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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．建学の精神・短期大学の基本理念 

東海学院大学短期大学部(以下、「本学」という。)の建学の精神は、「国際的視野を

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、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見

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 か国を歴訪した際、

女性が自立して社会で生き生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、このような建学の精神を打ち立てたのである。

本学は開学以来この精神を堅持しつつ、平成 20(2008)年の男女共学化に伴って校名を東

海学院大学短期大学部と変更し、今日に至っている。 

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、建学の精神及び確固とした専門知識・技能を

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．短期大学の使命・目的 

短期大学は、「専門の学芸を教授し、職業又は実際生活に必要な能力を育成するととも

に、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養する」(「短期大学

設置基準」)ことが求められる。 

平成 20(2008)年 4 月、本学は 45 年にわたる高等教育の歴史を受け継ぎ、建学の精神

を堅持しつつ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始め、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「女性の育成」から「教養人の育成」

としたが、基本理念は変わらず受け継いでいる。 

その一方で、短期大学の新たな未来を築くために教育課程の質的転換に取り組み、「専

門知識として持つだけでなく、それが実際に社会で役立つための教育」と「社会への適

応力や実践力が身につく教養教育」の徹底という目標に向け、「生涯学び続け、主体的に

考える力を育成する大学」づくりに全学を挙げて努めてきた(「2018 年度事業報告書」)
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【資料 F-7】。本学は幼稚園教諭及び保育士養成課程を持つ短期大学として、社会から専

門知識・技能と実践力を備えた教育者・保育者を養成することが期待されてきた。近年、

保育分野における人材不足の現状からその期待はかつてないほど高まっており、即戦力

を備えた人材の確保が幼児教育・保育現場における喫緊の課題になっている。本学では

建学の精神と基本理念を踏まえつつ、社会の要請に応え使命を果たすべく、教育内容、

教育環境の整備に取組んでいる。 

 

３．短期大学の個性・特色等 

本学は岐阜県下初の私立短期大学として開学し、55 年余の高等教育の実績を有する。

この間、3 万人を超える卒業生を輩出し、その多くが教育・保育の分野で活躍してきた。

伝統に裏打ちされた、地域に貢献する高等教育への信頼により、岐阜県内出身の入学者

が 9 割強を占める。本学は幼児教育学科 1 学科の単科の短期大学であり、入学から卒業

までのきめ細かい支援が担任を中心に、学科の教員や授業担当教員、職員によって行わ

れている。その結果、就職を希望する学生の就職内定率は 6 年連続で 100 パーセントと

なった。 

また、少人数での教育が可能となる環境を生かし、実践力育成を重視した教育課程が

本学の特色の一つと言える。多くの授業で実践的内容を含んだ授業を計画・展開し、実

際に子どもたちを招いて行う発表の場が年間を通じて設けられているのに加え、学内外

での様々なイベントや子育て支援活動への参加の機会が用意され、学生の主体的な参加

を促している。 

本学では、保育現場で求められる、即戦力となる専門性を持った保育者を養成するた

め、保育士養成課程カリキュラムにおける選択必修科目を中心に、「子ども医療・心理」

「子どもスポーツ」「子ども音楽」「子ども造形」という四つの「学びの柱」を用意して

いる。学生はそれぞれの興味・関心に合わせて授業を選択、学修を深めて自分の得意の

分野とすることが可能である。平成 30(2018)年度から始まった長期履修制度も、本学の

特色の一つである。岐阜県・愛知県の保育系短期大学に多く見られる 3 年間で 2 年の課

程を修める制度で、幼稚園教諭二種免許状と保育士資格については原則午前中の授業の

みで取得が可能である(実習を除く)。ライフスタイルに合わせて時間を有意義に使い、

仕事やアルバイト等と学業の両立が可能となっている。 

更に本学では、幼稚園教諭二種免許状と保育士資格の取得以外にも、意欲のある学生

を多方面から支援していくために、上級秘書士(メディカル秘書)・こども音楽療育士・

ピアヘルパー・レクリエーションインストラクター等の資格を取得することができる。

令和 2(2020)年度入学生からは「准学校心理士」「認定病児保育スペシャリスト(アカデ

ミック)」資格の導入も決定しており、併設の四年制大学(以下、「大学」という。)が目

指す地域医療への貢献にもつながるものとして期待されている。 
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Ⅱ．沿革と現況 

1．本学の沿革 

 

 本学の沿革は、以下のとおりである。 

昭和 36 年 11 月 学校法人神谷学園の設立が認可された。 

昭和 38 年 1 月 東海女子短期大学の設立が認可され、家政科(入学定員 50 名)が設置

された。 

昭和 39 年 1 月 家政科第２部(入学定員50名)が増設認可された。 

昭和 39 年 3 月 家政科第１部を被服専修(30名)、食物専修(20名)に分離した。食物

専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 被服専修を被服課程、食物専修課程を食物専攻課程に名称変更し、

家政科第１部(入学定員50名→80名)を被服専攻課程(30名→45名)、

食物専攻課程(20名→35名)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。 

被服専攻課程(45名→50名)、食物専攻栄養課程(35名→130名 栄養

士100名・食物30名)の定員増が認可された。 

昭和 41 年 3 月 英文科第１部・第２部が中学校教諭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 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

更許可された。 

学科  旧専攻課程名 新専攻課程名  旧定員  新定員 

家政科第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 家政科第１部・第２部、英文科第１部・第２部及び初等教育科が司

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名)、

幼児教育専攻(50名)とする専攻分離、定員増が認可された。 

昭和 49 年 1 月 初等教育専攻が小学校教諭２級・幼稚園教諭２級の各普通免許状、

幼児教育専攻が幼稚園教諭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。 
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昭和 54 年 8 月 米国ニューヨーク州立ファッション工科大学(FASHION INSTITUTE 

OF TECHNOLOGY,U.S.A.)と姉妹大学の盟約を締結した。 

昭和 59 年 12 月 家政学科第２部の廃止が認可された。 

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

平成 6 年 5 月 東海女子大学・東海女子短期大学附属図書館が竣工した。 

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

変更することが許可された。 

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

更許可された。 

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。 

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日に開設認可された。 

学科      専攻    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

更することが許可された。 

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。 

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した。生活学科食物栄

養専攻を食物栄養学科に名称変更し、生活学科の臨定を廃止した。 

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

認可された。 

平成 15 年 3 月 生活科学専攻科を廃止した。 

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。 
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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。 

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 11 月 ７号館５階に保育実習室「あそびの森」が竣工した。 

平成 17 年 10 月 学校教育法の改正により、短期大学卒業生に対して「短期大学士」

の学位が与えられることになった。 

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 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、共学とした。 

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。 

平成 21 年 3 月 財団法人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 専攻科福祉専攻を廃止した。 

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が承認された。(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し、ジュニアスポーツ教育専

攻(入学定員50名)を設置した。 

平成 23 年 10 月 附属図書館に「東海えほんの森」が竣工した。 

平成 23 年 11 月 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(入学定員150名)を設置し

た。 

平成 27 年 4 月 岐阜新聞社と包括的な連携・協力に関する協定を締結した。 

平成 28 年 3 月 公益財団法人日本高等教育評価機構における短期大学機関別認証評

価の結果、短期大学評価基準に適合していると認定された。 

平成 30 年 4 月 ３年LaLa長期履修制度を開設した。 

平成 31 年 1 月 幼児教育学科の入学定員を平成31年4月より変更することが許可さ

れた(150名→100名)。 
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平成 31 年 4 月 

 

令和元年 7 月 

・5号館1階の学生食堂を閉鎖し、7号館1階に新学生食堂La Sauté 

Tokaiをリニューアルオープンした。 

・テニスコートをテニスコート兼多用途グラウンドに改修した。 

令和 2 年 3 月 ・7号館5階に「TG danse studio goût」が竣工した。 

・7号館5階に模擬保育室「あそびの森」を移転した。 

 

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    岐阜県各務原市那加桐野町 2 丁目 43 番地 

 

・学科構成   幼児教育学科 

 

・学生数、教員数、職員数(令和 2 月 5 月 1 日現在) 

 

【学科の学生数】 

学科名 収容定員数 入学者数 在学者数 

幼児教育学科 200 72 116 

 

【教員数】 

学科名 専任教員数 

幼児教育学科 15 

  ＊授業を担当しない教員及び助手を除く 

 

【職員数】 

職種 職員数 

正職員 4 

その他 3 

(合計)     10   
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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設定 

1-1-① 意味・内容の具体性と明確性 

1-1-② 簡潔な文章化 

1-1-③ 個性・特色の明示 

1-1-④ 変化への対応 

 

(1)1－1 の説明 

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 か国歴訪の際、

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

の育成を理念に揚げ、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。 

 

【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 1 条 第 4 条 学生便覧 p17 

 

1-1-② 簡潔な文章化 

本学は、教育基本法及び学校教育法の精神に則り、広く深い知識と教養を授けるとと

もに、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 1 条に

「国際的視野を備えた創造性と行動力豊かな教養人を育成する」【資料 1-1-2】と示す建

学の精神に基づき、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。 
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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 4 条【資料 1-1-3】に「幼児

教育学科は、乳幼児期の子どもの豊かな心と健やかな体の成長・発達について専門的知

識と技能を有し、子どもの成長・発達や子どもを取り巻く社会の変化に主体的に対応で

きる実践力をもった人材の養成を目的とする。」と具体的に簡潔な文章で定め、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 1-1-2】 東海学院大学短期大学部学則 

【資料 1-1-3】 東海学院大学短期大学部学則 

 

1-1-③ 個性・特色の明示 

岐阜県下初の私立短期大学として開学し、55 年余の高等教育の実績を有する本学は、

教育・保育の分野で活躍する多くの卒業生を輩出してきた。幼児教育学科 1 学科の単科

の短期大学として、少人数教育による実践力の育成、担任を中心としたきめ細かい支援、

高い就職内定率、専門性を持った保育者を養成するための四つの「学びの柱」(「子ども

医療・心理」「子どもスポーツ」「子ども音楽」「子ども造形」)、長期履修制度、幼保以

外のプラスアルファの資格の豊富さ等、その特色と個性については、本学ホームページ

【資料 1-1-4】、大学案内【資料 1-1-5】「履修のてびき」【資料 1-1-6】等に明示し、入

試説明会【資料 1-1-7】、オープンキャンパス【資料 1-1-8】等の様々な機会・方法によ

り学内外に広報している。 

 

【エビデンス集(資料編)】 

【資料 1-1-4】 東海学院大学短期大学部ホームページ(https://tokaigakuin-u.ac.jp) 

【資料 1-1-5】 東海学院大学短期大学部 幼児教育学科 STORY BOOK 

【資料 1-1-6】 令和 2 年度東海学院大学短期大学部 履修のてびき 

【資料 1-1-7】 入試説明会資料 

【資料 1-1-8】 オープンキャンパス案内 

 

1-1-④ 変化への対応 

本学は、少子化や四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、平成 19(2007)年、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 学科を四年制に改組、コミュニケーション学科を募集停止した。平成 20(2008)

年度には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が、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)
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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、建学の精神を

根幹としながら、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とする「幼児教育学科」1 学科設置での体制が始まった。

その後、入学者数の減少と社会情勢に鑑み、平成 30(2018)年度から長期履修制度を利用

した 3 年間での履修を可能とし、平成 31(2019)年度には入学定員 100 名への見直しを実

施した。 

 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てい

るが、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、三つのポ

リシーの点検は毎年実施しており、学科会【資料 1-1-9】・教務委員会【資料 1-1-10】・

教育研究開発センターでの議論を経て、役職者会議【資料 1-1-11】及び教授会【資料

1-1-12】で審議・承認され、見直し等がなされている。 

 

【エビデンス集(資料編)】 

【資料 1-1-9】 学科会議事録 

【資料 1-1-10】 東海学院大学短期大学部及び東海学院大学教務委員会規程 

【資料 1-1-11】 東海学院大学短期大学部役職者会議規程 

【資料 1-1-12】 東海学院大学短期大学部教授会規程 

 

(2)1－1 の改善・向上方策(将来計画) 

本学では、使命・目的及び教育目的について、創立者の建学の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いる。社会のグローバル化は多様性をもたらし、

急速な情報化や技術革新は人間生活そのものを変化させつつある。こうした社会的変化

の中で、今後も創立当時の建学の精神を保持しながら、教育の新たなあり方を模索して

いく。 

 

1－2 使命・目的及び教育目的の反映 

(1)1－2 の事実説明 

1-2-① 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、建学の精神に基づく教育の使命・目的 

及び学科の教育目標の点検は毎年実施しており、学科会と教務委員会での議論を経て、

役職者会議及び教授会で審議・承認されている。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は、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が集う「東林会」総会【資料 1-2-1】では、理事長 

より建学の精神に基づいた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
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た上で役職者会議において審議され、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 1-2-1】 学校法人神谷学園「東林会規約」 

 

1-2-② 学内外への周知 

本学の使命・目的及び教育目的は、「学生便覧」【資料 1-2-2】・大学ホームページ【資

料 1-2-3】等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 1-2-4】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、教養教育科目「基礎ゼミナール」【資料 1-2-5】で行われる

入学式直後の講義においても、本学の使命・教育目的等の浸透に努めている。 

在学生には、新年度のガイダンスを通じて再度使命や教育目的について確認している。

また、教育後援会等の活動や通信を通じて在学生保護者・卒業生に、大学案内や大学説

明会、実習連絡会等を通じて高校生やその保護者、高等学校教員、幼稚園・保育所等へ

の周知を図っている。 

 

【エビデンス集(資料編)】 

【資料 1-2-2】 令和 2 年度 東海学院大学短期大学部学生便覧 p17 

【資料 1-2-3】 ホームページ 教育理念と学部学科の教育方針 

【資料 1-2-4】 令和 2 年度 東海学院大学短期大学部 履修のてびき p3-p4 

【資料 1-2-5】 シラバス「基礎ゼミナール」 

 

1-2-③ 中長期的な計画への反映 

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 28(2016)年度に 5 か年の「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ている。【資料 1-2-6】これらの計画では、半世紀以上前の

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三つ

のポリシーへ反映させるための大学の様々な課題に真摯に取り組んできた。 

 

【エビデンス集(資料編)】 

【資料 1-2-6】 平成 28 年度学校法人神谷学園経営改善計画 

 

1-2-④ 三つのポリシーへの反映 

「三つのポリシー」については、平成 29(2017)年度に教育研究開発センターが主導し、
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「三つのポリシーの策定と運用に係るガイドライン」を踏まえて平成 30(2018)年度に向

けての全面的な改定を行った。「三つのポリシー」は幼稚園教諭並びに保育士養成施設と

しての本学の特色を具体的に反映したものであり、「学生便覧」「履修のてびき」及び大

学ホームページに明示している。不断に大学入学者選抜、カリキュラムの内容・学修方

法・学修支援、学修成果、社会との接続などに関して、ポリシーに照らした取組の適切

性の自己点検・評価を行っている。 

○アドミッション・ポリシー 

アドミッション・ポリシーについては、「学生便覧」に加え「入学試験要項」【資料 1-2-7】

等に幼児教育学科として次のような知識・技能や能力、目的意識・意欲等を備えた学生

を求めると明示している。 

(1)保育者としての学修に必要な基礎学力を有し、保育が子どもの「生きる力の基礎」を

育むものであることを理解することができる人。 

(2)現代社会が抱える問題に問題意識を持ち、子どもに寄り添ってその成長・発達を援助

するために必要な学修を積極的に行う意欲をもつことができる人。 

(3)多様な文化や価値観の違いを理解し、自他を尊重する意識を持ちながら、他者と主体

的にコミュニケーションをとり、協働することができる人。 

○カリキュラム・ポリシー 

カリキュラム・ポリシーについては、ディプロマ・ポリシーに掲げる目標を達成する

ために「教養教育科目、専門教育科目及び自由科目を体系的に編成し、講義、演習、実

習及び実技を適切に組み合わせた授業科目を開講する。」とし、「教育内容、教育方法、

学修成果の評価」の方針を以下のように定めている。 

１．教育内容 

本学科では、幼稚園教諭免許状・保育士資格の取得が可能である。  

(1)教養教育科目は、建学の精神である「国際的視野を備えた創造性と行動力豊かな教養

人の育成」のために幅広い教養の涵養かつ専門教育への導入と位置付ける。 

(2)専門教育科目は、「教育職員免許法施行規則」及び「指定保育士養成施設の指定及び

運営の基準について」に定められている科目を配置し、それに加えて、各自の専門性を

身につけ実践力を育成するための学科独自の科目を配置する。 

(3) 自由科目は、専門教育科目には含まれない内容を盛り込み、学生の主体的・自立

的な学びを期待している。また、幼稚園教諭免許状及び保育士資格以外の資格を取得す

るために必要な科目群である。 

(4)卒業後の進路や興味・関心のある内容ごとの履修モデルを提示することによって、学

修の道筋を示す。 

２．教育方法 

 実践力養成のための授業科目を充実し、学生の主体的・能動的な学びを促している。

また、オフィスアワー等による学習支援と、キャリア形成プログラム等による実体験を

通した学びの機会を提供している。 

３．学修成果の評価 

各科目の評価基準はシラバスに示し、それに沿って評価を行う。また、GPA 制度を導入

し、自身の学習成果の推移を明確に把握できるようにする。 
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○ディプロマ・ポリシー 

ディプロマ・ポリシーについては、「所定の課程を修め、卒業に必要な条件を満たした

上で次のような目標を達成した者に学位「短期大学士(教育学)」を授与する」と明示し

ている。目標とは、以下の三つである。 

(1)乳幼児期の子どもの豊かな心と健やかな体の成長・発達を支援する専門的知識・技能

を習得し、教育及び保育の現場で実践することができる。 

(2)子どもに関わる課題に多方面から主体的に向き合い、他者と協働しながら子どもの心

に寄り添ってその成長・発達を援助し、課題の解決に取り組むことができる。 

(3)教育及び保育の現場で主体的に活躍し、社会と連携しながら地域で子どもを育てる活

動にかかわる意欲をもつことができる。 

 

【エビデンス集(資料編)】 

【資料 1-2-7】 2020 年度東海学院大学短期大学部入試要項 p8-9 

 

1-2-⑤ 教育研究組織の構成との整合性 

本学は使命・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 1-2-1 に本学の教育研究組織の相関図を示す。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。 

 

東海学院大学/大学院

東海第二幼稚園

東海第一幼稚園

（大学・短大共用）附属図書館

東海学院大学短期大学部

学 部

大学院

学 科 幼児教育学科

健康福祉学部

人間関係学部

人間関係学研究科 臨床心理学専攻

心理学科

子ども発達学科

総合福祉学科

管理栄養学科

学

校
法

人

神
谷

学
園

 
(図 1-2-1)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関連図 

 

(2)1－2 の改善・向上方策(将来計画) 

本学の使命・目的及び教育目標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。今後も使命・目的及び教育目標の明示と「三つのポリシー」への

反映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、随時必要に応じて見

直し等を実施していく。 
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［基準 1 の自己評価］ 

本学は開学以来一貫して、建学の精神や教育理念に基づき、教育・研究体制の整備に

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て改善に努め、学科の教育目的と「三つのポリシー」を明

確に規定し、「学生便覧」・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つかみ、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、基準項目「1-1 使命・目的及び教育目的の設定」、基準項目「1-2 使

命・目的及び教育目的の反映」の基準を満たしている。 
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基準 2．学生 

2－1 学生の受入れ 

2-1-① 教育目的を踏まえたアドミッション・ポリシーの策定と周知 

2-1-② アドミッション・ポリシーに沿った入学者受入れの実施とその検証 

2-1-③ 入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持 

 

(1)2－1 の事実説明 

2-1-① 教育目的を踏まえたアドミッション・ポリシーの策定と周知 

本学の学部・学科のアドミッション・ポリシーについては、「2021 年度入学試験要項」

【資料 2-1-1】及び本学ホームページにおける「アドミッション・ポリシー」【資料 2-1-2】

で明示し、学外への周知を図っている。 

本学は東海学院大学短期大学部の建学の精神である「国際的視野を備えた創造性と行

動力豊かな教養人の育成」を理解し、特に自分の能力を活かして積極的に学ぶ意欲と強

い意志で成長を目指す者の受け入れを歓迎している。基準 1-2 でも記述したように、入

学者受入方針については、以下のとおりである。 

 

〔東海学院大学短期大学部が求める人物像〕 

(1)保育者としての学修に必要な基礎学力を有し、保育が子どもの「生きる力の基礎」

を育むものであることを理解することができる人。  

(2)現代社会が抱える課題に問題意識を持ち、子どもに寄り添ってその成長・発達を

援助するために必要な学修を積極的に行う意欲を持つことができる人。  

(3)多様な文化や価値観の違いを理解し、自他を尊重する意識を持ちながら、他者と

主体的にコミュニケーションをとり、協働することができる人。 

 

2-1-② アドミッション・ポリシーに沿った入学者受入れの実施とその検証 

大学が自らの理念や専門性に基づいて、より「優秀な学生を選抜する」という目標を

掲げることは変わることはないにしても、これまで選抜中心に考えてきた入試体制を今

後高等学校と大学の接続という教育中心のシステムに転換していくことが重要となって

きている。学生の受け入れにあたっては、学科の理念・目的・専門性に応じた学生の受

け入れ方針を定め、個々の選抜単位と大学の責任ある連携と協力の下に、効率よく丁寧

で、しかも公正な入学試験を実施している。 

また、試験問題の作成、採点、合否判定についてはアドミッション・ポリシーに沿っ

て、公正かつ妥当な方法により、適切な体制のもとで実施している。 

令和 2(2020)年度の入学者選抜方法は、13 方式(指定校推薦入試、公募制推薦入試、専

門学科・総合学科推薦入試、スポーツ推薦入試、選抜推薦入試、ファミリー入試、AO 入

試、一般入試、センター試験利用入試、社会人入試、外国人留学生入試、帰国生徒入試、

再入学試験)を併用している。学生募集数に比べ方式の数が比較的多いのは、本学の特殊

性に鑑み、様々な才能と経験を持った学生に対し門戸を開放しようという方針を具現化

したものである【資料 2-1-3】。 

これらの選抜方式は単に多様な方式というだけでなく、各方式において独自の選抜基
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準を設け、それに沿った形で多様な可能性を持った学生を集めるという方針を実現して

