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Ⅰ．建学の精神・短期大学の基本理念、使命・目的、短期大学の個性・特色等 

１．東海学院大学短期大学部の建学の精神 

 東海学院大学短期大学部は、昭和 20(1945)年に創立者神谷一三、みゑ子夫妻により、「女

子の専門資格の取得及び経済的自立と国際感覚の涵養」を理念として、岐阜県岐阜市高岩

町５番地に岐阜服装学院を設立したことに始まる。岐阜服装学院は、後に岐阜洋裁専門学

院となり、昭和 36(1961)年、学校法人神谷学園（初代理事長・神谷一三）となり、昭和

38(1963)年には、県内初の私学高等教育機関として、東海女子短期大学（初代学長・神谷

みゑ子）が開学した。開学以来、半世紀余を経た平成 20(2008)年に男女共学化し、校名を

東海学院大学短期大学部と変更し、今日に至っている。 

東海学院大学短期大学部の建学の精神は、「国際的な視野を備えた創造性と行動力豊か

な教養人の育成」である。本学の歴史は、昭和 20(1945)年に神谷一三初代理事長と神谷み

ゑ子初代学長の両名によって設立された岐阜服装学院に始まる。昭和 36(1961)年に学校法

人神谷学園の設立が認可されると、両氏は昭和 38(1963)年に、家政科で構成される東海女

子短期大学を開学した。この東海女子短期大学の建学の精神は、「広く国際的な視野に立

つ社会性、創造性と行動力豊かな女性の育成」であった。両氏は、戦後の復興期にあって

女性が自立という状態からほど遠い存在であるのをみて、女性であっても専門・技術を持

てば男性と同じように経済力を持つことができると信じた。また時の大蔵大臣の認可を得

て服飾研究のために欧州 8ヶ国歴訪の際、ヨーロッパの女性が自立して社会でいきいきと

活躍している姿を目の当たりにして、日本人女性も自立心と国際感覚を持つべきことを痛

感し、こうした建学の精神を打ち立てたのである。昭和 56(1981）年、女子高等教育をさ

らに進めるために設立した東海女子大学もこの精神を継承し、平成 19(2007)年に男女共学

化して東海学院大学となった今もこの精神を堅持している。 

大学は高等教育機関として次代の発展を担う若者を育成する責務を持つが、近年では、

社会のグローバル化や教育のユニバーサル化によって、社会からは即戦力となる者が求め

られ、学生からは個々の興味や希望する職業に即応する教育が期待されるようになった。

そこで本学はこうした状況に鑑みて、「建学の精神および確固とした専門知識を身に付けた

人材を育成すること」を教育の基本理念とし、これを達成するための教育内容、教育環境

の整備に努めている。 

  

２．東海学院大学短期大学部の使命・目的 

東海学院大学短期大学部の使命・目的は、「広く知識を授け深く専門の学術を教授研究し

て、国際的視野を備えた社会性および創造性と行動力豊かな人材を育成する」ことである。 

平成 20(2008)年 4月、短期大学部は、半世紀にわたる高等教育の歴史を受け継ぎ建学の

精神を堅持して、男女共学の大学として新たなスタートを切った。これは社会全体が、男

女共同参画型の共生社会に向かって変貌し始めたことに加え、これと同調するかのように

強まった地域社会からの共学化の要望に応えたものであった。産学官の連携が強化され、

高校と大学の連携などに行政が積極的に関与しはじめ、県内の大学によるコンソーシアム

が構築され、地域住民の参加する生涯学習の機会が増えた。こうした中、地域に開かれた

大学として建学の精神を実現するためには、男女共学化の実施は必然的な流れであった。 

この男女共学化によって本学は建学の精神を「女性の自立」「女性の国際感覚の育成」か
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ら「自立のための人間教育」「国際感覚を備えた教養人の育成」とし、基本理念及び使命・

目的を開学以来一貫して守り続けている。 

 

３．東海学院大学短期大学部の個性・特色 

東海学院大学短期大学部は建学の精神のもと、学生の自立と国際感覚の育成の達成に半

世紀励んできた。この間培った「国際感覚を養うための実践的教育」、「文武両道精神に則

った教育」、そして「豊かな創造性を育むための実践的教育」は、本学の個性・特色である。 

・国際感覚を養うための実践的教育 

「国際感覚を養うための実践的教育」としては、歴史的にイギリス・ケンブリッジにあ

る専門学校である語学学校(Cambridge Academy of English、以下 CAE と称する。)の活用

が挙げられる。当初の CAE は本学所有の語学学校で、昭和 50(1975)年に開校されて以来、

長期・短期の語学研修をはじめとする各種のプログラムを設け活用されてきた。また 1980

年から 90 年代にかけては、米国ニューヨーク州立ファッション工科大学（F.I.T.）やハワ

イ州立大学など多数の外国大学と姉妹校提携し、スタッフの学術交流、留学生交換などの

交流を深めた。平成 6(1994)年の附属図書館開館の記念式典には、英国元首相のマーガレ

ット・サッチャー女史を招き、「M．サッチャー女史とのふれあい交流会」を開いた。近年

は、経済や情報のグローバル化を受けて英国との交流だけではなく、その他の先進諸国や

アジア諸国での留学プログラムや国際交流を推進するために、平成 24(2012)年に国際交流

センターを設け、活動を続けてきたが、平成 26(2014)年 2月の組織改正により、同活動は、

学生生活委員会に託されることになった。 

・文武両道精神に則った教育 

本学の「文武両道精神に則った教育」は、行動力豊かな人材を育成するための実践的教

育である。本学は開学以来スポーツの振興に力を注いできている。開学以来、多くの学生

が学業はいうまでもなく、部活動等に励んで文武両道の精神を育んできた。バドミントン、

ホッケー、軟式テニス、硬式テニス、ソフトボール、バレーボール、剣道などの競技にお

いてトップレベルの活躍をし、県内のスポーツを牽引している。バドミントン、ホッケー

においては、日本代表や世界レベルの選手を育成し、オリンピック選手も輩出している。

この文武両道の精神は学生の協調心や自立心を高め、学是である「ひとづくり」教育に大

きな役割を果たしている。 

・豊かな創造性を育むための実践的教育 

「豊かな創造性を育むための実践的教育」には「東海芸術祭」の実施が挙げられる。東

海芸術祭は毎年秋に開催するもので、音楽や美術の感性を育てるために、時には学生も参

加する音楽演奏会、学生の作品を含む美術展覧会なども開き、教員と学生が共同して作り

上げてきた。【資料Ⅰ-3-1】 

以上の実践的教育は、本学の伝統、校風から生まれ出たものであり、いずれも学生教育

において教養、社会性、感性などを高める特性をもつ。こうして本学は、教育研究のみな

らず学生生活の面でも建学の精神が成就されるよう努めている。 
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【エビデンス集・資料編】 

【資料Ⅰ-3-1】 東海芸術祭に関する資料 

 

 

Ⅱ．沿革と現況 

1．本学の沿革 

 本学の概要は、以下のとおりである。 

昭和 38 年 1月 東海女子短期大学の設立認可、家政科（入学定員 50人）設置、初代

学長神谷みゑ子が就任した。 

昭和 39 年 1月 家政科第２部（入学定員50人）増設認可される。 

昭和 39 年 2月 家政科第１部・第２部は中学校教諭２級普通免許状（家庭）取得課

程として認定された。 

昭和 39 年 3月 家政科第１部を被服選修（30人）、食物選修（20人）に分離した。

食物選修課程が栄養士養成施設として指定された。 

昭和 40 年 1月 被服選修を被服課程、食物選修を食物課程に名称変更し、家政科１

部（入学定員50人）を被服課程（30人→45人）、食物課程（20人→

35人）とする定員増が認可された。 

昭和 41 年 1月 初等教育科の設置が認可された。 

被服課程（45人→50人）、食物課程（35人→130人 栄養士100人・

食物30人）の定員増が認可された。 

昭和 41 年 3月 英文科第１部・第２部は中学校教諭２級普通免許状、初等教育科は

小学校及び幼稚園教諭２級普通免許状取得課程として認定された。 

初等教育科が保母養成学校に認定された。 

昭和 42 年 1月 被服課程（50人→70人）、初等教育科（50人→80人）の定員増が認

可された。 

昭和 42年 12月 学科・専攻課程名及び学生定員を昭和43年4月1日より次のように変

更許可。 

学科  旧専攻課程名 新専攻課程名  旧定員  新定員 

家政科１部 被服課程   被服専攻       70     70 

栄養士課程  食物栄養専攻    100    100 

食物課程      家政専攻       30     30 

初等教育科                              80       130 

昭和 43 年 7月 家政科１部・２部、英文科１部・２部及び初等教育科は司書教諭資

格取得課程として認可された。 

昭和 44 年 9月 家政専攻を生活デザイン専攻への名称変更が認可された。 

昭和 47 年 3月 東海女子短期大学附属東海第一幼稚園の設立が認可された。 

昭和 48 年 1月 初等教育科の児童教育学科への名称変更、及び初等教育専攻（100

人）、幼児教育専攻（50人）とする専攻分離、定員増が認可された。 

昭和 48 年 2月 司書の科目の単位が司書講習の担当科目の単位として許可された。 
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昭和 49 年 1月 初等教育専攻は小学校教諭２級・幼稚園教諭２級の各普通免許状、

幼児教育専攻は幼稚園教諭２級普通免許状取得課程として認可され

た。 

昭和 50 年 4月 海外語学研修校として東海女子短期大学ケンブリッジ校を開設し

た。 

昭和 51 年 3月 英文科第２部の廃止が認可された。 

昭和 53 年 2月 東海女子短期大学附属東海第二幼稚園の設立が認可された。 

昭和 57 年 1月 英文学科（50人→100人）、児童教育学科初等教育専攻（100人→150

人）の定員増が認可された。 

昭和 59 年 7月 軽井沢研修会館が竣工した。 

昭和 59年 12月 家政学科第２部の廃止が認可された。 

昭和 60年 12月 期間を付して入学定員220人の増加（英文学科100、被服専攻50、食

物栄養専攻50、生活デザイン20）が認可された。（平成12年3月まで） 

昭和 61 年 1月 栄養士養成施設の学生の定員（100人→150人）の変更が承認された。 

平成 2年 12月 幼児教育専攻の定員（50人→100人）の定員増が認可された。 

平成 4年 9月 ホッケー場が完成した。 

平成 6年 3月 総合図書館（東海情報コミュニケーション ライブラリー）が竣工し

た。 

平成 7年 4月 第二代理事長に神谷哲郎が就任した。 

平成 7年 10月 初代学園長に神谷みゑ子が就任した。 

第二代学長に上野良光が就任した。 

平成 9年 6月 情報館が竣工した。 

平成 10年 10月 第三代学長に高野卓哉が就任した。 

平成 11 年 4月 昭和60年12月25日に許可された入学定員のうち英文学科100人の定

員減が認可された。 

平成 11年 11月 家政学科被服専攻を平成12年4月1日より生活学科衣生活専攻に名称

変更することを許可された。 

平成 11年 12月 学科・専攻課程名及び学生定員を平成12年4月1日より次のように変

更許可。 

学科   専攻課程    入学定員  収容定員 

生活学科   衣生活専攻     60     120 

住生活専攻     40     80 

食物栄養専攻    100     200 

生活デザイン専攻は、平成12年4月1日募集停止。 

平成 11年 12月 生活科学専攻科が、入学定員30名、修業年限1年、平成12年4月1日に

開設認可された。 
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平成 11年 12月 期間を付した入学定員を次のように変更認可された。 

生活学科    12 13 14 15 16年度 

住生活専攻  20 16 10  5  0 

食物栄養専攻 28 20 14  7  0 

変更年次 第1年次 

変更時期 平成12年4月1日 

平成 12年 12月 人間福祉学科、入学定員80名、平成13年4月1日開設認可。 

学科及び学生定員を次のように変更する。 

 

入学定員 収容定員 

英文学科            90 → 180 

児童教育学科 初等教育専攻   80 →  160 

変更年次 第1年次 

変更時期 平成13年4月1日 

平成 13 年 2月 英文学科を平成13年4月1日よりコミュニケーション学科に名称変更

することを許可された。 

平成 13 年 2月 人間福祉学科が介護福祉士養成施設に指定された。 

第四代学長に大森正英が就任した。 

平成 13 年 4月 第１寮をスポーツ寮に変更。 

平成 14 年 4月 生活学科衣生活専攻・住生活専攻を募集停止。生活学科食物栄養専

攻を食物栄養学科に名称変更、生活学科の臨定廃止。 

平成 14 年 4月 第２寮をスポーツ寮に変更。 

平成 14年 12月 専攻科福祉専攻、入学定員30名、修業年限1年、平成15年4月1日開設

認可。 

平成 15 年 3月 生活科学専攻科を廃止。 

平成 15 年 3月 専攻科福祉専攻が介護福祉士養成施設に指定された。 

平成 15 年 4月 第３寮をスポーツ寮に変更。 

平成 16 年 1月 食物栄養学科、コミュニケーション学科、児童教育学科初等教育専

攻の入学定員を平成16年4月より次のように変更することが許可さ

れた。 

              入学定員 収容定員 

食物栄養学科             100 →  80 

コミュニケーション学科         90 →  70 

児童教育学科 初等教育専攻      80 →  50 

平成 16 年 7月 ５号館１階の学生食堂が「カフェテリアＴＯＫＡＩ」としてリニュ

ーアルされる。 

平成 16年 10月 ７号館１階に学習支援室が設置された。 

平成 16年 11月 ７号館５階に保育実習室「あそびの森」が竣工。 
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平成 17 年 3月 校舎のバリアフリー工事が完成した。 

１号館の外壁塗装工事が完了した。 

平成 17 年 4月 食物栄養学科が栄養教諭二種免許状の取得可能な課程として認定さ

れる。 

平成 18 年 3月 １号館１階男子トイレ及び７号館１階男子・女子トイレのバリアフ

リー工事が完了した。 

平成 18 年 4月 人間福祉学科を介護福祉学科に名称変更した。 

平成 18 年 4月 第五代学長に杉山道雄が就任した。 

平成 19 年 4月 第六代学長に神谷眞弓子が就任した。 

平成 20 年 3月 7号館及び新３号館エレベーター改修工事・バリアフリー工事終了。 

平成 20 年 4月 食物栄養学科・コミュニケーション学科・介護福祉学科を募集停止

した。 

平成 20 年 4月 校名を東海学院大学短期大学部に変更し共学とした。 

平成 20 年 4月 東海学院大学短期大学部への名称変更に伴い、附属図書館の館名を

東海学院大学・東海学院大学短期大学部附属図書館（通称東海ライ

ブラリー）に変更した。 

平成 20年 12月 郡上高等学校と高大連携協定を締結した。 

平成 21 年 1月 各務原市教育委員会及び各務原市健康福祉部と連携協定に関する協

定を結んだ。 

新３号館（食健康学科棟）５階が地域食育サポートセンター「さら

まんじぇ・とーかい」としてリニューアルされた。 

平成 21 年 3月 （財）短期大学基準協会における第三者評価の結果、短期大学とし

て適格と認定された。 

平成 21 年 5月 富田高等学校と高大連携協定を締結した。 

平成 21 年 6月 岐阜農林高等学校と高大連携協定を締結した。 

岐阜市立女子短期大学と学術交流協定を締結した。 

平成 22 年 4月 専攻科 福祉専攻の廃止 

平成 23 年 2月 トレーニングルームを７号館６階に移設した。 

平成 23 年 3月 平成22年度財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者養成講習会、

講習・試験免除適応コースの承認。（ジュニアスポーツ教育専攻） 

平成 23 年 4月 児童教育学科初等教育専攻を募集停止とした。 

平成 23年 11月 三代理事長に神谷眞弓子が就任した。 

岐阜各務野高等学校と高大連携協定を締結した。 

平成 26 年 4月 児童教育学科を募集停止し、幼児教育学科を設置した。 

 

この間の特筆すべき事項として、昭和44(1969)年から学内奨学生制度がスタートし、学

業・人物の優秀者やスポーツ・音楽及び美術等に特技・特芸を持つ者の入学があり、各ク

ラブでの中心的存在として活躍している。とりわけ、平成24(2012)、平成25(2013）年度の

全日本学生選手権大会団体3位のバドミントン、平成24(2012)年度全日本大学王座優勝のホ
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ッケー部（女子）を頂点として西日本学生・東海学生選手権での優勝実績を持つバレーボ

ール、ソフトテニス、ソフトボール、硬式テニス部が主力の部として活動している。 

短期大学部・大学の共用施設として平成6(1994)年に竣工した附属図書館は、図書館本来

の機能のほかに、「集う・語らう」を併せて多目的に利用できる最適空間でもある。短期

大学部・大学の開催する地域への公開講座の会場として利用され、また平成23(2011)年に

は「東海えほんの森」が開設されて、地域の親子との交流を通じて、幼児教育学科の学生

の学修に活用するなど、学生の実践的学びや地域貢献のための拠点ともなっている。 

 

2．本学の現況 

・短期大学名 

 東海学院大学短期大学部 

・所在地 

(1)所在地 

〒504-8504 岐阜県各務原市那加桐野町2丁目43番地 

 

(2)位置 

岐阜県各務原市は岐阜県の南部、濃尾平野の北部に位置し、南に木曽川が東西に愛

知県との境となって流れる。北部と東部は、関市、加茂郡坂祝町、西は岐阜市、南西

部は羽島郡笠松町、岐南町に隣接し、平成16(2004)年11月1日に羽島郡川島町と合併

し、新各務原市が誕生した。 

同市は、東海北陸自動車道・岐阜各務原インターから全国の高速自動車道へアクセ

スでき、市内にはＪＲ高山線と名鉄各務原線、合わせて16の駅があり、それらは市電
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的性格をもっている。名古屋まで電車で30分、新幹線羽島駅まで車で20分、県庁まで

車で20分という便利さである。 

本学は各務原市の最西端に位置し、岐阜市には極めて近く、岐阜駅から8km（路線

バスで20分）の場所に所在する。 

(3)周囲の状況 

各務原市の産業構造は、日本最古の飛行場（自衛隊岐阜基地）に由来して、航空機

や自動車など輸送用機器の製造が中心の工業が盛んであるが、市内のあちこちに個性

的な商店街が息づいている。 

総人口は、約150,000人、世帯数約56,000世帯で、その内、外国人人口が2,800人、

世帯数が約1,400を占め、地方の小都市をしては、国際化が進んでいる。 

・学科構成 

 幼児教育学科                                                                                                     

・学生数、教員数、職員数 （平成 27(2015)年 5月 1日現在） 

 

【学生数】 

学科名 収容定員数 入学者数 在学者数 

幼児教育学科 300 70（1） 150 

 

【教員数】 

学科名 専任教員数 

幼児教育学科 16 

 

【職員数】 

職種 職員数 

正職員 6 

その他 9 

（合計） 15 
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Ⅲ．評価機構が定める基準に基づく自己評価 

基準 1．使命・目的等 

1－1 使命・目的及び教育目的の明確性 

≪1－1の視点≫ 

1-1-① 

1-1-② 

意味・内容の具体性と明確性 

簡潔な文章化 

（1）1－1の自己判定 

「基準項目 1－1を満たしている。」 

 

（2）1－1の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 1-1-① 意味・内容の具体性と明確性 

昭和 36(1961)年に「女子の専門資格の取得及び経済的自立と国際感覚の涵養」を使

命として初代理事長神谷一三と初代学長の神谷みゑ子両氏により学校法人神谷学園の

設立が認可されると、昭和 38(1963)年に、家政科で構成される東海女子短期大学が開

学した。この東海女子短期大学の建学の精神は、「広く国際的な視野に立つ社会性、

創造性と行動力豊かな女性の育成」であった。両氏は、戦後の復興期にあって女性が

自立という状態からほど遠い存在であるのをみて、女性であっても専門・技術を持て

ば男性と同じように経済力を持つことができると信じ、また、服飾学研究のために欧

州 8 ヶ国歴訪の際、ヨーロッパの女性が自立して社会でいきいきと活躍している姿を

目の当たりにして、日本人女性も自立心と国際感覚を持つべきことを痛感し、こうし

た理念を打ち立てたのである。 

東海学院大学短期大学部では、「東海学院大学短期大学部学則」第 3 条【資料 1-1-1】

で、「国際的な視野を備えた創造性と行動力豊かな教養人の育成」を謳っている。この

「建学の精神」に基づき、「国際性」、「社会性」、「創造性」、「行動力」を兼ね備えた有

為な人材の育成を理念に掲げ、幅広い教養と豊かな人間性を育む全人教育を実践し、

社会に貢献できる人材の育成を目指している。また教育課程においては、本学が開学

以来堅持している特長の一つである「少人数教育」のもと、一人ひとりの学生を大切

にし、温かいまなざしをもって丁寧に教え育むことを使命としている。 

1-1-② 簡潔な文章化 

 「東海学院大学短期大学部学則」の第 3 条【資料 1-1-1】では、建学の精神に基づ

く本学の教育の使命を、学是「ひとづくり」と定め、「自ら立てた規範に従って、自己

の判断と責任の下に行動できる強くてしなやかな人材を育成することを目的とする」

と具体的に、明確かつ簡潔に伝えることに努めている。 

また、このことは、大学の公式ホームページ（以下「大学ホームページ」という）

【資料 1-1-2】でも述べられ、本学の教育目的を分かりやすく広く伝えている。 

 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 1-1-1】 東海学院大学短期大学部学則 第 3条 
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【資料 1-1-2】 大学ホームページ「東海学院大学短期大学部の教育理念と学科の教育

方針」 

【資料 1-1-3】 履修のてびき 1ページ 

 

（3）1－1の改善・向上方策（将来計画） 

 本学では、建学の精神と、これに基づく教育理念及び教育目的について、創立者の使

命精神に基づいて具体的かつ明確に表現して伝えることに努めており、今後もこの姿勢

を持続しながら教育の発展に励んでいく。 

 

1－2 使命・目的及び教育目的の適切性 

≪1－2の視点≫ 

1-2-① 

1-2-② 

1-2-③ 

個性・特色の明示 

法令への適合 

変化への対応 

（1）1－2の自己判定 

「基準項目 1－2を満たしている。」 

 

（2）1－2の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 1-2-① 個性・特色の明示 

本学は、教育基本法に則り、広く深い知識と教養を授けると共に、職業教育に重点

を置く高等教育を施し、「東海学院大学短期大学部学則」第 3条に「国際的な視野を備

えた創造性と行動力豊かな教養人の育成」【資料 1-2-1】という建学の精神及び学是「ひ

とづくり」という大学の使命に基づき、「幼児教育学科」1学科を設置し、高等教育機

関として次代の発展を担う若者を育成している。近年、社会のグローバル化や高等教

育のユニバーサル化が進み、社会からは即戦力となる人材が求められ、学生からは個々

の興味や希望する職業に即応する教育が期待されるようになってきている。 

また、産官学の連携が強化され、高校と大学との連携が進められているほか、県内

でも大学間でコンソーシアムが構築され、地域住民参加型の生涯学習の場も増えてい

る中、本学でも地域に開かれた大学として、建学の精神に立脚した教育目的の達成に

努めている。このような現況に鑑み、本学では建学の精神及び教育理念をもとに、幼

児教育学科の人材養成及び教育研究上の目的を、「東海学院大学短期大学部学則」第 5

条【資料 1-2-1】に「幼児教育学科は、他者との協調性、自己理解力、的確な判断力

を培い、自主・自立の人材を養成する。また子どもの心身の健やかな成長・発達につ

いて深い知識と高い技能を有し、子どもの成長・発達と健康の維持増進を支援する実

践的力量をもった人材の養成を目的とする。」と定め、教育内容と教育環境の整備に努

めている。 

 

 【エビデンス集・資料編】  

【資料 1-2-1】 東海学院大学短期大学部学則 第 3条、5条 
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1-2-② 法令への適合 

「学校法人神谷学園寄附行為」第 3 条【資料 1-2-2】では「この法人は、教育基本

法及び学校教育法に従い、大学その他の施設を設置して、教育および研究を行い、並

びに国際的視野を備えた社会性および創造性と行動力豊かな人材の育成と、地域社会

への貢献を行うことを目的とする」と定め、「東海学院大学短期大学部学則」第 1条【資

料 1-2-1】においても「本学は、教育基本法に則り広く深い知識と教養を授けると共

に、職業教育に重点を置く高等教育を施し、良識と技能をそなえた心身共に健全な人

材を育成することを目的とする。」と定めており、これらは、学校教育法第 108 条に定

める大学の目的に適合している。 

 

   【エビデンス集・資料編】  

【資料 1-2-1】 東海学院大学短期大学部学則 第 1条 

   【資料 1-2-2】 学校法人神谷学園寄附行為 第 3条 

1-2-③  変化への対応 

平成 19(2007)年に少子化や 4年制大学への進学志向の増加などによる短期大学の外

部環境の変化に対応するため、それまで設置していた 4 学科（食物栄養学科、コミュ

ニケーション学科、児童教育学科、介護福祉学科）のうち、食物栄養学科と介護福祉

学科の２学科を４年制に改組し、平成 20(2008)年度に男女共学化して名称も東海学院

大学短期大学部と改称し、新たに児童教育学科１学科と福祉専攻科１専攻科の体制と

なった。しかし競合学科の増加と急激な少子化に伴い、平成 22(2010)年には専攻科が

廃止され、児童教育学科１学科となった。平成 25(2013)年には児童教育学科の募集停

止とともに新学科の申請が認可され、保育士養成課程における可能養成者数の 100 名

から 150名への増加とともに、平成 26(2014)年度から、建学の精神を根幹としながら、

各資格に求められる専門知識・技術の修得及び社会的な要求に即した教養や創造性を

備えた人材の養成を学科の教育目的・教育目標とする新しい「幼児教育学科」１学科

設置での体制が始まった。 

本学では、建学の精神に基づく教育の使命・教育目的を開学以来一貫して堅持し、

基本的な姿勢についての修正は行われていないが、様々な学内外の環境の変化に対応

するための教育の使命・目的及び教育目標の点検は毎年実施しており、学科会と事務

局教務課での議論を経て、役職者会議及び教授会で審議され、見直し等の決定が行わ

れている。 

また、学科会や事務局各部署において、課題の整理や教育のための通常活動の見直

しは常に行われ、適宜役職者会議【資料 1-2-3】及び教授会【資料 1-2-4】に報告され

ている。自己点検・評価実施委員会において毎年度の教育研究活動等についての状況

に関して点検及び評価を行い、必要に応じて大学ホームページに公表している。 

            

