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は じ め に 
 
平成 24 年度の自己点検・評価報告書を作成した。短期大学基準協会作成のマ

ニュアルに沿っており、回を重ねることによって内容もより充実したものとな

ったと考えている。 

それぞれの短大には個性があり、また、独自、固有の事情、問題がある。本

学もそれを自覚した上で、学園の施設・教育機器の整備を進める一方、教育力

の向上、教員の研究の充実のためのハード、ソフト両面のインフラ充実を図っ

ている。その一環として、学内では研究論文集の発行など、学外では他大学と

の共同研究、GP による他大学との提携、高校との交流、さまざまな地域社会へ

の貢献活動に取り組み、多々実行中である。翻って、これらの成果を教育、研

究によく循環、還元し、活用が十二分になされているかという点には謙虚な反

省と一層の向上努力が必要とも実感している。特に、学生の教育については本

学に受け入れたからには、各自が社会に出て良き市民として通用すべく教育す

る責務があり、それを本学の使命の第一義と捉え、不断にそのための尽力を続

けていく覚悟である。 

今回の自己点検で把握された諸点について、長所は持続、一層の強化を目指

し、一方、短所、不足の点はその改善に努め、なるべく早急にそのための具体

的解決策を実行していく。そうして本学の教育が常に理想に近づくように全学

挙げて対処していく所存である。 

最後に、自己点検・評価報告書作成に参画された全教職員に感謝申し上げる。

就中、時間の制約の中で多面にわたる作業をこなし総合的な取り纏めの任に当

たられた関係委員のご尽力に満腔の敬意を表したい。全教職員によるこの作成

作業の労が報われるためには、本報告書を熟読、実行に移し、趣意に沿って具

体策を推進していく以外にないことを改めて決意し、謝意に代えたいと思う次

第である。 

 

平成 26 年９月 

上田女子短期大学 

学長  小池 明 
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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、上田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。 
 

 平成 26 年９月１日 
 

理事長 
北野 次登 

学長 
小池  明 

ＡＬＯ 

長田 真紀 
 

様式 3－自己点検・評価報告書 
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1．自己点検・評価の基礎資料 

（1）学校法人及び短期大学の沿革（1600 字） 

①学校法人の沿革 

年 月 日 内     容 

昭和 42 年４月１日 学校法人本州大学本州女子短期大学幼児教育科開設 

昭和 48 年３月 28 日 学校法人上田女子短期大学設置認可（定員 100 人） 

昭和 53 年４月１日 上田女子短期大学附属幼稚園開園（認可：昭和53年２月） 

昭和 62 年 12 月１日 法人名を学校法人北野学園に変更 

②上田女子短期大学の沿革 

年 月 日 内     容 

昭和 48 年３月 28 日 学校法人上田女子短期大学設置認可 

（校名：上田女子短期大学） 

昭和 48 年４月１日 本州大学本州女子短期大学を引き継ぐ（定員 100 人） 

昭和 49 年９月 30 日 体育館完成 

昭和 51 年２月 12 日 幼児教育科入学定員変更認可（100 人→150 人） 

昭和 52 年４月１日 研究生課程発足 

昭和 55 年１月 24 日 独立図書館棟完成・開館 

昭和 58 年２月８日 中学校教諭二種免許状（国語）課程認定 

昭和 58 年４月１日 国文科設置（定員 80 人） 

昭和 60 年４月 10 日 第１回中国特別研究生受入れ（２名） 

昭和 61 年３月５日 学生寮（紫苑寮）完成 

昭和 62 年４月１日 図書館司書・司書教諭養成課程の開設 

平成１年４月１日 北野奨学基金設立 

平成７年３月 北野講堂竣工 

平成９年５月 図書館増改築 

平成 14 年３月 校舎（本館）の耐震工事完了、学生ホール増築 

平成 14 年４月１日 学科名称変更（幼児教育科→幼児教育学科、国文科→日本文化学科） 

平成 14 年４月１日 訪問介護員２級課程開設 

平成 14 年５月 階段教室棟（森の教室）完成 

平成 15 年３月 ハワイ州立大学との短期留学制度提携 

平成 16 年１月７日 総合文化学科が地域総合科学科として適格認定 

平成 16 年４月１日 学科名称変更（日本文化学科→総合文化学科） 

平成 17 年３月 学生寮（紫苑寮）増改築 

平成 17 年 10 月 茶室（信養庵）完成 

平成 19 年９月 総合文化学科が地域総合科学科達成度評価にて適格認定 

平成 21 年３月 (財)短期大学基準協会による第三者評価にて適格認定 

平成 21 年８月 グアム大学との短期研修制度提携 

 

様式 4－自己点検・評価の基礎資料 
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（2）学校法人の概要 

学校法人が設置するすべての教育機関 （平成25年５月１日現在） 

教育機関名 所在地 入学定員 収容定員 在籍者数 

上田女子短期大学 
〒386-1214 

長野県上田市下之郷乙 620 
230 460 381 

上田女子短期大学 

附属幼稚園 

〒386-1214 

長野県上田市下之郷乙 602 
70 210 172 

 

（3）学校法人・短期大学の組織図 

 
3-1 専任・非常勤教職員数 

① 専任教員数（平成25年５月１日現在） 

学科 教授 准教授 講師 助教 助手 合計 

幼児教育学科 ３ ５ ３  １ 12 

総合文化学科 ４ ３    ７ 

教養・教職課程 １  １   ２ 

合計 ８ ８ ４ ０ １ 21 

 

② 非常勤教員数（平成25年５月１日現在） 

学科 客員教授 講師 合計 

幼児教育学科 １ 23 24 

総合文化学科  26 26 

合計 １ 49 50 

 

③ 専任事務職員数（平成25年５月１日現在） 

 男 女 合計 

専任事務職員 ４ 11 15 

 

④ 非常勤事務職員数（平成25年５月１日現在） 

 男 女 合計 

非常勤事務職員 ４ ７ 11 
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3-2 組織図（教職員全員） 

人事選考委員会

訪問介護員課程委員会

教授会

上田女子短期大学
学長

上田女子短期大学
附属幼稚園　園長

法人本部

学校法人北野学園　組織図                                                                                       25.5.1

教務委員会

児童文化研究所
教職課程委員会

学生委員会
幼児教育学科

幼教　実習委員会
進路サポート委員会

観光文化研究所 図書館・紀要委員会

アドミッション委員会総合文化学科

（総文）実習委員会 エクステンション委員会

コンピュータ運営委員会

評議員会 総務委員会 自己点検評価委員会

北　　野
学　　園

ハラスメント防止委員会

理事会

教務課

監事
総務課

個人情報保護管理委員会

外国人研究生委員会

職員

図書館

ＡＬＯ委員会

高大連携委員会

組織見直し委員会

コンサート委員会

広報・進路サポート課

海外研修委員会

40周年記念事業実行委員会

教諭

 

 

（4）立地地域の人口動態・学生の入学動向・地域社会のニーズ 

 
■立地地域の人口動態（短期大学の立地する周辺地域の趨勢） 

上田市の人口推移（長野県推計人口 各年10月１日現在） 

 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

上田市人口 161,236 159,941 159,597 159,137 158,548 

対前年人口増減 -1,024 -1,295 -344 -460 -589 

 

4-2-1  学生の入学動向（過去の実績と未来の予測） 

18歳人口の減少にともない入学者は減少の傾向にある。しかし、幼児教育学科と総

合文化学科という特色のある学科構成を効果的に広報していくことによって、入学定

員を確保することは可能である。そのためにも、教育内容のさらなる充実に努めると

ともに、地域と密着した短期大学のあり方をこれまで以上に発信していかなければな

らない。 
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4-2-2 学生の入学動向（学生の出身地別人数及び割合） 

地域 

20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

人数 

（人） 

割合 

（％） 

人数 

（人） 

割合 

（％） 

人数 

（人） 

割合 

（％） 

人数 

（人） 

割合 

（％） 

人数 

（人） 

割合 

（％） 

長野県 145 82.4 154 82.3 138 79.3 140 81.4 155 86.1 

新潟県 27 15.3 22 11.8 27 15.5 23 13.4 21 11.7 

その他 4 2.3 11 5.9 9 5.2 9 5.2 4 2.2 

合計 176 100.0 187 100.0 174 100.0 172 100.0 180 100.0 

 
■地域社会のニーズ 

上田市は、平成18年３月６日に旧上田市、丸子町、真田町、武石村が合併して誕生

した、人口16万人を擁する長野県東部の中核都市である。 

「日本のまん中 人がまん中 生活快適都市～水跳ね 緑かがやき 空 こころ晴

れわたるまち～」をキャッチフレーズに、「さまざまな分野で国内外に影響を与え、

発信し続けるまち」、「住民が主人公であるまち」、「住む人、訪れる人が豊かで快

適な時間を過ごすことができるまち」を目指している。 

また、まちづくりの基本計画として、「コミュニティー・自治」、「産業・経済」、

「自然・文化」、「生活・環境」、「健康・福祉」、「教育」の６つの大綱をまちづ

くりの方向性としている。（上田市ホームページより） 
 
■地域社会の産業の状況 

上田市は新幹線や幹線道路を中心とした交通網の整備が進み、周辺部には広大な田

畑や商業地、住宅地が広がっている。恵まれた自然環境のもと、りんご・ぶどう・キ

ャベツなどの果樹・野菜栽培も盛んに行われ、工業としては電気機器、自動車部品な

どの生産が多く、製造品出荷額は県内で２位である。 
その他上田城・菅平高原・別所温泉・美ヶ原などの観光資源にも恵まれており年間

を通じて多くの観光客が訪れている。 
また、上田市は産学官連携事業が展開される全国に誇れる地域であり、産学官連携

と上田地域６市町村連携により産業の振興や技術革新を図り、新産業・新事業の創出

を目指している。 
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■短期大学所在の市区町村の全体図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（5）課題等に対する向上・充実の状況 

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

された事項への対応について 

改善を要する事項 

（向上・充実のための課題） 

対策 成果 

教育目的と教育方針とを区

別し、教育目的をより一層

明確にする工夫が望まれ

る。 

教育方針の立案に向けて対

策に入った。 

一定の変化、向上を期待

している。 

事務組織において一人の担

当者が多くの業務を兼務し

ている状況が見られるの

で、組織機能の充実を図る

ような工夫が望まれる。 

平成 24 年４月より事務組

織の活性化及び複数人によ

る事務体制の構築（一人の

職員が複数の業務を行え

る）を図るため、従来の８

係から３課２係制に事務組

織を変更した。 

事務組織の変更により、

業務の互換性・協調性が

図られるものと思われ

る。 

 
 
 

上田市全体図 
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② 上記以外で、改善を図った事項について 

改善を要する事項 対策 成果 

   

   

 

③ 過去７年間に、文部科学省の設置計画履行状況等調査において留意事項が付され

た短期大学は、留意事項及びその履行状況を記述する。 

該当なし。 

 

（6）学生データ 

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

学科等の名称 事項 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 備考 

幼児教育学科 

入学定員 150 150 150 150 150 

 

入学者数 101 102 108 124 121 

入学定員 

充足率（％） 
67 68 72 82 81 

収容定員 300 300 300 300 300 

在籍者数 208 202 211 228 239 

収容定員 

充足率（％） 
69 67 70 76 80 

総合文化学科 

入学定員 80 80 80 80 80 

 

入学者数 86 72 64 56 86 

入学定員 

充足率（％） 
107 90 80 70 108 

収容定員 160 160 160 160 160 

在籍者数 156 161 137 125 142 

収容定員 

充足率（％） 
97 100 85 78 89 

 
② 卒業者数（人） 

区分 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

幼児教育学科 157 102 93 100 101 

総合文化学科 74 62 83 63 65 
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③ 退学者数（人） 

区分 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

幼児教育学科 ７ ６ ６ ７ ９ 

総合文化学科 ７ ５ ５ ５ ４ 

 

④ 休学者数（人） 

区分 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

幼児教育学科 １０ ８ ８ ６ ７ 

総合文化学科 ６ ４ ６ ５ ３ 

 

⑤ 就職者数（人） 

区分 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

幼児教育学科 139 84 82 90 97 

総合文化学科 61 45 54 49 51 

 

⑥ 進学者数（人） 

区分 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 

幼児教育学科 ２ ３ ２ ２ ２ 

総合文化学科 ４ １ ５ ２ １ 

 

（7）短期大学設置基準を上回っている状況・短期大学の概要 

 
① 教員組織の概要（人）              （平成 25 年５月１日現在） 

学科等名 
専任教員数 

設置基準で 

定める教員数 助手 
非常勤 

教員 
備考 

教授 准教授 講師 助教 計 〔イ〕 〔ロ〕 

幼児教育 

学科 
３ ５ ３ ０ 11 (10) - １ 24  

総合文化 

学科 
４ ３ ０ ０ ７ (５) - ０ 26  

教養・教職 １ ０ １ ０ ２ - - - -  

（小計） ８ ８ ４ ０ 20 (15) - １ 50  

〔ロ〕 - - - - - - (４） -   

（合計） ８ ８ ４ ０ 20 (15) (４） １ 50  

［注］ 

1 上表の〔イ〕とは、短期大学設置基準第22条別表第1のイに定める学科の種類に応

じて定める教員数（昼間又は夜間において授業を行う学科が通信教育をあわせ行

う場合には、短期大学通信教育設置基準第9条第2項に定める教員数を含む）をい

う。ただし、通信教育学科のみを置く短期大学の場合は、短期大学通信教育設置
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基準第9条第1項別表第1に定める教員数をいう。 

2 上表の〔ロ〕とは、短期大学設置基準第22条別表第1のロに定める短期大学全体の

入学定員に応じて定める教員数をいう。なお、昼間又は夜間において授業を行う

学科が通信教育をあわせ行う場合には、短期大学通信教育設置基準第9条第2項に

定める教員数を加算する。 

3 上表の〔イ〕及び〔ロ〕の欄の（ ）には、短期大学設置基準第22条別表第1のイ

の備考第1号に定める教授数を記入する。通信教育学科のみを置く短期大学の場合

は、短期大学通信教育設置基準第9条第1項別表第1備考第2号に定める教授数を記入

する。 

4 上表の助手とは、助手として発令されている教職員をいう。 

5 備考欄には、当該学科の種類（短期大学設置基準第 22 条別表第 1 のイにいう「学

科の属する分野の区分」）を記載する。 

 

② 教員以外の職員の概要（人）          （平成 25 年５月１日現在） 

 専任 兼任 計 

事務職員 13 10 23 

技術職員 ０ １ １ 

図書館・学習資源センター等の専

門事務職員 

２ ０ ２ 

その他の職員 ０ ０ ０ 

計 15 11 26 

 

③ 校地等（㎡） 

校地等 

区分 
専用

（㎡） 

共用

（㎡） 

共用する

他の学校

等の専用 

（㎡） 

計 

（㎡） 

基準面積 

（㎡） 

［注］ 

在学生一

人当たり

の面積

（㎡） 

備考（共有

の状況等） 

校舎敷地 12,577   12,577  

 

4,600 

 

 

106 

 

運動場用地 6,908   6,908  

小計 19,485   19,485  

その他 17,954   17,954  

合計 37,439   37,439  

［注］短期大学設置基準上必要な面積 

 

④ 校舎（㎡） 

区分 
専用

（㎡） 

共用

（㎡） 

共用する他の学校

等の専用（㎡） 

計 

（㎡） 

基準面積

（㎡）［注］ 

備考（共有

の状況等） 

校舎 6,548   6,548 4,150  

［注］短期大学設置基準上必要な面積 
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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 

10 10 １ ２ ０ 

 

⑥ 専任教員研究室（室） 

専任教員研究室 

21 

 

⑦ 図書・設備 

学科・専攻 
課程 

図書 
[うち外国

書] 
学術雑誌 
[うち外国書]（種） 

視聴覚資
料 

（点） 

機械・器
具 

（点） 

標本 
（点）  

（冊） 
 電子 ジャ

ーナル〔う
ち外国書〕 

 

全学 

73,000 

(2,019) 

181 

(１) 

 

０ 

 

3,468 

 

29 

 

3,685 

 

計 

73,000 

(2,019) 

181 

(１) 

 

０ 

 

3,468 

 

29 

 

3,685 

＊学術雑誌の内、継続受入れ中は 73 タイトル。  

＊機械・器具は貸出用ノートＰＣ、メトロノーム、紙芝居等舞台等。 

＊標本は紙芝居、仕掛け絵本、パネルシアター、エプロンシアター、楽譜等。 

 

図書館 
面積（㎡） 閲覧席数 収納可能冊数 

1,226㎡ 160席 100,000冊 

体育館 

面積（㎡） 体育館以外のスポーツ施設の概要 

1,131 ㎡ グラウンド(１)・テニスコート(２)・ゴル

フ練習場(１) 

 

（8）短期大学の情報の公表について 

 
①教育情報の公表について 

 事項 公表方法等 

1 大学の教育研究上の目的に関すること 本学ホームページ上で公開している。 

http://www.uedawjc.ac.jp/outline/za

imu.html 

2 教育研究上の基本組織に関すること 同上 

3 教員組織、教員の数並びに各教員が有

する学位及び業績に関すること 

同上 

4 入学者に関する受け入れ方針及び入学

者の数、収容定員及び在学する学生の

同上 
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数、卒業又は修了した者の数並びに進

学者数及び就職者数その他進学及び就

職等の状況に関すること 

5 授業科目、授業の方法及び内容並びに

年間の授業の計画に関すること 

同上 

6 学修の成果に係る評価及び卒業又は修

了の認定にあたっての基準に関するこ

と 

同上 

7 校地、校舎等の施設及び設備その他の

学生の教育研究環境に関すること 

同上 

8 授業料、入学料その他の大学が徴収す

る費用に関すること 

同上 

9 大学が行う学生の修学、進路選択及び

心身の健康等に係る支援に関すること 

同上 

 

②  学校法人の財務情報の公開について 

事項 公開方法等 

財産目録、貸借対照表、収支計算

書、事業報告書及び監査報告書等 

本学ホームページ上で公開している。 

http://www.uedawjc.ac.jp/outline/zaimu.html 

 

（9）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 

幼児教育学科では、保育に関わる基礎的知識と技能を有し、子どもとともに学びを

深めることがきること、他者への感受性を持ってコミュニケーションが図れること、

音楽や美術、言葉など表現に関する理解ができることを教育目的としている。この方

針に沿って、本学の教育の理念である「敬愛・勤勉・聡明」に基づき、豊かな人間性

を涵養した保育者の養成と同時に、理論に裏付けられた熱意と実践力のある質の高い

幼稚園教諭及び保育士の養成を目標としている。この目標を反映した学習成果とは、

学生が目標としている幼稚園教諭二種免許状及び保育士資格を確実に取得すること、

その取得過程で専門教育科目や実習をとおして知識と技術をともなう高い専門性を習

得すること、建学の精神に基づき地域社会に貢献できる精神と意欲を身につけること

と規定している。 

総合文化学科では、地域社会で活躍する有用な女性の輩出を目指して、多彩な教育

内容を導入し、さまざまなビジネスシーンにおいて有効となる知識・技能などを、学

生がそれぞれの目的に応じて習得することが可能なシステムを整えている。授業科目

の履修、受講をとおして、①ホスピタリティ精神に裏付けられたコミュニケーション

能力の獲得、②自己の個性を十分に発揮するためのプレゼンテーション能力の向上を

目指している。さらに、表層的ではない「教養」を身につけることによって、③考え

る力や創造する力を養うこと、を教育目的としている。そのために、資格・検定に対

応した授業科目をはじめとして、学生のさまざまなニーズに即応した多種多様な授業

科目を設置するなど、一人ひとりの学生の目標に適応した柔軟な履修を可能にしてい

る。 
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■どのように学習成果の向上・充実を図っているか 

幼児教育学科では、学習成果の向上・充実のために、第１にカリキュラムとしては

「教育・保育の本質・目的に関する科目」「教育・保育の対象の理解に関する科目」

「教育・保育の内容・方法に関する科目」「教育・保育の表現技術」、ゼミナール等

の「演習科目」及び「実習科目」に区分して履修する。加えて平成23年度より「幼児

保育」「心理福祉」「芸術（音楽・美術）」のコース制を導入し、各コースに必修科

目と多くの選択科目を配し、学生が希望のコースの学びを深め得意分野を有するよう

に支援している。また、取得可能な資格としては、教育保育に関わる２つの免許・資

格のほかに、レクリエーション・インストラクターと訪問介護員２級資格を用意して

充実を図っている。 

第２に、合格者に対しては２月の入学準備プログラムにおいて、短大の学び全体に

関することと保育者になるための学習の心構えを説明し、入学直前のプレ・オリエン

テーションでは教育目的に沿ってカリキュラムの概要の説明を中心に行っている。さ

らに、進路セミナーにおいてコミュニケーション能力を含む社会人基礎力の向上と、

同時に基礎学力向上に努めている。また、自治体や他大学との連携事業や情報交換、

及びコースやゼミナールによる地域社会でのボランティア活動や芸術発表活動を支援

し、現場での実践力と表現力の向上に努めている。 

第３に、１年次の基礎ゼミナール、２年次の卒業研究ゼミナールⅠ・Ⅱでゼミナー

ル担当教員が個々に支援を行い、学習成果の向上・充実に努めている。 

総合文化学科では、上記の学習成果の達成、向上、充実を図るため、必修科目を重

点的に配置したベーシックフィールドを設定している。１年：基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ、

