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園田学園女子大学短期大学部 

1．自己点検・評価の基礎資料 

 

（1）学校法人及び短期大学の沿革 

昭和 12 年 財団法人園田教育振興会設置 

昭和 13 年 園田高等女学校開校 

昭和 21 年 園田高等女学校専攻科（３年制）開設 

昭和 22 年 園田学園中学校開校 

昭和 23 年 園田学園高等学校開校 

昭和 26 年 園田高等女学校専攻科廃止 

昭和 26 年 学校法人園田学園を設置 

昭和 28 年 園田学園幼稚園開園 

昭和 30 年 園田学園小学校開校 

昭和 38 年 園田学園女子短期大学開学 家政科を設置 

昭和 41 年 園田学園女子大学開学 文学部国文学科、英文学科を設置 

昭和 41 年 園田学園小学校募集停止 

昭和 42 年 短期大学家政科に家政専攻、食物専攻を設置 

昭和 43 年 短期大学に文科（国文専攻・英文専攻）、幼児教育科を設置 

昭和 45 年 短期大学幼児教育科を保母養成施設として認可 

昭和 56 年 園田学園女子大学短期大学附属学が丘幼稚園開園（現名称：園田学

園女子大学附属学が丘幼稚園） 

昭和 58 年 但馬大岡山グリーンキャンパス開設 

昭和 61 年 短期大学家政科食物栄養専攻に国際食文化コース新設 

平成 1 年 大学附置研究所として近松研究所を設置 

平成 5 年 短期大学家政科家政専攻を生活文化学科生活文化専攻に変更 

短期大学家政科食物栄養専攻を生活文化学科食物栄養専攻に変更 

短期大学生活文化学科国際食文化専攻を設置 

幼児教育科を幼児教育学科に名称変更 

ニュージーランド・クライストチャーチ教育大学内に「そのだクラ

イストチャーチ・キャンパス」開設 

平成 6 年 園田学園女子短期大学を園田学園女子大学短期大学部に名称変更 

短期大学文科国文専攻・英文専攻を、国際文化学科日本文化専攻・

英語文化専攻に改組 

大学文学部国文学科・英文学科を、国際文化学部文化学科・言語コ

ミュニケーション学科に改組 

平成 11 年 大学国際文化学部文化学科に、日本の文学と芸能専攻・日本歴史と

民俗専攻及び比較生活文化専攻を設置 

大学国際文化学部言語コミュニケーション学科に、日本語専攻・英

語専攻及び情報コミュニケーション専攻を設置 

平成 12 年 短期大学部国際文化学科募集停止 
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園田学園女子大学短期大学部 

平成 14 年 短期大学部生活文化学科国際食文化専攻に製菓衛生師養成課程を新

設 

短期大学部生活文化学科食物栄養専攻募集停止 

大学人間健康学部総合健康学科、食物栄養学科、幼児教育学科を設

置 

大学国際文化学部情報コミュニケーション学科を設置 

大学国際文化学部言語コミュニケーション学科情報コミュニケーシ

ョン専攻募集停止 

平成 15 年 短期大学部生活文化学科に国際食文化コース、生活福祉コース、情

報メディアコースを開設 

製菓衛生師養成施設を短期大学部生活文化学科国際食文化コースに

変更 

短期大学部生活文化学科生活文化専攻、国際食文化専攻募集停止 

大学国際文化学部言語コミュニケーション学科日本語専攻・英語専

攻を、日本語教育専攻・実践英語専攻に名称変更 

大学国際文化学部文化学科募集停止 

平成 18 年 大学国際文化学部を未来デザイン学部に改組、文化創造学科を設置 

大学人間健康学部に人間看護学科を設置 

大学国際文化学部募集停止 

平成 20 年 大学人間教育学部児童教育学科を設置 

大学人間健康学部幼児教育学科募集停止 

平成 22 年 短期大学部生活文化学科生活福祉コースを健康生活コースに、情報

メディアコースを情報デザインコースに改編 

大学未来デザイン学部募集停止 
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園田学園女子大学短期大学部 

（2）学校法人の概要（平成 27 年 5 月 1 日現在） 

教育機関名 所在地 入学定員 収容定員 在籍者数 

園田学園女子大学 
兵庫県尼崎市南塚口町

7-29-1 
350(5) 1,430 1,555 

園田学園女子大学短期

大学部 

兵庫県尼崎市南塚口町

7-29-1 
210 420 350 

園田学園高等学校 
兵庫県尼崎市南塚口町

1-24-16 
360 1,080 742 

園田学園中学校 
兵庫県尼崎市南塚口町

1-24-16 
80 240 63 

園田学園幼稚園 
兵庫県尼崎市南塚口町

2-18-21 
60 120 51 

園田学園女子大学附属

学が丘幼稚園 

兵庫県神戸市垂水区学

が丘 1-10 
80 240 184 

※（ ）は編入学定員 
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園田学園女子大学短期大学部 

（3）学校法人・短期大学の組織図（平成 27 年 5 月 1 日現在） 

 

参考：【　　】及び（　）は、定員等の人数

　

【3,530(募集3,100)】

【1,4３0】
【380】

（1～4年：各95）

【1,020】 【320】
（1～4年：各80）

【320】
（1～4年：各80）

【4１0】 【4１０】
（1年・2年・3年：95、4年：115）(＋3・4年編入5)

【180】

【420】 【420】

【240】 （1・2年：各120）

【1,080　（募集810）】 【1,080　（募集8１0）】
(1～3年：各360）(募集1年
270、2年：270、3年：２７0）

【240(募集180】
(1～3年：各80（募集60））

（2年保育）【120（募集70）】

（3年保育）【240（募集190）】

役員室 内部監査室

法人本部 秘書室

資料室

企画統括室

庶務課

事務管理部 人事課

財務経理課

学校法人園田学園 企画運営部

教務課

教学支援部 資格支援室

学術研究支援課

学生課

学生寮

学生支援部 キャリア支援課

保健指導室

学生相談室

入試広報部 入試広報課

図書館

情報教育センター

インターネットキャンパス

スポーツ振興センター

総合生涯学習センター

国際交流センター

大岡山グリーンキャンパス

そのだクライストチャーチ

キャンパス（ＳＣＣ）

地域連携推進機構

園田学園女子大学 健康スポーツコース

総合健康学科

養護コース

人間健康学部 人間看護学科

食物栄養学科

人間教育学部 児童教育学科

近松研究所

国際食文化コース

生活文化学科 健康生活コース


（1・2年：各90）

園田学園女子大学短期大学部 （短期大学部） 情報デザインコース

幼児教育学科

園田学園高等学校 普通科 特別進学ｺｰｽ

進学ｺｰｽ

総合コース

園田学園女子大学附属学が丘幼稚園 事務室

入試広報室

情報教育室

国際交流室

スポーツ振興室

園田学園幼稚園 事務室

園田学園中学校 図書室

保健室

事務室
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園田学園女子大学短期大学部 

（4）立地地域の人口動態・学生の入学動向・地域社会のニーズ 

■立地地域の人口動態（短期大学の立地する周辺地域の趨勢） 

 本学が位置する尼崎市は、兵庫県東南部に位置し、阪神都市圏に属す。西は武庫川を挟

み西宮市、北は伊丹市、東は神崎川・左門殿川を挟んで大阪市、猪名川を挟んで豊中市と

接している。 

 本学の所在地である兵庫県及び尼崎市の人口の推移は次の表①の通りである。兵庫県の

人口が毎年減少すると同様に尼崎市においても減少傾向にある。また今後の人口推移につ

いては次の表②の通りであり、兵庫県の全ての地域において、2040 年まで人口が減少す

る見込みである。 

 

①兵庫県及び尼崎市の人口推移（各年 1 月 1 日現在）         

（千人） 

地域／年 2010 2011 2012 2013 2014 

兵庫県 5,599 5,588 5,581 5,570 5,555 

尼崎市 462 453 451 450 448 

※兵庫県ホームページより 

 

②兵庫県及び尼崎市の今後の人口推移                  

（千人） 

地域／年 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

兵庫県 5,532 5,422 5,269 5,088 4,888 4,674 

尼崎市 440 425 406 385 363 341 

※兵庫県ホームページより 

 

  

6 
 



園田学園女子大学短期大学部 

■学生の入学動向：学生の出身地別人数及び割合（下表） 

地域 

22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

人数 

（人） 

割合 

（％） 

人数 

（人） 

割合 

（％） 

人数 

（人） 

割合 

（％） 

人数 

（人） 

割合 

（％） 

人数 

（人） 

割合 

（％） 

近畿 157 87.2 161 91.4 180 91.3 159 89.3 164 91.1 

内)兵庫 115 63.8 131 74.4 147 74.6 121 67.9 126 70.0 

内)大阪 33 18.3 24 13.6 25 12.6 35 19.6 35 19.4 

内)京都 6 3.3 5 2.8 4 2.0 2 1.1 1 0.5 

内)滋賀 1 0.5 0 0 1 0.5 0 0 1 0.5 

内)奈良 2 1.1 1 0.5 1 0.5 0 0 0 0 

内 )和歌

山 
0 0 0 0 2 1.0 1 0.5 1 0.5 

北海道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

東北・北陸 0 0 1 0.5 1 0.5 1 0.5 0 0 

関東 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.5 

甲信越 

・東海 
1 0.5 0 0 2 1.0 0 0 0 0 

中国 10 5.5 2 1.1 3 1.5 8 4.4 4 2.2 

四国 4 2.2 3 1.7 0 0 3 1.6 5 2.7 

九州 2 1.1 0 0 1 0.5 2 1.1 1 0.5 

沖縄 1 0.5 0 0 0 0 1 0.5 0 0 

その他 

(通信制高

校含む) 

5 2.7 9 5.1 10 5.0 4 2.2 5 2.7 

（小数点第２位は切り捨て） 
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園田学園女子大学短期大学部 

■地域社会のニーズ 

本学が位置する尼崎市は戦前から都市化が進み、少子・高齢化をはじめとする成熟

都市にみられる多くの課題を有している。なかでも本学（併設大学を含む）では、【健

康づくり】単身高齢者の割合が高い⇒介護予防の点からの健康の支援【学校教育】就

学援助を受ける児童生徒が多い⇒確かな学力の定着【生涯学習】多様化・高度化する

ニーズに応じた学習やスポーツの機会の提供【子ども・子育て支援】単身世帯の割合

や若年者の出産数が多い⇒家庭・地域の子育て支援、という課題を重視し、地域の解

決に取り組んでいる。 

本学は開学以来、「地域と共に歩む大学」として、市民にキャンパスを開放し、生涯

学習や地域の文化遺産の研究拠点としての役割を果たし、尼崎市、尼崎商工会議所等

との連携により、多彩な事業を展開してきた。その実績をふまえて、2013（平成 25）

年度には併設大学が「〈地域〉と〈大学〉をつなぐ経験値教育プログラム」というテー

マで文部科学省の「地（知）の拠点整備事業」に採択されている。さらに 2015（平成

27）年２月には尼崎市と包括協定を結び、2013（平成 25）年３月に策定された「尼崎

市総合計画」にしめされた「ありたいまち」（将来、どのようなまちでありたいか）の

実現に向けて、尼崎市の知的基盤となり、地域の活性化の核としての大学としての役

割を果たしたいと考えている。 

 

■地域社会の産業の状況 

 尼崎市の産業は、従来から第二次産業が大きな比重を占めている。臨海部では鉄鋼、

化学工業などの基礎素材型の産業が立地し、内陸部では一般機械、精密機械などの加

工組立型産業が立地しており、多種多様の業種が集積した工業都市として発展してき

た。しかし長引く景気の低迷や経済のグローバル化により、各事業所の廃止や転出な

どが相次ぎ、産業の空洞化がみられる。そのことは商業にも影響を及ぼし、工場跡地

に大型店舗の参入により従来の商業施設が弱体化し、その土地の商業圏人口は減少し

ている。さらに多様化する消費者のニーズの影響を受けますます商店街、市場は空き

店舗が拡大している。このような状況下で、尼崎市の産業活動の相対的地位は徐々に

低下しつつある。この現状をふまえ、尼崎市では企業立地促進条例を制定し、積極的

な企業立地の促進に努めている。さらに新しい尼崎産の製品や商品を集め「メイドイ

ンアマガサキ」としての情報を発信する事業を展開し、地域商業の振興発展に取り組

み、活性化を目指している。「メイドインアマガサキ」の対象は工業から、食産業に至

る多くのものが対象となっている。 

尼崎市の産業の現状は次の表①の通りである。事業形態では「卸売業、小売業」が

4.398 事業（24.6％）と最も多く、従業員数は「製造業」が 41.838 人（22.1％）と最

も多い。 
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園田学園女子大学短期大学部 

①平成 24 年産業（大分類）別事業所数及び従業者数 

産業（大分類） 事業所数 構成比(%) 従業者数 構成比(%) 

総数 

Ａ 農業、林業 

Ｂ 漁業 

Ｃ 鉱業、採石業、砂利採取業 

Ｄ 建設業 

Ｅ 製造業 

Ｆ 電気、ガス、熱供給、水道業 

Ｇ 情報通信業 

Ｈ 運輸業、郵便行 

Ｉ 卸売業、小売業 

Ｊ 金融業、保険業 

Ｋ 不動産業、物品賃貸業 

Ｌ 学術研究、専門・技術サービ

ス業 

Ｍ 宿泊業、飲食サービス業 

Ｎ 生活関連サービス業、娯楽業 

Ｏ 教育、学習支援業 

Ｐ 医療、福祉 

Ｑ 複合サービス事業 

Ｒ サービス業（他に分類されな

いもの） 

 第一次産業（Ａ～Ｂ） 

 第二次産業（Ｃ～Ｅ） 

 第三次産業（Ｆ～Ｒ） 

17,878 

7 

－ 

1 

1,435 

1,825 

13 

128 

407 

4,398 

228 

1,302 

511 

 

2,941 

1,599 

488 

1,535 

70 

990 

 

7 

3,261 

14,610 

100.0 

0.0 

－ 

0.0 

8.0 

10.2 

0.1 

0.7 

2.3 

24.6 

1.3 

7.3 

2.9 

 