【エビデンス集・資料編】 

 【資料 1-2-3】 東海学院大学短期大学部役職者会議規程 

 【資料 1-2-4】 東海学院大学短期大学部教授会規程 
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（3）1－2の改善・向上方策（将来計画） 

本学の使命・目的は関係法令に適合するとともに、学内の諸規程も整備され運用され

ている。今後も個性・特色の明示等の条件を確保しながら、社会情勢や学内外の変化を

踏まえ、必要に応じて随時、使命・目的及び教育目標の見直し等を実施していく。 

 

1－3 使命・目的及び教育目的の有効性 

≪1－3の視点≫ 

1-3-① 

1-3-② 

1-3-③ 

1-3-④ 

役員、教職員の理解と支持 

学内外への周知 

中長期的な計画及び 3 つの方針等への使命・目的及び教育目的の反映 

使命・目的及び教育目的と教育研究組織の構成との整合性 

（1）1－3の自己判定 

「基準項目 1－3を満たしている。」 

 

（2）1－3の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

1-3-① 役員、教職員の理解と支持 

本学の使命・目的の継承と浸透を図るために、建学の精神に基づく教育の使命・目

的及び教育目標の点検は毎年実施しており、学科会と事務局教務課での議論を経て、

役職者会議及び教授会に報告されている。また、こういった毎年度の教育研究活動等

の状況に関して、学長や教職員を通じて理事会及び評議員会で報告がなされ、役員の

次年度以降の策定に反映されている。 

毎年 4 月に開催される教職員の懇親会である「東林会」【資料 1-3-1】では、理事

長より建学の精神に拠所を置きながら、当該年度の教育目標や事業目的等の説明が行

われ、本学の教育の使命・目的についての理解と支持を得ている。 

新任教職員に対しては、採用後の新人オリエンテーションにおいて、建学の精神や

教育目的等について説明を行い、その浸透と啓発に努めている。 

学則をはじめとする基本的な規程等の新設や改定については、関係委員会や各部署

で議論され、役職者会議で審議され、教授会で審議・承認されることとなっている。 

 

【エビデンス集・資料編】  

【資料 1-3-1】 東林会規約 

 

（3）1－3の改善・向上方策（将来計画） 

1-3-② 学内外への周知  

  東海学院大学短期大学部の建学の精神、教育方針については、キャンパスガイド【資

料 1-3-2】や、大学ホームページ【資料 1-3-3】に掲載し周知を図っている。 

  新入生には、入学式とその後の新入生オリエンテーションにおける各種ガイダンス、

その際に使用する「履修のてびき」【資料 1-3-4】などで本学の教育の使命・目的につ

いて解説を行っている。また、「建学の精神」【資料 1-3-5】で行われる入学式直後の

講義や後日開催される新入生のための実習においても、本学の使命・教育目的につい
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ての浸透に努めている。 

  在学生には、新年度のオリエンテーションを通じて再度使命や教育目的について確

認させている。また、教育後援会や同窓会などの活動を通じて、在学生保護者や卒業

生、関連企業等への大学の建学の精神、教育方針についての周知を図っている。 

  本学の教育の理念について広く理解と支持を図るために、平成 26（2014）年 2月に

は創立 50周年記念式典を挙行し、記念誌の発行とともにその浸透に努めた。 

 

 【エビデンス集・資料編】  

 【資料 1-3-2】 キャンパスガイド 2015  

【資料 1-3-3】 大学ホームページ 「東海学院大学短期大学部の教育理念と学科の

教育方針」 

【資料 1-3-4】 履修のてびき 1ページ 

 【資料 1-3-5】 シラバス「建学の精神」 

 

1-3-③ 中長期的な計画及び 3つの方針等への使命・目的及び教育目的の反映 

  急激な少子化による志願者の減少等に対処するための平成 19(2007)年度の改組転

換、平成 20(2008)年度の共学化、大学名称変更という大きな節目を経て、安定的な成

長を目指したのも束の間、名古屋圏への志願者流出や地域経済の衰退、近隣大学との

競合などの様々の要因により、短期大学部の志願者数の減少は加速化していった。こ

のような中で、平成 23(2011)～平成 27(2015)年度の 5ヶ年の「経営改善計画」を策定

して、短期大学部の抜本的な改革に着手した。【資料 1-3-6】この計画では、50年前の

昭和 38(1963)年に、建学の精神に基づき開学した当時の先駆者の使命感に立ち返ると

ともに、平成 24(2012)年には、中央教育審議会及び文部科学省により推進された「大

学教育の質的転換」の実行プランを忠実に受け止め、大学の使命・目的や学科の教育

目的を３つの方針へ反映させるための大学の様々な課題に取組んできている。 

  「三つの方針」の１つであるアドミッションポリシーについては、「平成 27 年度入

学試験要項」【資料 1-3-7】に大学全体のアドミッションポリシーとして「保育の現場

で活躍する保育者・教育者を育てる本学では、保育・教育の分野に幅広い関心を持ち、

子どもを取り囲む複雑な環境の中で、子どもたちの健やかな成長と発達の支援に必要

な創造性や行動力、豊かな教養、教育者としての資質を伸ばしたいという意志を持つ

人、幼稚園・保育所などの現場で将来活躍したいという強い意思を持っている人、教

育の諸活動に関わり、社会にある問題を解決できる実践者を目指す人の入学を歓迎す

る。」と明示している。 

  また、同要項【資料 1-3-7】に幼児教育学科のアドミッションポリシーとして次の

ような学生を求めると明示している。「○乳幼児期の子どもの成長・発達への理解、お

よび心身の健やかな成長・発達を支援する専門的知識・技能について積極的に学ぶ意

思を持つ者。○子どもへの理解と健康な心身の発達と健康維持・増進を支援する実践

的力量を修得しようとする強い意志を持つ者。○幼稚園教諭または保育士などの分野

で活躍しようとする情熱を持った者。」 

  ディプロマポリシーについては、「東海学院大学短期大学部学則」第 42 条、第 43
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条【資料 1-3-8】及び大学ホームページ【資料 1-3-3】に「学科が定める修業年限以上

在学し、教養教育科目及び専門教育科目を所定の単位数以上を修得し、幅広い教養と

深い専門性を修めた者に対し、教授会の議を経て学長が卒業を認定し、短期大学士（教

育学）を授与する」と明示している。 

カリキュラムポリシーについては、大学ホームページ【資料 1-3-3】に「教育課程

は 2 学期制により、教養教育科目及び専門教育科目により編成され、レベルや年次を

考慮した体系的かつバランスのとれた科目配慮がなされていること、また複雑化・多

様化する現代社会に対応できる柔軟で幅広い知識や思考能力、さらには生涯学び続け

る意欲の源となる主体的・自律的な自己教育力の涵養を目指し、自由科目を開講する」

と明示しており、様々な社会情勢に合わせながら、常に具体的で分かりやすい使命・

目的や教育目的であるように、全学的に見直しを行っている。 

 

【エビデンス集・資料編】  

【資料 1-3-6】 平成 23(2011)～27(2015)年 学校法人神谷学園経営改善計画  

【資料 1-3-7】 平成 27 年度入学試験要項  

【資料 1-3-8】 東海学院大学短期大学部学則 第 42条、43条 

1-3-④ 使命・目的及び教育目的と教育研究組織の構成との整合性 

本学の使命・目的及び教育目的を達成するため、幼児教育学科１学科を設置してい

る。図 1-3-1 に本学の教学組織と教育指導に係る組織及び両組織の相関図を示すが、

学科においては、効果的で機能的な教育を行える適正な教員数を確保し、クラス担任

制をとってきめ細やかな教育指導や支援を行いながら教育目的の実現にあたっている。 

 

【図 1-3-1】 東海学院大学短期大学部教学組織と教育指導に係る組織及び 

両組織の相関図 
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［基準 1 の自己評価］ 

 本学は開学以来一貫して、建学の精神や学是「ひとづくり」の教育理念に基づき、教

育・研究の体制の整備に努めてきた。平成 23(2011)年からの経営改善計画の推進ととも

に「教育の質的向上」のために多くの課題を洗い出し、改善に努めるとともに学科の教

育目的、アドミッションポリシー、カリキュラムポリシー、ディプロマポリシーを明確

に規定し、大学ホームページ、などを通じて、公表・周知を図っている。また、社会情

勢や外部環境が刻々と変化する中で、志願者のニーズを的確に掴み、法令適合性や個性・

特色の明示といった条件を確保しながら、必要に応じて随時、使命・目的及び教育目的

の見直しを実施している。 

 したがって、「1-1 使命・目的および教育目的の明確性」「1-2 使命・目的および

教育目的の適切性」及び「1-3 使命・目的および教育目的の有効性」の三つの基準を満

たしている。 

 

基準 2．学修と教授 

2－1 学生の受入れ 

≪2－1の視点≫ 

2-1-① 

2-1-② 

2-1-③ 

入学者受入れの方針の明確化と周知 

入学者受入れの方針に沿った学生受入れ方法の工夫 

入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持 

（1）2－1の自己判定 

「基準項目 2－1を満たしている。」                           

 

（2）2－1の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-1-① 入学者受入れの方針の明確化と周知 

 本学では、建学の精神「国際的な視野を備えた創造性と行動力豊かな教養人の育成」

に基づき、「自ら立てた規範に従って、自己の判断と責任の下に行動できる強くてしな

やかな人材を育成すること」を教育理念とし、これに即したアドミッションポリシー

について毎年 5月～6 月に開催する大学説明会での周知活動【資料 2-1-1】で説明して

いる。また、大学ホームページ【資料 2-1-2】などに明示している。 

 この本学の教育理念の具体化を目指し、入学者受入れ方針において、短期大学部全

学として、以下の学生を受け入れることとしている。【資料 2-1-3】 

○東海学院大学短期大学部が求める人物像 

保育の現場で活躍する保育者・教育者を育てる本学では、「保育・教育の分野に

幅広い関心を持ち、子どもを取り囲む複雑な環境の中で、子どもたちの健やかな成

長と発達の支援に必要な創造性や行動力、豊かな教養、教育者としての資質を伸ば

したいという意志を持つ人、幼稚園・保育所などの現場で将来活躍したいという強

い意思を持っている人、教育の諸活動に関わり、社会にある問題を解決できる実践

者を目指す人の入学を歓迎する。」としている。 
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○幼児教育学科のアドミッションポリシー 

  本学の幼児教育学科では、以下のような学生を求める。 

1. 乳幼児期の子どもの成長・発達への理解、および心身の健やかな成長・発達を

支援する専門的知識・技能について積極的に学ぶ意思を持つ者。 

2. 子どもへの理解と健康な心身の発達と健康維持・増進を支援する実践的力量を

修得しようとする強い意志を持つ者。 

  3．幼稚園教諭または保育士などの分野で活躍しようとする熱意を持った者。 

 

 【エビデンス集・資料編】 

 【資料 2-1-1】 大学説明会配布資料 

 【資料 2-1-2】 大学ホームページ 「東海学院大学短期大学部の教育理念と学科の

教育方針」 

【資料 2-1-3】 平成 27 年度入学試験要項  

2-1-② 入学者受入れの方針に沿った学生受入れ方法の工夫 

本学では、前述のアドミッションポリシーに基づき、多様な入学所者の受入れ方法

を実施している。入学者試験実施体制は、学長を責任者とする入学試験委員会【資料

2-1-4】により入学試験制度の担当責任者、実務担当者の任命など、入学試験全般の運

営が定められている。また、入学試験に必要な事項を審議するため入学試験委員会の

下に入学試験実施委員会【資料 2-1-5】が設置されており、さらにその下に試験問題

作成及び答案の採点等を行うための入学試験教科委員会【資料 2-1-6】が設置されて

いる。 

平成 27年度の入学選抜試験の種類及び選抜方法は、表 2-1-1のとおりである。本学

では、多様な入学試験の形態を実施することにより、受験生のニーズに応えることが

可能となっている。これらの入学者の受け入れ方法の告知については、入学試験要項

【資料 2-1-7】を作成して入試種別毎に募集人数、選考方法等を詳細に記載している。

また、各高校内で実施される進路説明会、校外で実施される進路ガイダンスに参加し、

志願者に直接説明するようにしている。本学では年 5 回以上のオープンキャンパスや

進学相談会を実施しており、その時に入試関係についての個別相談に対応している。 

入学者の受入れにあたっては、「東海学院大学短期大学部及び東海学院大学入学試験

委員会規程」【資料 2-1-4】に基づき、学科の合格候補者案を入学試験委員会で審議し、

合格者の決定を行い、役職者会議、教授会に報告し承認している。入学者の選考につ

いては、役職者会議及び教授会より入学試験委員会に委任されており、審議や決定等、

適正に運営されている。 

 表 2-1-1 平成 27年度東海学院大学短期大学部の入学試験概要    

試験区分・種別 特 徴 

AO 入試 

(専願制) 

  

Ⅰ期 学科がアドミッション・ポリシーを掲げ、独自の審査方法で選考する入試

制度。 

・高校の成績だけでなく、人間性、将来性、行動力、応用力など多面的に
Ⅱ期 

Ⅲ期 
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Ⅳ期 評価する。 

【試験日】出願資格認定→出願→書類審査→合格発表 

Ⅴ期 
・優秀な成績で合格した人は、特別待遇奨学生として入学後２年間の授業

料の２分の１を免除する制度がある。 Ⅵ期 

女子学生特別入試 

（専願制） 

女子で本学への入学を強く希望する者が受験できる入試制度。 
・調査書の「全体の評定平均値」を点数化し、面接との総合点で評価しま

す。 
・本試験で合格し、入学した学生には、入学後の 2 年間年額 50 万円を給

付する。 

指定校推薦入試 

(専願制) 

本学が指定する学校を対象に実施する入試制度。 
・調査書の「全体の評定平均値」を点数化し、面接との総合点で評価する。 

専門高校・総合

学科推薦入試

（専願制・併願

制の選択制） 

Ⅰ期 
専門高校と総合学科の卒業者（卒業見込者も含む）を対象にした入試制度。 

・専願制は調査書（「全体の評定平均値」×10倍）と面接、併願制は調査

書（「全体の評定平均値」×10 倍）と小論文またはプレゼンテーション

で選考します。 
Ⅱ期 

スポーツ推薦入

試 

(専願・併願制の

選択制) 

Ⅰ期 

学校在学中のクラブ活動で特に優秀な実績を残した人が受験できる入試

制度。 

・専願制は、本学が指定する競技種目において、都道府県大会以上等に出

場した者（入学後の活動を義務付けるもの。なお、出願を希望する者は、

出願受付日の 1 週間前までに入学試験課まで問い合わせること。） 

・併願制は、都道府県大会以上に出場した者（競技種目に指定はない。ま

た、入学後の活動を義務付けるものではない。） 

・学校の部活動以外でスポーツをした実績も同様の基準。 

・専願制は調査書（「全体の評定平均値」×10倍）と面接、併願制は調査

書（「全体の評定平均値」×10 倍）と小論文またはプレゼンテーション

で選考する。 

Ⅱ期 

ファミリー入試(専願制) 

本学の「卒業生の子女」「卒業生の兄弟姉妹」「在学生の兄弟姉妹」のため

に設けた入試制度。 
・調査書の「全体の評定平均値」を点数化し、面接との総合点で評価する。 

公募制推薦入試 

(専願・併願) 

Ⅰ期 A 高等学校等の成績を重視する入試制度。 

・専願制は調査書（「全体の評定平均値」×10倍）と面接、併願制は調査

書（「全体の評定平均値」×10 倍）と小論文まで選考する。 

・Ⅰ期 A日程の試験会場は、本学以外に東京（東京都）、金沢（石川県）、

松本（長野県）、静岡（静岡県）、大阪（大阪府）、広島（広島県）、福岡

（福岡県）に設定。 

・Ⅰ期 A日程以外の試験会場は、本学会場のみとなる。 

Ⅰ期 B 

Ⅱ期 

Ⅲ期 

Ⅳ期 

一般入試 

Ⅰ期 A 筆記試験の総合点で評価する入試制度。 

・試験会場は、本学会場のみとなる。 

・優秀な成績で合格した人に特別待遇奨学生として入学後２年間の授業料

全額を免除する制度がある。 

Ⅰ期 B 

Ⅱ期 

Ⅲ期 
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センター試験 

利用入試 

Ⅰ期 平成 27 年度の大学入試センター試験の成績を利用する入試制度。 

・本学での個別試験はない。 

・優秀な成績で合格した人は、特別待遇奨学生として入学後２年間の授業

料全額を免除する制度がある。 

Ⅱ期 

Ⅲ期 

社会人入試 
Ⅰ期 

学習意欲のある社会人のために設けた入試制度。 

・平成 27年 4月 1 日現在の満年齢が 21歳以上の人が受験できる。 

・Ⅰ期（11 月）とⅡ期（2月）の２回実施します。 

・この試験で合格した人は、修業年限中、授業料の半額を免除する。 Ⅱ期 

帰国子女入試 Ⅰ期 外国で生活し、外国の学校で学んだ人のために設けた入試制度。試験内容

は小論文と面接の総合点で評価する。 Ⅱ期 

外国人留学生入試 
私費外国人留学生のための入試制度。 
・この試験で合格した人は、修業年限中、授業料の半額を免除する。 

                     

【エビデンス集・資料編】 

【資料 2-1-4】 東海学院大学短期大学部及び東海学院大学入学試験委員会規程 

【資料 2-1-5】 東海学院大学短期大学部入学試験実施委員会規程 

【資料 2-1-6】 東海学院大学短期大学部入学試験教科委員会規程 

【資料 2-1-7】 平成 27 年度入学試験要項 

2-1-③ 入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持 

本学の過去 5 年間の志願者数、合格者数、入学者数の推移は、【データ編 2-1】の

とおりである。数値で示されるように、平成 25 年度以降、学科の学生確保に困難な状

況が続いている。基準 1-2-③で述べているように、本学の学科が入学定員を満たすこ

との出来ない要因としては、平成 26(2014)年から明確な使命・目的及び教育目的に基

づく教育課程を備えた幼児教育学科として新たにスタートしたが、本学の学科として

の個性・特色がまだ十分周知されていないこと、また、平成 26 年、27 年は学内奨学

金制度の見直しによる要因が大きいことが挙げられる。しかし、改革の実施も 3 年目

となり、本学科の特色あるアドミッションポリシーやカリキュラムポリシーの周知の

ため、積極的な広報の展開により、平成 27年春より資料請求者数、ホームページアク

セス者数は着実に増加してきており、悪化状況ではないと捉えている。 

従来、本学の学生募集・広報活動は主に入学試験課の職員が中心となっているが、

全教職員が広報活動に従事しており、入学試験課職員は高校訪問、高校内外進路説明

会、オープンキャンパス、バス見学会などを企画運営し、教員は、出前講義、オープ

ンキャンパス、体験学習会などを担当している。入学志願者や高校等からの問い合わ

せには、入学試験課が対応し、問い合わせの方法としてはフリーダイヤル、メール等

の方法も取り入れている。 

今後は、これまでの広報活動に加えて、各地域での高校教員や受験関係機関等を対

象とした大学説明会を積極的に展開して周知の徹底化を図ることはもちろん、学内行

事や同窓会等を通じて、在校生、在校生保護者など学内外関係者へ本学の学びの目的

や特徴について分かりやすくアピールして入学定員の確保に努めていく。 
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表 2-1-2 平成 28年度に向けての大学説明会・オープンキャンパス実施状況 

〔大学説明会〕                   〔オープンキャンパス〕 

地 区 月 日 時 間  月 日 時 間 

東濃地区 5 月 12 日（火） 

15:00～16:30 

6 月 13 日（土） 

10:00～15:00 

尾張・名古屋地区 5 月 15 日（金） 7 月 20 日（月） 

西濃地区 5 月 22 日（金） 8 月 2 日（日） 

飛騨地区 5 月 26 日（火） 8 月 22 日（日） 

岐阜地区 6 月 1 日（月） 9 月 6 日（日） 

9 月 27 日（日） 

 

（3）2－1の改善・向上方策（将来計画） 

2-1-③で述べたように、18歳人口の減少に伴い、入学定員確保が難しくなることが

予想される状況の中で、入学志願者の動向を分析しながら入学定員の充足を図らなけ

ればならないが、本学科における学生募集の改善・向上策としては、以下の 2 点であ

る。 

一つには、選抜試験のより多様化、本学独自の奨学生制度の充実化、入学試験科目

や日程などの見直しなどの入学選抜制度の整備である。また、学科及び入学試験委員

会と入学試験課との連携の更なる強化により、大学説明会の開催、オープンキャンパ

スでの学科案内などを通じて、本学科の周知の徹底化を図っていく。 

 

 2－2 教育課程及び教授方法 

≪2－2の視点≫ 

2-2-① 

2-2-② 

教育目的を踏まえた教育課程編成方針の明確化 

教育課程編成方針に沿った教育課程の体系的編成及び教授方法の工夫・開発 

（1）2－2の自己判定 

「基準項目 2－2を満たしている。」 

 

（2）2－2の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 2-2-① 教育目的を踏まえた教育課程編成方針の明確化 

本学では、基準 1-1-②で述べたように、「東海学院大学短期大学部学則」第 3条【資

料 2-2-1】で建学の精神に基づく本学の教育の使命を、学是「ひとづくり」とし、教

育理念を「自ら立てた規範に従って、自己の判断と責任の下に行動できる強くてしな

やかな人材を育成することを目的とする」と掲げている。 

この教育理念に基づき本学の幼児教育学科では、「東海学院大学短期大学部学則」

第 5 条【資料 2-2-1】で学科の人材養成及び教育研究上の目的を「他者との協調性、

自己理解力、的確な判断力を培い、自主・自立の人材を養成する。また、子どもの心

身の健やかな成長・発達について深い知識と高い技能を有し、子どもの成長・発達と

健康の維持増進を支援する実践的力量をもった人材の養成を目的とする」と明確に定

めている。 

このような教育目的に基づき、幼児教育学科では、学生が専門分野の知識や幅広い
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教養を卒業までに効果的に身につけることができるように、様々な授業科目を開講し

ており、また、授業科目を段階的・系統的に分類・整理したカリキュラムを編成して

いる。本学の幼児教育学科の教育課程は、「教養教育科目」・「専門教育科目」・「自

由科目」から成り立っている。「教養教育科目」は、幼稚園教諭や保育士になるため

の基礎となる科目群、「専門教育科目」は、幼稚園教諭免許状や保育士資格取得のた

めの科目群で、科目区分に従って分類され、授業科目は次のいずれかに指定され、各

年次に配当されている。 

本学の幼児教育学科の教育課程の編成の特徴は、以下のようである。 

１．幼児教育学科の科目構成の特徴 

授業科目を大きく教養教育科目と専門教育科目（教職課程に関する専門科目を含

む）、に分け、両科目群において、充実した教育課程を編成し、大学の理念・目的の

実現に努めている。そしてこの二つの科目の他に、資格取得に関する自由科目を加え、

全部で三つの科目群から編成されている。【資料 2-2-2】 

さらに 4 年制大学併設の特性を活かし、4 年制大学での開講科目などの受講が可能

になっている。また、授業科目に履修基準年度を設けることによって、学生が段階的

に学ぶことのできるカリキュラムを構成している。このように幼児教育学科では、学

生が専門分野の知識や幅広い教養を卒業までに効果的に身につけることができるよ

うに、様々な授業科目を開講しており、授業科目を段階的・系統的に分類・整理した

教育課程（カリキュラム）を編成している。【資料 2-2-1】【資料 2-2-2】また、教育

課程の内容は「履修のてびき」【資料 2-2-2】に掲載し、各学科の開講科目一覧のほか、

教養教育科目や専門教育科目といった科目区分、必修科目や選択科目といった科目分

類、履修学年などを分かりやすく記載するように努めている。 

  ○教養教育科目 

教養教育科目は、幅広い教養教育、及び専門教育への導入と位置付け、「ひとづ

くり」の育成を図るものである。建学の精神である「国際的な視野を備えた創造性

と行動力豊かな教養人の育成」の理念と、異文化理解を深め国際的視野に立脚した

研究を進める上で基礎となる言語教育科目、教育・研究に欠かせない情報処理能力

を情報科学科目、専門教育を学ぶ基礎となる幅広い教養と総合的な豊かな教養人を

涵養するための教養教育科目から構成されている。 

  ○専門教育科目 

専門教育科目については、「ひとづくり」をはじめ、国際理解、地域社会との連

携など教育理念・目的に基づく専門教育科目からなっており、幼稚園教諭免許状や

保育士資格取得のための科目が主となる。それぞれの資格取得に関わるものは履修

のてびきにて明示している。これに従い、幼稚園教諭、保育士の免許等の必修、選

択必修、選択といった科目分類を見極めた上で、学生が履修する科目を選び、履修

登録を行うことになっている。 

   〔コース選択科目〕 

     「子ども医療」「子ども体育」「子ども音楽」「子ども心理」の四つのコースでは、 
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学生の興味に応じて専門領域の知識を深めるとともに、通常の授業で包括し得な

