秋学期用科目等履修募集要項、授業紹介、時間割表を製作し、
一般配布および短大ホームページにおいても案内を掲載している。
本年度の科目等履修生は春学期 4 名 5 科目、秋学期 5 名 9 科目であった。科目の内訳は
表Ⅴ-3-2 のとおりである。
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表Ⅴ-3-2

科目等履修生履修科目

学期
春学期

秋学期

講座名
グローバルビジネス、コミュニケーションスキル、ボディメイキング、
総合英語上級 A、英会話中級
子どもの心理、心理カウンセリングの理論と実践、英会話初級、英会話上級、
アロマテラピー、世界の民話、総合英語上級 B、TOEIC400B、通訳トレーニング

さらに、「地域の大学や市町村等が連携して、子ども（小学校 4～6 年生）の知的好奇心を
刺激する学びの機会を提供する」ことを趣旨として開講する「子ども大学ひだか」（主催：子
ども大学ひだか実行委員会～埼玉女子短期大学、日高市教育委員会、埼玉県教育局～）の学
習プログラムを本学で開講した。対象者は日高市在住の小学校 4～6 年生で、開講期間は平
成 27 年 10 月 10 日(土)～10 月 31 日(土)の間で全 4 回開講した。参加費は保険代や材料費込み
で 1,500 円に設定した。また、申込期間を平成 27 年 9 月 1 日（火）～9 月 18 日（金）に設定
した。申込方法は、①申込票（チラシ裏面）を公民館に提出する、②日高市生涯学習課あてメ
ールでの申込み、③飯能青年会議所 HP の入力ホームで申込み、の 3 つの方法で行った。定員
は 40 名に設定し、応募者多数の場合は抽選という方式をとった。講義に際しては、保護者参
観も許可する形態をとった。表Ⅴ-3-3 が子ども大学ひだかで開講されたプログラムである。
表Ⅴ-3-3
日

平成 27 年度子ども大学ひだか概要

時

10/10(土)
10：00
～12：00
10/18(日)
11：00
～14：00
10/24(土)
10：30
～12：00
10/31(土)
10：00
～12：00

