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Ⅰ．はじめに 

令和 2（2020）年度 事業実施報告にあたって 

令和元（2019）年度以降の日本の高等教育の展開は、「日本社会は、1.少子高齢化と労

働生産人口の減少、2.グローバル化と情報化の進展に伴う国際競争力の衰退、3.Society5.0

（超スマート社会）を支える人材の多様性の確保、4.格差の拡大という諸課題に直面して

いると言われ、そしてこれらの課題の取り組みにあたって、できるだけ多くの若者が高等

教育を通じてその能力を大きく伸ばし、とりわけ私立大学の多様な教育研究によって、国

民の知的水準を底上げすることが必要である」との考えのもとに、平成 30（2018）年 11

月に中央教育審議会で「2040 年に向けた高等教育のグランドデザイン」が答申として取

りまとめられました。そこでは、Ⅰ.2040 年の展望と高等教育が目指すべき姿－学修者本

位の教育への転換－、Ⅱ.教育研究体制－多様性と柔軟性の確保－、Ⅲ.教育の質の保証と

情報公開－「学び」の質保証の再構築－、Ⅳ.18 歳人口の減少を踏まえた高等教育機関の

規模や地域配置－あらゆる世代が学ぶ「知の基盤」－、Ⅴ.各高等教育機関の役割等－多

様な機関による多様な教育の提供－、Ⅵ.高等教育を支える投資－コストの可視化とあら

ゆるセクターからの支援の拡充－と、高等教育が目指すべき 6 つの大きな方針が示され

ました。この方針は、平成 29（2017）年度の「第三期教育振興基本計画」についての答

申である(1)夢と希望を持ち、可能性に挑戦するために必要となる力を育成する。(2)社会

の持続的な発展を牽引するための多様な力を育成する。(3)生涯学び、飛躍できる環境を

整える。(4)誰もが社会の担い手となるための学びのセーフティネットを構築する。(5)教

育政策推進のための基盤を整備する。の五つの基本方針を継承するものでもありました。

平成 29（2017）年の中央教育審議会大学分科会将来構想部会では、大学間連携や地域連

携における高等教育機関の在り方が議論や意見交換が行われ、それを踏まえた今後の大

学の機能別分化の枠組みのイメージが提示されましたが、機能別分化について「各大学は

将来を見据え、自らの強みや独自性を意識して今後の発展を図っていくべき」とし、①世

界的研究・教育拠点、②高度な教養と専門性を備えた先導的な人材を養成する大学、③職

業やスキルを意識した教育を行い、高い実践能力を備えた人材を育成する大学、といった

枠組みが示されたのでした。 

東海学院大学及び東海学院大学短期大学部は、平成 23（2011）年度 6 月の文部科学省

より示された「大学改革実行プラン」と、同年 8 月にまとめられた中央教育審議会答申

「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

力を育成する大学へ～」での「学士課程教育の質的転換に向けて」として 1.質的転換の好

循環を作り出す始点としての学修時間の増加・確保、2.教員中心の授業科目の編成から学

位プログラムとして、組織的・体系的な教育課程への転換、という使命を果たすため、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」、また、「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、平成 24（2012）年度より全学を挙げて改革と実践に努めてきてい

ます。 
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さらに、平成 26（2014）年に、教育再生実行会議の第五次提言である「実践的な職業

教育を行う新たな高等教育機関の在り方」や、続く平成 27（2015）年の第六次提言の「「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」で「地方

創生のためには、地域と協働した新しい人材育成が求められている。このため、大学等は、

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。」と、大学教育の在り方が示されたことに特に着目し、創立以来、

地域に貢献する「ひとづくり」を建学の精神として高等教育等を展開してきた大学として、

あらためて「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」づくりに真摯に取り組んできました。 

平成 29（2017）年以降、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、そして、平成30（2018）

年の中央教育審議会答申の「2040 年に向けた高等教育のグランドデザイン」におきまし

ても、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本学に

とりましても、さらなる重要な方針となるものと捉えてきています。さらに、「グランド

デザイン答申」で掲げられました、前述の 6 つの柱に基づく大学のマネジメント機能や

経営力の確立及び強化のためにも、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、本学園の両大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

の整備に取り組み、令和 3（2021）年度 4 月から、それに関連する新体制のもとに、自主

的・自律的な自己点検・評価を推進していきます。 

本学園の短期大学部は創立 57 年目、4 年制大学は 39 年目を迎えました。建学の精神

であります「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、大学と短大部の教育理念や学部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育機関として、令和 2

（2020）年度も、熱心に教育の質の向上に取り組みました。以下に、継続事業も含め、令

和 2（2020）年度の事業計画において実施した事業について、学校別にご報告いたしま

す。 

 

Ⅱ．法人の概要 

１．建学の精神 

  「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」 

 



3 

 

２．法人の沿革 

本法人及び本学の歴史は、昭和 20（1945）年 9 月に故神谷一三初代理事長と故神谷み

ゑ子初代学長の両名によって設立された岐阜高等服飾女学校に由来します。昭和36（1961）

年に学校法人神谷学園の設立が正式に認可され、昭和 38（1963）年には専門学校の他に

家政科で構成される東海女子短期大学を開学し、昭和 56（1981）年に、短期大学で培わ

れてきた国際文化的感覚の養成を教育方針とする基盤と関連を持ちながら、創設以来の

目的である女子高等教育をさらに推進させるため、さらに高度な専門性と充実した教養

教育のための教育・研究機関である 4 年制大学が開学しました。 

専門学校の時代から短期大学の興隆期、そして 4 年制大学へと脈々と受け継がれてき

た建学の精神に基づく基本理念は、「女性の自立」と「国際感覚の養成」でありました。

岐阜高等服飾女学校の設立時は戦後まもない混乱期であり、女性が「自立」という状態か

らはほど遠い存在であるのが現実でした。このような時代に両創立者は、「女性であって

も専門・技術を持つことで男性と同じように経済力を持つための教育」を第一の理念とし

ました。故神谷初代学長が、昭和 34（1959）年に大蔵大臣の認可を得て服飾研究のため

に欧州 8 ヶ国を訪問した時には、社会の中で自立し、いきいきと活躍している現地の女

性の姿を目の当たりにし、日本人女性との国際感覚の大きな差に驚愕したことから、「国

際感覚を備えた女性の教育」を第二の理念としたのであります。以来、約半世紀の間この

理念は学園において確実に受け継がれ、男女共学大学となった今日においても、「創造性

と行動力豊かな自立した人間」と「国際感覚を備えた教養人」という基本理念としてしっ

かりと生き続けています。「女性はいざという時に役立てる何か専門・技術を持ち、男性

と同じように経済力を持つことが必要。」これが終生変わらぬ創立者の信念でありました。 

その後、短期大学には初等教育科と英文科が設置され、この附属研究機関として昭和 47

（1972）年に東海第一幼稚園、昭和 53（1978）年には東海第二幼稚園が開設されました。

昭和 50（1975）年には語学研修のための語学学校を英国のケンブリッジに開校し、昭和

56（1981）年には、4 年制大学の東海女子大学の設立を果たしましたが、東海学院大学

は、この東海女子大学を平成 19（2007）年に男女共学化とすることにより誕生しました。 

東海学院大学の前身である東海女子大学は、当初は文学部に英米文化学科と人間関係

学科の 2 学科を置く構成でスタートしました。英米文化学科の設置は、高度経済成長期

以前から国際化教育を標榜し、英国に語学学校を擁し、幅広い視野でグローバルに行動す

る若人の育成を目的とした本学園の精神を具現したものです。人間関係学科は、教育学、

心理学、社会学という従来の区分では複雑化する社会に生きる人間像を理解・分析するこ

とが難しくなってきたため、新たに複数の視点を設定して「人間総体の理解に努める」こ

とを教育目的とした学科でした。また平成 4（1992）年には、「美学、美術学、美術史、

諸芸術、情報の科学的観点から美の本質や芸術の原理を教育研究する」、美学美術史学科

が設置されました。平成 6（1994）年には、短期大学（当時）と共用の附属図書館が開館

され、また、高齢化社会の到来という社会のニーズを捉えて、平成 12（2000）年には総

合福祉学科が設置されました。平成 14（2002）年には、関連する研究教育を整理統合し



4 

 