かった分野を学べるような科目が用意されており、本学の教育課程において特色

あるものである。 

  ○自由科目   

自由科目は、自己の専門領域にとらわれず、幅広い知識、教養を学び取ることに

重点を置いており、実務・実践的な講座などが自由に受講できるようになっている。 

なお、幼児教育学科は、卒業必修単位 62単位中、必修科目が 1科目 1単位となっ

ている。これは、幼稚園教諭免許及び保育士資格取得を制度上、卒業必修としていな

いためであるが、実際は、教員の学習指導のもと、卒業する学生のほとんどが取得す

る結果となっている。免許・資格の選択扱いは、与えられるものではなく自ら取得す

るものであるとの学生の意識づけに繫がっている。 

    

【エビデンス集・資料編】 

【資料 2-2-1】 東海学院大学短期大学部学則 第 3条、5条、別表第 1、第 2、第 3 

【資料 2-2-2】 履修のてびき 7～10ページ 

 

 2-2-② 教育課程編成方針に沿った教育課程の体系的編成及び教授方法の工夫・開発 

  幼児教育学科では、短期大学部の使命・教育目的に基づき平成 26(2014)年度からの

幼児教育学科の教育目的として、①1 学科４コースによる専門性を活かした文化の追

求と実践、②グローバルな文化的視野の育成、③英語運用能力と情報処理能力の強化

の三つを具体的に挙げて、教育や人材養成の指導を行っている。 

１．幼児教育学科のカリキュラムの特徴 

幼児教育学科においては、学生の卒業後の進路を考慮し、子ども医療、子ども体育、

子ども音楽、子ども心理のモデルコースに分け、それぞれの専門教育科目を編成し、

「ひとづくり」を基盤におきながら、幼児教育・保育の両領域の理解が深められるよ

うにしている。4 モデルコース共通の幼稚園教諭・保育士養成のカリキュラムを履修

するとともにモデルコース専門科目を履修する。 

幼児教育学科のカリキュラムの基本理念における学科の特色を生かすものとして

は、以下が挙げられる。 

幼稚園教諭免許・保育士資格の取得が可能なカリキュラム編成としている。そのた

めに、1年次より専門教育を行い、幼稚園教諭免許・保育士資格に必要な科目を受講

することとしている。法令上の科目以外にもこども音楽療育士及びレクリエーション

インストラクターなどの実習を設け、同時にきめ細やかで徹底した実習事前事後指導

を行うようにしている。また、「行動力」を高めるために多くの演習、実技科目を開

講している。 

特に、1年では「建学の精神」を必修とし、東海学院大学短期大学部における学修

目的を明確にしながら、本学の学生として学習に臨む姿勢等を学ぶ場としている。 
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1）教養教育科目 

 教養教育科目は、建学の精神教育科目、言語教育科目、情報教科目、総合教育科

目に大別することができる。履修基準年度は、多くの科目で 1年次とし、早い時期

に専門教育を学ぶ基礎作りを行うことを目的としている。 

①建学の精神教育科目では、建学の精神についての概括的な理解を与えるために、

「建学の精神」を必修とし、また人間とその広範な営みとしての文化のあり方

についての深い洞察力を持たせる科目を開講している。 

②情報科学科目は、「情報処理」を主軸に、「人間行動と社会」、「教育・学校と社

会」、「現代の社会と情報行動」を学ぶことができるようになっている。 

③言語教育科目については、外国語コミュニケーション能力を育成することで、

国際性を高めるとともに、将来外国で教育者として活躍できる地球市民の教養

を図っている。本学科では、一言語（英語）を学べ、「英語Ⅰ」、「英語Ⅱ」を開

講し、英語教育に対応できる知識と技法を学べるようになっている。 

④総合教育科目は、教育学研究の基礎となる幅広い教養と知識を身につることを

目標とし、「スポーツ科学入門」、「スポーツ実践」など栄養や健康にある領域に

ついて学習し、「プレゼンテーション」、「キャリアデザインⅠ」、「キャリアデザ

インⅡ」といった地域連携や社会的・職業的自立に関する科目も開講している。

同時にコンソーシアム共同授業を設けることによって、科学教育に関心を持つ

「教育者」の養成も図っている。 

2）専門教育科目 

専門教育科目は、学科共通専門教育科目、モデルコース（子ども医療専門教育

科目、子ども体育専門教育科目、子ども音楽専門教育科目、子ども心理専門教育

科目）に大別することができる。幼児教育学科として、「ひとづくり」を基礎にお

いた教育学の基本的な領域の科目、幼稚園教諭・保育士養成の内容領域の科目、

及び各種の実習を設けている。実習については、地域の幼稚園・保育所・施設等

と密接に連携をとりながら、法令上の科目の実習を行うとともに、法令上の科目

以外の各種実習をカリキュラムの中に位置づけている。 

①共通専門教育科目 

共通専門教育科目として、幼児教育の領域にかかわる科目が開設されている。

共通の専門教育として、1 年次に「教育原理」を基礎に、「発達心理学」、「保育

原理」、「社会福祉」を履修し、幼児教育学科の学生として必要な「学びの基礎」

を学修する。また、1 年次より「教職論」、「児童家庭福祉」、「保育の心理学」、

「子どもの保健」など幼稚園教諭、保育士の養成にかかる科目を開設し学修さ

せる。実践面においては「幼児音楽Ⅰ」、「幼児音楽Ⅱ」において、楽器の経験

の少ない学生を対象とした教育を行うようにしている。2 年次には、幼稚園教

諭・保育士養成に関わる科目のうち「国語」、「家庭支援論」、「保育課程論」、「社

会的養護内容」といった科目を設ける。実習については「保育実習Ⅰ」を 1 年

次 2月より設け、「教育実習」、「保育実習Ⅱ」、「保育実習Ⅲ」など実践力のある

幼稚園教諭・保育士の養成を図っている。 
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②子ども医療モデルコース専門教育科目 

 子ども医療モデルコース専門教育科目では、医療や発達障害分野に強い保育

者を養成するため「子ども医療学概論」、「子ども医療（健康）」、「子どもの健康

障害」、「小児事故」、「子ども栄養学」を開講している。また、併設する東海学

院大学が持つ医療・保健・福祉・栄養・心理各分野の施設・設備をはじめ、長

年医療・福祉に携わってきた専門スタッフなど総合的で優れた教育環境を活用

し、きめ細かい教育を行うことを目指している。 

③子ども体育モデルコース専門教育科目 

乳幼児期の子どもの健康と安全を守る力及び幼児体育を中心に、保育及び幼

児教育の専門的知識を備えた教員・保育士を養成することを目的として「スポ

ーツ社会学」、「スポーツ技術論」、「チャイルドスポーツ」、「基礎スポーツ」、「ウ

ェイト＆エアロビック・トレーニング」、「バイオメカニクス」、「レクリェーシ

ョン」、「野外活動」などの科目を開講し、スポーツに関する知識や技術を幼児

教育の指導論と結びつけ、自ら動ける「教育者」として、子どもの発達段階に

応じた運動能力の育て方、身体・音楽・造形等の表現を通しての感性の育て方、

さらに障害を持つ子どもたちへの支援について理論と実際を学ぶことを目的と

する科目群である。 

④子ども音楽モデルコース専門教育科目 

通常の幼稚園教諭・保育士養成では得られない上質の音楽に囲まれた環境の

中で、様々な音楽的経験をして、音楽能力の向上を図りながら、幼児教育の本

質、原理、多様な指導方法を学ぶ。また、音楽が子どもの成長に果たす役割が

計り知れないものであることを知り、音楽専門家を目指す子どもたちを含め、

音に親しむこころを育てる基礎を身につけるため「子ども音楽」、「子どもと音

楽」、「ソルフェージュ」、「リトミック」、「ミュージカル」、「コンピューター音

楽演習」などの授業を行い、の中で豊かな情操・創造性・社会性を育成するこ

とを目標としている。 

⑤子ども心理モデルコース専門教育科目 

心理学の学問としてのおもしろさから、子どもの教育・福祉などへ興味・関

心をさらに引き出し、専門性へと導くことを目的としている。「発達認知科学」、

「子ども臨床心理学」、「子ども人格心理学」など、心理学の基礎を学び、子ど

もの成長過程で生じる様々な問題について、「こころ」を理解することからアプ

ローチする方法を身につけさせる。「子ども心理学実験」、「カウンセリング」な

ど、心理学の知識などを活かして、「育ちにくさ」をもった子どもや育児に不安

を抱える親を支援できる専門家、子どもの心と向き合える幼稚園教諭・保育士

など、子どもの成長に貢献できる能力の習得を図る。 

※1 コース選択科目とは、次に示すコースでの開講科目を指す。 

コース 開 講 科 目 

子ども医療 
子ども医療学概論、子ども医療(健康)、子どもの健康障害、小児事故、

子ども栄養学 
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子ども体育 

社会体育論、スポーツ社会学、スポーツ技術論、チャイルドスポーツ、

基礎スポーツ、ウェイト＆エアロビック・トレーニング、バイオメカニ

クス、レクリェーション、野外活動 

子ども音楽 
子ども音楽、子どもと音楽、ソルフェージュ、リトミック、ミュージカ

ル、コンピューター音楽演習 

子ども心理 
発達認知科学、子ども臨床心理学、子ども心理学実験、子ども人格心理

学、カウンセリング 

 

２．授業計画（Syllabus －シラバス）の提示 

  学生が履修計画を立てる際に、あらかじめ、より具体的な授業内容が把握できるよ

うに、全科目について「授業の目的・到達目標」「授業概要」「授業計画」「成績評

価の基準」「予習・復習」「教科書」などを細かく記載し、開講科目についての情報

提供を行っている。なお、平成 27 年度よりシラバス作成にあたっては、「東海学院

大学・東海学院大学短期大学部シラバス作成要項」を作成し、教務課から全教員に周

知し、組織的に取り組んでいる。 【資料 2-2-3】 

３．履修登録単位数の上限  

履修科目の年間登録上限については、短期大学設置基準第 13 条の 2 に基づき 1 単

位あたりの学習時間 45 時間を勘案し、各授業科目の配当年次や履修要件の適切な設

定によって、過剰な履修登録等により単位の空洞化につながることがないよう配慮し、

1 年間及び 1 学期間に履修登録できる単位数の上限を年間 50 単位以下と定め、上限

の単位数を超える履修登録は認めないようにしている。ただし、自由科目、集中講義、

学外実習科目（学科における教養教育科目・専門教育科目の科目形態が学外で行われ

る科目）、単位認定科目、再履修科目、卒業非算入科目（卒業要件単位に含まれない

科目）は、キャップ制の対象となる科目に含まれないため、上限単位数を超えて履修

登録することができるとしている。【資料 2-2-2】  

  履修登録上限単位数一覧表  

学科名 履修登録上限単位数 備     考 

幼児教育学科 
年間 50単位 

1学期最大 30単位 

2年次で履修登録時の累積 GPAが 3.00以上

の学生は 60単位まで履修できます。 

※ 前期もしくは後期で履修できるのは最大 30単位までの範囲で、各自の履修登録を 

調整することが出来る。 

なお、前年度登録した授業科目を優れた成績修得した者（以下「成績優秀者」）に対

し、当該年度に限り、制限を越えた履修登録を認めることができるとしている。 

（１）成績優秀者が、1 年間に履修登録できる単位数の合計は 60単位までとする。 

（２）成績優秀者とは、次の者である。 

 単位当たりの平均（以下「GPA」：グレード・ポイント・アベレージ）が 3.0以上 
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４． 教育方法、履修指導方法上の工夫 

  教育方法については、開設する科目の内容と目的及び教育効果を考慮して、それぞ

れに講義形式、演習形式、実技・実習形式の授業方法をとることとしている。同一科

目において、単独担当・オムニバス形式を採用しているものがある場合、担当教員の

綿密な打ち合わせを実施し、教育内容・効果の平準化を図っている。 

  教養教育科目の授業の多くは 1年次に開講し、特に「英語Ⅰ」、「英語Ⅱ」、「情報処

理」は確実にそのスキルを獲得させるために少人数編成とし、演習形式による授業を

行っている。専門教育科目のうちモデルコース専門教育科目は、授業内容の性格と目

的により、それぞれに講義形式、演習形式、実技・実習形式の授業を採り入れている。 

「幼児音楽Ⅰ」、「幼児音楽Ⅱ」、「幼児体育」、「幼児美術」などのほか、保育内容

に関する科目は演習形式の授業としている。 

実技・実習の科目としては「保育実習Ⅰ」、「保育実習Ⅱ」、「保育実習Ⅲ」、「教育

実習」、「ミュージカル」、「子ども心理学実験」などがある。 

 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 2-2-2】 履修のてびき 3ページ 

【資料 2-2-3】 東海学院大学・東海学院大学短期大学部シラバス作成要項 

 

（3）2－2の改善・向上方策（将来計画） 

平成 27(2015)年においても、カリキュラムの検討を行い、改善策を定め、学内に周

知するとともに、ホームページなどを通じて公表していく予定である。また単位制の

質の高さを保つためにも、単位制の趣旨を踏まえて履修科目登録の上限や GPA 制度な

どについてより実質化を図っていく。教務委員会と事務局教務課との協働により、学

科の教育目的に即しながら、教育内容の充実化や学修成果の向上につなげることに努

めていく。 

 

2－3 学修及び授業の支援 

≪2－3の視点≫ 

2-3-① 

 

教員と職員の協働並びに TA(Teaching Assistant)等の活用による学修支援及

び授業支援の充実 

（1）2－3の自己判定 

「基準項目 2－3を満たしている。」 

 

（2）2－3の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

  2-3-①教員と職員の協働並びに TA(Teaching Assistant)等の活用による学修支援及び

授業支援の充実 

本学の支援体制は、以下の図 2-3-1 のように構成されている。学生は何らかの支援

が必要と感じた場合は、まずクラス担任に相談して、各組織からの支援を受ける。支

援内容によっては、保健室【資料 2-3-1】での相談や教務課への直接問い合わせなど

もある。【資料 2-3-2】 
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図 2-3-1 学習支援体制 

 

教職員協働による学生への学修及び授業支援に関する方針・計画・実施体制を適切

に整備、運営することについては、学生の生活支援に関しては主に学生生活課が、心

身の健康に関する支援は保健室及び学生相談室【資料 2-3-3】【資料 2-3-4】が担当し

ている。学生の学習上の問題、相談等に関しては、本学科ではクラス担任制をしいて

おり、クラス担任が学修に関する指導と助言に当たることになっている。学期毎に担

任による個人面接を行っているほか、クラス担任による指導と助言が有効に機能しな

い場合は、学科長による指導と助言を行うことになっている。 

また学科会議において、クラス担任は学習上・生活上問題のある学生について随時、

報告し、関係教職員全員で対応するようにしている。教職員の組織としては、学生生

活委員会を設けている。委員は東海学院大学を含む各学科に所属する教員から 1名と、

学生生活課から 1名で構成されており、①学修支援についての審議や立案、②マナー、

防犯、防災講習の計画実施、意見箱対応、学園環境の整備、美化活動、クラブ活動、

学生寮など学生の日常の生活についての支援の報告・連絡・問題の検討、③学生の健

康管理、メンタルケア、進路相談等についての連絡・調整などの支援など様々な学生

支援の課題について検討し、審議・実践している。また課題や問題の内容によっては、

教務委員会、キャリアデザイン委員会などの教学の委員会の教員や、入学試験課やキ

ャリアデザイン課などの事務職員が協議に参加したり、役職者会議で全学的に検討し

教授会で審議するなど、教員と職員の学修支援及び授業の支援体制は整えられ運用さ

れている。 

  

【エビデンス集・資料編】 

【資料 2-3-1】 東海学院大学短期大学部及び東海学院大学保健センター規程 
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【資料 2-3-2】 人権委員会規程 

【資料 2-3-3】 東海学院大学短期大学部及び東海学院大学学生生活委員会規程 

【資料 2-3-4】 学生相談室に関する資料 

 

１．入学前教育 

新入生の入学前教育については、平成 26年度は、大学教育研究開発センターによ

り、「第２回入学前教育」を実施したが、会を重ねるごとに内容の充実したものと

なってきている。なお、表 2-3-１は、入学前教育の実施を示すものである。【資料

2-3-5】 

表 2-3-1 入学前の教育  受講コース一覧 

学部 学科 

コース 

受講前

テスト 

学習教材 

(必修科目) 

学習教材 

(自由科目) 
修了テスト 

短 期 大

学部 

幼児教育

学科 

国語  

 

英語 

 

音楽 

美術 

国語/漢字編 

国語/読解力編 

英語/初級 

英語/中級 

音楽/基礎編 

美術/基礎編 

国語オプション 

 

英語オプション 

(英単語・英熟語) 

国語 

 

英語 

 

音楽 

２．学科ガイダンス 

入学後や学期ごとに学生に対し、学科ガイダンスを実施している。入学時には、

学生が卒業までの履修目標を設定し、2 年間の履修計画が立てられるように学生各

自の履修指導や学修支援を実施している【資料 2-3-6】。まず入学時のガイダンスに

おいて、時間割や履修登録について、担任が説明を行っている。「履修のてびき」

【資料 2-3-7】には教務関連として、教育課程の説明・卒業要件・免許資格取得の

要件並びに履修要項・履修方法・授業・試験・成績評価と単位認定・資格関連の実

習・免許資格の申請について記載されており、それをもとに説明している。 

シラバスはインターネットで公開しており、教育実習や保育実習などについては、

「実習のてびき」をもとに実習の目的・心得などを対象学生に解説している。 

３．クラス担任制 

クラス担任制は、学生が安心して学習に励み、学生生活を有意義に過ごすことが

できるよう、各教員が学生とのコミュニケーションの円滑化を図り、学生の相談に

応じ、適切な指導・助言を与えることを目的としている。クラス担任は、学生生活

に関する事項、修学に関する事項、学籍に関する事項、その他の相談事項を扱う。
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クラス担任制は全学的な制度であり、担任及び副担任は、各学科が選任した教員が

クラス担任となる。学修支援が必要な学生のために、学科専門科目については、ク

ラス担任をはじめ、科目担当教員が必要に応じて支援し、個人的に指導を求め、研

究室に訪れる学生にはそれに応えている。 

４．学修支援オフィスアワー    

教員があらかじめ示す特定の時間帯であれば、基本的に予約なしで研究室を訪問

し、授業に関する質問や相談ができるオフィスアワー制を全学でとって学修の支援

をしている。非常勤講師の場合は、授業前後の時間帯やメール等により質問を受け

付けている。また、各教員のオフィスアワーについては、大学ホームページで周知

している。【資料 2-3-8】 

５．休学者・退学者への対応 

 本学においても、学力不足による学ぶ意識の低下、目的意識の喪失、経済的困窮

などで入学時の状態が維持できないことに起因する退学者や休学者が増えている。

その対応策として、本学では、クラス担任制をとっており、欠席が目立つ学生に対

して授業担当者からクラス担任への連絡をさせ、欠席理由や本人の意志を確認する

など早めに指導や助言をするようにしている。退学を願い出た学生には、保護者及

び学生本人と話し合いを行い、退学以外の選択肢がないかどうか慎重に話し合い、

退学の回避に努めるようにしている。休学者については、担任が継続して連絡をと

り復学に向けて助言・指導する。留年については、休学による在学期間不足、また

は出席日数不足、試験・実習等の結果不良による卒業単位未修得が主な理由である。

授業への欠席が目立ち始めた学生については、授業担当者が直接指導するとともに

担任に連絡し、担任からの指導をするように配慮している。 

なお、幼児教育学科（平成 25 年度までは児童教育学科）の過去 3 年間の退学者

と休学者の状況は、以下の表 2-3-1、表 2-3-2 のとおりである。退学者については

平成 24(2012)年度 (5.3%)、平成 25(2013)年度（0.1%）、平成 26(2014)年度(0.1%)

と低い割合となっている。しかし、学力不足による学ぶ意識の低下、目的意識の喪

失など、入学時の意欲が維持できない、大学での学びに適用できない状況による退

学者も少なくない。その対応策として、欠席が目立つ学生に対しては、授業担当者

からクラス担任へ連絡を行い、早めに対応するなどして欠席理由や本人の状態・意

志を確認するようにしている。また、保護者への対応として、平成 26(2014)年 10

月 18 日に保護者教育相談会を開催し、保護者に対して学修状況及び今後の見通し

に対して説明を行い、家庭とも連携した学修支援を行っている。【資料 2-3-9】 

退学、休学、留年については、学生の将来のとって深刻な問題である。近年、退

学、休学、留年を含めてドロップアウトする理由として経済的理由が急増している

が、授業についていけない、人間関係上の問題等に起因するものについては、教員

のきめ細かい指導を通じて減らす努力をしていきたい。 
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表 2-3-1 事由別中途退学者数（短大）   

事由 

年度 

就学意欲

の低下 

進路変更

（他校等への進学） 

進路変更

（就職） 

経済的 

困窮 
学力不足 身体疾患 心神耗弱 その他 総数 

24年度 0 2 5 3 0 0 0 2 12 

25年度 0 0 1 0 0 1 0 0 2 

26年度 0 0 0 0 0 0 1 0 1② 

○印：除籍者数（外数）  

表 2-3-2 留年者数、停学者数（短大） 

 留年者数 停学者数 

24 年度 0 0 

25 年度 0 0 

26 年度 0 0 

６．学生の意見を汲み上げる仕組み 

 学生からの意見や要請等については、教務委員会と FD 委員会の連携のもとに実

施される授業評価アンケートや学生意見箱、年 2 回行われる学生総会などから寄せ

られたものを、教務課、学生生活課など委員会及び関連部署で検討し、その都度回

答し、改善を図っている。またこの経過は役職者会議及び教授会に報告されている。

授業評価アンケートは、平成 20(2008)年度後期からは全授業科目について実施して

おり、結果を公表している。また公表の際には、教員が学生の意見に対して回答等

を示せるようにしている。 

７．ＴＡ等の活用    

ＴＡ及びＳＡによる教育活動、授業支援については、平成25(2013)年度の段階か

ら教員からの要望がないため、実施していないが、今後、学生数の増加や授業科目

数の増加による教員の教育活動の変化に伴い、必要度に応じてTAを活用していく。 

８. その他 

学生のパソコン利用は、マルチメディア教室、IT パソコン室、心理学実験室 AB

で行われている。これらの教室は、授業以外の時間は学生が自習用に活用でき、

インターネット環境も整備されている。また、図書館では、基本的なサービスに加

えて、パソコンによる各種検索サービス(データベース・サービスを含む)及びビ

デオやDVDといった資料参照サービスも提供している。検索については、利用者講

習会を開催している。また、学習室やセミナー室、情報学習室なども用意されて

おり、グループでの学習の場に利用することができる。 

ピアノ実技の習得には日常的な練習が必要であるため、ピアノ練習室が西キャン

パスに 70 室、常時開放されている。学生は自由に練習することができ、幼児教育

学科の音楽教員が必要に応じて対応している。 
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（3）2－3の改善・向上方策（将来計画） 

 本学で取り組んでいる現在の学修支援体制を今後も維持できるように努力していくと

ともに、教員と職員の協働でよりきめ細かい学修支援が行えるようにする。 

 心身に問題を抱えた学生の増加に対しては、クラス担任、授業担当者、事務局職員等

のきめ細かな指導の中で、悩みの早期発見に努め、学生相談室での相談、必要に応じて

保健室を通じて医療機関と連携するなど、より適切な指導・相談を行っていく。 

 

 【エビデンス集・資料編】 

【資料 2-3-5】 入学前教育実施要項 

【資料 2-3-6】 学科ガイダンス日程、配布資料等 

【資料 2-3-7】 履修のてびき 

【資料 2-3-8】 大学ホームページ 「オフィスアワー」 

【資料 2-3-9】 保護者教育相談会資料 

             

2－4 単位認定、卒業・修了認定等 

≪2－4の視点≫ 

2-4-① 単位認定、進級及び卒業・修了認定等の基準の明確化とその厳正な適用 

（1）2－4の自己判定 

「基準項目 2－4を満たしている。」 

 

（2）2－4の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 2-4-①  単位認定、進級及び卒業・修了認定等の基準の明確化とその厳正な適用 

まず単位制度についてであるが、「東海学院大学短期大学部学則」第 15条及び第 42条

【資料 2-4-1】で「本学の卒業には、第 15条に規定する修業年限以上在学し、別表教養教

育科目及び専門教育科目に掲げる授業科目の中から、同表に定める履修方法に従い、62

単位以上を修得しなければならない」等と定め、短期大学部における学修は単位制で行わ

れていることを明示している。以下に卒業に必要な最低修得単位数等について記述する。 

１．卒業に必要な最低修得単位数 

卒業するためには、2年以上在学し、次の科目区分に従って、62単位以上修得しなけ

ればならない。 

 必修選択別 最低修得単位数 

教 養 教 育 科 目 選択必修 ※1 11単位以上 

62単位以上 専 門 教 育 科 目 選択必修 28単位以上 

自 由 科 目 ※2 

※1 「建学の精神」（1単位）を含まなければならない 

     ※2 自由科目は上限 10 単位を卒業単位に算入することが出来る。 

※3 単位互換協定に基づき、ネットワーク大学コンソーシアム岐阜において単位を修得 

した場合、その単位は教養教育科目の単位として認定される。 
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各授業科目のシラバスには成績評価基準が記載されることにより公正な成績評価