16.5 

8.9 

2.7 

8.6 

0.4 

5.5 

 

0.0 

18.2 

81.7 

189,050 

237 

－ 

32 

12,949 

41,838 

643 

3,211 

13,103 

35,045 

3,553 

5,643 

6,445 

 

18,499 

7,359 

4,143 

23,056 

596 

12,698 

 

237 

54,819 

133,994 

100.0 

0.1 

－ 

0.0 

6.8 

22.1 

0.3 

1.7 

6.9 

18.5 

1.9 

3.0 

3.4 

 

9.8 

3.9 

2.2 

12.2 

0.3 

6.7 

 

0.1 

29.0 

70.9 

※尼崎市ホームページより（経済センサス活動調査） 
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園田学園女子大学短期大学部 

■短期大学所在の市区町村の全体図 
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園田学園女子大学短期大学部 

（5）課題等に対する向上・充実の状況 

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

事項への対応について（領域別評価票における指摘への対応は任意） 

改善を要する事項 

（向上・充実のための課題） 
対策 成果 

短期大学の財務については

健全化に向けて推移してい

るが、法人全体の財務改善

に向けた努力が期待され

る。 

収支の改善に努めた。補助

金収入が減少する中で、学

生数を増やし、収入の増加

を図った。また人件費等の

経費削減を行い、支出の減

少を図った。 

（単位：百万円） 

帰属収支差額 

 2007 年度 △597 

  2014 年度  210 

 差額    ＋807 

収入 

 2007 年度 3,882 

 2014 年度 3,952 

 差額     ＋70 

支出 

 2007 年度 4,479 

 2014 年度 3,742 

 差額       △737 

自己点検・評価報告書の継

続的な作成など、自己点検

への活性化が期待される。 

毎年の自己点検・評価の実

施と学内第三者による点検

の実施。 

本学が掲げる理念・目的・

教育目標の実施状況や実現

に向けての努力の状況など

を明確にするため、2010（平

成 22）年度より毎年自己点

検・評価を実施した結果、

自己点検・評価が学内で定

着した。また自己点検・評

価を自部署だけで完結させ

るだけではなく、学内の第

三者（点検作業部会）によ

る点検を取り入れた。それ

により学内における自己点

検・評価の理解者を増やす

一助となった。 

 

②上記以外で、改善を図った事項について 

 該当なし。 

 

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

大学は、留意事項及びその履行状況を記述する。 

 該当なし。 
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園田学園女子大学短期大学部 

（6）学生データ（学校基本調査のデータを準用） 

①入学定員、入学者数、入学定員充足率、収容定員、在籍者数、収容定員充足率 

学科等の名称 事項 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 備考 

生活文化学科 

入学定員 90 90 90 90 90 

 

入学者数 74 71 49 53 47 

入学定員 

充足率（％） 
82 78 54 58 52 

収容定員 180 180 180 180 180 

在籍者数 149 146 121 104 100 

収容定員 

充足率（％） 
82 81 67 57 55 

幼児教育学科 

入学定員 120 120 120 120 120 

 

入学者数 102 126 129 127 119 

入学定員 

充足率（％） 
85 105 107 105 99 

収容定員 240 240 240 240 240 

在籍者数 206 230 252 251 250 

収容定員 

充足率（％） 
85 95 105 104 104 

 

②卒業者数（人） 

区分 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

生活文化学科 46 71 71 68 48 

幼児教育学科 97 94 94 114 107 

 

③退学者数（人） 

区分 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

生活文化学科 8 3 3 2 4 

幼児教育学科 8 9 13 14 13 

 

④休学者数（人） 

区分 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

生活文化学科 0 1 0 1 1 

幼児教育学科 2 2 1 2 2 
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園田学園女子大学短期大学部 

⑤就職者数（人） 

区分 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

生活文化学科 21 44 41 49 34 

幼児教育学科 91 81 80 102 97 

 

⑥進学者数（人） 

区分 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

生活文化学科 1 2 4 4 4 

幼児教育学科 0 1 1 0 4 
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園田学園女子大学短期大学部 

（7）短期大学設置基準を上回っている状況・短期大学の概要（平成 27 年 5 月 1 日現在） 

①教員組織の概要（人） 

学科等名 

専任教員数 

設置基

準で定

める教

員数 

〔イ〕 

短期大学

全体の入

学定員に

応じて定

める専任

教員数

〔ロ〕 

設置

基準

で定

める

教授

数 

助
手 

非
常
勤
教
員 

備
考 教

授 

准
教
授 

講
師 

助
教 

計 

生活文化学科 6 2 0 0 8 5 
 

2 0 22 
家政 

関係 

幼児教育学科 5 4 0 2 11 10 

 

3 0 30 

教育

学・保

育学関

係 

（小計） 11 6 0 2 19 15  5 0   

短期大学部共通          18  

短期大学全体の

入学定員に応じ

て定める専任教

員数〔ロ〕 

      4 2    

（合計） 11 6 0 2 19 19 7 0   

 

②教員以外の職員の概要（人） 

 専任 兼任 計 

事務職員 7 58 65 

技術職員 0 0 0 

図書館・学習資源センター等の専門事務職員 0 7 7 

その他の職員 0 0 0 

計 7 65 72 
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園田学園女子大学短期大学部 

③校地等（㎡） 

校
地
等 

区分 
専用

(㎡) 
共用(㎡) 

共用す

る他の

学校等

の専用

（㎡） 

計(㎡) 
基準面

積(㎡) 

在籍学

生一人

当たり

の面積

(㎡) 

備考(共用

の状況等) 

校舎敷地  12,115.09  12,115.09 

4,200 
〔イ〕 

21.86 

大学と共用 

運動場 用

地 
 29,528.60  29,528.60 大学と共用 

小計  41,643.69  
〔ロ〕 

41,643.69 
大学と共用 

その他  33,689.12  33,689.12 大学と共用 

合計  75,332.81  75,332.81 大学と共用 

 

④校舎（㎡） 

区分 専用(㎡) 共用(㎡) 

共用する他の

学校等の専用

(㎡) 

計(㎡) 
基準面積

(㎡) 

備考(共用

の状況等) 

校舎 1,114.80 33,324.20 6,240.76 40,679.76 4,400 大学と共用 

 

⑤教室等（室） 

講義室 演習室 実験実習室 
情報処理 

学習室 

語学学習施

設 

備考(共用の

状況等) 

42 21 63 6 0 大学と共用 

 

⑥専任教員研究室（室） 

専任教員研究室 

19 
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園田学園女子大学短期大学部 

⑦図書・設備 

学科 

図書 

〔うち外国書〕 

学術雑誌 

〔うち外国書〕（種） 
視聴覚

資料

(点) 

機械・器

具(点) 

標本 

(点) 
（冊） 

 電子ジャーナル

〔うち外国書〕 

生活文化学科 7,195 [185] 16[1] 77 [35] 417 
404 37 

幼児教育学科 12,927 [305] 18[2] 155 [35] 1,075 

計 20,122 [490] 34[3] 232 [70] 1,492 404 37 

 

図書館 
面積（㎡） 閲覧座席数 収納可能冊数 

4,454.89 272 300,000 

体育館 
面積（㎡） 体育館以外のスポーツ施設の概要 

4,077.50 トレーニングルーム 多目的ホール 
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園田学園女子大学短期大学部 

（8）短期大学の情報の公表について 

①教育情報の公表について 

 事項 公表方法等 

1 大学の教育研究上の目的に関すること 

本学ホームページにて公表 

http://www.sonoda-u.ac.jp 

/Information_disclosure/index.html 

2 教育研究上の基本組織に関すること 

3 
教員組織、教員の数並びに各教員が有する

学位及び業績に関すること 

4 

入学者に関する受け入れ方針及び入学者

の数、収容定員及び在学する学生の数、卒

業又は修了した者の数並びに進学者数及

び就職者数その他進学及び就職等の状況

に関すること 

5 
授業科目、授業の方法及び内容並びに年間

の授業の計画に関すること 

6 
学修の成果に係る評価及び卒業又は修了

の認定に当たっての基準に関すること 

7 
校地、校舎等の施設及び設備その他の学生

の教育研究環境に関すること 

8 
授業料、入学料その他の大学が徴収する費

用に関すること 

9 
大学が行う学生の修学、進路選択及び心身

の健康等に係る支援に関すること 

 

②学校法人の財務情報の公開について 

事項 公開方法等 

財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告

書及び監査報告書 

本学ホームページにて公表 

http://www.sonoda-u.ac.jp 

/Information_disclosure/index.html 
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園田学園女子大学短期大学部 

（9）各学科・専攻課程ごとの学習成果について 

■学習成果をどのように規定しているか。 

①生活文化学科 

生活文化学科は国際食文化コース、健康生活コース、情報デザインコースを有し、それ

ぞれのコースで生活文化に役立つ専門知識と技術の習得を学習成果と位置づけている。 

学科の学位授与の方針は「１．３コースを横断する学際的学習の総合科目を通して、生

活に役立つ実践科学的な知識と技能を修得し、主体的で聡明な生活者として地域社会に貢

献することができる」「２．専門科目の学びを通して、食文化、健康生活、情報社会に指

導的な役割を発揮することができる」としている。 

また教育課程編成・実施の方針は「１．総合科目は、衣食住を基盤とした生活文化に役

立つ実践科学的な知識と技能の育成を目指す」「２．専門科目は、①食に関する専門知識

や技能を身につけ、食生活をめぐる諸問題に実践的に対処・解決できる能力や資質を育成

する。②健康で豊かな生活を営むために、健康に関する専門的知識と技能を修得し、家庭

と地域における健康生活の形成と増進に役立つ人材を育成する。③社会の情報化に対応

し、高度な専門性と技術を備え、主体的かつ創造的に対応できる情報活用能力および社会

人基礎力を育成する」としている。 

 

②幼児教育学科 

幼児教育学科における学習成果は、短期大学士、幼稚園教諭二種免許及び保育士資格取

得で確認する。 

学科の学位授与の方針は、「１．保育に関わる専門教育科目を通じて、専門職としての

基本的な知識や保育技術を身に付け、子どもを総合的に理解することができる」「２．実

習を通して、実践的な保育技術、専門職としての倫理観を身に付け、子どもを取り巻く地

域社会での環境の変化に適切に対処することができる」である。 

また幼稚園教諭二種免許及び保育士資格取得の質的内容については教育課程編成・実施

の方針に反映され、「１．実習を中心とした実践的な専門教育科目では、保育・教育に携

わる専門職として必要な実践力を養成する」「２．専門教育科目および特別実習（発達障

害児支援実習、こども音楽療育実習）では、さらに専門職としての能力を向上させる」「３．

地域の保育所や幼稚園との連携による体験授業では、子育て支援や預かり保育も体験し、

地域課題への取り組みに対する理解を深め、より実践的な保育を身に付ける」としている。 
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園田学園女子大学短期大学部 

■どのように学習成果の向上・充実を図っているか。 

①生活文化学科 

生活文化学科の学習評価は定期試験、小テスト、レポート、受講態度などを総合的に評

価し単位を認定している。 

実習では技術の向上をめざし、その成果はすぐに学科のホームページに掲載している。 

学位授与の方針に基づき、学習成果を記すとともに、学びを通して資格取得に結びつく

よう指導している。 

学期中に資格試験のあるフードスペシャリスト、健康運動実践指導者、エアロビックス

ダンス準指導員などについては合格できるよう、関係科目担当者が補講授業などの対策を

講じている。実習関連科目においては実習助手を設置し、サポート体制をとっている。 

 

②幼児教育学科 

学習成果については、以下の手法で向上・充実を図っている。 

・幼稚園教諭二種免許及び保育士資格取得に必要な教育課程の開講科目（必修科目）を編

成しているが、専門性をより深く高めるため、選択科目として７科目（子育てと母子関

係、乳幼児の栄養(１)・(２)、小児救急救護法、器楽(２)、声楽(２)、幼児の造形）を

開講している。 

・幼稚園実習（２年次生６月）、保育実習Ⅰ（保育所：１年次生 11 月）、保育実習Ⅰ（施

設：１年次生１～３月）、保育実習Ⅱ（保育所：２年次生９月）、保育実習Ⅲ（施設：

２年次生９月）には学科教員全員で実習訪問を行い、訪問指導を行う。その後、学科と

学生支援部キャリア支援課合同で実習反省会を実施している。 

・１年次生は５月後半に２年次生は第２学期に全員を対象とした個人面談を実施し、学習、

生活、就職などの指導を行っている。 

・学科会議を毎月１～２回行い、学生の資格取得状況、就職状況、教育課程上の問題点を

点検、検討している。 

・保育所や幼稚園では発達障害のある子どもの入園・入所が増えてきている。このような

子どもに対応できる基本的知識や技術を修得するために、１年次生の第２学期に、「発

達障害児支援実習」（20～30 名）を開講した。加えて知識と技術の向上をめざして「こ

ども音楽療育士」（約 20 名）の資格が取得できるよう 2012（平成 24）年度から開講し

た。 

・卒業年次生への学生生活アンケート調査を１月に行い、２年間の実習、学業、就職、日

常生活、社会人入学生へのサポート体制について、学科として実態の把握に努めるとと

もに対処方法を検討している。 

・卒業生への動向調査を行い、アンケート集計により、課題を見つけ改善策を学科で検討

している。 

・実習支援員による、実習サポート体制の充実を図っている。 
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園田学園女子大学短期大学部 

（10）オフキャンパス、遠隔教育、通信教育のその他の教育プログラム 

 該当なし。 

 

（11）公的資金の適正管理の状況 

本学では、「園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大学部における競争的資金等の

取扱に関する規程」及び「園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大学部における競争

的資金等に係る間接経費の取扱に関する規程」を定め、その規程に基づいて公的研究費を

適正に管理している。公的研究費採択教員には、「科学研究費助成事業学内使用ルール」

を配付し詳細の説明をしている。 

学外公開は、『「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」

に基づく機関内の責任体系および相談受付窓口等について』として本学ホームページ上で

行っている。 

 また、2014（平成 26）年度には、不正防止に関する全学研修会を２回実施した（９月

『大学教育の質的転換に向けて』２月『研究倫理教育』）。現在、これらの機関内での研

修に合わせて外部の e－ラーニング等の活用も検討しているところである。 
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園田学園女子大学短期大学部 