２年：卒業研究ゼミナールⅠ・Ⅱと、各期に設置されているゼミナールを中核としつ

つ、担当教員の指導が行き届く少人数の学生と向き合うことによって、一人ひとりの

学生の達成度を評価するようにしている。さらに、短期大学としては設置することが

少なくなってきた卒業研究を必修として課している。２年間の学習の総決算という意

味においても重要であるが、自学自習を主とする取り組みによる教育効果は小さくは

ない。総合文化学科では、地域総合科学科としての多様性に対応しながらも、学習成

果を低下させないように工夫を重ねているところである。また、講義系科目と連動さ

せつつ、演習、実技、実習といった体験的科目の充実に配慮することによって、実践

力の養成を図っている。 

なお、上記学習成果を総合的に判定することは、現在行っていないが、今後は開設

授業科目の特性を鑑みつつ、科目ごと（授業評価の反映）、フィールドごとに達成度

を設定するなどして、学生の学習意欲保持にも目を配らなければならない。 
 

（10）オフキャンパス、遠隔教育、通信教育のその他の教育プログラム 

■オフキャンパス 

該当なし。 

■遠隔教育 

平成21年度より、信州大学との戦略的連携事業の一環として、遠隔システム（テレ

ビ会議システム）を利用した授業の「相互乗り入れ」及び、平成22年度に同大学と締

結した単位互換協定に基づく「単位互換」を実施している。平成24年度に実施された

「相互乗り入れ」授業では、本学開講の「保育教材と指導計画の研究」及び信州大学

教育学部開講の「臨床教育学概論」の授業間で、テレビ会議システムを用い、両大学

の学生が共通の課題でグループ討議や制作活動を行い、意見交換等を行った。 

また、「単位互換」では本学前期開講の「保育内容総論」を、信州大学教育学部の7

名の学生が受講し、信州大学後期開講の「発達と教育C」を、本学の12名の学生が受講
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した。 

■通信教育 

該当なし。 

■その他の教育プログラム 

平成 21 年度に締結した戦略的連携支援事業協定の一環として、本学では、上記 2 に

記述した遠隔授業等の取り組みのほか、信州大学教育学部との連携の下、新たな教育

プログラムを実施してきた。その一例として、平成 22 年度からは、信州大学の公開講

座として開催されている「幼児キャンプ教室」の運営に、本学の学生も共同で参画し

ており、野外教育活動における幼児の成長の過程を実践的に観察し、指導する機会を

設けている。これらの取り組みは、とりわけ、幼児教育学科の学生において、乳幼児

期から小学校までの育ちを見通す保育者の育成を目指した教育プログラムの一つとな

っている。平成 24 年度は「幼教キャンプ教室」に本学の学生が６名参加した。 

 

(11) 公的資金の適正管理の状況 

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

する規程、不正防止などの管理体制など）。 

公的資金の適正管理については、平成 19 年 10 月制定の「研究機関における公的研

究費の管理・監査のガイドライン」に基づく科研費等の運営・管理基準に基づき行う

ほか、就業規則、出張旅費規程等により行っている。使用にあたっては研究者とよく

相談をしながら実施しているが、使用に関する詳細なルールブック等はまだ未整備で

あり、早急に対応すべき課題である。 

 

（12）その他 

 特になし。 
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2． 自己点検・評価報告書の概要 

■概要は、四つの基準に基づいて記述する（1600字程度）。 

 

基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果 

初代学長鈴木鳴海により掲げられた「敬愛、勤勉、聡明」は本学の教育理念として

確立しており、各学科における教育目的や三つのポリシーとともに学内外に公表して

いる。また、各学科が必修科目として開設している「学問への招待」では、教育理念、

学科の教育目的ならびにカリキュラム・ポリシーについて学長が説明し、学生に理解

させるよう努めている。 

教育の効果については、厳格な評価と単位認定によって保証されている。ただ、学

習成果の評価・査定については個々の教職員の努力に委ねられているのが実情であり、

可視化された評価・査定システムの確立が求められる。 

点検・評価活動は学長のリーダーシップに基づき全学的な体制で実施しており、平

成 17 年度以降は毎年度「自己点検・評価報告書」を公表している。改革・改善に対す

る教職員の意識は高いが、今後はＰＤＣＡ サイクルの視覚性を向上させるとともに、

短期・中長期の両視点から点検・評価活動を行っていく必要がある。 

 

基準Ⅱ 教育課程と学生支援 

カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成方針）、ディプロマ・ポリシー（学位授与

の方針）は、「キャンパスガイド」及びホームページに明示し、学生にはオリエンテー

ション時に説明している。授業概要（シラバス）は学生に配布するとともに、ホーム

ページでも公開している。 

教育課程編成・実施の方針については、各学科の教育目的や上記ポリシーに基づき、

教員の配置等も含めて各学科会議、教務委員会、教授会で定期的に点検している。 

アドミッションポリシー（入学者受け入れの方針）は、学校案内、学生募集要項及

びホームページに明示している。学習成果の査定については、各教員が科目の到達目

標に即して厳格な評価を行っており、免許・資格の取得状況も堅調である。卒業後評

価の取り組みとしては、教職員による聞き取り調査を実施しており、その結果は教育

内容の改善に利用されている。 

ＦＤ委員会の主催により、全教員を対象とした授業評価アンケートを実施しており、

その結果は授業内容の改善に利用されている。ＳＤ活動については組織的な取り組み

が課題である。 

教職員は授業や学務において積極的にコンピュータを活用しており、学生に対して

もコンピュータの利用を推進している。附属図書館では 25 年度よりラーニングコモン

ズの導入に向けて、検討を始める予定である。 

学習支援については、入学前のプレ・オリエンテーション、プレ・ガイダンスをは

じめ、入学後のオリエンテーションやゼミナールをとおして、きめ細やかに行われて

いる。生活面における支援は、学生委員会をはじめゼミナール担当教員、学生相談員、

事務局職員が密接な連携をとりながら実施している。進路支援については、進路サポ

ート室を中心とした全学的な支援体制が整えられつつあり、就職状況は保育専門職、
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一般企業とも堅調に実績を上げている。 

広報・入試に関する事務は、主として入試事務室が執り行っており、受験生からの

相談にも丁寧に対応している。今後は 新の情報を迅速に発信できるような体制を整

備していく必要がある。また、選抜方法の点検、改善も喫緊の課題である。 

 

基準Ⅲ 教育資源と財的資源 

両学科の各専任教員は、それぞれ職位に相応しい能力と資格を有している。また、

各個人としては、責任ある態度で日々教育・研究にあたっている。これに関わる「教

員の選考規程」や「教員の資格規程」など必要な諸規定はほぼ整備されている。 

財的資源については、健全に推移し、短期大学の存続を可能とする財源が維持され

ている。 

改善計画としては、ＦＤ の積極的取り組みの継続、平成 24 年度から平成 26 年度の

３年間をめどに教育の質の向上、ならびにより健全な経営を目的にした中期経営計画

を実施している。中期経営計画については、終了後に点検見直しを行い、改善する。 

 

基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス 

理事長は「寄附行為」等に基づきリーダーシップを発揮しており、理事会、評議員

会は適切に開催され運営されている。 

学長は、教授会等を通じてリーダーシップを発揮し、短期大学の重要事項を審議し、

学生の学習成果獲得を中心とする運営・管理を行っている。 

監事は、理事会・評議員会に出席して意見を述べている。また、学校法人の業務や

財産の状況について監査報告書を作成し、当該会計年度終了後２ヶ月以内に理事会及

び評議員会に提出している。 

評議員会は理事長からの予算及び事業計画、決算報告等の諮問に適切に対応してい

る。 
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3．自己点検・評価の組織と活動 

■自己点検・評価委員会（担当者、構成員） 

 

平成24年度 自己点検・評価委員会（担当者、構成員） 

担当 氏名 所属・役職 

委員長 小池 明 学長・教授 

委 員 笹井 弘 幼児教育学科長・教授 

 〃 中西満義 総合文化学科長・教授 

 〃 大橋敦夫 総合文化学科・教授 

 〃 西山秀人 総合文化学科・教授 

 〃 長田真紀 幼児教育学科・教授（ＡＬＯ） 

 〃 島﨑あかね 幼児教育学科・准教授 

 〃 笠井三男 事務局長 

 〃 塚田穏敬 教務課長 

 〃 須田智里 図書館係長 

 

■自己点検・評価の組織図（規程は提出資料） 

 

 
 

■組織が機能していることの記述（根拠を基に） 

平成22年８月に短期大学基準協会より示された新基準（基準Ⅰ～Ⅳ）に基づき、23

年度と同じように、各学科及び事務局各部署とその内容について協議した。また、教

授会等をとおして教職員の意識改革を進めた。「平成24年度自己点検・評価報告書」

については、ＡＬＯ委員会が中心となり編集作業を行った。 

 

■自己点検・評価報告書完成までの活動記録 

日付 議事内容 

H26.４.８ ・第三者評価のこれまでの経緯と今後の予定 

・平成 24 年度自己点検・評価報告書の内容確認と執筆分担者の検

討（４月教授会にて執筆依頼する） 

H26.７.１ ・平成 24 年度自己点検・評価報告書の読み合わせ 

学長 
 

総務委員会 

自己点検・評価委員会 

各学科 

委員会 

事務局 
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H26.７.15 ・平成 24 年度自己点検・評価報告書の読み合わせ 

H26.７.17 ・平成 24 年度自己点検・評価報告書の読み合わせ 

H26.７.22 ・平成 24 年度自己点検・評価報告書の読み合わせ 

H26.７.23 ・平成 24 年度自己点検・評価報告書の読み合わせ 

H26.７.24 ・平成 24 年度自己点検・評価報告書の読み合わせ 
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4．提出資料・備付資料一覧 

 

記述の根拠となる資料等 

提出

資料 

備付

資料 

基準Ⅰ：建学の精神と教育の効果 

A 建学の精神 

建学の精神・教育理念についての印刷物 

平成 24 年度キャンパスガイド 

 平成 25 年度学生募集要項 

 ホームページの印刷 

◎ 

１ 

２ 

３ 

 

創立記念、周年誌等  ○ 

B 教育の効果 

教育目的・目標についての印刷物 

 平成 24 年度キャンパスガイド 

 平成 25 年度学生募集要項 

 ホームページの印刷 

◎ 

１ 

２ 

３ 

 

学生が獲得すべき学習成果についての印刷物 

 平成 24 年度キャンパスガイド 

 平成 25 年度学生募集要項 

 ホームページの印刷 

◎ 

１ 

２ 

３ 

 

C 自己点検・評価 

自己点検・評価を実施するための規程 

 上田女子短期大学 学則 

 自己点検・評価委員会規程 

◎ 

４ 

５ 

 

過去３年の間にまとめた自己点検・評価報告書  ○ 

第三者評価以外の外部評価についての印刷物  ○ 

基準Ⅱ：教育課程と学生支援 

A 教育課程 

学位授与の方針に関する印刷物 

 平成 24 年度キャンパスガイド 

 ホームページの印刷 

◎ 

１ 

３ 

 

教育課程編成・実施の方針に関する印刷物 

 平成 24 年度キャンパスガイド 

 ホームページの印刷 

◎ 

１ 

３ 

 

入学者受け入れ方針に関する印刷物 

 平成 24 年度キャンパスガイド 

 平成 25 年度学生募集要項 

 ホームページの印刷 

◎ 

１ 

２ 

３ 

 

様式 5－提出資料・備付資料一覧 
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記述の根拠となる資料等 

提出

資料 

備付

資料 

カリキュラムに対応した授業科目担当者一覧（教員名、担当授業科目、

専門研究分野） 

平成 24 年度キャンパスガイド 

2012 授業概要 

◎ 

 

１ 

６ 

 

シラバス 

 2012 授業概要 

◎ 

６ 

 

単位認定の状況表（評価実施年度の前年度に卒業した学生が入学時か

ら卒業までに履修した科目について） 

 ○ 

学習成果を表す量的・質的データに関する印刷物  ○ 

B 学習支援 

学生便覧等（学則を含む）、学習支援のために配付している印刷物 

 平成 24 年度キャンパスガイド 

◎ 

１ 

 

学生支援の満足度についての調査結果  ○ 

就職先からの卒業生に対する評価結果  ○ 

卒業生アンケートの調査結果  ○ 

短期大学案内・募集要項・入学願書 

 2013 パンフレット 

 平成 25 年度募集要項 

◎ 

７ 

２ 

 

入学志願者に対する入学までの情報提供のための印刷物等  ○ 

入学手続者に対する入学までの学習支援のための印刷物等  ○ 

学生の履修指導（ガイダンス、オリエンテーション）等に関する資料  ○ 

学生支援のための学生の個人情報を記録する様式  ○ 

進路一覧表等の実績（過去３年）についての印刷物  ○ 

ＧＰＡ等成績分布  ○ 

学生による授業評価票及びその評価結果  ○ 

社会人受け入れについての印刷物等  ○ 

海外留学希望者に向けた印刷物等  ○ 

ＦＤ活動の記録  ○ 

ＳＤ活動の記録  ○ 

基準Ⅲ：教育資源と財的資源 

A 人的資源 

教員の個人調書（専任教員については教員履歴書、過去５年間の業績

調書。非常勤教員については過去５年間の業績調書） 

［大学の設置等に係る提出書類内の様式を準用する（「大学の設置等に

係る提出書類の作成の手引き」を参照）］ 

 ○ 

教員の研究活動について公開している印刷物等（過去３年）  ○ 

様式 5－提出資料・備付資料一覧 
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記述の根拠となる資料等 

提出

資料 

備付

資料 

専任教員等の年齢構成表  ○ 

科学研究費補助金等、外部研究資金の獲得状況一覧表  ○ 

研究紀要・論文集（過去３年）  ○ 

事務職員の一覧表（氏名、 終学歴）  ○ 

B 物的資源 

校地、校舎に関する図面（全体図、校舎等の位置を示す配置図、用途

（室名）を示した各階の図面、校地間の距離、校地間の交通手段等） 

 ○ 

図書館、学習資源センターの概要（平面図、蔵書数、学術雑誌数、AV

資料数、座席数等） 

 ○ 

C 技術的資源 

学内ＬＡＮの敷設状況  ○ 

マルチメディア教室、コンピュータ教室等の配置図  ○ 

D 財的資源 

「資金収支計算書・消費収支計算書の概要（過去３年）」［書式 1］、「貸

借対照表の概要（過去３年）」［書式 2］、「財務状況調べ」［書式 3］及

び「キャッシュフロー計算書」［書式 4］ 

 財務関係資料（書式１～書式４） 

◎ 

 

 

８ 

 

資金収支計算書・消費収支計算書（過去３年） 

 平成 22、23、24 年度資金収支計算書・消費収支計算書 

◎ 

９ 

 

貸借対照表（過去３年） 

 平成 22、23、24 年度貸借対照表 

◎ 

１０ 

 

中・長期の財務計画 

 中期経営計画書 

◎ 

１１ 

 

事業報告書（過去１年） 

 平成 24 年度事業報告書 

◎ 

１２ 

 

事業計画書／予算書（評価実施年度） 

 平成 25 年度事業計画書 

 平成 25 年度予算書 

◎ 

１３ 

１４ 

 

寄附金・学校債の募集についての印刷物等  ○ 

財産目録及び計算書類（過去３年）  ○ 

教育研究経費（過去３年）の表  ○ 

基準Ⅳ：リーダーシップとガバナンス 

A 理事長のリーダーシップ 

理事長の履歴書  ○ 

現在の理事・監事・評議員名簿（外部役員の場合は職業･役職等を記載）  ○ 

理事会議事録（過去３年）  ○ 

様式 5－提出資料・備付資料一覧 



‐21‐ 

 

記述の根拠となる資料等 

提出

資料 

備付

資料 

寄附行為 

 学校法人北野学園 寄付行為 

◎ 

１５ 

 

諸規程集 

組織・総務関係 

組織規程、事務分掌規程、稟議規程、文書取扱い（授受、保管）規

程、公印取扱規程、個人情報保護に関する規程、情報公開に関する

規程、公益通報に関する規程、情報セキュリティポリシー、防災管

理規程、自己点検・評価に関する規程、ＳＤに関する規程、図書館

規程、各種委員会規程 

人事・給与関係 

就業規則、教職員任免規程、定年規程、役員報酬規程、教職員給与

規程、役員退職金支給規程、教職員退職金支給規程、旅費規程、育

児・介護休職規程、懲罰規程、教員選考基準 

財務関係 

会計・経理規程、固定資産管理規程、物品管理規程、資産運用に関

する規程、監査基準、研究費（研究旅費を含む）等の支給規程、消

耗品及び貯蔵品管理に関する規程 

教学関係 

学則、学長候補者選考規程、学部（学科）長候補者選考規程、教員

選考規程、教授会規程、入学者選抜規程、奨学金給付・貸与規程、

研究倫理規程、ハラスメント防止規程、紀要投稿規程、学位規程、

研究活動不正行為の取り扱い規程、公的研究費補助金取り扱いに関

する規程、公的研究費補助金の不正取り扱い防止規程、教員の研究

活動に関する規程、ＦＤに関する規程 

 ○ 

B 学長のリーダーシップ 

学長の履歴書・業績調書  ○ 

教授会議事録（過去３年）  ○ 

委員会等の議事録（過去３年）  ○ 

C ガバナンス 

監事の監査状況（過去３年）  ○ 

評議員会議事録（過去３年）  ○ 

選択的評価基準 

選択的評価基準１～３を実施する場合 

 自己点検・評価の根拠となる資料・データは備付資料とする。 

 資料・データ一覧を様式 5 に記載する。 

 複数の基準を選択する場合は基準ごとにまとめて記載する。 

 ○ 

 

様式 5－提出資料・備付資料一覧 
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≪基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果】  

(a)基準Ⅰの自己点検・評価の要約を記述する。 

本学の建学の精神は、「敬愛・勤勉・聡明」であり、時代を超えた普遍性を持つものと自

負している。 
免許・資格の取得や、各種検定の合格等が教育の効果の一つの指標になり得るが、学生

個々の目標達成にも目を向け、数字のみが全てではないことも忘れてはならない。 
 

(b)基準Ⅰの自己点検・評価に基づく行動計画を記述する。 

２年間という短いサイクルで結果が出るので、時代の動きを意識しつつ、学生の生涯に

とって何が重要となるかを見極めることが責務となる。両学科において、学びの成果を示

すものとなる免許・資格・検定を生かす各分野については、現場での運用に変化の見られ

る場合がある。研修会・説明会等における 新の情報共有を図っていきたい。 
 

 

［テーマ］ 

基準Ⅰ-A 建学の精神 

(a)テーマ全体の自己点検・評価の要約を記述する。 

可視の機会を生かした、授業での学びもあり、共通認識となっているといえよう。 
 

(b)自己点検・評価に基づく改善計画を記述する。 

時代を超えた普遍性を持つものとの自負がある。１年次できちんと認識したところを２

年次でも維持し、実践できるよう教育環境を整えたい。 
 

［区分］ 

基準Ⅰ-A-1  建学の精神が確立している。 

(a)自己点検・評価を基に現状を記述する。 

建学の精神は、創立以来、普遍のものとして堅持してきた。「キャンパスガイド」や「大

学案内」等の冊子・本学ホームページ等、さまざまなところで可視化されている。 
式典等でも、必ず式辞に織り込んでいる。また、学期ごとのオリエンテーションでも、

必ず触れ、なおかつ１年生向けの必修講義「学問への招待」でも、本学の沿革とともに学

習している。 
 

(b)自己点検・評価を基に課題を記述する。 

建学の精神を記した学内の扁額は現在は一つなので、さらに掲示の場所を探したい。地

域でのボランティア活動などは、建学の精神を発揮する面もあるので、学生の積極的な参

加を促したい。特に授業外での活動が、２年間の学生生活の中でトータルに位置づけられ

るようにしたい。 
 

 

 

様式 6－基準Ⅰ 
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［テーマ］ 

基準Ⅰ-B 教育の効果 

(a)テーマ全体の自己点検・評価の要約を記述する。 

教育目的は、学則第１条に示され、両学科とも、カリキュラム全般を通じて、目標達成

に努めている。 
学習成果は、幼児教育学科の場合、免許・資格の取得者数によって明示される面がある。

それを見ると、十分な成果を上げているといえよう。総合文化学科の免許・資格取得は希

望制のため、取得率により注目すべきである。こちらも一定の成果を上げていると判断で

きる。 
教育の質の保証については、関係法令への注視と速やかな対応が不可欠で、適切に行わ

れている。 
ＦＤ活動も広く学内に浸透してきたといえる。 

 

(b)自己点検・評価に基づく改善計画を記述する。 

教育目的・目標の実現のため、入学当初から、基礎学力及び社会人基礎力の向上を図り

たい。そのためには、段階的に達成度を明示していく工夫が求められる。 
学習成果についても、コミュニケーション能力の向上に向けて、数値化しにくい面もあ

るが、教材開発・プロジェクト開発に努める必要がある。 
教育の質については、社会の動きを注視しつつ、専門職に求められるものについて独自

に対応する姿勢を保ちたい。 
ＦＤに代表される評価活動を、広い意味の教育活動に及ぼす方策を模索したい。 

 

［区分］ 

基準Ⅰ-B-1  教育目的・目標が確立している。 

(a)自己点検・評価を基に現状を記述する。 

(1)幼児教育学科 

幼児教育学科の教育目的は、学則第１条の第２項に「幼児教育学科は、幼稚園教諭

及び保育士の養成を主たる目的とする」と規定されている。これに本学全体の教育目

的を加味すれば、豊かな教養と深い専門知識を具えた堅実中正な社会的人格を有する

女性保育者の養成が目標である。 

教育方針については、 

①他者への感受性を持ってコミュニケーションを図れる保育者 

②保育に関する基礎的な知識・技能を有し、子どもとともに学びを深められる保育者 

③音楽や美術、言語等、表現に関する深い理解及び高い技術を持ち、実践に活かすこ

とができる保育者 

以上の３点を満たすことを学習成果として、全学的にはキャンパスガイドの中やホ

ームページで明記している。また、大学案内、学生募集要項においても説明をしてい

る。加えて、入学準備プログラムやオリエンテーション等の機会がある都度説明をし

ている。点検に関しては、毎年のキャンバスガイドの改訂の際に学科会議において行

っている。 
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(2)総合文化学科 

総合文化学科は、学則第１条に「豊かな教養と深い専門的知識を具えた堅実中正な

社会的人格を有する女性を育成することを目的とする」に則り、複雑化する現代社会

において必要とされる知識、技能を習得することを目的としている。そのため、幅広

い教育内容を導入し、ビジネスをはじめとするさまざまなシーンにおいて有効となる

知識・技能を、それぞれの目的に応じて習得することが可能なカリキュラムを整えて

いる。 
カリキュラム全般をとおして、ホスピタリティ精神に裏付けられたコミュニケーシ

ョン能力と、個性を十分に発揮するためのプレゼンテーション能力の向上を目指しつ

つ、表層的ではない「教養」を身につけることによって、考える力や創造する力を養

うことを教育目標としている。そのために、資格・検定に対応した授業科目をはじめ

として、時代のニーズに即応した多種多様な授業科目を設置し、一人ひとりの学生の

目標に適った柔軟な履修を可能にしている。 
上記、教育目標、学習成果は、キャンパスガイドをはじめとする各種印刷物におい

て広く伝え、学生に対してはガイダンス等をとおして直接に伝達している。教育内容

や教育目標については、学科会議において絶えず点検に努め、改善できる問題点は、

年度途中であっても修正するようにしている。 
 

(b)自己点検・評価を基に課題を記述する。  

(1)幼児教育学科 

幼児教育学科では、基礎学力並びに社会人基礎力が低いために自信が持てない学生

が散見される。また、専門科目の中でも、とりわけ表現技能において苦手意識が強く、

現場の要請に応えられないケースがしばしば見られる。特に器楽においては、対応の

強化充実策をさらに図りたい。また、基礎学力及び社会人基礎力の向上については、

基礎ゼミナールや進路セミナーの活用に加え、授業科目以外での方策を検討しなくて

はならない。 

(2)総合文化学科 

総合文化学科では、ホスピタリティ精神に裏付けられたコミュニケーション能力の

獲得、自己の個性を十分に発揮するためのプレゼンテーション能力の向上、考える力

や創造する力を養うこと、を教育目標としているが、さらに段階的な達成度を明確に

していくことが求められる。また、そのことを理解し易く明示していくことが課題で

ある。 

 