を保っており、短期大学設置基準第 11条の 2及び第 13条を遵守している。また、GPA

は、登録履修科目に対する評点の平均値を明示しようとするシステムである。厳正な

成績評価のため GPA(Grade Point Average)制度を導入し、学生の個別指導の際の資料

として活用している。 

単位の認定は、「東海学院大学短期大学部学則」第 28 条【資料 2-4-1】に定められ

ており、単位の認定の可否は、成績評価の結果で判定している。授業科目の成績評価

の方法は科目ごとに「シラバス」に明記しており、その方法に従って厳正に実施され

ている。評価は、筆記試験・口述試験・実技試験・レポート等の結果で行う。評価基

準は、「東海学院大学短期大学部履修規則」【資料 2-4-2】には以下の表 2-4-2 のよう

に成績評価を明示している。 

表 2-4-2 学部の成績評価 

 成績原簿・成績

通知表の表示 

成績証明

書の表示 
備    考 

合 格 100 点～90 点 秀 特に優れた成績を示した。 

89 点～80 点 優 優れた成績を示した。 

79 点～70 点 良 妥当と認められる要求を満たす成績を示した。 

69 点～60 点 可 合格を認められる最低限度の成績を示した。 

合格 合格 100 点法では評価できない科目の合格。 

他大学等の 

単位認定 

認定 認定 他大学等での修得済単位の認定。 

留学に関わる単位の認定。 

転学部・転学科等での修得済単位の認定。 

１年次入学前の単位認定。 

技能審査等における成果に係る学修の単位認

定。 

不合格 59 点以下 ― 合格と認められるに足る成績を示さなかった。 

注 1）成績評価の結果、合格した者には、単位を与える。  

注 2）前期のみ又は後期のみの授業科目は、それぞれの期末に成績評価を行う。 

注 3）通年の授業科目は、後期末に成績評価を行う。 

なお、本学では単位の認定について、「東海学院大学短期大学部学則」第 28条、第

28 条第 2 項、第 31 条に明記し、学生への周知徹底を図り、各学科の教務委員と事務

局の連携のもと、厳格に適用されている。 

また、授業科目に単位数を定め、1単位は、履修登録を行い大学における 15時間の

講義に加えて 30時間の予習・復習からなる自己学習が伴った 45時間の学習を行った

上で、さらに当該授業科目の行うべき授業回数の 3分の 2以上出席し、試験その他の

方法により成績評価が合格と判定されることで得られるものとしている。また、授業

科目の単位数は、1単位の授業科目を 45時間の学修を必要とする内容をもって構成す

ることを標準としている。（ただし、単位を計算する上での 1時間は 45 分とし、授業

時間割上の 1 時限は 2 時間（90 分）とする。）本学の授業科目の講義、演習、実験、

実習の単位の基準は以下のとおりである。 
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表 2-4-3 授業科目の講義、演習、実験、実習の単位の基準 

授業種別 単位の基準 備考 

講義  15 時間の授業をもって 

1 単位とする 

授業科目の内容に応じ、教育効果を考慮し

て、30 時間の授業をもって 1 単位とする

ことができる 

演習 30 時間の授業をもって 

１単位とする 

授業科目の内容に応じ、授業時間外に必要

な学修を考慮して、15 時間の授業をもっ

て１単位とすることができる 

実験、実習・ 実技 45 時間の授業をもって 

１単位とする 

必要がある場合には、授業科目の内容及び

授業の方法に応じ、教育効果を考慮して、

30 時間の授業をもって１単位とすること

ができる 

音楽の個人指導による実技の授業につい

ては、特に授業時間外に必要な学修を考慮

して、10 時間の授業をもって１単位とす

ることができる。なお、保育士資格に係る

「保育実習Ⅰ、保育実習Ⅱ、保育実習Ⅲ」

として本学が開設する授業科目のうち実

習施設における授業時間数については、40

時間の授業をもって１単位とする 

講義、演習、実験

又は実習のうち２

以上の方法により

行う場合 

その組み合わせに応じ、

前３号に規定する基準

により算定した時間の

授業をもって１単位と

する 

― 

卒業研究、卒業制

作等の授業科目 

学習とその成果を評価

して単位を授与するこ

とが適切と認められる

場合には、前項の規定に

関わらず、単位数を定め

ることができる 

― 

修業年限は 2 年とし、2 年間で次に定める単位を修得できない場合は年限を延長す

ることができるとしている（ただし、在学年数は、休学期間を除いて 4年を超えるこ

とはできない）。卒業の認定には、教養教育科目、専門教育科目、自由科目それぞれ

の所定の単位を含め、合計 62単位以上の修得を要件としている。 

また、他の短期大学又は大学、他の短期大学又は大学以外の教育施設、入学前の既

修得単位、科目等履修生の単位認定については、「東海学院大学短期大学部学則」第

29 条、第 30条、31 条、50 条【資料 2-4-1】により単位認定の基準を適切に定めてお

り、短期大学設置基準第 14 条、第 16 条、第 17 条を遵守している。また、「東海学

院大学短期大学部学則」第 42条【資料 2-4-1】に示されるように、卒業・修了要件を

適切に定めている。 

その他の単位認定については、単位互換制度がある。単位互換制度は、平成 15(2003)

年 4月から岐阜県内の「ネットワーク大学コンソーシアム岐阜」に参加する大学、短
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期大学及び高等専門学校によって「単位互換に関する包括協定」が締結され、導入さ

れた制度で、岐阜県内の大学等に在学する学生のメリットのひとつとして、各大学等

が開講している特色ある授業科目の中から希望する科目を履修し単位を修得すれば、

在籍している大学等の単位として認定されるものである。 

受講料は無料（ただし、科目によっては実験・実習費が必要となる場合がある。）

で、他大学が開設する科目及び授業内容は、ネットワーク大学コンソーシアム岐阜の

ホームページ（http://www.gifu-uc.jp/）で紹介されており、単位互換科目のうち、

科目開設大学へ通学することなく、いつでも、どこでもインターネットに接続できる

パソコンから受講できるｅラーニング授業を実施しているものもある。 

また、イギリス・ケンブリッジ校（CAE）をはじめとする海外での留学プログラムに

よる単位認定という制度もある。イギリス・ケンブリッジ校（CAE）の場合、1年留学、

6 ヶ月留学、3 ヶ月留学、夏季研修（4 週間）、春季研修（3 週間）の 5 つのプログラ

ムで（1 年留学以外は休学しないで留学できるとしている）、1 クラス 12 名までの理

想的な少人数制で、実践で使えるスピーキング・ヒアリングを中心とする英語の語学

学習のための留学で、英語教員資格をもつネイティブスピーカーが楽しく確実に身に

つく授業を提供することによって、将来、就職で英語や国際感覚を生かすための本学

独自のプログラムであるが、本学には CAE で学んだ期間に応じて、英語関係の科目を

修得したものとして読み替える制度がある。これは、1 週間の CAE での学習で 1 単位

と換算するのが標準となっており、読替可能な英語関係科目について適宜読み替えて

いる。 

 

（3）2－4の改善・向上方策（将来計画） 

公正かつ客観的な成績評価を維持し、また更なる改善に向けて、本学では大学教育研

究開発センター【資料 2-4-3】における検討が進められている。具体的には、①あらかじ

め評価基準を明示したうえで、②公正な評価を実施し、③学生の向学心を高めるために

効果的な学習成果の達成を促す評価システムを構築すべきことが全教員に周知徹底され、

改善への努力が求められている。 

また、役職者会議及び教授会などにおいて進級・卒業要件の厳格化が検討されており、

適切な基準を満たしながら標準修業年限で卒業できるよう、きめ細やかな指導を今後も

維持していく。 

           

【エビデンス集 資料編】 

【資料 2-4-1】 東海学院大学短期大学部学則 第 15条、42条、28条、29条、30条、 

31条、50 条 

【資料 2-4-2】 東海学院大学短期大学部 履修規則 

【資料 2-4-3】 東海学院大学短期大学部及び東海学院大学教育研究開発センター規程 

 

2－5 キャリアガイダンス 

≪2－5の視点≫ 

2-5-① 教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する指導のための体制の整備 
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（1）2－5の自己判定 

「基準項目 2－5を満たしている。」 

 

（2）2－5の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 2-5-① 教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する指導のための体制の整備 

本学では、建学の精神に則り、人文・社会・教育の専門分野についてバランスのと

れた知識と教養を有し、自ら問題を発見し、考え、発表する力を磨き、困難を乗り越

えられる能力を身につけた実社会で通用できる人を育むための丁寧な社会的・職業的

自立に関する指導を行っている。 

インターンシップ等を含め、教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する

指導のための体制を整備していることについては、本学ではキャリアデザイン委員会

とキャリアデザイン課がその役割を担っている。そのため「東海学院大学短期大学部

及び東海学院大学キャリアデザイン委員会規程｣及びキャリア支援に関する組織規則

を定めており、短期大学設置基準第 35条の 2を遵守している。【資料 2-5-1】 

キャリアデザイン委員会は、以下の項目を審議し、支援を行っている。 

①求人情報及び就職セミナー情報等の提供に関すること 

②就職セミナー、就職ガイダンス及び会社説明会等の実施に関すること 

③インターンシップの支援に関すること 

④学生の就職先企業等の開拓に関すること 

⑤学生の就職相談及び進路相談に関すること 

⑥キャリア教育の基幹科目の立案に関すること 

⑦キャリア教育の教材及びシステムの開発・運用等の支援に関すること 

⑧その他就職支援及びキャリア教育の実施に必要な支援に関すること。 

また事務組織であるキャリアデザイン課は、キャリア支援に係る以下の業務を行っ

ている。 

①進路指導の総括に関すること 

②インターンシップ及びアルバイトに関すること 

③キャリア形成、就職活動及びボランティア・社会貢献活動に係る情報の収集及

び提供に関すること 

④課外講座（各種資格取得講座）の開講に関すること 

⑤高大連携及び地域連携に関すること 

⑥学生の就職指導及び相談に関すること 

⑦就職ガイダンス・企業セミナー及び就職指導研修会の実施に関すること 

⑧所掌事務に関する調査統計その他報告に関すること 

本学学生の社会的・職業的自立に関する指導については、クラス担任、科目担当教員

とキャリアデザイン課に常駐する専門教員が中心となって学生の相談・助言を担って

いる。キャリアデザイン課においては、他事務局と異なり昼休憩時間中も窓口を開放

し、いつでも相談等に応じる体制を整えている。また、全学的に１年次から資格取得
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やボランティア・アルバイトを奨励し、学内合同就職説明会、公務員試験直前対策講

座、幼稚園・保育園ガイダンス、マナー講座、教員採用試験ガイダンスなど就職支援のため

の活動は、図 2-5-1に示すとおり、ほぼ毎月行われている。 

 

   【エビデンス集 資料編】 
【資料 2-5-1】 東海学院大学短期大学部及び東海学院大学キャリア・デザイン委

員会規程 

表 2-5-1 平成 27（2015）年度キャリア支援 年間スケジュール 

次に、望ましい職業観・勤労観、職業に関する知識・技能、進路選択に必要な能力

や心構えを養い、育成するための教育課程内での科目については、教養教育科目、専

門教育科目、自由科目のそれぞれの中に以下の表 2-5-2 のようなものがある。 

また、キャリアデザインを開講しており、学生が働くことの意義を理解し積極的に

社会参加するための能力を養成するため、1 年生を対象に職業研究や自己分析など実

際の就職活動に沿った内容を教授するものであるが、担当教員とキャリアデザイン課

月次 キャリア支援 主な対象 

4 月 

キャリア・ガイダンス 全学部・学科、全学年 

保護者説明会 全学部・学科、全学年 

就職ミニセミナー（7 月まで） 大学 4 年生、短大 2 年生 

5 月 学内合同就職説明会（栄養士・管理栄養士編） 
大学 4 年生（管理栄養士・栄養士、

食品業界を希望する学生） 

6 月 

学内合同就職説明会 

（消防吏員編） 
大学 4 年生、短大 2 年生 

公務員試験直前対策講座（～7 月末） 大学 4 年生、短大 2 年生 

7 月 
編入学ガイダンス 短大 2 年生 

幼稚園・保育園ガイダンス 大学 4 年生、短大 2 年生 

8 月 大学院進学ガイダンス・座談会 大学 3 年生 

9 月 
キャリア・ガイダンス 全学部・学科、全学年 

警察官ガイダンス 大学 3 年生、短大 1 年生 

10 月 筆記試験対策講座（～3 月） 大学 3 年生、短大 1 年生 

11 月 キャリア教育講演会 全学部・学科、全学年 

12 月 マナー講座 大学 3 年生、短大 1 年生 

1 月 

教員採用試験ガイダンス 大学 3 年生、2年生 

就職活動直前講座（求人検索、履歴書、グルー

プディスカッション等） 
大学 3 年生、短大 1 年生 

2 月 大学院進学ガイダンス・座談会 大学 3 年生 

毎月 保育を語ろうの会（卒業者支援） 短大卒業生 
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が協力して指導を行っている。 

表2-5-2 キャリア支援関連科目 

1. キャリア支援に関わる教養教育科目（関連科目は＊） 

科    目 
配当年次 

単 位 数 免許等必修単位 

名    称 単位数 形態 必修 幼稚園 保育士 

建学の精神   ＊ 1 1 講義 〇   【保】 

6 

幼児教育セミナー 1 2 演習    【保】 

数理 1 2 講義    【保】 

インクルーシブ 1 2 講義    【保】 

情報処理  ＊ 1 2 演習  幼 2 【保】 

人間行動と社会 1 2 講義    【保】 

教育・学校と社会 1 2 講義    【保】 

現代の社会と情報行動 1 2 講義    【保】 

英語Ⅰ 1 1 演習  幼 
2 

【保】 

英語Ⅱ 1 1 演習  幼 【保】 

プレゼンテーション ＊ 1 2 演習    【保】 

キャリアデザインⅠ ＊ 1 2 演習    【保】 

キャリアデザインⅡ ＊ 1 2 演習    【保】 

日本国憲法 2 2 講義  幼 2 【保】 

生きるを考える 2 2 講義    【保】 

ホスピタリティワーク ＊ 1 2 演習    【保】 

コンソーシアム共同授業 1 2 講義    【保】 

スポーツ科学入門 1 1 講義  幼 
2 

保 1 

スポーツ実践 1 1 実習  幼 保 1 

2.キャリア支援の関わる専門教育科目（関連科目は＊） 

科  目 
配当年次 

単位数 免許等必修単位 

名    称 単位数 形態 必修 幼稚園 保育士 

教育原理 1 2   幼  保  

教職論 1 2   幼  保  

発達心理学 1 2   幼  保  

保育原理     ＊ 1 2     保  

社会福祉     ＊ 1 2     保  

相談援助     ＊ 2 1     保  

児童家庭福祉   ＊ 1 2     保  

社会的養護    ＊ 1 2     保  
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保育の心理学   ＊ 1 1     保  

子どもの保健Ⅰ  ＊ 1 4     保  

子どもの保健Ⅱ  ＊ 1 1     保  

子どもの食と栄養 ＊ 2 2     保  

家庭支援論    ＊ 2 2     保  

保育課程論 2 2   幼  保  

保育内容総論 2 2   幼  保  

保育内容の指導法・人間関係 2 1   幼  保  

保育内容の指導法・言葉 1 1   幼  保  

保育内容の指導法・環境 1 1   幼  保  

保育内容の指導法・健康 1 1   幼  保  

保育内容の指導法・表現Ⅰ 2 1   幼  保  

保育内容の指導法・表現Ⅱ 2 1   幼  保  

乳児保育     ＊ 1 2     保  

障害児保育    ＊ 2 2   （幼）  保  

社会的養護内容  ＊ 2 1     保  

保育相談支援   ＊ 2 1     保  

幼児音楽Ⅰ 1 1   幼  保  

幼児音楽Ⅱ 1 1   幼  (保)  

幼児体育     ＊ 1 2   （幼） 

2 

保  

幼児美術     ＊ 1 2   （幼） 保  

国語       ＊ 2 2   （幼） 保  

教育の方法と技術 2 2   幼    

幼児理解 2 1   幼  (保)  

教育相談 2 1   幼  (保)  

保育実習Ⅰ    ＊ １～2 4 外    保  

保育実習指導Ⅰ  ＊ 1～2 2     保  

保育実習Ⅱ 2 2 外    (保) 実

習

と

実

習

指

導

3 

保育実習Ⅲ 2 2 外    (保) 

保育実習指導Ⅱ 2 1     (保) 

保育実習指導Ⅲ 2 1     (保) 
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教育実習指導 2 1   幼    

教育実習 2 4 外  幼    

教職実践演習 2 2   幼  保  

子ども医療学概論 1 2     (保)  

子ども医療（健康） 2 2     (保)  

子どもの健康障害 2 2       

小児事故 2 2       

子ども栄養学 2 2       

社会体育論 1 2     (保)  

スポーツ社会学 1 2     (保)  

スポーツ技術論 2 2       

チャイルドスポーツ 2 2       

基礎スポーツ 2 2       

ウェイト＆エアロビック・トレーニング 2 2       

バイオメカニクス 2 2       

レクリェーション 2 1       

野外活動 2 1       

子ども音楽 1 2     (保)  

子どもと音楽 2 2     (保)  

ソルフェージュ 2 4       

リトミック 2 4       

ミュージカル 2 2       

コンピューター音楽演習 2 2       

発達認知科学 1 2     (保)  

子ども心理学実験 2 2       

子ども人格心理学 2 2     (保)  

子ども臨床心理学 2 2       

カウンセリング 2 2       
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3.キャリア支援に関わる自由科目（関連科目は＊） 

授業科目 
単位数 

備考 
自由 

レクリエーション論  

コミュニケーションワーク  

グループワークトレーニング 

レクリエーション現場実習  

こども音楽療育概論  

こども音楽療育演習  

こども音楽療育実習  

オフィススタディ   ＊ 

オフィス実務演習   ＊ 

フィールドワーク   ＊ 

医療事務総論   ＊ 

医療秘書概論   ＊ 

医療秘書実務   ＊ 

診療報酬請求事務   ＊ 

ビジネスマナー   ＊ 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

（3）2－5の改善・向上方策（将来計画） 

大学卒業生の就職が厳しい状況の中で、本学は高い内定率を保ち、専門性を生かした職に

就く者が多いことから、就職状況は良好と思われる。全国平均を上回る就職率は、キャリアデ

ザイン課とクラス担任が一体となって学生の就職活動を支援していることと、社会にと

って有為な人材育成に力を注いでいる成果であると受け止めている。幼児教育学科（平

成 25 年度までは児童教育学科）は、近年の厳しい求人状況にもかかわらず、就職率は 3

年間通じて何れも 90%を越し、短期大学としては高い就職率を示していると考える。（表

2-5-3 平成 26年度幼児教育学科（平成 25年度までは児童教育学科）の就職率参照）さ

らに、就職先も学科の専門性を活かし幼稚園、保育所、福祉施設等の専門職に就職希望

者の 70％以上の学生が就いている。専門性と就職が一致する点では、医師・看護師に次

ぐものがあると評価している。学科の学生の就職意欲は、非常に高い。多様な資格取得

の促進、インターンシップの強化など、今後も教育課程内外を通じて社会的・職業的自

立に関する指導の充実化を図っていく。 

表 2-5-3 平成 26年度幼児教育学科（平成 25 年度までは児童教育学科）の就職率 

  
卒業 
者数 

就職希
望者数 

就職内定
者数 

内定率 進学者数 

幼児教

育学科 
78 68 68 

100% 

（97.8%） 
3 

東海学

院大学 
256 215 201 93.5% 9 

※内定率＝就職内定者数÷就職希望者数 
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2－6 教育目的の達成状況の評価とフィードバック 

≪2－6の視点≫ 

2-6-① 

2-6-② 

教育目的の達成状況の点検・評価方法の工夫・開発 

教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての評価結果のフィードバック 

（1）2－6の自己判定 

「基準項目 2－6を満たしている。」  

 

（2）2－6の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-6-①教育目的の達成状況の点検・評価方法の工夫・開発 

平成26年度後期より、授業アンケートを4年制大学と合同で行っている。この授業ア

ンケートは教育目的の達成状況を点検するために、年2回前期と後期において、全授業

科目について学生による授業評価アンケートを行い、その結果を教員にフィードバッ

クして、担当科目の効果的な授業展開や授業科目の改善に役立て、客観的に検証・評

価するものである。平成26年度の授業アンケートについて、当該年度は、専任教員・

非常勤教員全員を対象とし全ての授業に対して実施した。集計した授業数は92（専任

教員担当53、非常勤教員担当39）で、うち学生の有効回答数は計2,820（専任教員分は

1,645、非常勤教員分は1,175）であった。専任教員が担当した53の授業の結果では、

例えば、「授業1回の予習・復習などの時間は平均して１時間程度の予習・復習をした」

「授業の内容について、感じている難しさは「やや難しい」程度であった」また、「授

業のシラバスに示された到達目標はひとまずは達成できた」などの評価が行われた。

なお、以下に、授業の種別毎の授業数と回答学生数（１授業あたりの平均）を表2-6-1

及び表2-6-2に示す。 

表 2-6-1 授業種別と回答学生数（専任教員担当の授業） 

授業種別 授業数 １授業あたりの 
回答学生数（平均） 

講義 37 33.1 
演習 14 26.2 
実験・実習 2 26.5 
全体（計） 53 31.0 

表 2-6-2 授業種別と回答学生数（非常勤教員担当の授業） 

授業種別 授業数 １授業あたりの 
回答学生数（平均） 

講義 31 31.2 
演習 7 24.6 
実験・実習 1 36.0 
全体（計） 39 30.1 

 
また、平成 26年までは、出席不足による単位不認定者を防止するため、どの授業科
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目も 3 回欠席した時点で、教務課に報告し、これに基づいてクラス担任が指導してい

たが、平成 27年度からは、教員が Web 上で確認できるようになった。 

2-6-② 教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての評価結果のフィードバック 

本学全体の教育内容・方法及び学修指導等の点検結果のフィードバックについては、大

学教育研究開発センターが中心となり、授業アンケートで得られたデータは、教員及び学

生に公表されている。公表の際、教員が担当した科目の中から１科目以上にマニフェスト

（授業アンケートに対するフィードバックコメントの作成）を記することを原則義務付け

ており、授業の点検・改善に結びつけている。 

また、学科のクラス担任は、各学期の講義開始前に行われる学科ガイダンスにおいて成

績表を一人ひとりの学生に手渡している。問題を抱えている学生については、別途、個別

の面談を実施して問題解決に向けた指導を行っている。また、毎月開催される学科会に指

導結果が報告されるとともに、問題解決に向けた方策が検討される。本学では、このよう

な学生への決め細やかな指導で、個々の学生の学修状況を全教員で共有し、学修指導等の

改善に生かすよう努めている。 

 

（3）2－6の改善・向上方策（将来計画）   

本学では、学生の授業評価アンケート結果等から見て、大学が編成した教育課程を通

じて、大学の意図する教育の効果があったと学生自身が判断しているといえる。しかし、

現行のアンケートは、授業の満足度に対するアンケートであるため、今後は、履修の結

果、学生が得られたと思う知識・技能等についての自由記載欄を設ける等により、教育

の効果に関する学生の評価の精確性を上げる方法について取組みを図っていく。 

また本学では 4 年制大学とともに、教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての

評価結果のフィードバックを充実化するための FD活動の重要性を十分認識している。従

って、アンケート集計結果に基づいて教員がマニフェストを記述するという従来の方法

だけでは、十分な FD 活動とは言えず、このような課題を解決するため、今後は平成

25(2013)年の後期から 4 年制大学が取り入れている、授業担当者全員（専任、非常勤）

による相互授業参観の導入をはかり教育目標の達成状況のより正確な測定方法の実施の

検討を行っていく予定である。【資料 2-6-1】【資料 2-6-2】 

 

【エビデンス集 資料編】 

【資料 2-6-1】 平成 27年度 ＦＤとしての「学内一般公開型授業相互参観」推進 教育研

究開発センター 

【資料 2-6-2】 相互授業参観ＦＤシート 

 

2－7 学生サービス 

≪2－7の視点≫ 

2-7-① 

2-7-② 

学生生活の安定のための支援 

学生生活全般に関する学生の意見・要望の把握と分析・検討結果の活用 
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（1）2－7－①の自己判定 

 「基準項目 2－7を満たしている。」 

  