て、英米文化学科と美学美術史学科を基礎とする総合文化学科が設置されました。文学部

人間関係学科は、建学の精神に則り、「人間に関わる諸科学の領域から諸問題を総合的、

科学的に把握し、心理学、社会学、教育学の 3 分野に専攻をおいて、それぞれの専門領域

から人間の個人的及び社会的行動の発達と陶冶について研究教育していく」ことが目的

でありましたが、人間関係学科を学部とし専攻分野を設けることが必要となったため、平

成 14（2002）年に人間関係学部を設置し、学部の中に人間関係学科と新しく心理学科を

開科しました。 

平成 17（2005）年には社会的ニーズの変化に対応すべく、文学部を総合福祉学部に名

称変更するとともに、総合文化学科の募集が停止されました。平成 18（2006）年には人

間関係学部人間関係学科の募集を停止し、子ども学科を開設しました。平成 19（2007）

年には、男女共同参画社会の浸透に伴う社会情勢の変化を受けて男女共学化を実施し、短

期大学部を含む全学的な改組転換により、平成 20（2008）年には、総合福祉学部を健康

福祉学部と名称変更し、新たに食健康学科が開かれました。平成 21（2009）年には、人

間関係学部子ども学科を子ども発達学科と名称変更しました。また、短期大学部は、同年

に男女共学化とし、長年地域に慣れ親しまれた校名の東海女子短期大学から東海学院大

学短期大学部と名称変更を行いました。後に食健康学科は、平成 24（2012）年には食健

康栄養学科へと名称変更し、現在の管理栄養学科へと繋がっていきます。 

大学では、研究機関としての機能を明確にしつつ次代の研究者や専門的職業人を養成

するために、平成 10（1998）年に英米文化専攻と人間文化専攻から成る大学院文学研究

科修士課程を開設しました。現在の大学院は、地域の社会的ニーズを反映して平成 19

（2007）年に名称変更して人間関係学研究科修士課程臨床心理学専攻となり、臨床心理

士資格認定協会第一種指定校の認定を受けています。また、学校法人としての半世紀の歴

史をふまえ、平成 26（2014）年度からは、「医療人育成の拠点」として地域医療へ貢献す

る様々の専門職能人を育成することを社会的使命とする大学としての進展を目指すメデ

ィカル･プランを策定、実施し、2 学部 4 学科の教育課程に管理栄養士、臨床検査技師、

臨床工学技士、救急救命士、言語聴覚士、公認心理師（平成 30（2018）年度認可）の養

成課程を置くことが、厚生労働省、文部科学省の両省により認可されました。 

地域貢献、社会貢献の面では、大学のテニスコート、フットサルコート、体育館やジム

などの体育施設の常時、近隣の中学校、高等学校のクラブ活動への開放、図書館施設の一

般への開放、公開講座実施などはいうまでもなく、大学の管理栄養学科が中心となり行政

や地元商工会議所、企業との産官学連携協定を結んで地元産品の共同研究開発を進める

など積極的に活動し、学生の活きた学修に繋げています。また、平成 28（2016）年度か

らは、大学の理系分野における積極的な高等教育活動を高校生や高等学校関係者に広く

認識してもらうとともに、高大接続、高大連携の一環として高等学校の理科教育の一層の

充実化やアクティブラーニングの進展などに寄与することを目的として、東海地区の高

等学校の理科研究クラブを対象に東海地区理科研究発表会を開催しており、高校生の参

加者も年々増えて活況を呈しています。 
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現在、本学園は、東海学院大学の人間関係学部心理学科、子ども発達学科および健康福

祉学部管理栄養学科、総合福祉学科、の 2 学部 4 学科、大学院研究科、そして幼児教育学

科を置く短期大学部のほか、両大学の附属である東海第一及び東海第二幼稚園、英国語学

学校の 6 つの機関から成る教育研究機関となっています。短期大学部および東海学院大

学は、半世紀に渡って学園創立者の建学の精神に則り、保育士、教諭、管理栄養士、臨床

検査技師、社会福祉士、臨床工学技士、救急救命士などの専門職能人をはじめ、多くの優

れた人材を社会に送り出しています。卒業生は、明るく礼儀正しい社会人として地域に貢

献し、あるいは確かな知識と幅広い教養を身につけた人間性豊かな人材として各方面で

活躍し、高く評価されています。学園は、大学の使命を強い意志を持って受け継ぎ、進化

させてきています。 

以下には学園の沿革を表示します。 

学園の沿革 

昭和 36(1961)年 11 月 学校法人神谷学園設立認可 初代理事長神谷一三 

昭和 38(1963)年 1 月 東海女子短期大学設置認可 初代学長神谷みゑ子 

同年    4 月 東海女子短期大学校舎落成式、開学式挙行 

昭和 41(1966)年 1 月 初等教育科設置認可 

昭和 47(1972)年 3 月 東海女子短期大学附属東海第一幼稚園設立認可 

昭和 48(1973)年 1 月 初等教育科を児童教育学科とし、初等教育専攻入学定員 100 人、幼児

教育専攻 50 人と学科、専攻、入学定員の変更許可 

昭和 50(1975)年 4 月 東海女子短期大学の海外語学研修校として英国ケンブリッジ校開設 

昭和 53(1978)年 2 月 東海女子短期大学附属東海第二幼稚園設置認可 

昭和 56(1981)年 1月 東海女子大学設置認可 初代学長高橋悌蔵就任 

昭和 59(1984)年 7 月 軽井沢研修会館竣工 

同年    8 月 米国ハワイ州立大学と姉妹大学の盟約を締結 

同年    11 月 米国ホバート・アンド・ウィリアム・スミス大学と姉妹大学の盟約を

締結 

昭和 60(1985)年 3 月 講堂兼体育館竣工 

同年    4 月 東海女子大学二代学長 高橋百之就任 

同年    7 月 東海女子大学三代学長 織田正就任 

昭和 62(1987)年 4 月 東海女子大学四代学長 神谷みゑ子就任 

昭和 63(1988)年 4 月 新館（学生食堂を含む）竣工 

平成元(1989)年 4 月 東海女子大学五代学長 曽根暁彦就任 

平成 3(1991)年 3 月 新テニスコート竣工 

同年    4 月 大学と短大を結ぶブリッジ竣工 

 東海女子大学六代学長 市島憲郎就任 

同年    12 月 美学美術史学科の増設認可 
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平成 4(1992)年 4 月 美学美術史学科開設 

 岐阜市芥見にホッケー場竣工 

平成 6(1994)年 4 月 東海女子大学七代学長 永田幸雄就任 

同年    5 月 東海女子大学・東海女子短期大学附属図書館竣工 

平成 7(1995)年 4 月 第二代理事長 神谷哲郎就任 

同年    9 月 ゴルフ練習場竣工 

同年    10 月 初代神谷学園長 神谷みゑ子就任 

 東海女子短期大学二代学長 上野良光就任 

平成 9(1997)年 4 月 東海女子大学八代学長 三平和雄就任 

同年    12 月 大学院文学研究科修士課程設置認可（文学研究科／英米文化専攻・人

間文化専攻） 

平成 10(1998)年 2 月 大学院棟竣工 

同年    4 月 大学院開設 

同年    10 月 東海女子短期大学三代学長 高野卓哉就任 

平成 11(1999)年 7 月 文学部総合福祉学科の増設認可 

平成 12(2000)年 4 月 東海女子大学九代学長 原田勇彦就任 

 文学部総合福祉学科開設 

平成 13(2001)年 4 月 東海女子短期大学四代学長 大森正英就任 

同年    5 月 文学部総合文化学科の設置認可 

同年    12 月 人間関係学部心理学科、人間関係学部人間関係学科の設置認可 

平成 14(2002)年 4 月 人間関係学部(心理学科、人間関係学科)と文学部総合文化学科が開設 

これまでの文学部総合福祉学科と併せて新しく 2 学部 4 学科となる 

平成 15(2003)年 3 月 大学院文学研究科英米文化専攻の廃止 

平成 16(2004)年 4 月 東海女子大学十代学長 大森正英就任 

同年    7 月 5 号館 1 階学生食堂がカフェテリア TOKAI としてリニューアル 

同年    11 月 7 号館 5 階保育実習室「あそびの森」竣工 

平成 17(2005)年 3 月 校舎のバリアフリー工事完了 

同年    4 月 文学部総合文化学科の募集停止、文学部を総合福祉学部に名称変更 

 学内全面禁煙とする 

平成 18(2006)年 4 月 人間関係学部子ども学科開設 

 東海女子短期大学五代学長 杉山道雄就任 

 軽井沢研修会館閉鎖 

平成 19(2007)年 4 月 東海学院大学十一代学長 杉山道雄就任 

 東海女子短期大学六代学長 神谷眞弓子就任 

 東海学院大学に名称変更（男女共学化） 

同年    9 月 多目的グランド（テニス、フットサル、ストリートバスケットコート）
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竣工 

同年    12 月 健康福祉学部食健康学科設置認可 

平成 20(2008)年 2 月 韓国春川市 国立春川教育大学と学術交流に関する協定を締結 

同年    4 月 東海女子短期大学から東海学院大学短期大学部に名称変更（男女共学

化） 

 東海学院大学短期大学部食物栄養学科、コミュニケーション学科、介

護福祉学科募集停止 

 健康福祉学部食健康学科開設 

同年    12 月 郡上高等学校と高大連携協定を締結 

平成 21(2009)年 1 月 新 3 号館 5 階が地域食育サポートセンター「さらまんじぇ・とーか

い」リニューアル 

同年    3 月 関高等学校と高大連携協定を締結 

 加茂農林高等学校と高大連携協定を締結 

同年     4 月 子ども学科から子ども発達学科に名称変更 

同年    5 月 富田高等学校と高大連携協定を締結 

同年     6 月 岐阜農林高等学校と高大連携協定を締結 

 岐阜市立女子短期大学と学術交流協定を締結 

平成 22(2010)年 3 月 財団法人日本高等教育評価機構から東海学院大学は大学評価基準を

満たしていることが認定された 

同年     6 月 岐阜県揖斐郡大野町との包括的な連携・協力に関する協定を締結 

平成 23(2011)年 2 月 トレーニングルームを 7 号館 6 階に移設 

同年     4 月 東海学院大学十二代学長 松田之利就任 

 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

を設置 

同年    10 月 附属図書館に「東海えほんの森」が竣工 

同年    11 月 第三代理事長 神谷眞弓子就任 

 岐阜各務野高等学校と高大連携を締結 

平成 24(2012)年 4 月 健康福祉学部食健康学科から食健康栄養学科に名称変更 

同年    12 月 東海学院大学十三代学長 岩田弘敏就任 

平成 25(2013)年 5 月 東海学院大学十四代学長 神谷眞弓子就任 

平成 26(2014)年 2 月 東海学院大学短期大学部開学 50 周年記念式典を挙行 

同年     4 月 健康福祉学部食健康学科を募集停止し、健康福祉学部管理栄養学科を

設置 

 厚生労働省より健康福祉学部管理栄養学科に臨床検査技師国家試験

受験資格を付与される 

 厚生労働省より健康福祉学部総合福祉学科に臨床工学技士国家試験
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受験資格を付与される 

