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平成３１年度事業計画書

１．第３次経営計画と平成３１年度事業計画の関係

　学校法人北野学園（以下「本学園」という。）は、短大学生数及び幼稚園園児数の定員確保を

最優先課題に挙げ、「第３次経営計画」（平成３０年度～平成３５年度の５年間）を策定した。平成
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３１年度事業計画は、第３次経営計画の２年目として、各部署それぞれが PDCAサイクルに基

づき策定した具体的な年度計画を展開していく。

２．平成３１年度事業計画とその着実な実施

本学園は、建学の精神である「敬愛・勤勉・聡明」による人間育成を教育理念の基底に据え、

幼稚園・短大を擁する学園として発展してきた。

「第３次経営計画」に係る平成３１年度事業計画は、平成３０年度に行った通年評価結果を踏

まえ策定した。

短大学生数、幼稚園園児数確保は喫緊の最重要課題であり、全教職員が定員確保に向け

全力で取り組んでいく。

３．法人本部

教育機関として、安定した経営基盤を持つ法人とするため、次の取り組みを行う。

（１）健全な財務基盤の確立を図る。

　　①第３次経営計画の最終目標である、活動区分資金収支計算書の教育活動収支差額と事業

活動収支計算書の基本金組入前当年度収支差額が黒字化となる学園運営を行う。

②短大学生数減少により、財務は非常に厳しい状況にある。適正な予算管理と厳格な予算執

行により経費の削減を図る。平成３１年度も短大学生数及び幼稚園園児数の定員が確保でき

なかった場合は、人件費削減を検討する。

　　③補助金収入や寄附金収入、科研費などを増加させ、学納金以外の外部資金の獲得を図る。

（２）教育環境を整備する。

　①短大は、老朽化した建物の修理修繕を行い、教育設備の充実に努める。平成３１年

度は附属図書館の耐震化工事および短大本館の空調設備更新を行う。

　　②幼稚園は、新たな駐車場確保を検討する。

（３）組織力を確立する。

　　①理事・監事・法人本部の連携強化

学園の置かれている状況について、理事・監事・法人本部と詳細に情報の共有を図り、改

善施策を検討する。非常勤理事・監事には、理事会・監事会だけでなく必要に応じて法人本

部から情報公開し、意見交換を行う。

　　②内部監査の強化と監査結果に基づく業務改善

　　　　平成２９年度に法人本部に内部監査課を設置し、業務監査を開始した。平成３０年度からは、

監事の監査計画に基づき監事、監査法人、法人本部内部監査課で意見交換等を行った。平

成３１年度は、これまでの内部監査等で明らかになった問題点の解消に向けて対応策を検討

する。
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　　③各種規程の整備を行う。

　　　各種関係法令や法改正に留意し、既存の規程の改正や新設を行う。

４．上田女子短期大学

建学の精神および第３次経営計画に基づき、定員確保を最大の目標に挙げ、全教職員がそ

れに向かって全力で取り組む。加えて教育の特色化・機能強化に向けた改革を全学的・組織

的に行う「私立大学等改革総合支援事業」および「高等教育段階の教育費負担軽減新制度」

への対応等と、学生・保護者・地域社会から評価される短大を実現するために下記事業を行う。

（１）幼児教育学科・総合文化学科の事業

①幼児教育学科の事業

・『保育者養成年報』『卒業研究集』及び児童文化研究所『所報』を発行する。

・信州大学との大学間提携事業を実施する。

・実習報告会、新春コンサート、美術展、入学前研修、公開講座（リカレント教育と

の一本化）を実施する。

・自然保育関連事業（総合文化学科との連携）を行う。

・児童文化研究大会を企画、開催する。

・長野県保育士養成協議会・長野県私立幼稚園協会等各種会議に参加し、幼稚園・保育所・

施設との密接な連携を図る。

②総合文化学科の事業

・研修旅行（見学先検討）、学海ハイクを実施する。

・総合文化研究大会・卒業研究発表会を企画、開催する。

・総合文化研究所『学海』、『卒業研究集』を発行する。

・公開講座を開催する。

・フィールドの見直しと検討それにともなう時間割の編成を行う。

・資格支援の強化⇒検定試験等合格に向けての具体的なサポートの充実を図る。

・長期履修生制度のてこ入れ⇒併行して「３修制」導入の検討、４年生大学創設を

研究する。

③両学科共通事項

○自然保育関連事業は平成２８・２９年度と大学・地域連携事業補助金、平成３０年度には県

の「元気づくり支援金」を受けておこなわれてきた。平成３１年度は内容を更に高め、本学が自

然保育研究の発信源としてその分野の教育・研究の充実を図るとともに、平成３０年度から設

定した幼児教育学科の「自然保育コース」の教育・授業内容の充実を目指す。加えて総合文

化学科においても、学問分野が広範囲に亘る特性に鑑み、自然保育関連事業への取組を具

現化する。

・信州やまほいく研究会の開催（対象：幼稚園･保育所・野外保育団体など）

・本学裏山を利用した自然保育イベントの開催
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・外部講師を招聘しての研修会およびワークショップの開催