（2）2－7－①の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-7-① 学生生活の安定のための支援 

学生生活の安定のための支援として、学生生活委員会【資料 2-7-1】等の委員会、

クラス担任・副担任制、事務局学生生活課、学生相談室【資料 2-7-2】、保健センター

【資料 2-7-3】等が組織されている。 

まず、本学には、大学生活全般にわたり学生の相談相手となるクラス担任を配置し

ている。クラス担任は担当学生の精神面、学業面のみならず、友人や教職員とのトラ

ブル等も含む、入学時から卒業時まで、学生生活の主要な相談者として、必要に応じ

て指導や助言を行っている。学生の抱える問題の内容や程度によって、クラス担任単

独での判断が困難な場合は、学科会議において、その学生に関わる教員と意見交換を

し、また、学生の個人情報漏洩の防止徹底に配慮しながら学生の状況を情報共有しつ

つ学生への対応を協議するというように、学科全体で見守り、学生を支援するように

している。また、事務局学生生活課では、様々の業務を通じて学生支援に取り組んで

いる。具体的には、クラス担任・副担任との報・連・相による連携、学生の窓口個別

相談、ガイダンスやオリエンテーションの実施、学生活動や課外活動への支援、大学

祭など諸行事の実施、経済支援、留学生の支援、学生寮の管理・運営、保健センター

や学生相談室との連携、学生生活調査の記録・統計などの業務を行っている。 

学生への経済的支援については、学外資金によるものと本学独自の資金によるもの

とに区分されるが、複数の奨学金制度を設けている。 

学内資金によるものは、入学試験の種別や入試成績による学費の減免及び学費納付

の猶予等（分納・延納制度）等がある。表 2-7-1 に本学独自の奨学生制度を示す。【資

料 2-7-4】【資料 2-7-5】 

 表 2-7-1 本学独自の奨学生制度 

創立 50 周年記念 

奨学生制度 

女子学生特別入試で合格し、入学した学生に対し、入学後の 2 年間、年額

50 万円を給付する制度。 

入学金免除制度 ファミリー推薦入試で合格し、入学した学生に対し、入学金を全額免除する

制度 

特別待遇奨学生制度 特別待遇奨学生制度とは、ＡＯ入試、一般入試及びセンター試験利用入試に

おいて優秀な成績（試験結果の総得点が７割以上）で合格した者のうち、募

集人員の 5～10％程度を特別待遇奨学生として、1 年次及び２年次の授業料

の全額を免除する制度 

学生生活支援 

奨学生制度 

学生生活支援奨学生制度とは、本学が実施する入学試験において合格したも

ので、経済的理由により大学進学が困難な状況にある者に対し、初年度の授

業料の全額または半額を免除する制度 

次年度以降は、家計の経済困難が継続すると見込まれる者に対し、全額また

は半額免除を継続して支援する。 

学費減免制度 社会人入試および外国人留学生入試による入学者には、授業料の半額を原則

として 4年間（短大部は 2年間）にわたり減免する制度 
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その他 上記の奨学生制度以外に、在学生の内、経済的理由により授業料等々の納付

が困難な学業優秀者を対象とする「東海学院大学入学料免除及び徴収猶予規

則」「東海学院大学授業料免除及び徴収猶予規則」による入学金、授業料・

教育充実費を免除する制度がある。 

学生の健康管理については、「保健センター」【資料 2-7-3】が担当し、メンタルケ

アやカウンセリングについては、「学生相談室」【資料 2-7-2】が相談員や担当者を置

いて対応する体制となっている。本学では看護師資格をもつ 2名の職員が保健室で常

駐し（祝祭日であっても、通常授業日は開室している）、キャンパス内の学生のケガ

や病気の応急手当や健康相談を行うほか、学生生活での悩み事の相談も受け、学内関

係部署と連携・協働して対応にあたっている。 

定期健康診断は、全学生を対象に、毎年、新学期ガイダンスに合わせて 4 月初め頃

に実施しており、学生の健康状態を把握するだけでなく、疾病の早期発見につなげて

いるほか、保健室での個別で保健指導も実施している。定期健康診断や保健室の利用

状況は【表 2-7-2】に示す。従って、学校保健安全法第 8条及び第 9条を遵守してい

る。 

表 2-7-2 平成 26(2014)年度定期健康診断受診状況、保健室利用状況 

【定期健康診断】 

１． 学生定期健康診断の受診状況                   表１ 

実施学年 1年・2 年 

実施日 4月 5日（土） 

検査項目 身長・体重・視力・聴打診・血圧・尿・胸部Ｘ線撮影 

＜1年のみ・心電図・血液（貧血）検査＞ 

尿再検査 4月 17日・18日・24日・25日（36名） 

本学での受診者 159名（1年 82名・2年 77名） 

病院での受診者 0名（1 年 0名・2年 0名） 

１） 定期健康診断は、「総合保健センター」に依頼。 

２） 定期健康診断以外に、実習関係で必要となる腸内細菌検査を「ファルコバイオシステムズ」に依頼。 

２． 学生の健康診断結果                       表２ 

健康診断結果 異常なし 要指導 要精査 要医療 

       学年 1年 2年 1年 2年 1年 2年 1年 2年 

内科健診 75 75 3 1 2 1 2 0 

胸部レントゲン 81 76 1 1 0 0 0 0 

血圧 77 73 4 3 1 0 0 1 

心電図 78 － 3 － 1 － 0 － 

ヘモグロビン（貧血） 80 － 2 － 0 － 0 － 

白血球 74 － 3 － 5 － 0 － 

血小板 79 － 3 － 0 － 0  
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2)健康診断結果のB・C・D者は保健室に来るように、結果と一緒に案内を担任の先生から配布していただいた。健康診断後の保健指
導は30名（延べ人数）の学生に実施した。

3)心電図（1年生のみ）検査で要精査(1名）はすでに医療機関にて経過観察中であるため、保健室では問診・保健指導にて様子観察
した。

5)血液検査は特にヘモグロビンの低値の学生に対して、既往歴や自覚症状、生活状況などを聴取し、生活指導、食事指導を実施し
た。（今年度は、要医療・要精査はいなかった）　　白血球数高値で病院受診し結果報告者（１名）は異常なしであった。

6)BMIは30以上（対象者1人）・18.5以下（対象者27人）で、なおかつ有症状の学生に対して生活改善指導を実施している。

7)尿検査は未受検者及び結果異常者は随時2回まで保健室で再検査を実施した。異常値が続く学生は受診指導を行った。病院受診し
た（１名）は結果問題なしであった。

1)今年度健康診断の受診率は、1年生100％､2年生98.7％であった。(昨年は1年100％2年98％)

4)血圧は既往歴・生活習慣など問診し保健室で再測定を実施した。

 
 

【保健室利用状況】

１．傷病による月別利用者　 （延べ人数） 表３

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 計

　風邪様症状 5 7 5 1 12 12 15 17 74

腹部・胃腸症状 4 5 4 1 2 2 18

体調不良 6 10 8 5 9 10 3 1 52

ケ 頭痛 6 2 2 3 1 5 7 3 29

腰痛 1 1 2

ガ 眼の疾患 1 1 2 4

月経随伴症状 1 1 3 3 5 1 4 2 20

・ 貧血 1 1

皮膚の疾患 4 2 3 2 1 1 5 1 2 1 22

病 虫刺され 2 1 3

　筋肉痛・関節痛 1 1 2 4

気 打撲・捻挫・突き指 1 2 5 1 1 1 2 13

擦過傷・切傷 3 3 6 2 5 2 21

熱火傷 1 1 2 4

爪の損傷 1 2 1 4

アレルギー症状 4 1 5

36 34 37 22 1 3 47 35 35 26 276

利用理由

　　　　　　　　　　計  
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２．健康相談・保健指導による月別利用者 （延べ人数） 表４

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 計

受診相談 2 1 1 1 1 2 1 9

人間関係 3 1 4 1 4 4 3 4 24

相 進路・学業 3 2 1 6

談 月経不順、随伴症状 1 1

・ 心身の健康 14 6 5 2 1 1 3 12 8 4 56

指 過呼吸 1 1

導 アレルギー 0

妊娠疑い 1 5 6

　　　　　　　　計 19 8 13 5 1 2 8 18 20 9 103

３．病院搬送した学生の状況

４．保健室利用者の総数 （延べ人数） 表５

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 計

3 24 2 0 0 0 1 0 0 0 30

36 34 37 22 1 3 47 35 35 22 276

19 8 13 5 1 2 8 18 20 9 103

58 66 52 27 2 5 56 53 55 31 409

本年度は学校から病院に搬送した学生はいなかった。

計

利用理由

利用理由

健康診断後のフォローアップ

健康相談・保健指導

傷病

 

＜保健室利用状況から＞

【学生教育研究災害障害保険（日本国際教育支援協会）申請状況】 表６

事故日

1 平成25年11月29日

2 平成26年1月23日

3 平成26年3月19日

事故件数　　3件（平成25年度1件　平成26年度2件）

支給金額　　83,000円　（1件）

・本年度は精神的に不安定になり一日に何度も訪れる学生はいなかった。また自傷行為を繰
り返す学生や感情失禁状態になる学生もいなかった。

・今年度の保健室利用者数は409名で、昨年度（　554名）より減少した。

・健康診断時に記入した問診票の相談希望欄に、「あり」と回答した学生に対しては後日時
間を設けて面談している。

・過去のトラブルやいじめを引きずっている学生は、対人関係において過敏でクラスメイト
や家族関係またはアルバイト先で傷つき、安心できる居場所として保健室を訪れていた。

　　　3,000円

処理日

平成26年4月18日 右鎖骨骨折

・緊急時の対応は過呼吸発作１件であった。緊急時の対応においては、健康診断問診票の既
往歴・現病歴のチェック・日常の面接で情報把握をしておく必要がある。四大生と関わる事
も多いので、大学保健室担当者との連携も必要である。

平成26年12月8日

平成26年4月15日

30,000円

事故内容

薬指第二間接骨折・裂傷

50,000円

支給金額

頭部挫創

 



 

46 
 

充実したクラス担任制度や保健室や学生相談室の業務などの支援により、学生生活

に関わる大きな問題はこれまで発生していないが、今後は、クラス担任、その他の関

連する教職員の学生とのコミュニケーションの円滑化をより進め、学生生活の更なる

安定を図っていく。 

本学が行っているサークルへの経済的支援には、学生会助成金、教育後援会助成金、

同窓会助成金、その他ホッケーの海外遠征などの大学からの援助がある。学生会助成

金については、毎年クラブや同好会が増え、それに応じた助成がなされている。今後

も学生のサークル活動の活性化の支援を図っていく。 

その他の支援として、課外活動の活性化のため今年度より開始された東海学院大学

短期大学部同窓会サークル助成金がある。これは、課外活動を通した健全な人材の育

成と東海学院大学短期大学部の地位向上を旨とし、体育会以外の課外活動公認団体の

活動に対し、東海学院大学短期大学部同窓会より、連盟加盟費、交通費等について、

全額または一部を交付するものである。体育会とは別枠とし、体育会系のサークルに

属さない一般学生にもアクセスしやすい助成金である。  

 

 【エビデンス集 資料編】 

【資料 2-7-1】 東海学院大学短期大学部及び東海学院大学学生生活委員会規程 

【資料 2-7-2】 学生支援センター規則 

【資料 2-7-3】 東海学院大学短期大学部及び東海学院大学保健センター規程 

【資料 2-7-4】 平成 27 年度入学試験要項 

【資料 2-7-5】 東海学院大学短期大学部及び東海学院大学授業料免除及び徴収猶予規則 

 

（2）2－7－②の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-7-② 学生生活全般に関する学生の意見・要望の把握と分析・検討結果の活用 

 学生の意見・要望は、まずはクラス担任や科目担当教員などが受けることが原則で

あるが、相談内容や問題の大小によっては、学生が接しやすく話しやすいサークルな

どの顧問の教員や事務職員が受ける場合も多い。組織的な学生の要望のまとめ役とし

ては学生会があり、6月と 12月に開催される学生総会によって学生の意見が汲み上げ

られている。 

 また、学生の意見や要望を汲み上げる仕組みとして、授業など教育内容については

学生による授業評価、大学生活一般については学生生活調査や意見箱などがある。ま

た図書館においては図書や DVDなどの購入の希望を随時受け付けている。 

 学生からの個々の声である意見箱は第二事務局前に設置してあり、学生が適宜、意

見書を投函できる。学生生活委員会はこの意見箱の管理にあたっており、月１度の委

員会において内容を点検し、必要な場合は学内各部局にその内容を伝達することにし

ている。 

 その他、毎年度の学生生活調査においては、学生サービスへの満足度も調査してい

る。 
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（3）2－7の改善・向上方策（将来計画） 

学生の健康面での支援は、定期的に行われる健康診断と心身の不調を訴える学生の個

別のケアによって実施されるが、心理的側面の支援を保健室、指導教員、学生支援セン

ター・学生相談室が連携していくことが望まれる。 

経済的な支援については、入試時に実施される特別待遇奨学生制度と毎期実施される

授業料減免・猶予制度がある。学外奨学金制度の利用とともに周知を行い、安定した学

生生活を送れるように支援を引き続き行っていく。 

また、学生生活を多彩で豊かなものにするサークル活動や学生会等の支援は重要であ

り、学生の自主性を尊重しつつ、体育系サークルや文化系サークルの活性化を促すため

に、同窓会などとの連携を進めながら支援をさらに進めていく。 

 

2－8 教員の配置・職能開発等 

≪2－8の視点≫ 

2-8-① 

2-8-② 

 

2-8-③ 

教育目的及び教育課程に即した教員の確保と配置 

教員の採用・昇任等、教員評価、研修、FD(Faculty Development)をはじめと

する教員の資質・能力向上への取組み 

教養教育実施のための体制の整備 

（1）2－8の自己判定 

基準項目 2－8を満たしている。 

 

（2）2－8の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-8-① 教育目的及び教育課程に即した教員の確保と配置 

平成 27(2015)年度における本学の学科の教育目的及び教育課程に即した教員の現員

は、エビデンス集（データ編）【表 F-6】に示すとおりであり、短期大学設置基準第 22

条の別表第一イ及びロの基準上の必要な教員を配置している。また、短期大学設置基

準にある「設置基準上の必要専任教員数の三割以上は原則として教授とする。」につい

ても、専任教員 16名のうち、教授は 6名、准教授は 3名、専任講師 6名、助教 1名で

あり、学科において設置基準上必要な専任教員数を上回る配置をしている。専任教員

の取得学位は、博士 1名、修士 10名であり、それぞれの研究領域において十分な研究

業績を持っている。 

また、教員組織年齢構成については、26～30 歳が 2 名、31～40 歳が 0 名、41～50

歳が 6 名、51～60 歳 3 名、61～70 歳が 4 名、71 歳以上が 1 名となっており、教育水

準の維持向上及び教育研究の活性化に支障のない構成になっている。 

また、「東海学院大学短期大学部学則」第 32 条【資料 2-8-1】に定める幼稚園教諭二

種免許状の教職課程に関する専任教員数は、教職課程認定基準を満たしている。さら

に、「東海学院大学短期大学部学則」第 33 条【資料 2-8-1】に定める保育士の資格を

得させるための教職課程に関する専任教員数は、指定保育士養成指定施設基準を満た

している。 

   

 



 

48 
 

 2-8-② 教員の採用・昇任等、教員評価、研修、FD(Faculty Development)をはじめと

する教員の資質・能力向上への取組み 

  教員の採用・昇任等については、「任用規則」【資料 2-8-2】及び「東海学院大学短期

大学部及び東海学院大学教員選考基準」【資料 2-8-3】に定め、短期大学設置基準第 20

条の 3に基づき、教員構成の年齢的バランスに配慮しながら、教員の最終学歴と学位、

研究業績、教育業績、学内業務の分担、社会貢献等を考慮して、採用・昇任人事を実

施している。採用の結果は役職者会議【資料 2-8-4】の承認を得るとともに、教授会【資

料 2-8-5】報告を経て、学長が理事長の承認を得ることになっている。なお、新採用教

員は、「学校法人神谷学園大学教員等の雇用期間に関する規則」【資料 2-8-6】及び「学

校法人神谷学園大学教員等の任期に関する規程の運用に関わる細則」に則り、任期制

を適用することになっている。【資料 2-8-7】 

FD 活動に関しては、平成 26 年度後期より授業評価アンケートを 4 年制大学と合同

で行うものとした。さらに平成 27年度には 4年制大学で既に行っている相互授業参観

を本学でも導入することで PDCAによる授業改善を図り、教員の資質、能力向上の取組

みを計画、実施に移す。 

表 2-8-1 平成 26(2014)年度 FD実施報告 

学 科 幼児教育学科 
FD取り組みへの理念・目標 
平成 26年度の学科 FDは、年間テーマを「学生指導体制の強化と改善」として、学科内の FD
委員会が計画・立案したテーマ・内容について、原則的に毎月 1 回全教員が参加して検討・
協議を重ねることを目標とする。また、大学との共通の FD である教育ワークショップ、及
び短期大学部 FD研修会に参加する。 

回数、期間、 
実施日等 

実施事項・内容、実施組織、評価項目等 

第１回 
（4 月 16日） 

「平成26年度の年間テーマとスケジュールについて」 
平成26年度学科FDワークショップの年間テーマとスケジュールを確認
し、全教員の意識高揚を図る。 

第２回 
（5月14日） 

「推薦入試における指定校及び人数の検討」 
平成27年度推薦入学選考試験における指定校の検討及び指定校推薦の
人数の検討を実施する。 

第３回 
（6月11日） 

「教員の研究助成に関する検討①」 
科学研究費補助金の採択を目指した取り組みについて検討する。 

第４回 
（7月9日） 

「初年次教育（建学の精神）の見直しと改善」 
平成26年度に実施した初年次教育（建学の精神）について省察し、変
更点、改善点等を検討する。 

第５回 
（8月3日） 

「入学前教育の見直しと改善」 
短期大学での学習に結びついた初年次教育の課題について検討する。 

第６回 
（9月10日） 

「教員の研究助成に関する検討②」 
公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）について、本学
における規程の確認、変更点、改善点等を検討する。 

第７回 
(10月15日) 

「学外実習を終えて、実習指導体制の見直し」 
平成26年度の学外実習について、主に実習訪問の実態についての報告
を基に、来年度の学外実習のあり方、及び今後の実習指導体制のあり
方について検討する。 

第８回 
(11月12日) 

「学習支援の現状と課題についての検討」 
学生へのサポートを充実させるため、保健室や学生相談室との連携や
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情報の共有と今後の学科運営や学生指導との関連について検討する。 

第９回 
(12月10日) 

「中途退学者の予防に関する現状と課題の検討」 
幼児教育学科における中途退学者の取り組みについて省察し、変更点、
改善点等を検討する。 

第10回 
（1月14日） 

「新カリキュラムの点検とAP、DP の見直し」  
平成26年度より新たに実施した新カリキュラムについての問題点等に
ついて点検するとともに、アドミッションポリシーやディプロマポリ
シーの見直しの必要性についても検討する。 

第11回 
（2月11日） 

「平成26年度年間FDのまとめ」   
平成26年度の学科FDワークショップを省察し、来年度の学科FDワーク
ショップのテーマを検討する。 

第12回 
（3月11日） 

「平成26年度の就職の実態と平成27年度に向けた取り組み」 
就職課との連携のもと、平成26年度の幼児教育学科（平成25年度まで
は児童教育学科）の就職状況を省察し、来年度に向けた就職支援のあ
り方を検討する。 

2-8-③ 教養教育実施のための体制の整備 

教養教育実施のための体制の整備については、本学は、「東海学院大学短期大学部学

則」第 60 条及び第 60 条第 2 項【資料 2-8-1】及び「履修のてびき」【資料 2-8-8】に

示すように教養科目を配置している。また、その詳細について、は基準 2-2-②の①教

養科目で述べている。本学は、学生が親しみや楽しみを持ちながら本学の教育の根底

にあり続ける建学の精神の修得が成就されるよう努め、教養教育の重要性についての

認識を創立以来、持ち続けてきている。このため、教養教育のカリキュラムは、教務

委員会を中心に検討が重ねられてきている。 

 

【エビデンス集 資料編】 

【資料 2-8-1】 東海学院大学短期大学部学則 第 32条、33条、60条、60条第 2項 

【資料 2-8-2】 任用規則 

【資料 2-8-3】 東海学院大学短期大学部及び東海学院大学教員選考基準 

【資料 2-8-4】 東海学院大学短期大学部役職者会議規程 

【資料 2-8-5】 東海学院大学短期大学部教授会規程 

【資料 2-8-6】 学校法人神谷学園大学教員等の雇用期間に関する規則 

【資料 2-8-7】 学校法人神谷学園大学教員等の任期に関する規程の運用に関わる細則 

【資料 2-8-8】 履修のてびき 7ページ 

 

（3）2－8の改善・向上方策（将来計画） 

  教育目的及び教育課程に即した教員を確保し配置するため、また、教員構成の年齢階

層的バランスを維持するために、各専門分野の研究者のみならず、社会や実業界で活躍

する有識者や研究者などを必要に応じて登用していく。 

  教員の資質・能力向上のためには、教員評価の仕組みをさらに精確なものにするとと

もに、研修、FD 活動をさらに推進する。 

  教養教育実施の体制は、現行制度をさらに積極的に活用するとともに、外国語教育や

外国語による教育をさらに進めていく。 
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2－9 教育環境の整備 

≪2－9の視点≫ 

2-9-① 

2-9-② 

校地、校舎、設備、実習施設、図書館等の教育環境の整備と適切な運営・管理 

授業を行う学生数の適切な管理 

（1）2－9の自己判定 

基準項目 2－9を満たしている。 

 

（2）2－9の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-9-① 校地、校舎、設備、実習施設、図書館等の教育環境の整備と適切な運営・管理 

本学は、短期大学設置基準に示されている教育目的の達成のため、エビデンス集(デ

ータ編)〔表 2-18〕〔表 2-19〕〔表 2-20〕にあるように、西キャンパスと専用及び共

用の施設がある東キャンパス及び学生寮（2 棟）から成り立つ教育環境を有している。

そのうち、西キャンパスの主要施設の概要は、表 2-9-1 のとおりである。なお、東キ

ャンパスと西キャンパスは、公道の上を「東海ブリッジ」により接続されている。 

また、校地、校舎については、表 2-9-2 のとおりの面積を有している。 

表 2-9-1-① 西キャンパス主要施設の概要 

名称 地上（階） 主要施設 

1号館 5 
事務局、記念室、講義室、レッスン室、実験室ⅠⅡ、 

機器室、教員研究室他 

2 号館 3 介護実習室、入浴実習室、ピアノ練習室、教員研究室他 

3 号館 3 調理学実習室、保健室、講義室、教員研究室他 

新 3 号館 5 
給食経営管理実習室、食品加工室、臨床栄養実習室、栄

養教育実習室、さらまんじぇ・と一かい他 

5 号館 4 
食堂、ピアノレッスン室、音楽室、美術室、礼法室、学生

会室（大学祭実行委員会室）、教員研究室他 

6 号館 4 音楽演習室、学生会室、部室、教員研究室他 

7 号館 8 
学生ホール、保育実習室（あそびの森）、講義室 

TGU トレーニングルーム、会議室、教員研究室他 

体育館 2 講堂、研究室 、シャワ一室 、部室 

東海学院大学・東海学院大

学短期大学部附属図書館 
4 

閲覧室、大ホール、大セミナ一室、中小セミナ一室、情報

学習室、東海えほんの森、事務室、売店他 

表 2-9-2 短期大学設置基準と本学との校地、校舎面積の比較 

 
専用面積

（㎡） 

共用面積

（㎡） 

共用校の 

専用面積 

（㎡） 

合計面積 

（㎡） 

設置基準上の 

必要面積（㎡） 
備考 

校地 0  41,611.4  65,751.7  107,363.1 3,000.0  
共用は東海 

学院大学 
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校舎 11,128.9  7,917.0  13,837.7  32,883.6 2,850.0  

以下に主要な施設の概要を示す。 

①幼児教育学科教室・研究室等 

 講義室は 14 室、演習室は 1 室、実験・実習室は 4 室ある。実験室Ⅰ・実験室Ⅱ・

準備室・薬品室等については、1 号館 4 階、1 号館 5 階にあり、教員用、学生用実験

台をはじめ、顕微鏡など実験・実習に必要な工具・教具を備えている。 

3号館 3階に生活一般に関係する家庭科室である被服構成室、被服倉庫を有し、美

術室・油絵教室・工作室については、実習に必要な工作用作業机、絵画に必要な工具・

教具を備え、5 号館 1 階美術室、5 号館 2 階美術室、5 号館 3 階工作室と油絵教室を

有している。また 1 号館 3 階、5 号館 3 階、5 号館 4 階音楽教室の他に、2 号館 3 階

に 20 室、5 号館 4階に 15室、合計 35室のピアノ練習室が確保されている。 

研究室は、東海学院大学短期大学部のすべての専任教員に、1号館内、2 号館内、5

号館内、6 号館内及び体育館内に設けている。 

②情報処理関係施設 

来るべき情報化社会を見据え、以下のような目的の下に本学は情報館を建設し、

1997 年 4 月からＰＣを用いた情報教育を開始した。 

(1) 情報化時代の必須修得事項として、単なるリテラシーに留まらず、情報活用・

発信能力を培う。 

(2) 教育・研究の高度化に資する。 

(3) 社会のニーズに応える（当時はＰＣを操作できる人は少なかった）。 

インターネットに繫がるワークステーションを導入して教員と学生希望者にメー

ルサービスを行った。更に、全学生にユーザー・アカウントを発行してインターネッ

ト環境を教育に積極的に利用する環境づくりを始めた。 

急速な情報通信技術（ICT）の進展やグローバル化など、変化の激しい社会を生き

る学生たちに、国際的な視野、創造性、行動力、豊かな心、健やかな体の調和のとれ

た「ひとづくり」がますます重要になっている。現在は、マルチメディア教室等の情

報処理施設を大学と共用し、全ての学生がノート型 PC を入学と同時に用意すること

となっており、デスクトップ PC とは別に、学内 LAN システムによるノートパソコン

使った授業を展開している。「情報処理」の科目では、新しい知識については授業前

に予習し、授業では教員がその内容についての問題を出し、各種アプリケーションソ

フトを活用した情報の整理・加工・分析及び文書、プレゼンテーション、インターネ

ットによる情報の提示に関する技能を深めている。 

③図書館（東海学院大学・東海学院大学短期大学部附属図書館）（通称「東海ライブ

ラリー」） 

平成 20(2008)年度の男女共学化を機に名称変更した東海学院大学・東海学院大学

短期大学部附属図書館（通称「東海ライブラリー」）は、1994（平成 6）年 9 月に短

期大学と大学の図書館を統合し、共用利用図書館としてオープンした。総面積 4,734
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㎡の鉄筋・鉄骨コンクリート 4階建て、外壁は総レンガ造りの独立館である。「学ぶ」