（12）理事会・評議員会の開催状況（平成 24 年度～平成 26 年度） 

区

分 

開催日現在の 

状況 

開催年月日 

開催時間 

出 席 者 数 等 

監事の 

出席状況 
定 員 

現 員

（a） 

出席 

理事数

（b） 

実出 

席率      

（b/a） 

意思 

表示  

出席 

者数 

理

事

会 

8～10

人 

9 人 
平成 24 年 5 月 25 日 

13：30～14：50 
9 人 100％ 0 人 2／2 

9 人 
平成 24 年 5 月 25 日 

16：30～17：00 
9 人 100％ 0 人 2／2 

9 人 
平成 24 年 7 月 30 日 

13：30～14：50 
8 人 88.9％ 1 人 2／2 

9 人 
平成 24 年 10 月 31 日 

13：30～15：00 
9 人 100％ 0 人 2／2 

9 人 
平成 25 年 1 月 29 日 

13：30～16：10 
9 人 100％ 0 人 2／2 

9 人 
平成 25 年 3 月 25 日 

10：30～14：10 
8 人 88.9％ 1 人 2／2 

9 人 
平成 25 年 3 月 25 日 

16：30～17：10 
8 人 88.9％ 1 人 2／2 

9 人 
平成 25 年 5 月 24 日 

10：30～14：00 
9 人 100％ 0 人 2／2 

9 人 
平成 25 年 5 月 24 日 

16：00～16：20 
9 人 100％ 0 人 2／2 

9 人 
平成 25 年 6 月 17 日 

13：30～14：10 
8 人 88.9％ 1 人 2／2 

9 人 
平成 25 年 7 月 29 日 

13：30～15：00 
9 人 100％ 0 人 2／2 

9 人 
平成 25 年 9 月 24 日 

13：30～15：10 
9 人 100％ 0 人 2／2 

9 人 
平成 25 年 11 月 26 日 

13：30～14：30 
9 人 100％ 0 人 2／2 

9 人 
平成 25 年 11 月 26 日 

16：10～16：40 
9 人 100％ 0 人 2／2 

9 人 
平成 26 年 2 月 4 日 

13：30～15：10 
8 人 88.9％ 1 人 2／2 

9 人 
平成 26 年 3 月 24 日 

10：30～14：45 
9 人 100％ 0 人 2／2 
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9 人 
平成 26 年 3 月 24 日 

16：30～17：10 
9 人 100％ 0 人 2／2 

9 人 
平成 26 年 5 月 26 日 

10：30～14：05 
9 人 100％ 0 人 2／2 

9 人 
平成 26 年 7 月 28 日 

13：30～15：00 
9 人 100％ 0 人 2／2 

9 人 
平成 26 年 10 月 7 日 

13：30～15：30 
9 人 100％ 0 人 2／2 

9 人 
平成 26 年 12 月 9 日 

13：30～15：30 
9 人 100％ 0 人 2／2 

9 人 
平成 27 年 1 月 27 日 

13：30～16：00 
9 人 100％ 0 人 2／2 

9 人 
平成 27 年 3 月 24 日 

10：30～15：00 
9 人 100％ 0 人 2／2 

9 人 
平成 27 年 3 月 24 日 

17：00～17：30 
9 人 100％ 0 人 2／2 

評

議

員

会 

21～25

人 

22 人 
平成 24 年 5 月 25 日 

15：00～16：20 
20 人 90.9％ 2 人 2／2 

21 人 
平成 25 年 3 月 25 日 

15：00～16：50 
16 人 76.2％ 5 人 2／2 

22 人 
平成 25 年 5 月 24 日 

14：00～15：40 
20 人 90.9％ 2 人 2／2 

21 人 
平成 25 年 11 月 26 日 

15：00～15：50 
17 人 81％ 4 人 2／2 

21 人 
平成 26 年 3 月 24 日 

15：00～16：20 
19 人 90.5％ 2 人 2／2 

21 人 
平成 26 年 5 月 26 日 

15：00～16：30 
19 人 90.5％ 2 人 2／2 

22 人 
平成 27 年 3 月 24 日 

15：00～17：00 
20 人 90.9％ 2 人 2／2 

 

（13）その他 

 該当なし。 
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 2．自己点検・評価の組織と活動 

 

■自己点検・評価委員会（担当者、構成員） 

○全学自己点検・評価委員会 

委員名 所属・役職等 

委員長 川原﨑 淑子 
短期大学部 生活文化学科 教授 

短期大学部長 ALO 

委 員 藤原  兌子 
人間健康学部 食物栄養学科 教授 

人間健康学部長 

委 員 上野  恭裕 
人間教育学部 児童教育学科 教授 

人間教育学部長 

委 員 齊藤  悦一 
法人本部事務局長 

事務管理部長 

委 員 大江   篤 
人間教育学部 児童教育学科 教授 

企画運営部長 地域連携推進機構副機構長 

委 員 岩崎 日出男 
人間健康学部 総合健康学科 教授 

教学支援部長 

委 員 堀田  博史 
人間健康学部 教授 

学生支援部長 

委 員 垣東  弘一 
短期大学部 生活文化学科 教授 

入試広報部長 

 

○部門別自己点検・評価委員会 

委員名 所属・役職等 

委員長 川原﨑 淑子 
短期大学部 生活文化学科 教授 

短期大学部長 ALO 

委 員 藤原  兌子 
人間健康学部 食物栄養学科 教授 

人間健康学部長 

委 員 上野  恭裕 
人間教育学部 児童教育学科 教授 

人間教育学部長 

委 員 齊藤  悦一 
法人本部事務局長 

事務管理部長 

委 員 大江   篤 
人間教育学部 児童教育学科 教授 

企画運営部長 地域連携推進機構副機構長 

委 員 岩崎 日出男 
人間健康学部 総合健康学科 教授 

教学支援部長 

委 員 堀田  博史 
人間健康学部 教授 

学生支援部長 

委 員 垣東  弘一 短期大学部 生活文化学科 教授 
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入試広報部長 

委 員 藤澤  政美 
人間健康学部 総合健康学科 教授 

総合健康学科長 

委 員 大西 香代子 
人間健康学部 人間看護学科 教授 

人間看護学科長 

委 員 三浦 加代子 
人間健康学部 食物栄養学科 教授 

食物栄養学科長 

委 員 丹    進 
人間健康学部 児童教育学科 教授 

児童教育学科長 

委 員 樋上  純子 
短期大学部 生活文化学科 教授 

生活文化学科長 

委 員 小西  春江 
短期大学部 幼児教育学科 教授 

幼児教育学科長 

委 員 近藤  照敏 人間健康学部 総合健康学科 教授 

委 員 金岡   緑 人間健康学部 人間看護学科 教授 

委 員 木下  康子 人間健康学部 食物栄養学科 准教授 

委 員 廣岡  正昭 人間教育学部 児童教育学科 教授 

委 員 浜口   尚 短期大学部 生活文化学科 教授 

委 員 田邉  泰美 短期大学部 幼児教育学科 教授 

委 員 乾   安代 
人間健康学部 教授 

図書館長 近松研究所長 

委 員 難波  宏司 
人間健康学部 准教授 

情報教育センター所長 

委 員 木村  保司 
人間教育学部 児童教育学科 教授 

総合生涯学習センター所長 

委 員 板谷  昭彦 
人間健康学部 総合健康学科 教授 

スポーツ振興センター所長 

委 員 村端  慶治 
人間教育学部 准教授 

国際交流センター所長 

委 員 水田 かや乃 
教授 

近松研究所研究員 

委 員 古谷 富士子 図書館課長 

委 員 嘉屋  賢一 情報教育センター主任 

委 員 桝井 かず美 総合生涯学習センター課長 

委 員 竹内  雄紀 スポーツ振興センター職員 

委 員 辰己  涼子 国際交流センター職員 

委 員 谷   昌子 企画運営部課長 

委 員 中塚 真由美 教学支援部教務課長 

委 員 寺田   豊 学生支援部学生課長 
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委 員 小林  千秋 入試広報部課長 

委 員 榎本  匡晃 地域連携推進機構課長 

委 員 上野 香寿美 学生支援部キャリア支援課長 

委 員 安田  智子 学生支援部保健指導室課長 

委 員 中西  智子 教学支援部学術研究支援課長 

委 員 芝    猛 法人本部企画統括室長 

委 員 谷口  一男 事務管理部庶務課長 

委 員 竹友  良成 事務管理部人事課長 

委 員 井山  信康 事務管理部財務経理課長 

 

○基本作業部会 

委員名 所属・役職等 

委員長 浜口   尚 短期大学部 生活文化学科 教授 

委 員 田邉  泰美 短期大学部 幼児教育学科 教授 

委 員 藤澤  政美 
人間健康学部 総合健康学科 教授 

総合健康学科長 

委 員 丹    進 
人間教育学部 児童教育学科 教授 

児童教育学科長 

委 員 中塚 真由美 教学支援部教務課長 

委 員 谷口  一男 事務管理部庶務課長 

委 員 谷   昌子 企画運営部課長 

 

■自己点検・評価の組織図（規程は提出資料） 

○2015(平成 27)年度園田学園女子大学短期大学部第三者評価受審体制 

 

学　　長

全学自己点検・評価委員会

部門別自己点検・評価委員会

運　営　会　議

基本作業部会
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■組織が機能していることの記述（根拠を基に） 

本学の自己点検・評価活動は 2010（平成 22）年度より１年周期で併設大学と一体で実

施している。（基準Ⅰ－Ｃ－１参照）今回の第三者評価受審については、ALO を中心とし

て、報告書の作成は部門別自己点検・評価委員会（併設大学の学部・学科の委員は除く）

で行い、報告書の整合性や妥当性などの確認を「園田学園女子大学・園田学園女子大学短

期大学部の自己点検・評価に関する規程」第８条に基づき設置した基本作業部会で行った。

その後、全学自己点検・評価委員会での確認を経て、運営会議で最終確認を行い、学長が

承認した。 

 報告書はそれぞれの基準をもとに各部署に振り分け、各部署の部門別自己点検・評価委

員が中心となり作成した。そして各部署から提出のあった報告書を企画運営部にて取りま

とめ、基本作業部会が確認を行った。基本作業部会の委員は、本学及び併設大学の第三者

評価受審対応の経験者や短期大学基準協会の評価員経験者などで構成している。そのため

それぞれの経験をふまえ報告書を確認することで、より精度の高い報告書を作成すること

ができた。また短期大学基準協会が示す基準に基づき自己点検・評価を行うことで、本学

がいまだ実施に至っていない事項がより明確となり、改善に向けた取組を推進していくこ

とになった。これらのことから本学の自己点検・評価に関する組織が有効に機能している

ものと考える。 

 

■自己点検・評価報告書完成までの活動記録（自己点検・評価を行った平成 26 年度を中

心に） 

時期 活動内容 

2013(平成 25)年 9 月 19 日 教育職員を対象とした第三者評価申請に向けた説明会を

実施 

 ①第三者評価の概要 

 ②第三者評価のスケジュール 

2014(平成 26)年 7 月 10 日 教育職員を対象とした第三者評価申請に向けての２回目

の説明会を実施 

 ①自己点検・評価報告書の作成について 

2014(平成 26)年 8 月 27 日 短大基準協会による ALO 対象説明会に参加 

2014(平成 26)年 10 月 16 日 全学自己点検・評価委員会を開催 

 ①自己点検・評価報告書の作成について 

 ②基本作業部会の設置について 

2014(平成 26)年 10 月 23 日 部門別自己点検・評価委員会を開催（併設大学の学部・

学科の委員は除く）※委員でない教育職員も同席 

 ①自己点検・評価報告書の作成について 

 ②第三者評価のスケジュール 

2014(平成 26)年 10 月 23 日 基本作業部会を開催 

 ①基本作業部会の役割とスケジュールについて 

2014(平成 26)年 10 月 24 日～ 自己点検・評価報告書の作成（各部署） 
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2014(平成 26)年 11 月 28 日～ 自己点検・評価報告書のまとめ（企画運営部） 

2015(平成 27)年 1 月 22 日～ 自己点検・評価報告書の確認（基本作業部会） 

2015(平成 27)年 2 月 12 日 全学自己点検・評価委員会を開催 

 ①自己点検・評価報告書の修正・確認事項について 

2015(平成 27)年 2 月 16 日～ 自己点検・評価報告書の修正（各部署） 

2015(平成 27)年 3 月 2 日～ 自己点検・評価報告書のまとめ（企画運営部） 

2015(平成 27)年 5 月 15 日～ 自己点検・評価報告書の課題、改善計画、行動計画の確

認 

2015(平成 27)年 5 月 18 日～ 基礎資料等の整備（企画運営部） 

2015(平成 27)年 5 月 28 日～ 自己点検・評価報告書の概要作成 

2015(平成 27)年 5 月 29 日～ 自己点検・評価報告書の確認（全学自己点検・評価委員

会及び基本作業部会） 

2015(平成 27)年 6 月 4 日 運営会議（全学自己点検・評価委員会）を開催 

 ①自己点検・評価報告書の検討 

2015(平成 27)年 6 月 11 日 運営会議（全学自己点検・評価委員会）を開催 

 ①自己点検・評価報告書の承認 
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3．提出資料・備付資料一覧 

 

（1）提出資料一覧 

記述の根拠となる 

資料等 
資料名 

資料 

番号 

基準Ⅰ：建学の精神と教育の効果 

A 建学の精神 

建学の精神・教育理念に

ついての印刷物 

・学生ハンドブック 2014 

・大学案内 2014 

・ホームページ「建学の精神」 

（http://www.sonoda-u.ac.jp/university/foun

dingspirit.html） 

・ホームページ「大学理念」 

（http://www.sonoda-u.ac.jp/university/phil

osophy.html） 

・ホームページ「経験値教育」 

（http://www.sonoda-u.ac.jp/university/trai

t.html） 

１ 

２ 

３ 

 

 

４ 

 

 

５ 

 