基準Ⅰ-B-2  学習成果を定めている。 

(a)自己点検・評価を基に現状を記述する。 

(1)幼児教育学科 

幼児教育学科の学習成果については、建学以来本学の教育理念である「敬愛、勤勉、

聡明」に基づき、豊かな教養と深い専門知識を具えた地域社会に貢献できる女性保育

者の育成のための学習成果を定めている。具体的には、他者を敬い、自らの努力によ

り能力を高める勤勉で実践的判断力を有する聡明な保育者である。そのためにカリキ
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ュラム上、上記学習成果達成のための多様な教養科目の設定と、保育者養成のねらい

や内容に沿った専門科目の編成を工夫し、科目ごとに到達目標を設定している。加え

て、３つのコース「幼児保育」「心理福祉」「芸術（音楽・美術）」において、それぞれ

の学びを深められるようにコース必修科目等を設置し、学生の希望に応えている。ま

た、学びの確認と実践力をつけるために、幼児保育コースでは附属幼稚園での実習の

事前体験（プレ実習）や子育て支援事業への参加、心理福祉コースでの施設でのボラ

ンティア活動、芸術コースでの発表会開催、などの支援をとおして学習成果を保証し

ている。 

幼児教育学科の学習成果は、各科目の厳格な評価と単位認定によって保証されてい

る。学習成果の結果は、以下の免許・資格の取得状況により判断できる。幼稚園教諭

二種免許状及び保育士資格については、高い取得率を誇っている。また、訪問介護員

２級資格取得希望者の殆どは目的を達成している。平成 23 年度より導入したレクリエ

ーション・インストラクター資格についても表のとおりである。 

         免許・資格の取得状況表（平成 24 年度卒業者） 

免許・資格の名称 卒業者数 

 

取得 

希望者数 

取得者数 

 

取得率 

（％） 

幼稚園教諭二種免許状 101 101 101 100 

保育士資格 101 99 96 97 

訪問介護員２級資格 101 32 32 100 

レクリエーション・ 

インストラクター資格 
101 ６ ６ 100 

 

平成 24 年度の専門職の就職内定率は 100％で、高い内定率を示している。これは、

地域社会のニーズに応えている結果であり、実践力を有する保育者養成がなされてい

る証である。 

学習成果の質的側面としては、附属幼稚園でのプレ実習や学外実習評価伝達をとお

して、各ゼミナール担当教員との面談やアドバイスから、反省と同時に課題を明確に

している。加えて、長期休暇中の自主実習の取り組みも促している。地域貢献活動と

しては、本学独自の子育て支援事業や自治体等の子育て支援事業への参加、信州大学

との連携事業への参加、施設でのボランティア活動、コンサートの開催、独自の美術

展開催やグループ展への出品などの取り組みを行うことで、学習成果の確認及び保証

をしている。 

幼児教育学科の学習成果は、主に２年次の卒業研究発表でなされている。これは、

卒業研究ゼミナールⅠ、Ⅱにおいて、ゼミナール担当教員と相談して決定したテーマ

に基づき研究した成果を、各ゼミナールで発表し、研究論文の概要は「卒業研究集」

として刊行している。また、文化祭（学海祭）では、３科目の授業内容または授業内

でできた作品を内外に向け展示発表を行っている。「新春コンサート」では、幼児教育

学科１年生全員の合唱と芸術コース（音楽）の学生による発表があり、地域の方々か

ら好評を得ている。芸術コース（美術）でも、美術館等のイベントと連動した美術展

の開催、グループ展への出品、文化祭（学海祭）での展示をとおして学習成果を内外
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へ発表している。 

幼児教育学科の学習成果の定期的点検機会としては、ＦＤ 委員会が中心となって各

学期末に実施している学生による授業評価を踏まえ検討し、問題がある場合は随時学

科会議で報告し点検している。また、学外実習については、実習委員会が中心となり

評価を検討して、問題がある場合は学科会議でも報告し点検している。 

(2)総合文化学科 

「豊かな教養と深い専門的知識を具えた堅実中正な社会的人格を有する女性を育成

することを目的とする」という建学の精神を踏まえ、総合文化学科では、ホスピタリ

ティ精神に裏付けられたコミュニケーション能力の獲得と自己の個性を十分に発揮す

るためのプレゼンテーション能力の向上を目指している。カリキュラム上「ベーシッ

クフィールド」に組み込んだ必修科目を中核としつつ、その他の専門フィールドを集

中的に履修することによって、学習成果を上げられるようにしている。学生が希望す

るフィールドの学修機会を損なわないように努め、学習成果を保証している。 

上記学習成果は、科目ごとの厳格な単位認定によって測定されるが、フィールドと

も連関した学習成果としては、以下のような免許・資格、及び各種検定の取得、合格

状況によって推し量ることができる。 
         免許・資格の取得状況表（平成 24 年度卒業者） 

免許・資格の名称 卒業者数 

 

取得 

希望者数 

取得者数 

 

取得率 

（％） 

中学校教諭二種免許状（国語） 65 10 ９ 90 

図書館司書資格 65 21 21 100 

学校図書館司書教諭 65 ９ ８ 89 

訪問介護員２級資格 65 ７ ６ 86 

 
中学校教諭二種免許状については、少数精鋭を旨とし、特に教育史、教育法規及び

教科専門科目の理解を徹底させている。また、模擬授業を課外でも実施し、教育実践

力を高めている。実習校とも連携を密にして、教員による現地指導を行っている。 
図書館司書については、全体の３割を超える学生が履修しており、資格取得率も

100％となっている。授業は豊富な実務経験を持つ専任教員、講師が指導にあたり、実

践的かつ理論にも配慮した教育が行われている。図書館実習に関してはインターンシ

ップ、夏期休暇、春期休暇などを利用して積極的に実施している。司書教諭について

は、履修者は少ないものの、毎年熱意を持った学生を送り出している。 
訪問介護員 2 級資格については、希望した学生の全員が資格を取得するに至った。

取得にあたっては、授業、演習、実習等において実際の現場の現状に即した指導を行

い、2 年間の過密なカリキュラムの中、資格取得を希望する学生への支援の充実化を

図った。 
上記の免許・資格のほか、ＢＩＡ（日本ブライダル事業振興協会）のＡＢＣ（アシ

スタント・ブライダル・コーディネーター）検定、ＡＦＴの色彩検定、そして、マイ

クロソフト・オフィス・スペシャリスト（ＭＯＳ）を中心とした情報系の資格取得に
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対して、全面的な支援を実施している。 
開設授業科目と資格試験とを連動させることによって、受験に対する意欲を高める

工夫と、合格への直接支援を実施しているところである。また、他学科履修による訪

問介護員 2 級資格取得希望学生に対して、ケアクラーク技能認定試験受験資格取得に

向けたカリキュラムも整備し、免許、資格、検定に取り組む学生のニーズに応えてい

る。 
また、総合文化学科としての学習成果を明示するものとして、「卒業研究」がある。

これは、ベーシックフィールドの中に配置されている必修科目の中でも中核的な「卒

業研究ゼミナールⅠ・Ⅱ」をとおして、学習の集大成として位置づけている。学生が

選んだテーマに沿った研究で、２年次の 12 月を提出期限と定め、学年末には１年生も

参加する学科行事「卒業研究発表会」を毎年開催している。さらに、その成果を「卒

業研究集」として刊行し、学習成果の公開に努めている。 

総合文化学科の学習成果を学内外に表明する機会として、以下のものがある。 
①総合文化ウィークでのワークショップ、見学会 
学生の資質向上を意図したセミナーを中心としたメニューであるが、互いに研鑽の

状況を把握するためのワークショップも用意している。また、学外事業所の見学会を

催行することで、企業研究を推し進めるとともに、学生の実情を広く学外に周知する

ことに努めている。 
②インターンシップの実施 
学生全員を基本原則として、総合文化学科では、インターンシップを実施している。

学生にとっては、社会、職業の実際を体験する貴重な機会であるが、一方では、受け

入れ先事業所に総合文化学科の学習成果を明示する機会ともなっている。受け入れ先

事業所の業務に支障を来さないために、インターンシップ事前指導などをとおして、

マナーの向上などに努めている。 
③卒業研究発表会の開催 
前述したように、総合文化学科では「卒業研究」を必修として課しているが、その

成果を年度末に「卒業研究発表会」を開催することで、学科全体で共有している。加

えて、卒業研究の成果を中心として学科の学習の成果を「卒業研究集」にまとめ、刊

行することで学習成果の公表に努めている。また、「卒業研究発表会」の折には、ボラ

ンティア活動などの社会活動において、その成果が顕著であった学生・グループに対

して、総合文化学科特別賞を授与して表彰している。 
総合文化学科の学習成果を定期的に点検する機会としては、各学期末に実施してい

る授業評価の結果を踏まえた学科会議において行っている。また、１年生を対象とし

た学科アンケートの調査結果を踏まえて、カリキュラムの改善などに反映させている。 

 

(b)自己点検・評価を基に課題を記述する。 

(1) 幼児教育学科 

幼児教育学科の学習成果を質的データとして測定する仕組みについては、不十分で

ある。内外に学習成果を表明する機会をさらに設ける必要がある。例えば、卒業研究

発表会の外部公開化や、文化祭（学海祭）での研究発表などが考えられる。これらを
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とおして専門職としての実践力と論理的思考力の向上、そして保育者への意欲や情熱

の喚起と保持につなげたい。 

(2)総合文化学科 
総合文化学科の学習成果の課題として、コミュニケーション能力といった数値化す

ることが難しい要素をいかに身につけさせるか、ということが挙げられる。さらに、

そのことを評価するための指標を設定することと併せて、体験的な学習機会を多く提

供することが課題である。 
また、図書館司書資格をはじめとして、中学校教諭二種免許状（国語）、学校図書館

司書教諭については、質量ともに顕著な変化は認められないが、各種検定については、

受験者自体が極度に減少しているものも見られ、支援する検定の見直しと、積極的な

支援策の検討が求められる。 
 

基準Ⅰ-B-3  教育の質を保証している。 

(a)自己点検・評価を基に現状を記述する。 

１．幼児教育学科 

関係法令の変更等の確認と法令順守を確実に行っている。その結果として、平成 23

年度の保育士養成課程の改正にともない、新カリキュラムをスタートさせた。また、

すでに開設した「保育・教職実践演習（幼）」の充実に努めた。 

ゼミナール担当教員・相談員が一丸となって学生の学習・生活を支援しているが、

一人よがりにならないためにも、「授業評価アンケート」の内容を重く見ている。 
専門学科としての特性から、音楽教育の比重が大きくなる。講師陣を豊富にして習

熟度別対応を行い、担当教員の連絡会議を適切な時期に開いている。 
２．総合文化学科 

教職課程・司書課程を含め、免許・資格・検定関係に目を配り、関係法令の変更等

の確認と法令順守に努めている。 
特に免許・資格・検定を管轄する団体等の法規程の確認を再度行った。 
学科会議（２週に１回程度）を中心に、学生の様子を共有情報としている。「授業評

価アンケート」の成果を踏まえたシラバスの工夫も、学期のふり返りの時に点検され

ている。 
学科としての中・長期展望を、機会を捉えて話題としてきた。 

 

(b)自己点検・評価を基に課題を記述する。 

幼児教育学科は、２年生の就職内定決定者への支援体制の整備に取り組んでいる。

その中で、学生のモチベーション維持が重要課題となっている。 

総合文化学科は、学生の興味が多岐にわたるので、求心力のある学び（授業科目・

学科行事）を絶えず工夫する必要がある。その一例として、学科オリジナル教材

『Asunaro』の改訂検討に着手した。 
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［テーマ］ 

基準Ⅰ-C 自己点検・評価 

(a)テーマ全体の自己点検・評価の要約を記述する。 

本学は平成 21 年３月、（財）短期大学基準協会による適格認定をされたことによっ

て、これまで以上に、自己点検・評価活動の重要性が全学的に認識されるようになっ

た。全教職員が一丸となって、本学の教育研究活動の改革・改善を図るため、日常的

に自己点検・評価の視点を持ち、その成果を活用しながら質の向上を目指している。

すでに規程や組織も整備されており、報告書は本学ホームページ上で公表されている。 

 

(b)自己点検・評価に基づく改善計画を記述する。 

継続して自己点検・評価活動を真摯に行うことはいうまでもなく、活動成果をより

迅速に教育研究活動に反映させる体制作りと、将来の大学をめぐる時代・社会環境を

さらに展望した自己点検・評価活動が求められる。 

 

 

［区分］ 

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

ている。 

(a)自己点検・評価を基に現状を記述する。 

本学の自己点検・評価については、まず「上田女子短期大学学則」の第１章―第２

条で定め、さらに「上田女子短期大学自己点検・評価委員会規程」を設け、学長が委

員長を務める委員会組織を整備している。 

自己点検・評価活動をとおして、各学科、各委員会、事務局の各部署の仕事内容が

全学的に明確に理解され、課題や改善点の認識が共通のものとなった。本学における

教育研究活動において常にそれらが念頭に据えられ、日常的にフィードバックされて

いる。 

これまで、平成 14 年度、平成 17 年度、平成 18 年度、平成 19 年度の「自己点検・

評価報告書」を冊子としてまとめ、学内及び県内の高校等へ配布し公表してきた。平

成 20 年度からは本学ホームページ上で公表している。 

本学は全教職員がいずれかの委員会もしくは部署に所属しており、必ずそこで自己

点検・評価活動に関わっている。また、自己点検・評価報告書の記載については、担

当執筆者だけでなく、全教職員が一堂に会して説明を受ける機会を設け、建学の精神・

教育理念、教育目的・教育目標を確認するとともに、それぞれの立場における記述内

容や方法の確認を行っている。 

自己点検・評価報告書を基に、各学科、各委員会、事務局の各部署において、現状

を確実に把握・認識するとともに、提出された課題を検討し、次年度の活動に反映さ

せ改善を図っている。 

 

(b)自己点検・評価を基に課題を記述する。 

自己点検・評価の規程や組織については、定期的に検討し必要があれば改定を行っ
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ていく。 

学内全体の改革・改善に対する意欲は高く、問題点に対する認識も共有されている。

しかし、大学を取り巻く環境の急激な変化に迅速に対応していくため、全教職員のさ

らなる連携と関与が求められる。 

自己点検・評価の提出された課題について、できるだけ速やかに改善が図られるた

めには、短期的な点検・評価活動も増やしていく必要がある。 

 

◇ 基準Ⅰについての特記事項 

「中期経営計画 2011」の実行 

平成 23 年度策定の「中期経営計画 2011」が実行段階に入った。 
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【基準Ⅱ 教育課程と学生支援】 

 

(a)基準Ⅱの自己点検・評価の要約を記述する。 

教育課程については、カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシーとも、「キャ

ンパスガイド」（冊子）及び本学ホームページで明示されている。アドミッションポリ

シーについても、同様である。各授業科目で目指すべき学習成果についても、「授業概

要」で明示されている。 
学生支援については、ＦＤ活動のフィードバック、教務委員会と学生委員会との連

携、入学生への早期対応、ゼミナール担任制、「進路セミナー」の開設等を特色とする。 
 

(b)基準Ⅱの自己点検・評価に基づく行動計画を記述する。 

教育課程では、それぞれの専門性をより高めるための方策を打ち立てていく必要性

に迫られている。入学以前に、学科の内容をよく知ることの重要性が高まっていると

判断されるので、広報活動をとおして入学希望者に情報を確実に届けるため、教員と

事務職員の連携の強化を図りたい。 
学生支援では、学生の潜在力も含めて、基礎学力を見極める試験等を実施したい。

また、卒業生の情報のデータベース化を急ぎ、在学生教育に資するとともに、リカレ

ント教育の課題を発掘したい。 
 

［テーマ］ 

基準Ⅱ-A 教育課程 

(a)テーマ全体の自己点検・評価の要約を記述する。 

教育課程の編成方針（カリキュラム・ポリシー）、学位授与の方針（ディプロマ・ポ

リシー）は、「キャンパスガイド」及びホームページに明示している。幼児教育学科で

は、保育者になるための学びを①幼児保育 ②心理福祉 ③芸術 の３つに系統立て、

その骨格の上に幼稚園教諭二種免許状及び保育士資格の取得に必要な専門教育科目を

展開し、体系的なカリキュラムを編成している。総合文化学科では「地域総合科学科」

の趣旨を踏まえ、柔軟かつ多様な履修形態を提供すべく、専門科目において 12 フィー

ルドを設定している。 

入学者受け入れの方針（アドミッションポリシー）は、学校案内、学生募集要項及

びホームページに明示しており、高等学校の教員を対象とした入試懇談会においても、

具体的に説明している。各学科の入学者選抜の方法は入学者受け入れの方針に対応し

ている。幼児教育学科では、保育に対する資質と意欲の確認を 優先の観点として選

抜を行っている。総合文化学科では、多様な学生を受け入れることを主眼とし、入学

後の学習や免許・資格に対する意欲の確認を重視している。 

各授業科目で目指すべき学習成果は、学生に配布される授業概要で明示しており、

査定については各教員が科目の到達目標に即して厳格に行っている。各学生の学習成

果については、単位取得状況、免許・資格の取得状況、実習先からの評価等によって

査定している。 

卒業後評価の取り組みとしては、教職員による聞き取り調査を実施している。そこ

様式 7－基準Ⅱ 
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で得た情報は各学科の教員へフィードバックされ、学習成果の点検や教育内容の改善

に活用されている。 

 

(b)自己点検・評価に基づく改善計画を記述する。 

学位授与の方針については、両科とも達成状況の把握、検証と達成度の向上に向け

ての取り組みが求められる。幼児教育学科については、保育者に関わる基本的知識・

技能の習得とコミュニケーション能力の育成をより徹底させるべく、具体的な方策を

検討しなければならない。総合文化学科では、学位授与の方針をより具体的に明示す

るなどの工夫が必要で、カリキュラム改訂も視座に入れた検討を始めているところで

ある。 

教育課程の編成方針については、受験生及び学生に対して迅速かつ効果的に周知し、

理解を促すような体制を今後整備していく。幼児教育学科では平成 23 年度のカリキュ

ラム改正により、コース制の再編、選択科目の増設、新たな資格導入等を行ったが、

それらが学内で定着し、一定の成果を上げるまでには、全学的な理解と協力が不可欠

である。総合文化学科では継続的にフィールドの再編を行っており、25 年度からはメ

ディカル・クラークの資格取得に対応した「医療事務フィールド」を新設する予定で

ある。また、「心理・人間関係フィールド」の設置科目については、ピアヘルパーの資

格取得にも対応した授業内容を含めることになっている。 

学習成果の査定については、入学直後に学力試験を実施するなどして、学生の基礎

学力を可視化できるような方策を検討する必要がある。加えて、基礎力養成のための

学習支援体制を早急に策定することが求められる。 

入学者選抜の方法については、入学者受け入れの方針を踏まえた上で、より適切な

ものに改善していく必要がある。 

卒業後評価への取り組みについては、卒業生の情報をデータベース化し、それを教

職員が適切に活用しうるようなシステムの確立が急がれる。 

 

［区分］ 

基準Ⅱ-A-1  学位授与の方針を明確に示している。 

(a)自己点検・評価を基に現状を記述する。 

幼児教育学科の学位授与の方針は、「保育に対する基礎的な知識・技能を有し、子ど

もとともに学びが深められること」「他者への感受性を持ってコミュニケーションが図

れること」「音楽や美術、言語、表現に関する理解があること」であり、学科としての

学習成果に対応している。 

学位授与方針は、現在学則に規定はないものの、キャンパスガイドやホームページ

で学内外に表明している。また、この方針は専門職として社会的ニーズに応えており、

主に学科会議で常に点検を行っている。 

総合文化学科では、地域社会で活躍する女性人材、すなわち、ホスピタリティ精神

に裏付けられたコミュニケーション能力の獲得と自己の個性を十分に発揮するための

プレゼンテーション能力の向上を目指すという学位授与の方針を、学習成果に対応さ

せている。 



‐33‐ 

学位授与の方針は、現在学則に規定はないものの、キャンパスガイド及びホームペ

ージで明示している。それぞれの学習成果により明確に対応させていくために、方針

を見直しすための検討を継続していかなければならない。 
 

(b)自己点検・評価を基に課題を記述する。 

両学科とも学位授与の方針を学則に明記することが必要である。 

 