 人間関係学部心理学科に救急救命士及び言語聴覚士国家試験受験資

格を付与される 

 短期大学部幼児教育学科開科認可とともに、保育士養成施設における

定員増（100 人→150 人）が認可される 

平成 27(2015)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 

平成 28(2016)年 3 月 東海学院大学が公益財団法人日本高等教育評価機構において、大学機

関別認証評価の結果、大学評価基準に「適合」していることが認定さ

れる 

 東海学院大学短期大学部が公益財団法人日本高等教育評価機構にお

いて、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」

していることが認定される 

同年    4 月 東海学院大学短期大学部七代学長 神谷和孝就任 

同年    11 月 東海学院大学主催の第 1 回東海地区理科研究発表会開催 

平成 29(2017)年 4 月 各務原市、JA ぎふ、各務原市商工会議所と産学官連携協定を締結 

同年    11 月 東海学院大学主催の第 2 回東海地区理科研究発表会開催 

平成 30(2018)年 3 月 東海学院大学人間関係学部心理学科および大学院人間関係学研究科

に公認心理師養成課程が設置される 

同年    6 月 東海学院大学硬式野球部が発足する 

同年    7 月 東海学院大学人間関係学部子ども発達学科の収容定員を 320 名から

200 名（入学定員 80 名→50 名）に変更する届出をした 

 東海学院大学短期大学部幼児教育学科の収容定員を 300 名から 200

名（入学定員 150 名→100 名）に変更する届出をした 

同年    12 月 東海学院大学主催の第 3 回東海地区理科研究発表会開催 

 7 号館 1 階に新学生食堂「La Sant’e Tokai」完成 

令和元(2019)年 3 月 大塚製薬と包括的連携協定を締結 

 TGU スタジアム（硬式野球部専用球場）竣工 

令和 2(2020)年 3 月 7 号館 5 階「TG danse studio goût」竣工 

 7 号館 5 階に模擬保育室を移設 

同年    4 月 心理学科の編入学定員を廃止し入学定員 110 名から 120 名に変更 

同年    5 月 美濃加茂市と連携協定を締結 

同年    9 月 ぎふ農業協同組合と連携協定を締結 

令和 3(2021)年 3 月 健康福祉学部管理栄養学科に「TGU マルシェ」「TGU 菓子工房」「管

理栄養学科 Kitchen キッチンカー」設置 

 

 

 



9 

 

３．設置する学校・学部・学科等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．学部・学科等の学生数の状況 

東海学院大学                     令和 2（2020）年 5 月 1 日現在 

専攻名 入学定員 入学者数 収容定員※ 現員数 

大学院  

人間関係学研究科 臨床心理学専攻 
７名 ７名 １４名 １３名 

    
学 部 学科・課程 入学定員 入学者数 収容定員※ 現員数 

健康福祉学部 

総合福祉学科 ８０名 ５１名 ３２０名 １３５名 

管理栄養学科 ８０名 ７３名 ３２０名 ２３８名 

計 １６０名 １２４名 ６４０名 ３７３名 

人間関係学部 

心理学科 １２０名 １８３名 ４８０名 ４９３名 

子ども発達学科 ５０名 ３１名 ２００名 ９８名 

計 １７０名 ２１４名 ６８０名 ５９１名 

東海学院大学短期大学部 

学 科 入学定員 入学者数 収容定員※ 現員数 

幼児教育学科 １００名 ７２名 ２００名 １２７名 

※収容定員は、学則の定めによる。 

東海学院大学・東海学院大学短期大学部附属 

 収容定員 現員数 

東海第一幼稚園 ３４０名 １０５名 

東海第二幼稚園 １６０名 １２５名 

健康福祉学部 総合福祉学科

管理栄養学科

東海学院大学短期大学部 学　科 幼児教育学科

人間関係学研究科 臨床心理学専攻

人間関係学部 心理学科

子ども発達学科

東海第一幼稚園

東海第二幼稚園

学　部

学

校

法

人

神

谷

学

園

東海学院大学／大学院 大学院

（大学・短大共用）附属図書館

令和 2（2020）年 5 月 1 日現在 
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令和 2（2020）年度組織体制 

 

 

５．役員・評議員数 

令和 2（2020）年 7 月 1 日現在 

役 員 現 員  役 員 現員 

理 事 ８名 評議員 ２１名 

監 事 ２名 監 事 ２名 
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６．教職員数（専任教職員数） 

   令和 2（2020）年 5 月 1 日現在 

 教 員 職 員 合 計 

法人本部 ―   ６名      ６名 

東海学院大学 ８１名 ２８名 １０９名 

東海学院大学短期大学部 １４名    ４名 １８名 

東海第一幼稚園    ８名    １名     ９名 

東海第二幼稚園    ９名    ２名 １１名 

計 １１２名 ４１名 １５３名 

 

Ⅲ．基本方針について 

令和 2（2020）年度は、中長期計画及び前年からの事業計画に引き続き、前年度の提言、

答申等に掲げられた趣旨に沿いながら、全学的に教育・研究活動を推進し、教学及び管理

運営状況のチェックに努め、課題等については、その改善を策定し実行しました。4 年制

大学と短期大学部は、令和 4（2022）年度に、同時に財団法人日本高等教育評価機構によ

る 3 回目の認証評価受審を表明しています。両大学では、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

てきており、大学機関別認証評価においても、平成 22（2010）年《短期大学部は平成 21

（2009）年受審》、平成 28（2016）年の 2 回ともに「適合」と認証されました。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」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、本学の教育の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、全学体制で自己点検・評価活動を

行い、結果を教育の改善・向上に反映させる体制を一層充実化させました。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きます。 

 

Ⅳ．主要事業報告 

１．教育 

令和 2（2020）年度の事業計画に基づき、教育を取り巻く現況を十分に踏まえ、PDCA

に努めながら、本学園が掲げた目標を達成するため、各学校において実施した教育・研究

活動について、以下のようにご報告いたします。なお、東海学院大学及び東海学院大学短

期大学部のより詳細な活動報告等につきましては、両大学の「令和 2（2020）年度自己点

検評価報告書」をご参照ください。 
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【東海学院大学及び東海学院大学短期大学部 学部学科における具体的実施報告】 

 ３つのポリシー(ディプロマポリシー・カリキュラムポリシー・アドミッションポリシー) 

https://www.tokaigakuin-u.ac.jp/wp-content/themes/daigaku/pdf/public_info/2020-policy.pdf 

（１） 教育の質的保証のための取り組み 

 〇東海学院大学 

▶ 総合福祉学科 

    総合福祉学科は、管理栄養学科とともに健康福祉学部を構成する学科です。令和 2

（2020）年度は、健康福祉学部として 5 ヵ年教育目標として掲げた「充実した教育

活動推進のための学科カリキュラム内容見直し」に基づいて、カリキュラムの見直し

を行いました。具体的には、令和 3（2021）年度から始まる改正社会福祉士養成カリ

キュラム及び改正精神保健福祉士養成カリキュラムに合わせて、学科の教育課程の

見直しを行い、必要な申請手続きを行いました。また、令和 3（2021）年度より、総

合福祉学科において新たに教職課程（中高保健体育）を設置すべく、教職課程委員会、

プロジェクトチームと連携しながら申請準備を行いました。臨床工学技士養成にか

かわるカリキュラムの見直しもスタートさせ、さらに、オフィス系科目の自由科目へ

の再編も行いました。このようなカリキュラムの見直しは学生の学修の道筋を明確

にし、より学生のニーズにあった教授活動が展開できると確信しています。 

教育の質的保証のための取り組みとして、これまで、カリキュラムポリシーに内在

していたアセスメントポリシーを新たに策定する必要があることから、学科長と学

科教務委員を中心として検討を始めました。 

今後とも、建学の精神及びディプロマポリシーに即したカリキュラムの見直しを

継続していきます。 

  ▶ 管理栄養学科 

    管理栄養学科では、教育の質的保証を向上させる取り組みとして「卒業認定・学位

授与の方針」（ディプロマポリシー）、「教育課程編成・実施の方針」（カリキュラムポ

リシー）および「入学者受入れの方針」（アドミッションポリシー）の３つのポリシ

ーに基づき策定した健康福祉学部および管理栄養学科重点目標中長期計画（5 ヵ年）

の点検評価にて毎年度実施しています。令和 2（2020）年度も学科の全教員が学科内

の各種役割の自己評価を行い、一覧表を作成しその共通項目を学科で纏め、学科会に

おいて共通理解の下に承認を得ています。このように各自の学科の各種役割を評価

することで、教育の質の保証のため PDCA サイクルを回しながら教育改善に引き続

き積極的に取り組みました。 

また、管理栄養士養成の専門性の高い人材の養成カリキュラムとなるよう検討を

行うことで、学士（栄養学）の質保証を適えるために、管理栄養学科全体の開講科目

（選択科目を含む）の見直しを行っています。栄養や保健、医療の分野で活躍できる

https://www.tokaigakuin-u.ac.jp/wp-content/themes/daigaku/pdf/public_info/2020-policy.pdf
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人材を育成することが社会から期待されていることから、我が国の健康・栄養問題の