B 教育の効果  

教育目的・目標について

の印刷物 

・園田学園女子大学短期大学部学則 

・ホームページ「短期大学部・教育方針」 

（http://www.sonoda-u.ac.jp/Information_dis

closure/policy/policy_tandai.html） 

・ホームページ「生活文化学科・教育方針」 

（http://www.sonoda-u.ac.jp/Information_dis

closure/policy/policy_seibun.html） 

・ホームページ「幼児教育学科・教育方針」 

（http://www.sonoda-u.ac.jp/Information_dis

closure/policy/policy_tanyo.html） 

６ 

７ 

 

 

８ 

 

 

９ 

学生が獲得すべき学習

成果についての印刷物 

・大学案内 2014 

・ホームページ「短期大学部・教育方針」 

（http://www.sonoda-u.ac.jp/Information_dis

closure/policy/policy_tandai.html） 

・ホームページ「生活文化学科・教育方針」 

（http://www.sonoda-u.ac.jp/Information_dis

closure/policy/policy_seibun.html） 

・ホームページ「幼児教育学科・教育方針」 

（http://www.sonoda-u.ac.jp/Information_dis

closure/policy/policy_tanyo.html） 

(２) 

(７) 

 

 

(８) 

 

 

(９) 

 

 

様式 5－提出資料・備付資料一覧 
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記述の根拠となる 

資料等 
資料名 

資料 

番号 

・ホームページ「生活文化学科国際食文化コース・

めざす進路と資格」

（http://www.sonoda-u.ac.jp/seikatsu/ 

course01.html） 

・ホームページ「生活文化学科健康生活コース・め

ざす進路と資格」

（http://www.sonoda-u.ac.jp/seikatsu/ 

course02.html） 

・ホームページ「生活文化学科情報デザインコー

ス・めざす進路と資格」

（http://www.sonoda-u.ac.jp/seikatsu/ 

course03.html） 

・ホームページ「幼児教育学科・めざす進路と資格」 

（http://www.sonoda-u.ac.jp/tanyou/course.h

tml） 

10 

 

 

 

11 

 

 

 

12 

 

 

 

13 

C 自己点検・評価 

自己点検・評価を実施す

るための規程 

・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大学 

部の自己点検・評価に関する規程 

14 

基準Ⅱ：教育課程と学生支援 

A 教育課程 

学位授与の方針に関す

る印刷物 

・ホームページ「短期大学部・教育方針」 

（http://www.sonoda-u.ac.jp/Information_dis

closure/policy/policy_tandai.html） 

・ホームページ「生活文化学科・教育方針」 

（http://www.sonoda-u.ac.jp/Information_dis

closure/policy/policy_seibun.html） 

・ホームページ「幼児教育学科・教育方針」 

（http://www.sonoda-u.ac.jp/Information_dis

closure/policy/policy_tanyo.html） 

(７) 

 

 

(８) 

 

 

(９) 

教育課程編成・実施の方

針に関する印刷物 

・ホームページ「短期大学部・教育方針」 

（ http://www.sonoda-u.ac.jp/Information_dis

closure/policy/policy_tandai.html） 

・ホームページ「生活文化学科・教育方針」 

（http://www.sonoda-u.ac.jp/Information_dis

closure/policy/policy_seibun.html） 

・ホームページ「幼児教育学科・教育方針」 

（http://www.sonoda-u.ac.jp/Information_dis

(７) 

 

 

(８) 

 

 

(９) 
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記述の根拠となる 

資料等 
資料名 

資料 

番号 

closure/policy/policy_tanyo.html） 

入学者受け入れ方針に

関する印刷物 

・ホームページ「短期大学部・教育方針」 

（http://www.sonoda-u.ac.jp/Information_dis

closure/policy/policy_tandai.html） 

・ホームページ「アドミッション・ポリシー」 

（http://www.sonoda-u.ac.jp/apply/admission

policy.html） 

・平成 26 年度入試ガイド 

・平成 26 年度 AO 入試ガイド 

・平成 26 年度入学試験要項 

(７) 

 

 

15 

 

 

16 

17 

18 

カリキュラムに対応し

た授業科目担当者一覧 

・平成 26 年度授業科目担当者一覧表 

・平成 26 年度時間割表 

19 

20 

シラバス ・平成 26 年度シラバス 21 

B 学生支援 

学生便覧等（学則を含

む）、学習支援のために

配付している印刷物 

・学生ハンドブック 2014 

・園田学園女子大学短期大学部学則 

・履修の手引き（生活文化学科） 

・履修の手引き（幼児教育学科） 

(１) 

(６) 

22 

23 

短期大学案内・募集要

項・入学願書 

・大学案内 2014 

・平成 26 年度入試ガイド 

・平成 26 年度 AO 入試ガイド 

・平成 26 年度入学試験要項 

・大学案内 2015 

・平成 27 年度入試ガイド 

・平成 27 年度 AO 入試ガイド 

・平成 27 年度入学試験要項 

・平成 26 年度指定校制推薦入学試験要項 

・平成 27 年度指定校制推薦入学試験要項 

・2014 年度私費外国人留学生特別入学試験要項 

・2015 年度私費外国人留学生特別入学試験要項 

(２) 

(16) 

(17) 

(18) 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

基準Ⅲ：教育資源と財的資源 

D 財的資源 

「資金収支計算書・消費

収支計算書の概要（過去

3 年）」［書式 1］、「貸借

対照表の概要（過去 3

年）」［書式 2］、「財務状

・資金収支計算書・消費収支計算書の概要 

・貸借対照表の概要 

・財務状況調べ 

・キャッシュフロー計算書 

32 

33 

34 

35 
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園田学園女子大学短期大学部 

記述の根拠となる 

資料等 
資料名 

資料 

番号 

況調べ」［書式 3］及び「キ

ャッシュフロー計算書」

［書式 4］ 

資金収支計算書・資金収

支内訳表・消費収支計算

書・消費収支内訳表 

 

資金収支計算書・資金収支内訳表・消費収支計算

書・消費収支内訳表 

・平成 24 年度 

・平成 25 年度 

・平成 26 年度 

 

 

36 

37 

38 

貸借対照表 貸借対照表 

 ・平成 24 年度 

 ・平成 25 年度 

 ・平成 26 年度 

 

39 

40 

41 

中・長期の財務計画 該当なし － 

事業報告書 ・平成 26 年度事業報告書 42 

事業計画書／予算書 ・平成 27 年度事業計画書 

・平成 27 年度予算書 

43 

44 

基準Ⅳ：リーダーシップとガバナンス 

A 理事長のリーダーシップ 

寄附行為 ・学校法人園田学園寄付行為 45 

※資料番号の（ ）は即出資料 

  

31 

 



園田学園女子大学短期大学部 

（2）備付資料一覧 

記述の根拠となる 

資料等 
資料名 

資料 

番号 

基準Ⅰ：建学の精神と教育の効果 

A 建学の精神 

創立記念、周年誌等 ・創立 50 周年記念誌 １ 

B 教育の効果 

［報告書作成マニュア

ル指定以外の備付資料］ 

・2014 年度生活文化研究（各コース要旨集） 

・例規集 

２ 

３ 

C 自己点検・評価 

過去 3 年間（平成 26 年

度～平成 24 年度）に行

った自己点検・評価に係

る報告書等 

・自己点検・評価報告書（平成 24 年度～平成 26

年度） 

４ 

第三者評価以外の外部

評価についての印刷物 

該当なし － 

基準Ⅱ：教育課程と学生支援 

A 教育課程 

単位認定の状況表 ・単位認定の状況表（平成 26 年度卒業生が履修し

た科目） 

５ 

学習成果を表す量的・質

的データに関する印刷

物 

・資格取得者数（2010 年度～2014 年度） ６ 

［報告書作成マニュア

ル指定以外の備付資料］ 

・例規集 

・ホームカミングデーアンケート集計結果（平成

24 年度～平成 26 年度） 

・平成 26 年度就職先からの卒業生に対する評価結  

 果 

・2014 年度幼児教育学科動向調査結果 

(３) 

７ 

 

８ 

 

９ 

B 学生支援 

学生支援の満足度につ

いての調査結果 

・短大生調査 2013 

・学生生活アンケート結果 2014 年度（幼児教育学

科） 

・平成 26 年度（2014）卒業時就職支援アンケート

集計結果 

10 

11 

 

12 

 

就職先からの卒業生に

対する評価結果 

・平成 26 年度就職先からの卒業生に対する評価結

果 

・平成 26 年度就職先からの卒業生に対する評価結

果（生活文化学科考察） 

(８) 

 

13 

 

32 

 



園田学園女子大学短期大学部 

記述の根拠となる 

資料等 
資料名 

資料 

番号 

卒業生アンケートの調

査結果 

・ホームカミングデーアンケート集計結果（平成

24 年度～平成 26 年度） 

・2014 年度幼児教育学科動向調査結果 

(７) 

 

(９) 

入学志願者に対する入

学までの情報提供のた

めの印刷物等 

・平成 27 年度入学関係書類 14 

入学手続者に対する入

学までの学習支援のた

めの印刷物等 

・2015 年度入学者入学前課題に関する資料 15 

学生の履修指導（ガイダ

ンス、オリエンテーショ

ン）等に関する資料 

・平成 26 年度教学支援部教務課オリエンテーショ

ン資料 

・幼児教育学科オリエンテーション資料 

16 

 

17 

学生支援のための学生

の個人情報を記録する

様式 

・学生カード 

・進路調書（兼就職登録票） 

18 

19 

進路一覧表等の実績に

ついての印刷物等 

・進路先一覧表（2012 年度～2014 年度） 20 

GPA 等の成績分布 該当なし － 

学生による授業評価票

及びその評価結果 

・平成 26 年度授業アンケート集計結果表 

※授業評価票については、web 上での実施のため該

当なし 

21 

－ 

社会人受け入れについ

ての印刷物等 

・平成 26 年度入試ガイド （提出資料 16） 

・平成 26 年度入学試験要項 （提出資料 18） 

・平成 27 年度入試ガイド （提出資料 25） 

・平成 27 年度入学試験要項 （提出資料 27） 

－ 

－ 

－ 

－ 

海外留学希望者に向け

た印刷物等 

・留学・海外研修 GUIDE BOOK2014 22 

FD 活動の記録 ・ファカルティ・ディベロップメント（FD）の取り

組み 2014 

23 

SD 活動の記録 ・SD 活動の記録 24 

［報告書作成マニュア

ル指定以外の備付資料］ 

・例規集 

・平成 26 年度授業アンケート結果に対する教員コ

メント一覧 

・News Letter（情報教育センター） 

・図書館利用ガイド 

・ホームページ「奨学金」 

（http://www.sonoda-u.ac.jp/campuslife/scho

(３) 

25 

 

26 

27 

28 

 

33 

 



園田学園女子大学短期大学部 

記述の根拠となる 

資料等 
資料名 

資料 

番号 

larship.html） 

・学生相談室案内 

・障がい学生支援の取り組み 

・障がいがある学生に対するご配慮等について 

・就活ノート 

・就職活動サポートガイド 

・ホームページ「入試結果」 

（http://www.sonoda-u.ac.jp/apply/eedata. 

html） 

 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

 

基準Ⅲ：教育資源と財的資源 

A 人的資源 

専任教員の個人調書 ・専任教員の個人調書 35 

非常勤教員一覧表［書式

3］ 

・非常勤教員一覧表 36 

教員の研究活動につい

て公開している印刷物

等 

該当なし － 

専任教員の年齢構成表 ・職階別年齢帯別教員数（平成 27 年 5 月 1 日現在） 37 

科学研究費補助金等、外

部研究資金の獲得状況

一覧表 

・科学研究費採択者一覧表（平成 24 年度～平成 26

年度） 

38 

研究紀要・論文集 ・園田学園女子大学論文集（平成 24 年度～平成 26

年度） 

39 

教員以外の専任職員の

一覧表（氏名、職名） 

・専任職員の一覧表（平成 27 年 5 月 1 日現在） 40 

［報告書作成マニュア

ル指定以外の備付資料］ 

・例規集 

・学生生活アンケート結果 2014 年度（幼児教育学

科） 

・SD 活動の記録 

・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大学 

部学術研究倫理憲章 

(３) 

(11) 

 

(24) 

41 

B 物的資源 

校地、校舎に関する図面 ・校地、校舎に関する図面 42 

図書館、学習資源センタ

ーの概要 

 

・学生ハンドブック 2014（提出資料 1） 

・News Letter（情報教育センター） 

・図書館利用ガイド 

－ 

(26) 

(27) 
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園田学園女子大学短期大学部 

記述の根拠となる 

資料等 
資料名 

資料 

番号 

［報告書作成マニュア

ル指定以外の備付資料］ 

・例規集 

・2014 年度蔵書データ一覧（情報教育センター） 

・学内ネットワーク概略図 

(３) 

43 

44 

C 技術的資源 

学内 LAN の敷設状況 ・教育環境について（LAN の敷設状況） 45 

マルチメディア教室、コ

ンピュータ教室等の配

置図 

・学生ハンドブック 2014（提出資料 1） － 

D 財的資源 

寄附金・学校債の募集に

ついての印刷物等 

該当なし － 

財産目録及び計算書類 

 

・財産目録（平成 24 年度～平成 26 年度） 

・計算書類（平成 24 年度～平成 26 年度） 

46 

47 

［報告書作成マニュア

ル指定以外の備付資料］ 

・例規集 (３) 

基準Ⅳ：リーダーシップとガバナンス 

A 理事長のリーダーシップ 

理事長の履歴書 ・理事長の履歴書（平成 27 年 5 月 1 日現在） 48 

学校法人実態調査表（写

し） 

・学校法人実態調査（平成 24 年度～平成 26 年度） 49 

理事会議事録 ・理事会議事録（平成 24 年度～平成 26 年度） 

※備付資料③のファイルに収録 

50 

諸規程集 ・例規集 (３) 

組織・総務関係   

 組織規程 
・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大 

学部組織規則 

 

 事務分掌規程 該当なし  

 稟議規程 ・学校法人園田学園稟議規程  

 文書取扱い（授受、保

管）規程 
・文書の取扱いについて  

 公印取扱規程 ・公印規程  

 個人情報保護に関す

る規程 

・学校法人園田学園個人情報保護規程 

・学校法人園田学園個人情報保護方針 

・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大 

学部個人情報保護規程 

・個人情報の適正な取扱いに関する要綱 

 