いる。以下に主な方式の選抜基準について述べる。 

入試の運営体制は、教職員で組織する学生募集・入学試験委員会の下、入学試験専門

部会【資料 2-1-4】が方針を起案し、教授会で承認を受け、これを入学試験専門部会の

教職員が中心となり実施をしている。入学試験専門部会の委員は各学科より選出された

教員が中心で、職員は入試広報部長及び入学試験課職員で構成されている。 

合否判定は募集要項に明示してある得点配分に従って機械的に計算し成績順に並べ、

上位から合格を出す。判定については、教授会において学長・学科長等で構成される入

学者選抜合否判定委員会【資料 2-1-5】に委任されており、判定会議において、過去の

入学手続率を勘案しながら合格ラインを設定し、合格者案を作成する。学長に合格者案

(合否判定に不要な情報を削除したもの)を提出し承認を得た後、合格発表をし、役職者

会議、教授会へ事後報告している。 

 

(1)指定校推薦入試は、調査書審査と面接による選抜方式である。評定平均値は本学で定

める一定水準を超えていることが前提条件となる。面接は個別に 10 分程度行う。指定校

推薦入試では当該高校(中等教育学校)の入学難易度と特徴を勘案して出願要件を定めて

いる。なお、指定校選定にあたっては、過去の受験実績と地域性を重視して行っている。 

(2)公募制推薦入試は、本学の教育方針を理解した学生を広く求め、推薦入試で受験でき

るようにするために設けられた選抜方式で、調査書審査と面接を課している。 

(3)専門学科・総合学科推薦入試は、本学の取得可能資格の特殊性から、農業高校、工業

高校等の出身者を広く求め、推薦入試で受験できるようにするために設けられた選抜方

式で、調査書審査と面接を課すほか、高校での取得資格を審査している。 

(4)スポーツ推薦入試は、本学の開学以来の「社会への有用性にあふれる視野の広い人材」

を輩出するという歴史より、スポーツを通じて多様な分野で活躍できる学生を広く求め、

推薦入試で受験できるようにするために設けられた選抜方式で、調査書審査と面接を課

すほか、高校でのスポーツ戦績を審査している。 

(5)選抜推薦入試は学力優秀で、将来の目標も明確に持っていながら、諸般の事情により

進学先が決定しなかった生徒を対象に行う入試制度で、本学の特色と入学後の学習を理

解し、積極的に学ぶ意欲を持つ学生を広く求め、推薦入試で受験できるようにするため

に設けられた選抜方式で、調査書審査と面接を課している。 

(6)ファミリー入試は本学の卒業生の子女、卒業生・在学生の兄弟姉妹を対象とした入試

であり、本学の教育方針をより深く理解している学生を選抜するため設けられた選抜方

式で、調査書審査と面接を課している。 

(7)AO 入試は、詳細な書類審査と時間をかけた丁寧なディスカッション等を組み合わせ

ることによって、入学志願者の能力・適性や学習に対する意欲・目的意識等を総合的に

判定する入試方法である。本学の AO 入試では、入学志願者自らの意志で出願できる公募

制とし、知識・技能の修得状況に過度に重点を置いた選抜基準とせず、アドミッション・

ポリシーに照らし合わせて選抜を行っている。合否判定にあたっては、入学志願者の能

力・適性・意欲・関心等を多面的、総合的に評価し、自己紹介書審査と面接を課してい

る。 
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(8)一般入試は、独自に筆記試験を行って選抜する方式である。地方会場(浜松・金沢・

名古屋・松本・沖縄)も選択して受験できるように設定し、受験生の利便性を考慮した入

試運営を行っている。 

(9)センター試験利用入試は、高校までの教育で期待される一般的な基礎学力レベルをも

とに選抜する方式である。センター試験の受験科目から高得点の二科目を選択し、得点

の合計をもとに判定を行っている。 

(10)社会人入試、帰国生徒入試は、高校卒の新入生だけでなく幅広い層の受験生を募集

し、相互啓発を目的として実施している。 

(11)外国人留学生入試は、学生生活課国際交流担当職員と協力し、出願資格の確認と入

学後のミスマッチを防ぐよう事前面談を実施することとしている。合否判定においては、

入学志願者のこれまでの経験から「実社会で活躍したい」という志が具体的にある者を

求め、発想力・実践力・対人力を個別面接の中で評価するとともに本学の授業に対応で

きる日本語能力のチェックも行っている。 

(12)再入学試験は心ならずも本学を退学せざるを得なかった学生に再び勉学の機会を提

供することを目的として実施している。 

 

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、表 2-1-2 のとおりであ

る。令和 2(2020)年 5 月 1 日現在の収容定員は、200 名、在籍者数は 116 名であり、在籍

者の比率は 0.58 倍である。また、平成 31(2019)年度より入学定員を 150 名から 100 名

へ削減したことから入学定員は 100 名となっており、平成 31(2019)年度の志願者は 47

名、入学者数は 45 名であり、定員に対する入学者の比率は 0.45 倍である。 

以上のとおり、入学者数は令和 2(2020)年 5 月 1 日現在で学部としては入学者数、在

籍者数とも定員を下回っている。数値で示されるように、平成 25(2013)年度以降、学

科の学生確保が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、平成 25(2013)年、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が挙げられる。 

18 歳人口の減少、大学の二極化が進む中、本学の入学者選抜試験では優秀な学生、能

力に優れた学生を獲得するため、毎年入試広報部で入試データを詳細に分析しており、

その結果に基づいて役職者会議・教授会と学生募集・入学試験委員会で詳しく議論した

上で、入試方法・内容の改善を行っており、複数の入学者選抜方法の位置づけ等の適切

性を保つという目標を達成するための努力を重ねている。キャンパスの立地が岐阜県内

でも岐阜市内東端に近い各務原市であることから、東海地区にある競合校と比較すると、

岐阜県下の受験生を集めきれていないという問題点がある。地元志向の大学であるが、

岐阜県は大学生の県外流出が多い県でもあることから、近県を中心としながらも遠方の

養成校の少ない地域に向けて各種多様の免許や資格の取得が可能であることを周知する

ため、ホームページの充実、高校訪問や各種進学セミナーへの参加、指定校推薦対象校

の拡充などを進めている。 
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表 2-1-2 過去 3 か年の入学定員、入学者数、入学定員に対する入学者数の割合 

学部 学科 区分 
年度 

30 年度 1 年度 2 年度 

短期 

大学部 

幼児 

教育 

入学定員(人) 150 100 100 

入学者(人) 56 45 72 

 

表 2-1-3 令和 2(2020)年度大学説明会及びオープンキャンパス開催日 

〔大学説明会〕              〔オープンキャンパス〕 

地 区 月 日 時 間  

 

 

 

 

 

月 日 時 

間 

岐阜地区 6 月 25 日(木) 15:00～16:30 6 月 20 日(土)四短合同 
10:00

～

15:00 

   7 月 18 日(土)短大のみ 

   9 月 12 日(土)四短合同 

   10 月 10 日(土)四短合同 

  

(2)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

の連携のさらなる強化により、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。 

 

【エビデンス集(資料編)】 

【資料 2-1-1】 2021 年度入学試験要項 p8 

【資料 2-1-2】 東海学院大学短期大学部ホームページ 「アドミッション・ポリシー」 

【資料 2-1-3】 2021 年度入学試験要項 p8 

【資料 2-1-4】 東海学院大学短期大学部及び東海学院大学学生募集・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者選抜合否判定委員会規程 

 

2－2 学修支援 

2-2-① 教員と職員等の協働をはじめとする学修支援体制の整備 

2-2-② TA(Teaching Assistant)等の活用をはじめとする学修支援の充実 

(1)2－2 の事実の説明 

2-2-① 教員と職員等の協働をはじめとする学修支援体制の整備 

本学の建学の精神・目的に示す人材を育成するため、教員と職員等の協働をはじめと

する学修支援体制を図 2-2-1 に示すように整えている。学修支援体制を構成する各組織

は、すべての教員及び職員がそれぞれの資質を活かすことができるよう配属されており、
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教員と職員の協働は各組織内、各組織間、支援体制内、支援体制間で取り組まれている。

また本学はクラス担任制により、学生の学修をはじめ学生生活全般にわたる相談にクラ

ス担任教員が応じている。そのため、学生は何らかの支援が必要と感じた場合、まずク

ラス担任教員に相談することとなっている。加えて、学生が気軽に何でも相談できる環

境に向けて学生生活課職員が相談に応じていることも啓発している。その他、学生が支

援内容によって保健室での相談や教務課への直接問い合わせなどの対応をし、ワンスト

ップで学修支援ができるよう教員と職員等が協働している。 

 

 

図 2-2-1 学修支援体制 

 

1.運営体制と学修支援 

本学における学修支援は、上述のことを踏まえ、学生支援センター【資料 2-2-1】を

設置して行っている。学生支援センターは併設四年制大学を含む全学部・学科、学生生

活委員会【資料 2-2-2】、学生就職委員会【資料 2-2-3】、障害学生支援委員会【資料

2-2-4】、人権委員会【資料 2-2-5】、教務部等によって構成されており、各組織は関係

事務局職員が構成員として参加し、それぞれの組織が学修支援を実施するとともに、実

施にあたっては、教員と職員が連携協働している。また必要な事項については、役職者

会、教授会において審議し、学長決定する。さらに、審議内容によっては、評議員会、

理事会事項として決定される。 

学修に係る緊急事態には、本学園危機管理規則【資料 2-2-6】及び防災管理規則【資

料 2-2-7】により火災、災害、天候による非常事態への対応と一斉周知を教員と職員が

連携協働していく仕組みとなっており、学生の安全確保を第一に考えた支援を行ってい
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る。 

2.入学前教育 

本学のアドミッション・ポリシーに適した基礎学力強化のために、入学前の学修支援

の一つとしての入学前教育に、教育研究開発センター【資料 2-2-8】が教務委員会と学

生募集・入学試験委員会と連携して取り組んでいる。入学前教育は、本学への入学が早

期に確定した入学者に対して、入学までの学修習慣の継続や基礎学力の向上を目的に各

学科が学修内容を設定し、実施している。令和 2(2020)年度入学者の入学前教育につい

ては、Web 学修、課題学習から構成された受講コースを設定し、大学への学びがスムー

ズにつながるよう学修支援をしている【資料 2-2-9】。参加学生は、「入学への不安がと

れた」、「友達ができた」、「学校の雰囲気が分かった」、「資格へのイメージがはっきりし

た」などの感想を持つことができ、充実した成果を収めている【資料 2-2-10】。 

3.学修に関するガイダンス 

 本学では、学生が学修を円滑に進めるための学修支援として、教員と職員が連携して

学年ごとに前期及び後期開始前にそれぞれガイダンス【資料 2-2-11】を実施し、学生生

活や履修方法等について周知徹底するとともに、学生が自身の学生生活や学修内容につ

いて見通しをもって取組めるようにしている。また、１年次に履修カルテ「保育者への

あしあと」を配布し、進路にあった履修計画を立てている。各学期終了時には科目ごと

に反省を記入し、次学期へつなげていけるようにしている。 

新入生に対しては、入学式の当日から 4 日間の日程で新入生ガイダンスを実施してい

る。ガイダンスの内容は、「履修について」「授業について」「試験について」「単位につ

いて」、「成績(GPA)について」「卒業要件について」「資格取得について」「奨学金制度に

ついて」を中心として説明を行っている。さらに、大学生活を始める新入生が適切に学

修に取組めるように、学生生活における諸注意事項やそれぞれの相談の仕方などについ

ても説明している。また、後期が開始される前にも同様のガイダンスを行い、適切な学

生生活を指導しながら学修支援を行っている。 

2 年次以降においても、前期及び後期が開始される前に各年次の履修科目の特性や履

修状況の自己管理、資格取得に向けた学修計画、適切な学生生活に関してガイダンスを

行い、個々の学生の状況に応じたクラス担任教員による指導につなげている。 

4.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。クラス担任教員は、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。 

クラス担任制は、大学を含む全ての学部・学科を通じた全学的な制度であり、クラス

担任教員は各学科から選出され、原則として持ち上がりとしている【資料 2-2-12】。 

5.学習支援プログラム 

 本学では、学習支援対策として「オフィスアワー」【資料 2-2-13】「公務員試験等対策

プログラム」【資料 2-2-14】「キャリア形成プログラム」【資料 2-2-15】「学習強化プログ

ラム」【資料 2-2-16】などの制度を設けている。オフィスアワーは、全教員が全学生を

対象として本学ホームページで相談可能な時間帯を学生に周知するとともに、各教員の
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担当科目、メールアドレスを掲示している。これにより、学生が教員にアポイントをと

ることなく個別相談ができる体制をとるとともに、メールによる相談に随時応じられる

ようにしている。また、「公務員試験等対策プログラム」では、公務員試験対策などにつ

いて各教員から学修支援を受けられる。平成 30(2018)年度には西キャンパス 5 号館 2 階

に公務員試験対策講座学習室を設置した。「キャリア形成プログラム」は、社会で活躍す

るために実践力を身につけることを目的とするもので、学科において各種ボランティア

等のプログラムを開設している。「学習強化プログラム」は、平成 28(2016)年度前期よ

り「学習強化週間プログラム」として、学生が履修する一つ一つの科目の学習の積み上

げが資格取得や短期大学士としての学力を養うことに必須であることから、科目ごとの

学習支援を行うことを目的として導入され、平成 29(2017)年度に現在の名称に変更した。

学科の到達目標に達していない者に対して学習時間の確保を行い、再試験受験者の知識

向上を目的として取組んでいる。 

6.休学者・退学者への対応 

本学では、休学者・退学者への対応には教員と職員が一体となって取組んでいる。学

生には、休学・退学に関する相談はクラス担任教員に相談するよう指導している。クラ

ス担任教員は「修学、友人関係、健康、経済的側面など、学生生活全般にわたる諸問題

の相談者」と規定されている。クラス担任制によって教員と学生との円滑なコミュニケ

ーションがとれ、学生個々の状況に応じて担任教員からきめ細かい指導を受けている状

況を踏まえて事務局関係職員が連携し、学生にとって最善の利益となる対応策を提案し

ている。さらには必要に応じて保護者との連絡、懇談というように、階層的なサポート

体制をとっている。 

中途退学者に関しては、全在籍者数に対する退学者率は減少傾向にある。教務委員会

を中心として中途退学の原因についての分析を行っており、就学意欲の低下につながる

ケースについては、クラス担任教員が個別面談を行って相談を受け、指導している。単

位の取得状況などはクラス担任教員が把握しているため、各学生の事情に応じた具体的

な指導をすることができる。また授業欠席への対処については、一つの授業科目で欠席

数が 3 回以上となるとクラス担任教員に連絡する体制をとっており、学生の学習状況全

体の理解と指導の徹底に取り組んでいる。平成 27(2015)年度からは、ウェブ上で科目担

当教員と学生が相互に授業の出欠状況について把握できるシステムを導入し、休学者・

退学者の減少に努めている。また年 1 回、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ついての説明を行い、家庭とも連携した学修支援を行って

いる。 

進路変更に関するケースについては、クラス担任教員が当該学生と個別に相談し、個々

の思いなどを尊重しながら、一緒に考えていく対応を心掛けている。また同時に保護者

とも連絡を取り、学生にとって最も適切な進路を話し合いながら、それぞれが納得して、

自信をもって次へのステップを踏めるように取組んでいる。 

経済的困窮に関するケースについても、クラス担任教員が当該学生と個別に相談し、

個々の思いや生活状況などを尊重しながら、一緒に考えていく対応を心掛けている。ま

た同時に保護者とも連絡を取り、様々な奨学金制度などの活用を検討しながら、中途退

学とならないよう努めている。 
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7.障害のある学生への配慮 

障がいのある学生の受入れについては、出願前に事前相談書【資料 2-2-17】の提出を

求め、出願前までに受験生と志望学科長、障害学生支援委員長、入試専門部会委員長、

事務局入学試験課職員による事前相談書に基づく聞き取り面談を行う。その際に、本学

として対応可能な範囲を説明し、入学してからも問題なく勉学に励むことができるか確

認を行い、障害学生支援委員会が中心となって対応協議し、配慮する体制となってい

る。 

また、障がいのある学生への配慮については、入学時に心身に関する問診を行い、こ

の問診をベースにして行っている。問診には、各学生が配慮を必要とする心身の状態を

記入するとともに、具体的な配慮内容を記載することとしている【資料 2-2-18】。保健

室では、これらを集約し、個人情報に配慮して、記載内容を個々の学生に確認するとと

もに、クラス担任教員及び障害学生支援委員会に情報提供する内容を相談しながら、承

諾を得た事項について関係教職員との情報共有を図っている。その後、クラス担任教員

及び障害学生支援委員会で個別面談を行い、具体的な配慮事項とそれに伴い情報開示す

る範囲について確認し、具体的な対応に取組んでいる。また必要に応じて保護者との連

携を図るなど、障害を理由に適切な学修ができないといったことがないよう対応に取組

んでいる。さらに、基本指針【資料 2-2-19】を策定し、全学的な取組みを推進してい

る。 

8.保護者との連携 

 保護者との連携は、年 1 回の保護者教育相談会【資料 2-2-20】において、年 2 回の

保護者への成績の送付、学生生活に関する様々な注意事項、クラス担任制などによる相

談体制、必要に応じて随時保護者との面談を行うことへの理解と協力など、保護者と大

学が連携して、学生が自発的に人間性を確立していくことを支えていくことについて説

明している。大学生にふさわしい生活に自発的に取組んでいくことを支えていくために、

保護者として気になること、大学として伝えたいことなど、互いに話し合える関係を大

切にしながら、必要に応じて、保護者、学生、教員による三者面談を行っている。そう

した取組みに対して、保護者からは、大学の様子や家庭では気づかなかった子どもの様

子などが分かり、少し安心して子どもを見守ることができるようになった、などの意見

が寄せられている。このように、学生が自ら本学での学びによって人間性を確立してい

くことができるよう、保護者と大学が連携した学修支援体制を行っている。 

 

2-2-② TA(Teaching Assistant)等の活用をはじめとする学修支援の充実 

TA については、短大部は導入していない。なお、幼児教育における専門職教育の特

質から、演習、実習、実技関係の授業においては、効果的な学修を図るため、授業の指

導補佐を配置している。指導補佐については表 2-2-2 のとおり非常勤の音楽技能指導員

を採用して対応している。本学における資格取得の学修が対人援助の専門家として心に

ふれあうことを大切にした学修となるよう支援していけるようにより充実した活動につ

なげていく。 
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表 2-2-2 令和 2(2020)年度 授業指導補佐実施状況   (人) 

科目名 TA 人数 

音楽演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ 音楽技能指導員 5 

 

(2)2－2 の改善・向上方策(将来計画) 

本学の建学の精神・目的に示す人材を育成するうえで、具体的に免許・資格を取得す

ることは目に見える形でそれを具現化することになる。免許・資格取得にあたっては、

その過程で実習が必須科目として充てられている。この実習での学修を充実したものと

していくためには、必要な授業についてアクティブラーニングによって学生が能動的に

学び、「認知的、倫理的、社会的能力、教養、知識、経験を含めた汎用的能力の育成を

図る」ことが重要となる。そのためには、きめ細かい授業を展開するうえで、TA の活用

が有効であろう。現在 TA は、大学の心理学科の心理分野だけの活用であるが、各学科

においても導入していく必要がある。今後、適切な TA の活用について検討し、学修支

援の改善を図っていく。 

さらに、学生が能動的な学びを入学当初からスタートさせていくためには、入学前教

育の工夫が必要になってくる。入学してくる学生の資質を見極め、毎年入学する学生の

特徴を把握しながら課題などを設定するなど、細やな対応が必要となってくる。現在、

令和 3(2021)年度入学生に向けた課題について検討しているところである。 

そして、入学する学生の将来に向けて、学修支援を充実させていくためには、保護者

との連携は欠かせないものである。保護者との連絡・協力体制について理解を深めると

ともに、保護者教育相談会への参加が増え、学生を支える体制を充実させていくことに

努める。 

また、退学、休学、留年に係る課題については、その年その年の学生によって、対応

すべき問題は様々である。成績不振、精神的問題、経済的問題など、青年期に特徴的な

心理的要因が重なり、単純に解決することは難しくなっている。社会情勢や経済状況な

ど学生をめぐる問題が複雑化、多様化、グローバル化していることも踏まえ、目の前の

問題だけでなく、心の奥底に隠れていることや、将来への見通しも含めて相談に対応し

ていくことが必要である。そのために、学生相談室の利用を充実させ、そこに全教職員

がつながり、保護者の理解や協力を得ながら、一体となった学修支援体制に努めていく

ことに取り組んでいく。 

 

【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及び東海学院大学学生支援センター規程 

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

【資料 2-2-4】 東海学院大学短期大学部及び東海学院大学学生障害学生支援委員会規

程 

【資料 2-2-5】 東海学院大学短期大学部人権委員会 

【資料 2-2-6】 学校法人神谷学園危機管理規則 

【資料 2-2-7】 学校法人神谷学園防災管理規則 
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【資料 2-2-8】 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 

【資料 2-2-9】 平成 30(2018)年度入学前教育課題等送付資料 

【資料 2-2-10】 平成 30(2018)年度入学前セミナーアンケート結果 

【資料 2-2-11】 平成 30(2018)年度前期・後期ガイダンス等日程 

【資料 2-2-12】 東海学院大学短期大学部及び東海学院大学クラス担任教員に関する規

程 

【資料 2-2-13】 平成 30(2018)年度前期・後期オフィスアワー一覧表 

【資料 2-2-14】 平成 30(2018)年度公務員試験等対策プログラム 

【資料 2-2-15】 平成 30(2018)年度キャリア形成プロクラム 

【資料 2-2-16】 平成 30(2018)年度前期・後期学習強化プログラム 

【資料 2-2-17】 受験上および修学上の配慮を必要とする入学志願者の事前相談書 

【資料 2-2-18】 2018 年度入学 身上調査書 

【資料 2-2-19】 東海学院大学短期大学部及び東海学院大学における障害等のある学生

支援に関する基本方針 

【資料 2-2-20】 平成 30(2018)年度保護者教育相談会実施要領 

 