内

容

講

師

入学式

埼玉女子短期大学

ファッションの楽しい世界！

商学科

～ファッションコーディネートを体験～

細田

埼玉女子短期大学の

咲江 教授

教員、学生

～模擬店のお手伝いから学ぶ～
すごいぞ日本人！！
～その素晴らしさから学ぶ

15 名

埼玉女子短期大学

彩女祭（学園祭）を楽しもう！

日本人の心～

参加者数

飯能青年会議所

ホテルのサービスを知ろう！

埼玉女子短期大学

～フロント、レストランでのおもてなしを学ぶ～

国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科

修了式

齊藤

13 名

12 名

16 名

彰 准教授

本学の特色ある講義を 2 科目および大学祭を交えてのプログラムであったが定員の 40 名に
は達することが出来ず、今年度の参加者は、16 名（内訳：4 年生…女子 6 名、5 年生…女子 5
名、6 年生…女子 5 名）であった。昨年度よりも 2 名減少してしまった。
最後に、埼玉女子短期大学は市民に開かれた大学として、日高市在住・在勤の方へ図書
館を開放している。 詳しい案内はホームページに掲載して市民に対して案内をおこなって
いる。また、日高市立図書館との相互利用による連携も行っている。
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（b）自己点検・評価を基に課題を記述する。
毎年実施している公開講座は、実施形態を土曜日・日曜日ではなく、昨年度同様、主婦
層が参加しやすい平日の午前中に設定した。参加者数でみた場合、昨年度の参加者数が 61
名であったが、平成 27 年度の参加者数は 25 名の参加と大幅に参加者が減少した。公開講
座は 1 日に 2 講座を同じ時間帯に行っていたため、参加者から「同じ時間帯に行わずにず
らして行えば 2 講座とも参加することができる」等のといった意見が出された。今後、受
講者をより増やすためには、市内で開講されている市民講座等に無い、市民ニーズを汲ん
だ多岐にわたる講座プログラムを検討していかなければならない。また、開講曜日に関し
ても、土曜日・日曜日でのプログラム提供の検討をし、時間帯も 1 つではなく、複数での
設定も検討していく必要がある。
生涯学習の視点から科目等履修生制度も設け、日高市民および近隣住民に告知し、開講
している。しかし、科目等履修生度を活用し、本学の講義を受講する社会人学生数は年々
減少の傾向にある。その要因について、広報活動不足に伴う、本学に対する認知・認識不
足から生じているのか、本学の講義自体が社会人のニーズに合っていないのか検討してい
く必要がある。
「子ども大学ひだか」の開講に関しての反省点としては、女子大ということもあり、女性
生徒をターゲットにしているきらいがあり、男子生徒に対して訴求しきれていない点が挙げら
れる。今後は女子・男子共に訴求し得るプログラムの設置を検討していく必要がある。
本学の図書館利用についても、実情では日高市民の利用者数は一桁であり、「知の拠点」と
して活用されていない事実がある。
（c）自己点検・評価を基に改善計画を記述する。
公開講座に関しては、担当委員会である教務委員会を中心に、①開催時期：今年度は 11
月中にのみ講座設定された。語学を中心にシリーズ化を求める声もあることから、11 月限
定ではなく、年中行事化を視野に充実させる。②開講曜日：今年度は木曜日にのみ講座設
定しているものを土曜日・日曜日等の別な曜日での開講、➂開講時間：今年度は 10 時 50
分開始・12 時 10 分終了の講座時間設定であったが、同時間 2 コマ開講していることもあ
り、2 つとも参加したい人のニーズを捉えていないことからも、講座開講時間について複
数時限設置する。④講座プログラム：7 つのプログラムを提供しているが、今後は、全学
体制で公開講座プログラムを提供していく必要がある。そこで、次年度は全教員から自分
が提供し得る講座内容を 3 つ提案してもらい、教務委員会において、講座プログラムを作
成していくこととする。また、大学本位の視点での講座プログラム提供だけでなく、市民
ニーズをリサーチした上で、市民のニーズに即した講座プログラムの提供も検討しなけれ
ばならない。
子ども大学ひだかに関しては、より良いプログラムの開設及び地域貢献を勘案した場合、
他大学や他地域での状況を把握し、プログラムの中身を改善する。また、日高市内の小学
校の男子・女子のニーズの把握をする。特に、男子生徒にも訴求し得るプログラムの開設
も検討し、プログラム自体の充実化を図る。また、日高市で夏に行っている「ひ・まわり
探検隊」との棲み分けも考慮しなければならない。
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科目等履修生に関して、さらなる人数確保のために日高市との連携 PR 等、効果的なプ
ロモーション活動を行う。
基準（2） 地域社会の行政、商工業、教育機関及び文化団体等と交流活動を行っている。
（a）自己点検・評価を基に現状を記述する。
地域社会の行政との交流活動として、本学教員が本学の位置する日高市の委員会の委員
としての活動を表Ⅴ-3-4 のように行っている。
表Ⅴ-3-4