 情報公開に関する規 ・学内情報公開に関する要綱  

35 

 



園田学園女子大学短期大学部 

記述の根拠となる 

資料等 
資料名 

資料 

番号 

程 

 公益通報に関する規

程 

・学校法人園田学園公益通報者の保護等に関す 

る規程 

 

 情報セキュリティポ

リシー 
該当なし  

 防災管理規程 
・防火・防災管理規程 

・危機管理規程 

 

 自己点検・評価に関す

る規程 

・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大 

学部の自己点検・評価に関する規程 （提出資料 14） 

 

 ＳＤに関する規程 該当なし  

 図書館規程 

・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大 

学部図書館規程 

・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大 

学部図書館委員会規程 

・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大 

学部図書館資料収集・管理規程 

・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大 

学部図書館利用規程 

・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大 

学部図書館地域開放について（内規） 

・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大 

学部論文集編集規程 

・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大 

学部論文集投稿規程 

 

 各種委員会規程 

・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大 

学部の運営に関する規則 

・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大 

学部の自己点検・評価に関する規程 （提出資料 14） 

・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大 

学部委員会設置規程 

・入試委員会規程 

・人権委員会規程 

・衛生委員会規程 

・生命倫理委員会規程 

・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大 

学部 FD 委員会規程 

・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大 

学部カリキュラム委員会規程 
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園田学園女子大学短期大学部 

記述の根拠となる 

資料等 
資料名 

資料 

番号 

・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大 

学部学生委員会規程 

・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大 

学部教務委員会規程 

・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大 

学部就職委員会規程 

・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大 

学部共通教育委員会規程 

・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大 

学部教職課程委員会規程 

・園田学園女子大学短期大学部教員資格審査規  

 程 

・学長候補者選出管理委員会規程 

・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大 

学部危機管理規程（第 3 条～第 8 条） 

 →2015（平成 27）年度新設 

・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大 

学部防火・防災管理規程（第 3 条～第 8 条） 

 →2015（平成 27）年度新設 

・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大 

学部共同研究推進委員会規程 

・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大 

学部動物実験委員会規程 

・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大 

学部図書館委員会規程 

・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大 

学部論文集編集規程（第 4 条） 

・情報教育センター規程（第 4 条） 

・国際交流センター規程（第 4 条） 

 →2015（平成 27）年度新設 

・総合生涯学習センター規程（第 4 条） 

・スポーツ振興センター規程（第 4 条） 

・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大 

学部個人情報保護規程（第 15 条～第 21 条） 

・地域連携推進機構運営委員会規程 

人事・給与規程   

 就業規則 ・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大  
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園田学園女子大学短期大学部 

記述の根拠となる 

資料等 
資料名 

資料 

番号 

学部就業規則 

・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大 

学部契約職員（事務職）就業規則 

 教職員任免規程 
・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大 

学部職員任用規程 

 

 定年規程 

・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大 

学部職員の定年等に関する規程 

・定年制等の運用に関する内規 

・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大 

学部職員の選択定年制に関する規程 

 

 役員報酬規程 ・役員等の給与、報酬及び旅費に関する規程  

 教職員給与規程 
・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大 

学部職員給与規程 

 

 役員退職金支給規程 ・役員の退職慰労金支給内規  

 教職員退職金支給規

程 
・学校法人園田学園職員退職金規程  

 旅費規程 
・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大 

学部旅費規程 

 

 育児・介護休職規程 
・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大 

学部育児休業等に関する規程 

 

 懲罰規程 
・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大 

学部就業規則 

 

 教員選考基準 

・園田学園女子大学短期大学部教員資格審査基  

 準 

・教員資格審査基準に関する内規 

 

財務規程   

 会計・経理規程 ・経理規程  

 固定資産管理規程 

・固定資産調達及び契約規程 

・固定資産及び物品管理要項 

・固定資産及び物品の取扱い要領 

 

 物品管理規程 

・固定資産及び物品管理要項 

・固定資産及び物品の取扱い要領 

・備品貸出規程 

 

 資産運用に関する規

程 
・学校法人園田学園資金運用規程  

 監査基準 

・学校法人園田学園監事監査規程 

・学校法人園田学園内部監査規程 

・学校法人園田学園内部監査実施要領 
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園田学園女子大学短期大学部 

記述の根拠となる 

資料等 
資料名 

資料 

番号 

 研究費（研究旅費を含

む）等の支給規程 

・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大 

学部旅費規程 

 

 消耗品及び貯蔵品管

理に関する規程 
・固定資産及び物品の取扱い要領  

教学関係   

学則 ・園田学園女子大学短期大学部学則  

学長候補者選考規程 
・園田学園女子大学兼園田学園女子大学短期大 

学部学長候補者選出規程 

 

学部（学科）長候補者

選考規程 
該当なし  

教員選考規程 
・園田学園女子大学短期大学部教員資格審査規  

 程 

 

教授会規程 

・園田学園女子大学短期大学部学則（第 32 条～

第 34 条）（提出資料 6） 

・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大 

学部の運営に関する規則（第 5 条） 

・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大 

学部教授会細則 

 

入学者選抜規程 
・園田学園女子大学短期大学部学則（第 14 条～

第 16 条）（提出資料 6） 

 

奨学金給付・貸与規程 

・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大 

学部褒賞奨学生規程 

・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大 

学部学資支援支給奨学生規程 

・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大 

学部緊急支援貸与奨学生規程 

・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大 

学部私費外国人留学生の授業料減免に関する

規程 

・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大 

学部姉妹・母娘学生に係る学費減免規程 

・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大 

学部卒業生の子女・姉妹・孫に係る学費減免規

程 

・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大 

学部社会人学生に係る学費減免規程 

・外国人留学生日本語学習奨励奨学金規程 

・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大 
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園田学園女子大学短期大学部 

記述の根拠となる 

資料等 
資料名 

資料 

番号 

学部私費外国人留学生育英奨学金規程 

・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大 

学部交換留学生奨学金支給規程 

・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大 

学部特別待遇奨学生に係る規程 

・育友会学費援助規程 

研究倫理規程 ・研究倫理要領  

ハラスメント防止規程 

・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大 

学部ハラスメント防止に関する規程 

・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大 

学部ハラスメントの防止等に関するガイドラ

イン 

・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大 

学部ハラスメント防止対応マニュアル 

 

紀要投稿規程 
・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大 

学部論文集投稿規程 

 

学位規程 ・園田学園女子大学短期大学部学位規程  

研究活動不正行為の取

扱規程 

・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大 

学部研究倫理要領 

 

公的研究費補助金取扱

に関する規程 

・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大 

学部における競争的資金等の取扱に関する規

程 

・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大 

学部における競争的資金等に係る間接経費の

取扱に関する規程 

 

公的研究費補助金の不

正取扱防止規程 

・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大 

学部競争的資金等の取扱に関する規程 

 

教員の研究活動に関す

る規程 

・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大 

学部共同研究の推進に関する規程 

・在外研究及び海外研修に関する取扱要綱 

 

FD に関する規程 
・園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大 

学部 FD 委員会規程 

 

［報告書作成マニュア

ル指定以外の備付資料］ 

・ホームページ「財務情報」 

（http://www.sonoda-u.ac.jp/Information_dis

closure/about.html） 

51 

B 学長のリーダーシップ 

学長の個人調書（教員個 ・学長の個人調書（平成 27 年 5 月 1 日現在） 52 

40 

 



園田学園女子大学短期大学部 

記述の根拠となる 

資料等 
資料名 

資料 

番号 

人調書［書式 1］） 

教授会議事録 ・委員会等議事録（平成 24 年度～平成 26 年度） 

※備付資料③のファイルに収録 

(50) 

委員会等の議事録 

 

 

・委員会等議事録（平成 24 年度～平成 26 年度） 

※備付資料③のファイルに収録 

運営会議 

評議会 

全学自己点検・評価委員会 

部門別自己点検・評価委員会 

学生募集推進委員会 

教員資格審査委員会（短期大学部） 

入試委員会 

衛生委員会 

生命倫理委員会 

FD 委員会 

国際交流委員会 

→2015（平成 27）年度に廃止、担当業務は 2015

（平成 27）年度新設の国際交流センター委員

会に引き継ぐ 

カリキュラム委員会 

学生委員会 

教務委員会 

就職委員会 

共通教育委員会 

教職課程委員会 

共同研究推進委員会 

動物実験委員会 

図書館委員会 

情報教育センター運営委員会 

→2015（平成 27）年度にスポーツ振興センター

委員会に名称変更 

生涯学習運営委員会 

→2015（平成 27）年度に総合生涯学習センター

委員会に名称変更 

生涯学習推進委員会 

→2015（平成 27）年度に総合生涯学習センター

委員会に統合 

(50) 
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園田学園女子大学短期大学部 

記述の根拠となる 

資料等 
資料名 

資料 

番号 

スポーツ振興センター運営委員会 

→2015（平成 27）年度にスポーツ振興センター

委員会に名称変更 

地域連携推進機構運営委員会 

生活文化学科会議 

幼児教育学科会議 

［報告書作成マニュア

ル指定以外の備付資料］ 

・例規集 (３) 

C ガバナンス 

監事の監査状況 

 

・学校法人実態調査（平成 24 年度～平成 26 年度） 

→「監事の職務執行状況」 

(49) 

評議員会議事録 ・委員会等議事録（平成 24 年度～平成 26 年度） 

※備付資料③のファイルに収録 

(50) 

［報告書作成マニュア

ル指定以外の備付資料］ 

・ホームページ「財務情報」 

（http://www.sonoda-u.ac.jp/Information_dis

closure/about.html） 

・ホームページ「情報公開」 

（http://www.sonoda-u.ac.jp/Information_dis

closure/index.html） 

(51) 

 

 

53 

選択的評価基準 

地域貢献の取り組みに

ついて 

・2014 公開講座一覧 

・園田学園女子大学シニア専修コース 平成 26 年

度授業案内 

・そのだの地域連携 vol.3 

・尼崎市公設地方卸売市場ホームページ 

（http://www.ama-shijoh.net/） 

・平成 26 年度インターンシップ報告書 

・棚田の真珠「播州こしひかり飯見の郷」米袋ラベ

ルデザイン 

54 

55 

 

56 

57 

 

58 

59 

※資料番号の（ ）は即出資料 
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園田学園女子大学短期大学部 
 
【基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果】 

■基準Ⅰの自己点検・評価の概要 

 本学の建学の精神は「捨我精進」であり、「捨我」とは人を愛し自分の為すべきことに

全力をつくすこと、そして「精進」とは幸福な世の中をつくるため勇気を持って挑戦する

ことである。この建学の精神をふまえ、現代社会におこる今日的課題に対処するため、「他

者と支えあう人間の育成」という教育理念を掲げている。社会構造の変化とライフスタイ

ルの多様化に伴って、現代社会はこれまでになく、職業人として、また生活人として女性

の力を必要としている。そこで女子の高等教育機関として歩んできた本学は、幅広く社会

で活躍し自立する女性を育成することをめざしている。 

建学の精神に基づき、全学の教育目的を学則第１条に定め、各学科では、それぞれがめ

ざす職業において必要な専門的な知識と技術の習得を教育目的として定めており、本学の

教育コンセプトである循環型の「経験値教育」によって、理論と実践を結びつけ、学位授

与の方針に対応する形で学習成果を定めている。これらの全学及び各学科の教育目的や学

習成果等は、印刷物やホームページへの掲載等により学外へ発信するとともに、学内諸行

事での言及等を通じて、学内での一層の意識定着を図っている。 

教育の質を保証するため、法令遵守に努めるとともに、教育の向上・充実のため、シラ

バス、授業アンケートに加え、本学が独自に開発した「経験値評価システム」を用いると

ともに、FD 活動を活性化することにより、教員個人の授業改善のための PDCA サイクル等

を実践している。また、教育・研究・社会貢献の活動を点検・評価するため、「園田学園

女子大学・園田学園女子大学短期大学部の自己点検・評価に関する規程」に則って全学自

己点検・評価委員会と部門別自己点検・評価委員会を設け、さらに点検作業部会によって

点検・評価の妥当性や整合性等の確認作業を行い、総合的な自己点検・評価を展開できる

体制を整備している。 

本基準の課題としては、学習成果の量的データとして、GPA 制度を導入できていないこ

とと、学習成果としての資格取得が質的に保証される教育内容になっているかどうかを検

証する仕組みが十分ではなく、全学的な整備（教学 IR）が必要であることである。また、

全教職員が自己点検・評価に対する認識・理解を深めていくための FD 及び SD が不十分で

ある点も改善を要する。 

 2015（平成 27）年度に３ヶ年の経営改善計画を決定し、それに基づき教学部門の改善

計画を策定する。その中で、建学の精神「捨我精進」を具現化する教育改革を推進する。

また、学習成果の量的データとして、GPA 制度を 2015（平成 27）年度に導入するととも

に、本学独自の「経験値評価システム」を充実させ、学習成果の質的データの検証のため

の教学 IR を整備するための検討を開始する。 

 

 

 

 

 

 

  