2－3 キャリア支援 

2-3-① 教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する支援体制の整備 

(1)2－3 の事実の説明 

本学の建学の精神に基づき、各学部学科の専門教育を学んだ学生が社会の人々の健康

や教育、地域産業に貢献できる就業の場を見出すことができるよう支援している。 

本学では、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に、体制

の整備として学生就職委員会及びその事務組織である学生就職課が構成され、その役割

を担っている。ここでは「学生就職委員会規程」を定めている。 

①就業力を高める科目 

カリキュラムは「就業力を高める科目」として、「教養教育科目」「専門教育科目」「自

由科目」を体系的に編成し、講義、演習、実習及び実技を適切に組み合わせた授業科目

を開講している。 

教養教育科目では、「基礎教養科目」「キャリアデザイン科目」「言語・情報科目」「健

康・スポーツ科目」「基礎演習科目」の学群により、現代社会において的確に判断できる

知性及び知識、技能の習得や、幅広い教養の涵養を目標としている。 

専門教育科目では、「教育職員免許法施行規則」及び「指定保育士養成施設の指定及び

運営の基準について」に定められている科目を配置し、それに加えて、各自の専門性と

実践力を育成するための学科独自の科目を配置しており、保育者としての専門知識・技

能の習得、他者との協力による協働力、教育及び保育の現場で主体的に活動できる力を

身に付けることを目標としている。 

自由科目では専門教育科目には含まれない内容を盛り込み、学生の主体的・自律的な

学びを目標としている。また、幼稚園教諭免許状及び保育士資格以外の資格を習得する

ために開講している。 

これらの「教養教育科目」「専門教育科目」「自由科目」を、卒業後の進路や興味・関
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心のある内容によって学修の道筋を示し、卒業後様々な分野で社会をリードする人材育

成を目標とした科目展開をおこなっている。 

③公務員試験等対策プログラム 

諸資格の取得に向けて学習方法等を見につけることを目的とし、教員採用試験・国家

子資格試験等の対策セミナーを各学科において開設している。内容は以下のとおり。 

プログラム名 対象学年 担当教員数 開講時期 

公務員試験対策講座 １ ７名 後期 

 

④キャリア形成プログラム 

なお、各学科おいては、学力の向上や教員採用試験・国家試験対策等を支援するため

に、「オフィスアワー」「国家試験・公務員試験等対策プログラム」「キャリア形成プログ

ラム」「学習強化プログラム」などの学習支援体制を整えている。「キャリア形成支援プ

ログラム」は、社会で活躍するために、実践力を身につけること等を目的とし、フィー

ルドワーク等のプログラムを開設している。プログラム内容は以下のとおりである。 

学科名 プログラム名 対象学年 開講時期 備考 

幼児教育学科 ピアヘルパーセミナー 2・3 通年 
 

 

⑤学生への進路支援体制 

・教職員の連携 

クラス担任教員と学生就職課職員が中心となり、資格に関わる教科担当教員も交えて

学生の相談・助言を担っている。特に、平成 28(2016)年度より本学では教員と学生就職

課との連携を強化している。学科ごとに実施する教員の打ち合わせ会(学科会)に平成

29(2017)年度後期に学生就職課職員の参加が認められた。令和 2(2020)年度には年度当

初の学科会に参加し、就職活動の現状、学生の就職活動への諸注意、求人検索などにつ

いて説明する取組みを始め、全教員へ就職活動への情報共有をはかっている。これによ

り、学生は教員へ相談しても学生就職課職員に相談しても同じ情報を基にアドバイスが

得られ、履修及び資格取得による実習等と就職活動の両立がはかられるようになった。

また、学生就職課では、学生が履修と就職活動の両立をはかり、的確な活動支援と求人

紹介にあたるため、学科教員と学生就職課職員との面談・相談も随時、進めている。 

・学生ニーズに寄り添った支援体制 

 進路希望については、短大部１年生全員から「就職登録カード」の提出を受け、進路

の希望や条件、課外活動履歴等を把握している。学生からの相談については、学生の空

き時間やメールでの対応にも柔軟に応じ、予約なしでも個別相談を幅広く受け付けてい

る。学生一人ひとりが豊かな社会生活を送るために、個性を尊重したキャリア形成、就

職支援に取組んでいる。 

・学外機関や団体との関係構築 

学生就職課では、学外の労働関係機関や団体との関係構築を大切にしている。新卒応

援ハローワーク、岐阜県学生就職連絡協議会、岐阜県商工労働部雇用促進課、岐阜県教

育委員会、岐阜県保育士・保育所支援センター、岐阜県経営者協会、岐阜県私立幼稚園
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連合会、岐阜県民間保育園・子ども園連盟、岐阜県社会福祉協議会、各務原市役所など

である。情報交換を密に行い、各団体主催支援行事の学内案内、学生参加の促進、学内

での業務内容・採用試験説明会を開催している。学生は業界研究と採用情報を的確に入

手し、学びを生かす職業や地元企業への就職活動を学生就職課のサポートのもと、様々

な支援企画に参加することで進めることができている。 

・求人票の受付と求人情報の提供 

求人票の受付・紹介についても求人受付ナビ、求人検索ナビのシステムを活用して、

随時、情報提供と検索に対応している。学生就職委員会委員の教員も検索できるよう体

制を整えている。また、学生就職課では、郵送で受け付けた求人票の閲覧も可能である。 

また、専門職だけでなく一般企業等への就職支援として、採用担当者様からの直接的

な説明を受けられる学内企業説明会を実施。併せて、採用情報・会社説明会案内情報の

頒布会を開催し、学生にとって安心して入手できる採用情報の提供とマッチング支援を

積極的に展開している。 

全学年に向けて取組んでいる進路支援事業を示し、年間スケジュールと具体的なプロ

グラムを示す。 

・新型コロナウィルス感染症の対策と支援 

・学内の立ち入りが制限されたことにより、4 月 9 日から学生相談や志願書類の添削等

を電話およびメール対応に切り替え、学生に不安を与えないよう繋がりを持つ対応にあ

たった。 

・就職情報・会社説明会情報 頒布会について、4 月は中止したが、5 月まで中止するこ

とは学生に不安を与え、活動を制限してしまうことから、郵送サービスに切り替えて実

施した。学生より電話やメールにて求める情報の希望や労働条件を伺い、準備した企業

情報資料の中から学生就職課職員が選別し、提案できる企業の資料を自宅へ郵送して情

報提供にあたった。 

・12 月の就職ガイダンスをオンラインで実施した。チャット機能にて出欠状況の把握や

質問や意見を求める工夫も行なった。 

・施設や園の見学の際には『新型コロナウィルス感染症対策チェックシート』を準備し、

学生の感染対策と園児等の交流についても注意を促し、安全対策を行った。 

・学内にてコロナ患者が発生している期間に採用試験となった施設に対しては、学生就

職課より施設や園へ電話して状況を説明し採用試験を実施いただけるか確認したうえで

学生を採用試験に向かわせる対応を取り、安全対策と不利益のない採用試験への支援に

あたった。 

 

■令和２(2020)年度 学生就職委員会・学生就職課 進路支援事業 

【前 期】 

月次 区分 特記事項 就職・進学支援 

４月 共通 資料配布 キャリア・ガイダンス(全学年、大学院)中止 資料配布 

共通 資料配布 アルバイトの労働条件を確かめよう！セミナー 中止 資料配布  

共通 中止 東海第一幼稚園・第二幼稚園 就職説明会  

大学 中止 公務員採用試験説明会(自衛隊、岐阜県警) 
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共通  インターンシップ参加状況調査 

共通  就職支援を電話・メール相談に切替(4/9) 

大学  保護者就職相談会・学生就職課の見学会(4/29)4 名 

共通 中止 就職情報・会社説明会情報 頒布会(4/16・17) 

大学  
進路支援にかかる申し合わせ事項 学科別教員説明会 

(総合福祉学科 4/22、管理栄養学科 4/22、子ども発達学科 4/22) 

５月 
共通  

教科書販売日の履歴書販売(心理 2、子発 2、福祉 1、管栄 8、幼教 3 計

16 名)(5/1) 

共通  休講中における履歴書の通信販売(5/1～5/31)1 名 

共通  岐阜県オンライン企業説明会告知はがきの学生宅送付 

短大 資料送付 
保護者就職説明会(5/23)説明会の延期・中止による資料の郵送〈代替企

画〉 

共通 郵送対応 採用情報・会社説明会案内情報頒布会(5/14・15) 

６月 
共通 中止 

岐阜県学生就職連絡協議会・岐阜県経営者協会 共催 グローアップセミ

ナー(6/6) 

共通  
進路支援にかかる申し合わせ事項 学科別教員説明会(心理学科 6/3、幼

教 6/11) 

共通  採用情報・会社説明会案内情報頒布会(6/18～19)34 名 

大学  大学院ガイダンス(6/30)11 名 

大学  学内 単独企業説明会(6/19)南都銀行  

短大  公務員試験就職模擬試験(6/22、6/29)幼教 6 名 

７月 大学  インターンシップ・ガイダンス(7/2)49 名 

大学  公務員ガイダンス消防編(7/8)岐阜市消防本部 23 名 

大学  学内 単独企業説明会(7/13、7/15)自衛隊 1 名、郡上市消防本部 4 名 

短大  就職・編入学ガイダンス(7/14)36 名 

共通  採用情報・会社説明会案内情報頒布会(7/16～17)6 名 

大学 You Tube ぎふ教師養成塾 受付(7/13～20、8/3～10 YouTube 配信)11 名 

８月 大学 資料送付 学内単独企業説明会(8/12)鶯谷健診センター、愛知健康増進財団 9 名 

大学  
就職活動応援郵便(対象者：心理 27 名、子発 8 名、福祉 16 名、管栄 44

名)計 95 通(8/21 郵送) 

大学  インターンシップ促進郵便(対象者：３年 管栄・心理 107 名) 

９月 大学  ３年生 就職活動スタート 啓発郵便(成績表郵送に同封) 

共通  
就職ガイダンス(9/24)マイナビ、学情、キャリタス、岐阜県経営者協会、

ハローワーク 

共通  web サイト登録・活用相談ブース開設〔マイナビ〕(9/24) 

共通  職務適性検査(9/24)大学 161 名、短大 51 名 計 212 名 

共通  進路状況調査実施(9/24～9/30) 

共通  就職登録カード提出(9/24～9/30) 

共通  インターンシップ参加調査(9/24～9/30) 

 

【後 期】 
月次 区分 特記事項 就職・進学支援 

10 月 大学  就職ガイダンス〔心理学科〕(10/14)29 名 

共通  職務適性テスト解説・自己分析講座(10/30) 
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大学  『就活ガイドブック』配布(10/30) 

短大  単独企業説明会〔子苑第一幼稚園〕(10/30) 

11 月 
共通  

就職模擬試験(11/6)169 名〔心 66 名、子 17 名、福 24 名、栄 45 名、幼

17 名〕 

大学  就職ガイダンス(11/11、12)総合福祉学科 

共通  保護者教育相談会(11/23) 

共通  進路状況調査(進路先未報告者対象) 

12 月 大学  就職ガイダンス(12/2、12/3、12/4)心理学科 

共通  中央こども相談センター説明会(12/7)15 名 

短大 Zoom 
オンライン就職ガイダンス(保育士・幼稚園教諭を目指すみなさんへ)〔マ

イナビ〕(12/23)1 年・2 年 lala 74 名 

共通  就職活動応援郵便 ３年生(大学 198 名、短大 52 名、合計 250 名)(12/25) 

大学  岐阜県 技術系職員の働く現場見学ツアー(心理・福祉)(12/25)1 名 

1 月 
共通  

就職ガイダンス(1/6、1/8、1/12、1/13)大学院・管栄・幼教・欠席者対

応日 

短大  『就活ガイドブック』配布(1/13) 

短大  ライフデザインセミナー(1/20) 

短大  卒業予定者 就職準備ガイダンス(1/28) 

短大 中止 金融リテラシー講座(1/12)遠藤雅先生 

大学 中止 金融リテラシー講座(1/22)遠藤雅先生 

大学  子発 フィールドワーク(1/14)小栗先生 4 園 1 年 30 名 

大学  
保育の魅力紹介学生セミナー 子発(1/22)2 年 8 名 杉山章先生・小栗先

生 

大学  学内単独企業説明会 (1/25)福田刃物工業 

２月 大学  栄養系 学内業界研究・面接対策講座(2/2)8 社、33 名 

短大  公務員試験対策講座(2/1～2/4)4 名 

大学  学内単独企業説明会(2/18)東海セイムス 

大学 You Tube ぎふ教師養成塾 (2/21～3/1 YouTube 配信)11 名 

３月 共通  就職情報資料 頒布会(3/1・24) 

共通 中止 女子学生のための就職フェア(3/3) 

大学  就職活動応援郵便 3 年生(成績表に同封) 

大学  公務員対策講座(3/9～12)21 名 

大学  業界研究セミナー(臨床工学技士)(3/29) 

 

本学における内定状況は、令和元(2019)年度卒業生〔32 名〕全員が内定を獲得し、100％

の内定率を達成することができた。 

 

(3)2－3 の改善・向上方策(将来計画) 

本学のキャリア支援については、これまでの就職率や国家試験の合格率を鑑みて、現

在のキャリア支援計画を見直しながら継続する。その場合、既卒者に対しても学生就職

委員会を中心に情報の提供、相談指導等の支援を教員と学生就職課らと連携しながら継

続する。 
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また、学生の就職先が保育所、幼稚園、医療機関、福祉施設、企業等と多岐にわたる

ことから、学生の興味・関心に適した就職支援のために、ガイダンスの開催を増やして

いくとともに、大学からの情報発信や保育所・企業等との情報交換を強化する。 

本学の地域の保育・福祉に貢献できる人材育成という点から、県内各地の就職を取り

巻く情勢を適切に捉えた就職相談・指導を教職員連携のもとに強化するとともに、実習

施設への就職率を高めるための就職相談会をさらに強化する。 

卒業生に対して就業状況調査を実施し、卒業後の就業状況を把握し、在学生への進路

支援に活用し、また、離職率の低下や卒業生への学生就職課利用の認知を得ていく。 

 

2－4 学生サービス 

2-4-① 学生生活の安定のための支援 

(1)2－4 の事実の説明 

2-4-① 学生生活の安定のための支援 

 本学では、学生生活の安定のため、学生を中心とした視点にたち、学生生活がより充

実したものとなるよう、大学全体で支え、予防及び早期対応ができる工夫をしている。 

学生生活の安定のための支援としては、学修支援の他に、学生生活支援、経済的支援、

課外活動支援、健康支援、就職支援及び障害のある学生の修学支援等、学生の多様なニ

ーズを大学全体で支えていくために、平成 28(2016)年 9 月に障害学生支援委員会【資料

2-4-1】が発足すると同時に、学生生活委員会【資料 2-4-2】、学生就職委員会【資料 2-4-3】、

障害学生支援委員会及び人権委員会【資料 2-4-4】を統括する組織として、現在の学生

支援センター【資料 2-4-5】が発足し、各委員会と連携・協働する体制を整えている。 

学生の心身の健康に関する支援については、保健センター【資料 2-4-6】管轄下に保

健室がある。また学生の悩みや生活相談を総合的に受け付ける相談窓口として、学生相

談室が設置されていたが、学内組織の位置づけや管理・運営体制が明確になっていなか

ったため、学生支援センターで討議を重ね、平成 30(2018)年度に学生支援センターが管

轄し、規程等の整備【資料 2-4-7】を進めた。この他、学生の人権に関わる対応につい

ては、人権委員会のもとに相談しやすい教職員に相談ができる体制を整えている【資料

2-4-8】。これらの各部署・関係者は、お互いの役割分担を周知した上で、学生の問題・

状況別に連携・協働し、早期対応できるよう機能している。学生支援体制を明確化し学

生に周知するため、学生便覧に「事務組織と担当教員(学生に関する業務)」【資料 2-4-9】

を掲載するとともに、学内相談窓口についてのリーフレット【資料 2-4-10】を作成し、

令和元(2019)年度より、前期ガイダンスにて学生へ配付し、これらの支援体制について

学生や教職員に周知を図っている。 

令和 2(2020)年度における新型コロナウィルス感染症対策として、東西両キャンパス

の食堂に飛沫防止の間仕切りを設置し、送迎バスの混雑緩和のため増便し、学内放送及

び掲示にて対策への注意喚起を行った。 

 

(1)学生生活全般に係る支援 

 学生生活全般に関する相談・支援は、クラス担任教員が中心となり、担当学生に対し

入学時から卒業時まで、必要に応じて学修状態や進路、学生生活状況(暮らし、健康、経
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済、アルバイト等)について指導や助言を行っている。クラス担当教員は、学生に承諾を

得た上で、学科全体で共有すべき情報は個人情報漏洩防止を徹底しつつ学科会に報告し、

全学的調整を必要とする事項については、学科長を経て諸組織の責任者等に進言し、関

連委員会、関係部署と連携し支援できる仕組みにしている【資料 2-4-11】。また年 1 回、

保護者教育相談会を開催し、保護者と必要な情報を共有し協力し合える機会【資料

2-4-12】を設けるとともに、全教員がオフィスアワーを毎週設定し、クラス担任教員以

外の教員も学生の相談に応じ、問題・状況によってクラス担任教員と連携する体制にな

っている【資料 2-4-13】。 

 学生が安全で安心して学生生活を送ることができる環境づくりの一つとして、障害学

生支援委員会では、本人及び学科等からの支援要請に対して委員会で討議を行い、個々

のニーズに適切に対応できる体制の構築に取組んでいる【資料 2-4-14】。また合理的配

慮の必要がある学生には、障害に配慮した授業支援やプライバシーを考慮した支援を実

施している【資料 2-4-15】。人権委員会では、平成 30(2018)年度にハラスメントに関す

る相談体制の整備【資料 2-4-16】、対応フローチャート図【資料 2-4-17】の再構築を図

り、教職員に周知と啓発を行った。学生を対象とした人権講習会を令和 2(2020)年度に

実施し、ハラスメントの発生防止にも努めている【資料 2-4-18】。また意見箱の設置を

行い、いつでも相談できる環境を整えている【資料 2-4-19】。 

学生支援全体の質の向上を目的として、学生生活調査を実施している【資料 2-4-20】。

教職員の支援スキルの質を高めるための取組みとして、表 2-4-1 に示すとおり教職員研

修会を毎年実施している。学内講師に留まらず、学外からの有識者講義を行うなど、大

学全体への啓発を通じて学生支援体制を強化している。 

 学生の事故・事件、感染症、不祥事・犯罪等の発生防止と対応に関しては、学期初め

の学生生活課オリエンテーションで発生防止策を学生に周知するとともに、学内掲示や

ホームページ等により啓発を行っている。発生した場合は、学生からの報告・連絡を受

け、クラス担任教員あるいは学生生活課から学生部長、教務部長、学科長に連絡報告し、

協議の上で対応するとともに、必要に応じて事務局長、学長に報告・対応する体制にな

っている。 

 

表 2-4-1 教職員研修会実施結果 

実施年月 講師 研修会名 

平成 30 年 3 月 学外講師 アカデミック・ハラスメント防止研修会 

平成 30 年 12 月 学内講師 障害等ある学生の支援に関する研修会 

令和元年 8 月 人権委員講師 人権侵害の啓発に関する研修会 

令和 3 年 3 月 障害学生支援

委員講師 

「障害等のある学生の修学支援について」リ

ーフレット周知 

 

(2)経済的問題への支援 

 学生への経済的な支援については、経済的に困難な学生が修学を断念することなく安

心して学べるよう、複数の奨学生制度(学内資金、学外資金によるもの)を設けている。
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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入学金や授業料、教育充実費

の減免型で、表 2-4-2 に示すとおりである。この他に、入学金納付の猶予(延納)及び学

費納付の猶予(月割分納・延納)や家計が急変した学生を対象とした入学金、授業料免除

の支援がある【資料 2-4-21】【資料 2-4-22】。これらは、学生生活委員会でそれぞれの奨

学金の目的に沿って対象者を審査・選抜し、学長がその結果を理事長に報告し、理事長

が許可する仕組みである【資料 2-4-23】【資料 2-4-24】。 

 本学独自の奨学生制度【資料 2-4-25】のうち「進学をあきらめないで奨学金」は、将

来活躍が期待される人間力豊かで有為な者たちの進学への希望を経済的側面から支援し

ようと、平成 26(2014)年度より設けており、諸事情により大学進学をあきらめなければ

ならない状況の者を積極的に採用している。また令和元(2019)年度入学者より、東日本

大震災や熊本地震など激甚災害によって甚大な被害に遭った者で、公的機関が発行する

激甚災害による罹災証明書又は被災証明書が提出できる者の初年度の入学検定料を全額

免除する「被災者支援制度」を開始したところである。 

 

表 2-4-2 本学独自の奨学生制度(平成 28(2016)年度以降入学者対象) 

区分 採用基準 

スポーツ奨学生制度 スポーツ推薦入試で合格し、入学した者に対し、入学後原則

2年間(3年 LaLa履修制度利用者は 3年間)にわたりランクに

応じて学費を免除、又は減免する制度 

学費減免制度 社会人入試、外国人留学生入試で合格し、入学した者に対し

適用される。社会人入試入学者は授業料の半額を、外国人留

学生入試入学者は入学金の半額及び授業料の半額を、原則 2

年間(3 年 LaLa 履修制度利用者は 3 年間)にわたり減免する

制度 

入学金免除制度 ファミリー入試で合格した者に対し、入学金を全額免除する

制度 

特別優遇奨学生制度 一般入試、大学入試センター試験利用入試合格者の中で、高

等学校在籍時の全体の評定平均値が 3.5 以上の者に対して、

1年間(3年 LaLa履修制度利用者は 2年間)にわたり学費から

年額 60 万円(3 年 LaLa 履修制度利用者は 36 万円)を減免す

る制度(令和 3 年度より 40 万円に、3 年 LaLa は 24 万円に変

更予定。) 

進学をあきらめない

で奨学金 

公募制推薦入試、AO 入試、一般入試、大学入試センター試

験利用入試合格者の中で、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て、初年度の入学金の全額及び授業料

の全額、又は入学金の半額及び授業料の半額を免除する制度 

被災者支援制度 東日本大震災や熊本地震など激甚災害によって、甚大な被害

に遭った者で、本学が実施する入試を出願し、公的機関が発

行する激甚災害による罹災証明書又は被災証明書が提出で
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きる者の初年度の入学検定料を全額免除する制度 

特待生選考試験 指定校推薦入試、公募制推薦入試、専門学校・総合学科推薦

入試、AO 入試(Ⅰ～Ⅴ期)、ファミリー入試(前期・中期)合

格者のうち、特待生選考試験を受けた者で成績上位者に対

し、1 年間(3 年 LaLa 履修制度利用者は 2 年間)にわたり学費

から、授業料及び教育充実費の全額もしくは授業料及び教育

充実費の半額もしくは初年度の入学金の全額を減免する制

度 

特別奨学生制度 指定校推薦入試合格者の中で、高等学校在籍時の学習成績概

評が A 以上の者に対して授業料の全額を、B 以上の者に対し

て授業料の半額を 1年間(3年 LaLa履修制度利用者は 2年間)