変遷に対応したカリキュラムの検討は常に継続しています。 

さらに３つのポリシーに基づいた体系的な教育課程（カリキュラム）の教育の質的

保証をより明確に評価するため、学修成果や教育効果のより有効な測定のための教

務指標を定め、履修、成績、単位修得状況、実習状況等について課題の検討や改善を

引き続き行いました。 

  ▶ 心理学科 

    心理学科においては、新型コロナウイルス対応の必要性のもと、全ての学生への教

育の質的保証のために有効な組織編成をより一層確立し、共通理解・共通行動のもと

に、全学としてのコロナ対応、リモート授業以外に次の取り組みを行いました。 

1、2 年生の定員増加に伴う授業について、これまで学科として進めてきた少人数

での指導の継続を踏まえて、担当者の負担もありましたが、教育効果に配慮したクラ

ス編成として履修者を 2 つに分けて授業を 2 コマ行う科目を設定し、実施しました。 

次に、本学が重点を置いている担任制の実施です。心理学科では、毎セメスタ－ご

との始めに、担任は担当学生とポートフォリオ・成績表をもとに面談を行います。こ

の中で、修学支援においては、取得単位や成績の状況について確認、指導するととも

に、今セメスタ－の目標設定等の支援を全学生に行っています。また、履修相談につ

いては、履修登録期間に合わせて一週間、学科の教員全員で分担して、昼休みに希望

者に相談を行っています。令和 2（2020）年度は、この対応が年度当初にコロナ禍で

実施できなかったことから、G-suit を使っての推奨科目やガイダンス資料等の配信

による支援を行い、解除後、面談によるポートフォリオ等による個別の再支援を行い

ました。 

  ▶ 子ども発達学科 

    子ども発達学科のカリキュラムでは、令和元（2019）年度より、学習指導要領・幼

稚園教育要領の改訂に伴い、再課程認定を受けた新教育課程をスタートさせました。

教員養成段階の実践的指導力の育成、教職課程の質保証・向上、ICT 教育・道徳教育

の充実、学校現場の要望に対応したカリキュラム構成等、新教育課程の改革の方針に

基づいたカリキュラムの精選・重点化を進めてきたところであり、教職課程の質的水

準向上に努めるため各科目に理論とともに実践的な内容を導入し、「主体的・対話的

で深い学び」が可能となるよう、アクティブラーニングの機会を増やす授業改善に努

めてきました。しかし、令和 2（2020）年度は、コロナ禍の影響で、遠隔授業が実施

され、対面授業でも社会的距離の確保など感染拡大防止に努める必要があり、さらに

実習受け入れ機関からの制限も加わり、学生の主体的な学びが困難になるという事

態に直面しました。そういった中でも、学生の主体的・実践的な学びを可能とするよ

うな授業の工夫に取り組んできました。 

また、新たな教育課題に対応するための地方自治体関連部署や教育委員会との連
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携を継続的に図るようにしています。 

また、保育所保育指針の改定に伴う、保育士養成課程の基準改定に従った新カリキ

ュラムを令和元（2019）年度から実施していますが、幼稚園教諭養成課程の一部に暫

定的措置が残っているため、令和 3（2021）年度には、幼保連携も視野に入れた新カ

リキュラムを作成し、令和 4（2022）年度の実施を目指します。 

 〇東海学院大学短期大学部 

  ▶ 幼児教育学科 

  幼児教育学科では、教職課程の再課程認定に合わせて実施された保育所保育指針

の改定に伴い、乳児保育の充実と幅広い専門性を備えた実践力ある保育者の養成を

目指した新カリキュラムが完成年度を迎えました。令和 2（2020）年度は、新型コロ

ナウイルス感染症の影響で、学外実習の短縮や代替実施が認められる特殊な状況で

したが、短期大学部では時期の変更は余儀なくされたものの、学生全員がすべての実

習を予定どおりに行い、保育現場での実践力を培うために学修することができまし

た。 

    

（２）明確なアドミッションポリシーに基づく入学者選抜の推進 

本学では平成 29（2017）年度より毎年、入学試験委員会を中心に目的意識や学習意欲

の高い学生を受け入れる体制を整えてきていますが、平成 30（2018）年度以降、さらに

効果的な広報計画による入学者選抜と入学者の増加のための有効な活動を行いました。 

また、平成 29（2017）年度に確立された、ディプロマポリシー、カリキュラムポリシ

ーと連動したアドミッションポリシーを明確に示しながら、「学力の 3 要素」を多面的・

総合的に評価する入学者選抜の検討を行ってきました。 

令和 2（2020）年度より、大学入試制度が以下の様に変更になりました。 

令和元（2019）年度まで 令和 2（2020）年度より 本学入試を分類 

大学入試センター試験 大学入学共通テスト 
大学入学共通テスト・共通テスト

プラス 

一般入試（個別入試） 一般選抜 前期試験 A･B･C / 後期試験 

推薦入試 学校推薦型選抜 
指定校推薦 / 公募推薦 / 

スポーツ推薦 

AO 入試 総合型選抜 AO 入試 / ファミリー入試 

それぞれの入試で願書受付開始及び合否発送日も 1 か月ほど遅くなり、高校現場では

遅くまで落ち着いた授業ができるようになりました。 

「学力の 3 要素」である「知識・技能」について、令和 2（2020）年度より学校推薦型

選抜・総合型選抜について口頭試問を新たに課し、評価するようになりました。「思考力・

判断力・表現力」についても学校推薦型選抜・総合型選抜では面接にて評価し、大学入学

共通テスト・一般選抜では調査書などで評価します。「主体性・多様性・協働性」につい
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ては学校推薦型選抜・総合型選抜では面接にて評価し、大学入学共通テスト・一般選抜で

は調査書などで評価します。アドミッションポリシーを明確に示し学力の 3 要素を評価

する入試選抜を行いました。 

 

（３）明確なディプロマポリシーとカリキュラムポリシーに基づく学びの推進と教育の成 

果の PDCA 

 〇東海学院大学 

  ▶ 総合福祉学科 

    総合福祉学科では、ディプロマポリシー及びカリキュラムポリシーをシラバスに

具体的に反映・明示することによって、学生の学修意欲を高め、学びを推進していま

す。令和 2（2020）年度は、一部、遠隔授業を実施しましたが、学生の学びが停滞し

ないように教員らが創意工夫して取り組みました。全学共通で授業アンケートを実

施し、遠隔授業について学生に感想を質問しました。この結果を基に、今後の遠隔授

業時の参考にしていきます。 

また、学生就職課とも連携し、学修領域と就職（職種）の相関を高めるよう職種ご

との説明会を実施するなど、学修成果の一つとして就職先も PDCA サイクルの C（チ

ェック）の要素として意識し学生支援にあたっています。 

  ▶ 管理栄養学科 

    管理栄養学科では、建学の精神と教育理念に基づいた「卒業認定・学位授与の方針」

（ディプロマポリシー）で保証する能力を身につけた人材を輩出していくために中

長期計画（5 ヵ年）に基づく「カリキュラム策定」「教育実行」「教育成果把握」「改

善実行」という PDCA サイクルを回しながら、きめ細かい教育指導、教育成果の見

える化を推進し、ゴールである「学位の質保証」に向かって学生が複数の資格の中か

ら主体的に進路を決め、適性を伸ばして学習できようにアクティブラーニングへの

質的転換など様々な施策を実行しています。毎年度実施してきた学習支援、学習強化

プログラム、オフィスアワーなどを十分に活用し授業時間外の教育を令和 2（2020）

年度も行ってきました。 

平成 29（2017）年度に養成課程完成年度を迎えた管理栄養士及び臨床検査技師の

国家試験においては、完成年度以降ほぼ 100%到達という高い国家試験合格率を維持

しており、令和 2（2020）年度には、管理栄養士および臨床検査技師の両国家試験に

合格するダブル合格者を輩出することができました。 

また、毎月 1 回学科内 FD の実施や、学内一般公開型相互授業参観の実現、保護者

との相談会、外部の FD 研修会への積極的参加等を実施しました。 

  ▶ 心理学科 

    令和 2（2020）年度は、前年度同様に入学者が増加したことと、新型コロナウイル

スの対応との兼ね合いから、密を避けた上での大人数への対応（救急分野の体育館で
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のシュミレ－ション等）を行い、学修内容を落とすことなく進めました。また、国家