様式 6－基準Ⅰ 
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園田学園女子大学短期大学部 
 
［テーマ］基準Ⅰ-A 建学の精神 

［区分］基準Ⅰ-A-1 建学の精神が確立している。 

■基準Ⅰ-A-1 の自己点検・評価 

(a) 現状 

1938（昭和 13）年、当時の園田村村長中村龍太郎により園田学園の前身「園田高等女

学校」が設立された。中村は戦時下という状況にありながら、どうにかして地域の女子教

育振興を図りたいという熱い思いを抱き、建学を成しとげた。設立時に「園田高等女学校

の教育方針」として掲げられたのが「捨我精進」の精神であった。「捨我」とは人を愛し

自分の為すべきことに全力をつくすこと、そして「精進」とは幸福な世の中をつくるため

勇気を持って挑戦することである。現代に置き換えると、相手の身になって考え、誠実に

行動し、仲間と協力して幸せな社会をつくるために努力することと解釈できる。園田学園

の教育には、設立時からのこの精神が脈々と流れている。 

 この建学の精神をふまえ、現代社会におこる今日的課題に対処するため、「他者と支え

あう人間の育成」という理念を掲げた。少子・高齢化による社会構造の変化とライフスタ

イルの多様化に伴って、現代社会はこれまでになく、職業人として、また生活人として女

性の力を必要としている。そこで、女子の高等教育機関として多くの卒業生を輩出してき

た本学は、次のような素養を持った女性を育成する。 

・社会的、精神的、そして経済的に自立することをめざして自分をしっかりと見つめら

れる 

・自分自身を大切にするとともに、隣りあう人、また社会のさまざまな人を尊重できる 

・これらの人たちを積極的に支え、また支えられながら力強く感性豊かに生きていける 

これらを身に付けた卒業生全員がそれぞれのかたちで社会に参加し、自分の持っている

力を十分発揮できるよう支援することが本学の使命である。 

 建学の精神及び理念は学生ハンドブック （提出資料１Ｐ3）、大学案内 （提出資料２Ｐ7）や本学ホー

ムページ （提出資料３・４）において表明しており、また入学式や新入生オリエンテーションな

どの各行事、共通科目「大学の社会貢献」においても学長の講義により周知している。こ

れらの取り組みを通して、建学の精神及び理念を学内外で表明し、学内において共有して

いる。さらに 2013（平成 25）年度に本学は開学 50 年を迎え、記念式典の開催や記念誌
（備付資料１）の発行を通して共有した。 

また、生活文化学科の学生に対しては、2013（平成 25）年度から建学の精神を理解し

て行動に移せるように環境づくりを行っている。具体的には、１年次の必修科目である「生

活文化概論」で建学の精神について説明し、「捨我精進」の意味を理解させるとともに、

その精神を生活の中でどのように活かしていくかを考えさせる機会を設けている。今後は

理解度の検証も行い、建学の精神が生活に浸透し実践できるように、この取り組みを継続

していく。 

 本学では、「園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大学部の自己点検・評価に関す

る規程」（提出資料 14）第２条で「自己点検・評価は、本学の社会的責任を遂行するために、

教育研究活動と管理運営の現状を適正に把握し、大学の理念及び目標との関連において体

系的に点検・評価することを通して、教育研究活動の質的向上と管理運営の効率化を図る

ことを目的とする」と定め、毎年の自己点検・評価活動を通して、建学の精神及び理念の
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園田学園女子大学短期大学部 
 
確認を行っている。 

 

(b) 課題 

建学の精神の具現化に向け、より一層学生に浸透させることが課題である。 

 

■テーマ 基準Ⅰ-A 建学の精神の改善計画 

生活文化学科のみの取り組みではなく、大学全体の取り組みとして建学の精神を教育課

程の中で具現化し、理解を深めていく。 

 

■提出資料 

１ 学生ハンドブック 2014 

２ 大学案内 2014 

３ ホームページ「建学の精神」 

（http://www.sonoda-u.ac.jp/university/foundingspirit.html） 

４ ホームページ「大学理念」 

（http://www.sonoda-u.ac.jp/university/philosophy.html） 

14 園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大学部の自己点検・評価に関する規程 

 

■備付資料 

１ 創立 50 周年記念誌 

 

  

45 
 



園田学園女子大学短期大学部 
 
［テーマ］基準Ⅰ-B 教育の効果 

［区分］基準Ⅰ-B-1 教育目的・目標が確立している。 

■基準Ⅰ-B-1 の自己点検・評価 

（a）現状 

 建学の精神である「捨我精進」に基づき、本学の教育目的を「本学は、教育基本法及び

学校教育法の定めに基づき、豊かな教養を身に付け、社会に役立つ専門的学術を修めると

ともに、自主的精神を養い、柔軟な思考力と国際的な視野を持ち、創造性に富んだ生活人

として社会に貢献する女性を育成することを教育目的とする」と定めている。この教育目

的は、学則第１条 （提出資料６）、本学ホームページ （提出資料７）や入学式での学長挨拶などで、

学内外に表明している。 

 

 学科ごとの状況については、次の通りである。 

〈１〉生活文化学科 

生活文化学科は建学の精神に基づき教育目的を「衣食住を基盤とした生活文化に役立つ

実践科学的な知識と技能を修得し、あわせて人間性豊かな教養を身につけ、主体的で聡明

な生活者として社会に貢献できる自立した女性の育成」と定め、学則第２条第２項 （提出資

料６）や本学ホームページ （提出資料８）に明確に示し、学内外に表明している。また、「園田学

園女子大学・園田学園女子大学短期大学部の自己点検・評価に関する規程」（提出資料 14）に

基づき、定期的に自己点検・評価を実施し、その結果を学科会議で点検している。 

生活文化学科は国際食文化コース、健康生活コース、情報デザインコースを有し、それ

ぞれのコースで生活文化に役立つ専門知識と技術の習得を学習成果と位置づけている。国

際食文化コースは製菓衛生師国家試験受験資格・フードスペシャリスト受験資格、健康生

活コースは健康運動実践指導者受験資格・フードスペシャリスト受験資格・エアロビック

ダンス準指導員〈JAF 認定〉受験資格、情報デザインコースは上級情報処理士・web デザ

イン実務士・上級秘書士・上級秘書士（メディカル秘書）・医事管理士・医療管理秘書士・

Microsoft Office Specialist（MOS）などの資格を取得することができる。このことは大

学案内 （提出資料２Ｐ５）や本学ホームページ （提出資料 10～12）において明確に示している。また、

教育理念並びに人材育成上の目的を明確にするために、各科目に到達目標を定めシラバス
（提出資料 21）に明記している。 

〈２〉幼児教育学科 

幼児教育学科は建学の精神に基づき教育目的を「子どもの総合的な理解を深め、保育の

専門性を修得することにより、子どもを取り巻く環境の変化に対処できる保育実践力を持

った人材の育成」と定め、学則第２条第２項 （提出資料６）や本学ホームページ （提出資料９）に

明確に示し、学内外に表明している。また「園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大

学部の自己点検・評価に関する規程」（提出資料 14）に基づき、定期的に自己点検・評価を実

施し、その結果を学科会議で点検している。 

幼児教育学科では幼稚園教諭二種免許・保育士資格を取得することができる。このこと

は大学案内（提出資料２Ｐ５）や本学ホームページ（提出資料 13）において明確に示している。また、

教育理念並びに人材育成上の目的を明確にするために、各科目に到達目標を定めシラバス
（提出資料 21）に明記している。 
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（b）課題 

 学科の教育目的は学則に明記しており、自己点検・評価時や学科会議で定期的に点検し

ているため現状では課題はない。 
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［区分］基準Ⅰ-B-2 学習成果を定めている。 

■基準Ⅰ-B-2 の自己点検・評価 

（a）現状 

学習成果については、学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針をホームページ （提

出資料７）で公開している。また、学習成果を図る指標については、試験・成績評価について

の「成績評価・試験に関する規程」（備付資料３Ｐ373）に明示するとともに、2014（平成 26）年

度には、経験値評価システムによるアセスメントを実施している。しかし、結果の公表に

ついては検討中である。 

本学は、建学の精神「捨我精進」のもと、「地域と共に歩む大学」として、地域に開か

れた大学づくりを推進してきた。2013（平成 25）年度には、併設大学が「〈地域〉と〈大

学〉をつなぐ経験値教育プログラム」で文部科学省の「地（知）の拠点整備事業」に採択

された。このプログラムでは、多様な地域課題のなかで「健康づくり」「学校教育」「生涯

学習」「子ども・子育て支援」を中心とした地域課題の解決に向けて、「知」の拠点として

の役割を強化した全学的な教育改革を行うことをめざしている。これは全学的な取り組み

であり、本学においても波及効果を期待されての採択であった。 

 本学の教育コンセプトである循環型の「経験値教育」（提出資料５）では、多面的に課題に

向き合う、社会に有用な人材の育成をめざしている。「経験値教育」の実質化にあたって、

尼崎市をフィールドとして地域志向導入科目「大学の社会貢献」を設け、尼崎市職員から

地域課題の講義を受け、調査・研究した後、提言を行う。また、人と人との「つながり」

を可視化することを一つの評価指標として、学生自らが「経験値」を自覚することができ

る新しい学習成果の評価システムを構築した。 

 「経験値」とは、教室で理論的なことを学んだ上で、地域での学びを通して、理論的な

ことが証明されること、理性的に考え納得できること、教室で学んだことが地域社会でど

う活かされるかを実感することで理論と実践が結びつき、さらに次の学びへと発展してい

く、「知識」を「知恵」へと変える力である。 

この「知識」を「知恵」に変える循環型の「経験値教育」を実質的なものとするために、

新しい評価システムを導入し、地域においてどれだけの「経験」を積み、人間力を高める

ことができたかということを学生が実感できる指標を策定する。 

経験値評価は、次の図≪Ⅰ－Ｂ－２－①≫のようにアセスメント（１年に一度の自己評

価）・プロジェクト評価（１年間の活動の評価）・つながり評価（正課・課外の活動の評価）

の３つの評価からなる。それぞれの評価についての詳細はア）～ウ）の通りである。 

 

≪Ⅰ－Ｂ－２－①≫ 
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ア）アセスメント 

１年に一度、学生の自己評価を実施する。評価基準については、次の表≪Ⅰ－Ｂ－２－

②≫の通りである。 

 

≪Ⅰ－Ｂ－２－② アセスメント基準≫ 

大項目 中項目 

主体性 

行動する力 

自分で決定する力 

学習する力 

意欲を持って取り組む力 

本気で取り組む力 

コミュニケーション力 

聴く力 

伝える力 

感情コントロール力 

気づく力 

相手指向で考える力（ホスピタリティ） 

自己を肯定する力 

自己を受容する力 

他者を受容する力 

客観力（状況把握力） 

好奇心を持つ力 

自他を受容する力 

協働する力（力を合わせて取り組み） 

責任力 

ストレスコントロール力 

可愛げ（親しみ力） 

共感力 

考える力 
自分で考える力（考える、課題を見つける） 

計画する力 

中項目について複数の質問項目を設けている。質問項目は 124 項目からなる。学生が５

段階で回答し、その結果は次の図≪Ⅰ－Ｂ－２－③≫のように示される。 
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≪Ⅰ－Ｂ－２－③≫ 
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また、教員には次の図≪Ⅰ－Ｂ－２－④・⑤≫のように示される。 

 

≪Ⅰ－Ｂ－２－④ 短大平均≫ 

 

≪Ⅰ－Ｂ－２－⑤ 短大平均≫ 
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項目の策定にあたっては、次の点に留意し、地域連携推進機構運営委員会で審議し、作

成した。 

 ・一般に広く社会で求められるスキル、能力、考え方を網羅する。 

・専門性の高い進路先で求められる項目を反映する。 

・実際の学生の課題等の現実を反映し、本学オリジナルであり、かつ、より実践的な効

果が期待できる項目を反映する。 

アセスメントの結果を蓄積し、分析することから、質問項目の内容や重点項目の配分等

を検証していく予定である。またアセスメント項目設定の具体例は次の通りである。 

・チームで動く際や他者と接する際の「相手視点」及び相手の気持ちに「気づく力」、

自分が思うことを伝えることができる「発信力」さらには「主体性」 

・社会に出ても生涯にわたって「学び続ける力」 

・社会に出て自分の意に反する中で将来の自分につながると気持ちを整え仕事に主体 

的に臨む「ストレス調整力」 

・お客様や園児の視点で理解できるようにコミュニケーションができる「ホスピタリ 

ティ」や相手の気持ちに「気づく力」 

・複雑な人間関係の中でうまくやっていく「主体性」「可愛げ」「共感力」「計画力」 

2014（平成 26）年度には本学の全学生を対象に「アセスメント」を実施した。結果に

ついては、次の表≪Ⅰ－Ｂ－２－⑥≫の通りである。 

 

≪Ⅰ－Ｂ－２－⑥≫ 

 短大 

平均 

幼児教育

学科 

2013 

幼児教育

学科 

2014 

生活文化

学科 

国際食文

化コース 

2013 

生活文化

学科 

国際食文

化コース 

2014 

生活文化

学科 

健康生活

コース 

2013 

生活文化

学科 

健康生活

コース 

2014 

生活文化

学科情報

デザイン

コース 

2013 

生活文化

学科情報

デザイン

コース 

2014 

１．主体性 

行動する力 3.36 3.49 3.42 2.99 3.24 3.40 3.13 2.68 3.33 

自分で決定す

る力 
3.36 3.52 3.38 2.76 3.24 3.44 3.22 3.04 3.46 

学習する力 3.25 3.47 3.26 2.59 2.99 3.46 3.15 2.58 3.46 

意欲を持って

取り組む力 
3.25 3.48 3.31 2.62 2.77 3.42 3.31 2.60 3.26 

本気で取り組

む力 
3.20 3.46 3.28 2.46 2.61 3.53 3.23 2.57 3.16 

主体性 3.28 3.48 3.32 2.67 2.97 3.45 3.20 2.69 3.35 

２．コミュニケーション力 

聴く力 3.34 3.66 3.41 2.45 2.55 3.28 3.44 2.73 3.50 

伝える力 3.24 3.59 3.39 2.28 2.14 3.46 2.96 2.66 3.38 

感情コントロ 3.19 3.45 3.30 2.33 2.09 3.50 3.35 3.00 3.42 
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ール力 