にわたり減免する制度 

奨学金制度 一般入試、センター試験利用入試において優秀な成績で合格

した者のうち、募集人員の 5～10％の者に対して、1 年間(3

年 LaLa 履修制度利用者は 2 年間)にわたり、授業料及び教育

充実費の全額、もしくは授業料及び教育充実費の半額、もし

くは初年度の入学金の全額を減免する制度 

社会人学びなおし奨

学金 

本学の幼児教育学科に社会人入試で合格した、入学時に満

30 歳以上の者に対し、入学金の全額及び授業料の半額を 2

年間(3 年 LaLa 履修制度利用者は 3 年間)にわたり減免する

制度 

沖縄特別奨学金制度 

※令和 2 年度入学生

より対象) 

沖縄に在住する通信制を除く高等学校に通学している高校

生で卒業見込みの者に、入学金の半額を免除する制度。 

その他 上記の奨学生制度以外に、在学生のうち、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

院大学短期大学部及び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」による入学金、授業料を免除及び猶

予する制度がある。 

 

 学外資金によるものは、日本学生支援機構による奨学金、都道府県の奨学金、企業や

各種団体の給付・貸与奨学事業、都道府県の修学資金制度があり、きめ細かい情報提供

を行っている。令和 2(2020)年度においては、表 2-4-3 に示すように、本学短期大学部

在籍者数 127名のうち 29名(22％)の学生が日本学生支援機構による貸与奨学金(第一種･

第二種)を利用しており、このうち 7 名(24％)の学生が第一種と第二種を併用していた。

また日本学生支援機構以外の奨学金の利用状況は、表 2-4-4 に示すとおりである。 

学生の経済的な問題に対しては、クラス担任教員が中心に助言・指導を行い、学生生

活課と連携して学生に情報提供して支援している。 
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表 2-4-3   令和 2 年度 日本学生支援機構奨学生数 (人) 

学年 
給

付 
貸与/1 種 貸与/2 種 1･2 種併用 実人数 

1 年生 5 3 2 1 11 

1 年生 LaLa 5 1 4 5 15 

2 年生 2 3 3 0 8 

2 年生 LaLa 0 3 1 2 6 

3 年生 LaLa 0 1 0 0 1 

合計 12 11 10 8 41 

 

表 2-4-4  令和 2 年度 その他の奨学生数 (人) 

学年 都道府県 
企業 

各種団体 

保育士 

修学資金 
延べ人数 

1 年生 0 0 4 4 

2 年生 0 0 5 5 

3 年 LaLa 0 0 4 4 

合計 0 0 13 13 

 

(3)学生の課外活動への支援 

 本学では、学生の自治活動やサークル活動、ボランティア活動等の課外活動は、建学

の精神「行動力豊かな教養人の育成」の一環として位置づけ、学生の主体的な判断と行

動、コミュニケーション力とリーダーシップ、協調性や社会性等を醸成し、成長する教

育機会として自主的な取組みがなされるよう、積極的に支援を図っている。学生が企画・

運営する学生会活動や大学祭、新入生歓迎会は、短期大学部学生生活委員を顧問とし、

事務局学生生活課職員と協働し学生の自主性を重視しながら支援をしている。またサー

クル活動は学内の専任教員が顧問となり指導・助言をしている。令和 2(2020)年度にお

いてはコロナ禍の影響により「新入生歓迎会」及び「大学祭」は中止となったが、開催

に向け試行錯誤を重ねた学生の取組みに寄り添った。 

課外活動への経済的支援としては、体育会(強化指定クラブ)への助成【資料 2-4-26】、

学生会助成【資料 2-4-27】や教育後援会助成があり、学生が積極的に活動できる基盤が

整備されている。 

令和 2(2020)年度のサークル数は、表 2-4-5 に示すとおり 38 団体中 35 団体が活動し

ている。 

 

表 2-4-5 令和 2 年度 課外活動サークル一覧    (人) 

区分 No 団体名 
部員

数 
大学 

短大

部 

大学

院 

自治組織 1 学生会執行部(大学) 4 4     
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2 学生会執行部(短期大学部) 7   7   

3 大学祭実行委員会(大学) 40 40     

4 大学祭実行委員会(短期大学部) 7   7   

体
育
会 

5 バドミントン(男子) 22 22 0   

6 バドミントン(女子) 7 6 1   

7 バレーボール(女子) 9 8 1   

8 ソフトテニス(女子)         

9 テニス(男子) 
9 

8     

10 テニス(女子) 1     

11 ホッケー(男子) 14 14     

12 ホッケー(女子) 44 44     

13 剣道(男子) 11 11     

14 剣道(女子) 5 5     

15 軟式野球部 32 32     

16 ソフトボール         

17 硬式野球部 81 81     

18 チアリーディング部 8 8     

ク
ラ
ブ 

運
動
系 

19 あたっく ONLY ONE(バレーボール) 19 19     

20 バスケットボール 32 31 1   

21 フットサル 17 17     

文
化
系 

22 漫画＆アニメーション 14 14     

23 軽音楽 26 23 3   

24 コーラス 1 1     

25 茶華道 5 5     

26 エスペラント語 5 5     

27 
フォーク・アコースティック・サーク

ル 
9 9 0   

28 吹奏楽 7 7     

同
好
会 

運
動
系 

29 ダンス 4 4     

30 ハンドボール 0 0     

31 スポーツサークル 21 19 2   

32 遊部 7 7     

文化系 33 学生放送研究会ラジスタ 3 3     
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34 写真研究 8 6 2   

35 東海学院大学ＢＢＳサークル         

36 将棋サークル 8 8     

37 みるくっく 11 11     

38 救護ボランティアサークル 84 84     

 
 

 
   合 計 571 547 24   

 

(4)学生の健康相談等への支援 

 安定した学生生活を送るための重要な支援の一つが、学生の心身の健康に関する支援

である。特に本学は、教育、福祉の分野で活躍できる人材を育成する教育機関であるこ

とから、学内での日頃からの健康管理はもとより、長期にわたる教育実習や保育実習に

係る心身の健康管理も行っている。健康管理は主として保健センターを中心に、健康管

理の種類により学校医、保健室、学生相談室、クラス担任教員、さらに各学科の実習担

当教員がそれぞれの役割を担い、かつ連携・協働する体制を整えている。 

 保健室には看護師が常駐し、学校医と常に連携しながら学生の健康状態の把握と管理、

表 2-4-6 に示すとおり健康相談・指導を行っている。 

 全学生を対象とする定期健康診断は年 1 回 4 月に実施し、表 2-4-7 に示すとおり受診

率は 100％である。定期健康診断では学生の基本的な健康状態を把握し、学校医と保健

室常駐の看護師が中心となってこれを管理し、健診の結果「要観察」に対しては健康指

導を行い、「要精検」「要医療」に対しては医療機関で受診するよう指導している。また

感染予防対策の一つとして、入学者全員を対象に入学時の定期健康診断で、小児感染症

の抗体価検査(麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎)を大学全額負担で行っている。抗体

価検査の結果が陰性・擬陽性の学生には、自己負担で予防接種を受けるよう勧奨してい

る。 

 健康管理全般にわたる学生支援は、年度初めの学生生活課オリエンテーションにおい

て説明し、適切な判断と行動のもとに自己管理できるように指導している。 

 
表 2-4-6 令和 2 年度西キャンパス保健室利用状況 

健康診断後の保健指導実施者数(四大生含む) 

利用理由 血圧測定 尿再検査 保健指導 
病院受診指導

血圧再検査 
合計 

人数 ６ ２２ ２２ ８ ５８ 

 

保健室利用状況(学生) 

傷病による利用者                               

利用理由 風邪様症状 腹部 

胃腸症状 

体調不良 頭痛 腰痛 眼の疾患 

人数 ２０ １４ ２７ １５ ４３ １ 

利用理由 月経随伴 

症状 
皮膚の疾患 虫刺され 

筋肉痛 

関節痛 
打撲・捻挫等 擦過傷・切傷 
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人数 ２ １７  ３ ３ １１ １７ 

利用理由 
熱火傷 爪の損傷 過呼吸・発作 

意識混濁 

消失 
その他 合計 

人数   １ ３ ９ ７ ３ １９６ 

                                    

 

健康相談・保健指導による利用者                        

利用理由 受診相談 人間関係 進路・学業 不定愁訴 心身の健康

相談 

合計 

人数 １７ ３５ ５ ０ ６０ １１７ 

                                    

注 短期大学学生のみでなく、併設四年制大学学生の利用者を含む。 

 

表 2-4-7 令和 2 年度 定期健康診断受診状況 

幼児教育学科   １年 ２年 ３年 合計 

２年制 

在籍数 ２９ ２０ 

  

４９ 

受診数 ２９ ２０ ４９ 

未受診 ０ ０ ０ 

受診率(％) １００ １００ １００ 

３年制(LaLa) 

在籍数 ４０ ２３ １２ ７５ 

受診数 ４０ ２３ １２ ７５ 

未受診 ０ ０ ０ ０ 

受診率(％) １００ １００ １００ １００ 

合計 

在籍数 ６９ ４３ １２ １２４ 

受診数 ６９ ４３ １２ １２４ 

未受診 ０ ０ ０ ０ 

受診率(％) １００ １００ １００ １００ 

 

(2)2－4 の改善・向上方策(将来計画) 

 安定した学生生活を保障するためには、入学する学生の意識が多様化している現状を

認識し、絶えず精査・検証しつつ、適切な学生支援を心掛ける必要があるため、令和元

(2019)年度に実施する学生生活調査の調査項目の見直しを図った。令和元(2019)年度か

ら 3 年間は本学学生の現状を把握するために毎年調査を実施し、その分析結果を基に学

生が必要としている支援の改善に取り組んでいく。大学全体の支援体制としては、教員

と職員が協働の体制でそれぞれの立場で相互に連携し、補いながら学生にとって最も適

切な対応ができるよう、教職員の支援スキルの向上を図るため、教職員研修会に継続し

て取り組んでいく。 

経済的支援における学外奨学金制度については、学内掲示板だけでなく令和 2(2020)

年度本学より全学生へ付番された E メールを活用して周知し、引き続き支援を行ってい

く。また課外活動等への支援は、関係顧問教員と学生生活課職員が協働し、学生の自主

性を尊重しつつ支援し、経済的な面では教育後援会、同窓会とも連携を進めながら支援
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を進めていく。 

心身に問題を抱えた学生に対しては、学生の多様なニーズを大学全体で支えていくた

めに、本学における支援体制の明確化を図り、学生が迷わず安心して相談できる場の提

供として、保健相談室(保健室)、学生相談室の更なる充実(人員配置、開室時間の延長)

と継続性や専門性を必要とする場合の支援体制の整備を進めていく。 

障害等をもつ学生への支援においては、障害学生支援委員会により令和元(2019)年度

に構築された支援システムに則り進めていく。 

 

【エビデンス資料(資料編)】 

【資料 2-4-1】 東海学院大学短期大学部及び東海学院大学障害学生支援委員会規程 

【資料 2-4-2】 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 2-4-3】 東海学院大学短期大学部及び東海学院大学学生就職委員会規程 

【資料 2-4-4】 東海学院大学短期大学部人権委員会規程 

【資料 2-4-5】 東海学院大学短期大学部及び東海学院大学学生支援センター規程 

【資料 2-4-6】 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 2-4-7】 東海学院大学短期大学部及び東海学院大学学生相談室規程 

【資料 2-4-8】 人権侵害を受けたら 

【資料 2-4-9】 令和 2 年度東海学院大学短期大学部 学生便覧 p161 

【資料 2-4-10】 学内相談窓口のリーフレット 

【資料 2-4-11】 東海学院大学短期大学部及び東海学院大学クラス担任教員に関する規

程 

【資料 2-4-12】 令和 2(2020)年度保護者教育相談会実施要領 

【資料 2-4-13】 オフィスアワー資料 

【資料 2-4-14】 東海学院大学短期大学部及び東海学院大学における障害等のある学生

支援に関する基本方針 

【資料 2-4-15】 障害等に配慮した支援の資料 

【資料 2-4-16】 ハラスメントに関する相談体制資料 

【資料 2-4-17】 ハラスメント相談の問題解決のプロセスと手順(フローチャート) 

【資料 2-4-18】 人権講習会資料 

【資料 2-4-19】 意見箱資料 

【資料 2-4-20】 学生生活調査用紙(令和 2(2020)年 9 月実施) 

【資料 2-4-21】 東海学院大学短期大学部及び東海学院大学の入学金免除及び徴収猶予

規則 

【資料 2-4-22】 東海学院大学短期大学部及び東海学院大学の授業料免除及び徴収猶予

規則 

【資料 2-4-23】 東海学院大学短期大学部及び東海学院大学の入学金免除及び徴収猶予

選考基準 

【資料 2-4-24】 東海学院大学短期大学部及び東海学院大学の授業料免除及び徴収猶予

選考基準 

【資料 2-4-25】 東海学院大学短期大学部及び東海学院大学奨学生規則 
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【資料 2-4-26】 東海学院大学体育会に関する内規 

【資料 2-4-27】 東海学院大学短期大学部及び東海学院大学学内課外活動に関する取扱

規程 

 

2－5 学修環境の整備 

2-5-① 校地、校舎等の学修環境の整備と適切な運営・管理 

2-5-② 実習施設、図書館等の有効活用 

2-5-③ バリアフリーをはじめとする施設・設備の利便性 

2-5-④ 授業を行う学生数の適切な管理 

2－5 学修環境の整備 

(1)2－5 の事実の説明 

2-5-① 校地、校舎等の学修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た教育目的の達成のため、エビデンス集(データ編)〔様

式 1〕にあるように、西キャンパスと附属図書館等の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

設及び東キャンパスの共用施設の概要は、表 2-5-1 及び表 2-5-2 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。 

7 号館には TGU トレーニングルームが付設され、テニスコート兼多用途グラウンドに

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、テニスコート兼多用途グラウン

ドについては有料ではあるが、学外者にも一般開放している。 

校地、校舎の概要は表 2-5-3 のとおりである。 

 

表 2-5-1 西キャンパス主要施設の概要 

名称 主要施設 

1号館 事務局、記念室、講義室、ピアノレッスン室、教員研究室他 

2 号館 ピアノ練習室、教員研究室他 

3 号館 保健室、講義室、教員研究室他 

新 3 号館 さらまんじぇ・とーかい(軽食)、講義室 

5 号館 
ピアノ練習室、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 音楽演習室、学生会室、教員研究室他 

7 号館 

La Santé Tokai(学生食堂)、模擬保育室(あそびの森)、講義室、    

TGU トレーニングルーム、TG danse studio goût、会議室、教員研究

室、乳児保育室、保育演習室他 

体育館兼講堂 講堂、研究室、シャワ一室、部室 

テニスコート (オムニート 3 面)兼多用途グラウンド(フットサル、ホッケー) 
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表 2-5-2 東キャンパスの共用施設の概要 

名称 主要施設 

本館 東海食堂(学生食堂) 

東海学院大学短期大

学部及び東海学院大

学附属図書館 

 

部附属図書館 

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 

クラブ棟(3 号館) 
部室(14)、大学祭実行委員会室(学生会室)、サークル控室、ミー

ティングルーム、器具室 

TGU スタジアム 硬式野球部専用球場 

ゴルフ等練習場 ゴルフ打席半面、ピッチングマウンド１個 

体育館兼講堂 講堂、研究室、シャワ一室、部室 

 

表 2-5-3 短期大学部校地、校舎面積 

 
専用面積

(㎡) 

共用面積

(㎡) 

共用校の専

用面積(㎡) 

設置基準上

の 

必要面積

(㎡) 

備考 

校地 － 41,611.4  65,751.7  3,000.0  
共用は東海 

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

 

2-5-② 実習施設、図書館等の有効活用 

(1)実習施設 

・美術室は、授業に必要な教具を備えている。 

・ピアノ練習室は 2 号館 3 階に 20 室、5 号館 4 階に 15 室、合計 35 室が確保されている。 

・7 号館 5 階に「あそびの森」の名称で保育実習室を設置し、授業及びイベントに活用

している【資料 2-5-1】。 

(2)図書館等の有効活用 

図書館は、「学ぶ」「集う」「語らう」をテーマにし、「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

合的な施設である。 

図書館の広さは(4,384.9 ㎡)、閲覧席数は 368 席である。蔵書数は約 24,000 冊、雑誌、

視聴覚資料、オンラインデータベース・電子ジャーナルなどが利用できる。 

1 階は東海えほんの森(絵本、大型絵本、紙芝居など約(1,700 点＝令和 2(2020)年度)

が排架されており、授業での使用や、学生ボランティアによる絵本の読み聞かせなど、

「幼児教育の実践の場」としても運用され、学生と乳幼児や保護者との和やかな交流が



東海学院大学短期大学部 

 

39 

行われている。3 階には一般図書(和書)、参考図書、視聴覚資料、文庫・新書版コーナ

ー、資格就職活動関連資料コーナーがある。4 階は一般図書(和洋書)、雑誌、製本雑誌、

絵本・児童書コーナー、学科指定図書コーナー等資料が配置されている。 

ラーニングコモンズ、情報学習室(ネット接続パソコン 14台設置＝令和 2(2020)年度)、

学習室(16 席の個室 2 室＝令和 2(2020)年度)、中小セミナー室(自習室として開放)等の

学習施設が充実している。 

  本学では社会貢献の一環として、毎年公開講座を実施している。令和 2(2020)年度の

テーマは「考えて生きる～大学は知の宝庫～」と題して 7 回の講座を開設し、述べ 243

名の参加者があった【資料 2-5-2】。 

 図書館の概要については以下の表のとおりである(表 2-5-4)(表 2-5-5)(表 2-5-6)。 

 

表 2-5-4 図書館の開放時間 

 平日 土曜日 

図書館 9:00～18:30(休業期間中：9:00～17:00) 9:30～17:00 

 

表 2-5-5 蔵書数 

項 目 図 書 視聴覚資料 

数 等 237,968 冊 約 7,600 点 

 

表 2-5-6 各フロアー 

 広さ 座席数 

閲覧室(３、4 階) 2493.6 ㎡ 258 席 

中小セミナー室(2 階) 94.5 ㎡ 54 席 

大セミナー室(1 階) 164.4 ㎡ 126 席 

大ホール(1 階) 499.2 ㎡ 56 席 

東海えほんの森 142.8 ㎡ 指定なし 

 

幼児教育学科においては、授業での調べ学習等にラーニングコモンズを活用し、「主体

的・対話的で深い学び」の実践に取組んでいる。また、指導計画立案、保育記録等の自

主学習を支援する書籍を整備し、学外実習の際に利用できるよう、絵本、エプロンシア

ター、紙芝居、大型絵本なども取りそろえられている。約 30 種類の保育雑誌を定期購読

し、保育における新しい、多様な情報を常に得ることができる環境を整えている。 

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でき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」等を開催することで、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。 

１階の東海えほんの森には絵本、大型絵本、紙芝居など約 1,700 冊が排架されており、

授業での使用や、学生による絵本の読み聞かせや制作を行うイベントを開催し、「幼児教

育実践の場」としても活用されている。 
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2-5-③ バリアフリーをはじめとする施設・設備の利便性 

(1)バリアフリーによる利便性 

学内施設のバリアフリーについては、法令に則り、また、平成 30(2018)年度に策定し

た「東海学院大学短期大学部及び東海学院大学における障害等のある学生支援に関する

基本方針」の指針にも従っている【資料 2-5-3】。 

各校舎の入り口全てに車椅子対応のスロープが設置され、東キャンパス・西キャンパ

スともにエレベーターが設置されている。多目的トイレが設置されており、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、障害者等に対し細やかな配慮と安全性と利便性に配慮し

ている。 

(2)施設・設備の利便性と安全性 

教室は、授業に使用する他、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。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、TGU 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。 

各施設の安全性については、法令に則り、設備の維持及び安全管理を行っている【資

料 2-5-4】。校舎等建物の耐震性については、昭和 56(1981)年の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、災害発生時を想定して、避難経路図を施設内適所に表示

している。その他、学生の防災訓練及び障害者に対する避難誘導訓練(平成 20(2008)年

度から)、構内 2か所に設置した AED(自動体外式除細動器)の使用方法等の訓練を実施し、

災害時における災害弱者を含めた避難等、全学的な安全環境の維持に努めている。 

防犯対策は、午後 6 時から午前 9 時の間は、専門の警備員１人を配置し学内の巡回と

緊急時にも即座に対応できる体制がとられている。 

教育研究施設、福利厚生施設の清掃は、用務員が常に清潔に留意し清掃と管理業務を

担っている。図書館、体育館、情報処理関係教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。 

 

2-5-④ 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、短期大学設置基準及び各資格免許状取得

の基準に則り管理している。特に演習・実技科目は１クラスあたり原則 40 人以下の適正

な規模での授業を実施し、教育効果が十分にあげられるようにしている。講義科目は原

則として１コマで授業運営を行ったが、授業効果を考慮して複数コマでの授業も開設し

ている。 

 

(2)2－5 の改善・向上方策(将来計画) 

主な学修環境の整備ができたと評価するが、学修環境の整備については次の改善課題

が挙げられる。 

本学では、近年の ICT 技術の進展に合わせ、学内のインターネットや学生ネットワー
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ク環境の整備、ICT 機器の導入、図書館のデジタル機能の向上と充実が求められている。 

各施設設備は適切に維持管理、運営されているが、学生及び教職員に施設設備に対す

る満足度を確認する。構内の施設設備の改修などの検討事項については、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。特に、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

必要がある。学生からの要望を主に、教室関係の現状を把握した教務課、体育施設や福

利厚生施設の現状を把握した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が求められている。 

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、より整備を図り共生社会の涵養にふさわしい大学としての姿がもとめ

られている。防犯上の安全性からは、セキュリティーシステムの導入も含めハード・ソ

フトの両面の対応の強化が求められている。 

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た中、今後は地域の

図書館と連携した企画などをさらに推進していく。 

 