日高市委員関係等協力教職員
委員会名

日高市青少年問題・いじめ対策

氏名

期間

三好善彦教授

平成 26 年 7 月 1 日 ～ 平成 28 年 6 月 30 日

日高市児童福祉審議会

荒井義則教授

平成 27 年 4 月 1 日 ～ 平成 28 年 4 月 30 日

日高市人権教育推進協議会

細田咲江教授

平成 27 年 6 月 1 日 ～ 平成 28 年 5 月 31 日

佐藤節子教授

平成 26 年 8 月 1 日 ～ 平成 28 年 7 月 31 日

山田雅子教授

平成 24 年 6 月 27 日 ～ 平成 28 年 6 月 26 日

連絡協議会

日高市教育振興基本計画策定等
委員会
日高市環境審議会

三好善彦教授が委員を務める「日高市青少年問題・いじめ問題対策連絡協議会」
（会場：
日高市役所）では、平成 28 年 2 月 26 日に連絡協議会が開催され、①日高市いじめ防止な
どに関わる取り組みについて、②各団体の活動実施状況及び青少年健全育成についてが話
し合われた。 また、平成 27 年 11 月 29 日に「日高市青少年の主張大会」
（会場：高麗の郷）
に 審査員として参加し、最後に講評を行った。
細田咲江教授が委員を務める「日高市人権教育推進協議会」
（会場：日高市生涯学習セン
ター）では、平成 27 年 6 月 25 日に連絡協議会が開催され、人権教育啓発ビデオの有効活
用について話し合われた。平成 27 年 10 月 27 日に開催された第 2 回協議会では、「デート
DV について」に参加した。平成 28 年 3 月 4 日に開催された第 3 回協議会では、「人権ビ
デオ」選定を行った。また、「西部地区人権教育実践報告会」（会場：入間市市民会館）で
は、第 4 分科会「障害のある人」に参加した。また、平成 27 年 5 月 15 日に川越西文化会
館において「入間地区人権教育推進協議会」が開催され、人権啓発研修会等が行われた。
佐藤節子教授が委員を務める「日高市教育振興基本計画策定等委員会」
（会場：日高市役
所）では、平成 27 年 8 月 19 日に連絡協議会が開催され、『平成 27 年度

教育に関する事

務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書（平成 26 年度対象）』についての審議を行
った。平成 28 年 1 月 26 日に開催された協議会では、日高市教育委員会が作成した冊子（「平
成 27 年度教育に関する事務の管理及び執行の状況及び評価報告書(平成 26 年度対象)」「
、日
高市教育振興基本計画案(平成 28 年度～平成 32 年度)」）をもとに活発な意見交換がなされ
た。平成 28 年 3 月 31 日に開催された協議会では、平成 28 年度から 32 年度までの 5 ヶ年
の「日高市教育振興基本計画」が完成したとの報告がなされた。
山田雅子教授が委員を務める「日高市環境審議会」（会場：日高市役所）では、平成 27
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年 11 月 27 日に開催され、日高市環境基本計画（答申）を諮問した。
地域社会の教育機関との交流活動として、募集活動や本学独自の高大連携活動の一環と
して高等学校からのニーズに対して表Ⅴ-3-5 のように「面接指導」「模擬授業」「マナー講
座」などを積極的に展開している。
表Ⅴ-3-5
講座名

開講高校

面接指導、模擬授業、マナー講座、

鶴ヶ島清風高等学校、小川高等学校、ふじみ野高等学校、

コミュニケーション能力講座、履歴

狭山清陵高等学校、東村山高等学校、八王子桑志高等学校、

書の書き方講座

児玉高等学校、坂戸西高等学校、高田商業高等学校、
松商学園高等学校、白岡高等学校、武蔵越生高等学校、
飯能高等学校、蓮田松韻高等学校、鳩ケ谷高等学校、
浦和学院高等学校、北本高等学校、鴻巣女子高等学校、
日高高等学校、久留米西高等学校、越生高等学校、
川口青陵高等学校、本庄第一高等学校