試験対策においても、完成年度から 3 年目を迎えて受験学生が増加する中、個々の

国家試験対策問題の毎回の結果資料の分析をしながら、コロナ対応で全体指導より

も、個々の学生に対しての学修指導等が増える中、次回への目標と対策へと繋げ、最

終の国家試験本番までの学修成果の伸び率のみえる化をより一層進めました。この

ことにより、救急救命士（20 人/23 人）87%、言語聴覚士（9 人/9 人）100%を達成

することができました。 

  ▶ 子ども発達学科 

    子ども発達学科においては、専門的な資格として注目を浴びており、人気の高い

「絵本専門士」につながる新たな資格である「認定絵本士」の養成講座を開設するた

めの準備を進めてきました。10 月には絵本専門士委員会から講座開設の認可が下り、

令和 3（2021）年度の新入生から資格取得が可能となりました。 

    また、学生が高等学校教育等までに培った力を入学後にさらに発展・向上させるた

めのカリキュラム・マネジメントの確立に努め、主体性を持って多様な人々と協力し

て学ぶことのできるアクティブラーニングへの質的転換に取り組みました。 

 〇東海学院大学短期大学部 

  ▶ 幼児教育学科 

幼児教育学科では、幼稚園教諭免許状と保育士資格以外に取得できる資格の種類

を増やし、令和 2（2020）年度入学生から准学校心理士と認定病児保育スペシャリス

トの資格取得が可能になりました。令和 2（2020）年度はコロナ禍で、短期大学部が

重要な学修成果発表の場と位置付けている 8 月のオープンキャンパスと大学祭が中

止になりましたが、学内及び附属幼稚園において、新たな形の発表の場を設けること

ができました。また、3 年課程長期履修制度で初めての卒業生が巣立ち、2 年課程と

合わせた卒業生全員が保育職に就職しました。令和元（2019）年度からは、学科と学

生就職課が協力して卒業直前に就職に向けたガイダンスを行い、学生の不安感を和

らげて早期離職の防止につなげるよう努めています。 

    

２．研究 

4 年制大学及び短期大学部における研究活動においては、教育研究開発センターと学術

研究報告編集委員会の連携活動により、教員の研究促進と支援を引き続き行いました。平

成 30（2018）年度に、大学及び研究科の教職員を対象としたサバティカル研修制度を新

たに設け、国際的な研究者の支援を積極的に行うこととしましたが、令和 2（2020）年度

も、 研究者の創意や自発性に基づく研究やプロジェクト型研究に対する支援体制をさら

に強化し、「社会貢献委員会」の活動を通じて、健康・医療・教育・文化の各分野におけ

る地域社会や地域行政、産業との組織的な連携を図りました。特に管理栄養学科において

各務原市と連携し、共同企画として数々の食に関するイベントや研究発表を実施しまし
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た。また、短期大学部幼児教育学科では岐阜県保育士・保育所支援センターとの共働企画

で「保育の仕事見学会」と題して高校生に保育の仕事の特色を分かり易く理解できるよう

に体験学習を行いました。 

また、東海学院大学及び東海学院大学短期大学部教員による「考えて生きる 大学は知

の宝庫」と題した全７回の多様な公開講座を講演し、身近な大学教育を地域社会に発信し

ました。 

大学院人間関係学研究科の研究活動においては、修士論文に 6 名の 2 年次院生が臨床

心理学的な課題研究に取り組みました。研究テーマとしては、発達障害の親の心理、能動

的音楽療法、いじめ体験の影響、社交不安傾向と SNS、LGB 当事者のカミングアウト、

親と中学生の共感性という多様なもので、全員が合格判定となりました。なお、平成元

（1989）年度の修士論文を基に刊行された論文は 1 編でした。これまでの修士論文のレ

ベルは維持できたと評価できますが、より一層学会発表等を促進したいと考えます。 

また、大学院担当教員の研究活動としては、発表論文数 17 編（紀要等も含む）、学会発

表 17 件、科研費等外部研究費の獲得者 4 件でした。コロナ禍の影響で国内外の学会等は

開催が困難であり（ほとんどがリモート開催）、例年よりも低調な活動状況でした。令和

3（2021）年度も状況の改善は未知数ですが、多くの学会や研修会はリモート開催が予定

されています。リモート学会等の開催様式にも教員は慣れてきたことから、むしろ開催地

への移動や宿泊が必要ないという利便性を生かした研究活動の活性化を望みたいと考え

ます。 

さらに、地域貢献の一環である心理臨床センターの教育・研究活動については、コロナ

禍にもかかわらず、ほぼ通常の相談活動が行われ総面接回数は 192 回であり、前年度と

ほぼ同程度となっています。実習施設としてお願いしていた中・高校、病院や福祉施設に

おいては、感染症対策のため学外実習が制限された場合もありましたが、令和 2（2020）

年度は何とかすべての院生について目標の実習時間が確保されました。また、大学院生は

比較的少人数であることから、種々の対策を講じてケースカンファレンスを継続するこ

とができたことは評価できると考えます。 

コロナ禍の中、リモート授業が主たる教育方法になると、児童・生徒・学生が学校生活

を共に楽しむ機会が激減します。また、テレワークが多い職業人や引きこもりがちな高齢

者にとっても、他者とのつながりが極めて希薄化してきます。こうした状況では、メンタ

ルヘルスを崩しがちな方たちに対する適切な心理的支援が必要になってくると考えられ、

本学の心理相談活動が地域メンタルヘルスの支援に貢献することが期待されます。 

   

３．学生支援の充実 

学生支援センターを中心に、保健室、学生相談室、学生生活課等の学内関係組織の連携

を進め、入学時から卒業時まで全学的な相談・支援体制の充実を図りました。日本学生支

援機構以外に、本学独自の奨学金制度においても奨学金への応募に対する支援を引き続

き充実させました。コロナ禍の影響により困窮状態にある学生の支援については、学生食
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堂の食券を全学生へ配付しました。文部科学省支援による「学生支援緊急給付金」の支給

を行いました。平成 29（2017）年 4 月施行の障害者差別解消法に基づき、さらに障がい

のある学生に対して適切な対応ができるよう障害学生支援委員会による「障害等のある

学生の修学支援について」リーフレット作成、配付等を通じて「修学上困難のある学生」

へ支援方法の周知、教職員の理解促進や意識の啓発を図るとともに、入試制度や支援体制、

施設設備の整備を行い、これらの情報をホームページ等において発信するなど障がいの

ある学生への支援を引き続き促進しました。 

キャリア教育科目の一層の充実を図るため「ビジネス実務士」申請に向けて準備を進め

ました。他に、入学初年度生から卒業までキャリア支援プログラムとして、新入生を対象

にアルバイトの労働法について資料を配布し、また、年度末には内定者に対して「就職準

備ガイダンス」を開催して研修や入職後の新入社員の心得、卒業後の継続的な学生就職課

活用などのアドバイスを実施しました。また、国家資格の取得希望者には、学士課程にお

ける教育以外にも一貫した受験対策および課外指導（業界研究・単独企業説明会・施設見

学やインターンシップなど）を計画的、組織的に細やかな支援を実施しました。 

令和 2（2020）年度においては、コロナ禍のため医療・福祉・保育業界の説明会や病院・

施設見学への参加が慎重にならざるを得ない年でした。学生就職課では「新型コロナウイ

ルス感染症対策チェックシート」を準備し、学生への諸注意を徹底し、安全に配慮した就

職活動の支援にあたりました。 

就職支援については、教員組織である学生就職委員会と担任教員と学生就職課の連携

が図られ、情報共有して全学的に学生支援にあたっています。「就職ガイダンス」は、学

問（取得資格）分野ごとに開催し、的確な情報提供と就職活動のアドバイスを実施しまし

た。短大部では新たな試みとして、セミナーをオンラインで開催しました。「個別相談」

では、各学生の就職活動の進行状況に寄り添ったアドバイスをするだけでなく、能力や適

性、夢、奨学金返済、通勤距離、労働環境のマッチングなど、各学生の条件をも勘案した

求人紹介にあたっています。コロナ禍により学内の立ち入りが制限されていた期間もメ

ールや電話による相談対応に切り替えて履歴書添削や個別相談を進め、学生とのつなが

りを途切れさせないよう担任と連携して対応しました。 

今年度、本学は岐阜県学生就職連絡協議会の会長校として、岐阜県、岐阜労働局、県内

各事業所と協力体制を築き、各学生が目標を定め、凛々しい就職活動の展開により、納得

できる進路決定を目指して活動を進めて参りました。 

 

４．社会貢献、地域貢献 

  社会貢献委員会は令和 2（2020）年度も、教員の社会貢献および地域貢献活動を促しま

した。コロナ禍の中では、年度当初から人々の集まりと接触を伴う活動は大幅に制限され、

例年に比べ活動が少なくなりましたが、社会貢献委員会および教員は貢献する意欲を失

わず、可能な範囲で活動を積極的に続けてきました。 

社会貢献委員会の主催する事業として、各種公開講座は実施され、令和 2（2020）年度
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は、7 人の教員が例年並みの参加者数に対して講演を行い、その記録をホームページにて