【エビデンス資料(資料編)】 

【資料 2-5-1】 あそびの森 令和 2(2020)年度学生便覧 p172   

【資料 2-5-2】 東海学院大学・東海学院大学短期大学部 公開講座 2020 案内 

【資料 2-5-3】 東海学院大学短期大学部及び東海学院大学における障害等のある学生

支援に関する基本方針 

【資料 2-5-4】 平成 20(2008)年度耐震調査結果 

 

2－6 学生の意見・要望への対応 

2-6-① 学修支援に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

2-6-② 心身に関する健康相談、経済的支援をはじめとする学生生活に関する学生の意

見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

2-6-③ 学修環境に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

(1)2－6 の事実の説明 

2-6-① 学修支援に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

本学では、学修支援に関する学生の意見や要望の把握は、「学生による授業評価アン

ケート調査」【資料2-6-1】「学生生活に関する調査」【資料2-6-2】「意見箱【資料2-6-3】」

に取組んでいる。また学生がクラス担任教員と相談するなかで、きめ細かく把握するこ

とに努めている。 

まず「学生による授業評価アンケート調査」は、前期及び後期にそれぞれ1回ずつ実

施している。授業評価アンケート調査は、平成30(2018)年度までは全授業担当科目教員

の全開講科目に対して調査をしていたことで集計に時間を要し、調査結果の教員へのフ

ィードバックによる授業改善に早期に結び付けることができなかった。そのため、FD

委員会で検討を進め、令和元(2019)年度より対象講義を1科目もしくは希望する複数科

目に絞ること、項目を減らし自由記述欄を増やすこととなった。対象講義の選定基準と
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して「受講生の多い科目を対象として優先する」ことを設け、調査期間は、開始期間を

設けず15週までに実施することを設定し、集計前に回収したアンケートのコピーを教員

に返却しコメントマニュフェストを作成することとなった。 

「学生生活に関する調査」は、令和2(2020)年度は調査回収率を上げるため、後期ガ

イダンスに合わせて実施を予定している。調査内容は、学校生活に関する68の質問項目

から構成されている。調査の回答について集計後、学生支援センターにおいて、分析及

び検討をし、次年度の事業計画に反映させるとともに、内容に応じて短期計画、長期計

画の中で計画的に実施していくこととしている。また、すぐに対応できるものについて

は、教員と職員が連携して迅速に取組んでいくこととしている。 

 学生からの個々の声である「意見箱」は、東キャンパス学生控室と西キャンパス学生

就職課前に設置してあり、学生が適宜、意見書を投函できる。学生には、意見の内容に

責任をもつため、また内容について問い合わせることがあるため、原則として氏名を記

入して投函するよう周知している。意見書は毎日、総務課が回収し、学内の担当部署に

回付する。担当部署は提出された意見に対して検討ののち回答を作成するし、適切な対

応を行っている。意見箱の回答は総務課が取りまとめて一覧にして学生掲示するととも

に、教員と職員が共通認識を持ち、学修支援に向けて認識を高めていくようにしている。

令和 2(2020)年度は 31 件の意見があり、それぞれへの回答を作成し、一覧にして掲示し

ている。回答については、すぐにできるもの、対応に時間が必要なもの、学生の理解と

協力をお願いするもの、などに区分して対応をしている。 

また、クラス担任教員が日ごろから個別で面談を実施するなかで、学生の意見や要望

を把握し、学生の了解のもと学科会などで対応を検討している。すぐに対応できるもの

については、教員間で共通理解を図って取組むとともに、必要に応じて他の委員会など

につなぎ、適切な改善策を講じていくこととしている。 

 

2-6-② 心身に関する健康相談、経済的支援をはじめとする学生生活に関する学生の意

見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

学生の健康管理については、「保健センター」【資料 2-6-4】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」(東キャンパス本館 2 階)が相談員や担当者

を置いて対応する体制となっている【資料 2-6-5】。本学では看護師資格をもつ職員が東

キャンパスと西キャンパスの保健室にそれぞれ 1 名、週 5 日間常駐し、キャンパス内で

発生した学生の怪我や病気の応急手当、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 4 月に実施【資料 2-6-6】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

保健指導も実施している【資料 2-6-7】。 

充実したクラス担任制度、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、クラス担任教員、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。 

経済的支援については、前期及び後期授業開始前にガイダンスを行い、各種奨学金の
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説明と手続き、授業料の免除及び減免規定の説明と手続きについて周知している。経済

的支援に関する相談は、随時クラス担任教員及び学生生活課で行っており、その中で学

生の意見や要望を把握しながら、個々の学生が適切に経済的支援に関する制度等を活用

できるよう支援している。 

本学が行っているサークルへの経済的支援には、体育会(強化指定クラブ)への大学か

らの助成金【資料 2-6-8】、学生会助成金【資料 2-6-9】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。 

2-6-③ 学修環境に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

 学修環境に関する学生の意見や要望は、学生生活に関する調査や意見箱、クラス担任

教員との面談のなかで把握し、計画的に対応している。令和 2(2020)年度は図書館の充

実に取組んだ。学生の意見・要望を具体的に確認するために、図書館利用状況、レファ

レンス記録表、図書・視聴覚資料注文カード、文献検索講習会における意見、文献複写・

相互貸借申込書、東海えほんの森の利用状況を分析するとともに併設四年制大学卒卒業

論文作成に関わる親子調査のための東海えほんの森利用者の観察、アンケート調査を実

施した。それらの結果を踏まえ、教育教材として、図書 562 冊、視聴覚資料 12 点、雑誌

106 種、新聞 6 紙、データベース 4 種を整備した。また教育環境については、図書館施

設(大セミナー室、中小セミナー室、学習室 I・II、情報学習室、ラーニングコモンズ、

雑誌閲覧室、OPAC コーナー、AV コーナー、東海えほんの森、大ホール)に、閲覧席数 368

席、蔵書数 236,561 冊、図書館システム「お気軽図書館 6」を整備している。 

 西キャンパス 5 号館 2 階の公務員対策講座学習室は LED の照明及び空調機を更新し、

パソコンを 1 台設置した。 

また、学生生活に関する調査及び意見箱の投函内容に対応し、令和元(2019)年 7 月に

禁煙指導室を西キャンパスに設置した。 

 常備しているピアノ、パソコン、臨床機器などについては定期的なメンテナンスを行

い、学生の学修環境を常に整備している。 

 

(2)2－6 の改善・向上方策(将来計画) 

教育、福祉など様々な分野で、専門性を持った資格への期待は、今後もさらに大きく

なっていく。そのような社会の要請に応え、優秀な人材を輩出するためにも、資格取得

を目指す学生の声は今のニーズを反映していると考えることができる。したがって、学

生の意見や要望を広く、深く把握する取組みを充実していく。その入り口として、学生

生活に関する調査、学生による授業アンケート、意見箱があると考え、それらの分析を

教職員が共通理解しながら学生との対話に取組むことで、そのなかから自発的に学修環

境を改善・向上していくための対応が導き出されていくのである。それは、物理的な学

修環境の充実・改善だけでなく、心理的な学修環境の充実・改善になっていく。 

また、学生のニーズに合わせたグラウンドの整備、生活支援の充実に向けた学生寮の

改築、通学利便に対応した駐車場の確保などについては計画的に実施しており、さらな

る学生生活の質の向上を図っていく。 
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【エビデンス集(資料編)】 

【資料 2-6-1】 令和 2(2020)年度授業アンケート実施資料 

【資料 2-6-2】 令和 2(2020)年度学生生活に関する調査(日本私立短期大学協会実施) 

【資料 2-6-3】 令和 2(2020)年度意見箱回答一覧 

【資料 2-6-4】 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 2-6-5】 東海学院大学短期大学部及び東海学院大学学生相談室規程 

【資料 2-6-6】 令和 2(2020)年度学生健康診断実施要項 

【資料 2-6-7】 令和 2(2020)年度保健室業務報告 

【資料 2-6-8】 東海学院大学体育会に関する内規 

【資料 2-6-9】 東海学院大学短期大学部及び東海学院大学学内課外活動に関する 

取扱規程 
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基準 3．教育課程 

3－1 単位認定、卒業認定、修了認定 

3-1-① 教育目的を踏まえたディプロマ・ポリシーの策定と周知 

3-1-② ディプロマ・ポリシーを踏まえた単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修

了認定基準等の策定と周知 

3-1-③ 単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修了認定基準等の厳正な適用 

(1)3－1 の事実の説明 

3-1-① 教育目的を踏まえたディプロマ・ポリシーの策定と周知 

 本学は、教育基本法及び学校教育法の精神に則り、広く深い教養と知識を授けるとと

もに、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 1 条建

学の精神に示した「国際的視野を備えた創造性と行動力豊かな教養人の育成」【資料

3-1-1】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 4 条【資料 3-1-1】に「幼児

教育学科は、乳幼児期の子どもの豊かな心と健やかな体の成長・発達について専門的知

識と技能を有し、子どもの成長・発達や子どもを取り巻く社会の変化に主体的に対応で

きる実践力をもった人材の養成を目的とする。」と定めている。 

 ディプロマ・ポリシーは、本学の「学生便覧」「履修のてびき」【資料 3-1-2】、入学試

験要項【資料 3-1-3】、及びホームページ【資料 3-1-4】に掲載するとともに、オープン

キャンパスや高校訪問、保護者相談会【資料 3-1-5】などの多くの機会を活用し、幅広

く本学教育の理解と周知を図っている。 

本学学生に対しては、入学時の新入学ガイダンスの際に、学科別ガイダンス及び教養

教育科目「基礎ゼミナール」において「学生便覧」「履修のてびき」を用いて、教育目的、

さらにディプロマ・ポリシーについて提示し、教育課程や履修方法と関連付けて新入生

一人ひとりに説明している【資料 3-1-6】。  

 

3-1-② ディプロマ・ポリシーを踏まえた単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修

了認定基準等の策定と周知 

本学ではディプロマ・ポリシーを掲げ、幼児教育の現場で活躍する保育者の育成を目

指している。 

単位制度については、「東海学院大学短期大学部学則」第 20 条【資料 3-1-7】で「本

学の卒業には、第 17 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
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ければならない。」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。 

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 ※2 28単位以上 

自 由 科 目 選択 ※3 

※1 「基礎ゼミナール」(1 単位)を含まなければならない。 

※2 「保育ゼミナールⅠ」(1 単位)・「保育ゼミナールⅡ」(1 単位)を含まなければならない。 

※3 自由科目は上限 10 単位を卒業単位に算入することができる。 

 

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、厳正な成

績評価のため GPA(Grade Point Average)制度を導入して活用している。 

単位の認定は、「東海学院大学短期大学部学則」第 22 条【資料 3-1-7】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・実技試験・レポート等の結果で行う。成績評価基準は以下のように

明示している(「東海学院大学短期大学部履修規則」第 21 条【資料 3-1-8】)。 

 

表 3-1-1 成績評価基準 

 評価点 評価 評価基準 

合 格 

90 点以上 100 点以

下 

秀 特に優れた成績を示した。 

80点以上 90点未満 優 優れた成績を示した。 

70点以上 80点未満 良 妥当と認められる要求を満たす成績を示し

た。 

60点以上 70点未満 可 合格を認められる最低限度の成績を示し

た。 

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。  
不合格 60 点未満 ― 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。 

授業科目には単位数を定め、履修登録を行い、1 単位は大学における 15 時間の授業に

加えて 30 時間の予習・復習からなる自己学修が伴った 45 時間の学修を行った上で、当

該授業科目の行うべき授業回数の 7 割以上出席し、成績審査により合格と判定されるこ
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とで認定されるものである。なお、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。 

 

表 3-1-2  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・演習  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。 

実験、実習及び

実技 

30 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、45 時間の授業をもって１単

位とすることができる。 

講義、演習、実

験、実習及び実

技のうち２以上

の方法により行

う場合 

その組み合わせに応

じ、学則に規定する基

準により算定した時

間の授業をもって１

単位とする。 

 

学外実習等 学修とその成果を評

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、規定

に関わらず、時間を定

めることができる。 

 

  

修業年限は 2 年(長期履修学生は 3 年)とし、2 年間(長期履修学生は 3 年)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(ただし、在学年数は、休学期

間を除いて 4 年(長期履修学生は 6 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、教育施設における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 28 条、44 条、47 条【資料

3-1-7】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。 

その他の単位認定としては、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【資料 3-1-8】、

導入された制度で、岐阜県内の大学等に在学する学生は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。受講料は原則無料で、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
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れている。単位互換科目の中には、科目開設大学へ通学することなくインターネットに

接続できるパソコンから受講できるｅラーニング授業により実施されるものもある。 

 

3-1-③ 単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修了認定基準等の厳正な適用 

 本学での単位認定は、「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

正に適用している【資料 3-1-9】。 

卒業については、教務部教務課が卒業判定に関する資料を作成し、教務委員会にて付

議したのち、役職者会議・教授会を経て学長が認定する。 

  

(2)3－1 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、本学では教育研究開

発センター【資料 3-1-10】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、きめ細かい指導を今後も維持し

ていく。 

           

【エビデンス集(資料編)】 

【資料 3-1-1】 東海学院大学短期大学部学則 第 1 条 第 4 条 

【資料 3-1-2】 履修のてびき p1 

【資料 3-1-3】 2021 年度入学試験要項 

【資料 3-1-4】 大学ホームページ 

【資料 3-1-5】 保護者教育相談会資料 

【資料 3-1-6】 シラバス「基礎ゼミナール」 

【資料 3-1-7】 東海学院大学短期大学部学則 第 22 条 第 28 条 第 44 条 第 47 条 

【資料 3-1-8】 単位互換に関する包括協定 

【資料 3-1-9】 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 

【資料 3-1-10】 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 

 

3－2 教育課程及び教授方法 

3-2-① カリキュラム・ポリシーの策定と周知 

3-2-② カリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーとの一貫性 

3-2-③ カリキュラム・ポリシーに沿った教育課程の体系的編成 

3-2-④ 教養教育の実施 

3-2-⑤ 教授方法の工夫・開発と効果的な実施 

(1)3－2 の事実の説明 

3-2-① カリキュラム・ポリシーの策定と周知 
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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 2 条【資

料 3-2-1】で建学の精神に基づく本学の目的を「教育基本法及び学校教育法の精神に則

り、広く深い教養と知識を授け専門の学術に関する教育を行うことにより、国際的視野

を備え、職業及び実際生活に必要な創造性と行動力を身につけた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

4 条【資料 3-2-2】で学科の人材養成及び教育研究上の目的を「乳幼児期の子どもの豊

かな心と健やかな体の成長・発達について専門的知識と技能を有し、子どもの成長・

発達や子どもを取り巻く社会の変化に主体的に対応できる実践力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カリキュラム・ポリシーを策定

し、教務委員会・役職者会議・教授会の承認を経ている。 

カリキュラム・ポリシーは、本学「履修のてびき」、ホームページ及び大学案内に掲載

するとともに、オープンキャンパスや高校説明会等でも広く周知するように努めている。

また、本学学生には新入生ガイダンス及び各学年進級時ガイダンスで「履修のてびき」

を用いて丁寧に説明している。 

 

3-2-② カリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーとの一貫性 

 本学は、建学の精神に基づき、幼児教育の現場で活躍する保育者を育成することを社

会から期待されている。そのため本学科では、カリキュラム・ポリシーに基づいた所定

の課程を修め、卒業に必要な条件を満たした上で次のような目標を達成した者に学位

「短期大学士(教育学)」を授与している。 

 ディプロマ・ポリシーに掲げる到達目標(1)～(3)は、以下のとおりである。 

(1)乳幼児期の子どもの豊かな心と健やかな体の成長・発達を支援する専門的知識・技能

を習得し、教育及び保育の現場で実践することができる。 

(2)子どもに関わる課題に多方面から主体的に向き合い、他者と協働しながら子どもの心

に寄り添ってその成長・発達を援助支援し、課題の解決に取り組むことができる。 

(3)教育及び保育の現場で主体的に活躍し、社会と連携しながら地域で子どもを育てる活

動にかかわる意欲をもつことができる。 

 本学では、これら二つのポリシーの一貫性について、学生の学修成果を検証しつつ、

学科会や教務委員会で随時点検している。 

 

3-2-③ カリキュラム・ポリシーに沿った教育課程の体系的編成 

 本学では、カリキュラム・ポリシーに基づいて「教養教育科目」「専門教育科目」及

び「自由科目」を体系的に編成し、講義、演習、実習及び実技を適切に組み合わせた授

業科目を開講している。「教養教育科目」は幅広い教養の涵養かつ専門教育への導入と

位置付けられる科目群であり、「専門教育科目」は幼稚園教諭免許状及び保育士資格取

得のための科目と、各自の専門性を身につけ実践力を育成するための学科独自の科目を

配置している。「自由科目」には「専門教育科目」に含まれない内容を盛り込み、幼稚
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園教諭免許状及び保育士資格以外の資格の取得を支援している。それぞれの科目は各年

次に配当され、学生の主体的・自立的な学びを促している。 

 

１．幼児教育学科のカリキュラムの特徴 

本学のカリキュラムは、幼稚園教諭免許状と保育士資格のダブル取得が可能な編成と

なっている。そのために、1 年次より専門教育を行って免許・資格に必要な科目を受講

することとし、実践を多く含む演習科目を設け、きめ細かく徹底した指導を行うように

している。 

1)教養教育科目 

教養教育科目は専門教育への導入と位置付け、「教養人」の育成を図るものである。教

養教育科目では、「基礎教養科目」「キャリアデザイン科目」「言語・情報科目」「健康・

スポーツ科目」「基礎演習科目」の学群により、歴史的に蓄積された思想や学問について

広く基礎を学び、変化が激しい現代社会において的確に判断できる知性及び知識・技能

の習得や、幅広い教養の涵養を目標としている。1 年生前期では「基礎演習科目」とし

て「基礎ゼミナール」を必修とし、建学の精神を知ることにより、幼児教育学科の人材

養成及び教育研究上の目的と教育内容の理解を通して学修目的を明確にしながら、短期

大学における自主的な学修へとスムーズに移行するために必要となる基本的なスタデ

ィ・スキルを身につける。 

2)専門教育科目 

専門教育科目は、「教育職員免許法施行規則」及び「指定保育士養成施設の指定及び運

営の基準について」に定められている科目を配置し、それに加えて、各自の専門性と実

践力を育成するための学科独自の科目を配置しており、保育者としての専門知識・技能

の修得、他者との協力による協働力、教育及び保育の現場で主体的に活動できる力を身

につけることを目標としている。実習については適切な時期に設定し、実習先と協力し

ながら実践力のある保育者の養成を図っている。専門教育科目の中では、「保育ゼミナー

ルⅠ」「保育ゼミナールⅡ」を学科の卒業必修科目とし、オープンキャンパス・大学祭等

におけるイベント・ワークショップ等の開催や地域における子育て支援活動の体験等、

既存の授業には組み込めない実践活動を行っている。 

さらに本学においては、学生の卒業後の進路を考慮し、強みとなる専門性をもつ保育

者の養成を目指すために、子ども医療・心理、子どもスポーツ、子ども音楽、子ども造

形の「学びの柱」ごとに専門教育科目を編成し、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。学生は共通の幼稚園教諭並びに保育士養成のカリキュラムを履

修した上で、それぞれの適性や興味に合わせた柱ごとの専門科目を履修する。 

①子ども医療・心理専門教育科目 

子ども医療・心理では、医療や発達障害分野に強い保育者、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た

保育者を養成するための科目「子ども医療学概論」「子ども臨床心理学」「病児保育」「カ

ウンセリング」「食育演習」を開講している。併設する東海学院大学が持つ医療・福祉・

栄養・心理各分野の人材と施設・設備を優れた教育環境として活用し、きめ細かい教育

を行っている。豊富な知識を生かして、「育ちにくさ」をもった子どもや育児に不安を抱



東海学院大学短期大学部 

 

51 

える親を支援できる専門家、子どもの心と向き合える保育者など、子どもの成長に貢献

できる能力の習得を図る。 

②子どもスポーツ専門教育科目 

乳幼児期の子どもの健康と安全を守り、レクリエーションスポーツの専門的知識を備

えた保育者を養成することを目的として、「チャイルドスポーツ」「キッズレクリエーシ

ョン」「ウェイト＆エアロビック・トレーニング」「野外活動」の科目を開講している。

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

ての感性の育て方や支援について、理論と実際を学ぶことを目的としている。 

③子ども音楽専門教育科目 

子ども音楽では、幼児に対する多様な指導方法を学び、子どもたちが音楽に親しむ心

を育て、子どもの成長に果たす役割の重要性を理解することを目的としている。「リトミ

ック」「ミュージカル」「音楽演習Ⅲ」「音楽演習Ⅳ」の各科目を開講し、様々な音楽的経

験を通して音楽能力の向上を図っている。 

④子ども造形専門教育科目 

 子ども造形では、保育現場で役立つような実践を学ぶ科目「造形教材の研究」「保育教

材の研究」「造形と遊び」を開講している。幼児に関わる造形の範囲は非常に幅が広く、

特に最近は遊びの中での造形を含む総合表現が重視されるようになってきている。また、

新しい素材や教材も随時開発されており、最新の多様な造形活動を学び、主体的にプラ

ンを考えながら実践的な技能を身につけることを目的としている。 

3)自由科目 

 自由科目は、幼稚園教諭免許状及び保育士資格以外の資格を取得するために必要な科

目群である。なお、それらの資格取得の必修科目には「教養教育科目」「専門教育科目」

に含まれるものもあるため、具体的には、「自由科目」に関係する資格は、「レクリエー

ション・インストラクター」「スポーツ・レクリエーション指導者」「こども音楽療育士」

「秘書士」「上級秘書士(メディカル秘書)」「スポーツリーダー」「競技別指導者(受験資

格)」の 7 種の資格となる。 

 

3-2-④ 教養教育の実施 

本学の教養教育科目は、「基礎教養科目」「キャリアデザイン科目」「言語・情報科目」

「健康・スポーツ科目」「基礎演習科目」の学群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 年次としており、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「基礎演習科目」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「基礎ゼ

ミナール」を必修とし、学士課程への円滑な移行に必要な学修を通じて主体的・自立的

な学修態度を養っている。 

②「言語・情報科目」のうち言語リテラシー科目では、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保育現場の実情に鑑み、「英語Ⅰ」「英語Ⅱ」

を平成 30(2018)年度に「保育の英語Ⅰ」「保育の英語Ⅱ」と改めた。教科書は保育現場

を舞台とした内容のものを採択し、附属幼稚園の英語活動を参観する機会も設け、現場



東海学院大学短期大学部 

 