本学独自の「進路講演」と「マナー

八王子桑志高等学校（27 名対象）

講座」

武蔵越生高等学校（326 名対象）
松商学園高等学校（300 名対象）

地域社会の商工業や地方公共団体との交流活動として、専門ゼミを通してさまざまな産
学連携や地域連携を行っている。
エアライン・ホスピタリティコース専門ゼミ（森川佳世教授担当）では、専門分野であ
る航空会社が取り組んでいる地活性化事業に参画し、当該地域と大学の地元との繋がりを
広げながら、地元に留まらない連携活動に取り組んでいる。この取り組みは学生の見識や
社会性を高めることに役立っており、社会人基礎力醸成に大きく関係している活動である。
主な取り組みは、①企業との協働取り組みとして、本学と産学連携協定を結んでいる ANA
総合研究所との協働プログラムである「富山市のガラス文化の普及」を行った。②入間市
の増田園と協働し、
「狭山茶紅茶の普及活動」を行った。③地元イベントの参加として、入
間市の伝統祭事「おとうろう祭り」へ参加した。④平成 22 年度から続いている「オリジナ
ル絵本」を製作し、地元及び研究先の小学校において読み聞かせの授業を実施している。
また、経済産業省・日本経済新聞共催の「社会人基礎力グランプリ」関東大会に参加し、
「奨励賞」を受賞した。
また、観光・エンターテインメントコース専門ゼミ（三ツ木丈浩教授担当）では、観光
マーケティングの手法を使い「地域活性化」および「商品開発」をテーマに、産学官連携
し、地元地域活性化を中心に、女子大生プロデュースの商品企画・販売および旅行商品の
企画・造成をおこなっている。この取り組みは社会人として必要不可欠な知識・教養を磨
くだけでなく、自分たちで課題を発見し、問題を解決する能力身につける等、社会人基礎
旅行醸成に大いに役立っている活動である。主な取り組みは、①日高市活性化プロジェク
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トとして、東京都庁において、8 月 19 日～25 日まで、「埼玉県日高市物産観光フェア～高
麗郡建郡 1300 年＆巾着田 PR～」に参加し、地元日高市産の狭山茶を提供する等、PR 活動
に努めた。また、
「日高市曼珠沙華祭り」において、地元交通渋滞の緩和策として運行して
いるシャトルバスにおいて、バスガイドおよび巾着田の会場において観光案内を行った。
②日高市内イベントへの参画として、
「日高市民祭り」に参加し、地元企業（加藤牧場、栗
こま本舗亀屋、Colllage・ケーキ屋、豆腐厨房、長澤酒造）と企画・開発した商品を販売し
た。また、平成 28 年に高麗郡建郡 1300 年を迎えた日高市の最初のイベントとして、日高
市唯一の国有形文化財である高麗郷古民家において「SAIJO 古民家カフェ」を開催した。
古民家カフェにおいても、地元企業（加藤牧場、栗こま本舗亀屋、Colllage・ケーキ屋、豆
腐厨房、長澤酒造、備前屋・狭山茶）との企画・開発した商品の提供は勿論、日高市の胡
弓サークルの演奏や地元幼稚園・保育園の園児達の塗り絵の掲示、東秩父村の和紙の絵画
展の開催等の総合プロデュースを行った。同様に、長澤酒造主催の「酒蔵祭」においても、
「甘酒」をテーマに地元企業と企画・開発した商品を提供した。また、
「日高市栗コンテス
ト」に栗こま本舗亀屋と共に参加した。③商品開発として、各種イベントの商品開発だけ
でなく、JR 東日本の「駅からハイキング」を企画および読売旅行の日帰りバスツアーの企
画、加藤牧場の店頭販売されたジェラートの商品企画等も行った。
（b）自己点検・評価を基に課題を記述する。
短期大学の所在地である日高市との交流活動に関しては、各種協議会や審議会に学識経
験者として参加するなど一定の交流が行われており、今後も継続していく予定である。
地域社会の教育機関との交流活動に関しては、募集活動や本学独自の高大連携活動の一
環として行われているマナー講座や面接指導、模擬授業などは一定の評価を得ている。し
かし、受験業者などの仲介を経て実施しているものが多く、今後の課題として、強みであ
る「マナー」や「ホスピタリティ」
「就職指導」を中心に、短大独自の模擬授業や講座など
のプログラム提供を検討する必要がある。
地域社会の商工業や地方公共団体との交流活動に関しては、地元のみならず、産学官連
携プロジェクトとして、全国まで広がりをみせてきている。ただ、12 コースある中で、産
学官連携プロジェクトに参画し得る専門ゼミや講義、大学を挙げての取り組みが少ないこ
とが課題である。
（c）自己点検・評価を基に改善計画を記述する。
地域社会の教育機関との交流活動に関しての改善計画として、これまで以上に魅力ある
本学独自の模擬授業や講座などのプログラムを充実化させる。そして、日高市を含めた近
隣の地域の高等学校との高大連携の協定を結ぶ。
地域社会の商工業や地方公共団体との交流活動の改善計画として、産学官連携プロジェ
クトや地域社会に貢献し得る「専門ゼミの開設」や企業と連携した演習授業プログラムを
一つでも多く開講する。
基準（3） 教職員及び学生がボランティア活動等を通じて地域に貢献している。
（a）自己点検・評価を基に現状を記述する。
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上記にも記載したが、エアライン・ホスピタリティコース専門ゼミや観光・エンターテ
インメントコース専門ゼミでは様々な形でボランティア活動を行っている。上記以外のボ
ランティア活動として、曼珠沙華祭りに際して行われた JR 東日本の「駅からハイキング」
の受付および JR 高麗川駅構内の放送、日高市の農産品の紹介等も行った。また、本学の講
義である「世界の民話」を通して授業担当者が、日高市の図書館司書との交流からボラン
ティア活動として読み聞かせを行っている。
大学を通しての学生の地域でのボランティア活動としては、
「日高市ひ・まわり探検隊」、
「日高市立高麗小学校学習支援活動」
「日高市立高麗川小学校算数教室」など数多く参加し
ている。
・日高ひ・まわり探検隊の活動状況：7 月 24 日～8 月 26 日のべ 45 名（実 19 名）。
・日高市立高麗小学校学習支援活動状況：7 月 1 日 23 名。12 月 9 日 14 名。
・日高市立高萩小学校学習支援活動状況：11 月 25 日 16 名。
・日高市立高麗小学校放課後子ども教室活動状況：5 月 29 日～3 月 11 日のべ 11 名（実 3
名）。
・日高市立高萩小学校放課後子ども教室活動状況：6 月 22 日～3 月 7 日のべ 6 名（実 5 名）。
・日高市立武蔵台小学校放課後子ども教室活動状況：6 月 22 日～3 月 7 日のべ 2 名（実 2
名）。
・日高市立高麗川小学校算数教室活動状況：10 月 9 日～12 月 4 日のべ 17 名（実 6 名）。
一昨年度から導入した単位認定科目の「地域連携活動 A・B」の効果により多くの学生が
さまざまな形でのボランティア活動に参加して地域に貢献するようになった。この単位認
定に関しては、ボランティア活動など日高市地域に関連するさまざまな活動に対してポイ
ントを付与し、10 ポイントを超えたものに対してレポートを提出した上で申請することに
より単位を認定するものである。今年度はのべ 32 名（実 27 名）の学生が単位認定をされ
た。
各活動のポイントは以下のとおりである。
・放課後こども教室