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。 

(a)自己点検・評価を基に現状を記述する。 

幼児教育学科では、学位授与の方針を踏まえ、保育に関わる基礎的知識と技能を有

し、子どもとともに学びを深めることがきること、他者への感受性を持ってコミュニ

ケーションが図れること、音楽や美術、言語など表現に関する理解ができることを教

育方針としている。この方針に沿って幼稚園教諭二種免許状及び保育士資格の取得に

必要な専門教育科目を開設しカリキュラムの編成を行っている。後述する３つのコー

ス制は学生の得意分野の学びを深め、多様な選択科目の設定は、子どもへの理解を深

め、子どもとともに成長できる、時代に即した保育者養成のためである。各種の実習

では、附属幼稚園での事前体験（プレ実習）を含め十分な準備を行えるように設定し

ている。また、２年次後期を中心に学びの集大成として卒業研究を設定している。こ

れは、各自が決めたテーマに沿って研究が深められ、卒業研究発表をとおして専門職

としての学びと自覚を一層深めている。 

また、保育者養成の目的に添って科目区分を設けている。加えて３つの系統「幼児

保育」「心理福祉」「芸術」をコースとして設定し、科目が配分されている。保育者に

なるためには、３つの系統全てにわたり横断的に科目を履修しなくてはならない。さ

らにコース毎の学びを深めるためにさまざまな応用科目が設置されている。学生が、

必修科目、選択必修科目、選択科目及びコース必修科目を系統立てて幅広く履修でき

るように科目を編成している。芸術コースには、音楽と美術があり、それぞれ高い専

門性を身につけたい学生のために科目を用意している。平成 24 年度の１年生の各コー

ス選択人数は、幼児保育 67 名、心理福祉 48 名、芸術３（音楽３、美術０）であった。

２年生については、幼児保育 59 名、心理福祉 38 名、芸術６（音楽５、美術１）であ

った。 

幼児教育学科の教育課程は、幼稚園教諭二種免許状、保育士資格を取得するための

科目が中心であり、当該科目の担当教員は文部科学省・厚生労働省の基準を満たす業

績を有している。また、他の科目についても、教員の資格・業績を勘案した上で適切

な配置を行っている。 

基幹科目に関しては、原則として専任教員を配している。また、教育課程の見直し

に関しては、各免許状・資格の養成課程の改定に合わせて適切に対応している。 

 
総合文化学科では、学位授与の方針を受け、次の教育課程編成の方針（カリキュラ

ム・ポリシー）を対応させている。 
①コミュニケーション能力の養成 
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②考える力、想像する力を養成するための教養教育の重視 
③講義系科目と体験型科目のバランスの取れた編成 
④資格、検定等に対応した科目の配置 
⑤高度な専門性を追究するためのフィールドの充実 
総合文化学科では、「地域総合科学科」として、多様なニーズを持って入学してくる

学生に対して、より柔軟な履修を可能にするため、フィールド&トラック制を導入し

ている。開設授業科目の総合的な点検を実施し、専門科目をベーシックフィールド（本

学科が重視する科目群、必修科目）、日本語コミュニケーション、日本文学、表現文化、

観光・歴史、ブライダル、ファッション・アパレル、心理・人間関係、図書館司書、

情報メディア・ＰＣ、ビジネス、研修・体験の 12 フィールドに編成した。 
総合文化学科の教育課程には、中学校教諭二種免許状、図書館司書資格、学校図書

館司書教諭資格を取得するための科目も含まれており、当該科目の担当教員は文部科

学省の基準を満たす業績を有している。また、他の科目についても、教員の資格・業

績を勘案した上で適切な配置を行っている。また、カリキュラムや教育内容の改善に

向けた検討は継続的に実施しているところで、開設授業科目を総合的に見直し、統廃

合、新設を積極的に行っている。 

 

(b)自己点検・評価を基に課題を記述する。 

幼児教育学科では、多様な選択科目とコース制や新たな資格導入等にともなう科目

の増設により、大変窮屈なカリキュラム編成となっている。今後、内容を再検討する

必要がある。 

総合文化学科では、選択の授業科目については、履修者数が年度により大きく変動

している。その多くは減少傾向にあり、授業科目の統廃合、フィールドの再検証を行

わなければならない。学生のニーズや地域社会の声を受け止めるための取り組みは、

継続的に実施していかなければならない。 
 

 

基準Ⅱ-A-3  入学者受け入れの方針を明確に示している。 

(a)自己点検・評価を基に現状を記述する。 

幼児教育学科の学習成果に対応する入学者受け入れの方針は、学生募集要項、ホー

ムページ等で明記している。 

幼児教育学科の入学者受け入れの方針では、入学前の学習成果の把握・評価につい

て示している。 

幼児教育学科の入学者選抜の方法は入学者受け入れの方針に対応している。具体的

には、カリキュラムの履修に必要な基礎学力を有すること、幼児教育・保育に強い関

心を持ち、学習意欲に満ちていること、社会に目を向け、幼児教育の現状を理解し、

積極的な関わりを持つ意欲のあること、である。入学者の決定は、「推薦入学試験Ａ・

Ｂ」並びに「指定校推薦入学試験」では保育に対する自身の動機や考えを述べた自己

紹介書に加え、個人面接において十分な時間をかけて資質と意欲を確認している。「一

般入学試験」及び「特待生入学試験」では、書類審査と個人面接に加え小論文を課し
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保育者としての資質と意欲、加えて基礎的国語力を確認している。「ＡＯ入学試験」で

は、エントリーシート提出後、提出された２回のレポートを基に、興味、関心、基礎

力を総合的に評価して決定している。なお、芸術コースにおいては、願書提出時にコ

ースを選択するため、音楽、美術について入試前に経験度調査を実施して入学後の指

導の参考としている。いずれの入試でも、保育に対する資質と意欲の確認を 優先の

観点として選抜を行っている。 

総合文化学科では、「指定校推薦入試」「推薦入試」「特待生入試」「一般入試」「自己

アピール入試」「ＡＯ入試」「社会人入試」「長期履修学生入試」を実施している。多様

なニーズを持つ学生を受け入れることを主眼としていることから、学業成績だけでは

推し量ることができない人物を確認することを重視し、エントリーシートの記載内容

に基づいた面接を実施するなどして入学前の学習成果の把握に努めている。 

①総合文化学科のカリキュラムを履修していくに必要な基礎的学力を有する人 

②総合文化学科のカリキュラムによって「なりたい私」を実現する意欲に満ちた人 

③インターンシップや演習・実習など、実践的な学びによって、自分を高めていく

意欲のある人 

上記を入学者受け入れの方針として、学生募集要項、ホームページ等に掲載して明

示しており、入学前の学習成果の把握・評価も示している。 

総合文化学科の入学者選抜の方法は入学者受け入れの方針に対応している。 

 

(b)自己点検・評価を基に課題を記述する。 

幼児教育学科では入学者選抜において、複数の方法で保育に対する資質や意欲を確

認して行っている。それは入学者受け入れの方針に沿ったものである。しかし、学力

不足などが原因で保育に対する意欲が維持できない学生が入学後徐々に表面化する場

合があり、入学前の学習成果の把握について、その方法を検討していく必要がある。 

総合文化学科では、入学者の選抜に関しては、人物を優先した方針が採られている

が、短期大学生として適切な学力を有しているかの客観的判定法が求められる。 

 

 

基準Ⅱ-A-4  学習成果の査定（アセスメント）は明確である。 

(a)自己点検・評価を基に現状を記述する。 

幼児教育学科の学習成果の査定としては、備付資料の単位取得状況、免許・資格の

取得率、保育専門職への就職率及び訪問介護員２級資格の取得率、加えて学外実習の

評価などから可能である。 

幼児教育学科では、幼稚園教諭二種免許状と保育士資格の両方を２年間で取得する

ことを基本にしている。その他、在学中に訪問介護員２級資格レクリエーション・イ

ンストラクター資格を取得することも可能である。 

そのような状況下で免許・資格の取得率は、備付資料からきわめて高い取得率を示

していることが読み取れる。また保育専門職への就職率はきわめて高い。 

上記量的査定以外に、幼稚園及び保育所等での外部実習評価によっても学習成果の

査定が可能である。 
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総合文化学科における学習成果の査定の指標は、備付資料の単位取得状況、免許・

資格等の取得状況、就職状況等が客観的指標として挙げられる。ただし、総合文化学

科は免許・資格に直接関わらない多様な授業科目を開講しており、学習成果の査定に

関しては、ボランティア活動等をとおした地域社会への貢献度や、グループワークに

おけるコミュニケーション能力の習得度など、学力以外の観点も重視している。各授

業科目の学習成果は種々の観点から測定可能であるが、教育課程全体の学習到達度を

適切に測定しうる方法の確立が求められる。 
各授業科目の到達目標は、総合文化学科の学生が達成可能なレベルに設定しており、

難易度についても十分配慮している。なかでも、体系的な知識・技能の習得を目標と

する分野については、総論から各論へという展開を意識した科目設定となっており、

学生が一定期間内で目標を達成できるよう、配当学年や開講時期を設定している。し

たがって、学生は教育課程の編成方針を自覚した上で、適切な履修計画を立て、着実

に学修を進めていけば、学位授与の方針を満たすだけの成果を２年間で獲得すること

ができる。ゼミナール担当教員をはじめ、学科全教員はそのことを念頭に置いた上で、

学生の履修指導にあたり、学習成果を適切に査定している。 
また、総合文化学科は、さまざまなビジネスシーンにおいて有効となる知識・技能

の習得を教育目的の一つとして位置づけており、各授業科目の学習成果には実際的な

価値がある。 

 

(b)自己点検・評価を基に課題を記述する。 

幼児教育学科の学習成果の査定は、各科目において厳格に行っているものの、正確

な達成度を把握するのは難しい。客観的な達成度の明示等について検討していく必要

がある。  

総合文化学科では、客観的に学習成果を測定する手段や方法について、他短大の事

例等を参考にしつつ、早急に確立していくことが求められる。 
 

基準Ⅱ-A-5  学生の卒業後評価への取り組みを行っている。 

(a)自己点検・評価を基に現状を記述する。 

卒業生の進路先からの聴取は、幼児教育学科の実習訪問指導及び総合文化学科のイ

ンターンシップ先での聞き取りや進路サポート委員による企業訪問、それに加え進路

サポート室職員が、電話や企業面接会現地指導の際に聞き取り調査をするなど併行し

て行っている。その際に昨年度の採用活動の評価ポイント・本学への要望点などとと

もに卒業生の状況を直接採用担当者から聴取することにより、今後の学生サポートに

関する課題も見えてくることから、そこで知り得た情報を進路サポート委員会をとお

して各学科へフィードバックしている。また、週１回行われる進路セミナーにおいて、

在学生にも情報を伝え就職活動をする上での参考にするよう促している。 

卒業生に対しても卒業時にアンケート調査を実施しており、その結果においては進

路サポート室で分析報告している。 

他に、幼児教育学科では前年度卒業生に対して、６月にホームカミングデーを開催

し、卒業後に教員や同期生と会うことで情報交換を行い、悩みや喜びを共有して新た
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なる活力を得ている。 

 

(b)自己点検・評価を基に課題を記述する。 

 年々変化する学生資質を鑑み、現状に増して採用先・求人先との関係を密にして情

報交換していく必要性を感じる。 

今後も長年築き上げた信頼関係を大切にしながら、さまざまな機会を利用して細や

かな情報収集を続け、さらに聴取した情報をデータ化し教職員で共有して共通認識を

図るための方策を模索していきたい。 

 

 

［テーマ］ 

基準Ⅱ-B 学生支援 

(a)テーマ全体の自己点検・評価の要約を記述する。 

各学科における学習成果の向上を目指し、学生による「授業評価アンケート」を学期ご

とに実施、各教員から提出された結果は、全教職員の閲覧に供している。また、ＦＤ活動

の推進に向けて、年度当初に開催される講師懇談会において、その要点を確認している。 
学生支援に関わる本学内の組織は、教務委員会と学生委員会の二つがある。いずれも、

教員と職員とからなる委員会であり、教育活動・課外活動等における成果を情報共有し、

学生支援に生かしている。 
学習支援の方策として、入学予定者には、各学科の特性に合わせた準備学習情報を提供

している。さらに、２・３月中に、「入学準備プログラム」・「プレ・オリエンテーション」

（幼児教育学科）・「プレ・ガイダンス」（総合文化学科）を実施、スムーズな学生生活のス

タートを企図している。入学式後の２日間は、教務と学生生活を中心としたオリエンテー

ションを行っている。 
生活支援については、ゼミナール担任制をとり、学生一人ひとりをきめ細かに支援して

いる。また、心のケアについては、保健室・相談室の担当者とも連絡を密にする体制をと

っている。 
進路支援は、両科とも「進路セミナー」を軸に、それぞれの目標に向けた準備・対策を

実践的に行っている。さらに、「進路サポート室」では、専門家を招いてのキャリア・コン

サルティングに力を入れ、学生一人ひとりの思いを受け止めている。 
受験生に向けては、印刷物のほか、メディアをフル活用している。また、オープンキャ

ンパス以外の個別見学にもできるだけ応じる一方、高校へのアプローチを図り、出前授業

や進学指導を兼ねた見学受け入れを積極的に行っている。 
 

(b)自己点検・評価に基づく改善計画を記述する。 

それぞれの課題として挙げられているものを列挙すると 
○ ＦＤ活動の充実に向けて：全授業でのアンケート実施，ＳＤの推進 
○ 附属図書館を軸にしたラーニングコモンズの展開 
○ 授業内での学年を超えた交流を実現 
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○ 学生生活支援の強化 
○ 基礎学力充実のための方策を探る 
○ 受験生に対しては、入学後の進路変更による退学者が減るための方策を探る。 
○ 学生が学外での諸活動を円滑に行なえるようなサポート組織の発足 
すぐに改善に取り組めるものと、予算措置をともなうものとに腑分けをし、いずれも早

期に取り組んでいきたい。 
なお、学外の施設になるが、通学の交通安全を確保するため、歩道のガードレール設置

と、街灯の増設を早急に実現させる必要を感じている。関係者との協議に着手したい。 
 

［区分］ 

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

(a)自己点検・評価を基に現状を記述する。 

教員は、各学科の教育目的及び学位授与の方針を踏まえた上で、授業科目の到達目

標に即した成績評価基準を定め、学生の学習成果を厳格に査定している。具体的には、

小テストの実施や、課題、レポート、授業態度、出欠状況等により、授業における学

生の学習成果の状況を把握し、問題のある場合には、各学科会議や関連する委員会、

部局において対応を協議している。 

また、年度当初に実施している非常勤講師との懇談会では、各学科の教育目的及び

学位授与の方針について確認するとともに、各授業の到達目標や学生の学習状況につ

いて活発な情報交換を行い、教職員間の意思疎通を図っている。さらに、幼児教育学

科では、音楽関連の授業の多くを非常勤講師が担当しているため、担当者会議を毎月

開催し、履修者の進度把握と情報の共有に努めている。 

本学では教務委員会主催のもと、前後期の学期末に授業評価アンケートを実施して

いる。平成 22 年度までは専任教員の担当科目のみを対象としてきたが、23 年度から

は非常勤講師の担当科目も対象とし、全学体制で実施している。教員は当該学期の担

当科目の中から任意に一科目以上を選び 終回の授業までにアンケートを実施する。

アンケート用紙には 11 の設問を設け（他に科目担当教員が任意に質問を設けられるよ

う空欄 2 項目分を用意）、各設問とも５段階評価の形式をとっている。他に自由記述欄

も設け、授業でよかった点や改善すべき点等を記入できるようにしてある。 

なお、授業評価アンケートの結果から、授業運営に関して組織的な改善が必要と判

断された場合には、科目担当教員が学科や教務委員会等にその旨を提言し、クラスの

増設やカリキュラムの見直しを行っている。 

教員は、授業・教育方法の改善に向けて意欲的に取り組んでいるが、平成 24 年度は

授業評価アンケートのほかに全学的なＦＤ活動は実施していない。 

教員は、所属学科のカリキュラムをはじめ履修方法や卒業要件に通暁しており、学

期当初に行われる「教務ガイダンス」「単位履修指導」では、すべてのゼミナール担当

教員が履修指導に関わっている。学生の履修状況や健康状態により個別の対応が必要

である場合は、ガイダンス以外にも時間を設け、ゼミナール担当教員が助言・指導に

あたっている。 

キャンパスガイドや各出版物等は必ず全事務職員に配布することによって、事務職
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員は、各学科の教育目的・目標を十分に把握している。また毎週１回朝礼を行い、各

部署の状況や連絡を全員に伝え、共通認識を持って学生支援にあたっている。 

事務職員も教務委員会や学生委員会などの各種委員会に所属しており、学習成果を

認識した上で、所属部署の職務を通じて履修や学生生活に対する支援を行っている。 

ＳＤ活動としては、10 月より事務局会議を月１回開催し、職員相互に共通認識を持

つだけでなく、議論する場を設けるようにした。また、１月より経営コンサルタント

と契約を結び、ＳＤセミナーを実施するとともに、広報活動に関するコンサルティン

グを継続的に受けることとした。そのほかにも職員の積極的な研修参加により、個々

のスキルアップも図っている。 

図書館には職員２名を配置し、原則として平日 9 時から 17 時まで開館している。平

成 24 年度の開館日数は 205 日であり、このうち 18 時 30 分までの延長開館は 35 日で

あった。通常の図書の貸し出し冊数は５冊以内であるが、夏季・冬季の長期休暇中は 

無制限にし、利便性の向上に努めている。 

図書館が行っている学生の学習成果獲得のための支援は以下のとおりである。  

①レファレンスの実施 、②ＰＣ等の整備、③各種データベースの導入、④情報リテ

ラシー講座、⑤企画展示、⑥学外機関との協力・提携 

① レファレンスの実施 

レファレンスの内容と回答方法を記録し、以後同様の質問があった時に備えている。

質問内容によっては、不足している図書・資料があるので補充をしたり、学生の希

望する図書や資料を購入する「リクエスト」制度により利便性の向上へもつなげて

いる。 

② ＰＣ等の整備 

館内には蔵書検索用パソコンを 3 台配置し、すべての所蔵資料を検索することがで

きる。その他、デスクトップＰＣ6 台、ノートＰＣ4 台があり、インターネットや

マイクロソフトオフィス、各種データベースが利用できる。 

③ 各種データベースの導入 

データベースは CiNii(国立情報学研究所)、ジャパンナレッジプラス（(㈱ネットア

ドバンス)、G-Search（㈱ジー・サーチ）を導入している。 

④ 情報リテラシー講座 

学内全ゼミナールに向けて「情報リテラシー講座」を開催し、調査・研究の支援を

行っている。 

⑤ 企画展示 

図書館の蔵書をテーマやコーナーを設けて積極的に利用者にアピールしている。 

「テーマブックス」は、テーマを決めてそれに沿った絵本の展示、紹介を年 13 回

程度行っている。学内の児童文化研究所や観光文化研究所が企画する講演会に合わ

せてその内容に関連する蔵書や、講演者の著書も展示している。その他、教員の推

薦する図書のコーナーや教員の 近の著作コーナーを設けている。また、図書館独

自の企画として、「七夕文学賞」（年１回、短詩型文学作品を募集）を実施し、創作

活動を通じて図書館に親しみがわくよう企画している。 

⑥ 学外機関との協力・提携 
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NACSIS-ILL（国立情報学研究所）に参加し、相互貸借・文献複写を行っている。 

また、信州共同リポジトリは長野県内の 13 高等教育機関で構成されており、本学

は平成 22 年度から参加している。 

 

教職員は、授業や学校運営において積極的にコンピュータを活用しており、ほとん

どの教職員が基本的なＩＣＴ活用能力を身につけている。授業ではパワーポイントを

活用している教員が増えつつあり、それにともない普通教室へのプロジェクター・ス

クリーンの設置を漸次進めている。学内ＬＡＮはおおむね整備されており、教職員へ

の諸連絡はメールにより行われることが多い。 

教職員は、学生に対してコンピュータの利用を奨励しており、各学生にはメールア

ドレスを配布している。情報系の科目では課題・レポートのメール提出を義務づけて

おり、学生のＩＣＴ活用能力の向上に努めている。また、施設面では情報処理演習室

を 2 教室設置しており、教室が空いている場合は、学生が自由にコンピュータを利用

できるような環境を整えている。 

教職員に対して、コンピュータ利用技術の向上を図るための研修は特に実施してい

ないが、教職員用端末のＯＳ・アプリケーションのバージョンアップに際しては、コ

ンピュータ運営委員会が教職員に対して必要な情報を提供したり、操作上の質問に対

応したりするなどのサポートを行っている。 

 

(b)自己点検・評価を基に課題を記述する。 

授業運営については、担当教員間での連携・協力体制がおおむね出来上がっている

が、講師懇談会にはすべての非常勤講師が出席するわけではないので、科目によって

は教員間の意思疎通が十分に図られていない場合もある。今後は講師懇談会とは別に、

非常勤講師との情報交換の機会を設けるなど、さらなる協力体制の確立が求められる。 

授業評価アンケートについては、ようやく全教員による実施体制が整ったばかりで、

課題は山積している。今後は全授業での実施を目指すべく、実施体制を強化する必要

がある。また、評価の客観化と業務の効率化を図るため、アンケートの集計を外部に

委託することも検討したい。 

授業改善については、個々の教員の努力に任されている風潮が強く、ＦＤ委員会と

しては、全教員の関心を集めるような企画を打ち出せないのが現状である。教育資源

の有効な活用法も含め、今後はＦＤ活動への取り組みを強力に推進していく必要があ

る。 

また、より効果的な学生支援を行うために、組織的なＳＤ活動を推進していく必要

がある。 

図書館の学生支援には授業との連携が も有効であるが、積極的な教員による一部

の授業との連携にとどまっている。連携の拡大が大きな課題である。来年度は図書館

施設を授業でも利活用ができるよう、ラーニングコモンズの検討を開始したい。図書

館利用者の裾野を広げ、設備、蔵書を十分に活用できるようにしていくような計画を

する。また、シラバスにある授業に関連する教員の推薦図書コーナーを設けているが、

教員全員からの推薦がないので改善する必要がある。参考図書等を収集し、より学習
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や研究に結びつく資料収集に努める。 

図書館のＰＣの設置台数は要望に応えられるものを備えているが、プリンターの障

害発生が依然として多発するので改善する。学内ＬＡＮの設置場所が図書館にあるの

で、通信環境は良好である。設備が老朽化していた無線ＬＡＮについては、９月に更

新された。 

今年度の課題であった上田女子短期大学リポジトリの構築が進められている。さら

なる充実を求め、教員にコンテンツの提供を呼びかけていく必要がある。 

教職員は、学生に対してコンピュータの利用を奨励しているものの、組織的な取り

組みがなされていないため、学生のＩＣＴ活用能力は顕著なスキルアップまでには至

っていない。今後は、学生のＩＣＴ活用能力の向上に向けた全学的な取り組みが求め

られる。 

 