52 

に主体的に対応できる知識と技能を学んでいる。 

情報リテラシー科目「コンピュータリテラシー」では、コンピュータやネットワーク

の扱い方から情報の扱い方に至るまでの基礎知識と能力を身につける。情報化社会の中

で幼稚園や保育所でも同様に IT 化が進んでおり、情報を扱うために必要な知識と能力

(情報収集・分析・整理能力)が求められている。当たり前のようにコンピュータを活用

できるよう、ワープロソフトの習熟を通して実践力を養成する。 

③「キャリアデザイン科目」では、自らの夢を実現するためには今何を学び、いかに自

らの能力を伸ばすのかを考える。また、社会人として必要なビジネスマナー・スキルを

磨き、地域連携や社会的・職業的自立を目指す「プレゼンテーション」「キャリアデザイ

ン」「インターンシップ」といった科目を開講している。 

④「健康・スポーツ科目」は、「スポーツ科学入門」「スポーツ実践」により、健康の概

念や健康を保つための知識を学ぶとともに、様々なスポーツ実技を通して身体を動かす

楽しみや充実感を味わう。また、健康な身体を維持する考え方や方法を通して、生涯に

わたってスポーツを楽しむ態度を養っている。 

⑤「基礎教養科目」では、「子どもカルチャー」「子ども医療(健康)」で専門教育を見据

え、専門教育の内容につながる子どもの文化や健康について全般に学ぶ機会を設けてい

る。「変わるメディアと社会」「日本国憲法」では現代の様々な社会問題に目を向け、よ

りよい社会を作り上げる力を養い、「数理」では数学的発想法や科学の基礎概念をわかり

やすく取り上げ、将来の仕事に役立つ数学的なものの見方や考え方を身につけていく。 

 

3-2-⑤ 教授方法の工夫・開発と効果的な実施 

 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。オムニバス

形式及び共同授業形式を採用している科目の場合は、担当教員間での綿密な打合せを実

施し、教育効果を上げるように図っている。 

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

「コンピュータリテラシー」は確実にそのスキルを獲得させるために少人数編成で授業

を行っている。専門教育科目においては、演習は 40 名以下での授業を行い、確実に知識・

技能を学修できるよう配慮している。 

多くの科目で「主体的・対話的で深い学び」を引き出すことを目指し、課題に対して

グループディスカッションや実技発表等の学生主導型授業を通して理解を深めている。 

 

(2)3－2 の改善・向上方策(将来計画) 

常時カリキュラムの検討を行い、改善策を定めて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。学科と教務委員会・教務部教務課との協働

により、学科の教育目的に即しながら、教育内容の充実と学修成果の向上につながるカ

リキュラムの改善に努めていく。 

 

【エビデンス集・資料編】 



東海学院大学短期大学部 

 

53 

【資料 3-2-1】 東海学院大学短期大学部学則 第 2 条  

【資料 3-2-2】 東海学院大学短期大学部学則 第 4 条 

 

3－3 学修成果の点検・評価 

3-3-① 三つのポリシーを踏まえた学修成果の点検・評価方法の確立とその運用 

3-3-② 教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての学修成果の点検・評価結果の

フィードバック 

(1)3－3 の事実の説明 

3-3-① 三つのポリシーを踏まえた学修成果の点検・評価方法の確立とその運用 

 本学は、「国際的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、教育・

保育の課題について実践的な教育を展開してきた。三つのポリシーのもとで教育を実施

し、幅広い教養、深い専門知識、高い技術を身につけ社会に貢献する人材育成をめざし

ている。 

学生の履修登録・成績・単位修得などの情報は、事務局においてコンピュータ管理さ

れており、必要に応じていつでも確認できる状態にある。FD の一環として実施している

授業評価アンケート調査結果と比較・検討することで、授業評価及び教育目的の達成を

客観的に把握できるようにしている。学科ではクラス担任教員や資格担当教員が、個々

の学生の学修状況及び資格・就職状況の把握に努めており、必要に応じて個人面談など

を通じて、教育目的の達成状況の点検・評価を行っている。 

履修要項・シラバスには、各科目の授業目的や到達目標、評価方法と基準、各科目の

授業内容、事前・事後学習を明記しており、各科目責任者は、その目標と評価基準をも

とに達成状況を客観的に点検・評価している。 

 

3-3-② 教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての学修成果の点検・評価結果の

フィードバック 

 教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての学修成果の点検・評価結果のフィー

ドバックに関しては、講義、演習、学内実習の科目において授業前半に授業評価アンケ

ートを令和元(2019)年から実施している。その内容は、学生が自身の学修姿勢を振り返

る項目と、教員の授業の進め方を含めた指導方法に関する項目、学習内容の理解、学門

への関心、意欲の向上に関する項目から構成されている【資料 3-3-1】。 

本学では、教務部教務課が配布と回収を行い、回収したアンケート用紙を速やかにコピ

ーし、その科目担当教員に直ちにフィードバックしている。このような方法を実施する

理由は、各項目の評価状況や自由記述欄に学生が自由記述した内容を科目担当者が早期

に把握し、自己評価に役立てるだけでなく、進行中の授業や次の学期の授業準備に活用

するためである。科目担当者は、各項目の 5 段階評価の状況と自由記述内容を関連付け

て分析することができるので、次回の授業の改善点を具体的に検討できる。 

科目担当者は、授業評価アンケートの結果をもとに、改善点や工夫点等、今後の取り組

みに関する回答を行っている。 

 このような取組みを介して、大学としての教育の質の保証を担保し、学修指導等の改

善を図り、学生の授業に関する満足度の向上に努めている。 
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(2)3－3 の改善・向上方策(将来計画) 

 毎年、前期後期の 2 回において学生による授業評価を実施し、その結果に対して科目

担当教員から、担当科目の分析と改善点や工夫点に関する回答を提出してもらっている。

しかし、次年度に向けた授業の改善・工夫に関しては担当教員に任されており、学部や

学科及び学年としての分析や活用までには至っていない。教育の質向上を図るためにも、

授業評価アンケート結果の分析やその活用について検討したい。また、本学のディプロ

マ・ポリシーをふまえた学修成果の点検・評価方法についても検討をしたい。 

 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 3-3-1】 2020 年度前期 FD 活動としての「学内一般公開型授業相互参観」推進に

ついて  
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基準 4 教員・職員  

4－1 教学マネジメントの機能性 

4-1-① 短期大学の意思決定と教学マネジメントにおける学長の適切なリーダーシッ

プの確立・発揮 

4-1-② 権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した教学マネジメントの構築 

4-1-③ 職員の配置と役割の明確化などによる教学マネジメントの機能性 

(1)4－1 の事実の説明 

4-1-① 短期大学の意思決定と教学マネジメントにおける学長の適切なリーダーシッ

プの確立・発揮 

学長は、「人格高潔にて学識に富み、法人の教育研究方針を実現する教学面の責任者

であると共に、理事会の重要な一員として法人の経営に参画するに相応しい者でなけれ

ばならない。」と東海学院大学学長・東海学院大学短期大学部学長任用規則第 2 条(学長

の資格)に定められている【資料 4-1-1】。また、大学を代表し、「学校法人神谷学園 寄

附行為実施規則」第 5 条【資料 4-1-2】に「本法人の設置する東海学院大学及び東海学

院大学短期大学部(以下「本大学」という。)の学長は、本大学の校務をつかさどり、所

属職員を監督する。」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、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。 

 

4-1-② 権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した教学マネジメントの構築 

 「東海学院大学短期大学部学則」【資料 4-1-3】に基づき、全学的な管理運営は、同学

則第 6 条により、学長があたっている。学長の下に図書館長、学科長を置き、毎月 1 回

定期的に学長が議長となって、大学の教員の他に事務局からの各担当部署の各部長職員

も構成員となっている、役職者会議を開催し、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【資料 4-1-4】。学科の管理運営については、同学則 6 条に基づき学

科長を置き、学科長が学科における教育・研究上の種々の案件を処理している。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、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 4-1-5】「任用規則」【資料 4-1-6】「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 4-1-7】「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 4-1-8】「学校法人神谷学園における専門助手に関する規則」【資料

4-1-9】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 4-1-10】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、各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。 

 

4-1-③ 職員の配置と役割の明確化などによる教学マネジメントの機能性 
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 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

4-1-11】「学校法人神谷学園文書管理規則」【資料 4-1-12】「学校法人神谷学園文書管理

細則」【資料 4-1-12】等を定め、事務組織及び所掌事務等を適切に行っている。組織規

則のとおり事務局に総務課、教務課、学生生活課、入学試験課、大学広報課、学生就職

課、図書館、保健室、学生相談室を置き、専任職員 4 名、非常勤職員 3 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。 

 

(2)4－1 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。 

 

【エビデンス・資料編】 

【資料 4-1-1】 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 4-1-2】 学校法人神谷学園 寄附行為実施規則 

【資料 4-1-3】 東海学院大学短期大学部 学則 第 6 条 

【資料 4-1-4】 東海学院大学短期大学部役職者会議規程 

【資料 4-1-5】 学校法人神谷学園就業規則 

【資料 4-1-6】 任用規則 

【資料 4-1-7】 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 4-1-8】 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 4-1-9】 学校法人神谷学園における専門助手に関する規則 

【資料 4-1-10】 東海学院大学短期大学部教授会規程 

【資料 4-1-11】 学校法人神谷学園組織規則 

【資料 4-1-12】 学校法人神谷学園文書管理規則 

【資料 4-1-13】 学校法人神谷学園文書管理細則 

 

4－2 教員の配置・職能開発等 

4-2-① 教育目的及び教育課程に即した教員の採用・昇任等による教員の確保と配置 

4-2-② FD(Faculty Development)をはじめとする教育内容・方法等の改善の工夫・開

発と効果的な実施 

(1)4－2 の事実の説明 

4-2-① 教育目的及び教育課程に即した教員の採用・昇任等による教員の確保と配置 

教員の採用・昇任等については、「任用規則」【資料 4-2-1】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 4-2-2】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 4-2-3】の承認を得るとともに、教授会【資

料 4-2-4】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 4-2-5】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
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適用することになっている【資料 4-2-6】。 

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)【様式１】に示すとおりであり、短期大学設置基準第 13

条の別表第一及び別表第二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半数以上は原則として教授とする。」につ

いても、専任教員 15名のうち、教授は 8名、准教授は 3名、専任講師 4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(表 4-2-1)。 

また、教員組織年齢構成については、40～49歳が 4名、50～59歳 4名、60～69歳が 5

名 70歳以上が 2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 30 条【資料 4-2-7】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 31 条【資料 4-2-8】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。 

表 4-2-1 短期大学設置基準に基づく必要教員数及び現員数 

(令和 2(2020)年 5 月 1 日現在) 

 学部 学科 基準 現員 

短期大学部 幼児教育学科 11(4) 15(8) 

   ※()内は教授の数 

 

4-2-② FD(Faculty Development)をはじめとする教育内容・方法等の改善の工夫・開

発と効果的な実施 

1)新任教育職員研修会の実施 

 本学では、新年度 4 月に就任した新任教員を対象として、学長及び職員による新任教

育職員研修会を実施している。研修会は本学の設置趣旨、教育研究上の理念・目的を理

解するとともに本学の求める教員像を自覚・認識し、本学の教育研究環境に適応して職

位を完逐してもらうための研修会である。令和 2 年(2020)年度は、4 月 1 日に実施し、

新任教育職員 18 名が参加した。参加者からは本学での教育研究を実践する上で非常に

参考となる研修会であったこと、また初めて教員として携わる新人の助教からは教育の

基礎を確認するうえで非常に有用な研修会であったと評価された。 

 

2)FD 活動実績 

 教員による教育内容・方法の改善や工夫・教育研究活動に必要な資質・能力向上への

取組のための FD 活動内容は、学生による授業アンケートの実施【資料 4-2-9】、学内一

般公開型授業相互参観の実施【資料 4-2-9】、学術セミナーである。幼児教育学科の FD

活動は表 4-2-2 のとおりである。 
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表 4-2-2 FD 活動実績 

回数 実施日 内容 

1 回 4 月 1 日 「新任者研修会」 

建学の精神並びに幼児教育学科の教育研究上の目的等を中心に研

修を行った。 

2 回 4 月 4 日 「保育者へのあしあと」の活用について 

履習履歴、学習内容の理解度の把握及び教育実践演習に向けて、教

職履修カルテの活用について共通理解を深めた。 

3 回 

 

4 月 22 日 

 

「保育ゼミナールⅠ並びに保育ゼミナールⅡの実施計画について」 

実践活動の見学と参加、研究発表会の計画・準備について検討した。 

4 回 5 月 20 日 「准学校心理士の導入についての検討」 

追加資格である准学校心理士の導入について検討した。 

5 回 5 月 28 日 「公務員試験対策講座実施の検討」 

本学教員による講座の開催と実施計画について検討した。 

6 回 6 月 17 日 「FD 活動の現状と課題についての検討」 

学内一般公開型授業相互参観と授業アンケートを省察し、変更点、

改善点を検討した。 

7 回 6 月 17 日 「令和 2 年度カリキュラムの点検と見直し」 

専門科目の幼保共通科目と上級秘書士の授業科目について省察し

検討した。 

8 回 7 月 15 日 「認定病児保育スペシャリストの導入についての検討」 

追加資格である認定病児保育スペシャリストの導入について検討

した。 

9 回 8 月 7 日 「2021 年新制度入試の現状と課題についての検討」 

新制度入試の現状と課題について検討し、意見交流を行った。 

10 回 8 月 7 日 「ハラスメント防止・対策に関するマニュアルについて」 

ハラスメント防止・対策について講習会を実施し、意見交流を行っ

た。 

11 回 9 月 11 日 「公務員試験対策講座についての検討」 

本学教員による講座の開講と外部講師による教養科目対策講座に

ついて検討した。 

12 回 11月 21日 「入学前教育の見直しと改善について」 

短期大学部での学習に結びついた次年度教育の見直しについて検

討した。 

 

＜学生による授業アンケートの実施＞ 

 学生による授業アンケートは、平成 26(2014)年度後期より四年制大学と合同で行っ

ている。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



東海学院大学短期大学部 

 

59 

科目の改善に役立て、客観的に検証・評価している。令和 2(2020)年度の授業アンケー

トは、FD委員会が指定した 1科目と担当教員が調査したい科目 1科目以上の合計 2科目

以上を対象とした。FD 委員会が指定した科目とは、客観的な集計値となるよう担当科

目の中で受講生が最も多い科目にした。従来までは全科目を対象としていたが、集計処

理に時間がかかり、授業改善資料として活用できていなかった。その反省から対象科目

を限定し、アンケート結果を速やかに担当教員に渡すことにより、学期期間内の授業改

善に役立てることができる資料となった。当該年度前期は、アンケート内容の見直しが

行われたため専任教員のみとし、後期からは専任教員と非常勤教員全員を対象とした。 

また、出席不足による単位不認定者を防止するため、どの授業科目も 3 回欠席した時

点で学科長に報告し、これに基づいて担任教員が指導している。平成 27(2015)年度か

らは、学生が Web 上で自身の出席状況の確認ができるようになった。 

＜学内一般公開型相互授業参観の導入＞ 

平成 20(2008)年 4 月より「学士課程レベルの FD が義務化」された。ここでいう義務

化は、設置基準にある「授業内容及び方法の改善」を指している。 

 本学ではこれまで、授業評価アンケートの実施や外部講師による研修会を実施してき

たが、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

に、平成 25(2013)年度より「相互研修型の公開授業」などを実施、平成 26(2014)年より

「学内一般公開型授業相互参観」を導入、平成 27(2015)年度より短期大学部も含めた全

学的な活動として取り組んでいる。相互授業参観を導入することで PDCA による授業改

善を図り、教員の資質、能力向上の取り組みを計画し実施している。 

この活動は、前期と後期の定められた期間に専任教員と非常勤講師全員が、原則すべ

ての担当科目を学内一般公開型相互授業参観として実施している。 

 

【エビデンス集(資料編)】 

【資料 4-2-1】 任用規則 

【資料 4-2-2】 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 4-2-3】 東海学院大学短期大学部役職者会議規程 

【資料 4-2-4】 東海学院大学短期大学部教授会規程 

【資料 4-2-5】 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 4-2-6】 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 4-2-7】 東海学院大学短期大学部学則 第 30 条 

【資料 4-2-8】 東海学院大学短期大学部学則 第 31 条 

【資料 4-2-9】 2020 年度前期授業アンケート(学生による授業評価)実施要領等 

【資料 4-2-10】 2020 年度前期 FD 活動としての「学内一般公開型授業相互参観」推進に

ついて 

 

(2)4－2 の改善・向上方策(将来計画) 

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

教育開発センターが中心となり、授業アンケートから得られたデータは、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から 2 科目以上にマニフェスト(授業
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アンケートに対するフィードバックコメントの作成)を記すことを義務付けており、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すとともに、保護者に対しては郵送にて配布してい

る。 

問題を抱えている学生については、別途個別の面接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細やかな指導で、個々の学

生状況を全教員で共有し、学習指導等の改善に生かすよう努めている。今後も引き続き

継続する予定である。 

 新任教育職員研修会、学術セミナー、学生による授業アンケート、学内一般公開型相

互授業参観は従来の内容を維持するとともに、実施後の教員アンケートに記載された希

望や要望等を十分に把握し、教育能力向上に資する FD 活動の改善に努める。また FD 委

員会は、研修授業アンケートの内容を精査し、相互授業参観の参観率が高まるよう検討

するとともに、共通する高頻度の問題点を抽出して授業改善に繋がるような研修会を実

施したい。 

 

4－3 職員の研修 

4-3-① SD(Staff Development)をはじめとする短期大学運営に関わる職員の資質・能

力向上への取組み 

(1)4－3 の事実の説明 

4-3-① SD(Staff Development)をはじめとする短期大学運営に関わる職員の資質・能

力向上への取組み 

本学では、総務課が職員の資質・能力向上を図るための部課長会議を通じて、各課に

実行を促すとともに、学外で実施される職員研修に積極的に参加している。また、私立

短期大学協会の実施する教職員研修会には、必ず事務局から参加するようにしている

(表 4-3-1)。 

令和 2(2020)年度は、事務局移動に伴う業務が停滞しないよう、移動時期及びその要

領について計画表を作成し万全を期し問題なく移動を完了した。 

収容定員の変更に伴う文科省への届出については、各課作業分担し、総務課より定め

られた期限内に提出をした。 

 

表 4-3-1 職員研修状況 

部課名 
参  加   

延べ人数 
主な研修概要等 

総務課 10 

私立大学関連、国際協会理事会、メンタルへルス、ビジネス交

流会、経常補助金説明会、事務担当者研修会、コンソーシアム

関連 

教務課 11 
修学支援新制度説明会、教務担当者研修会、コンソーシアム関

連、キャンパスプラン・ユーザー説明会、科学研究費助成事業
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説明会 

学生生活

課 
7 

高等教育修学支援新制度説明会、発達障害支援者向け説明会、      

地域留学生交流推進協議会総会、出入国在留管理局情報交換会、     

学生指導研究会、介護福祉士等修学資金貸付事業連絡会議 

学生就職

課 
21 

就職部課長相当研修会、就職・キャリア支援担当者セミナー、      

就職・採用(情報交換会)、求人 NAVI 報告会、JOB フェア、        

中部学生就職連絡協議会、労働法の教え方セミナー、進路指導

研究会、雇用対策懇談会、幼稚園教育懇談会、学生ボランティ

ア・地域ネットワーク推進協議会、全国キャリア教育・就職ガ

イダンス 

入試広報

部 
12 

出入国在留管理局情報交換会、全国大学入学者選抜研究連絡協

議会、入学者選抜・教務関係連絡協議会、攻める推薦・AO 入試

を考える会、著作権セミナー、大学講演会、進研アドセミナー、

修学支援新制度説明会、私立大学協会関連、大学・高校実践ソ

リューション、     

図書館課 5 

私立大学図書館協会、私立大学図書館協会西地区部会東海地区

協議会、東海地区大学図書館協議会、岐阜県大学図書館協議会、

私立短期大学図書館協議会、日本図書館協会、国立情報学研究

科 

計 64  

 

(2)4－3 の改善・向上方策(将来計画) 

本学を取り巻く状況は厳しさを増していることから、今後も事務局 SD 研修会、大学合

同 SD 研修会等の実施及び私立短期大学協会等の研修会への参加を継続的に行うことで

職員個々の資質、能力向上を図っていく。 

 

4－4 研究支援 

4-4-① 研究環境の整備と適切な運営・管理 

4-4-② 研究倫理の確立と厳正な運用 

4-4-③ 研究活動への資源の配分 

(1)4－4 の事実の説明 

4-4-① 研究環境の整備と適切な運営・管理 

 大学教員としての使命である教育研究活動が十分に実施できるような研究環境を整備

している。東海学院大学短期大学部のすべての専任教員に対して、１号館内、5 号館内、

6 号館内、7 号館内及び体育館内に教員研究室(13 室)を設けている。７号館にある保育

実習室「あそびの森」【資料 4-4-1】は、地域の方々とのコミュニケーションや遊びの支

援を通して、実践力やコミュニケーション能力向上に活用している。また、裁量労働制

を導入し、研究活動にも専念できる体制を取っている。 

 図書館機能については、教育・研究及び学習上必要とする図書館資料の収集、整理及
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び保管を行い、本学の学生、教職員等の利用ができるように図書館利用者サービスの向

上に努めるべく図書館を運営している。本学の図書及び学術雑誌等も整備されている。 

 教員の研究活動に関するソフト面では、研究成果発表や専門領域の最新情報収集・調

査研究のために、大学から支出された個人研究費を使用しての国内外学会・研究会等へ

の出張は、学内業務に支障がない限り自由に認められている。ただし、その運用・管理

については出張申請書(兼)出張旅費精算書を事前に申請し、出張終了後は 14 日以内に出

張報告書を提出し、旅費の精算を行うことになっている【資料 4-4-2】。 

 本学では、学術研究報告編集委員会が「東海学院大学短期大学部紀要」、「東海学院大

学研究年報」を毎年発行しており、令和 2(2020)年で「東海学院大学短期大学部紀要」

第 46 巻、「東海学院大学研究年報」第 14 巻となった。また、掲載に当たっては質の向上

を得るために査読システムを導入している。 

 