という従来型の機能に、「集う」「語らう」の機能を意識的に盛り込み、休憩・談話・

イベント・講演会等の多目的な利用ができるホールや、講義・会議・公開講座等に

利用できるセミナー室を備えた複合的な施設であり、学園のシンボル的な施設とな

っている。現在の蔵書冊数は、和書約 17 万 4 千冊、洋書 5 万 2 千冊で、合計約 23

万 4千冊になる。その他、視聴覚資料（ビデオ、LD、DVD、CD、カセットテープ等）

は約 7,600 点、所蔵雑誌は、和雑誌・洋雑誌合計で約 4,260 種である。また、従来

の印刷媒体以外に、インターネットの利用やデータベース等の電子化された媒体に

よる資料の収集・保存・提供等の環境整備に努めている。すべての施設は、公開講

座、生涯学習、講演会、各種イベントなど多目的に利用され、地域・一般の学外者

に積極的に開放している。開館時間（開講期間中）は原則午前 9 時から午後 6 時 30

分、教員推薦図書のコーナーや、学科関連の資料を展示する企画コーナーを設けて、

専門分野に関わる必読文献を並べ、学生の自主学習に役立つよう配慮している。そ

の他、教養・レクリエーション等の軽読書コーナーを設けることにより、気楽に図

書館に親しみながら利用してもらえるような展示にも努めている。また、毎年、新

入生対象「文献検索講習会（基礎）」をはじめ、「卒業論文・レポート作成等のため

の文献検索講習会（応用）」、「新聞記事データベース講習会」、「心理学データベース

講習会」を開催することで、学生・教員の教育・研究支援のため図書館利用の促進

を図っている。学外利用者が毎年増加するなど、図書館の地域開放も定着してきて

いる中、今後は地域の図書館と連携した企画などを一層推進していく予定である。 

表2-9-3  図書館施設一覧 

 

施設面積（専有延床面積） 4,734 ㎡ ／ 鉄筋・鉄骨コンクリート 4 階建 

階数 座席数 室名 主な用途 

1 階 56 大ホール 多目的施設（講演、コンサート、展示等） 

      ステージ、ミキシングルーム、新聞閲覧架・閲覧棚 

  ― 大セミナー室（別棟） 授業、講演、公開講座、研究会等 

      視聴覚機器を設置（PC、AV 機器、プロジェクター等完備） 

  ― 荷解き室 雑誌・新聞バックナンバーの保管 

  ― 丸善売店 テキスト、文房具等の販売 

2 階 30 中セミナー室 自主学習、グループ学習、授業、会議等 

  24 小セミナー室 自主学習、グループ学習、授業、会議等 

  ― 集密書庫 製本雑誌、ウィーディング資料等の保管 

3 階 33 開架閲覧室 0～377 類和書、参考図書等 

      BDS（図書無断持出防止装置）、コピー機、トイレ等完備 

  ― カウンター 貸出・返却、レファレンスサービス等 
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  ― 事務室 図書館事務等 

  24 AV コーナー AV ブース、PC、プリンター完備 

  12 展示コーナー 資格本、話題図書、新書、文庫等 

  16 情報学習室 PC、プリンター完備 

  30 ラーニングコモンズ グループワーク、プレゼンスペース 

      PC、プロジェクター完備 

4 階 103 開架閲覧室 378～9 類和書、洋書、絵本、楽譜、製本雑誌等 

      PC、コピー機、トイレ等完備 

  16 学習室Ⅰ グループ学習、授業 

  16 学習室Ⅱ グループ学習、授業 

  8 雑誌閲覧室 一般・学術雑誌 

合計 368 ― ― 

④保健室 

学生ホールに隣接する３号館１階にある。保健室には看護師2名が常駐し、ベッド３床と

治療台が設置してあり、学生の怪我や体調不良の対応に当たっている。応接用机や椅子

も設置してあり、病気の際だけでなく、雑談をしに訪れる学生も少なくない。保健室の奥に

は保健相談室を設けプライバシーを護りながら精神的な相談にも応じている。 

⑤ 体育施設及びスポーツ施設 

体育館、テニスコート（ハードコート 4 面、オムニート 3 面）、運動場、ゴルフ練習場、多目

的グラウンド（フットサル、テニス、ホッケーなど）、ホッケー練習グラウンドを設置している。

体育館にはトレーニングルームが付設され、テニスコート、運動場、多目的グラウンドには

夜間照明を完備している。これらの体育施設は、授業で利用される他、学生のクラブ、サー

クル活動に有効に活用されている。また、体育館、テニスコート、多目的グラウンドについて

は、学外者にも有料ではあるが、一般開放している。 

⑥ ＴＧＵトレーニングルーム 

東海学院大学創立 30 周年を記念して平成 23(2011)年にオープンした。床面積約

276 ㎡の室内には、レッグカール、チェストブレス、ウェイトマシン、酸素カプセ

ルなど多種類のトレーニングマシンやシャワー設備付きの更衣室を備えている。使

用に当たり講習会を受けなければならないが、授業やクラブ活動、自主的なトレー

ニングなどの目的で日々、学生や教職員が活用している。 

⑦ カフェテリア・TOKAI 

学生食堂は、学生に人気のオープンテラス（24 席設置）を含め 244 席設置してあ

る．オープンテラスは開放感にあふれていて、食事ばかりか語らいの場にも利用さ

れている。なお、東キャンパスにも委託業者が異なる学生食堂が設置してあり、4

年制大学の学生と相互利用している。    
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⑧ さらまんじぇ・とーかい 

「さらまんじぇ・とーかい」では、軽食や飲物類を提供している。学外者にも一般

公開しており、来学者との交流の場となっている。喫茶室ながらもプロジェクター

設備があり、学生や学内関係者、または学外関係者の研修施設として開放もしてい

る。また、この他の憩いの空間としては、図書館内の大ホールや学生控室等が設け

てある。 

⑨ 売店 

図書館の１階に購買部として、教科書・参考書・文房具などを販売している。 

⑩ 休息のための施設・空間 

学生ホールを７号館１階に設置している。７号館は最も使用頻度が高い教室棟で、

バス停からも近く、便利な場所である。テレビが設置されており、くつろぐことが

できる。その他には第２事務局前のロビーにテーブルを設置し、休息空間として利

用している。ここは周囲が各種の連絡や催し物の掲示板となっており、学生が毎日

一度は訪れる場所であり、時間にゆとりのある時は語らいの場として利用している。 

⑪ 学生寮 

学生寮は、東海学院大学との共用施設として一般学生のために2寮、完備してい

る。各寮とも、建学の精神に基づき、「自主的に規律された共同生活を通じて人間

形成に資する課外教育施設」と目的を明確にした寮則、寮生会会則を伝統的に引き

継ぎ、規律ある生活を守らせている。夜間は警備会社による警備がかかるよう、安

全性には特に配慮している。各部屋・廊下に非常用懐中電灯を備え、200食分の非

常食を保管し災害に備えている。 

⑫ スクールバス 

 通学の便宜を考え、岐阜駅線、那加・犬山線、美濃加茂線、池田・北方線、多治

見線の５路線のスクールバスを運行している。                       

⑬ 学生駐車場・駐輪場 

302台収容できる学生駐車場を完備している。利用学生には学生駐車場利用許可

証を発行し、任意保険加入の必要性を指導している。自転車通学者は自動車が出入

りしない西キャンパス東門を利用するようにしており、東門や東キャンパス正門近

くに屋根つきの駐輪場を設置している。所定の場所以外での駐輪を禁止し、事故防

止と学内活動の妨げにならないよう配慮している。 

⑭ その他 

校内には、学生生活の支援に必要な、クラブ棟等の福利厚生施設を設置している。 

校内の各施設設備の内、エレベーター、消防設備、危険物貯蔵施設等の法令により

定期点検が必要なものや設置することが義務づけされているものについては、専門業

者と契約を結び、滞りなく実施している。修繕、改修が必要になった場合は、状況を

把握して即座に対応している。校舎等建物の耐震性については、昭和 56（1981）年の
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建築基準法改正以前に建てられたものについては、専門業者に委託して平成 20（2008）

年に耐震調査を実施した。火災等の災害対策としては、災害の発生した場合を想定し

て、避難経路図を施設内適所に表示してある。また、年 1 回、学生の防災訓練も実施

している。【資料 2-9-1】 

平成 16(2004)年度より、障害を持った学生を積極的に受け入れるために、バリアフ

リー化についての抜本的な見直しを検討した結果、車いすでも大学正門から正面玄関

までの通路を安全に通行できるように、また正面玄関からほぼすべての校舎内施設へ

移動が可能となるように、建物、トイレ、エレベーター（車いす用操作パネルの設置

を含む）、ドアの自動化の工事を実施した。また、教員の調査結果に基づき、事務局に

おいて障害を持った学生の事務手続き等を行いやすいように、調度品や物品の設置場

所等のレイアウトを変更するなど、学生への細やかな配慮も図っている。 

防犯対策として、事務局職員の勤務時間外となる午後 6 時から午前 9 時の間は、専

門の警備員１人を配置している。年末、年始を除き年中この体制である。学内の巡回

のほか、1 人は必ず電話等連絡がとれるように待機するなど緊急時にも即座に対応で

きる体制がとられている。さらに、事務局には、学生及び教職員の個人情報が集中し

ていることから、外部からの侵入者を防ぐため、警備員が仮眠している間は機械によ

る警備システムを導入している。平成 21(2009)年度より、総務部に危機管理を専門に

担当する職員 1人を配置し、徹底を図っている。 

教育研究施設とともにこれらの福利厚生施設の清掃は、数名の用務員が常に清潔で

使いやすい状態であるように心がけて清掃や管理業務を担っている。図書館、体育館、

情報処理関係教室、実験室等の特殊な施設設備については、用務員のみならず担当教

職員も日常的に維持管理を心がけている。施設設備等の維持管理は、総務課がその責

務を担っている。安全性を第一に各施設が有効に運営できるよう点検業務を行うとと

もに、改修、改善等の要望があった場合は、すぐに対応できるよう関係部署、用務員、

専門業者と連携を図っている。これら施設の内、講義室や演習室等の教室の維持運営

は、総務課と教務課の連携を中心に行われている。また、これら教室は、授業に使用

することが最優先であるが、空き時間には所定の手続きにより、クラブ、サークル活

動や学外者にも開放している。 

体育施設関係は、学生生活課が管理運営を担当している。体育館は、体育実技等の

授業で使用している他、クラブ活動等により、ほぼ毎日の稼働となっている。テニス

コート、多目的グラウンド、ゴルフ練習場も有効に活用しており、適切に維持管理、

運営している。 

各施設設備は、本学東キャンパスを中心に、西キャンパスに本学専用と共用の施設

があり、有効に活用している。特に、図書館や情報処理関係教室は学生の要望に応え、

利用しやすい環境を提供している。体育施設は、学生のクラブ活動を重視し、トレー

ニングルームや夜間照明設備を完備するなど施設の充実に努めた結果、一定の効果を

上げている。福利厚生施設は、それぞれに教育と地域貢献に一定の役割を果たしてい

るが、今後もいっそう地域に密着した大学であるよう努めていく。【資料 2-9-2】 
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【エビデンス集 資料編】 

【資料 2-9-1】 防災訓練に関する資料 

【資料 2-9-2】 体育施設に関する資料 

2-9-② 授業を行う学生数の適切な管理 

授業を行う学生数の適切な管理については、１クラスあたり平均30～40人であり、教

育効果を十分に上げられる人数になっていると判断している。講義科目は、基本的には

１クラス単位で授業運営を行っているが、学科目によっては、２クラスもしくは３クラ

ス合併（60～80人）の授業も開設している。また、実習、実技や演習を伴う科目は、１

クラス単位（30～40人）で運営している。英語科目では能力別にクラスを編成しており、

英語科目は１クラス20人前後で運営している。 

 

（3）2－9 の改善・向上方策（将来計画） 

ＩＴ技術の進展に合わせ、ネットワーク環境の整備や図書館においてはデジタルライ

ブラリーの機能充実を図っていく必要がある。 

施設・設備に係わる特に大きな問題はないが、現状の各施設設備が、適切に維持管理、

運営されているかを確認した上で、施設設備に対する満足度調査等アンケートを定期的

に実施していく。学生からの要望を主に、教室関係の現状を把握している教務課、体育

施設や福利厚生施設の現状を把握している学生生活課をはじめとする関係部署との連

携により、社会の変化に即した教育研究環境の整備に努める。校舎の耐震性については、

補強工事等の検討事項について中・長期的計画を策定して引き続き適切な対応を進めて

いく。施設設備の維持管理は適正に行われているが、保守･点検は今まで同様に継続的

に行う。バリアフリー化については、教育研究設備全体のみならず、地域社会の学習拠

点としての自覚を持ち、整備を図っていく。防犯上の安全性は、セキュリティーシステ

ムの導入も含めハード・ソフトの両面からの対応の強化を進める。 

 

［基準 2 の自己評価］ 

本学は、建学の精神及び学是「ひとづくり」に基づき、学科の教育の目的を達成する

ため、「三つのポリシー」を明確にして学生を受け入れ、充実した学生生活や社会の要請

に応えられる教育内容を確保している。 

また、多様化した入学試験制度及び試験方法の周知を図り、幅広い学生募集を行い、

入試判定も適切に行われている。受入数の維持については、今後も個性・特色ある教育

を明確に打ち出し、教育・研究を充実させ入学者数の適正化を目指していく。 

授業は、学科の教育の目的に沿って適切に実施されている。本学では、学是「ひとづ

くり」に表現されるように、幅広い教養による人格の陶冶と、専門的知識や技術・技能

を修得した社会的に有用な人材を育成するという使命の下に教育課程を編成している。 

本学は創立以来、クラス担任制を置き、学生の学修支援体制の整備に努め、教員と事

務職員が協働して学生の教育のためのきめ細かい対応を図ってきた。教員の研究室は、

学生の修学相談など常時対応できる体制を整えている。さらに全教員がオフィスアワー

を設定し、学生への対応を行っている。また、学期毎に「授業評価アンケート」を実施
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し、その意見を集約し結果を授業に反映させている。単位認定、進級及び卒業認定等の

基準は、学則及び学位規程等により基準を明確にし、厳正に適用している。 

就職支援に関しては、キャリア・デザイン委員会とキャリアデザイン課が連絡を密に

しながら、入学時から卒業まで、ガイダンスや各種研修会を開催するとともに、学内企

業説明会も開催している。 

教育目的の達成状況を点検・評価するための工夫は、学科の教育目的に沿って適切に

行われている。全学的な調査等の結果は報告書にまとめられており、教員はそれらを資

料として活用するほか、シラバスに反映させ、授業方法を含めて学修指導等の改善に当

たっている。 

学生生活の安定のための支援として、学生生活委員会をはじめとする関連の委員会ク

ラス担任・副担任制、事務局学生生活課、学生相談室、保健センター等が組織され、適

切に組織されている。 

学生の意見・要望を反映させるために「学生生活調査」や「学生総会」の開催、「学生

意見箱」の設置等があり、適切に機能している。 

本学は、短期大学設置基準を上回る教員数と、資格関連の指定基準に即した教員を配

置している。教員組織編制方針とその採用、任用、昇任については、規程に定め、適正

に運用される体制を整えている。 

FD 活動に関しては、「FD 委員会」において、教員の資質・能力向上の取組みを計画し、

実施している。 

校地、校舎等の学修環境については、立地状況に適したものとなっている。施設の管

理は、安全性を確保している。学生寮については、学生同士の交流を図りながら快適な

寮生活を送れるよう配慮している。図書館は、憩いの空間としてのアメニティ機能を持

ちながら、学生や教職員の教育、研究に役立てられている。各授業の受講生数は、おお

むね適切なものとなっている。 

以上の事実を総合的に判断し、本学は入学から卒業までの在学中やその後の生活にお

ける社会性、人間性等を含め、総合的に適切な学修・育成を行っていると評価する。 

 

基準 3．経営・管理と財務 

3－1 経営の規律と誠実性 

≪3－1の視点≫ 

3-1-① 

3-1-② 

3-1-③ 

 

3-1-④ 

3-1-⑤ 

経営の規律と誠実性の維持の表明 

使命・目的の実現への継続的努力 

学校教育法、私立学校法、短期大学設置基準をはじめとする短期大学の設置、

運営に関連する法令の遵守 

環境保全、人権、安全への配慮 

教育情報・財務情報の公表 

（1）3－1の自己判定 

基準項目 3－1を満たしている。 
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（2）3－1の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 3-1-① 経営の規律と誠実性の維持の表明 

学校法人神谷学園による東海学院大学短期大学部の管理運営体制は、「学校法人神谷学

園寄付行為」【資料 3-1-1】、「学校法人神谷学園理事会会議規則」【資料 3-1-2】等によ

り、理事会、評議員会の役割等が定められており、「学校法人神谷学園組織規則」【資料

3-1-3】により、法人及び大学の事務組織・所掌事務が明確に定められるなど、適切なもの

となっている。 

短期大学部の管理運営体制については、学長の下に役職者会議、教授会、及び学科会が

置かれ、教育・研究に関する審議や連絡調整が行われている。また大学と法人本部及び附

属幼稚園との円滑な運営のための連絡調整機関として「学校法人神谷学園運営協議会」【資

料 3-1-4】が置かれ、各部署の役職員の意見の交換の場となっている。 

短期大学部の運営に関する規程は、「学校法人神谷学園運営協議会規則」【資料 3-1-4】、

「東海学院大学短期大学部学則」【資料 3-1-5】、「東海学院大学短期大学部役職者会議

規程」【資料 3-1-6】、「東海学院大学短期大学部教授会規程」【資料 3-1-7】等で明確に

定められている。また、法人及び大学に関する諸規程等は、「学校法人神谷学園諸規程綴」

として編纂され、関係部署に設置され適宜関係者に利用されているほか、毎年度当初に新

規採用をはじめとするオリエンテーション時に主な規程について説明するなど、関係者の

周知や理解に努めている。 

 

【エビデンス集・資料編】              

【資料 3-1-1】学校法人神谷学園寄附行為 

【資料 3-1-2】学校法人神谷学園 理事会会議規則 

【資料 3-1-3】学校法人神谷学園 組織規則 

【資料 3-1-4】学校法人神谷学園運営協議会規則 

【資料 3-1-5】東海学院大学短期大学部学則 

【資料 3-1-6】東海学院大学短期大学部役職者会議規程 

【資料 3-1-7】東海学院大学短期大学部教授会規程 

3-1-② 使命・目的の実現への継続的努力  

 平成 24(2012)年 6月に新しい構成員による理事会が発足し、理事長を中心に、建学

の精神を基にする大学の中・長期的展望が検討される中で、法人及び大学の運営の現

状を調査研究し、課題を洗い出す作業が全学的に行われ、課題や問題点について改革

や改善が進められた。建学の精神に基づき、半世紀以上継承されてきた様々な規程、

規則、細則や慣行等であっても、教育・研究について時代錯誤的なものや実務上メリ

ットにならないものなどについては大幅な見直しや改善が進められるなど、理事長及

び理事会の取り組みについて全教職員に大学改革の推進を協力要請する中で、年度初

めの事業計画書に表明された数々の教学の改革や改組転換が行われた。このように、

大学においては、高等教育の環境の変化に即応しつつ、建学の精神に基づく教育の質

の向上のための絶え間ない努力が払われている。【資料 3-1-8】、【資料 3-1-9】、【資料

3-1-10】 
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【エビデンス集・資料編】 

【資料 3-1-8】 平成 24 年度学校法人神谷学園事業計画書 

【資料 3-1-9】 平成 25 年度学校法人神谷学園事業計画書 

【資料 3-1-10】平成 26 年度学校法人神谷学園事業計画書    

3-1-③ 学校教育法、私立学校法、短期大学設置基準をはじめとする短期大学の設置、

運営に関連する法令の遵守 

 法人及び短期大学の運営にあたっての学校教育法、私立学校法、短期大学設置基準をは

じめとする短期大学の設置、運営に関連する法令の遵守は、法人においては、「学校法人神

谷学園寄附行為」【資料 3-1-1】をはじめとする諸規則、「学校法人神谷学園寄附行為実施

規則」【資料 3-1-11】、「学校法人神谷学園運営協議会規則」【資料 3-1-4】、「学校法人神谷

学園理事会会議規則」【資料 3-1-2】等により適切に行っている。「利益相反」等も規定し

遵守している。短期大学部においては、「東海学院大学短期大学部学則」【資料 3-1-5】に

より学校教育法及び短期大学設置基準を遵守している。 

 教職員については、「学校法人神谷学園就業規則」【資料 3-1-12】等を定めて遵守してい

る。また、「東海学院大学短期大学部及び東海学院大学研究倫理委員会」【資料 3-1-13】、「学

校法人神谷学園研究費不正使用防止計画推進室設置要項」【資料 3-1-14】、及び「学校法人

神谷学園公益通報に関する規程」【資料 3-1-15】等を規定し、遵守している。 

 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 3-1-1】 学校法人神谷学園寄附行為 

【資料 3-1-2】 学校法人神谷学園 理事会会議規則 

【資料 3-1-4】 学校法人神谷学園運営協議会規則 

【資料 3-1-5】 東海学院大学短期大学部 学則 

【資料 3-1-11】学校法人神谷学園 寄附行為実施規則 

【資料 3-1-12】学校法人神谷学園 就業規則 

【資料 3-1-13】東海学院大学短期大学部及び東海学院大学研究倫理委員会規程 

【資料 3-1-14】学校法人神谷学園研究費不正使用防止計画推進室設置要項 

【資料 3-1-15】学校法人神谷学園公益通報に関する規程 

3-1-④ 環境保全、人権、安全への配慮 

基準 2－9の教育環境にあるように、校内には、学生生活に必要な各施設が設置され、

学生寮とともに有効的に利用されている。校内の設備については、用務職員が学内の

清掃活動とともに見回りを行い適切な管理に努めている。教育施設については、教職

員の協同による管理も行われており、不備があれば総務課に連絡され、改善が行われ

ている。禁煙については全館禁煙となっているが、安全上の配慮から指定喫煙場所が

校舎の外部に設けられている。 

人権・安全性に配慮するため、「学校法人神谷学園東海学院大学・同短期大学部にお

ける個人情報の取扱いについて」【資料 3-1-16】、「学校法人神谷学園セクシャル・ハ

ラスメントの防止に関する細則」【資料 3-1-17】、「学校法人神谷学園危機管理規則」【資

料 3-1-18】、「学校法人神谷学園防災管理規則」【資料 3-1-19】等を整備し、学生及び
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教職員に周知している。 

 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 3-1-16】学校法人神谷学園東海学院大学・同短期大学部における個人情報の 

取扱いについて 

【資料 3-1-17】学校法人神谷学園 セクシュアル・ハラスメントの防止に関する細則 

【資料 3-1-18】学校法人神谷学園 危機管理規則 

【資料 3-1-19】学校法人神谷学園防災管理規則 

3-1-⑤ 教育情報・財務情報の公表 

学校教育法施行規則 172 の 2 の教育研究活動の情報公開は、全ての項目について本

学ホームページで公表している。【資料 3-1-20-①】 

また、資本収支計算書、消費出資計算書、貸借対照表、財産目録、監事監査報告書

などの財務情報は、本学ホームページで公表している。【資料 3-1-20-②】 

  

【エビデンス集・資料編】 

【資料 3-1-20-①】大学ホームページ 「情報公開」 

【資料 3-1-20-②】大学ホームページ 「財務情報」 

 

（3）3－1の改善・向上方策（将来計画） 

 今後とも、法人及び大学の経営の規律と誠実性を維持していく。 

 

3－2 理事会の機能 

≪3－2の視点≫ 

3-2-① 使命・目的の達成に向けて戦略的意思決定ができる体制の整備とその機能

性 

（1）3－2の自己判定 

「基準項目 3－2を満たしている。」 

 

（2）3－2の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-2-① 使命・目的の達成に向けて戦略的意思決定ができる体制の整備とその機能性 

「学校法人神谷学園寄附行為」第 16条【資料 3-2-1】で定められているように、法人に

お ける戦略的意志決定は理事会が行っている。また、同「寄附行為」第 12条【資料 3-2-1】

で法人の代表を理事長とし、その業務を総理する旨規定している。理事会を組織する理事

には第 1 号理事に大学学長（現在は理事長が兼務）、評議員のうちから評議員会において

選任された者である第 2号理事には大学教員 1名、元大学教員 2名、学識経験者のうちか

ら理事会において選任された者である第 3号理事として、学外者 3名の計 7名が就任して

いる。 

同「寄附行為」第 19条【資料 3-2-1】では、評議員会の設置を定め、第 21条【資料 3-2-1】

において、理事長は、あらかじめ「１．予算・借入金及び基本財産の処分並びに運用財産
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中の不動産及び積立金の処分に関する事項、２．事業計画など重要な 8項目」について評

議員会の意見を聞かねばならないこととしている。また、同「寄附行為」第 22 条には、

評議員会の意見具申等を定め、第 23 条に掲げられる第 1 号から第 4 号に従い選任された

21名の評議員がそれぞれの立場から法人の経営に参画するなど、理事会と評議員会の相互

のチェック体制が採られている。  

 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 3-2-1】学校法人神谷学園寄附行為 第 16条、12条、19条、21 条、22条、 

23条 

 

（3）3－2の改善・向上方策（将来計画） 

大学の使命・目的の達成に向けて、今後とも現在の運営体制を継続していく。 

 