公開しました。また、委員会は例年通り、教員の社会貢献活動調査を実施し、報告書をま

とめて評価し、その中で、教員の有識者会議や周辺自治体の企画への参加は特に目立ちま

した。 

附属図書館については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため数回にわたって閉館

せざるを得ませんでしたが、開館できた時期には例年通り一般公開していました。さらに、

東海えほんの森はほぼ毎週の木曜日と土曜日に開いており、地域の親子に積極的に利用

されていました。年末には、難病への理解を促すブックディスプレーのキャンペーンに参

加し、1 月から 2 月にかけては附属東海第一幼稚園の園児の絵画を展示しました。 

以下に東海学院大学および東海学院大学短期大学部の各学科の社会貢献活動を挙げま

す。 

 〇東海学院大学 

  ▶ 総合福祉学科 

    総合福祉学科では、建学の精神やディプロマポリシーに則り、福祉・医療・スポー

ツの各分野において活躍し、指導的立場となる人材を育成しようと取り組んでいま

す。大学の使命である人材育成こそが、社会貢献・地域貢献に資するものと考えてい

ます。 

また、所属する教員にはそれぞれに研究分野・専攻があり、研究成果を論文投稿、

学会発表や公開講座を通じて、社会に還元しているだけでなく、労働局、岐阜県、岐

阜県社会福祉協議会などと連携しながら、福祉人材の確保と育成にも取り組んでい

ます。 

  ▶ 管理栄養学科 

    令和 2（2020）年度も、引き続き産学官連携「（各務原市×JA ぎふ×各務原商工会

議所×東海学院大学）（岐阜県×東海学院大学）」によるブランディング事業、産学連

携「（大塚製薬株式会社×東海学院大学）（JA ぎふ×東海学院大学）（岐阜新聞社×東

海学院大学）（中日新聞社×東海学院大学）（朝日新聞社×全農岐阜×シーキューブ×

サンジルシ醸造×サラダコスモ×ノリタケ×岐阜グランドホテル×東海学院大学）

（美濃加茂市×東海学院大学）」による地域貢献事業、農林水産省「第三次食育推進

基本計画」関連事業、厚生労働省「スマートライフプロジェクト」関連事業、内閣官

房オリパラ事務局「ホストタウン」関連事業、消費者庁「食品ロス削減」関連事業、

環境省「地球温暖化防止」関連事業、教育委員会・高等学校・中学校との連携による

中高生の研究発表会など、大学の使命として社会貢献・地域貢献へのニーズが高まっ

ていることを踏まえた積極的な地域活動を行いました。 

  ▶ 心理学科 

    心理学科では、救急救命分野の学生（ボランティアサ－クル所属）が、東海各地の

マラソン大会（令和元（2019）年度は、揖斐川・大垣・名古屋）に救急対応要員とし
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て、各 30 名程度が活動をしています。地域活動としては、尾崎団地の夏祭りや敬老

の日のイベント等において、緊急時の救急対応要員として活動をしています。 

また、各務原市の機能別消防団に本学の学生が参加して、市内各地の AED 講習会

等に各務原市の消防の方々とともに参加をして、市民への指導を行ったり、出初式に

参加をしたりしています。 

これらの活動は、令和 2（2020）年度は新型コロナウイルスの対応により、全てが

中止となっています。 

  ▶ 子ども発達学科 

    子ども発達学科では、授業や学習支援プログラムを通して、学内の「遊びの森」や

「絵本の森」を活用した親子参加型のイベントや近隣地域の教育・保育・福祉の関連

施設での学生の活動を推進してきました。令和 2（2020）年度も多くのイベント参加

を予定しておりましたが、コロナ禍の影響で、大半が中止となってしまいました。令

和 3（2021）年度には、感染状況に注視しながら、少しでも多くの事業が再開できる

よう実施方法の検討を進めていきたいと考えています。 

 〇東海学院大学短期大学部 

  ▶ 幼児教育学科 

    令和 2（2020）年度はコロナ禍により、幼児教育学科でも、毎年続けてきた社会貢

献、地域貢献活動の多くが中止を余儀なくされました。そのような中にあっても、感

染者数が収まっていた時期に感染対策に十分気をつけつつ、公開講座や教員免許状

更新講習の担当、愛知県の高校への講師派遣、県内高校生対象の保育職体験講座、離

乳食講座の講師等、様々な活動を行うことができました。 

    

５．戦略的広報の展開 

4 年制大学においては、平成 25（2013）年度に医療関連分野での国家試験受験資格取

得のための数種の養成課程の設置が認められ、翌年度より募集活動を実施、4 年後の完成

年度の平成 29（2017）年度に第一期生のほぼ全員が国家試験に合格し、大きな成果を残

して希望の職場に巣立って行きました。平成 30（2018）年度の学生募集活動で、その成

果を広く高校現場に伝えたことにより、前年の 30%増の 260 名の入学生を迎え入れるこ

とが出来ました。 

令和元（2019）年度より定員 100%確保の見通しが立ち、入学生安定確保三ヵ年計画を

スタートしました。入学生安定確保三ヵ年計画の 2 年目である令和 2（2020）年度の広報

活動の方針は以下の通りです。 

①大学の定員 330 名、短期大学部の定員 100 名、合計 430 名を確保する。 

②令和 3（2021）年 1 月以降のコロナ禍で入学生の確保が不確かな為、一般選抜に期待せ

ず令和 2（2020）年内に 400 名を確保する。 

③社会で役立つ資格取得を応援する大学。大型の奨学金制度のある大学。JR 岐阜駅から
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バスで 20 分とアクセスが良い大学。の三つの強みを広報する。 

令和 2（2020）年４月より新年度がスタートしましたが、コロナ禍により高校にて行わ

れるガイダンスが 8 月末までで 83 校中止となりました。また各会場で行われるガイダン

スも 35 会場中止となりました。オープンキャンパスについても 5 月 16 日、8 月 8 日・9

日をコロナ禍により中止とし、代替として 10 月 10 日を追加しましたが、総参加数 472

名（前年度 976 名）と前年の 48%と大幅減少となりました。対応策として、以下の新た

な対策を実施したことにより、新しい募集手法が副次的に生まれました。 

①高校ごとに入学生・在学生・卒業生情報およびどのようにしたら入学できるかの情報を

加え入学試験要項を各個人に送付しました。 

②オープンキャンパスが中止となったため予約制の Zoom 相談会を新設しました。 

③オープンキャンパスに来れなかった生徒対象に 10人限定の対面での説明会を新設しま

した。 

④学科紹介・入試説明等の動画を 6 本新作し、既存のものと合わせて 13 種類の動画を掲

出して遠隔での WEB オープンキャンパスを常時開催しました。 

状況として令和 2（2020）年度は不安の多い募集活動でありましたが、全職員が一丸と

なり努力した結果、予定通り年内に 400 名確保し、総合計 457 名の入学生を迎え入れる

ことが出来ました。 

【 入学生安定確保三ヵ年計画期間 】 

 令和元年度 

（2019） 

令和 2 年度【1 年目】 

（2020） 

令和 3 年度【2 年目】 

（2021） 

令和 4 年度【3 年目】 

（2022）目標 

管理栄養学科 ６１名 ７２名 ８１名 ８８名 

総合福祉学科 ３６名 ５１名 ７８名 ９０名 

心理学科 １４４名 １８３名 １８４名 １７０名 

子ども発達学科 １９名 ３１名 ３２名 ５０名 

幼児教育学科 ４５名 ７２名 ６２名 １００名 

計 ３０５名 ４０９名 ４３７名 ４９８名 

 

６．教育環境の整備・充実 

令和 2（2020）年度に実施された東海学院大学及び東海学院大学短期大学部、東海第一

幼稚園及び東海第二幼稚園の教育・設備環境整備については以下に順次掲示いたします。 

① 東海学院大学 

臨床工学技士養成に係る臨床工学実習室の設備・備品整備 

救急救命士養成に係る救急救命実習室の施設拡充改修整備及び関連施設整備 

救急救命実習室設備･備品整備 

言語聴覚士養成に係る言語聴覚実習室設備･備品整備 

食品加工実習室改修 
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食品加工実習室設備･備品整備 

キッチンカーでの移動販売事業に係る車両購入整備・食品衛生営業許可の取得 

教職課程デジタル教科書購入 

TGU スタジアム外への飛球防止対策工事 

多目的グラウンド改修整備及び関連設備整備 

② 東海学院大学短期大学部 

保育士養成に係る保育実習室（遊びの森）施設改修 

保育実習室（遊びの森）設備･備品整備 

③大学及び短期大学部合同 

ダンススタジオ「TG danse studio goût」改修整備 

教室の LAN 環境･設備整備 

遠隔授業対応システム導入整備 

遠隔授業対応貸出用タブレット等機器調達整備 

新型コロナウイルス感染症対策助成金による学生支援としての食券配付事業 

トイレのウォシュレット増設 

教室等教育設備の修繕、教材作成機器の更新 

高等教育の修学支援新制度等の支援と連携した学生支援の実施 

「授業料免除・徴収猶予規則」に基づく本学独自の授業料減免事業 

「奨学生規則」に基づく本学独自の各種奨学金支給事業 

学生食堂等への空気清浄機設置・仕切板設置等を始めとした教育後援会と 

連携した学生の新型コロナウイルス感染症の感染防止対策実施 

各種 FD 活動 

無料送迎バス運行 

強化指定クラブ等への助成事業 

学生定期健康診断 

学生教育研究災害障害保険（｢学研災｣への加入） 

図書館システム入替 

図書館書籍購入 

オープンキャンパス、発表会等広報活動事業 

就職支援活動事業 

学内バリアフリー設備拡充 

④ 東海第一幼稚園 

2 階南面通路西側半面の廊下人工芝を張替 

体育あそび用のマット整理ワゴン 1 台購入 

園児用 4 人掛机 21 台、子育て相談面談テーブル 2 台購入 

保育室 13 室に網戸、遊戯室 2 ヶ所に網ドア設置 

加湿機能付空気清浄機 8 台購入 
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⑤ 東海第二幼稚園 

1 階保育室床張替工事 

2 階保育室エアコン取替工事 

1・2 階トイレの手洗いを自動水栓に取替 

保育室・事務室への空気清浄機購入設置 

 