 

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

る。 

(a)自己点検・評価を基に現状を記述する。 

幼児教育学科では学習成果の獲得に向け、入学前に、合格通知とともに保育関連の

情報提供や絵本を推薦している。また、スムーズに短大の学習と生活に入れるよう、

２月に一般入試Ａまでの合格者を対象にした入学準備プログラムを実施している。加

えて、入学直前には、全入学予定者を対象にプレ・オリエンテーションを実施し、短

大での学びの理解と在学生及び教員、新入生相互の親睦を深めている。入学後のオリ

エンテーションでは、キャンパスガイドやシラバス等を使用し、場合によっては教員

だけでなく職員の協力も得て、十分な時間をかけ教務ガイダンス・学生生活ガイダン

ス・進路ガイダンス等を実施して学生の理解を得るように工夫している。 

本学の建学の精神に基づいた教育方針の説明とともに、教務ガイダンスでは、卒業

に必要な単位取得に関する説明に加え、幼稚園教諭二種免許状・保育士資格取得のた

めの科目履修方法はもちろんのこと、訪問介護員２級資格及びレクリエーション・イ

ンストラクター資格取得のための科目履修方法、登録の方法、時間割など必要事項を

丁寧に説明し、コース制についても触れている。加えて、１年次後期開始時の教務ガ

イダンスでは、「履修カルテ」を配布し記入をさせている。また、学生生活ガイダンス

では、学生生活全般についての心得や学生支援制度の説明を行っている。進路ガイダ

ンスでは後期より始まる進路セミナーでの基礎学力向上や公務員試験講座等の説明を

行って、早い時期から就職に向けた学力向上に対する意識や就職に対する心構えを持

たせるように工夫している。また、基礎技能科目の器楽については、オリエンテーシ

ョンの中で器楽ガイダンスを行い、入学後はグレード別指導を行うことで進度に配慮

した指導を行っている。 

本学は、少人数ゼミナール担任制をとっており、学習面や生活面だけでなく、保育

者になるためのさまざまな不安や悩みをゼミナール担当教員に相談できる体制をとっ

ている。さらに、定期的に開催される学生相談で面談を行えるように配慮している。

加えて２年生では、進路サポート室においてキャリアコンサルタントが面談を行い、
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情報はゼミナール担当教員や実習指導担当者と共有し、必要に応じて定例の学科会議

において報告され、きめ細かな指導を行える体制をとっている。 

学業、人物とも優秀な学生に対しては、２年次に特待生としての認定を行っている。

実技に関する科目については個々の進度に対応した授業設定を行い、「器楽」では実力

診断の結果による習熟度別クラスを編成している。さらに、グル－プレッスンと個人

レッスンを併用して、進度の速い学生や優秀な学生に対応している。芸術コース（音

楽）では、個人レッスンを必修とし、より高度な指導を行っている。 

総合文化学科では、前記、入学前支援をはじめとして、入学時のオリエンテーショ

ンをきめ細やかに実施することによって、短期大学生としてのスタートを円滑に切れ

るようにしている。科目の履修、免許・資格等の履修については、総合文化学科では

多岐にわたることから、とりわけ、時間を割いて説明にあたり、個別指導にも応じる

体制をとっている。学生の２年間は、ゼミナール制を軸とした必修科目によって支え

られ、１年次前期「基礎ゼミナールⅠ」、後期「基礎ゼミナールⅡ」、２年次「卒業研

究ゼミナールⅠ・Ⅱ」と各期に配置している。ゼミナール担当教員は、オフィスアワ

ーを含めた時間を活用して、学生の学習相談、生活相談、進路相談等、さまざまな問

題の解決に向けた取り組みを展開している。 
教職課程履修者には、１年次後期開始時の教務ガイダンスでは、「履修カルテ」を配

布し記入をさせている。 
基礎学力が不足する学生に対する補習授業などは、現在行っていない。科目担当の

教員に委ねられているのが現状であるが、学科会議においては、学生の現況を提示す

るための時間を設けて、情報の共有に努めている。 
学習成果の獲得に向けた告知、啓蒙、広報活動は各種の印刷物やメディアをとおし

て積極的に行っている。 
学業、人物とも優秀な学生に対しては、２年次に特待生としての認定を行っている。

実技系科目に関しては、進度の速い学生に対して特別な課題を提示することがあるが、

制度化はされていない。進度の速い学生や優秀な学生に対する学業上の配慮は必要と

考えるが、ゼミナール担当教員や科目担当教員の裁量に委ねているのが現状であり、

個別の学業支援や進路支援にとどまっている。 
なお、両学科とも学科としての留学生の受け入れ及び留学生の派遣は行っていない。

ただし、大学として外国人特別研究生の制度を設け、平成 24 年度は北京市より１名の

特別研究生を受け入れたが、心身の不調から予定を早めての帰国となった。 
 

(b)自己点検・評価を基に課題を記述する。 

幼児教育学科では、1 年前期における個々のゼミナールの 1 年生同士及び先輩学生

や教員との親睦を図る時間が少ない。また、入学当初の学生の相談に対応できる方策

を検討する必要がある。 

時間割上の制約はあるが、外国語科目や情報処理関連科目についても進度別のクラ

ス編成を導入するなど、組織的な体制づくりが求められる。 

総合文化学科では、基礎学力が不足する学生に対する学習支援、優秀学生に対する

学習支援など、組織的かつ計画的な学習支援体制の確立が必要である。また、多様な
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学生を受け入れている総合文化学科においては、学習支援と生活支援を切り離すこと

が困難であり、その両面を支援する体制づくりが求められる。 
 

 

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。 

(a)自己点検・評価を基に現状を記述する。 

学生の生活支援については、学生委員会がその任にあたっている。月一回の定例委

員会で情報共有・課題解決を図る一方、職務が多岐にわたるので、主担当の責任者を

決め、以下のように分けている。 

①自治会（＝学友会）・サークル ②学海祭（＝文化祭） ③学生寮 ④学生相談 ⑤

奨学金 ⑥式典 ⑦人権同和教育 

この委員会は教職員からなる組織で、担当ごとの職務を随時進めている。 

 高校までの学校生活で、課外活動等の責任者となった経験のある学生が少ないので、

教育指導上も重要な分野と認識し、学生委員会が、学生の｢主体性｣を引き出すよう活

動している。よりきめ細かなアドバイスを行うため、自治会・サークル、学海祭の主

担当者は、学生との密なコミュニケーションを図っている。 

 学生のキャンパス・アメニティについては、食堂は学生ホールと兼用で、外部委託

業者が授業日の午前 11時から午後１時 30分頃まで 12種類程度の食事を提供している。

学生ホールの座席数は 250、飲料類の自動販売機が４台、売店はない。 

 本学キャンパスに隣接し、定員 64 名（１室２名）の学生寮がある他、民間との契約

寮としての第二学生寮（定員 20 名、個室、徒歩 13 分）がある。また民間のアパート

では本学学生のみが入居する物件など事務局学生係で斡旋を行っている。 

 公共交通機関を利用する学生は、上田電鉄別所線大学前駅から徒歩６分、駐車場は

キャンパス隣接地に合計 147 台分のスペースを確保、体育館北側には駐輪場の設置が

なされている。 

外部奨学金として日本学生支援機構の奨学金を取り扱っている。本学独自の奨学金

としては北野奨学金がある。また、入学金特別減免制度を設けている。 

 学生の健康管理（メンタルヘルスケア・カウンセリング）については、保健室と学

生相談室が連携してこれにあたっている。さらに、学生委員会が加わり、定期的にカ

ンファレンスを実施し、状況把握・問題解決にあたっている。さらに関係教職員を加

えた拡大委員会を開催し、情報の共有を図っている。 

 「学生生活満足度調査」を卒業時に実施することで、学生生活に関しての学生の意

見や要望の聴収を行っている。 

 留学生に対しては、入学試験において学生生活を送る上で支障のない日本語力を求

めているので、カリキュラムの中に留学生向けの「日本語」等の授業は開設されてい

ない。しかし、20 年以上に及ぶ外国人特別研究生受け入れの実績から、学生ボランテ

ィアによる日本語学習支援は実施可能である。生活支援体制についても、外国人特別

研究生委員会の実績を活かすことができる。なお、「外国人留学生入学試験」に関する

問い合わせはあるものの、実施につながった例はない。 
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 社会人学生入学試験Ⅰ・Ⅱ・Ⅲは、両学科とも 12 月・２月・３月に実施しており、

幼児教育学科２名、総合文化学科０名の計２名の社会人学生が在籍している。特別の

支援体制は設けていないが、総じて学習意欲の旺盛な学生が多い。授業内容に関する

質問や授業に対する要望には、各科目担当教員が丁寧に対応している。 

 障がい者受入のための施設としては、２箇所の身障者用トイレの設置と２階までの

エレベーターの設置にとどまっており、支援体制は整っていない。 

 長期履修学生入学試験は、総合文化学科のみ 12 月に実施しており、24 年度は 1 名

が受験、合格している。入学後の履修形態等については、現在学科内で検討している

段階である。 

学生の社会的活動については、担当教員が直接関わっているものはもちろん、学生

主体のものも含め把握している活動は、両学科の学科会議・教授会で情報共有に努め

ている。プレス等で紹介されたものは、学内に掲示をし全学的に周知を行っている。

成果・評価の著しいものについては、年度末に学長もしくは学科長から表彰披露を行

うことがある。諸活動のうち、平成 24 年度は上田市の老人福祉施設・敬老園における

ものが特筆される。音楽（合唱）、パネルシアター、演劇、ブライダルショーなど、両

学科の学びの特性を生かした催しを継続的に行うことができた。 

 

(b)自己点検・評価を基に課題を記述する。 

 学生の生活支援のための外部研修には、委員がより参加できるよう体制を工夫した

い。 

学生がサークル活動に参加できない理由の一つには、授業時間割の過密の問題があ

る。課外活動を行いやすい時間割の検討を行いたい。 

昼食メニューの固定化、昼食時の座席数不足、売店の未設置による買い物の不便さ

など検討課題は多い。 
駐車場から学内までに必要な市道の横断では、朝夕の通勤時間帯において相当な注

意が必要である。 

本学には貸与型奨学金制度はあるが、給付型奨学金制度がない。今後、同窓会や後

援会との協力体制と、給付型奨学金制度の設立を検討したい。 

発達障がいを抱える学生の受け入れについては、関する学内の意思統一・体制作り

が急務である。 

現行のアンケート実施時期では、在学中に学生へのフィードバックができないとの

批判が出ている。特に、アンケートで指摘されている懸案事項としては、大学から大

学前駅までの通学路の街灯が暗い等があげられる。 

留学生については、「外国人留学生入学試験」に関する問い合わせはあるものの、受

験につながった例はない。今後の課題は、既存の外国人特別研究生の学習を支援する

体制を充実させるべきと考えられる。 

社会人学生のニーズに即した教育課程及び学習支援体制の整備に向けて、まずは総

合文化学科内で検討を進めていく必要がある。 

正面入口ドアが重く、開閉に力が必要であるとか、段差にスロープ施設が無いなど、

バリアフリー化は遅れており、今後の検討が必要である。 
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長期履修学生は、学習・生活両面にわたり通常の学生とは異なった支援が必要とな

る。現在は学科内での検討にとどまっているが、教務・学生両委員会とも連携しなが

ら、適切な支援体制を構築していかなければならない。 

社会的活動の単位化には異論もあるが、全学生が何らかのかたちで社会との関わり

を持てる活動の機会提供をさらに工夫していきたい。 

 

 

基準Ⅱ-B-4  進路支援を行っている。 

(a)自己点検・評価を基に現状を記述する。 

進路支援のための教職員の組織として進路サポート委員会が活動している。各学科

の教員と進路サポート室の職員で構成され、就職の相談・斡旋、各種セミナーの企画･

実施、資格支援、就職試験対策・進学支援・企業訪問・就職面接会現地指導など進路

に関するいっさいの業務を行っている。 

進路サポート室では、常勤の職員 2 名が求人の受付･紹介、就職･進学に関するさま

ざまな相談、週 1 回行われる進路セミナーの運営、本学主催の合同企業セミナーの企

画立案、求人情報収集等を行っている。また、外部のキャリアコンサルタントが原則

として週２日学生の相談にあたり、一人ひとりに対してきめ細かい相談体制を整えて

いる。 

進路サポート室には業種別の求人情報・進学情報・「就職試験受検届」・企業情報等

の参考資料・面接対策ビデオなどの各種ソフト、その他にインターネット接続端末を

整備するなど、学生が自主的に進路に関する活動を行えるよう整えている。また、進

路サポート室前の掲示板には業種別の求人情報・就職面接会開催情報・公務員試験告

示ポスター・資格支援・進学情報など学生が速やかに情報を得られるよう掲示されて

いる。さらに、学生が本学独自の進路サポートコンテンツに登録することにより、求

人情報や進路に関するさまざまな情報がよりタイムリーに配信されている。 

資格取得に関しては担当教員と連携し積極的に受験するよう学生に広報している。

また、受験にあたり対策講座を開講している。 

就職試験対策としては、卒業生が提出した「就職試験受験届」を業種ごとにまとめ、

進路サポート室で学生に公開しているとともに、進路セミナーではそれをまとめたデ

ータを、学生に解説している。さらに、器楽（ピアノ）の授業では受験の際に出され

た課題等を教員に情報提供することにより、その内容を授業の中で活用し、個々の技

量を高めている。 

その他長期休暇ごとの「就職試験学力向上問題」の配布や公務員試験対策講座･数学

講座を開講し学生の基礎力向上に努めている。加えて、卒業生や内定者による就職活

動体験談や幼稚園･保育所などの園長・企業の人事担当者に講演いただくなど、現場が

求めている人材について学生に伝え、自分の目標を確立することで、就職試験に向け

ての対策を進めている。 

就職状況については、毎月学生の進路に対する活動の進捗状況や決定状況などの動

向を委員会で報告・分析し、教授会で報告することにより、教職員が情報を共有して

いる。また各ゼミナール担当教員に学生一人ひとりの詳細な状況報告を行い、進路サ
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ポート室と連携してサポートにあたっている。 

年度末には業種別の一覧を作成し、委員会で分析して教授会で報告するとともに、

それをもとに次年度の企業訪問先の選択、また今後の指導方針の検討など、有効に活

用している。 

進学･留学の支援については、進路希望調査を行った際に、進学・留学希望の学生に

対し個別相談を行い、願書の書き方や面接指導など、希望学生がスムーズに受験でき

るようサポートしている。また、進路サポート室では進学（指定校・編入学など）・留

学の情報を学校別にまとめ、資料として提供している。 

 

(b)自己点検・評価を基に課題を記述する。 

月１回定例で委員会が行われており、その都度スムーズな進行がなされ教職員の連

携も取れている。 

情報量の多さからデータ化を進めている。求人はある程度検索が可能なように構築

できたが、採用先の詳細や「就職活動受験届」やさまざまな企業情報のデータ化が思

うように進まず苦慮している。また個別相談や面接練習などの場所の確保が難しい状

況にあり今後の課題としたい。 

学生の基礎学力低下にともない、それに対する大学全体での早急な対策が求められ

る。また、コミュニケーション力の不十分な学生が年々見られるため、その対応に学

内の関係部署と連携していきたい。資格取得については年々受験生の減少が見られる

ものがある。受験対策講座や資格の広報に力を注ぎ、積極的に受験するよう促してい

きたい。 

積み上げられた分析結果をもとに、よりタイムリーなサポートができるよう努める

必要がある。また、基礎学力と社会人基礎力の育成を併行して行うことにより、今、

社会が求める人材を輩出できるようさらに情報収集・分析につとめ、その結果をいち

早く発信し提供できるように心がけたい。 

編入学について、指定校依頼のある大学や３年制短期大学のみにとどまらず、編入

先の開拓をすることにより、学生の進路選択の幅を広げる必要がある。 

 

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。 

(a)自己点検・評価を基に現状を記述する。 

入学志願者に対する受け入れの方針は、「アドミッションポリシー」として「学生募

集要項」及びホームページ上で明示している。選抜方法についても、上記の要領で明

示している。なお、要項の発行に先立ち、「入試概要」を年度当初に発行し、新年度入

試の概略について告知している。 

建学の精神・教育理念については、学校案内で学長のメッセージとして明示する一

方、教育目的・教育目標・求める学生像については大学案内や大学通信・ホームペー

ジで、学科長のメッセージを紹介している。 
このほか、オープンキャンパスを 4 回実施し、大学の理念や特色・カリキュラムの

紹介・模擬授業・個別相談等を行い、参加者（高校生・保護者）に伝えている。また、

夏期音楽講習会や高校生のためのサマーセミナーを 7 月のオープンキャンパスにつづ
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けて実施している。このほか、入試相談会における相談者や大学見学者に対して、求

める学生像・学生生活等、大学選択の参考となる情報を提供するとともに、電話やメ

ールでの相談にも随時応じている。 

高校単位の見学会は、要請のあった高等学校について受け入れを行っている。 
受験生からの問い合せは、学科の特長や免許･資格、開設科目や時間割などのカリキ

ュラムや進路に関すること、また、サークル活動や通学に関することなど学生生活全

般にわたる。保護者からは、前述に加えて、主な就職先をはじめ、学納金・奨学金、

その他の費用など、経済的な問題に関する問合せなどが寄せられることが多い。また

遠隔地の受験生や保護者からは、寮の選考やアパートの斡旋に関すること、下宿生活

や安全対策などに関する問い合わせもある。 
相談・質問に関してはメールやフリーダイヤルの利用による方法が中心であるが、

家族で来学し、実際に本学を見学して相談を受ける受験生もいる。それらすべてに対

して適切に対応している。 
本学では、各学科の教員と広報担当職員をメンバーとした「アドミッション委員会」

を組織し、広報活動全体の企画・運営を行っている。高校訪問は教員を中心として行

い、オープンキャンパスは全教職員が担当している。入試事務は、受付から結果発表

までを広報担当職員が執り行い、結果発送業務は事務局全体で行っている。 

本学では、「指定校推薦入学試験」「推薦入学試験Ａ・Ｂ」「特待生入学試験」「一般

入学試験Ａ・Ｂ・Ｃ」「自己アピール入学試験（総合文化学科のみ）」「ＡＯ入学試験」

「社会人学生入学試験」「長期履修学生入学試験（総合文化学科のみ）」を実施し、多

様な学生を受け入れる選抜を公正かつ正確に実施している。 

幼児教育学科では、保育者への意欲の向上と理解、及び大学での学習と生活へのス

ムーズな移行を可能とするために、合格通知とともに保育に関わる心構えや図書、絵

本等の紹介を行っている。また、２月に開催する入学準備プログラムにおいて、上記

目的達成のために２年間のカリキュラムの流れを説明、入学までの準備とピアノの練

習方法や絵本との関わり方等について説明を行っている。好きな絵本を選択させ読み

聞かせの練習を課題として与えプレ・オリエンテーションで発表させている。加えて、

保育技能の体験や在学生との交流をとおして、入学生同士及び教員や在学生との交流

を深めている。入学前には、プレ・オリエンテーションを開催してカリキュラムと履

修登録方法の説明を行っている。また、ピアノ学習歴調査を実施し実力の把握に努め、

入学後のピアノ指導に活かしている。 

総合文化学科では、平成 19 年度の入学生より、入学前の不安を少しでも取り除くこ

とを主眼として、３月中に入学前オリエンテーションとして「プレ・ガイダンス」を

開催している。取得可能な免許・資格の説明、フィールドの解説を中心としたカリキ

ュラムの概要説明などをとおして、４月からのスタートに備えている。会終了後には、

茶菓を用意し、入学予定者同士、また教員とコミュニケーションを図るための機会を

設けている。 
オリエンテーションについては、前後期ともに全学生を対象に実施している。前期

オリエンテーションは入学式翌日から２日間の日程を設け、キャンパスガイド、授業

概要をはじめ補助資料を活用しながら、種々のガイダンスを行っている。特に、１年
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生に対しては附属図書館や情報処理教室の利用方法についてもガイダンスを実施し、1

年生がスムーズに授業や学生生活に入れるよう配慮している。 

「教務ガイダンス」「単位履修指導」では、本学の教育理念及び学科の教育目的につ

いて概説するとともに、教育課程の編成方針、免許・資格取得のための履修方法、履

修登録の手順、授業時間割の留意点などをきめ細やかに説明し、学生の理解を促して

いる。幼児教育学科では、実習ガイダンスを行い、免許・資格取得に向けての理解を

深めている。一方、総合文化学科では、免許・資格についての理解を深めるために、

「教職課程ガイダンス」「司書課程ガイダンス」「訪問介護員課程ガイダンス」も設定

している。後期開始時にも２日間のオリエンテーション期間を設定し、「教務ガイダン

ス」では前期の修得単位について確認するとともに、後期履修科目の追加・取り消し

の手続きについて説明している。「学生生活ガイダンス」では、学生生活全般について

の心得や学生支援制度の説明を行い、自家用車通学者を対象としたガイダンスも別途

実施している。また、１年次後期での「進路ガイダンス」では、後期より始まる進路

セミナーについての説明を行い、就職活動に向けての心構えを喚起している。 

 

(b)自己点検・評価を基に課題を記述する。 

入学後の齟齬を防ぐためにも、新年度に向けて各学科が取り組んでいる事柄を速や

かに、かつ、わかりやすく伝えていかなければならない。 
入試事務の体制としては、適時に情報提供を行うために、これまでの質問内容の分

析を行い、データの共有を図る必要がある。 

 入学選抜試験においては特に成績基準は設けていないが、複数の方法で各学科に対

する資質や意欲を確認して入学者選抜を行っている。それは選抜方針に沿ったもので

ある。しかし、学力不足などが原因で学業に対する意欲が維持できない学生が、入学

後徐々に表面化する場合がある。学業に対する意欲や熱意を高め目的意識を持続する

ためには、合格後から入学までの間の入学予定者へのアプローチの方法と内容の再検

討が必要である。 

 オリエンテーションは時間的な制約があるため、カリキュラムや履修方法について

は理解が追いつかない学生もいる。そのような学生に対しては、事務職員が事務室窓

口でアドバイスを行ったり、ゼミナール担当教員や教務委員が個別指導を行ったりし

ているが、十分とはいえない。履修登録に関する手続を終えるまでは、事務室窓口と

は別に、履修に関する相談コーナーを設けるなどの対応が必要かと思われる。 
なお、「授業概要」については、より具体的かつ詳細な情報を学生に提示すべく、25

年度版より記載項目等を大幅に変更する予定である。 

 