4-4-② 研究倫理の確立と厳正な運用 

 研究倫理の確立と厳正な運用を図るために、「公的研究費等の運営・管理及び監査に

関する規定」「研究費の不正行為等への対応に関する内規」「公的研究費等の適正な使用

に関する行動規範」「公的研究費等の不正使用に対する取扱い規定」「研究活動に係る不

正行為の防止および不正行為への対応に関する内規」を定め、個人及び公的研究費等を

使用して実施される研究活動を厳正に運営することとしている【資料 4-4-3】。また、

科学研究費を含む研究費等の不正使用を防止するための研修会や適宜、文書により周知

徹底図っている。研修会や説明会に出席した者に限らず、欠席者についても後日、資料

を配付し、研究費等不正使用の防止を図っている。  

 研究テーマ及び研究方法等の倫理的判断を研究者及び大学が共同で責任を持つために、

研究倫理委員会を設置し、提出された研究計画書の倫理審査を申請があればその都度実

施している【資料 4-4-4】。また、研究倫理委員会では教職員を対象として研究倫理に

関する研修会を原則毎年度実施している。 

  

4-4-③ 研究活動への資源の配分 

 研究費に関して、個人研究費が支給される。本学では、「学校法人神谷学園旅費規則」

【資料 4-4-2】に基づいて、国内の所属学会あるいはその関連学会の全国大会に出張す

る場合に、年度内３回を限度として必要経費を支給している。(年間 6 万円まで)また、

国際学会への出張については、「学校法人神谷学園外国旅費規則」に基づき、国際学会等

に出張する教員に対して旅費の一部を補助している(年１回 10万円まで)【資料 4-4-5】。 

 

(2)4－4 の改善・向上方策(将来計画) 

 専任教員による研究活動への支援はきわめて重要である。そこで授業科目負担の適正

化、教学部、入試広報部等本学職員と協働して様々な学事を担当する教員の負担を考慮

した授業科目の軽減措置、教育支援の拡充を図り、外部資金獲得支援の他、研究環境整

備に向けた方策を実施する。 
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【エビデンス集(資料編)】 

【資料 4-4-1】 「あそびの森」資料 

【資料 4-4-2】 学校法人神谷学園 旅費規則 

【資料 4-4-3】 東海学院大学短期大学部 東海学院大学における公的研究費等の適正

な使用に関する行動規範 

【資料 4-4-4】 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 4-4-5】 学校法人神谷学園外国旅費規則 

 

［基準 4 の自己評価］ 

教学マネジメントについては、学長権限の強化を図るべく諸規程を改正するとともに、

教学の運営体制を 2 部 8 課体制へと移行させ、権限の適切な分散と責任の明確化を図っ

た。8 課体制とした事務組織では、職員の適切な配置と役割を明確化して機能的な教学

マネジメント体制を確立した。各種委員会は教員と職員が同等に委員構成又は書記とし

て参画する教職協働体制を構築した。各委員会からの報告・発議・提案は学長へ起案す

ることとなっており、学長の意思決定に寄与するとともに、全学的な教学マネジメント

体制を構築しているといえる。 

 教員組織においては、関連する学校教育法・学校教育法施行規則・短期大学設置基準

等に基づき誠実に運営している。また、教員の採用・昇任については適切な選考基準を

定めて教員に周知されており、規定等に則り厳正に運用されていると評価できる。 

 教育内容・方法等の改善及び大学運営への資質・能力向上のための FD 及び SD 研修会、

また FD・SD 合同研修会は計画的・組織的に実施されており、今後も工夫・改善を試みな

がら継続していく。 

 研究支援については、共同研究室等に一部改善の余地があるものの、研究環境は一定

程度に整備されている。研究倫理規定等を確立し、定期的に研修会などを開催し、適正

な研究が実施できるようにしている。研究資金については、個人研究図書費など、大学

から研究活動への資源配分も行われている一方、競争的資金の獲得を支援する取り組み

も行われていることは評価できる。 

以上から、本学では教員・職員についての基準 4 を満たしていると判断する。 
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基準 5 経営・管理と財務 

5－1 経営の規律と誠実性 

5-1-① 経営の規律と誠実性の維持 

5-1-② 使命・目的の実現への継続的努力 

5-1-③ 環境保全、人権、安全への配慮 

(1)5－1 の自己判定の理由(事実の説明及び自己評価) 

5-1-① 経営の規律と誠実性の維持 

学校法人神谷学園(以下「本法人」という。)は、「学校法人神谷学園寄附行為」【資料

5-1-1】、(以下、「寄附行為」という。)第 3 条に設置の目的を「この法人は、教育基本

法及び学校教育法に従い、短期大学部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、国際性、創造性及び行動力豊かな教養人を

育成するとともに、教育基本法及び学校教育法を遵守して運営を行っている。 

高等教育機関としての社会的責務を果たすため、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、各種委員会が置かれ、事務局協同のも

と、教育研究に関する審議や連絡調整が行われている。本法人の管理運営のための関係

諸規定は、「学校法人神谷学園運営協議会規則」【資料 5-1-2】「東海学院大学短期大学

部学則」【資料 5-1-3】「東海学院大学短期大学部役職者会議規程」【資料 5-1-4】「東海学

院大学短期大学部教授会規程」【資料 5-1-5】等で明確に定められており、これらの諸規

程は、「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

に活用されるなど、規律と誠実性をもって運営を行っている。 

 

【エビデンス集・資料編】             

【資料 5-1-1】 学校法人神谷学園寄附行為 

【資料 5-1-2】 学校法人神谷学園運営協議会規則 

【資料 5-1-3】 東海学院大学短期大学部学則 

【資料 5-1-4】 東海学院大学短期大学部役職者会議規程 

【資料 5-1-5】 東海学院大学短期大学部教授会規程 

 

5-1-② 使命・目的の実現への継続的努力 

本法人は、「学校法人神谷学園寄附行為」【資料 5-1-6】に基づき、理事会を最高意思

決定機関として位置づけ、学園の使命・目的の達成に向けて重要な意思決定ができる体

制を整えている。 

「学校法人神谷学園理事会会議規則」【資料 5-1-7】、「学校法人神谷学園寄附行為」【資

料 5-1-8】第 18 条に基づき理事会の諮問機関として評議員会を設置し、適時開催してい

る。 

建学の精神のもと、優れた人間性のための大きな基礎となる教養教育や社会人教育は

もとより、各専門科目の教育のため、短大部の教育理念や学科の教育目標の内容の精査

と充実化を一層推進し、教育研究組織の適正な編成に努め、また管理運営組織の効果的

活動を促進し、日本の社会に優れた人材を送り出すことのできる、地域における高等教
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育機関として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。短期大学部は、

「大学改革実行プラン」、「学士課程教育の質的転換に向けて」等の方針を受けて平成 26

年度以降、「学士課程教育の在り方を厳密に再点検し「専門知識として持つだけではなく、

それが実際に社会で役立つための教育」及び「社会への適応力や実践力が身につく教養

教育」の徹底という目標に向けて学科を挙げて教育の質の向上のための改革と実践に努

めてきている。また、「実践的な職業教育を行う新たな高等教育機関の在り方」、「「学び

続ける」社会、全員参加型社会、地方創生を実現する教育の在り方について」及び「地

域の求める人材ニーズの多様化に対応し、地方公共団体や企業等と連携して、実践的プ

ログラムの開発や教育体制の確立など、「実学」を一層重視した、地域産業を担う高度な

人材の育成を推進するための大学教育の在り方」を重視し、「新たな未来を築くための大

学教育の質的転換に向けて~生涯学び続け、主体的に考える力を育成する大学~」づくり

に常に取り組んできており、高等教育機関としての使命・目的を実現するため、教育・

研究の質の向上と社会貢献活動の推進に向けて継続的な努力を行っている。 

 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 5-1-6】 学校法人神谷学園寄附行為 

【資料 5-1-7】 学校法人神谷学園理事会会議規則 

【資料 5-1-8】 学校法人神谷学園寄附行為 第 18 条 

 

 

5-1-③ 環境保全、人権、安全への配慮 

ア 環境保全 

 環境保全への配慮としては、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、不備があれば総務部に連絡され、改善が行われている。 

禁煙については、キャンパス内の全域が禁煙となっている。また、防犯対策として、

警備職員の巡回警備および防犯カメラを設置して、監視体制の強化と犯罪抑止に努めて

いる。 

 

イ 人権への配慮 

人権への配慮については、「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 5-1-9】、「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 5-1-10】を定め、教職員に周知して基本的人権の保護

に努めている。また、東海学院大学及び東海学院大学短期大学部人権委員会や障害学生

支援委員会が積極的に活動しており、「東海学院大学短期大学部人権侵害に関する対処

のガイドライン」【資料 5-1-11】、「東海学院大学短期大学部及び東海学院大学における

障害等のある学生支援に関する基本方針」【資料 5-1-12】等を定めて、教職員及び学生

における個人の尊厳や両性の平等の実現のための健全な環境を保障し、維持することに

努めている。 
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ウ 安全への配慮 

安全への配慮については、「学校法人神谷学園危機管理規則」【資料 5-1-13】「学校法

人神谷学園防災管理規則」【資料 5-1-14】「東海学院大学及び東海学院大学短期大学部防

災マニュアル」【資料 5-1-15】「東海学院大学及び東海学院大学短期大学部救急応急対処

マニュアル」【資料 5-1-16】等を整備して、学生及び教職員に周知徹底を図っているほ

か、消防署の協力を得て防災訓練を毎年実施している。また、AED(自動体外式除細動

器)を学内 5 箇所に設置して、教職員や学生に対して操作方法の研修会を実施してい

る。 

職員の安全及び衛生については、「学校法人神谷学園職員安全衛生管理規則」【資料

5-1-17】、「学校法人神谷学園安全衛生委員会規則」【資料 5-1-18】を整備して、安全及

び衛生に関する事項を定め、職員の安全と健康を確保すると共に、快適な職場環境の形

成を促進している。また、安全衛生委員会において、産業医のもと、化学物質のリスク

アセスメントの実施、特殊健康診断、ストレスチェック等を行っている。 

令和 2(2020)年度は、新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、本大学に新型コ

ロナウイルス感染症対策本部を設置し、対策本部において、感染症に関する情報を収集

し、学生および教職員の現状把握を行いました。また、本学関係者に新型コロナウイル

ス感染症の陽性者を確認した時は、保健所に本学の現状と対応を伝えて保健所からの指

示を受け、対応を行ってきた。 

 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 5-1-9】  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 5-1-10】 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 5-1-11】 東海学院大学短期大学部人権侵害に関する対処のガイドライン 

【資料 5-1-12】 東海学院大学短期大学部及び東海学院大学における障害等のある学生 

支援に関する基本方針 

【資料 5-1-13】 学校法人神谷学園危機管理規則 

【資料 5-1-14】 学校法人神谷学園防災管理規則 

【資料 5-1-15】 東海学院大学及び東海学院大学短期大学部防災マニュアル 

【資料 5-1-16】 東海学院大学及び東海学院大学短期大学部救急応急対処マニュアル 

【資料 5-1-17】 学校法人神谷学園職員安全衛生管理規則 

【資料 5-1-18】 学校法人神谷学園安全衛生委員会規則 

 

(3)5－1 の改善・向上方策(将来計画) 

短期大学部などの高等教育機関を取り巻く社会環境は、18 歳人口の激減とともに急激

に変化し、高等教育も益々、その教育目的や教育方法のあり方、そして社会的役割の真

価を問われる時代となってきている。平成 29 年以降、本学は、5 年間の教育政策の目標

と施策を示す「第三期教育振興基本計画」に基づく今後の大学の機能別分化の枠組みの

イメージの提示及び平成 30 年秋の中央教育審議会答申の「2040 年に向けた高等教育の
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グランドデザイン」を重要な方針として捉えてきている。本学はこれまでも、明確な職

業観と目的意識を持つ学生や学び直しの強い意志を持つ社会人などが、教養性や社会性

の涵養を基礎として専門性の高い職業人となることを目指し、実践的な知識や技術を学

び、資格を取得するために普遍的な学びの場の提供を実践してきたが、今後もさらに信

頼されうる教育機関を目指していく。経営の規律と誠実性は適切に機能していると評価

しているが、今後も時代に即応できる運営体制の整備を行い、法人及び短期大学部の経

営の規律と誠実性の維持に努め、教育・研究・社会貢献活動を推進していく。 

環境保全への配慮について、CO2 削減のための省エネ対策や災害時の水や食糧備蓄等

に関しては、規定の整備や組織づくりによる一層の取組みが必要である。 

安全への配慮について、教職員の安全確保と健康の維持増進を図り、快適な教育研究

環境や作業環境を形成するため、安全衛生委員会において、コロナ禍の中、不要不急の

外出自粛、リモート授業、テレワークで他者との繋がりが希薄化することによりメンタ

ルヘルスを崩しがちな方たちに対し、適切な支援をすると共に、花粉症対策、食中毒、

インフルエンザ、新型コロナウィルス感染予防対策、ノロウイルス、結核、熱中症等の

注意喚起を促進する必要がある。また、学生の防犯対策についても一層の取組みが必要

である。 

 

5－2 理事会の機能 

5-2-① 使命・目的の達成に向けて意思決定ができる体制の整備とその機能性 

(1)5－2 の自己判定の理由(事実の説明及び自己評価) 

5-2-① 使命・目的の達成に向けて意思決定ができる体制の整備とその機能性 

理事会は、「学校法人神谷学園寄附行為」【資料 5-2-1】に基づき本法人の最高意思決

定機関として位置づけ、法人の使命・目的の達成に向けて重要な意思決定ができる体制

を整備し、適正に機能している。理事定数は寄附行為第 5 条において「7 人以上 10 人以

内」と規定している。理事の選任区分は寄附行為第 6条において、第 1号理事は「学長」、

第 2 号理事は「評議員のうちから評議員会において選任された者 2 人以上 4 人以内」、

第 3 号理事は「学識経験者のうちから理事会において選任された者 3 人以上 4 人以内」

としている。理事長は寄附行為第 5 条において、「理事総数の過半数の議決により選任

すること」としており、学校法人神谷学園寄附行為に基づき適正に選任されている。 

理事会は、ほぼ毎月の定例会及び必要に応じて開催しており、法人全体の予算、決算、

財産の管理・運営、寄附行為や重要な規定の改廃、設置している各学校の学部学科の構

成等について審議・決定、学則に定める学部学科の入学定員、授業料改定等の重要事項

の審議・決定を行っている。理事及び監事の出席状況は良好であり、欠席時は、理事会

に付議される事項について書面をもって、あらかじめ意思を表示すれば、出席者とみな

すとし、適切に行っている【資料 5-2-2】。監事は常時 2 名が理事会に出席し、法人の業

務と財務状況について監査報告を行っているほか、審議事項について意見を述べるなど

適切に機能している。 

 法人の運営に係る重要事項は、理事会で決定する前に、本学及び法人事務局の関連部

署と本学関連委員会での審議を通じて検討、意見調整して法人側と教学側の意思疎通を

図っている。 
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【エビデンス集・資料編】 

【資料 5-2-1】 学校法人神谷学園寄附行為 

【資料 5-2-2】 理事会出欠状況 

 

(3)5－2 の改善・向上方策(将来計画) 

急激に変化する現代社会において本学の管理・運営を適切に行っていくために、法人

の意思決定は的確かつ機動的でなければならない。本学の使命・目的の達成に向けて、

今後とも社会の要請に応じた的確な意志決定を可能とするような理事会の運営を維持・

継続させていく。 

 

5－3 管理運営の円滑化と相互チェック 

5-3-① 法人及び短期大学の各管理運営機関の意思決定の円滑化 

5-3-② 法人及び短期大学の各管理運営機関の相互チェックの機能性 

(1)5－3 の自己判定の理由(事実の説明及び自己評価) 

5-3-① 法人及び短期大学の各管理運営機関の意思決定の円滑化 

法人の運営に係る重要事項は、理事会で決定する前に、短期大学部及び法人事務局の

関連部署と短期大学部関連委員会で協議を行い、法人側と教学側とのコミュニケーショ

ンによる意思疎通を図っている。また、戦略的な意志決定のために定期的に「学校法人

神谷学園東海学院大学、東海学院大学短期大学部、法人本部連絡協議会規則」【資料

5-3-1】により、連絡協議会を開催されている。同連絡協議会の構成員は、理事長、両大

学学長、学部長、学科長、研究科長、附属図書館長、短期大学部事務局長、総務部長、

教務部長、学生部長、入試広報部長、法人本部事務局長、財務課長、総合企画室長等で

あり、法人及び各部門の管理運営の課題や将来構想、その他法人や短期大学部全般の重

要事項について意見調整を図るなど、法人及び短期大学部の管理運営機関並びに各部門

間のコミュニケーションや意思決定の円滑化に適切な役割を果たしている。 

学校法人寄附行為【資料 5-3-2】により、理事会に、両大学学長 2 名及び前学長、元

短期大学部事務局総務部長、法人本部事務局長、総合企画室長の 6 名、評議員会では、

10名の教職員(教員 6名、事務職員 4名)が入り、法人の運営に係る重要事項の審議にあ

たり、教学の立場から意見を述べている【資料 5-3-3】。また、短期大学部における教学

側の各種委員会(全 18委員会)について、図 5-3-1に示すように、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。 

 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 5-3-1】 学校法人神谷学園東海学院大学、東海学院大学短期大学部、法人本部連

絡協議会規則 

【資料 5-3-2】 学校法人神谷学園寄附行為 

【資料 5-3-3】 学校法人神谷学園 理事・監事・評議員一覧 
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図 5-3-1 学園管理運営組織図 

 

5-3-② 法人及び短期大学の各管理運営機関の相互チェックの機能性 

本法人のガバナンス機能としては、監事の監査業務がある。監事は、「学校法人神谷

学園寄附行為」第 7 条に基づき、「この法人の理事、職員、評議員又は役員の配偶者若

しくは三親等以内の親族以外の者であって理事会において選出した候補者のうちから、

評議員会の同意を得て、理事長が選任する」としている【資料 5-3-4】。2 名の監事が「学

校法人神谷学園寄附行為」第 14 条に規定される職務に従い監事監査を行い、また、各年

度の決算について監査し、監査報告書により理事会及び評議員会に報告するとともに、

理事会と評議員会に出席して意見を述べている【資料 5-3-5】。監事は、文部科学省が開

催する学校法人監査研修会などに参加して、監事監査の質の向上に努めている。「学校

法人神谷学園内部監査規則」【資料 5-3-6】を定め、理事長が職員の中から選任した内部

監査室長と監査担当者が、法人の業務について、諸々の活動の有効性や適法性、会計処

理、財産管理及び事務の効率性など監査等を行い、必要に応じて理事長に意見を述べる

こととしている。 

また、図 5-3-2 に示すようにこれらの業務の遂行が適切に行われているかをチェック

するために学内に内部監査室を設けている。公認会計士による監査と、監査体制を整え、

ガバナンスの強化を図っている。 

評議員会は、学校法人神谷学園寄附行為第 20 条に基づき本法人の業務等につき意見

を聴く諮問機関として位置づけている。理事長は、あらかじめ「1.予算・事業計画、2.

事業に関する中期的な計画など重要な 10 項目」について評議員会の意見を聴かなけれ

ばならないこととしている。また、評議員会の意見具申等を定め、評議員定数は、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。【資料 5-3-1】 

 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 5-3-4】 学校法人神谷学園寄附行為 第 7 条 

　

評　議　員　会 　　管　理　部　門　　

理
 
事
 
長

理　 事　 会 法 人 事 務 局

総務担当
総務部

人事担当
監　　  事 総務課

東海学院大学

東海第一幼稚園

東海第二幼稚園

連　絡　協　議　会
（トーカイ会議）

会計担当

各 委 員 会

　　教　学　部　門　　

短 期 大 学 部 事 務 局学　長

学 科 会 役 職 者 会 議 教 授 会 研 究 科
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【資料 5-3-5】 学校法人神谷学園寄附行為 第 14 条 

【資料 5-3-6】 学校法人神谷学園内部監査規則 

 

監査（経営全般）

・法人の業務

・財産の状況等

報告・意見等 最終決定

報告・意見等 指示

（業務）

（会計）

報告・意見等 指示

監査

監査（会計）

・計算書類の監査

外部監査

(公認会計士)

法人本部事務局

内部監査室

（公的研究）

連絡協議会

(トーカイ会議)

文部科学省

第三者評価機関
入試広報部 東海第二幼稚園 保健センター

東海学院大学・東海学院大学短

期大学部附属図書館■法人本部事務局
関係省庁・行政機関・

岐阜県・各務原市　等
総務部

財務部

教務部 東海学院大学大学院 学生支援センター

学生部 東海第一幼稚園 大学教育研究開発センター

・内部統制の信頼性を検証し、改善を図る

内部統制

業務の執行

事務局 学校 附属

■大学・短大部事務局 東海学院大学 人間関係学研究科附属心

理臨床センター総務部 東海学院大学短期大学部

（会計）

連携

内部監査

 連携

監査

（業務）

監事

報告義務

 ・法人の業務

 ・財産の状況等

連携

理事会

（理事長・理事・監事）答申

監査（経営全般）

指示

評議員会

諮問 報告

 

図 5-3-2 ガバナンス(学校法人統治) 

 

(3)5－3 の改善・向上方策(将来計画) 

法人と教学部門の連携や意志疎通を図るために、理事長、学長のリーダーシップのも

と、定例会議や各種会議を継続して開催し、有効かつ迅速な意思決定が行える組織体制

の確立とガバナンス強化に向けて今後も努力していく。また、各種会議や委員会等を通

じて教職員とのコミュニケーションや意思疎通を円滑化し、教職員の意見や提案をくみ

上げながら、管理運営の一層の改善に努めていく。 

 

5－4 財務基盤と収支 

5-4-① 中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

5-4-② 安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保 

(1)5－4 の自己判定の理由(事実の説明及び自己評価) 

5-4-① 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、将来や社会ニーズを見据えた特色あるや教育

や質の高い教育を展開していくための財政体制の強化と財務指標数値に基づくリスクマ

ネジメント体制の構築を方針とした中期財政計画を立てている。具体的な中期計画とし

ては、2 年～5 年先までの施設設備整備計画案に対応する財源確保を主に策定し、年度毎

の事業計画へ反映させている。 
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各予算単位部門で立案された事業計画は、理事会の審議・決定を経て各年度の予算配

分が図られるが、事業計画の立案にあたって、短期大学部(学長、各大学関連部署)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