・自然保育実践施設の見学

（２）教育の提供と質の充実

①カリキュラム、シラバスの充実・改善

・再課程認定で示された新しい教職課程の教育内容を点検する。平成３１年度からの教職課

程の運営に遺漏がないよう努める。あわせて、教員養成に関わる教員の配置などの学内の

組織体制や学習環境についても随時点検を行い、さらなる充実を図る。

・履修系統図（カリキュラム・ツリー等）作成に着手する。履修系統図作成後、それを用いた科

目レベルでの査定サイクル（PDCAサイクル）の導入を目指す。

・シラバスの内容を点検する。特にシラバスへの学習成果の明記と学習成果の系統化に向け

て、各学科に必要な情報を提供し、シラバス内容の充実、改善を図る。

・学生および教職員に向けて説明会を実施し、教職課程及びシラバスへの理解を徹底させる。

・科目担当の見直しを図る。各教員の専門性を再度見直し、担当授業科目の適正化を検討

する。

②授業改善活動を推進

・学生の主体的・対話的学びを重視した指導方法（アクティブ・ラーニング等）を一層推進する。

・FD委員会と連携し、相互授業参観の実施等を検討する。

・学生の能動的な学修を重視した指導方法を導入するにあたり、シラバスの内容を点検し、一

層の充実を図る。

③その他

・障がい者を含む多様学生の対応策を検討する。

障害者差別解消法の施行にともない、多様学生への本学としての対応策を、総務委員会、

学生委員会等と連携しながら検討していく。

・初年度教育システムの確立。

評定平均値がＤ段階の学生も入学している現状に鑑み、基礎学力が不足している学生へ

のケアを組織的に行うためのシステムを引き続き検討する（進路サポート委員会、学生委員

会と連携）。

（３）学生支援の充実

①充実した学生生活を送るための支援強化

・学生生活満足度調査（アンケート）を実施し、結果を元に満足度向上につながる検討を行う。

・生活用品や文具を購入できる施設の設置を検討する。

・学生が安全かつ安心して勉学できる環境の一層の充実を図るために、オリエンテーション時

等を利用して、外部講師による講話や冊子の配布を実施する。

②学生相談体制の充実

・相談体制を常に見直し、学生が相談しやすい環境整備をすすめる。
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③学生のサークル活動活性化の支援