 

◇ 基準Ⅱについての特記事項 

平成 25 年１月 11 日（金）に文部科学省による教職課程実地視察が行われた。その

おり、「教員養成に関する教育課程、教員組織等について全般的に基準を満たしている。

また、地域に根ざした短期大学の特性を活かし、学生に対する顔の見える丁寧な教職

指導も行われており、努力している様子が伺えた」など、一定の評価を得ることがで
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きた。同時に、教職指導体制のマネジメントのあり方など、いくつかの課題も浮かび

上がってきた。引き続き教員養成の水準の維持向上に努めていきたい。 
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【基準Ⅲ 教育資源と財的資源】 

(a)基準Ⅲの自己点検・評価の要約を記述する。 

両学科の各専任教員は、職位に相応しい能力と資格を有している。個人においては、

責任を持って教育、研究にあたっている。教員採用の選考規程や資格規程など必要な

諸規程はほぼ整備されている。 

財的資源については、適切に管理され、短期大学の存続を可能なものとしている。 

(b)基準Ⅲの自己点検・評価に基づく行動計画を記述する。 

ＦＤ活動を積極的に推進し、常に改善に心がけている。教育の向上とより健全な経

営を目的として、平成 23 年度に策定した中期経営計画に着手した。 

 

［テーマ］ 

基準Ⅲ-A 人的資源 

(a)テーマ全体の自己点検・評価の要約を記述する。 

設置基準に定められた教員数ならびに免許・資格取得に必要な教員を充足している。

採用及び昇任においては、教員選考規程に基づき、教員資格基準を満たす能力・資格

を有する者を選考している。 

専任教員の研究活動、海外出張及びＦＤ活動に関する規程を整備している。研究成

果については、本学紀要に掲載可能である。加えて両学科において各所報での発表も

可能である。 

事務局職務分担は事務組織規程に基づいて明確にされ、それぞれが責任を持って行

われている。機器備品は整備されており、防災セキュリティ対策も行っている。 

ＳＤ活動は模索的段階にある。 

(b)自己点検・評価に基づく改善計画を記述する。 

今後も各学科ごとに、適材適所の教員人事を心がけ、研究活動の活性化に向けた環

境整備を行う必要がある。職員の異動は適宜実施し、組織の硬直化を予防する必要が

ある。より一層のＳＤ活動の推進を図りたい。 

［区分］ 

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

している。 

(a)自己点検・評価を基に現状を記述する。 

教員組織の概要は、８頁のとおりである。 

設置基準に定められた教員数ならびに免許・資格取得課程に必要な教員数を満たし

ている。 

教員の採用、昇任、任期制教員の再任用にあたっては、本学の教員選考規程の定め

るところにより、教員資格審査基準ならびに教員選考及び昇格制度の基準に従って行

っている。各教員の職位は、短期大学設置基準の規程を充たしている。兼任講師の採

用にあたっては、兼任講師採用規程に従って行われており、専任と同等の資格が求め

られている。 

幼児教育学科では、専任講師１名の退職にともない後任の専任講師を１名採用した。 

非常勤講師数は、幼児教育学科 24 名、総合文化学科 26 名である。内６名は両学科

様式 8－基準Ⅲ 



‐51‐ 

に関わっている。また、学科を超えて専任教員が相互に授業を担当している。 

主要科目は専任教員が担当しているが、外国語や器楽などの演習・実技科目におい

ては、非常勤講師の登用が多くなる。幼児教育学科では実習指導室に専門性の高い実

習助手１名を配置している。 

 (b)自己点検・評価を基に課題を記述する。 

学務の多忙さをいかに緩和し、教育ならびに研究活動が十分可能となる環境づくり

を検討していく必要がある。 

 

 

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

育研究活動を行っている。 

（a）自己点検・評価を基に現状を記述する。 

幼児教育学科の専任教員は、学生が幼児教育・心理福祉・芸術の３つの系統におい

て専門的学びを深めるという学科の方針に基づき、「教育原理」「保育者論」などの幼

児教育・保育に関わる基幹科目については、教育学系の教員が担当しその分野の研究

活動を行っている。心理福祉並びに芸術においては、それぞれを専門分野とする教員

が担当し、その分野の研究活動を行っている。平成 24 年度の児童文化研究所「所報」

には、４編の研究論文と報告が掲載された。 

総合文化学科の専任教員は、各自の担当科目である、国語学、国文学、文化学、観

光学、（図書館）情報学、ブライダル産業、等に関する研究活動を積極的に行っている。

それぞれが所属する学会等における活動に加えて、学内組織である「観光文化研究所」

の大会運営や所報の執筆などにも旺盛な取り組みを示しており、在学生や卒業生とも

関わる研究活動を展開している。毎年刊行している平成 24 年度の観光文化研究所「所

報」には、１編の研究論文と１編の研究ノートと２編の記録とともに、各専任教員の

研究・教育活動の記録を掲載してある。 

また、平成 24 年度の上田女子短期大学「紀要」には、５編の研究論文が発表された。 

専任教員には個々の研究室及び週１日の研究日が整備・確保されている。 

専任教員の研究活動の状況については、本学ホームページ上にて公開されている。 

平成 24 年度は、科研費の研究分担者が１名のみであり、外部研究費の獲得に新規応

募した専任教員はいない。 

専任教員の研究活動に関する規程として「研究助成費交付内規」「児童文化研究所研

究助成費交付内規」「個別研究用図書取扱細則」「研究紀要投稿規定」「児童文化研究所

所報投稿規定」「観光文化研究所所報投稿規定」等を整備している。 

本学のＦＤ活動に関しては、「ファカルティ・ディベロップメントに関する専門委員

会規程」を整備している。それに則って、本学では教員が日々の授業における学習成

果の把握に努め、学生の学習成果の獲得状況を捉えるとともに、総括的評価のみなら

ず、形成的評価も適宜織り交ぜて、学生に適正な学習成果を獲得させるための取り組

みを行っている。 

こうした取り組みの一環として、本学では、各学期とも授業終了時までに学生によ

る授業アンケートを実施し、集計結果を踏まえて教員が自己評価することにより、当
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該科目の授業改善、指導内容の一層の向上、充実を図っている。 

学習成果を向上させるための関係部署との連携については、将来の進路決定を見据

えた指導のための進路サポート室との連携、司書課程の附属図書館との連携、幼児教

育学科の附属幼稚園での事前体験（プレ実習）や実習に加え、さまざまな形態での交

流の連携などが挙げられる。 

 

(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。 

教育活動と研究活動との両立が必要である。 

専任教員の研究活動については、本学ホームページ上で公開されており、随時更新

が可能となっている。しかし、 新の情報を速やかに公開しているか否かは、教員に

よってばらつきがある。 

外部資金獲得に向けては、どのように取り組むのか、全学的課題として検討を加え

る必要がある。 

専任教員の研究活動に関する規程としては、個人研究費の規程はまだ整備されてい

ない。 

ＦＤ活動に関しては、全科目の授業アンケート実施について、検討をしていく必要

がある。 

 

 

基準Ⅲ-A-3  学習成果を向上させるための事務組織を整備している。 

(a)自己点検・評価を基に現状を記述する。 

事務組織及び事務分掌については、事務組織規定に基づき日常事務をはじめ管理運

営に関する業務を遂行している。事務組織規程、稟議規程等により責任体制は明確に

なっている。また、職員が比較的長期間同じ部署に係ることが多いことで、各自の専

門性は高い。 

事務関係諸規程としては、「稟議規程」「事務組織規程」「文書取扱規程」「公印取扱

規程」「経理規程」「重要書証保管規程」等を整備している。 

事務室は３か所に分散しているが、業務に必要な情報機器・備品等は整備されてい

る。また、情報機器はできる限り 新式の機器に更新している。 

防災対策として、校舎には、火災報知器・緊急放送システム・消火栓・防火扉を備

え、校舎内各所に消火器を常備している。防災システムの専門業者による定期的な点

検も実施している。さらに、自衛消防隊を組織し年１回避難訓練を実施している。 

情報セキュリティ対策について、ハード面では、停電による故障対策として無停電

電源装置を設置している。ソフト面では、各種ウイルス対策のほか、サーバーのデー

タの多重バックアップ体制をとっている。 

ＳＤ活動に関する規程としては、「スタッフ・ディベロップメントに関する委員会規

程」を整備している。 

また、専門的な知識の習得や実務能力を高めるために外部の研修会等に積極的に参

加し、業務の見直しや事務処理の改善に努力している。また、本年 10 月より、職員間

の連携及び情報の共有化を図るため、原則として、月１回事務職員による「事務局会
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議」を開催している。管理職会議（課長以上）も開催しており、関係部署との連携が

スムーズにいくように注意している。 

また２月には経営コンサルタントによる事務職員のＳＤ研修会を行った。 

職員と教員については各種委員会等において連携を図っている。 

 

(b)自己点検・評価を基に課題を記述する。 

小規模な大学であることから、事務組織における各担当は１名ないし２名と少数で

業務を遂行している。結果として、事務職員が１つの業務に長期間勤務しており硬直

化している。事務組織の見直しと定期的な人事異動を実施し、組織の硬直化を排除し

ていく必要がある。 

 

基準Ⅲ-A-4 人事管理が適切に行われている。 

(a)自己点検・評価を基に現状を記述する。 

教職員の就業に関する諸規程としては、「就業規則」「育児・介護休業等に関する規

程」「定年規程」「「非常勤講師勤務規程」等の規程を整備している。規程の周知につい

ては、個々の教職員全員に規程集を配布している。また、新設・改訂した時は、新し

い規程書式を配布し、規程集の加除を行っている。教職員の就業については、就業規

則他の諸規程に基づいて適正に管理している。 

 

(b)自己点検・評価を基に課題を記述する。 

職員の就業に関する管理は各管理者がチェックしており問題はないが、教員の就業  

に関する管理は自己申告で管理されている。就業の特殊性を考慮して信頼関係の中で

行っているが、今後は就業に関する意識を高めていきたい。 

 

［テーマ］ 

基準Ⅲ-B 物的資源 

(a)テーマ全体の自己点検・評価の要約を記述する。 

校地面積、校舎面積は短期大学設置基準を上回っている。運動場も適切な面積を有

している。校舎内には、エレベーター１基、障害者用トイレを設置し、障害者の利用

にも対応している。講義室、演習室、実習室等も授業を行うための要件を満たしてい

る。図書館も短期大学設置基準、私立短期大学図書館改善要領に照らして、適当な規

模、資料構成であると認識している。 

施設設備の維持管理は各種規程が整備されており、それらの規程に従って施設設備

及び物品を管理している。防災、防犯対策については、機器の点検、避難訓練等を定

期的に実施している。地震対策については、体育館を除き実施済である。コンピュー

タシステムのセキュリティ対策も行っている。 

 

(b)自己点検・評価に基づく改善計画を記述する。 

障がい者対応について、バリアフリー化等が遅れており対応を検討していく。講義

室、演習室、実習室、図書館等の施設設備においても、計画的に更新・充実を図って
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いく。また、体育館の耐震対策工事を、できるだけ早く行いたい。 

防犯対策について、外注による警備常駐体制、入退館システムの導入など、校地、

校舎内の警備システム全体について検討していく。 

 

［区分］ 

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

設設備、その他の物的資源を整備、活用している。 

(a)自己点検・評価を基に現状を記述する。 

 本学の収容定員は幼児教育学科 300 名、総合文化学科 160 名 計 460 名であり短期

大学設置基準の規定により算出した校地の基準面積は 4,600 ㎡となる。本学の校地面

積は校舎敷地、運動場用地、その他あわせて 37,439 ㎡を所有している。 

校舎と同一敷地内に 6,908 ㎡の運動場用地を有し、グラウンド、テニスコート 2 面、

ゴルフ練習場 1 か所を有している。 

また、短期大学設置基準の規定により算出した校舎の基準面積は 4,150 ㎡となる。

本学の校舎面積は、6,548 ㎡となっている。 

校舎内には、エレベーターを１基、障がい者用トイレ２か所を設置している。 

講義室、演習室、実習室等は、各学科の教育課程の方針に基づいた授業を行うため

の要件を満たしている。 

近年パソコンやビデオ・ＤＶＤなどの視聴覚教材の増加により、対応可能な設備・

備品を毎年の予算に応じて順次整備してきている。その結果、ほぼ不都合なく使用で

きる環境が整ってきた。一方、黒板を設置している教室が多く、衛生面や美観からホ

ワイトボードへの交換を進めることとし、４教室の入替えを行った。 

図書館の面積等については表１、蔵書数等については表２のとおりである。短期大

学設置基準・私立短期大学図書館改善要項（日本私立短期大学協会図書館研究委員会）

に照らして、適当な規模、資料構成であると認識している。 

 

表１ 図書館施設の規模と学生・利用者用ＰＣ関係機器数・視聴覚機器数 

 

地下１階（書庫） 109.2 ㎡ 

１階（書庫・AV ルーム・演習室等） 367.44 ㎡ 

２階（閲覧室・図書館事務室） 615.34 ㎡ 

延床面積 約 1137 ㎡ 

書架棚総延長 2.71 ㎞ 

図書収容能力 約 10 万冊 

閲覧座席数 160 席 

 

視聴覚機器（AV ルーム） 

ブース11台（DVD・ブルーレイ・LD・ビデ

オ・CD視聴可） 

大型モニター1台（DVD・ブルーレイ・LD・

ビデオ・CD視聴可） 
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蔵書検索用パソコン 3 台 

デスクトップパソコン 10 台 

ノートパソコン 6 台 

プリンター 2 台（OPAC 用 1 台・レポート作成用 1 台） 

自動貸出返却装置 1 台 

 

表２ 資料種類別の所蔵数一覧 

（平成 25 年 3 月 31 日現在） 

資料区分 和  書 

（冊） 

洋  書 

（冊） 

学術雑誌 

（タイトル

数） 

視聴覚資料 

（点） 

諸資料 

(点) 

新聞 

（紙） 

所蔵数 70,981 2,019 73 3,468 3,685 10 

＊和書と洋書の合計総蔵書冊数は 73,000 冊 

＊学術雑誌は現在受入れ中のタイトル数。(受入れ中止した雑誌は含まない)  

＊諸資料は紙芝居、楽譜、仕掛け絵本、パネルシアター、エプロンシアター等。 

＊新聞は購入しているもの。 

 

体育館面積は、1,131㎡であり、バレーボール、バスケットボール、バドミントン等

のスポーツに対応できる。また各サークル活動の場としても活用している。 

 

(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。 

本校舎に設置されているエレベーターは２階までであること。また車椅子用のスロ

ープが不十分など、バリアフリー化は遅れているので、引き続き検討していく必要が

ある。 

講義室、演習室、実験・実習室の整備については、今後も教育課程の編成・方針に

基づいて、速やかに対応していく。 

今後も新しい教育機器などに随時対応していく必要がある。また黒板からホワイト

ボードへの交換を継続して実施していきたい。 

図書館は２階建の施設で書庫は二層になっているが、エレベーターが設置されてい

ない。バリアフリー化について検討する必要がある。 

 所蔵図書、資料等についてはさらに充実させ、設備についても授業に活用できるよ

うな環境を整えていく。 

 ブックディテクションは、無断持ち出し防止に強力な役割を果たしているが、設置

してから 23 年経過しており、故障した場合は部品の調達が不可能となっている。今後、

入れ替えを検討していく。図書館への入館は現在フリーで、チェックができない状態

である。セキュリティの観点からも、入館システムの導入を検討するべきである。 

 蔵書が増加するにともない、書架スペースの有効活用をしなければならない。所蔵

図書資料の資料的価値判断を行い、廃棄と更新を積極的に行っていく必要がある。 
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基準Ⅲ-B-2  施設設備の維持管理を適切に行っている。 

(a)自己点検・評価を基に現状を記述する。 

施設設備に関する規程は、「附属図書館規程」「経理規程」「保養施設利用規程」「学   

寮規程」等を定め、諸規程に従って維持管理している。また、固定資産台帳を整備し

適性に管理している。 

防災、地震、防犯対策のための規程等は整備していない。 

防災については、消火器・火災報知器・消火栓を備え、専門の業者によって定期的

に点検を行い、不備があるようであれば取り換える等の措置を行っている。また地元

消防署指導のもと避難訓練を実施し、消化器具の取り扱い方法等を学び、防災に関す

る意識を高めている。 

地震対策については、校舎の安全性では、平成８年度本館棟の耐震診断を実施し、

地震に対応できるよう既存建物の増改築を平成 13 年度に実施、完成している。防犯対

策については、一部ではあるが、セキュリティシステムを備え、４か所に防犯カメラ

を設置してその対応策を講じている。また警備会社により、毎夜間、定時に校舎巡回

を行っている。 

コンピュータシステムシステムのセキュリティ対策については、ウイルス対策シス

テムやファイアウォールを設定し、ウイルス感染や不正侵入の防止に努めている。特

に、事務局関連のコンピュータは、成績等の個人情報や学生のプライバシー情報   

を扱うため、ファイアウォールを二重に設け、教育研究用の学内ＬＡＮとは通信回線

を切り分けている。 

エアコン温度の設定、玄関や廊下の一部消灯等を行い、省エネに努めている。また、

教室等のエアコンを事務室で集中管理して無駄をなくす管理を務めている。ゴミにつ

いても分別管理している。 

 

 (b)自己点検・評価を基に課題を記述する。 

地震対策について、平成 22 年に耐震診断を実施、体育館に一部対策を実施する必要

がある。 

防犯対策について、敷地が広いこと、地元住民との関わり（本学敷地内に地域住民

の墓地がある）から管理が難しい。今後、警備員常駐体制、入退館システム等、校地、

校舎内の警備システム全般について検討していく。 

 

 

［テーマ］ 

基準Ⅲ-C 技術的資源をはじめとするその他の教育資源 

(a)テーマ全体の自己点検・評価の要約を記述する。 

本学では、学習成果の獲得に向けて継続的にＩＣＴ活用基盤の向上、充実を図って

いる。技術サービスについては、全学生にメールアドレスを配布し、課題やレポート

の提出に活用されている。専門的支援については、両学科とも情報処理関連の実技科

目のほか、ＩＣＴの活用を目的とした科目を配置し、情報活用能力の向上に努めてい
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る。また、卒業研究の作成に際しては、ゼミナール担当教員がワード・エクセル・パ

ワーポイント・インターネットの活用法について学生に教授し、技術的資源を活用し

た学習支援を行っている。 

施設・設備については、情報処理演習室を２教室用意し、空き時間等に学生がコン

ピュータを利用できる環境を整えている。また、学内のコンピュータ及びネットワー

クが安定的に利用できるよう、定期的にメンテナンスを実施している。また、遠隔テ

レビ会議システムを教室に設置し、信州大学教育学部及び本学附属幼稚園とも中継で

きる環境を整えている。 

教員のほとんどは基本的なＩＣＴ活用能力を身に付けており、情報技術を積極的に

活用しながら、授業内容及び教授技術の深化に努めている。 

 

(b)自己点検・評価に基づく改善計画を記述する。 

ＩＣＴ活用能力のさらなる向上のために、教育課程や授業運営の改善に向けて、組

織的な取り組みが求められる。あわせて、ラーニングコモンズの導入など、学生が自

在にコンピュータを利用できる環境を整えていく必要がある。 

 

［区分］ 

基準Ⅲ-C-1  短期大学は、学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて学

習成果を獲得させるために技術的資源を整備している。 

(a)自己点検・評価を基に現状を記述する。 

本学では、教育課程編成に即して、技術サービス、専門的支援、施設、ハードウェ

ア及びソフトウェアの向上・充実を図っている。 

技術サービスについては、各学生にメールアドレスを配布し、速やかに情報を伝達

する体制を整えている。 

専門的支援については、幼児教育学科では、保育者養成を主たる目的とする教育課

程編成・実施の方針に基づき、専門必修科目である「情報処理Ⅰ」「情報処理Ⅱ」のほ

かに、教養科目として「くらしの中のコンピュータ」、専門選択科目として「情報処理

演習」を開設している。これらの科目を履修することにより、現代社会で生活を送る

上での基本的な情報技術を習得することができる。総合文化学科では、地域社会及び

職場において有用な女性の育成を主たる目的としていることを踏まえ、「情報基礎」「情

報スキルⅠ」「情報スキルⅡ」「ビジネス情報演習Ⅰ」「ビジネス情報演習Ⅱ」の科目群

から２科目２単位分を選択必修にしている。あわせて専門科目では「プレゼンテーシ

ョン演習」「コンピュータ・グラフィックス」「マルチメディア演習」など、ＩＣＴ活

用を主目的とした科目群も開設している。さらに、総合文化学科の教職課程には「教

育方法・技術論」の授業科目を設置し、ＩＣＴ活用教育の具体例について紹介すると

ともに、ＩＣＴ機器を活用した模擬授業（中学校国語）を学生に課している。 

施設については、情報処理演習室を 2 教室用意し、授業以外でも空き時間等に学生

がコンピュータを利用できる環境を整えている。端末の操作や使用中のトラブルにつ

いて個別の対応が必要な場合は、本学職員が対応している。 

ハードウェアに関しては、遠隔テレビ会議システムを教室に設置し、信州大学教育
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学部及び本学附属幼稚園と中継できる環境を整えている。このシステムをとおして、