3－3 大学の意思決定の仕組み及び学長のリーダーシップ 

≪3－3の視点≫ 

3-3-① 

3-3-② 

大学の意思決定組織の整備、権限と責任の明確性及びその機能性 

大学の意思決定と業務執行における学長の適切なリーダーシップの発揮 

（1）3－3の自己判定 

「基準項目 3－3を満たしている。」 

 

（2）3－3の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-3-① 大学の意志決定組織の整備、権限と責任の明確性及びその機能性 

  短期大学部の教学の様々な意思決定組織は、図 3-3-１に示される。短期大学部にお

いては、理事会で決定される中長期・短期の経営方針を基本としつつ、学長の下の役

職者会議で提案・決定された後に教授会に諮られ、承認・報告される。また、学生の

入学・卒業判定及び在籍に関することは、学科会議で検討され、必要に応じて、各種

委員会でも検討が行われる。短期大学部では、各組織の権限と責任を明確にしながら、

トップダウン方式とボトムアップ方式が上手く機能させた意思決定が行われている。

なお、各組織の概要は以下のとおりである。 

図 3-3-1 短期大学部の意思決定組織 
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3-3-② 大学の意思決定と業務執行における学長の適切なリーダーシップの発揮 

 学長（現在は理事長が兼務）は、短期大学部を代表し、「東海学院大学短期大学部学

則」第 10 条 2 項【資料 3-3-1】に「学長は、本学の学務を掌理し、所属職員を統督す

る。」と規定されている。第一号理事及び第一号評議員でもある学長は、理事会の経営

方針を踏まえ、大学の教学の運営の責務を果たすため、教学部門の補佐役である副学

長、また事務部門を統括する事務局長を置き、学長の権限の強化を図るとともに、各

委員会及び学科会の各組織との連携機能を活用しながら、役職者会議、教授会の議長

として、リーダーシップを発揮している。 

 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 3-3-1】 東海学院大学短期大学部 学則 第 10条 2項 

 

（3）3－3の改善・向上方策（将来計画） 

今後も、現状の機能を維持しながら、学長の効果的かつ適切なリーダーシップの発揮

に努めていく。 

 

3－4 コミュニケーションとガバナンス 

≪3－4の視点≫ 

3-4-① 

 

3-4-② 

3-4-③ 

法人及び大学の各管理運営機関並びに各部門の間のコミュニケーションによ

る意思決定の円滑化 

法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックによるガバナンスの機能性  

リーダーシップとボトムアップのバランスのとれた運営 

（1）3－4の自己判定 

 「基準項目 3－4を満たしている。」 

 

（2）3－4の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-4-① 法人及び大学の各管理運営機関並びに各部門の間のコミュニケーション 

     による意思決定の円滑化 

に 法人の管理運営に関わる役員については、「学校法人神谷学園寄附行為」【資料 3-4-1】 

等により、理事会に、大学より学長及び前学長、元法人本部事務局長、元大学事務局

総 務部長の 4名、評議員会では、9名の教職員（教員 6名、事務職員 3 名）が入り、

大学 の立場から意見を述べている。また、大学教学の各種委員会（全 16委員会）に

は、事 務局から関連担当職員が構成員として参加するという教職員の協同的な組織

となっており、教職員同士のコミュニケーションによる意思疎通や様々な連携が図られて

いる。  
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図 3-4-1 学園管理運営組織図 
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3-4-②  法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックによるガバナンスの機能性 

  理事会は、経営方針及び管理運営の最高意思決定機関として明確に位置づけられている。

学長は、役職者会議及び教授会とともに教学の運営について責任及び権限を有し、大学経

営と教学運営の機能分担と相互の連携のためのリーダーシップを図っている。教育・研究

の質的充実を目指すという大学の教学の方針と、経営方針とは、教学組織と教学事務組織

及び法人本部の各部署間の日常的な連絡や意思疎通を通じて相互にチェックが行われ、ガ

バナンスは適切に機能している。 

 3-4-③  リーダーシップとボトムアップのバランスのとれた運営 

  大学の教育及び研究の質的向上を恒常的に図っていくために、理事会の第１号理事でも

ある学長（副学長の補佐的機能を含む）の指揮のもとに、図 3-3-1【資料 3-4-2】に示され

る教学組織を通じて相互の連絡・報告や調整が行われる中で、学科・学部内の様々な問題

が、学科長や学部長による一次的解決、または、問題の程度に応じて委員会などの各関連

部署との協同作業による二次的解決、さらには全学的な連絡・調整、審議による解決とい

うように、学長のリーダーシップと組織のボトムアップ機能が融合したバランスのとれた

適切な教学運営が行われている。 

 

【エビデンス集・資料編】  

 【資料 3-4-1】 学校法人神谷学園寄附行為 

 【資料 3-4-2】 学校法人神谷学園組織規則 

 

（3）3－4の改善・向上方策（将来計画） 

 教学の組織の形と機能については、平成 23 年度より、トップダウンとボトムアップ

のバランスのとれた意思決定のために数回の組織改編が行われてきたが、平成 26 年度
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末には、もともと開学以来採られてきた組織に近いものに再編制され、現在はリーダー

シップとボトムアップのバランスのとれた体制について適切に機能している、今後も現

状の体制を維持していく。 

 

3－5 業務執行体制の機能性 

≪3－5の視点≫ 

3-5-① 

 

3-5-② 

3-5-③ 

権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した組織編制及び職員の配置による

業務の効果的な執行体制の確保 

業務執行の管理体制の構築とその機能性 

職員の資質・能力向上の機会の用意 

（1）3－5の自己判定 

「基準項目 3－5を満たしている。」 

 

（2）3－5の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-5-① 権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した組織編制及び職員の配置による業務

の効果的な執行体制の確保 

「東海学院大学短期大学部学則」【資料 3-5-1】に基づき、全学的な管理運営は、学長及

び副学長があたっている。学長の下に附属図書館長、事務局長、学科長を置く組織編制と

なっているが、毎月 1 回定期的に学長が議長となって、上記メンバーを構成員とする役職

者会議【資料 3-5-2】を開催し、大学の管理運営上の諸問題について協議決定を行ってい

る。また、学科会での協議や連絡事項は役職者会議で協議・検討された後、教授会で諮ら

れている。 

学長、学科長、附属図書館長その他の主要な役職者の任命については、「学校法人神谷学

園就業規則」【資料 3-5-3】、「任用規則」【資料 3-5-4】、「東海学院大学学長・東海学院大学

短期大学部学長任用規則」【資料 3-5-5】、「東海学院大学短期大学部及び東海学院大学教員

選考基準」【資料 3-5-6】、「学校法人神谷学園における専門助手に関する規則」【資料 3-5-7】

等に基づき大学の役職者会議の決議を経て行う。また、「東海学院大学短期大学部教授会規

程」【資料 3-5-8】に基づき教員が委員となる委員会が置かれ、各委員会は各々の案件や課

題について、学科から選出された教員及び関連部署の事務職員を構成員として、協議処理

している。以上のように役職者会議、教授会、学科会、各種委員会等、大学の管理運営に

関して、権限が適切に分散され、責任も明確化された効果的な執行体制を確保している。 

 

【エビデンス・資料編】 

【資料 3-5-1】 東海学院大学短期大学部学則 

【資料 3-5-2】 東海学院大学短期大学部役職者会議規程 

【資料 3-3-3】 学校法人神谷学園 就業規則 

【資料 3-5-4】 任用規則 

【資料 3-5-5】 東海学院大学学長・東海学院大学短期大学部学長任用規則 

【資料 3-5-6】 東海学院大学短期大学部及び東海学院大学教員選考基準 

【資料 3-5-7】 学校法人神谷学園における専門助手に関する規則 
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【資料 3-5-8】 東海学院大学短期大学部教授会規程 

3-5-② 業務執行の管理体制の構築とその機能性 

 法人は、大学の管理運営を適切に行うため、「学校法人神谷学園組織規則」【資料 3-5-9】、

「学校法人神谷学園文書管理規則」【資料 3-5-10】、「学校法人神谷学園文書管理細則」【資

料 3-5-11】等を定め、事務組織及び所掌事務等を適切に行っている。【資料 3-5-12】のよ

うに事務局に総務課、教務課、学生生活課、入学試験課、キャリアデザイン課、附属図書

館、保健室、学生相談室を置き、専任職員 24名、非常勤職員 6名が配置されて学生の大学

生活や教員の教育・研究について支援を行っている。 

 

【エビデンス・資料編】 

【資料 3-5-9】  学校法人神谷学園 組織規則 

【資料 3-5-10】 学校法人神谷学園文書管理規則 

【資料 3-5-11】 学校法人神谷学園文書管理細則 

【資料 3-5-12】 学校法人神谷学園 組織規則 

3-5-③ 職員の資質・能力向上の機会の用意 

職員の研修については、3 年ほどの間に大量の定年退職者と若い新人との交替により、

職員数が減ったことと、経験の浅い職員や新人が多数を占めるようになってきたため、以

前は頻繁に行われていた意見交換会や研修会というよりも、外部の事務関連業者に委託し

てのＯＪＴや勉強会が行われている。また、職員が希望すれば、資格所得や専門的知識の

習得のためのセミナーといった外部組織の主催する研修会などの参加も積極的に認めてい

る。 

 

（3）3－5の改善・向上方策（将来計画） 

事務職員の能力向上については、大学の円滑な管理運営のために極めて重要なことと

認識しており、学内外の研修参加や勉強会など、今後は一層力を注ぎたい。 

 

3－6 財務基盤と収支 

≪3－6の視点≫ 

3-6-① 

3-6-② 

中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保 

（1）3－6の自己判定 

「基準項目 3－6を満たしている。」 

 

（2）3－6の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-6-① 中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

財務の基本的な方針を「盤石な経営・財政の安定に基づく教育、研究の充実と発展」

とし、安定的な収入財源を確保する中で、わが国の社会・経済を背景とする高等教育

環境の将来や社会ニーズを見据えた特色及び教育力のある質の高い教育サービス提供

を展開していくための財政体制、財務指標数値に基づくリスクマネジメント体制の構
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築を常に実践している。中長期的な財政計画としては、毎年度 2年～8年先までの施設

設備整備計画案に対応する財源確保を中心に策定している。 

 法人の策定する中長期的な構想や「各年度の事業計画書」【資料 3-6-1】【資料 3-6-2】

【資料 3-6-3】に沿って、大学（学長、副学長、大学事務局長、課長等）が、教育研究

の充実や施設設備の維持・管理に基づき予算編成の基本方針を作成し、これを法人へ

提起するようになっている。予算編成の過程では、法人は消費収支のバランスを中心

に教学からの要望を基に法人（法人事務局長、総務課長、財務担当者）と大学との総

括的な審議を経て予算原案を作成している。予算原案は、理事長と折衝の上、最終的

に評議員会、理事会で審議し承認されるシステムに従い、適切な予算編成が行われて

いる。 

情報公開については、大学の社会的責任に基づく教育・研究の成果及び財務情報の

公開の充実を図り、関係者や社会に説明、情報発信し続けることにより本学の社会的

責任を果たし、信頼と存在価値を高めることを通じての安定的な収入確保を目指すた

め、財務諸表を大学ホームページ【資料 3-6-4】に公表している。                 

 

3-6-② 安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保 

本法人の現状は、【資料 3-6-5】【資料 3-6-6】【資料 3-6-7】に示されるように、安定し

た教育や研究の遂行のために必要かつ十分な財務の基盤を有している。帰属収支差額は、

過去 2 年間にわたり黒字である。外部負債はなく、収支のバランスは確保されている。学

園全体として収支、財政状態、資金維持、教育研究経費等の水準は健全である。 

 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 3-6-1】 平成 24 年度学校法人神谷学園事業計画書 

【資料 3-6-2】 平成 25 年度学校法人神谷学園事業計画書 

【資料 3-6-3】 平成 26 年度学校法人神谷学園事業計画書 

【資料 3-6-4】 大学ホームページ 「財務情報」 

【資料 3-6-5】 平成 24 年度学校法人神谷学園事業報告書 

【資料 3-6-6】 平成 25 年度学校法人神谷学園事業報告書 

【資料 3-6-7】 平成 26 年度学校法人神谷学園事業報告書 

 

（3）3－6の改善・向上方策（将来計画） 

今後とも、新入生の安定的な確保に努め、学生数の増加を図り、財務状況の改善や向

上に取組んでいく。科学研究費補助金等の外部資金についても、引き続き教員の研究環

境の整備を進め、確保に努めていく。 

  

3－7 会計 

≪3－7の視点≫ 

3-7-① 

3-7-② 

会計処理の適正な実施 

会計監査の体制整備と厳正な実施 
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（1）3－7の自己判定 

「基準項目 3－7を満たしている。」 

 

（2）3－7の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-7-①  会計処理の適正な実施 

予算執行については、「学校法人神谷学園経理規則」【資料 3-7-1】、「学校法人神谷学

園固定資産および物品管理規程」【資料 3-7-2】、「学校法人神谷学園資産運用管理規則」

【資料 3-7-3】、「運用管理基準：預金」【資料 3-7-4】、「運用管理基準：有価証券等」【資

料 3-7-5】に基づき原義及び決済をし、契約や発注を行っている。決算処理については、

法人監事及び監査法人による明確で厳格な監査を受けている。 

文部科学省、日本私立学校振興・共済事業団等の研修会には随時会計担当者や、内容に

よっては大学事務職員が参加して会計知識の向上に努めている。日本私立学校振興・共済

事業団、公認会計士、税理士等への問い合わせや指導・助言を受け、日常的にも適正な会

計処理の実施に努めている。 

 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 3-7-1】学校法人神谷学園経理規則 

【資料 3-7-2】学校法人神谷学園固定資産および物品管理規程 

【資料 3-7-3】学校法人神谷学園 資産運用管理規則 

【資料 3-7-4】運用管理基準：預金 

【資料 3-7-5】運用管理基準：有価証券等 

3-7-② 会計監査の体制整備と厳正な実施 

本学園は、公認会計士により会計監査を受けている。監査は 7 人の公認会計士によ

り各々年間 11日間にわたり、元帳及び帳票類等の照合、計算書類の照合、業務手続の

確認等を行っている。本学園での監査日以外でも、公認会計士との電話やデータの送

信等により、常に正確な事務処理について指導助言を受け対応している。監事は会計

監査に立ち会うとともに、監事自身による監事監査を実施し、事故防止に努めている。

公認会計士による監査及び監事の監査は適切に行われており、本学園の学校部門の計

算書類、財務諸表、及び学園の財産目録は、学校法人の財政状態及び経営状態を正し

く示している。会計処理は適正になされ、会計監査の体制は十分に整備され、厳正に

実施されていると評価する。 

 

（3）3－7の改善・向上方策（将来計画） 

公認会計士、税理士及び監事との連絡を密にして今後も適正な会計処理に努めていく。

また、事務職員の会計知識の能力向上を図っていく。 

 

［基準 3 の自己評価］ 

管理部門及び大学の管理運営体制は、「寄附行為」「学則」「東海学院大学長・東海

学院大学短期大学部学長任用規則」「組織規程」「主任教授会規程」及び「教授会規程」
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等において規定し、それに則って適切に運営されている。 

理事長及び理事は法人の職務を執行し、監事は、文部科学省が主催する監事研修会に

参加するなど、常に本学の業務状況、財務の執行状況を綿密に監視できる体制がとられ

ている。また、役職者会議、教授会は月1回開催しており、3月については卒業認定及び

入学試験結果判定等があることから2～3回開催されている。 

法人の理事・監事及び評議員については、大学教育研究活動に携わる教職員、卒業生、

その他幅広い範囲から選出している。理事及び評議員は、管理運営に対して幅広い意見

や助言を反映させ、公共性を担保している。 

 

基準 4．自己点検・評価 

4－1 自己点検・評価の適切性 

≪4－1の視点≫ 

4-1-① 

4-1-② 

4-1-③ 

大学の使命・目的に即した自主的・自律的な自己点検・評価 

自己点検・評価体制の適切性 

自己点検・評価の周期等の適切性 

（1）4－1の自己判定 

「基準項目 4－1を満たしている。」 

 

（2）4－1の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-1-① 大学の使命・目的に即した自主的・自律的な自己点検・評価 

本学は、平成3年の「短期大学設置基準の改正」に伴い平成4年5月には「東海女子短

期大学（東海学院大学短期大学部の前身）自己評価等検討委員会規程」を定め、自己

点検・評価の実施を開始した。このように本学では早い時期から教育研究水準の向上

のための組織を整備し、平成11年、14年及び平成18年に自己点検・評価報告書を作成

し大学・短大の全教職員に配付するとともに、短期大学基準協会の会員校の短大に配

付した。平成20年度の日本短期大学基準協会による第三者評価の受審のため、平成17

年度、18年度、19年度と各学科長・専攻主任・専攻科長・事務局各部長が主要メンバ

ーである「自己評価等検討委員会」を中心に問題点の抽出や改善に向けての方策が検

討され、全学の教職員が自己点検・評価をより意識することが出来る体制を確立した。

なお、平成20年度の受審の短期大学基準協会による短期大学機関別認証評価では「適

格｣認定を受けている。 

平成24年度の自己点検・評価は報告書にまとめられ、大学ホームページでも公表し

ている。また平成27(2015)年度は、公益財団法人日本高等教育評価機構による大学機

関別認証評価を4年制大学とともに受審する計画になっており、平成26年度は、『大学

機関別認証評価受審の手引き』に沿って、自己点検・評価を実施している。 

4-1-② 自己点検・評価体制の適切性 

現在、本学での大学の使命・目的に即した自主的・自律的な自己点検・評価は、「東

海学院大学短期大学部学則」の第２条に「本学は、その教育水準の向上を図り、本学

の設置目的並びに社会的使命を達成するため、本学における教育研究活動の状況につ
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いて自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。」と定め、4年制大学

とともに大学教育研究開発センターの傘下に組織された「点検・評価委員会」【資料

4-1-1】がその活動を担っている。本学では、本学の使命と目的、学科のディプロマポ

リシーを実現するための重点目標と具体的な行動計画を明確に掲げ、毎年の「年度計

画」「年度報告」をもとに自己点検・評価を行い、その結果を翌年度の「年度計画」に

反映させるなど、PDCA サイクルによって改善・改革を進めている。【資料 4-1-2】また、

「大学教育研究開発センター」傘下の「FD 委員会」は、教員の教育研究活動の向上や

能力開発を検討・実施するために活動しているが、「点検・評価委員会」と連携をとり

ながら、課題と改善策を役職者会議、教授会、各委員会等の各部門にフィードバック

し、向上を図っている。このように本学では、自己点検・評価を行う体制が整い、適

切に実施されている。 

 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 4-1-1】 東海学院大学短期大学部及び東海学院大学点検・評価委員会規程 

【資料 4-1-2】  大学ホームページ 「点検・評価」 

4-1-③ 自己点検・評価の周期等の適切性 

4-1-①で述べたように、本学は、建学の精神に基づく教育理念・目的の実現を目指

して、平成４年５月には「東海女子短期大学（東海学院大学短期大学部の前身）自己

評価等検討委員会規程」を定め、自己点検・評価の実施を開始した。そして、平成 11

年、14年及び平成 18 年に自己点検・評価報告書を作成、公表した。平成 20年度の財

団法人短期大学基準協会による第三者評価の受審のため、平成 17 年度、18 年度、19

年度と「自己評価等検討委員会」を中心に自己点検・評価のための作業が行われ、問

題点の抽出や改善に向けての方策が検討された。平成 24年度の自己点検・評価は報告

書にまとめられ、大学ホームページでも公表している。また平成 27(2015)年度は、公

益財団法人日本高等教育評価機構による短期大学機関別認証評価を 4 年制大学ととも

に受審することになっており、平成 26 年度は、『短期大学機関別認証評価受審の手引

き』に沿って、自己点検・評価を実施している。今後は毎年度報告書を作成していく

予定である。また自己点検・評価の結果は、今後とも本学ホームページから PDF ファ

イルが閲覧できるように努めていく。 

 

（3）4－1の改善・向上方策（将来計画） 

平成 27(2015)年度は、公益財団法人日本高等教育評価機構による短期大学機関別認証

評価を受審することになっており、『短期大学機関別認証評価受審の手引き』に沿って、

自己点検・評価を実施していく。また、自己点検・評価の適切性という観点からも、自

己点検・評価の実施体制について、必要に応じて適宜見直しをしていく。 

 

4－2 自己点検・評価の誠実性 

≪4－2の視点≫ 

4-2-① エビデンスに基づいた透明性の高い自己点検・評価 
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4-2-② 

4-2-③ 

現状把握のための十分な調査・データの収集と分析 

自己点検・評価の結果の学内共有と社会への公表 

（1）4－2の自己判定 

「基準項目 4－2を満たしている。」 

 

（2）4－2の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-2-① エビデンスに基づいた透明性の高い自己点検・評価 

平成 11(1999)年に第 1 回目の「自己点検・評価報告書」を刊行してから、本学の自

己点検・評価では、大学の基本データは 5 月 1 日現在で各関係部署の代表者が責任を

持って調査・作成したものを用いている。自己点検の報告書の作成時には、各項目の

ワーキンググループの責任者は根拠となる資料やエビデンスを集め、報告書を作成し

ている。このように、本学では、自己点検・評価にはエビデンスに基づいた透明性の

高い評価を行っている。 

なお、本学独自の自己点検・評価の一環として、「授業アンケート｣（40 ページ参照）

「学生生活満足度調査」「FD 活動」（48 ページ参照）「図書館活動状況」【資料 4-2-1】

「保健室、学生相談室活動状況」（43ページ参照）「キャリアデザイン活動状況」等の

年度活動報告書が年度末に作成され、役職者会議、教授会、各委員会等の各部門にフ

ィードバックし、次年度の活動での改善に反映させてきている。 

 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 4-2-1】 平成 26 年度 図書館利用状況 

4-2-② 現状把握のための十分な調査・データの収集と分析 

 昭和 38(1963)年の開学以来、本学では、教育の目的や教育課程、教員の研究は言う

までもなく入学試験、学生生活、クラブ活動、学生の就職活動の応援、保健室による

学生の心身の健康管理など、大学の使命に基づく教育目的を果たすための諸活動を遂

行し、課題があれば改善するということを定期的に行ってきた。このような課題の掘

り起こしや問題の発見は、十分な調査・データの収集と分析により可能となる。本学

では、「学生生活調査」や「授業アンケート」などの例のように、関係部署毎に現状把

握のための十分な調査やデータ収集を行っている。 

4-2-③ 自己点検・評価の結果の学内共有と社会への公表 

平成11(1999)年、14(2002)年及び平成18(2006)年に自己点検・評価報告書を作成し

大学・短大の全教職員に配付するとともに、財団法人短期大学基準協会の会員校の短

大に配付した。平成20年度の短期大学機関別認証評価の受審のため、平成17年度、18

年度、19年度と各学科長・専攻主任・専攻科長・事務局各部長等で構成される「自己

評価等検討委員会」を中心に問題点の抽出や改善に向けての方策が検討され、結果は

教授会等を通じて報告され、全学の教職員が自己点検・評価やこれに基づく課題検討

や改善の重要性を共通の意識として共有するに至った。平成20年度受審の短期大学機

関別認証評価での「適格｣認定を受けて以降、大学教育研究開発センター傘下の「点検・

評価委員会」「FD委員会」の活動を中心に自己点検・評価の展開のための取組みが進め
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られている。今後とも、継続して自己点検・評価し、公表することに努めていく。 

 

（3）4－2の改善・向上方策（将来計画） 

本学は平成 4(1992)年には、近隣の他大学に先駆けて全学的に自己点検・評価活動を

開始した。この年度に自己点検・評価の活動に必要な運営規約を制定し、実施委員会で

ある「東海女子短期大学（東海学院大学短期大学部の前身）自己評価等検討委員会」を

組織し点検、改善作業を始めて以来、一定の周期を置きながらではあるが、活動を継続

させてきた。自己点検・評価に必要な調査や資料・データの収集は各関係部署が行い事

務局総務課で取りまとめ、結果を次年度の改善に活かしているが、この作業のためには

十分な時間や調査方法の改良が必要となる。また、評価の結果の学内共有や社会への公

表のより効果的な方法も検討していかなければならない。今後も「点検・評価委員会」

と「FD 委員会」の連携により、毎年度の活動計画を綿密に立て、必要な現状把握のため

の十分な調査や資料・データの収集を行い、自己点検・評価を実施していく。また、学

内共有と社会への公表も適切に行っていく。 

 

4－3 自己点検・評価の有効性 

≪4－3の視点≫ 

4-3-① 自己点検・評価の結果の活用のための PDCAサイクルの仕組みの確立と機能性 

（1）4－3の自己判定 

「基準項目 4－3を満たしている。」 

 

（2）4－3の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 4-3-① 自己点検・評価の結果の活用のための PDCAサイクルの仕組みの確立と機能性 

 本学では、教育研究活動の改善と教育の質の向上を図っていくため、毎年度の事業

計画並びに前年度の事業報告書と自己点検に基づき、適切な調査や資料・データの収

集により現状の把握を行い、課題を発見、改善策を施策立案し、実施した施策の結果

検証と改善点の施策や再施策の立案、実施という恒常的な自己点検・評価サイクルの

仕組みを制度化、組織化し、毎年度機能させていくことを実行してきている。具体的

には、「点検・評価委員会」【資料 4-3-1】において自己点検・評価活動で見い出され

た改善や向上が必要な事項を大学教育研究開発センターに報告し、当該センターでの

審議を経て、学科や各委員会に報告し、そこで改善・対応策が検討され、結果報告と

ともに役職者会議及び教授会【資料 4-3-2】【資料 4-3-3】で審議・報告されるという

仕組みで、このように本学では、全学的な取組みとして自己点検・評価が機能してい

る。 
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本学の PDCA サイクルの捉え方 

①     改善点を踏まえた施策立案（課題提起）  

              ↓ 

 ②          施策の実施          

              ↓ 

 ③   調査・データ収集に基づく結果検証・改善策提起 

              ↓ 

 ④        施策または再施策         

 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 4-3-1】 東海学院大学短期大学部及び東海学院大学点検・評価委員会規程 