・地域連携センターと連携して、社会的活動への支援を行う。

（４）進路支援の充実

①就職支援の充実・強化

・キャリアコンサルタント・進路サポート課職員による各学生への相談・支援業務の充実と、各

学科・ゼミ担任との連携強化を図る。

・採用先との信頼関係を強化するために就職面接会現地指導、訪問等の拡充を図り情報を

共有する。また、外部アンケートを実施し動向調査をすることによりその結果を教育内容に

つなげていく。加えて、平成 30年度卒業生に対してアンケートを実施し、卒業後のフォロー

アップ体制を整える。

・合同企業セミナー及び単独企業説明会を実施(企業だけでなく専門職就職の拡充)する。

・公務員合格者増を目指し、学力診断をもとに公務員講座の支援と充実を図る。

・進路セミナーの内容にストーリー性を持たせ、より効果的な進路支援を行う。

②学生の編入支援

・編入学先を開拓することにより、進路先の選択肢を広げる(長野大学との連携等)。

③各種資格試験への支援

・資格報奨金の周知・徹底と各資格の情報提供を行う。

④卒業生への支援

（５）両学科の定員確保

①入学定員確保

・両学科の定員確保を目指し、入試制度・特待生制度のさらなる見直し・改善を行うとともに、

意欲ある優秀な学生獲得を目指す。

・高校内進学相談会・会場形式相談会に参加し、直接高校生にアプローチすることにより、本

学の魅力を充分にアピールする。

・学校見学会の受入数を増やし、直接本学に来校してもらうことで魅力を伝える。

・高校教員向け入試説明会参加校を、県外高校まで拡大し開催する。

・個人への効果的なアプローチを行うため、ダイレクトメールの強化とホームページ・ウェブサ

イトを随時更新して常に情報を発信する。あわせてスマートフォンの対応や SNSを強化す

る。

・18歳人口の減少に鑑み、社会人入学の強化等を図る。男女共学についても検討する。

・デジタルパンフ、WEB出願・合否発表システムの導入を検討する。

・地元情報誌へのOC、入試等の告知広告を効果的な時期に行う。

②ＯＣ、高校訪問を充実・強化

・ＯＣ参加者の傾向を分析し、なお一層の充実を図る。また、本学独自のサマーセミナーにお
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いては、今年度に引き続き重点地域である上越会場で開催する。開催にあたっては後援

会・同窓会との連携を模索する。

・各回目的に沿った高校訪問を行い、より効果的に本学の情報を発信する。あわせて高校側

のニーズの把握に努める。

（６）地域連携センター

①サポート講座の開催

・講座案内パンフレットを発行。企業・医療機関・施設等や新規開拓先へ配布することにより

依頼先拡大を図る。

②芸術の森～北野講堂シリーズ２０１９・第５回うえだ七夕文学賞の開催

③文学講座の企画・運営(総合文化学科と連携)

④学生地域活動・ボランティア・まちなかキャンパス運営協力

SNSを活用し、地域連携センター活動状況を随時発信する。

⑤「あなたが真ん中～小池学長と語ろう！」の企画・運営

⑥高大連携事業の推進

・現況の連携校とより一層の密接な関係を築くとともに、県外を含む多くの高校との信頼関係

を築く。

⑦地域連携センターＮＥＷＳ　Ｖｏｌ．４発行　

　  ⑧産学官連携の模索・検討

（７）図書館

①限られた予算のなかで図書館機能を充実させ、利用の促進を図る

・学生に向けてアンケートを実施し、サービス体制を充実させる。

・学生の利用を活発化させるために、各種の企画を行い魅力ある図書館作りをする。

・学生との協働を通じて図書館の活性化を図る。

②情報発信の活性化

・研究紀要・図書館広報紙を編集し、発行する（紀要の査読継続）。

・学内外への情報発信を活発に行う。

③相互利用制度の準備と地域との連携

・他図書館との相互利用制度の整備、図書館講座の実施と、更に地域に向けた公開方法を

継続的に検討する。

（８）研究力向上

①平成３０年度は２件の外部資金獲得があった。平成３１年度は更に獲得に向けた取り組みを

強化し、自らが意欲を持って獲得を目指すと共に、事務支援体制をさらに強化する。

②教職員が研究倫理・コンプライアンスについての見識を深めるために、研修会を充実させる。
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③学生向けの研究倫理教育を実施する。

④相互授業参観の検討を含め、教育倫理など多様な観点から検討していく。

（９）国際交流

①外国人特別研究生と、学生との交流活動を促進するために、特別活動に時間を利用し歴

史・文化・観光などについて双方でプレゼンテーションを行う。また、授業等の教育活動への

参加を依頼する。

②北京市人民対外友好協会との連携を持続するとともに、北京第二外国語学院との連携の

方法を模索する。

③学生の海外研修については、異文化理解を深め、思考力・表現力・行動力を高めるために

海外において研修を実施する。研修先については、今年度募集状況が好評だったシンガ

ポールとする。

（10）後援会・同窓会との連携

　　①後援会・同窓会との連携を一層強化し、「オール上田」体制の確立を目指す。

５．上田女子短期大学附属幼稚園

（１）上田女子短期大学附属幼稚園の教育

　　○本園では、幼児教育を後の人間形成の土台づくり（根っこ）と捉えている。

園児一人一人の個性を尊重し、その力を十分伸ばす教育を推進する。

　　○本園では、教育の中心に「遊び」を位置付けている。“遊びは学び”のコンセプトのもと、「遊

び」を通して「幼児期の終わりまでに育ってほしい 10の姿」が育成されるよう「遊び」を工夫す

る。

　　○本園では、豊かな自然やもの、こと、ひとと関わり、多様な「体験」を通して生きる力を共に育

む。

　　○上田女子短期大学の附属幼稚園として、幼児教育の理論と実際に関する研究を行う。

　　また学生の実習と研究協力の場を提供し、研究や保育を公開し、幼児教育の向上に貢献する。

（２）教育課程

　　①平成３０年度に作成した新幼稚園教育要領の趣旨を活かした教育課程の課題把握に

努め、見直しを進める。

②「遊び」を教育活動の中心にすえ、多様な体験での学びを具現化していく。

　　学びの過程を図や写真で示し、子どもや保護者にわかりやすく伝える。

　　③当該年度は、「木育」「食育」「地域」を中心に“やまほいく”を推進する。

（３）魅力ある教育活動

①自然の資源を遊びや生活に活用する。
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　　・机と椅子を戸外で使用し、教育の効果を上げる。