学生は外部の学生との交流や園児の様子の観察等を、教室で教員の指導を受けながら

同時に行うことができる。また、学生が個人のパソコンやスマートフォンからインタ

ーネットにアクセスする機会が増えたことから、24 年度には学内の無線ネットワーク

（WiFi）環境を整備した。これにより、利用手続きを行った学生は、図書館、学生ホ

ール等で、自由にインターネットに接続できるようになった。 

ソフトウェアに関しては、学内のコンピュータがスムーズに利用できるよう定期的

に更新を行っている。 

教育課程編成・実施の方針に基づいた情報技術の向上に関するトレーニングについ

ては、幼児教育学科では、「情報処理Ⅰ」「情報処理Ⅱ」、総合文化学科では「情報基礎」

「情報スキルⅠ」「情報スキルⅡ」の各授業をとおして、ワードとエクセルの技術習得

を図っている。また、両学科とも各授業をとおしてＩＣＴの活用ができるよう配慮し

ている。さらに、卒業研究の作成に際しては、ゼミナール担当教員がワード・エクセ

ル・パワーポイント・インターネットの活用法について、その都度学生に教授してい

る。 

教員に対する情報技術のトレーニングの機会は特に提供はしていないが、授業や学

生指導の実際を見るに、ほとんどの教員が基本的なＩＣＴ活用能力を身に付けている

といえる。 

本学教員は情報技術を積極的に活用し、授業内容及び教授技術の深化を図っている。

20 番教室には 新型の遠隔テレビ会議システムを配置し、学外とカメラ中継を行うこ

とができる。幼児教育学科では附属幼稚園での観察実習（１年次前期）の際に、教員

も中継教室に参加し、情報技術の活用に関わっている。 

 

(b)自己点検・評価を基に課題を記述する。 

両学科とも学生のＩＣＴ活用能力については、顕著なスキルアップまでには至って

いないのが現状である。日々更新されていく情報技術の流れに追いつくためには、教

育課程・授業内容での情報技術の活用に対する不断の省察が不可欠である。そうした

省察を促すための系統的、組織的な取り組みが今後充実されてしかるべきである。 

また、今日の情報技術とその性質に対する学生の意識は必ずしも高いとは言いがた

い。学生の意識向上のためには該当科目への学生の積極的な参加が求められるが、そ

うした促しを進めるための一層の努力が必要である。施設面ではラーニングコモンズ

の導入に向けて 25 年度より検討を始める予定であるが、情報処理演習室以外でも学生

が自由にコンピュータを利用できる環境を、引き続き整備していかなければならない。

ＩＣＴ活用教育の推進に向けて、電子黒板の導入も検討していく必要がある。 

 

［テーマ］ 

基準Ⅲ-D 財的資源 

(a)テーマ全体の自己点検・評価の要約を記述する。 

過去３年間の消費収支差額は支出超過となっているが、帰属収支差額は平成 22・23

年度は収入超過（平成 23 年度は一時的要因により表面上支出超過となっているが、一
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時的要因を除くと収入超過となる）、平成 24 年度は支出超過であった。日本私立学校

振興・共済事業団の経営判断に関する資料によるＣＦ計算書の教育研究活動収支差額

は過去３年間プラスであり、定量的な経営判断指標に基づく経営状態の区分は「正常」

状態にある。貸借対照表も消費収支差額が支出超過であることから正味財産は減少し

ているが、短期大学の存続する上での財産額は確保されている。学生数減少により、

学生納付金は減少していたが、平成 24 年度は学生数が増加したことから、学生生徒等

納付金は増加に転じている。 

 

 (b)自己点検・評価に基づく改善計画を記述する。 

消費収支は恒常的に消費支出超過の状態が続いている。財務体質改善を図るため、

定員確保、外部資金の獲得、経費削減等に取り組むことにより、とりあえず帰属収支

差額比率５％以上の確保を図りたい。また、当面は新たな設備投資は極力控えて、設

備維持のための更新投資を中心とし、その更新投資も自己資金で賄っていく。 

また、平成 23 年に策定した「中期経営計画」を教職員がその内容を理解して実行し

ているとは言い難い状態であり、継続的な啓蒙活動に取り組んでいく。 

 

［区分］ 

基準Ⅲ-D-1  財的資源を適切に管理している。 

(a)自己点検・評価を基に現状を記述する。 

収入と支出のバランスは支出超過となっている。帰属収支差額は平成 22・23 年度は

収入超過（平成 23 年度は一時的要因により表面上支出超過となっているが、一時的要

因を除くと収入超過となる）、平成 24 年度は支出超過であった。日本私立学校振興・

共済事業団の経営判断に関する資料によるＣＦ計算書の教育研究活動収支差額は、平

成 22 年度 15.5％、平成 23 年度 18.6％、平成 24 年度 16.4％といずれもプラスとなっ

ており、定量的な経営判断指標に基づく経営状態の区分は「正常」状態にある。 

過去３年間の支出超過については、一時的要因を除くと、学生数減少による学生納

付金が減少している中で、人件費等の経費削減が図られなかったこと及び過去の設備

投資の減価償却負担による。 

貸借対照表は、消費収支が支出超過であることから、過去３年間正味財産は減少し

ているが、財務比率は改善傾向にある。 

短期大学は支出超過であるが、附属幼稚園は収入超過である。学校法人全体として

支出超過であるが健全性に問題はない。現在の財政状況から、短期大学の存続を可能

とする財政は維持されている。 

退職給与引当金は 100％引き当てられている。資産運用規定は整備していないが資

産運用は銀行預金中心であり、リスクが少なく適切である。 

教育研究経費は、平成 22 年度 27.5％、平成 23 年度 27％、平成 24 年度 27.1％とい

ずれも 20％を超えている。 

教育研究用の施設設備及び学習資源（図書等）について、平成 24 年度の図書費は十

分支出されている。施設設備も必要な設備は行っている。 

過去３年間の定員充足率は、平成 22 年度 75.7％、平成 23 年度 75.7％、平成 24 年
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度 76.7％となっている。連続して定員割れの状況が続いており立て直しが急務である。

学生数減少に対応し、経費等の削減を継続的に図ってきている。平成 24 年度帰属収入

差額は支出超過となったが、資金繰りは安定しており、支出超過は一時的なものであ

り、財務体質は問題ないと考える。 

 

(b)自己点検・評価を基に課題を記述する。 

従来より、消費収支は恒常的に消費支出超過が続いている。財務体質の改善を図る

ために、定員確保、外部資金の獲得、経費削減が課題である。平成 23 年に中期経営計

画を策定し、平成 24 年度より中期経営計画を推進している（一部は平成 23 年度より

実施している）。 

 

 

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

う計画を策定し、管理している。 

(a)自己点検・評価を基に現状を記述する。 

平成 23 年度に「中期経営計画」を策定し、平成 24 年度より本計画を積極的に推進

している。本計画は、まず SWOT 分析等の環境分析を行い、その上で、本学のゴールビ

ジョン、財務計画、教育環境整備計画、組織再編計画、教務計画、学生支援計画、学

生確保計画等を策定した。 

定員管理については、定員充足率が 70％台に低迷している。24 年度より始まった中

期経営計画で改善を図っているところである。経営情報の公開はホームページ等で随

時行っている。 

 

 (b)自己点検・評価を基に課題を記述する。 

教職員に「中期経営計画」の浸透を図っているが、全員がその内容を理解し実行し

ているとは言い難い状態である。 

 

◇ 基準Ⅲについての特記事項 

特になし。 
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【基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス】 

(a)基準Ⅳの自己点検・評価の要約を記述する。 

理事長は、「寄附行為」「稟議規程」などの各規程を基に、リーダーシップを発揮し

適切に業務を遂行している。法人の 高意思決定機関である理事会及び評議員会も適

切に運営されている。評議員会での審議が必要となった重要事項は、評議員会での諮

問を受けた後に、理事会にて審議・決定されている。 

学長は、「学校法人北野学園上田女子短期大学学長副学長選任規程」に基づき、理事

長が推薦し、理事会で任命される。学長は、教授会を通じて教育研究並びに地域連携

についてリーダーシップを発揮し、短期大学全般の運営についてリーダーシップを発

揮している。 

監事は、理事会・評議員会に出席し、「寄附行為」に従って業務監査及び財産状況を

監査している。また、監査法人により、会計監査、内部統制監査が適切に行われてい

る。 

評議員会は、「寄附行為」に従って適切に開催され、諮問機関として適切に機能して

いる。 

 

 (b)基準Ⅳの自己点検・評価に基づく行動計画を記述する。 

短期大学の経営環境が厳しさを増しており、経営力の強化を図るため、理事を増員すること

を検討する。 

 

［テーマ］ 

基準Ⅳ-A 理事長のリーダーシップ 

(a)テーマ全体の自己点検・評価の要約を記述する。 

現理事長は、昭和 48 年３月に就任後、本学の建学の精神に基づき、リーダーシップ

を発揮している。理事長は、他の役職を兼務していることから常駐はしていないが、

大学運営に関する決定事項について、本学の稟議規程に定められた項目に関してはす

べて稟議書等において決裁している。さらに、学内外における行事等についても面談

及び報告書等にて指示を仰いでいる。 

理事長は、本学の現状をよく理解しており、学校法人を代表してその業務を統括し

ている。 

 

 (b)自己点検・評価に基づく改善計画を記述する。 

 特段の課題はない。 

 

［区分］ 

基準Ⅳ-A-1  理事会等の学校法人の管理運営体制が確立している。 

(a)自己点検・評価を基に現状を記述する。 

現理事長は、昭和 48 年３月理事長に就任した。本学の建学の精神を理解し、適切に

リーダーシップを発揮している。また、学校法人を代表し、その業務を総理している。

理事長は、毎会計年度終了後２ヶ月以内に、監事の監査を受け、理事会の議決を経た

様式 9－基準Ⅳ 
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決算及び事業の実績（財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告書）を評議員

会に報告し、その意見を求めている。 

理事長は、理事会を開催し、学校法人の意思決定機関として適切に運用している。

理事会は寄附行為第 16 条の規定に基づいて学校法人の業務を決し、理事の職務の執行

を監督している。理事会の定数及び選任数について、平成 24 年４月１日時点で、定数

８名のところ６名選任している。理事会のメンバーは、寄附行為第６条により、学校

法人の建学の精神を理解し、その法人の健全な経営について、学識及び見識を有する

学長・評議員・学識経験者から理事会において選出されている。 

理事長は理事会において選任され、寄附行為第 16 条に定められた手続きに従い、理

事会を開催し議長として会議を統括するほか、学校法人全体及び短期大学の発展のた

め、学内外の情報の収集を行い、経営・管理運営状況を把握してリーダーシップを発

揮している。 

情報公開については、寄附行為第 35 条に基づき、事務室内に財産目録、貸借対照表、

収支計算書等は備えつけており、利害関係人等からの閲覧の要請に応じている。また、

これらの書類はホームページでも公開している。学校法人及び短期大学運営に必要な

規定は整備されている。 

 

 (b)自己点検・評価を基に課題を記述する。 

学校の経営環境が厳しさを増しており、今後の学校法人、短期大学の発展のために、

経営力強化を図り、理事を増員することが必要である。 

 

［テーマ］ 

基準Ⅳ-B 学長のリーダーシップ   

(a)テーマ全体の自己点検・評価の要約を記述する。 

学長は、「学校法人北野学園上田女子短期大学学長副学長選任規程」により、理事長

が候補を推薦し、理事会の承認を経て任命される。現学長は、平成 21 年１月に本学副

学長に就任、平成 22 年４月学長に就任した。学長はこれまで民間会社の役員を経験し、

また、米国のマサチューセッツ工科大学院で修士課程を修了している。複雑化してい

る本学の諸課題について、リーダーシップを発揮し、適切に対応している。 

学長は、人格が高潔であり、学識が優れ、大学運営全般に関して見識を有している。

入学式、卒業式、授業等において、「建学の精神」を徹底し、心豊かな人間として社会

に貢献できる人材を育成すべく努力している。 

 

 (b)自己点検・評価に基づく改善計画を記述する。 

特段の課題はない。 
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［区分］ 

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

ている。 

(a)自己点検・評価を基に現状を記述する。 

学長は、「学校法人北野学園上田女子短期大学学長副学長選任規程」により、北野理

事長が候補を推薦し、理事会の承認を経て任命される。現学長は、平成 21 年１月に本

学副学長に就任、平成 22 年４月学長に就任した。 

学長は、教授会を学則等の規程に基づいて定例的に開催し、短期大学の教育研究上

の審議機関として適切に運営している。本学の教授会は、「教授会規程」に基づき、教

授・准教授・専任講師で構成されている。事務局としては、事務局長が出席し、議事

録は教務課課長が作成・整備している。 

教授会は、次の事項を審議し、適切に運営されている。 

 

（１）教員の任免、昇進審査について理事長が諮問した事項 

（２）学則、規程の制定、改廃に関する事項 

（３）教員の懲戒その他処分の承認に関する事項 

（４）授業科目の編成及び学科課程に関する事項 

（５）学生の入学等全般に関する事 

（６）課程修了及び卒業認定に関する事項 

（７）学生の補導に関する事項 

（８）学生の賞罰に関する事項 

（９）教育職員免許状及び保育士資格等の資格取得に関する事項 

（10）学内行事に関する事項 

（11）教育計画、学術研究に関する事項 

（12）その他学長が必要と認めた事項。 

 

本学は、学長の下に「委員会に関する規程」に基づく委員会が設置され、適切に運

営されている。なお、委員長及び委員の構成については学長がすべての任命権者であ

る。 

 

(b)自己点検・評価を基に課題を記述する。 

特段の課題はない。 

 

［テーマ］ 

基準Ⅳ-C ガバナンス 

(a)テーマ全体の自己点検・評価の要約を記述する。 

監事は、業務及び財産の状況について監査を行い、監査報告書を作成し、理事会及

び評議員会に提出しており寄附行為に基づく業務を適切に行っている。また、評議員

会は、寄附行為に基づいて開催し、理事会の諮問機関として適切に機能している。 

事業計画、予算については関係部門の意向を集約し取り纏め、評議員会及び理事会
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で決議後、関係部門に指示している。その執行管理も適切に行い、日常的な業務状況・

試算表等については、毎月、報告書にまとめ理事長に報告している。監査法人の監査

時は事務局長が立ち会っており、監査意見等があった時は、理事長・学長に報告して

いる。 

 

 (b)自己点検・評価に基づく改善計画を記述する。 

特段の課題はない。 

 

［区分］ 

基準Ⅳ-C-1 監事は寄附行為の規定に基づいて適切に業務を行っている。 

(a)自己点検・評価を基に現状を記述する。 

監事は、寄附行為第 15 条の規定に基づいて適切に業務を行っている。監事の定員及

び選任数については、平成 24 年４月１日時点で、定員２名のところ２名選任している。

監事は、学校法人の業務及び財産の状況について適宜監査するとともに、理事会、評

議員会に出席して意見を述べている。また、毎会計年度、学校法人の業務及び財産の

状況について監査を行い、監査報告書を作成し、理事会並びに評議員会に提出してい

る。 

毎年６月には、監査法人との懇談会を開催し、監査法人からの監査結果の報告を受

け、本学の問題点等について意見交換を行っている。また、文部科学省が開催してい

る監事研修会には毎年参加しガバナンスの強化を図っている。 

 

 (b)自己点検・評価を基に課題を記述する。 

 特段の課題はない。 

 

 

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。 

(a)自己点検・評価を基に現状を記述する。 

評議員会は、寄附行為第 19 条及び第 21 条に基づいて業務を行っている。評議員会

の定員及び選任数について、平成 24 年４月１日時点で、定員 19 名のところ 19 名選任

しており、理事会の定数８名の２倍を超える数の評議員を持って組織している。評議

員会のメンバーは、寄附行為第 23 条に基づき、学校法人の職員、卒業生、学識経験者

等から理事会において選出されている。 

評議員会は寄附行為第 19 条に定められた手続きに従い開催されている。また、寄附

行為第 21 条に規定されている事項については評議員会で審議の上、理事会の審議に反

映させている。 

 

 (b)自己点検・評価を基に課題を記述する。 

特段の課題はない。 
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基準Ⅳ-C-3  ガバナンスが適切に機能している。 

(a)自己点検・評価を基に現状を記述する。 

平成 23 年 11 月に中期経営計画を策定したことから、平成 24 年度からは、中期経営

計画に基づき、事業計画と予算を作成している。 

平成 24 年度事業計画と予算については、各部署の事業計画とその実行に掛かる予算

を集約し、事務局長が取り纏め、平成 24 年２月に評議員会に諮り、平成 24 年３月の

理事会で決定した。決定した事業計画と予算については、速やかに各部署に指示して

いる。予算管理については、事務局長と経理係が行い、執行については稟議規程に基

づいて理事長が決裁している（一定金額までは事務局長が決裁している）。また、日常

的な出納業務及び毎月作成している試算表等については、事務局長から理事長に報告

している。 

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に基づ

き適正に表示している。監査法人（公認会計士）の監査時には事務局長が立ち会い、

監査意見等があった時には理事長、学長に報告し適切に対応している。 

資産は固定資産台帳等で管理し、資金（有価証券を含む）の管理と運用は、資金繰

り表、月別預金残表等で管理している。なお、寄付金の募集及び学校債の発行は行っ

ていない。 

教育情報、財務情報は学校教育法施行規則、私立学校法の規定に基づき、ホームペ

ージ上で公開している。財務情報は、利害関係者等より請求があった場合には閲覧に

供している。 

 

(b)自己点検・評価を基に課題を記述する。 

特段の課題はない。 

 

◇ 基準Ⅳについての特記事項 

特になし。 
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選択的評価基準 

1．教養教育の取り組みについて 

 

 (a)自己点検・評価を基に現状を記述する。 

本学は、教育目的に「豊かな教養と深い専門知識、そして責任感を具えた堅実中正

な社会的人格を有する女性の育成を目的とする」とあるように、教養教育に力を注い

でいる。 

幼児教育学科、総合文化学科の両学科とも教養科目を設置し、各科目を（Ⅰ）人文

科学、（Ⅱ）社会科学、（Ⅲ）自然科学、（Ⅳ）外国語、（Ⅴ）体育の５分野に分類して

配置している。平成 24 年度のカリキュラムでは、幼児教育学科は「学問への招待」以

下の 21 科目、総合文化学科は「現代社会と宗教」以下の 19 科目を開講している。 

教養科目のカリキュラム及び担当教員の配置については各学科で策定しており、改

訂に際しては各学科が作成した原案を教務委員会で審議し、教授会に付議している。 

教養教育の効果については、学科会議や教務委員会等で随時検証し、改善の必要が

ある場合には、授業内容の変更、履修方法の見直し及びカリキュラムの改訂を行って

いる。 

教養教育の方法として特筆すべきは、両学科とも１年次前期に「学問への招待」を

必修科目として開設している点である。 

幼児教育学科では、教養科目の中に「学問への招待」を配置し、本学の教育理念で

ある「敬愛・勤勉・聡明」の意味と教育課程全体との関連性について説明している。

教育理念にある「聡明」は、「単に知識においてその量や深さを誇ることではなく、こ

れを実践に活かす英知」と位置づけられ、「敬愛と勤勉という二つの徳目を日常生活の

中で見失わないように生きるために必要なものであり、広い知識と深い教養、すなわ

ち広い視野に立った判断力、道徳律に裏付けられたものでなければならない」と、枢

要な位置づけを与えられている。この教育理念と保育者養成との関わりを示していく

上で、「学問への招待」は極めて重要な意味を有している。 

なお、当該科目の具体的な授業内容は以下のとおりである。 

【幼児教育学科 「学問への招待」シラバス】 

回 授業内容 担当教員 

１ 短大で学ぶことの意味とカリキュラムの理解 

・授業ガイダンスとして、カリキュラム全体の説明と、

「学ぶ」ことの意味について説明 

小池明学長 

笹井弘学科長 

小川史（学科教員） 

２ 現代を生きる女性にとっての「教養」とは 

・本学教育理念の説明 

・「教養」の意味について説明 

小池明学長 

３ 多様な学びの分野への理解 

・専門的な内容だけでなく、それ以外にも多くの学び

の分野があることを説明 

笹井弘学科長 

４ 大学生にふさわしい学びの姿勢 笹井弘学科長 

様式 10－教養教育 
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・自ら学ぶことの意味について説明 

５ 自分自身の問題意識・課題を発見する① 

・グループワークをとおして、自分の問題関心の所在

を明確化する作業を行う 

・他の学生の問題関心を理解する 

小川史（学科教員） 

６ 自分自身の問題意識・課題を発見する② 小川史（学科教員） 

７ 自分自身の問題意識・課題を発見する③ 小川史（学科教員） 

８ 学びを深めるための方法①図書館等施設の活用、情報

との関わり方 

・具体的に学びを深める上での技術と、図書館等施設

の活用の仕方について説明 

小川史（学科教員） 

９ 学びを深めるための方法②社会生活での学び 

・自分自身の関心を学校のみならず社会生活・社会的

課題と結びつけることの必要性を説明 

笹井弘学科長 

10 学びの総合①資料・情報の整理 

・学びの軌跡を形にするために必要となる資料・情報

の整理の仕方について説明 

・レポートの書き方や文章のまとめ方について説明 

小川史（学科教員） 

11 学びの総合②学んだことの生かし方 

・問題関心を自分自身の生活の中でどのように生かし

ていくのかを説明 

笹井弘学科長 

12 プレゼンテーション①自らの学びの発表 

・具体的に設定したテーマに従って学びをまとめ、グ

ループごとにプレゼンテーションを行う 

小川史（学科教員） 

13 プレゼンテーション② 

 

小川史（学科教員） 

14 プレゼンテーション③ 

 

小川史（学科教員） 

15 本講義の総括 

・総括として、「教養」の在り方を再確認する 

小川史（学科教員） 

以上の内容をとおして、「学問への招待」を本学科教養科目の柱として位置づけてい

る。当該科目で習得した知識・方法を、学生は他の科目へと応用していく。幼児教育

学科の教養科目全体は、この「学問への招待」を導入科目とし展開されている。 

総合文化学科でも専門科目のベーシックフィールドに「学問への招待」を開設して

いる。幼児教育学科と同様、１年前期に開講し、本学の教育理念、学科の教育目的等

について理解するとともに、短期大学生としふさわしい学習態度を身に付けることを

目標としている。当該科目の具体的な授業内容は以下のとおりである。 
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【総合文化学科「学問への招待」シラバス】 