【東海第一幼稚園、東海第二幼稚園における実施報告】 

幼稚園では、少子化や地方経済の衰退する中で、安定した入園者を確保するため、入園

者や保護者のニーズに応え、地域社会、行政への存在意義を高めるための有意義な教育計

画を策定し、これに基づいて魅力的で特色ある教育内容を編成し、従来以上に幼稚園とし

ての教育力を高めるための努力を施設や教育環境の整備を含めて進めてきています。ま

たこれらの実施にあたっては、短期大学部・大学の教育研究組織との積極的な連携により

推進しております。以下に附属幼稚園である、東海第一幼稚園および東海第二幼稚園の令

和 2（2020）度の実施事業を挙げます。 

（１）東海第一幼稚園 令和 2（2020）年度事業報告 

昨今の幼児教育を取り巻く環境は、少子化、核家族化、都市化、情報化等の経済社会

の急激な変化や、人間関係の希薄化、地域における地縁的なつながりの希薄化、大人優

先の社会風潮などにより、家庭や地域社会の教育力の低下の顕著化が指摘されていま

す。加えて、前年度末より新型コロナウイルス感染症の拡大が続き、コロナ禍における

新たな教育環境、衛生環境などの整備構築が急務となりました。 

東海第一幼稚園、東海第二幼稚園は、このような急速な変化に対応しながら、在園児

保護者の信頼や、子どもを安心して生み育てたいとの近隣保護者の要望に応えるため

に、東海学院大学、短期大学部との連携を図り、保育・教育の質の向上に努めるととも

に、地域の幼児教育の拠点として、教育センター的な役割を担うための多様な子育て支

援事業を展開しています。 

１．教育方針、教育理念に基づく教育目標の達成 

本園の教育方針は、園児が情緒的、知的な発達や社会性を養い、生涯にわたる生き

る力の基礎を築くこととして、「園児一人ひとりを大切にする保育の実践」を教育理

念に掲げています。これに則り「よく聞き、よく感じ、よく考える子」、「思いやりの

あるやさしい子」、「じょうぶで、ひとり立ちできる子」の育成を教育目標としていま

す。教職員は目標達成に向け、日々園児一人ひとりと向き合い、その個性を尊重し、

能力を高めるために、個々に応じた保育に努めています。 

２．コロナ禍における新たな教育及び安全・安心環境の整備について 

   ①臨時休園 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、4 月、5 月を臨時休園としました

が、行政指導を踏まえて、預かり保育は実施しました。 



24 

 

②教育動画の配信 

     教育の質の低下を防ぐために、臨時休園中の 5 月には、在園児（保護者）に対

し、自宅教材として「読み聞かせ」、「音楽あそび」、「制作あそび」、「体育あそび」

の動画を 16 本作製し、配信しました。アクセス件数は 2,897 件（5 月 31 日現在）

で、視聴した園児、保護者からは、「毎日新しい動画の配信を心待ちにしている。」

など、高評価を頂きました。 

③家庭訪問の実施 

     長期に渡る休園期間中の園児の体調・家庭での様子を把握するとともに、保護者

の保育相談に応えながら、登園再開後の幼稚園生活を円滑に開始することを目的

に、担任教諭による家庭訪問を実施しました。実施期間は、4 月 28 日から 5 月 14

日で、全園児と面談しました。 

④園内衛生環境保持の対策 

「園内にウイルスを入れない」をテーマに、マスク着用、手指消毒、検温及び「健

康チェックカード（県指定）」の提示を徹底しました。 

在園児には登園バスの乗車時および園舎入園時毎に実施しました。園内行事等

で来園される保護者には、事前に「健康チェックカード」を配付の上、来園日の 2

週間前より、所定事項への記入、持参を依頼し、持参なされない場合には、来園を

自粛頂きました。また、教職員、外部講師など園児と関わる者も継続実施していま

す。 

３．主な年間行事 

1 学期  入園式、家庭訪問、保育参観、避難訓練（園児引渡し訓練)、移動動物園、

個人懇談会、夏祭り、お泊り保育 

2 学期  運動会、いもほり、避難訓練（火災）、遠足、作品展、もちつき大会、お

楽しみ会（クリスマス）、個人懇談会 

3 学期  節分会、はっぴょうかい、人形劇、卒園式、保育参観、お別れ会、お別れ

遠足 

※新型コロナ感染症対策により、令和 2（2020）年度は保護者が来園する行事を

大幅に縮小したり中止としました。 

４．多彩な子育て支援の展開 

ア）預かり保育（在園児対象） 

①平日預かり保育（通常登園日の 7：50～10：00、14：30～18：40） 

②長期休園日預かり保育（夏期・冬期・春期とも 8：00～18：00） 

③休園日預かり保育（土曜休園日の 8：00～18：00） 

以上の三形態により実施しました。 

イ）未就園児教室“アイアイ” （2･3 歳児とその保護者が対象） 

本園の教育施設・機能を開放しながら、親子登園による未就園児を受入れ、子

育て家族の交流の輪を拡げ、子育ての不安解消や円滑な就園接続を図りました。
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（4 月、5 月、3 月は中止） 

ウ）園庭開放、子育て相談室の開室（未就園児とその保護者が対象） 

親子で安心して遊べる環境の提供と、子育て相談員の認定を受けた本園教員

による子育て相談事業を実施しました。（4 月、5 月、3 月は中止） 

５．その他 

（１）広報活動 

①広報冊子「子育て支援のご案内」を作成、DM 発送しました。 

②「ふれあい移動動物園」、「夏まつり」、「運動会」、「“アイアイ”プレイベント

体験あそび」の 4 事業については、近隣未就園児宛に DM 案内を計画したが、

中止としました。 

（２）主な施設・設備の整備 

     ①園舎 2 階南面通路西側半面の廊下人工芝を張替、教育環境を整備 

②体育あそび用のマット整理ワゴン（1 台）を購入、教育環境を整備 

③園児用 4 人掛机（21 台）、子育て相談面談テーブル（2 台）購入、衛生環境を

整備 

     ④保育室に網戸（13 室）、遊戯室に網ドア（2 ヶ所）設置、衛生環境を整備 

     ⑤加湿機能付空気清浄機（8 台）購入、衛生環境を整備 

 

（２）東海第二幼稚園 令和 2（2020）年度事業報告 

両幼稚園では、少子化や経済状況が悪化する中で、安定した入園者を確保するため、入

園者や保護者のニーズに応え、地域社会、行政への存在意義を高めるための有意義な教育

計画を策定し、これに基づいて魅力的で特色ある教育内容を編成し、従来以上に幼稚園と

しての教育力を高めるための努力を、施設や教育環境の整備を含めて進めています。また

これらの実施にあたっては、短期大学部・大学の教育研究組織と積極的に連携し、推進し

てきました。それぞれに教育理念に基づく具体的な教育目標を定め、日々の保育に教員が

一丸となって努めています。 

１．教育方針 

イ やさしい子の育成 

     友達や先生とかかわって遊ぶ楽しさを味わい、思いやりの心を育てます。 

   ロ じょうぶな子の育成 

     伸び伸びと体を動かして遊び、身体中で表現する楽しさが分かるような教育を

行います。 

   ハ 心ゆたかな子の育成 

     恵まれた環境に親しみ、感じたことや考えたことを豊かに表現できる教育を目

指します。 

 

その他 

    ◎携帯を使ったメールシステム『E 通信』を活用しています。 
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     ・在園児には、行事の写真を添付し様子を知らせています。 

     ・未就園児には、催し物の情報を伝えています。 

    ◎各学期末にフォト新聞をクラス毎に刊行し、保護者に配布しています。 

     ◎毎月の園だよりで月の予定や、毎週の学年だよりで園児の姿や保育内容を知ら

せ、保護者との共通理解を図っています。 

     ◎年間を通して、子育て支援をしています。（延長保育、長期休業日預かり保育） 

     ◎子育て相談員の資格をとり、色々な悩みに対応できるようにしています。 

２．主な年間行事 

1 学期  陶芸教室、お泊まり保育、歯科・内科健診、避難訓練（地震）、連れ去り

防止教室 

2 学期  運動会、遠足、作品展、クリスマス会、餅つき、いもほり、落ち葉拾い、

どんぐり拾い、避難訓練（火災）中消防署より出張指導及び消防自動車・

救急自動車見学、移動動物園 

3 学期  鬼見学、豆まき、学習発表会、お別れ遠足、お別れ会 

     ※新型コロナ感染症対策により、令和 2（2020）年度は保護者が来園する行事を

大幅に縮小しました。 

３．主な施設・設備整備 

・2 階保育室エアコン 3 台更新取替工事、1 階保育室床張替工事、国、県からの新型

コロナ感染症対策補助金を活用して保育室、事務室に空気清浄機購入設置、1・2 階

トイレ洗面所の手洗い水栓を自動水栓に取替しました。 

  ４．その他 

両園共に、東海学院大学人間関係学部、東海学院大学短期大学部幼児教育学科との

連携による、教育相談や子育て支援等の活動を実施しています。 

・未就園児教室での遊びの会の充実、園庭開放や各種行事に地域住民の参加を積極

的に呼びかけています。未就園児を対象としたイベント等に専門知識をもった

外部講師を登用し、充実を図っています。 

・管理栄養学科の食育支援による、「食育」及び給食内容の充実を図っています。 

・ダイレクトメール、ポスター掲示、ホームページ、あそびの森、東海えほんの森

などを活用して、さまざまな方法で園児募集活動を実施しています。また保護者

（在園・卒園児）の協力も得て、園児募集活動を推進しています。 

 