　　・原っぱにテントやハンモックを張り、自然の中の生活を体験できるようにする。

　　・自然科学・自然アートへ関心が持てるような環境を整える。

　  ②「木育」の内容を充実させる。

　　・裏山や地域の樹木に親しむ機会を作る。

　　・本物の道具を使い、木を遊びや生活に活かす。

　　・裏山の自然保護について考え、自分たちができることを行う。

③「食育」の内容を充実させる。

　　・裏山の落ち葉で堆肥を作り、畑の土づくりに使う。

・学年で一年間の栽培計画を立て、作物を育てる。

・地域の方のご協力により、米作りや味噌作りを体験する。

・自然の恵みに感謝しながら、収穫物を調理したり、保存食にしたりして楽しむ。

・短大のかまどを使い、野外調理をする。

・保護者も園児と一緒に食育体験をしたり、食育に関する講演会に参加したりする。

・給食を週に２回、おむすびの日を週に１回設け、いろいろな料理を皆で食べる機会を持つ。

④「地域」の教育力を活かす。

・各学年が体験したい内容が地域のどこで体験できるか調べる。

・地域の住民・企業・文化財などとパートナーを組み、互恵的に活動する。

　　・短大を中心に地域の大学・高校・中学・小学校・保育園等、いろいろな世代の人と関わりを持

つ。

・平成３０年度は上田西高校の留学生と交流会を実施した。平成３１年度も引き続き交流を行

い、外国の言葉や文化に興味が持てるようにする。

・高齢者施設の利用者との交流会を企画し、実施する。

・私立幼稚園・認定こども園協会の企画に協力し、そこでの情報を保育に活かしたり、保護者

に伝える。

⑤「家庭」と連携して園児の育ちを豊かにする。

・専門機関と連携し、一人ひとりに適切な支援をする。

・育児相談会『ラベンダー』を開催し、保護者と共に園児の発達を支援する。

・保護者や未就園児の保護者が気軽に話せる場を作ったり、子育てに関する講演会を開催し

たりするなど、地域の子育てセンターとしての役割を果たす。

・保護者アンケートの結果を踏まえ、保護者の満足度を更に高め、より厚い信頼が得られるよ

う、教育活動の充実に努める。

・少子化や共働き家庭の増加等の時代の変化に対応した幼稚園の在り方を研究し、預かり保

育、諸行事を円滑に実施する。

（４）本園の良さを更に発信する
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・ホームページを通して、幼稚園の今を伝え続ける。フェイスブックを見やすい機能に変更す

る。

・短大のオープンキャンパスの日に地域に園開放をする。

・同窓会名簿を完成させ、活用の仕方を考える。

・“大きくなった子どもたち”の企画で、卒園生の活躍を保護者に紹介し、皆で応援する。

・丸子・武石方面の園児獲得のため、バスルートを変更する。

・園だよりや学年だより、学級だよりを通して、遊びの中での幼児の育ちや本園が大切にして

いることを保護者にわかりやすく伝える。

・マスコットキャラクターの“きーちゃん”に親しんでもらえる機会をつくり、本園のファンになって

もらう。

（５）危機管理を充実させる

・危機管理マュアルを随時見直し、園児・教職員・保護者対象に様々な想定下の訓練を積み

重ねる体制を整える。

・安全管理体制の見直しを行い、園として備蓄品の整備・更新を進める。

・教職員のセキュリティに対する意識を高め、情報管理体制の見直し、共有を行う。蓄積した

データを適切に管理することで働き方改革にも生かす。

・安全で安心した幼稚園生活が送れるよう、園児の目線に立った整備を進める。

（６）その他

・保育の質を落とすことなく、保育を保障できるように工夫する。

・これまでの保育の伝統を継承し、教職員が連携して保育が進められるよう情報を共有する。

・教職員ひとり一人が「自分の幼稚園」という意識を持ち、新しい着想を取り入れる。自分の企

画で幼稚園が変わる（動く）実感を持つ。

・管理体制を明確にし、担当者を中心に効率的な運営を行う。
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