コミュニケー

ション力 
3.27 3.58 3.37 2.36 2.29 3.40 3.26 2.78 3.44 

３．気づく力 

相手志向で考

える力（ﾎｽﾋﾟﾀﾘ

ﾃｨ） 

3.40 3.71 3.55 2.39 2.26 3.55 3.73 3.00 3.68 

自己を肯定す

る力 
3.39 3.68 3.51 2.14 2.19 3.58 3.92 3.17 4.11 

自己を受容す

る力 
3.13 3.37 3.28 2.13 2.11 3.50 3.06 3.06 3.44 

他者を受容す

る力 
3.43 3.76 3.53 2.29 2.35 3.19 4.19 3.24 3.78 

客観力（状況把

握力） 
3.35 3.65 3.42 2.25 2.23 3.33 3.83 3.42 3.84 

好奇心を持つ

力 
3.41 3.79 3.47 2.24 2.24 3.71 3.67 3.08 3.89 

自他を受容す

る力 
3.39 3.71 3.47 2.22 2.24 3.67 3.83 3.28 3.80 

気づく力 3.38 3.69 3.48 2.25 2.24 3.51 3.79 3.16 3.82 

４．協働する力 

責任力 3.34 3.67 3.49 2.29 2.11 3.52 3.58 3.00 3.52 

ストレスコン

トロール力 
3.36 3.73 3.41 2.25 2.23 3.60 3.20 3.10 3.97 

可愛げ（親しみ

力） 
3.43 3.82 3.52 2.22 2.22 3.47 3.79 3.13 3.73 

共感力 3.40 3.77 3.56 2.24 2.24 3.38 3.54 2.94 3.57 

協働する力 3.39 3.75 3.50 2.25 2.20 3.49 3.57 3.05 3.70 

５．考える力 

自分で考える

力 
3.31 3.70 3.46 2.20 2.06 3.18 3.57 2.83 3.55 

計画する力 3.07 3.43 3.22 2.14 1.89 3.25 2.97 2.39 3.22 

考える力 3.18 3.55 3.33 2.17 1.97 3.22 3.24 2.59 3.37 

全体の平均 

 3.31 3.61 3.41 2.37 2.40 3.44 3.44 2.89 3.56 

※2013 は 2013 年度入学生、2014 は 2014 年度入学生 

 

イ）プロジェクト評価 

2016（平成 28）年度から開講される全学横断必修科目「つながりプロジェクト」（併設
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大学における科目）における一年間の活動を自己評価・連携先の評価をもとに教員が評価

を行う。演習の形態（フィールド型、集中講義等）にあわせて、中間評価、最終評価を検

討している。地域志向科目以外でも、PBL（課題解決型）科目におけるポートフォリオと

して、本学での使用も検討している。 

ウ）つながり評価 

学生の正課、課外の地域活動の報告をポートフォリオとしてデータベース化する。学生

は活動ごとに、連携先の目的、学生自身の目標、活動にあたって工夫した点、活動内容を

報告する。また、連携先である地域の方に学生の活動を５段階で評価してもらい、さらに

コメントをもらう。活動時間、つながりを持つことができた人の数、活動範囲（活動場所

Google マップにポイントされる）に応じてポイントを集積することができ、定量的に評

価を行う。活動内容を深めるとともに、定量的に示すことにより、学生の地域活動の活性

化をねらいとしている。 

 

学科ごとの状況については、次の通りである。 

〈１〉生活文化学科 

生活文化学科は建学の精神に基づき、教育目的を「衣食住を基盤とした生活文化に役立

つ実践科学的な知識と技能を修得し、あわせて人間性豊かな教養を身につけ、主体的で聡

明な生活者として社会に貢献できる自立した女性の育成」と学則第２条第２項 （提出資料６）

に明確に表明し、それに基づき学位授与の方針を次の通りに定め、学習成果と位置づけ本

学ホームページ （提出資料８）において表明している。 

生活文化学科では、卒業要件を満たし、以下の能力を修得した学生に卒業を認定すると

ともに学位「短期大学士（生活文化学）」を授与します。 

１．３コースを横断する学際的学習の総合科目を通して、生活に役立つ実践科学的な知

識と技能を修得し、主体的で聡明な生活者として地域社会に貢献することができ

る。 

２．専門科目の学びを通して、食文化、健康生活、情報社会に指導的な役割を発揮する

ことができる。 

コースの取得資格については、国際食文化コースでは製菓衛生師国家試験受験資格・フ

ードスペシャリスト受験資格、健康生活コースでは健康運動実践指導者受験資格・フード

スペシャリスト受験資格・エアロビックダンス準指導員〈JAF 認定〉受験資格、情報デザ

インコースでは上級情報処理士・web デザイン実務士・上級秘書士・上級秘書士（メディ

カル秘書）・医事管理士・医療管理秘書士・Microsoft Office Specialist（MOS）などが

ある。 

生活文化学科の学習成果を示す指標はシラバスに学習目標、授業の概要、到達目標、授

業計画、評価基準を明確に記している。その評価は科目担当者が定期試験、小テスト、レ

ポート、授業での取り組みなど総合的に行っている。また、本学の教育のコンセプト「経

験値教育」に係る評価システムについては 2014（平成 26）年度から導入し実施した。経

験値評価とは、教室で学んだことを地域社会で実践し、実践を通して様々な経験を積み、

人間力を高めることができたのかを学生が実感し反省するための自己アセスメントであ

る。大項目として「主体性」「コミュニケーション力」「気づく力」「協働する力」「考える
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力」の５項目が設定され、124 のアセスメント項目がある。 

また、生活文化学科のカリキュラムに「生活文化研究」がある。この科目は卒業論文に

相当するものと位置づけ、２年次生が各人のテーマに沿って１年かけ仕上げ、第２学期の

12 月の期日に提出し、発表することを義務づけている。さらに、コースごとに要旨集 （備

付資料２）も作成している。この研究は国際食文化コースの発足した 1993 年（平成５）から

実施しており、その後 2004（平成 16）年に生活文化学科全コースに取り入れ、学科の学

習成果の最終の到達目標と位置づけている。 

〈２〉幼児教育学科 

幼児教育学科は建学の精神に基づき、教育目的を「子どもの総合的な理解を深め、保育

の専門性を修得することにより、子どもを取り巻く環境の変化に対処できる保育実践力を

持った人材の育成」と学則第２条第２項 （提出資料６）に明確に表明し、それに基づき学位授

与の方針を次の通りに定め、学習成果と位置づけ本学ホームページ （提出資料９）で学内外に

表明している。 

幼児教育学科では、卒業要件を満たし、以下の能力を修得した学生に卒業を認定すると

ともに学位「短期大学士（教育学）」を授与します。 

１．保育に関わる専門教育科目を通じて、専門職としての基本的な知識や保育技術を 

身に付け、子どもを総合的に理解することができる。 

２．実習を通して、実践的な保育技術、専門職としての倫理観を身に付け、子どもを取

り巻く地域社会での環境の変化に適切に対処することができる。 

幼児教育学科の学習成果は、卒業（短期大学士の取得）と同時に幼稚園教諭二種免許及

び保育士資格の取得で確認される。 

学習成果を量的・質的データとして測定する仕組みは、自己評価と客観評価の２種類が

ある。 

自己評価に関しては経験値評価で測定される。この経験値評価システムは 2014（平成

26）年度から本学の学生全員を対象として実施された。 

客観的評価に関しては学業成績で測定される。シラバスに、授業の到達目標、概要、授

業計画、評価基準を明記しており、科目担当者が成績評価という形で学習成果を測定して

いる。これらの科目評価とは別に、幼稚園教諭二種免許及び保育士資格の質的担保という

観点から、①実習評価、②多欠席者、退学･休学者数、③就職率、④幼稚園教諭･保育士登

録者数を学習成果の指標(目標到達度の判断)として活用している。これらの学習成果に関

する量的データについては、それぞれの部署[①実習評価（実習支援室）、②退学･休学者

数(教務課･学科)、③就職率（キャリア支援課）、④幼稚園教諭･保育士登録者数（教務課）]

が管理保持し、学科との連携で質的分析を行っている。 

このような教員からの測定評価を相対化させるために、全学的な授業アンケート調査が

実施されている。これは学生による授業評価であり、担当教員は学生のコメントに対する

応答責任がある。集計結果に関しては学部長、学科長が総括を行っている。さらに、授業

アンケート調査の結果をふまえ、学生と教員を交えた「教員と学生による授業について話

し合う会」が学科ごとに開催されている。これらの取り組みは、学生の視点から学習成果

を測定評価する仕組みであると同時に学習成果の定期的な点検の役割も果たしている。 

学習成果の定期的点検に関しては次のような対応を講じている。①実習評価と②多欠席

55 
 



園田学園女子大学短期大学部 
 
者、退学･休学者数に関しては、継続的かつ随時に点検を実施している。学科会議(毎週)

及び実習対策検討会(実習の事前･事後指導を目的とし年８回実施)を実施して（キャリア

支援課職員も出席）、学生の学習成果(目標到達度)、出席状況、日常生活態度、就職内定

状況を確認し、課題の明確化と対応の迅速化に努めている。③就職率と④幼稚園教諭･保

育士登録者数に関しては、年度末にその結果が判明するので、経年比較をふまえ、成果と

問題点を確認し来年度への取り組みを検討している。 

 

（b）課題 

 学習成果を測る量的データとして、GPA 制度を導入する必要がある。また、学習成果と

しての資格取得が質的に保証される教育内容になっているかどうかを検証する仕組みが

十分ではなく、全学的な整備（教学 IR）が必要である。 
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［区分］基準Ⅰ-B-3 教育の質を保証している。 

■基準Ⅰ-B-3 の自己点検・評価 

（a）現状 

学校教育法、短期大学設置基準等の関係法令の変更などを適宜確認し、法令遵守に努め

ている。関係法令に変更があった場合は、情報入手部署から関係する学科、部署への周知

が図られる。必要に応じて、学科と関係部署が連携を取って、学則変更、規程の変更等に

対応している。例えば、2014（平成 26）年度は 2015（平成 27）年度より施行される学校

教育法及び学校教育法施行規則改正に基づき、企画運営部より各部署に改正内容を通知し、

そして改正に伴い各部署が所管する規程等についての改正を促した。 

本学では、100点法の学習成績に加え、経験値評価を行い修得できる力を測定している。

経験値とは、学生が学内外で経験を積むことにより、どれだけ人間力を高めることができ

たかというアセスメントである。2014（平成 26）年度には３つの経験値評価の中でアセ

スメント（124 項目）を実施している。 

生活文化学科では次の通り、教育の質を保証している。 

学習成果の査定は、「科目レベル」、「教育課程レベル」、「機関レベル」で実施している。 

各科目の学習成果においては、シラバスに記載されている「授業の到達目標」に達して

いるか、筆記試験、レポート試験、実技試験結果から学生が獲得した知識、技能を査定し

ている。また、学生による授業評価結果の「授業内容の理解度・満足度」からも、学習成

果を査定している。 

２年間の学習成果においては、資格取得状況、資格試験合格率、専門就職率（各コース

の専門科目で修得した知識・技術を生かせる就職）、卒業制作発表作品、生活文化研究、

地域連携活動への取り組みの姿勢と活動内容から、各科目で修得した知識・技能の活用能

力を査定している。 

本学の教育コンセプトである経験値教育においては、経験値評価によるアセスメント、

就職先からの卒業生に対する評価、卒業生アンケート調査結果から、学習成果を査定する

とともに学習成果が学生のニーズ、社会のニーズに適合しているかも査定している。 

以上の連続した評価により、生活文化学科は学習成果を焦点とする査定の手法を有して

いると考える。 

生活文化学科では教育の向上・充実のために次に示す PDCA サイクルを有している。 

教員が授業のテーマ、到達目標、授業計画、準備学習の指示等を明記したシラバスを作

成し、授業を実施する。その後、科目の学習成果・２年間の学習成果・経験値教育による

学習成果の査定、年度末に実施する「人事考課」での教育実績に関する自己点検・評価、

全学的に実施する自己点検・評価、FD 活動の一環として行う「授業アンケート」の結果、

「教員と学生による授業について話し合う会」での学生 FD 委員と学科教員との意見交換、

などを通して確認する。それを受け、各教員、学部長、学科長による授業改善策の作成と

公開、自己点検・評価報告における改善策を検討する。 

全学的に実施する自己点検・評価では、部門別自己点検・評価委員会の点検・評価を受

けて、全学自己点検・評価委員会による評価が行われている。全学自己点検・評価委員会

による評価では、問題点の指摘や改善の進捗状況を客観的に評価し、必要に応じて追記を

求める。以上の作業の実施により、生活文化学科は教育の向上・充実のための PDCA サイ
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クルを有していると言える。 

 また、幼児教育学科では次の通り、教育の質の保証をしている。 

学習成果は幼稚園教諭二種免許及び保育士資格の取得で確認される。学習成果の質的保

証は幼稚園教諭及び保育士の質的保証につながり、幼稚園教諭及び保育士養成課程の質的

評価に直結する。両資格は国家資格でありながら学科の評価で授与されるため、学習成果

のアセスメントにおける学科の社会的責任は大きい。 

学習成果のアセスメントに関しては、シラバスに明確な評価基準が記載されている。 

一般科目(講義や演習)では、授業の到達目標、概要、授業計画がシラバスに明記され、

成績評価に関しては、筆記試験やレポート試験での評価、筆記試験あるいはレポート試験

と授業内発表での評価、複数回の授業内小試験での評価など教科により多様であるが、教

科の特徴を活かし明確に表記されている。 

実習科目では、実習は講義や演習で学んだことを現場で実践し知識や技術の修得状況を

確認する機会と捉えている。幼稚園実習のアセスメントは評価項目が８項目（保育指導３

項目、事務処理２項目、人格資質３項目）あり、それぞれ優・良・可・不可で評価される。

その４つの評価を集計して総合判定とし、優・良・可・不可で示される。保育実習のアセ

スメントは保育士養成協議会が作成した評価基準に基づいている。その理由としては、①

他大学も同様の実習評価基準を使用しており実習園は同じ基準で公平な評価ができるこ

と、②評価項目が具体的かつ実践的であり何が評価され問題なのかが分かりやすく、学生

の自己評価及び教員の指導目標への活用が期待できること、③５段階評価によりＤ評価

(努力を要する)の下にＥ評価(一層の努力を要する)があることで、学習到達度の不十分な

学生の問題点が明確になることが挙げられる。さらに実習評価表は、幼稚園教育実習、施

設別（保育所、児童福祉施設）、段階別（保育実習Ⅰ、保育実習Ⅱ･Ⅲ）に５種作成した。

実習園からの「実習生への指導、助言」の欄を広くとり、総合評価の内容をより的確に把

握できるように努めた。 

実習評価には、アセスメント指標に基づく客観的評価と実習訪問指導による質的評価が

ある。実習訪問指導では、まず実習担当者と面談し実習生の評価を確認する。その後実習

生と面談を行い、最後にもう一度実習担当者と面談して実習後半の取り組みや指導につい

て意見交換を行う。実習担当者との実習評価に関する意見交換では、実習評価表による客

観的評価では伝えられない部分を確認するとともに、「経験値評価」のアセスメント項目

である①主体性（行動する力・学習する力・意欲を持って取り組む力）、②コミュニケー

ション力（感情コントロール力）、③気づく力（自己を肯定する力・他者を受容する力・

状況把握力）、④協働する力（責任力・共感力）、⑤考える力（自分で考え課題を見つける

力・計画する力）についても確認している。本学では、保育所実習については１年次の

11 月（80 時間実習）と２年次の９月（１年次の 11 月に実習をした同じ保育所）に実習を

しており、また幼稚園実習については２年次の６月に４週間連続で実習をしている。その

ため学生の成長度が、実習園にとってはより明確に把握でき、学生本人にとっても自己評

価がより客観性を伴うことになる。 

実習評価表は実習事後指導の個別懇談において学生に提示し、自己評価と実習園からの

評価を比較検討させ、課題と目標の明確化に取り組んでいる。なお、実習評価はこれらの

実習園からの実習評価表による評価と実習訪問教員による実習園からの聞き取り、さらに
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実習生の意見（実習園の対応）を加味して評価を行う。 