Ⅴ．管理運営の充実・強化の実施状況 

急激な少子化等、激変する社会に対応し、社会の要請に応える地域の学園であり続ける

ために、管理運営のための規程や規則の整備と体制作りを基本として計画的な運営を行

なうとともに、本学園は、「何を教えたか」から、「学んだことが即社会で実践できる力を

養うための教育」の実践に努めています。このような教育は、教学の教員と事務職員が共

通の目的意識のもとに協働することによって十分に機能することから、教員と協働でき
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る事務職員を育成するために、①事務職員の役割と職務の確認と SD、②縦割りの業務や

組織による弊害の改善、③事務職員が意思決定・検討に積極的に参画、③決定と執行にか

かわる責任の所在の明確化、④目的、危機管理、課題等について職員同士、あるいは教員

との共有、⑤中間管理職の役割と活動の充実化、⑥自己啓発的な意識の醸成といった諸条

件の整備に引き続き努めました。 
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１．決算の概要 

 （１）貸借対照表 
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   ‣財務比率 
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 （２）資金収支計算書 
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 （３）活動区分資金収支計算書 

 

   ‣財務比率 
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 （４）事業活動収支計算書 
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   ‣財務比率 
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２．財政健全化の確立と効率的な資金配分の実施 

短期大学部の進学状況をはじめとして、私立大学を取り巻く経営環境はこの上なく厳

しさを増してきております。その中で、「建学の精神」に則り、教育と研究と社会貢献を

実践しながら、現在・未来に続けて付加価値の高い教育サービスの供給レベルを維持しつ

つ、優れた人材を社会に送り出すという私学ならではの使命を果たすためには、設置者で

ある学校法人の財政の健全化及び効率化が不可欠です。本学園の財政を支える主要な収

入源は、学生生徒等納付金と補助金で、学生生徒等納付金については、今後より質の高い

教育を提供することにより学生、園児、保護者の方々の満足度と信頼度を高めるとともに、

地域社会に、東海学院大学短期大学部及び東海学院大学、各附属幼稚園が生み出す付加価

値を活用していただく等の貢献により、学校の存在感を高めること、そして後述の広報に

よる募集活動のさらなる工夫などによって、入学者や入園児を確保に努めました。 

本学園では、未来の日本社会に必要とされる専門分野での人材育成を平成 24（2012）

年度から模索、熟慮し、平成 25（2013）年度に 4 年制大学において、メディカル・プロ

グラムを策定・推進した結果、年度内の秋季から冬季にかけて、短期大学部における保育

士養成施設における改組転換や、健康福祉学部管理栄養学科（旧名称食健康栄養学科）の

申請認可をはじめ、同学科における臨床検査技師養成課程、同学部における臨床工学技士、

人間関係学部における救急救命士、言語聴覚士の養成課程など多くの医療関連分野での

養成課程の設置が認められました。そして、平成 25（2013）年度から、高等教育機関と

しての再生をかけて、地域社会や志願者のニーズ等に対応しうる全学的な学部・学科等の

認可を受けて、志願者の募集を行ってきました。平成 25（2013）年度の入学者選抜の実

施は、少子化の大きなハードルにより入学者の減少を招きましたが、平成 26（2014）年

度からは回復基調に乗り、毎年 10%程度の入学者の増加を継続して実現してきました。 

さらには令和元（2019）年度以降、実社会に真に貢献する人材を育成するために、地域
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の大学としての専門教育の理念を学部学科の教育内容や方法に貫徹させていくことで、

学習目的と意欲の極めて高い学生を長期的に確保し、学生生徒等納付金による収入の安

定的確保に結び付けていかねばならないという堅固な方針が戦略的な広報に結び付き、4

年制大学、短期大学部の全 5 学科において入学者数全体が平成 30（2018）年度比 118%

増(令和元（2019）年度)、158％増(令和 2（2020）年度)を達成しました。 

近年、大学の所在地である岐阜県内では経済の大幅な成長や人口増加は期待できず、毎

年大半の生徒が大都市圏や名古屋圏域に進学や就職で流出するため、2,000 人未満の県内

への大学進学者をめぐり、多数の短期大学や 4 年制大学が学生確保に奔走する極めて厳

しい状況が続いております。 

このような中、平成 29（2017）年度以降、広報・募集活動の有効な展開を牽引車とし

て全学を挙げて志願者確保に取り組み、入学者数の年々の増加を実現してきましたが、令

和元（2019）年度以降の安定的な入学者数の確保の実現を契機に、入学定員を継続して

充足することで、早期の収支改善に努めていきます。 

また、財務の公開については、学校法人が公共性の高い存在として社会に説明責任を果

たすことは極めて重要であるとの認識から、法令順守の情報公開とインターネットの活

用を通じて広く情報の提供にも努めております。 

現状の奨学費制度については平成 25（2013）年度より、アドミッションポリシーに適

合しうる方策を施行しつつ、募集に影響を与えないように考慮しつつ削減計画を進めて

きておりますが、近年経済的困窮を理由に休学や退学を余儀なくされる学生が激増して

おりますことから、大学での学修を完了して社会へはばたく人材育成のためにも本学独

自の奨学制度の活用も引き続き行いました。また、特に学生募集活動において社会人の学

び直し支援などさまざまな経済的支援プログラム等も継続して行いました。 

外部資金獲得計画につきましては、4 年制大学及び短大部の共通の組織である研究機構

を拠点として、科研費や各種外部競争的資金の獲得に向けて努力しました。寄付金制度に

よる外部資金の獲得も、ホームページでの広報の充実などにより周知を図りましたが、大

きな成果には結びつけられませんでした。 

叙述いたしました通り、財政健全化と人材育成･教育研究への資金分配のバランスを取

りながら適正な収支の維持に努めました。 

 

３．組織・運営体制の強化 

平成 25（2013）年 4 月から 4 年制大学及び短期大学部では、役職者会議、教授会、各

種委員会をはじめとして教学の意思決定プロセスのための組織の大幅な再編成及び関連

諸規程・規則の整備が進められ、現在、その効果が現れています。同様に管理・運営のた

めの事務組織においても、組織の再編成、業務内容の点検と改良、有能な事務職員の積極

的な登用および人材育成等を進めてきています。前年度に続き、令和 2（2020）年度も、

この作業を全学的に推し進め、地域における「新たな未来を築くための実力ある大学づく

り」を目指して組織・運営体制の充実・強化に努めました。事務職員の能力向上について
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は、事務システムについての意見交換会などにより職員同士が研鑽を重ねることの実施

や管理職研修会への参加、各大学における FD・SD 研修などを計画しましたが、令和 2

（2020）年度におきましては、同年 3 月からの新型コロナウイルス感染症の拡大下にお

いて、両大学や附属幼稚園等での学校閉鎖や対面授業からオンライン授業への切り替え

など、日々、学校現場が問題への対応に追われる中で、効果的な SD 研修を行うことが難

しい状況ではありました。このような中でも、両大学が、教育の諸活動において、その質

保証のための基本方針や実施体制を再整備するに伴い、両大学及び本学園において SD 推

進規程を定め、教職員に必要な知識及び技能を習得させ、個々の能力や資質を向上させる

ことを目的として 6 項目の活動を挙げ、さらなる SD 推進を図っていくこととしました。 

その他、組織運営の改善のため、教育研究活動を実施するための基盤的な経費の確保、

学園運営に必要かつ優秀な人材を確保することにより教育研究機能の充実化、学内外関

係者との継続的な情報交換による大学等運営に係る意見の収集、地域との交流の充実化

による学園への意見要望等の収集、定員充足状況を調査し、外部から有用な情報を取り入

れ、志願者のニーズを的確に掴みながら、魅力ある学部学科における教育課程や教育方法

を模索、またそのための人材確保、事務職員の人材育成と研修及び専門研修の推進、女性

職員の就業支援、管理職への女性職員の積極的登用等の諸施策を進めました。 

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、両大学を対象に

新型コロナウイルス感染症対策本部を設置しました。対策本部は、日々刻々と変わる感染

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、情報把握に

止まらず、予防のための注意喚起を行うとともに、状況の変化に対応しました。また、令

和 2（2020）年 2 月 27 日から 9 月 30 日までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響

により子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、両立支援等

助成金の申請を行いました。 

 

４．同窓会、卒業生、保護者との連携強化 

 今後とも、4 年制大学及び短期大学部、二つの附属幼稚園において同窓会や母の会との協

力体制を強化する一方、同窓生に対して継続的な情報発信および卒業生の就業支援相談に

も務め、卒業生や卒園児との連携強化を図ってきています。令和 2（2020）年度はコロナ禍

において、様々な行事が中止となったことを受け、同窓会より卒業生へ記念品が贈られ、在

学生と同窓生との連携を図りました。教育後援会においては、コロナ禍において 4 年制大

学では日時の大幅な延期を行い総会、役員会を開催、短大部では書面会議を開催し、学生災

害補償基金への支援、強化指定クラブへの支援、新型コロナウイルス感染予防のための非接

触型検温器・空気清浄機の購入、就職活動（教材、機材）への支援等を行いました。また、

保護者との連携を図る為、保護者教育相談会を開催し、保護者との連携を図り、在学生の

様々な教育、学生活動上の支援を大学、学生会、その他関連部署とともに積極的に推進して

いくことが確認されました。 