【資料 4-3-2】 東海学院大学短期大学部役職者会議規程 

【資料 4-3-3】 東海学院大学短期大学部教授会規程 

 

（3）4－3の改善・向上方策（将来計画） 

教育の質を保証し、学修成果の適切な評価を基盤としたディプロマポリシー、カリキ

ュラムポリシー、アドミッションポリシーの確立向上のために、PDCA サイクルによる教

育の改善をより一層進めていく。また、全教職員に PDCA サイクルの重要性を浸透させ、

それぞれの教育研究活動や管理運営などの大学の業務の改善や向上に繋がるように努

めていく。 

 

［基準 4 の自己評価］ 

本学では、教育研究活動の質の保証と改善を図るために、本学の使命・目的に即した

自主的な自己点検・評価を実施する体制を整備して、周期的に適切に実施しており、自

らの点検・評価の結果を教育研究の改善や向上に繋げるPDCAサイクルの仕組みは有効に

機能している。 

現状把握のための必要な調査や資料、データの収集は適切に行い、これをもとに主に

認証機関による設定基準項目に沿って点検・評価を行い、課題や問題の発見と改善策の

立案、実施を行っている。また自己点検・評価の結果は、今後とも本学ホームページか

らPDFファイルが閲覧できるように努めていく。 

大学の教育の質の向上のための恒常的な自主的点検と改善の促進の必要性を、全学の

教職員が共通の意識をもって理解し、関連の情報を共有することに努めてきた。このよ

うに、基準項目4-1～4-3の自己判定に基づき、基準4を満たしている。 

 

Ⅳ．大学が使命・目的に基づいて独自に設定した基準による自己評価 

基準 A．社会連携 

A－1 大学が持っている物的・人的資源の社会への提供 

≪A－1の視点≫ 

A-1-① 大学施設の開放、公開講座、リフレッシュ教育など、大学が持っている物的・

人的資源の社会への提供 
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（1）A－1の自己判定 

基準項目 A－1を満たしている。 

 

（2）A－1の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

A－1 大学が持っている物的・人的資源の社会への提供 

 A-1-① 教育研究活動を通じた大学が持っている物的・人的資源の社会への提供 

東海学院大学短期大学部の使命・目的は、「広く知識を授け深く専門の学術を教授研

究して、国際的視野を備えた社会性および創造性と行動力豊かな人材を育成する」こ

とである。大学は高等教育機関として次代の発展を担う若者を育成する責務を持つが、

近年では、社会のグローバル化や高等教育のユニバーサル化によって、社会からは即

戦力となる者が求められ、学生からは個々の興味や希望する職業に即応する教育が期

待されるようになった。本学はこうした状況に鑑みて、「建学の精神および確固とした

専門知識を身に付けた人材を育成すること」を教育の基本理念とし、これを達成する

ための教育内容、教育環境の整備に努めてきている。また一方で、短期大学の教育の

使命として、地域社会と連携した教育関連の活動がある。地方に存立する本学として、

開学以来「生涯学習教育」「公開講座」「あそびの森」など、積極的な活動を展開して

きており、短大ならではの地域社会に密着した様々な教育に関連する活動を計画し、

人材育成のほか、地域住民、企業、行政との連携を図り、地域社会の発展のために努

めてきている。 

このように、本学は、大学の施設の開放、公開講座、リフレッシュ教育など、大学

が持っている物的・人的資源の社会への提供を大学の重要な責務と捉え、公開講座委

員会をこの地域の大学としては最も早い時期である平成 5(1993)年に設置した。毎年多

数の公開講座を開講して、多くの聴講者を無料で受け入れ、生涯学習の観点から社会

的活動に本格的に取り組み始めた。その後、地域社会のニーズに応えるための活動組

織を編成してきたが、現在、本学の物的・人的資源の社会への提供のための活動は、

大きく二つの組織が中心となって展開されている。第一は、併設の 4年制大学と一体

となって行われている公開講座、第二に、社会に強く求められている子育て支援業務

の一翼を担うための子育て支援事業「あそびの森」の活動である。以下に「あそびの

森」の活動について記述する。 

○子育て支援プログラム「あそびの森」 

幼児教育学科（平成 25 年までは児童教育学科）では、平成 15(2003)年度から地

域との共生をテーマとして、短期大学の理念・特性を生かした子育て支援のあり方

と、支援業務をいかに学生育成に繋げるかについて試行錯誤を試み、平成 16(2004)

年度の後期より、子育て支援教育プログラム「あそびの森」を開設し、広く地域の

親子に開放することになった。「あそびの森」の活動は、プログラム開始から本年度

で 11年目となり、この間の利用者は延べ 2万人を超し、子育て支援活動に積極的に

取り組む本学の姿勢を強く地域社会に示している。 

 

○「あそびの森」の概要 

この子育て支援プログラム「あそびの森」の特色は、本学の保育実習室を核とし
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て、毎月第 2 土曜日もしくは第 4 土曜日に、未就学児（原則）とその親に遊びのプ

ログラムを提供し、その支援には授業の一環として学生が行うところにある。学生

が、親と子に関わる実践的体験を積む中で、自然に人間的成長を遂げ、さらに、地

域の子育て支援にも貢献できる内容となっている。「あそびの森」の理念は、「子育

ち親育ち・学生の心の育成」である。すなわち、「親は子と遊びを共有することで、

その心を深く理解し親自身も成長を遂げることが出来る。また、子どもは親と遊び

ながら温かさや優しさを感じ、人やものと触れ合って遊ぶ楽しさを知り、豊かに心

を耕す。さらに、学生も遊びの支援を通して、実習では経験が出来ない、親と子の

繋がりを間近に体験する。」ということであり、こういった教育方法は、子育て支援

に関する社会貢献のみならず、学生の心の育成に良い影響を与え、学是に即した保

育者・教育者としての有為な人材育成に大きく寄与している。 

「あそびの森」のコンセプト 

 

 

 

 

           

                

 

           

図 A-1-1 「子育ち・親育ち・学生の心の育成」 

○「あそびの森」の実施について 

開設当時、プログラムの実施にあたって、遊びの支援などに関わるボランティア

の学生は、幼児教育専攻学生全員とした。実施に関わる業務を円滑に行えるように、

プログラムの内容についての講義を、幼児教育専攻の特色となっている一年半に渡

るゼミ（総合演習・保育ゼミⅠ・保育ゼミⅡ）の中に組み込んだ。ここで学んだ子

どもや保護者に対する言葉掛けや援助のあり方を「あそびの森」で生かすことにな

る。そのほか実施の準備段階として、出席カードや保育実習室を遊びの場として子

どもが活動しやすいようにするための危険防止の工夫、室内装飾なども、ゼミの学

生が製作した。さらに、乳児のための託児室「おねむさんのへや」、子ども用トイレ

なども保育実習室に隣接して設け、遊びの間の託児や授乳などに対応できるように

施設を整えた。 

「あそびの森」のプログラムのテーマは各ゼミの教員が中心となって担当し、未

就学児が親と一緒に遊びを楽しめることを考慮するとともに、造形遊びやリズム遊

び、運動遊びから絵本の読み語りなど多彩な内容になるように心掛けた。実施にあ

たっては、学生が準備や当日の受付・案内・託児ならびに遊びの援助を行っていた。 

開設初年度にあたる平成 16(2004)年度の後期プログラムは、10 月 30 日（土）の

オープニングイベントから始まり、全７プログラムを実施した。その他、地元幼稚

あそびの森 地域との共生 

学生の心の育成 

子育て支援 

実践的教育 
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園 2園が参加した特別イベント「あそびの交流」も行い、初年度にもかかわらず延

べ 409名の参加者に遊びを提供することができた。また平成 17(2005)年度のプログ

ラムから「子育てに関する懇話会」を企画し、子育て相談の場をも提供した。さら

に子育て支援を全学的に取り組む第一歩として、食物栄養学科（現在は東海学院大

学健康福祉学部管理栄養学科）と提携したプログラムを実施し、食育の面からも子

育て支援に取り組み、年毎に発展的変貌を試みている。 

○「あそびの森」の実施状況 

開設以来「あそびの森」は、地元幼稚園間の交流会の開催、食育面の子育て支援

活動として食物栄養学科(現在は東海学院大学健康福祉学部管理栄養学科)との共

同プログラムの実施、保護者対象の子育て相談の場「子育て懇話会」、幼稚園・保

育所や福祉関係のイベント等での公演「ペープサート劇を観る会」(出張「あそび

の森」)、総合演習での地域連携行事(ボランティア学生の派遣と活動)、異文化交

流をテーマにした東海学院大学短期大学部生涯学習センターとの共同事業「ブラジ

ル人親子遊び」、卒業生ならびに地域の保育士･幼稚園教諭等の現職者を対象にした

「保育を語る会」を順次加え、年々発展的変貌をとげ、参加者の多様なニーズに応

えながら、その内容を充実化させている。平成 17(2005)年度以降、予想を超える参

加申し込みがあり、希望に応えるためプログラムを午前・午後の２度にわたって実

施した年度もある。これらの取り組みの、大学が持っている物的・人的資源の社会

への提供についての成果は、ここ数年、2 千人を超える参加者の数から見ても確証

されていると考える。また、平成 21（2009）年度からは、東海学院大学子ども発達

学科との共同運営となり、更なる発展の可能性が広がりつつある。 

なお、「あそびの森」の情報は、東海学院大学ならびに短期大学部のホームペー

ジに公開しており，また新聞紙上でも取り上げられており、本学の取り組みは広く

社会に周知されている。【資料 A-1-1】【資料 A-1-2】【資料 A-1-3】 

参考資料として、平成24～26年度あそびの森延べ参加者数を、以下の表A-1-1に

示す。 

表A-1-1 平成24～26年度あそびの森参加者数 

  H24 年度 H25 年度 H26 年度 

計画回数 12  11  10  

実施回数 12  9  10  

        

総参加家族数（組） 556  353  294  

総参加保護者数（人） 599  370  337  

総参加子ども数（人） 895  625  493  

各回平均参加家族数（組） 46.3  39.2  29.4  

各回平均参加保護者数（人） 49.9  41.1  33.7  

各回平均参加子ども数（人） 74.6  69.4  49.3  
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【エビデンス集 資料編】 

【資料A-1-1】 平成24年度「あそびの森」プログラム一覧  

【資料A-1-2】 平成25年度「あそびの森」プログラム一覧 

【資料A-1-3】 平成26年度「あそびの森」プログラム一覧 

○東海えほんの森 

平成 22(2010)年 12 月、本学図書館の特色づくりの一環として、絵本関連コレク

ションを充実させ、学外利用者の促進を図り、図書館を通して積極的に社会貢献活

動に参加する方針が打ち出された。また、図書館の地域開放促進目的をさらに押し

進める観点から、平成 23(2011)年度より日曜日開館を実施する運びとなった。さら

に、同年、岐阜県各務原市年間事業の一環として始められた｢本の街かかみがはら｣

構想計画について本学図書館への協力依頼があり、｢絵本ライブ｣｢絵本の読み聞か

せ｣等の諸企画について本学図書館を拠点の一つとする要請を受けた。こうした要

請について検討した結果、本学図書館内に｢絵本に関する施設：絵本ミュージアム｣

を開設することとなった。 

図書館内設置予定の｢絵本に関する施設｣の名称については、大学名称の一部であ

る｢東海｣、絵本専門施設であることと対象が乳幼児であることからひらがなで｢え

ほん｣、学内にあそびを中心として地域開放している｢あそびの森｣が運営されてい

たことから｢森｣という三つの単語を統合させて｢東海えほんの森｣と命名した。現在、

しかけ絵本を含む絵本・大型絵本・紙芝居等約 1,700 点を所蔵している。 

開設のコンセプトとしては、地域在住の乳幼児と保護者、近郊幼稚園・保育園の

園児に｢絵本に親しむ場｣｢交流の場｣の提供、本学幼児教育学科（開設当時は児童教

育学科）及び 4 年制大学の子ども発達学科の学生に対して｢教育実践の場｣を利用提

供することとした。その他、本学附属幼稚園、各務原市、公共図書館との連携も図

ることとした。なお、諸々の企画については、幼児教育を学ぶ学生と担当教員、学

生ボランティアへの協力態勢を整えることとなった。平成 23(2011)年 10 月 22日東

海祭当日、｢東海えほんの森｣開設を祝してオープニングセレモニーを行い、11月 5

日より利用開始となった。その後、図書館主催イベントや、保育士、学生・教員、

附属幼稚園との連携による催し物を毎年開催している。 

   

その他、各務原市との連携として｢各務原ふれあいバス｣車内への附属幼稚園児の

絵画展示も行った。ラジオ・ＴＶ・広報誌・フリーペーパー等の広報により徐々に

周知され、入室者数、貸出数共に年々増加傾向にあった。室内にはシンボルツリー、

きのこの椅子、葉っぱ型の机と椅子、天井には空に浮かぶ雲が描かれているほか、

授乳コーナーやおむつ交換台も設置されている。利用者からは『１日中安心してく
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つろげる空間』であるとして好評を得ている。なお、平成 26年度は、4年制大学の

メディカル・プログラムに沿った教育課程及び教育内容の充実化（学生の図書館使

用体制の強化）や本館校舎の耐震補強工事のため、「東海えほんの森」活動は、例

年に比べて小さなものとなったが、平成 27 年度からは、担当教職員や学科の学生

を中心に、より積極的な活動に広げていく。【資料 A-1-4】【資料 A-1-5】【資料 A-1-6】 

 

【エビデンス集 資料編】 

【資料 A-1-4】 平成 24 年度「東海えほんの森」活動報告 

 【資料 A-1-5】 平成 25 年度「東海えほんの森」活動報告 

 【資料 A-1-6】 平成 26年度「東海えほんの森」活動報告 
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【資料 1-3-8】 東海学院大学短期大学部学則 第 42 条、43 条 資料 F-3と同じ 

   

基準 2．学修と教授 

基準項目 
備考 

コード 該当する資料名及び該当ページ 

2-1．学生の受入れ 

【資料 2-1-1】 大学説明会配布資料  

【資料 2-1-2】 
大学ホームページ 「東海学院大学短期大学部の教育理念と学

科の教育方針」 
資料 1-1-2 と同じ 

【資料 2-1-3】 平成 27 年度入学試験要項  資料 F-4と同じ 

【資料 2-1-4】 
東海学院大学短期大学部及び東海学院大学入学試験委員会規

程 
 

【資料 2-1-5】 東海学院大学短期大学部入学試験実施委員会規程  

【資料 2-1-6】 東海学院大学短期大学部入学試験教科委員会規程  

【資料 2-1-7】 平成 27 年度入学試験要項 資料 F-4と同じ 

   

2-2．教育課程及び教授方法  

【資料 2-2-1】 
東海学院大学短期大学部学則 第 3 条、5条、別表第 1、第 2、

第 3 
資料 F-3と同じ 

【資料 2-2-2】 履修のてびき 7～10ページ、3 ページ 資料 F-5と同じ 

【資料 2-2-3】 東海学院大学・東海学院大学短期大学部シラバス作成要項  

 
  

2-3．学修及び授業の支援 

【資料 2-3-1】 東海学院大学短期大学部及び東海学院大学保健センター規程  

【資料 2-3-2】 人権委員会規程  

【資料 2-3-3】 
東海学院大学短期大学部及び東海学院大学学生生活委員会規

程 
 

【資料 2-3-4】 学生相談室に関する資料  

【資料 2-3-5】 入学前教育実施要項  

【資料 2-3-6】 学科ガイダンス日程、配布資料等  

【資料 2-3-7】 履修のてびき 資料 F-5と同じ 

【資料 2-3-8】 大学ホームページ 「オフィスアワー」  

【資料 2-3-9】 保護者教育相談会資料  

   

2-4．単位認定、卒業・修了認定等 

【資料 2-4-1】 
東海学院大学短期大学部学則 第 15 条、42 条、28条、29条、

30 条、31条、50条 
資料 F-3と同じ 
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【資料 2-4-2】 東海学院大学短期大学部 履修規則  

【資料 2-4-3】 
東海学院大学短期大学部及び東海学院大学教育研究開発セン

ター規程 
 

 
  

2-5．キャリアガイダンス 

【資料 2-5-1】 
東海学院大学短期大学部及び東海学院大学キャリア・デザイン

委員会規程 
 

   

2-6．教育目的の達成状況の評価とフィードバック 

【資料 2-6-1】 
平成 27 年度 ＦＤとしての「学内一般公開型授業相互参観」

推進 教育研究開発センター 
 

【資料 2-6-2】 相互授業参観ＦＤシート  

   

2-7．学生サービス 

【資料 2-7-1】 
東海学院大学短期大学部及び東海学院大学学生生活委員会規

程 
資料 2-3-3 と同じ 

【資料 2-7-2】 学生支援センター規則  

【資料 2-7-3】 東海学院大学短期大学部及び東海学院大学保健センター規程 資料 2-3-1 と同じ 

【資料 2-7-4】 平成 27 年度入学試験要項 資料 F-4と同じ 

【資料 2-7-5】 
東海学院大学短期大学部及び東海学院大学授業料免除及び徴

収猶予規則 
 

   

2-8．教員の配置・職能開発等 

【資料 2-8-1】 
東海学院大学短期大学部学則 第 32 条、33条、60 条、60条第

2 項 
資料 F-3と同じ 

【資料 2-8-2】 任用規則  

【資料 2-8-3】 東海学院大学短期大学部及び東海学院大学教員選考基準  

【資料 2-8-4】 東海学院大学短期大学部役職者会議規程 資料 1-2-3 と同じ 

【資料 2-8-5】 東海学院大学短期大学部教授会規程 資料 1-2-4 と同じ 

【資料 2-8-6】 学校法人神谷学園大学教員等の雇用期間に関する規則  

【資料 2-8-7】 
学校法人神谷学園大学教員等の任期に関する規程の運用に関

わる細則 
 

【資料 2-8-8】 履修のてびき 7ページ 資料 F-5と同じ 

   

2-9．教育環境の整備 

【資料 2-9-1】 防災訓練に関する資料  

【資料 2-9-2】 体育施設に関する資料  

   

   

   

基準 3．経営・管理と財務 

基準項目 
備考 

コード 該当する資料名及び該当ページ 

3-1．経営の規律と誠実性 

【資料 3-1-1】 学校法人神谷学園寄附行為 資料 F-1と同じ 

【資料 3-1-2】 学校法人神谷学園 理事会会議規則  

【資料 3-1-3】 学校法人神谷学園 組織規則  

【資料 3-1-4】 学校法人神谷学園運営協議会規則  

【資料 3-1-5】 東海学院大学短期大学部 学則 資料 F-3と同じ 

【資料 3-1-6】 東海学院大学短期大学部役職者会議規程 資料 1-2-3 と同じ 
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【資料 3-1-7】 東海学院大学短期大学部教授会規程 資料 1-2-4 と同じ 

【資料 3-1-8】 平成 24 年度学校法人神谷学園事業計画書 資料 F-6と同じ 

【資料 3-1-9】 平成 25 年度学校法人神谷学園事業計画書 資料 F-6と同じ 

【資料 3-1-10】 平成 26 年度学校法人神谷学園事業計画書 資料 F-6と同じ 

【資料 3-1-11】 学校法人神谷学園 寄附行為実施規則  

【資料 3-1-12】 学校法人神谷学園 就業規則  

【資料 3-1-13】 
東海学院大学短期大学部及び東海学院大学研究倫理委員会規

程 
 

【資料 3-1-14】 学校法人神谷学園研究費不正使用防止計画推進室設置要項  

【資料 3-1-15】 学校法人神谷学園公益通報に関する規程  

【資料 3-1-16】 
学校法人神谷学園東海学院大学・同短期大学部における個人情

報の取扱いについて 
 

【資料 3-1-17】 
学校法人神谷学園 セクシュアル・ハラスメントの防止に関す

る細則 
 

【資料 3-1-18】 学校法人神谷学園 危機管理規則  

【資料 3-1-19】 学校法人神谷学園防災管理規則  

【資料 3-1-20-①】 大学ホームページ 「情報公開」  

【資料 3-1-20-②】 大学ホームページ 「財務情報」  

   

3-2．理事会の機能  

【資料 3-2-1】 
学校法人神谷学園寄附行為 第 16条、12条、19条、21条、22

条、23 条 
資料 F-1と同じ 

 
  

 
  

3-3．短期大学の意思決定の仕組み及び学長のリーダーシップ 

【資料 3-3-1】 東海学院大学短期大学部学則 第 10条 2 項 資料 F-3と同じ 

 
  

 
  

 
  

3-4．コミュニケーションとガバナンス 

【資料 3-4-1】 学校法人神谷学園寄附行為 資料 F-1と同じ 

【資料 3-4-2】 学校法人神谷学園 組織規則 資料 3-1-3 と同じ 

 
  

 
  

 
  

3-5．業務執行体制の機能性 

【資料 3-5-1】 東海学院大学短期大学部 学則 資料 F-3と同じ 

【資料 3-5-2】 東海学院大学短期大学部役職者会議規程 資料 1-2-3 と同じ 

【資料 3-5-3】 学校法人神谷学園 就業規則 資料 3-1-12 と同じ 

【資料 3-5-4】 任用規則 資料 2-8-2 と同じ 

【資料 3-5-5】 東海学院大学学長・東海学院大学短期大学部学長任用規則  

【資料 3-5-6】 東海学院大学短期大学部及び東海学院大学教員選考基準 資料 2-8-3 と同じ 

【資料 3-5-7】 学校法人神谷学園における専門助手に関する規則  

【資料 3-5-8】 東海学院大学短期大学部教授会規程 資料 1-2-4 と同じ 

【資料 3-5-9】 学校法人神谷学園 組織規則 資料 3-1-3 と同じ 

【資料 3-5-10】 学校法人神谷学園文書管理規則  

【資料 3-5-11】 学校法人神谷学園文書管理細則  

【資料 3-5-12】 学校法人神谷学園 組織規則  
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3-6．財務基盤と収支 

【資料 3-6-1】 平成 24 年度学校法人神谷学園度事業計画書 資料 F-6と同じ 

【資料 3-6-2】 平成 25 年度学校法人神谷学園度事業計画書 資料 F-6と同じ 

【資料 3-6-3】 平成 26 年度学校法人神谷学園度事業計画書 資料 F-6と同じ 

【資料 3-6-4】 大学ホームページ 「財務情報」 資料 3-1-20-②と同じ 

【資料 3-6-5】 平成 24 年度学校法人神谷学園事業報告書 資料 F-7と同じ 

【資料 3-6-6】 平成 25 年度学校法人神谷学園事業報告書 資料 F-7と同じ 

【資料 3-6-7】 平成 26 年度学校法人神谷学園事業報告書 資料 F-7と同じ 

   

3-7．会計 

【資料 3-7-1】 学校法人神谷学園経理規則  

【資料 3-7-2】 学校法人神谷学園固定資産および物品管理規程  

【資料 3-7-3】 学校法人神谷学園 資産運用管理規則  

【資料 3-7-4】 運用管理基準：預金  

【資料 3-7-5】 運用管理基準：有価証券等  

   

基準 4．自己点検・評価 

基準項目 
備考 

コード 該当する資料名及び該当ページ 

4-1．自己点検・評価の適切性 

【資料 4-1-1】 
東海学院大学短期大学部及び東海学院大学点検・評価委員会規

程 
 

【資料 4-1-2】 大学ホームページ 「点検・評価」  

 
  

 
  

 
  

4-2．自己点検・評価の誠実性 

【資料 4-2-1】 平成 26 年度 図書館利用状況  

 
  

 
  

4-3．自己点検・評価の有効性 

【資料 4-3-1】 
東海学院大学短期大学部及び東海学院大学点検・評価委員会規

程 
資料 4-1-1 と同じ 

【資料 4-3-2】 東海学院大学短期大学部役職者会議規程 資料 1-2-3 と同じ 

【資料 4-3-3】 東海学院大学短期大学部教授会規程 資料 1-2-4 と同じ 

基準 A．社会連携 

基準項目 
備考 

コード 該当する資料名及び該当ページ 

A-1．大学が持っている物的・人的資源の社会への提供 

【資料 A-1-1】 平成 24 年度「あそびの森」プログラム一覧   

【資料 A-1-2】 平成 25 年度「あそびの森」プログラム一覧  

【資料 A-1-3】 平成 26 年度「あそびの森」プログラム一覧  

【資料 A-1-4】 平成 24 年度「東海えほんの森」活動報告  

【資料 A-1-5】 平成 25 年度「東海えほんの森」活動報告   

【資料 A-1-6】 平成 26 年度「東海えほんの森」活動報告  

・   

※必要に応じて、記入欄を追加・削除すること。 
 


	学生からの意見や要請等については、教務委員会とFD委員会の連携のもとに実施される授業評価アンケートや学生意見箱、年2回行われる学生総会などから寄せられたものを、教務課、学生生活課など委員会及び関連部署で検討し、その都度回答し、改善を図っている。またこの経過は役職者会議及び教授会に報告されている。授業評価アンケートは、平成20(2008)年度後期からは全授業科目について実施しており、結果を公表している。また公表の際には、教員が学生の意見に対して回答等を示せるようにしている。