法人へ提起している。予算編成の過程では、法人は経常収支のバランスを中心に教学か

らの要望をもとに法人(法人本部事務局長、財務部財務課長)と短期大学部管理運営部署

との綿密な審議を経て予算原案を作成している。予算原案は、最終的に評議員会、理事

会で審議し承認され、適切な予算編成が行なわれている。 

  

5-4-② 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、「学校法人神谷学園事業報告書」【資料 5-4-1】【資料 5-4-2】【資料

5-4-3】に示されている。本法人の経常収支差額は、平成 27(2015)年度から一貫してマ

イナスの値を示してきているが、これは入学者及び収容学生数の逓減による要因が大き

く、特に平成 29(2017)年、平成 30(2018)年度は、低充足率のため経常費補助金による

財政支援も行われなかったため、逼迫した財務状況となった。平成 26(2014)年度に実

施した教学学部学科における教育課程の大幅な見直しによる効果はその後徐々に現われ、

平成 28(2016)年以降、入学者数は回復軌道に乗って令和元(2019)年度の入学定員充足

率は 0.8 を上回った。短期大学部は依然厳しい状況であるが入学者確保、経常費補助金

の支援に向けた努力を続けており、令和 2(2020)年度、大学は入学定員を超える入学者

数を達成し、短期大学部は経常費補助金の支援を受けられるようになった。好調な入学

者数の確保は今後も継続できると予想され、経常収支差額は年々改善され、令和

3(2021)年にはプラスに転ずるものと予測している。令和元年度に施設拡充のため若干

の外部負債が発生したが、今後は安定的な収入に基づき収支のバランスの確保に努め、

法人としての収支、財政状態、資金維持、教育研究経費等の水準を健全なものとしてい

く。 

近年は逼迫した財務状況の中で【資料 5-4-4】【資料 5-4-5】【資料 5-4-6】に示すよう

な事業計画書を策定し、教育サービスの提供を維持してきたが、令和 2(2020)年度より

財務健全化を計りつつ、収支バランスが確保できる状況がみえてきた。【資料 5-4-7】 

 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 5-4-1】 平成 29 年度学校法人神谷学園事業報告書 

【資料 5-4-2】 2018 年度学校法人神谷学園事業報告書 

【資料 5-4-3】 令和元(2019)年度学校法人神谷学園事業報告書 

【資料 5-4-4】 平成 30 年度学校法人神谷学園事業計画書 

【資料 5-4-5】 2019 年度学校法人神谷学園事業計画書 

【資料 5-4-6】 令和 2 年度学校法人神谷学園事業計画書 

【資料 5-4-7】 本学ホームページ 「財務情報」 

 

 (3)5－4 の改善・向上方策(将来計画) 

今後も入学者数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
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の整備を進め、確保に努めていく。教育改革や新しい時代の教育に対応できる校舎の整

備や建設を行うなどの中期計画に基づき、少子化の進展による学生数の減少を見据えて

収入の予測の厳格な策定を行い、その中で教育のために最大となる効果を生み出す予算

を検討していく。 

 

5－5 会計 

5-5-① 会計処理の適正な実施 

5-5-② 会計監査の体制整備と厳正な実施 

(1)5－5 の自己判定の理由(事実の説明及び自己評価) 

5-5-① 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 5-5-1】、「学校法人神谷

学園固定資産および物品管理規程」【資料 5-5-2】、「学校法人神谷学園資産運用管理規

則」【資料 5-5-3】に基づき原議及び決裁をし、契約や発注を行っている。当初の予算編

成後において、収入の根拠となる事実の確定または変更や事業内容の見直しまたは予期

せぬ事実に伴う支出の変更に対処するため、補正予算を編成し、理事会、評議員会での

承認を得ている。決算処理については、法人監事及び会計監査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、内容によっては本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 5-5-1】 学校法人神谷学園経理規則 

【資料 5-5-2】 学校法人神谷学園固定資産および物品管理規程 

【資料 5-5-3】 学校法人神谷学園資産運用管理規則 

 

5-5-② 会計監査の体制整備と厳正な実施 

会計監査は、外部会計監査人による監査責任者及び監査従事者の 5 人の公認会計士に

より延べ 500 時間に及ぶ厳正な定期監査を受けている。同会計監査人は監事へ監査内容

報告を行うなど監査上の連携を図る体制を整備している。本法人の監査日以外にも、会

計監査人との連携により常に正確な会計及び関連事務処理について指導助言を受けてい

る。監事は会計監査に立ち会うとともに、監事自身による内部監査を実施し、事故防止

に努めている。会計監査人による監査及び監事の監査は適切に行われており、本法人の

計算書類、財務諸表、及び学園の財産目録は、財政状態及び経営状態を正しく示してい

る。   

 

(3)5－5 の改善・向上方策(将来計画) 

平成 27 年 4 月 1 日施行の「学校法人会計基準の一部を改正する省令」に従い、会計処

理の取扱いの確認を再度行った。本法人と会計監査人や監事との連絡を密にして今後も

適正な会計処理と厳正なる監査体制に努めていく。また、事務職員の会計知識の能力向
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上を図っていく。 

 

［基準 5 の自己評価］ 

本法人は寄附行為に定める使命・目的に従い、関係法令を遵守し、環境・人権・安全

に配慮して、適時情報公開を行い、適切な運営を行っている。環境問題、エネルギー対

策、防災等の安全対策は今後も積極的に取り組んでいく。 

理事会は寄附行為に基づく本法人における最高意思決定機関として戦略的かつ重要な

意思決定を行える体制を整備し、適切に機能している。定期的に各種会議を開催し、法

人側と教学側の意思疎通が行われている。短期大学部の管理運営体制は、寄附行為にも

明示されているように、教育基本法、学校教育法、私立学校法等の関係諸法を遵守し、

高等教育機関としての社会的役割を見据え、中期計画を策定し、単年度毎の事業計画を

立案し実施している。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、常に本法人の業務状況、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、これらの業務の遂行が適切に行われているかをチェックする

ために内部監査室を設けており、会計監査人による監査と、監査体制を整え、ガバナン

スの強化を図っている。会計処理は、学校法人会計基準等に従い、監事立会いのもと、

会計監査人による監査を受け、適正かつ厳正に実施されている。 

法人の理事・監事及び評議員については、評議員は短期大学部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おり、管理運営に対して幅広い意見や

助言を行っている。 

財政基盤については、中期財務計画に基づき、収入の予測の範囲内で最大限の教育効

果のある予算を組むなど、収支バランスの安定化に努力していく。 
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6－1 内部質保証の組織体制  

6-1-① 内部質保証のための組織の整備、責任体制の確立 

 

(1)6－1 の事実の説明 

6-1-①内部質保証のための組織の整備、責任体制の確立 

 本学は、大学学則第 3 条に「本学は、前条の目的を達成するために、教育研究活動等

の状況につ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。」と定めてい

る【資料 6-1-1】。令和元年度までの自己点検・評価体制については、大学院も含めて、

学長の責任のもとに、全学的な組織である「東海学院大学教育研究開発センター」傘下

の「点検・評価委員会」が、自己点検・評価の基本方針に基づき、自己点検・評価を行

い報告書を作成して、次年度以降の改善に繋げるというものであった。しかし、平成 28

年度の中央教育審議会による「認証評価制度の充実に向けて(審議まとめ)」及び平成 30

年度 4 月施行の「学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な

細目を定める省令の一部改正する省令」による内部質保証機能を重視した評価システム

への移行を受けて、本学においても内部質保証のための組織や責任体制の一層の整備に

取り組むこととなった。このため、令和 2 年 12 月に「東海学院大内部質保証の基本方針

及び実施体制」【資料 6-1-2】を定めて、図 6-1-1 に示されるような内部質保証のための

全学的体制が再構築され、従来の自己点検・評価のための組織及び規程が見直された。

【資料 6-1-3】、【資料 6-1-4】令和元(2019)年度から令和 3(2021)年度までの自己点検体

制は、令和 3 年度より、学長ガバナンスの下、内部質保証推進委員会における内部質保

証のための実施方針及び計画の策定、実施の指示、自己点検評価委員会の点検・評価実

施等の新体制に引き継がれた。 

 

(2)6－1 の改善・向上方策(将来計画) 

 本学では、自己点検・評価を実施する機関として、平成 17(2005)年から点検・評価委

員会を設置して、自己点検・評価活動を行ってきている。平成 27(2015)年度の大学機関

別認証評価に際対しても点検・評価委員会が主体的に対応し、実施部会を編成して全学

体制で自己点検活動を行った。平成 28 年度の中央教育審議会による「認証評価制度の充

実に向けて(審議まとめ)」及び平成 30(2018)年度 4 月施行の「学校教育法第百十条第二

項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令の一部改正する省令」に

よる内部質保証機能を重視した評価システムへの移行を受けて、令和 2(2020)年度 12 月

には内部質保証をさらに推進・発展させるため、内部質保証の基本方針及び実施体制を

定め、自己点検・評価と結果を教育の改善・向上に反映させる体制を一層充実化した。

今後は、この新体制のもとに、内部質保証のための学部、学科、研究科と大学全体の PDCA

サイクルの仕組みの確立に努め、継続的に機能させていく。また、令和 3(2021)年度に

全学的な教学マネジメントの確立を目指すためにも、学長のガバナンスの下に、全学及

び学科ごとのアセスメント・ポリシーを明確に定め、これに基づいた PDCA サイクルの確

立のために、本学独自の評価基準を設定する予定である。 
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図 6-1-1 東海学院大学内部質保証の体制 

 

【エビデンス集(資料編)】  

【資料 6-1-1】 東海学院大学学則 第 3 条 

【資料 6-1-2】 東海学院大学、東海学院大学大学院並びに東海学院大学短期大学部内

部質保証の基本方針及び実施体制 

【資料 6-1-3】 東海学院大学、東海学院大学大学院並びに東海学院大学短期大学部内
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部質保証推進規程 

【資料 6-1-4】 東海学院大学、東海学院大学大学院並びに東海学院大学短期大学部 SD

推進規程 

 

6－2 内部質保証のための自己点検・評価 

6-2-① 内部質保証のための自主的・自律的な自己点検・評価の実施とその結果の共有 

6-2-② IR(Institutional Research)などを活用した十分な調査・データの収集と分析 

 

(1)6－2 の事実の説明 

6-2-① 内部質保証のための自主的・自律的な自己点検・評価の実施とその結果の共有 

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 3(1991)年文部省

の『大学の設置基準大綱化』を受けて、平成 4(1992)年に｢自己点検運営委員会規約｣、｢基

本事項検討委員会要項｣、｢各種点検実施委員会要領｣を制定し、点検項目毎の実施委員会

である「自己点検運営委員会」を組織し、整備、点検、見直しを始めた。その後、自主

的・自律的な自己点検・評価は、大学教育研究開発センターの中に組織された「点検・

評価委員会」がその役割を担ってきた。 

平成 7(1995)年には「自己点検・評価(中間)報告書」を刊行し、平成 11(1999)年に第 2

回目の「自己点検・評価報告書」を刊行し、自己点検・評価を開始した。平成 17(2005)

年に第 3 回目の「自己点検・評価報告書」を刊行し点検・評価を進めてきた。このよう

な自己点検・評価活動を踏まえ、平成 21(2009)年 7 月に「自己点検・評価報告書」を取

りまとめ、財団法人日本高等教育評価機構の認証評価に活用するとともに、平成

22(2010)年 3 月に同機構の定める大学基準に適していると認定された。その後、自己点

検・評価活動は、平成 25(2013)年度に報告書を作成している。平成 19(2007)年の男女共

学化を契機として東海学院大学として新たな歩みを始めてからも、本学の使命と目的、

学部学科のディプロマ・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」に反映させた。さらに平成 28(2016)年 3 月に財団法人日本高等教育

評価機構の定める大学基準に適していると認定されるなど、PDCA サイクルに基づく改

善・改革を着実に進める体制を確立し、自己点検評価活動の成果を大学ホームページ上

で公開し、ステークホルダーと共有してきた。 

平成 28(2016)年度の中央教育審議会による「認証評価制度の充実に向けて(審議まと

め)」以降の内部質保証機能を重視した評価システムへの移行に伴い、本学においても内

部質保証のための組織や責任体制の一層の整備に取り組むこととなり、令和 3(2021)年

度 4 月からは、新体制のもとに(図 6-1-1)、自主的・自律的な自己点検・評価を行うこ

ととなった。本学では、平成 22(2010)年以降、中長期的な計画の設定とともに、教学改

革計画として、①学部等の新設・募集停止・改組・定員管理、②カリキュラム改革、③

キャリア支援、④学生等募集対策と学生等数・学納金等計画、⑤設備等整備計画、⑥外

部資金の獲得・寄付金の充実・遊休資産処分等計画、⑦借入金等の返済計画、⑧管理運

営の整備・強化の 8 項目について、毎年度、大学の関連部署ごとに、①実施計画の策定

及び目標の設定、②具体的な取組内容と実績・成果、③自己評価及び問題や課題の発見
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と改善策定、を行う経営改善計画実施管理表を法人本部総務課の協力により作成してき

ており、令和 2(2020)年度からは、この管理表を PDCA サイクルのための管理表としてさ

らに活用し、自主的、継続的な自己点検・評価に努めている。 

また、本学は、自己点検評価委員会を中心に、定期的な自己点検・評価活動を行い、

その結果や改善策を全学で共有するとともに、大学ホームページに掲載し、広く社会に

公開してきたが、教育及び教育改善に関わる質保証については、GPA 制度や修得単位数のチェ

ック、毎年度半期ごとに行われる「学生による授業アンケート(授業評価)」、保護者教育相談会

でのアンケート調査、ポートフォリオの活用等を行っている。また、学生生活に関わる質保

証については、「学生生活満足度調査」、「保健活動年間報告」、「学生相談室の活用状況報告」、

「就職支援アンケート調査」、「学生意見箱」などのデータ収集と分析により、関連個所の点検や

改善策の策定、実施が行われている。教員の個人レベルでの内部質保証としては、半期ご

との「学生による授業アンケート」や、年 2 回実施している「教員相互授業参観」(FD

活動の一環)などの結果を教員にフィードバックするとともに、全教員で情報共有して次

の授業改善活動に役立てている。 

 

6-2-② IR(Institutional Research)などを活用した十分な調査・データの収集と分析 

 昭和56(1981)年の開学以来、本学では、大学の使命に基づく教育目的を果たすため教

育活動は言うまでもなく、学修支援、入学試験、学生生活支援、学生就職支援、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の諸活動を遂行し、課題が

生じれば改善するということを継続的に行ってきた。このような課題や問題の発見は、

的確で充分な調査・データの収集と分析により可能となるため、データ収集を事務局の

各関連部署が業務分掌に応じて行い、データについて必要な集計と分析を行って自己点

検・評価及び改善に務めてきている。これまでも、本学では、「学生生活調査」、「授

業アンケート」をはじめ、関係部署ごとに現状把握のための十分な調査やデータ収集を

行ってきているが、平成30(2018)年11月、中央教育審議会答「2040年に向けた高等教育

のグランドデザイン」の中で、高等教育改革の目指す方向として「学修者本位の教育の

実現」が謳われ、そのために学長のリーダーシップの下に教学マネジメントの確立を推

し進めるため、教学マネジメントの基礎となる諸情報の収集、分析、分析結果の提供等

を行うというIR業務の重要性が挙げられたのを受け、令和3年2月に「東海学院大学並び

に東海学院大学大学院及び東海学院大学短期大学部IR室に関する規程」【資料6-2-1】を

定め、大学にIR のためのIR室を設置した。この規程では①学生の学修、研究その他の本

学の活動の成果等に関する調査、情報の収集・分析、②本学の管理運営の現状に関する

調査、情報の収集・分析及び大学運営のための企画立案に関する資料の作成、③前1号及

び2号に関わる情報の学内外への提供、④点検及び評価活動に関する調査、情報の収集・

分析、⑤その他本学にとって重要な情報の収集・分析、⑥その他学長が指示する業務に

関する調査、情報の収集・分析、⑦本学におけるIR活動の推進に関すること、の7点を大

学のIR業務としている。今後は、令和2(2021)年10月に設置された法人総合企画室IR運営

会議【資料6-2-2】【資料6-2-3】と共同して、IR室に各種調査のデータ収集、分析、学

長への改善策の提示をはじめとする、IR業務の充実化に努めていかなければならない。 
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【エビデンス集・資料編】  

【資料 6-2-1】 「東海学院大学並びに東海学院大学大学院及び東海学院大学短期大学

部 IR 室に関する規程」 

【資料 6-2-2】 「学校法人神谷学園総合企画室規則」 

【資料 6-2-3】 「学校法人神谷学園総合企画室 IR 業に関する内規」 

 

(2)6－2 の改善・向上方策(将来計画) 

 本学は、自己点検評価の体制を適切に整備しており、これまで自己点検・評価を財団

法人日本高等教育評価機構の示す評価基準に従い着実に実施してきた。平成 28(2016)年

度以降の、内部質保証機能を重視した評価システムへの移行を受け、各部署や各委員会

等の組織間での情報共有を更に進め、全学的な内部質保証に向けた自主的・自律的な自

己点検評価に取り組むよう務めていく。IR 室は、まだ立ち上がったばかりであり、機器

設備の拡充、データ分析に関する専門スタッフの配置、関連職員の能力向上を推進し、

IR 室の機能強化を図っていく。 

 

 

6－3 内部質保証の機能性 

6-3-① 内部質保証のための学部、学科、研究科等と大学全体の PDCA サイクルの仕組

みの確立とその機能性 

 

(1)6－3 の事実の説明 

6-3-① 内部質保証のための学部、学科、研究科等と大学全体の PDCA サイクルの仕組

みの確立とその機能性 

 本学では、教育目標及び三つのポリシーを設定し、これに基づいて教育の諸活動を実

施するとともに、その成果を自己点検・評価及びそれをふまえた改善に結びつけている。

6-2-①で述べたように、学科をはじめ、教育の諸活動を構成する各組織における毎年度

の PDCA サイクルに基づく自己点検・評価が実施され、内部質保証をより検証しやすい仕

組みを構築している。例えば、本学が掲げる三つのポリシーを起点とする内部質保証に

ついては、アドミッション・ポリシーは学生募集・入学試験委員会【資料 6-3-1】及び

入学試験専門部会【資料 6-3-2】を中心として、カリキュラム・ポリシー並びにディプ

ロマ・ポリシーは教務委員会【資料 6-3-3】、各学部学科及び教務課を中心に PDCA サイ

クルにより自己点検・評価がなされ、改善・改革が継続的に実施され、本学の教育の質

向上に反映されている。 

 大学全体は、学長のリーダーシップの下、各関連組織からの提案を検討し立案、評議

員会及び理事会で承認された学校法人神谷学園経営改善計画(平成 22(2010)～令和

2(2020)年)【資料 6-3-4】及び学校法人神谷学園「中長期計画(2020～2030)」【資料 6-3-5】

に基づいて毎年度の事業計画を策定し、実行している。大学の学部学科、研究科は、1

年間を通じてその活動状況について、PDCA サイクルを活用して自己点検・評価を行い、

その内容を自己点検評価書として取りまとめ、次年度の事業計画の策定及び実施に繋げ

るとともに、次の報告書作成に役立てている。実例として、本学は、「設置計画履行状況
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等調査の結果等について平成 29(2017)年度)」において改善意見が 3 件付されたため、

学長を中心に改善に取り組み、平成 30(2018)年度において改善意見は付されなかった。」

ということを挙げておく。 

 

(2)6－3 の改善・向上方策(将来計画) 

 本学では、平成 26(2014)年の学校教育法の改正以来、学長のリーダーシップの下で、

大学組織改革を遂行し、大学全体、において PDCA サイクルに基づく改革・改善を実施し

てきた。平成 28(2016)年度の中央教育審議会による「認証評価制度の充実に向けて(審

議まとめ)」以降の内部質保証機能を重視した評価システムへの移行に伴い、本学におい

ても内部質保証のための組織や責任体制の一層の整備に取り組むこととなり、令和 3 年

度 4 月からは、新体制のもとに(図 6-3-1)、自主的・自律的な自己点検・評価に努めて

いく。 

 本学の教育理念と教育目的を達成するための教育改革と業務改善には、学内関係者だ

けでなく、学外のステークホルダーによる大学評価も必要で、新体制の下にこれについ

ても推進していく。 

 

【エビデンス集(資料編)】 

【資料 6-3-1】 東海学院大学短期大学部及び東海学院大学 学生募集・入学試験委員

会規程 

【資料 6-3-2】 東海学院大学短期大学部及び東海学院大学 入学試験専門部会規則 

【資料 6-3-3】 東海学院大学短期大学部及び東海学院大学 教務委員会規程 

【資料 6-3-4】 平成 22(2010)年～令和 2(2020)年 学校法人神谷学園経営改善計画 

【資料 6-3-5】 令和 2 年 3 月学校法人神谷学園「中長期計画(2020～2030)」 

 

［基準 6 の自己評価］ 

 本学では、教学マネジメントのための自主的な自己点検・評価を実施する体制を整備

して、継続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。学長のガバナンスの下に、継続

的に組織改革が進められ、学部・学科・研究科等の改善取組が大学全体の PDCA サイクル

の仕組みの中にしっかりと位置付けられるようになっている。 

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、大学ホームページを通じて学

内外に公表している。 

 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いる。 
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Ⅳ．短期大学が独自に設定した基準による自己評価 

 

基準 A．社会連携・地域貢献 

A－1 大学の人的資源・物的資源の地域社会への還元と協力連携体制 

A-1-① 大学の持っている物的・人的資源の活用と社会への提供 

(1)A－1 の事実の説明 

１．あそびの森 

子育て支援教育プログラム「あそびの森」【資料 A-1-1】は、もともと短期大学部幼児

教育専攻(平成 24(2012)年までは児童教育学科)での、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、子育て支援教育プログラム「あ

そびの森」を企画し、広く地域の親子に開放することから始まっている。「あそびの森」

の活動は、短期大学部でのプログラム開始から数えると本年度で 11 年目となり、子ども

発達学科は、平成 21(2009)年度に参加して以後共同の運営となり、今後もさらなる発展

の可能性が広がっている。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。 

〇「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て、

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、更に、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。更に、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、教育理念に即した保育者・

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-2-1 「子育ち・親育ち・学生の心の育成」 

 

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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〇「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)等を順次加え、年々発展をとげ、参加者の

多様なニーズに応えながら、その内容を多様化させている。ただし、今年度は新型コロ

ナウィルス感染拡大防止のため、活動が中止となった。次年度に活動を再開する予定で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