2 ポイント／回

・ひ・まわり探検隊

3 ポイント／回

・学習支援活動

5 ポイント／回

・算 数 教 室

1 ポイント／回

（b）自己点検・評価を基に課題を記述する。
「地域連携活動 A・B」という単位認定科目の形でボランティア活動をカリキュラムに組
み込むことにより学生の地域貢献活動が一定の成果を収めてきている。その一方、教職員
による活動があまりみられず地域に貢献しているとは言いがたい。今後は、教職員による
地域貢献をどのように行うかが課題である。
また、地域連携ボランティア活動の一環として日高市内の小学校で学習支援活動を行っ
ており一定の成果が得られている。現在、学習支援活動は 2 校のみであるが、今後は日高
市内のすべての小学校において学習支援活動を行えるように検討し各小学校と連携する必
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要がある。
教職員のボランティアによる地域貢献活動に関しては、現段階では学生委員会や専門ゼ
ミ担当教員のごく少数の参加しかない。日高市の活動や地元の福祉施設などでは多くのボ
ランティアが活動している一方で、本学の教職員の参加は日高市からも求められている面
もあり、地元と共にある本学として、教職員の参加および参加へと向かう意識の醸成が必
要である。
（c）自己点検・評価を基に改善計画を記述する。
学生のボランティアによる地域貢献活動に関しては、専門ゼミの活動だけでなく、一昨
年度より単位認定科目として開講された「地域連携活動 A・B」は一定の成果を上げている
ため、今後も運営にあたっては日高市や地元小学校などと密に連携し参加しやすい環境を
整えた上で、学習支援活動をする小学校を増やしていく。
教職員のボランティアによる地域貢献活動に関しては、日高市内にある様々な取り組み
への関心の薄さから参加していない面もあるため、日高市および日高市内の企業の取り組
み等を知るための FSD を開催し、一人でも多くのボランティア参加を促す。
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