回 授業内容 担当教員 

１ 講義ガイダンス～意味とカリキュラムの理解～ 中西満義学科長 

２ 本学の教育理念、沿革、総合文化学科の教育目的 中西満義学科長 

３ 学長特別講義①（女子教育の歴史） 小池明学長 

４ 学長特別講義②（大学で学ぶことの意味） 小池明学長 

５ 学長特別講義②（現代を生きる女性にとっての「教

養」） 

小池明学長 

６ 女性の仕事観、結婚観 増田榮美（学科教

員） 

７ ホスピタリティ精神の重要性 中西満義学科長 

８ コミュニケーション能力向上の糧として 佐藤厚（学科教員） 

９ 日本語早わかり 大橋敦夫（学科教

員） 

10 プレゼンテーション 西山秀人（学科教

員） 

11 情報活用法 木内公一郎（学科教

員） 

12 新聞を読もう 中西満義学科長 

13 就職成功につなげる「キャリア形成」 宮田暉朗（学科教

員） 

14 短期大学士を目指して① 中西満義学科長 

15 短期大学士を目指して② 中西満義学科長 

幼児教育学科と同様、総合文化学科においても「学問への招待」は学びの入門編と

しての意義を担っている。当該科目の履修をとおして、学生には短期大学生としての

自覚が醸成され、学習に対する姿勢も身についてくる。 

ちなみに、総合文化学科は、「表層的ではない「教養」を身につけることによって、

「考える力」や「創造する力」を養うこと」を教育目的として掲げている。したがっ

て、教養科目、専門科目という区分はあるものの、専門科目においては 12 フィールド

の科目群が設定され、柔軟で幅広い履修を可能にしていることから、専門科目はカリ

キュラム上の教養科目を補強する役割も担っている。特に、専門科目のベーシックフ

ィールドは、ゼミナールを含めて本学科の教育目的に直結する基幹科目を配しており、

そうした意味では「学問への招待」は教養科目の延長線上にあると捉えられよう。 

「学問への招待」は豊かな教養を養う上で教育上大きな意義を持つとともに、本学

における教養教育の方法を具体的に示した科目であるといってよい。 

なお、他の特色ある教養科目として、幼児教育学科では他大学との単位互換を見据

えた「学外特別講義」を開設している。 
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(b)自己点検・評価を基に課題を記述する。 

教養科目の履修者数については、時間割の関係上、両学科とも科目によって偏りが

生じている。特に幼児教育学科の課程は、教員養成課程であると同時に保育士養成課

程でもあることから、専門科目の割合が圧倒的に多い。そのため、教養科目や選択科

目を余裕を持って時間割に配分できない難しさを抱えている。教務委員会では随時検

討を行ってはいるものの、いまだ打開策が見いだせない状況にある。今後とも引き続

き課題としたい。 

また、教養科目の科目設定については、両学科の特性を考慮し、学科独自のものと

なっているが、両学科とも授業内容が同一でありながら、学科によって科目名が異な

るものもある。上述の「学問への招待」についても、幼児教育学科は教養科目として

開設しているのに対して、総合文化学科は専門科目のベーシックフィールドに配置し

ている。教養教育の現状を全学規模で捉えた場合、各学科の性格を考慮しても、大学

としての統一感を欠いていると言わざるを得ない。本学の教育理念を具現化するため

にも、教養科目については、可能な限り両学科共通のカリキュラムに編成しなおすこ

とが望ましい。 

 

(c)自己点検・評価を基に改善計画を記述する。 

平成 23 年度に策定した「中期経営計画」において、「教養科目の再編及び設置科目

の共通化」が教務計画の一つとして盛り込まれている。平成 24 年度より教務委員会に

て検討を始めているが、現在は意見交換の段階にとどまっている。共通カリキュラム

については平成 27年度からの施行を目標としており、平成 25年度中には原案を策定、

平成 26 年度には学則変更の届出を行う予定である。 
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選択的評価基準 

2．職業教育の取り組みについて 

 

(a)自己点検・評価を基に現状を記述する。 

本学では、幼児教育学科と総合文化学科の教員及びキャリアコンサルタントを含む

職員から構成される進路サポート委員会を組織している。 

幼児教育学科では、１年次前期１回の進路セミナーにおいて、保育者養成を目的と

した職業教育のためのオリエンテーションを実施し、本学の進路指導についての説明

を行い、卒業後専門職として社会で働く意義と目的を自覚させている。それを踏まえ、

後期から本格的にスタートする 15 回の進路セミナーにおいては、自己分析、就職に対

する心構え、就職希望分野の研究、保育現場が求める人材像の理解などの職業教育に

加え、社会人基礎力の向上を図っている。また、就職模擬試験をとおして学生が自ら

の学力を把握している。２年次では、前期進路セミナーにおいて就職対策と学力向上

を目指し、小論文の書き方やマナー講座を開講するなど、具体的な就職活動支援を行

っている。その他の職業教育の取り組みとしては、専門教育科目や基礎ゼミナールで

の学習支援・個別指導による就職支援に加え、長期休暇時の自主実習、他大学との連

携事業や連携園でのボランティア活動を通じて職業理解に努めている。 

総合文化学科では、選択必修科目に「現代女性とキャリア」を設けている。これは

キャリア教育の基幹科目として、学科専任教員が進路サポート室を中心に実施してい

る進路セミナーと連携しながら行っている。単なる就職支援のためではなく、卒業後

いかなる進路を選択する場合においても有意義な人生を送ることができるよう、学生

自身がキャリアデザインを描くための支援を行っている。また、１年次前期に、集中

的に職業教育を行う「総合文化ウィーク」、１年次後期には就業体験としての「インタ

ーンシップ」を実施し、社会体験の充実を図っている。自己分析の仕方やビジネスマ

ナーを学ぶためのブラッシュアップセミナー、実際の職場を見学する事業所見学会、

インターンシップなどを経験することで、自分の適性を知り、将来の自分を思い描く

ことを目指すものである。地域社会と関わることで、通常の授業では得ることのでき

ない実践的な知識と社会性が身についている。インターンシップに先立つ１年次前期

には、インターンシップを行うための「インターンシップ事前指導」を設置し、社会

人・職業人としての基礎的な資質・能力を養っている。前述したように、単に就業先

を決定するためのキャリア教育だけでなく、ビジネスマナー、敬語の使い方などのコ

ミュニケーション力の育成にも力を入れている。「総合文化ウィーク」、「インターンシ

ップ」は、学科が主体となり、専任教員が進路サポート室との協同により実施してお

り、円滑に行われている。 

幼児教育学科では、新年度の入学予定者には、２月に「入学準備プログラム」を実

施している。そこでは短大生としての学びと生活、保育技術の体験、保育を学ぶ上で

の在学生からのアドバイス等を行っている。また、入学直前には「プレ・オリエンテ

ーション」を実施している。内容は、カリキュラムと履修登録の説明に加え、２年生

との交流として自己紹介ワークショップを実施している。同時に入学後の器楽指導に

役立たせる目的でピアノ学習歴調査を実施し、練習方法のアドバイスを行っている。 

様式 11－職業教育 
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総合文化学科では、現在、地域の高校のキャリア教育の現状調査をはじめた段階で

ある。学校見学会等で本学を訪れる高校生に対しては、学科の特性を生かした職業（業

種、職種）の紹介をし、職業教育の基礎について触れている。 

幼児教育学科における職業教育は、１年次後期の「進路セミナー」を中心に、自分

自身の理解を目的とした自己分析・適応検査・就職模擬試験、社会人基礎力の向上と

専門職への職業理解を目的とした基本的マナー講座や就職に対する心構え、現場が求

める人材像の理解を目的とした幼稚園・保育園・施設の担当者の特別講義などを実施

している。さらに、地域との交流の意味も含めて、本学主催の子育て支援事業「どん

ぐり広場」、自治体の子育て支援事業、他大学主催イベント、自主実習やボランティア

への参加支援等を行い、現場体験をとおしての職業教育に努めている。 

総合文化学科では以下の四点を中心とした職業教育を実施している。 

① 「インターンシップ事前指導」「インターンシップ」 

総合文化学科では就業研修であるインターンシップを設けている。必修科目では

ないものの、全学生が実施できることを目標に、毎年度 95％以上の学生が履修し単

位を取得している。地域の企業や公的機関、経営者協会、教職員等の協力を得て、

学生のニーズに合った幅広い研修先を確保している。学生はインターンシップをと

おして、社会人としての基本的な価値や態度を学んでいる。 

② 「現代女性とキャリア」 

必修科目ではないものの、選択必修科目ということもあり 70％程度の学生が履修

している。いかに将来の人生設計を行うかやキャリアを形成するかを考えさせ支援

することで、働くことの意義を考え、勤労観や就労観を醸成することを目的として

いる。本学卒業生を招いてのパネルディスカッションや、学生の興味ある職業に就

いている専門家を招聘しての講義などを実施している。 

③ 資格取得支援プログラム 

社会人としての基本的スキル、基礎学力、基本的な価値や態度などを身につける

ために、多くの資格検定の取得を推奨し、授業をとおして科目担当教員からも促し

ている。 

 ④ 「総合文化ウィーク」 

  １年次後期よりスタートする「進路セミナー」に先駆けて行われる「総合文化ウ

ィーク」は、１年生全員が対象となっており、毎年実施している。進路が明確な学

生のみならず、具体的な進路が定まっていなかったり、編入学を希望し就職を考え

ていないなどの学生に対しても、社会人としての基本的なマナーや態度を身につけ

させることを目標としており、実施後は自分の進路を真剣に考え始める姿が見られ

るなど高い成果を上げている。 

学び直し（リカレント）としては、幼児教育学科では、「幼児教育学科リカレント 

教育講座」を開催している。本講座は、現職の保育者・教育者を対象に、現場で実践

に活かせる 新の知識・技術の提供を目的としたもので、平成 22 年度より始まった。

第３回目の今年度は倉敷市立短期大学保育学科の准教授を講師に迎え、「保育の意欲を

引き出すコミュニケーション」をテーマにした講演会を、学海祭２日目の 10 月 28 日

に開催した。幼稚園・保育園・小学校、養護学校等の関係者の参加も多く、反響の大
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きい講座となった。 

総合文化学科では、平成 21 年 11 月より「図書館職員学び直し講座」（計６講座 計

120 時間）を実施している。主として長野県の図書館職員（公共、学校）を対象にし

ている。目的は高い専門性を持つ図書館職員の養成である。120 時間の所定のカリキ

ュラムを修了した受講者には履修証明書「長野県専門司書」を付与している。平成 24

年 10 月には 初の修了者 11 名を送り出すことができた。そのうち３名は本学卒業者

である。履修証明制度を利用した図書館職員リカレント講座は、全国的に見ても本学

のみが実施している状況である。そのため長野県のみならず、全国的にも注目されて

いる。 

 進路サポート委員会の教員は、各種の研修会に参加するなどでキャリア教育の研究

に努めている。幼児教育学科の教員においては、実習現地指導の際の実習園とのやり

取りが結果的に実務経験の向上につながっている。総合文化学科の教員は、一般企業

での実務経験者が２名おり、キャリア教育を担当している。また、ほぼ全学生が参加

するインターンシップへの対応は、その準備も含め教員の実務経験の向上にもつなが

っている。 

 幼児教育学科での職業教育の効果を測定・評価することは難しいが、授業科目では

ない進路セミナーへの１年次出席率は、開始段階ではほぼ 100％である。２年次にお

いても平均 90％の高い出席率を上げている。これは、学生の高い職業理解への意欲と

専門職としての就職へのこだわりを示している。 

総合文化学科の職業教育については、何を持って成果とするかという定義が難しく、

したがって学生個々の職業観や勤労観を測定・評価することも同様に大変難しい。し

かしながら、平成 21 年度、22 年度の「大学教育・学生支援推進事業（就職支援推進

プログラム）」の採択を受けて以来、本学教職員へのヒアリングや学生へのアンケート

を実施し、職業教育関係の授業やセミナーの内容や運営に関する評価を受け、それを

基に今後の方策について検討を行っている。 

 

(b)自己点検・評価を基に課題を記述する。 

総合文化学科の「現代女性とキャリア」については、広義のキャリア教育を行うた

めの授業内容、支援内容となっているが、授業は担当教員に委ねられており、選択必

修であるため全員が履修していない。 

 高校のキャリア教育との接続については、充分とはいえない。  

「幼児教育学科リカレント教育講座」では、ここ数年間に本学を卒業した若手の保

育者の参加が少ない。 

「図書館職員学び直し講座」では、受講者の地域が東信、中信に限定されてしまい、  

県全域からの図書館職員の参加が難しい。  

学生とりわけ総合文化学科の学生の進路は、近年、多岐にわたっている。そのため、

職業教育を担う教員に求められる実務経験の分野も拡大しており、その対応の検討が

求められる。 

幼児教育学科の進路セミナーは、１・２年次とも平均９割の学生が参加し、学生か

らの期待も高い。しかし、現行の進路セミナーは、職業教育より就職活動支援の性格
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が強い。初年次における職業教育の必要性が高まる中、全学的に職業教育の単位化に

ついての検討が課題である。これにより、働くことの意義を考え目的を明確にした上

で、就職活動につなげることが望ましい。 

職業教育の効果の測定、評価の方法については、進路サポート委員会での再検討と

ともに、学科での検討が必要である。学生の職業意識を高めるだけではなく、社会人

基礎力をいかに伸ばすかが課題である。 

 

(c)自己点検・評価を基に改善計画を記述する。 

職業教育の役割・機能、分担については更に明確にしてゆきたい。特に総合文化学

科では、正課内のキャリアデザイン科目を必修にし、学生全員に対し広義のキャリア

教育を行い、支援できるよう改善が求められる。 

 後期中等教育との円滑な接続については、今後、包括的連携関係を結んでいる高校２

校とキャリア教育をめぐる更なる意見交換を行う予定である。 

職業教育の内容については、「進路セミナー」の内容を今後さらに検討し、改善に努

めていく必要がある。 

「幼児教育学科リカレント教育講座」では、同窓会との連携による本学卒業生の参

加の充実を図り、在学中から卒業後の学びの継続や研修等の重要性について指導を行

う必要がある。また、「図書館職員学び直し講座」では、長野県図書館協会との協力関

係を強化し、ＰＲ活動に努める必要がある。 

職業教育を担う教員の資質向上については、幅広い分野の実務経験を積むために、

各種研修会へのさらなる積極的参加を推進していく。 

職業教育の効果の測定・評価に関して、各学科及び進路サポート委員会での計画案

を立てる予定である。 
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選択的評価基準 

3．地域貢献の取り組みについて 

 

 (a) 自己点検・評価を基に現状を記述する。 

公開講座は、学科の特色・講師の専門性に沿ったテーマや講義内容を学科ごとに企

画している。平成 24 年度は幼児教育学科主催の公開講座「美術への誘い（その３）」

と「子ども時代を見つめて」を本学で、総合文化学科主催の「文字、ことば、表現」

を上田情報ライブラリーにて開催した。各学科の工夫により受講者の年齢層も徐々に

広がり、遠方からも多数参加している。 
なお、過去３ヶ年の公開講座は、以下のとおりである。 

 講座数 受講者数 

平成 22 年度 ９ 222 

平成 23 年度 14 245 

平成 24 年度 ９ 143 

「職業教育の取り組みについて」ですでに述べた「幼児教育学科リカレント教育講

座」や「図書館職員学び直し講座」は、本学の特色を十分に活かした生涯学習として

の役割を果たす講座である。また、本学の伝統ある公開講座は、長らく地域住民の生

涯学習の場となってきた。さらに、上田市生涯学習課の主催で本学も共催している「４

大学リレー講座」は、市の「生涯学習推進事業」として位置づけられている。本学は

さまざまな講座の開催をとおして生涯学習の機会を提供しており、地域社会からの評

価も高い。 

正規授業の開放については、今のところ実施していない。 

厚生労働省からの委託を受け上田地域シルバー人材センターが行う事業、シニアワ

ークプログラム「子育て支援講習」の依頼を受け、９月３日～14 日までの日程で本学

を主な会場として講習を開催した。受講者は 58～70 歳の未就業の男女 12 名で、本学

教員７名が各専門分野に関する講義の講師を務めた。さらに、附属幼稚園の協力のも

と実習を行い、内容的に充実した講習となった。 

幼児教育学科の地域子育て支援活動「どんぐり広場」は、平成 15 年度より開催され、

平成 18 年度からは保育士資格選択科目として単位化されている（「保育と子育て支

援」）。平成 24 年度は５回の広場を開催した。学生スタッフ 10 名、教職員スタッフ５

名で運営にあたり、５回の開催で延べ 62 組の親子が来場した。 

本学では地域社会の方々を対象としたコンサートシリーズを継続している。国内外

の著名な演奏家を招聘し、北野講堂を会場に開催している。入場料は無料で、本学か

らの文化発信事業として定着している。毎回、地域から多くの来場者を迎え、注目さ

れている。 

今年度で 23 回を数える幼児教育学科新春コンサートは、全学的行事として位置づけ

られている。幼児教育学科芸術コース（音楽）の学生とオーディションで選抜された

卒業生が出演し、高い演奏水準を維持している。平成 24 年度は幼児教育学科１年生全

員による合唱が披露され、好評を博した。 

文部科学省の教員免許状更新講習を本学でも平成 21 年度から開設した。４年目とな

様式12－地域貢献 
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る平成 24 年度は、８月に２講座を開講した。県内外から受講の申し込みが多く、講座

内容についても受講終了後のアンケートで高い評価を得た。 

上田市４大学リレー講座は、平成 21 年度から始まった上田市生涯学習課主催の講座

で、同課と市内４大学（上田女子短期大学、信州大学繊維学部、長野大学、長野県工

科短期大学校）が連携して開催している。４大学を会場として生活に密着した共通テ

ーマに基づき各大学の特色を活かして開講する、という要請を受けて始まったもので

ある。４年目となる平成 24 年度は、「大学が照らす未来への希望」をキーワードとし

て各大学１講座を開講し、本学では 11 月 24 日（土）に実施した。同課に届いたアン

ケート結果によると、受講者の満足度は非常に高かった。 

他にも、上田市との連携協定に基づき、本学教員が地域の公民館や図書館に出張し、

古典文学等の講座を担当している。  

学生の地域貢献としてのボランティア活動は活発である。近郊の幼稚園・保育園の

運動会や、施設でのボランティア活動への参加、ゼミナールやサークル単位での養護

老人ホームにおけるブライダルファッションショーや演劇・コンサート、上田市主催

の「わくわくファミリーフェスタ」への参画などさまざまな場面での交流活動を継続

している。 

本学のボランティア活動は組織化されていないが、大学側から提供されるボランテ

ィア情報により、学生が自主的に参加している。 

東日本大震災で被災した保育園園児との交流は継続して実施しており、今年度は学

生手作りの制作物を送付した。 

 

(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。 

公開講座については、各講座とも若年層の受講者の参加をさらに増やしたい。 
生涯学習授業については、各講座とも本学卒業生の参加をさらに促したい。 
正規授業の開放については、本学が女子短期大学という現状を鑑み、一般学生、外

部受講者のそれぞれにメリットがあるような方策を考えなければならない。他大学の

事例を研究しながら、引き続き検討していきたい。 

シニアワークプログラムは平成 20 年に本学で行われた同講習の様子がＤＶＤ化さ

れ、全国のシルバー人材センターで紹介ビデオとして利用されている。今後も受講者

のニーズに応える講習会となるべく努力したい。 

子育て支援活動「どんぐり広場」の取り組みには地域からの定評があり、例年一定

数の参加者があるが、教室や大学施設の一部を開放して広場を実施しているため、開

設時間や開催回数には限界がある。 

コンサートシリーズについては、地域への文化振興貢献を促進するような企画が、

さらに必要である。 

教員免許状更新講習については、申し込み者が多く、２講座とも定員を大幅に超え

る受講者を受け入れることとなった。 

上田市４大学リレー講座については、全体的な受講者数が伸び悩んでいる。また、

中・高生の参加を促したいという上田市の意向で、各大学とも土・日曜日に開催した

ものの、実際の参加者数の増加及び中・高生の参加にはつながらなかった。 
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上田市との連携に基づく講座の開催については、現状では古典文学等の講座にとど

まっている。 

外部からのボランティア募集依頼に対しては、総務課で対応しているが、内部に対

しては、掲示での周知にとどまり積極的な活動支援、相談支援には至っていない。 

 

(c) 自己点検・評価を基に改善計画を記述する。 

公開講座及び生涯学習授業については、提供する講座内容や方法など、検討を続け

ていく必要がある。 
シニアワークプログラムは企画・準備等の段階において、今後も関係機関と密に連

携をとり情報を共有しながら展開することが求められる。 

子育て支援活動「どんぐり広場」の開催回数や開設時間の増加は困難であるものの、

学生スタッフの教育を一層充実させることで、参加者の広場に対する満足度を高めて

いきたい。また内容についても、参加者の声に応えて改善を目指したい。 

コンサートシリーズについては、コンサートにとどまらず、地域の文化振興貢献の

ために、広く舞台芸術に枠を拡げ、多様な企画を提供していきたいと考えている。 

教員免許状更新講習については、講座数を増加することが可能かどうかを検討して

いく必要がある。 

上田市との連携に基づく講座については、幅広い分野の講座を担当することで、一

層連携を深めていく必要がある。 

教職員及び学生のボランティア活動を支援する体制については、今後さらに検討し

ていく必要がある。 

 



お わ り に 
 
ここに、上田女子短期大学「平成 24 年度 自己点検・評価報告書」が、財団

法人短期大学基準協会の評価基準に従って作成された。 

本学では過去４回にわたり「自己点検・評価報告書」を冊子体で刊行し、平

成 20 年度「自己点検・評価報告書」からは、本学ホームページ上において公表

している。 

本学は平成 20 年度に、財団法人短期大学基準協会の認証評価（第三者評価）

を受け、平成 21 年３月 24 日で「適格」と認められた。その時の、同協会の「機

関別評価結果」も本学ホームページ上で公表している。 

「適格」認定後５年半が経過したが、大学をめぐる社会状況の大きな変化の

中で、従前にも増して全教職員が自己点検・評価の意識を強く持つようになっ

た。本学の現状を把握・認識した上で、改革課題の提出と改善への具体的方策

の立案、そして実施へと確実に繋げていくことが大切である。 

継続して公表していくことで、これまで以上により広く社会からの点検・評

価のまなざしが注がれることになるだろう。本学では今後もそれらを真摯に受

け止めていきたい。 

この報告書をまとめるにあたりご尽力いただいた全学の関係者各位に、心か

ら感謝申し上げる。 

 

                           平成 26 年９月 

                         上田女子短期大学 

                          ＡＬＯ 長田真紀 

 

 