このような教員からの一方的な測定評価を相対化させるために、全学的な授業アンケー

ト調査が実施されている。これは学生による授業評価であり、担当教員は学生のコメント

に対する応答責任がある。集計結果に関しては学部長、学科長が総括を行っている。さら

に、授業アンケート調査の結果をふまえ、学生と教員(学科長も参加)を交えた「教員と学

生による授業について話し合う会」が学科ごとに開催されている。その内容は学科長より

学科会議で報告され、今後の授業計画の質的向上に役立てられることになる。これらの取

り組みは、学生の視点から学習成果を査定する仕組みであると同時に教育の向上・充実の

ための PDCA サイクルの役割も果たしている。 

教育の向上･充実のための PDCA サイクルでは、科目全般では FD 委員会による授業アン

ケート等の結果を担当教員に報告し、授業内容(教育)の向上に努めている。実習科目では、

実習担当者と実習支援職員による実習会議が毎週実施され学生の動向を確認する。これら

は学科会議で報告され他の教員からの情報提供を得てより的確な把握に努め、学習到達度

が不十分あるいは学習意欲の弱い学生に対する個別指導を行う。実習の前後には実習対策

検討委員会が実施され（学科全員）、実習前には実習訪問での個別指導の内容を共通認識

するとともに、実習後には実習訪問での指導内容の報告と実習評価表を確認しながら、次

段階の実習に向けて、個別指導が必要とされる学生の指導を行っている。 

 

（b）課題 

GPA 制度が導入できていないため、成績評価は各科目担当者に任せられており、客観的

な評価基準（ルーブリック評価など）が構築できていない。 

本学独自の経験値評価は、３つの指標によるものであるが、アセスメントのみ導入して

いるため、つながり評価及びプロジェクト評価の実施を検討しなければならない。 
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■テーマ 基準Ⅰ-B 教育の効果の改善計画 

＜Ⅰ－Ｂ－２及びⅠ－Ｂ－３について＞ 

2015（平成 27）年度新入生より GPA 制度を導入し、学習成果の指標としての GPA をど

のように学生指導や教育課程の編成に活用していくかについて検討する。このことは経験

値評価でも同様であり、アセスメントをはじめ、学習成果の量的・質的データの蓄積と分

析を行う。 

 

■提出資料（番号と資料名） 

２ 大学案内 2014 

５ ホームページ「経験値教育」 

（http://www.sonoda-u.ac.jp/university/trait.html） 

６ 園田学園女子大学短期大学部学則 

７ ホームページ「短期大学部・教育方針」 

（http://www.sonoda-u.ac.jp/Information_disclosure/policy/policy_tandai.html） 

８ ホームページ「生活文化学科・教育方針」 

（http://www.sonoda-u.ac.jp/Information_disclosure/policy/policy_seibun.html） 

９ ホームページ「幼児教育学科・教育方針」 

（http://www.sonoda-u.ac.jp/Information_disclosure/policy/policy_tanyo.html） 

10 ホームページ「生活文化学科国際食文化コース・めざす進路と資格」 

（http://www.sonoda-u.ac.jp/seikatsu/course01.html） 

11 ホームページ「生活文化学科健康生活コース・めざす進路と資格」 

（http://www.sonoda-u.ac.jp/seikatsu/course02.html） 

12 ホームページ「生活文化学科情報デザインコース・めざす進路と資格」 

（http://www.sonoda-u.ac.jp/seikatsu/course03.html） 

13 ホームページ「幼児教育学科・めざす進路と資格」 

（http://www.sonoda-u.ac.jp/tanyou/course.html） 

14 園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大学部の自己点検・評価に関する規程 

21 平成 26 年度シラバス 

 

■備付資料（番号と資料名） 

２ 2014 年度生活文化研究（各コース要旨集） 

３ 例規集 
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［テーマ］基準Ⅰ-C 自己点検・評価 

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

努力している。 

■基準Ⅰ-C-1 の自己点検・評価 

（a）現状 

自己点検・評価のための規程として、「園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大学

部の自己点検・評価に関する規程」（提出資料 14）を 2006（平成 18）年度に制定した。規程の

第２条で「自己点検・評価は、本学の社会的責任を遂行するために、教育研究活動と管理

運営の現状を適正に把握し、大学・学部の理念及び目標との関連において体系的に点検・

評価することを通して、教育研究活動の質的向上と管理運営の効率化を図ることを目的と

する」と定め、規程に基づき全学自己点検・評価委員会（学部長、事務局部長から構成）

と、部門別自己点検・評価委員会（全学自己点検・評価委員会の構成員の他、附置・附属

機関長、学科長、課長、教職員数名で構成）を設置している。全学自己点検・評価委員会

では自己点検・評価に関する基本方針を決定し、部門別自己点検・評価委員会の委員が中

心となり基本方針に基づき各部署における自己点検・評価活動を毎年度実施している。（備

付資料４） 

自己点検・評価は、まず当該年度の前年度 11 月頃に、法人本部が予算書・事業計画書

を策定する時期に、各部署（部門別自己点検・評価委員が中心となる）が目標を設定する。

設定された目標を全学自己点検・評価委員会で確認後、各部署はそれぞれの事業を推進す

る。当該年度末には各部署が目標に基づき推進した事業について点検・評価を実施する。

その後、全学自己点検・評価委員会から指名された「点検作業部会」（教育職員２名・事

務職員２名からなるグループを計４つ、１グループ５部署程度を担当）が各部署の点検・

評価の妥当性や整合性等を確認し、確認の結果を全学自己点検・評価委員会に提出し、承

認を受けて各部署に戻している。それを受け各部署は次年度の事業に反映させ、推進する

仕組みとなっている。年度末には自己点検・評価結果を「園田学園女子大学・園田学園女

子大学短期大学部自己点検・評価報告書」としてまとめ、学長に提出している。なお、こ

れらの自己点検・評価に関する事務は企画運営部が担っている。 

上記の点検作業部会は、自己点検・評価の理解者を増やすことを目的として、2011（平

成 23）年度から設置している。これまで点検作業部会を経験した教職員は約 30 名で、様々

な教職員が関わることのできる体制となっており、理解者を増やすことができている。ま

た、学科では自己点検・評価の際、項目ごとに担当者を決め、担当者は目標の設定から点

検・評価までを実施するため、全教員が関わることのできる体制となっている。 

 

（b）課題 

全教職員が自己点検・評価に対する認識・理解を深めていくための FD 及び SD の充実が

必要である。 
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■テーマ 基準Ⅰ-C 自己点検・評価の改善計画 

全学にわたる改善すべき点を明確にし、全教職員の共通理解のもと事業計画とリンクさ

せながら各部署が主体的に改善できるようにする。 

 

■提出資料（番号と資料名） 

14 園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大学部の自己点検・評価に関する規程 

 

■備付資料（番号と資料名） 

４ 自己点検・評価報告書（平成 24 年度～平成 26 年度） 

 

■基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果の行動計画 

＜Ⅰ－Ａ及びⅠ－Ｃについて＞ 

2015（平成 27）年度 

・５月の理事会で 2015（平成 27）年度から 2017（平成 29）年度の経営改善計画を決

定する。 

・経営改善計画に基づき、教学部門の改善計画を策定する。 

＜Ⅰ－Ｂについて＞ 

2015（平成 27）年度 

・GPA 制度を導入する。 

・経験値評価のつながり評価を推進していくとともに、プロジェクト評価の該当科 

目の検討を行う。 

・教学 IR 整備のための検討に入る。 

2016（平成 28）年度 

・経験値評価システムの３つの指標を推進する。 

 

◇基準Ⅰについての特記事項 

（1）以上の基準以外に建学の精神と教育の効果について努力している事項。 

学習成果の指標について、本学独自の経験値評価を導入している。 

 

（2）特別の事由や事情があり、以上の基準の求めることが実現（達成）できない事項。 

 特記事項なし。 
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【基準Ⅱ 教育課程と学生支援】 

■基準Ⅱの自己点検・評価の概要 

建学の精神及び教育理念に基づき、各学科において学位授与の方針を定めており、これ

ら及び各学科に関連する免許・資格の要件に対応させながら学習成果を定めている。 

学位授与の方針に対応した教育課程編成・実施の方針は全学及び学科ごとに定め、「共

通科目」と「専門科目」に分けて体系的に教育課程を編成している。「共通科目」は、「社

会」「国際交流」「人間」の３分野に分かれ、豊かな、幅広い教養を身に付けることを目的

にバランスのとれた教養教育の実践を図っている。「専門科目」は、学科ごとに専門職に

係る知識と技能が習得できるよう編成している。 

また、卒業要件や学位授与、成績評価は学則、「成績評価・試験に関する規程」に明記

している。なお、入学者の受け入れについては、全学的な入学者受け入れの方針を定め、

それをもとに学科ごとの方針を定め、ホームページや印刷物に記して受験生に表明してい

る。入学者選抜の方法については、方針をもとに適正に実施している。 

学習成果の評価は、シラバスに到達目標や評価基準を明記することによって把握してい

る。科目担当者は成績により学習成果や教育効果を測定するとともに、教育内容を詳細に

学生に提示するため、学士力を基準に観点別の到達目標を明示し、科目間の教育内容の精

査を図っている。さらに、アセスメント、プロジェクト評価、つながり評価からなる経験

値評価を設定し、総合的な人間力を計る指標を設定している。学習成果を検証するための

卒業生の進路先からの評価及び卒業生に対するアンケートは不十分ながら調査を開始し

たところである。 

学習成果の獲得に向けて、教員及び事務職員は、「授業アンケート」や「教員と学生に

よる授業について話し合う会」を中心とした FD・SD 活動の実施、各部署で学習環境の整

備に係る取り組みを行っている。学生生活の支援については、2014（平成 26）年度に「園

田学園女子大学・園田学園女子大学短期大学部 学生支援基本方針」（2015（平成 27）年

度学生ハンドブックに掲載予定）を定めており、豊かな人格形成に資する学生生活を支援

する観点から、学生をめぐる現状と課題を踏まえ、「学生生活の場として大学に求められ

る学生支援・学習環境整備」と「社会や学生から大学教育に求められる多様なニーズに対

応する総合的な学生支援」を念頭に置き、「学生の視点に立った大学教育」の充実を図る

ことを目的」とし、学生の主体性を尊重し、一人ひとりを大切にした、入学から卒業に至

るまでの「総合的な学生支援」を組織的に行うことによって、学生自身の自立を促し、帰

属意識を醸成し、責任ある行動がとれるよう目指している。この方針に基づき、学修支援、

生活・健康支援、キャリア・就職支援、自立と責任感を醸成する支援、個人が尊重される

支援に取り組んでいる。 

本基準の課題として次の点が挙げられる。まず、学位授与の方針を定めているものの学

則に明記することができていない。次に、教育課程の編成上、養成課程を教育課程内に含

んでいることから共通科目の設定が十分ではなく、見直しが必要である。さらに、成績評

価は、各科目担当者が各自で指標を定めているため、必ずしも平準化されていない。また、

経験値評価については、３つの指標を有効に活用することをめざしている。加えて、卒業

生と卒業生の就職先からのアンケート調査の仕組みを確立しなければならない。 

学生支援については、FD 活動の活性化、基礎学力が不足する学生や学習上の悩みを持

様式 7－基準Ⅱ 
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つ学生を支援する仕組みの確立、経済的な支援等、学生の多様化にともない複雑化する対

応に、きめ細やかに対応することが課題である。 

2015（平成 27）年度、学位授与の方針を学則に明文化するとともに、学生には年度初

めのオリエンテーション時に学位授与の方針を伝え、学習目標を認識させる。教育課程に

ついては、短期大学部共通科目、生活文化学科の新教育課程を 2015（平成 27）年度に検

討し、2016（平成 28）年度より実施する。また、学習成果を検証する取り組みとして、

卒業生や卒業生の進路先への調査を実質化させる。 

 学修支援としては、FD 委員会、学生 FD 委員会を中心に、新入生にむけてのアスクカウ

ンターの設置やラーニングアシスタント（LA）の導入を 2015（平成 27）年度に試行する。

また、ワークスタディの意義を浸透させ、学生が学生のサポートを行えるピアサポートが

実現できるよう、支えあい活気のある大学をめざす。 
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［テーマ］基準Ⅱ-A 教育課程 

［区分］基準Ⅱ-A-1 学位授与の方針を明確に示している。 

■基準Ⅱ-A-1 の自己点検・評価 

（a）現状 

 本学では学位授与の方針を全学及び学科ごとに定めており、全学の学位授与の方針を次

の通りに定め、本学ホームページ （提出資料７）において明確に表明している。 

短期大学部では、卒業要件を満たし、以下のことを修得した学生に卒業を認定するとと

もに学位を授与します。 

１．社会人として求められる基礎力と専門知識・技能を備えている。 

２．創造性と柔軟性に基づく実践力・応用力を備えている。 

３．自主的精神と国際的視野を持った生活人として地域社会に貢献する態度を備えて 

いる。 

４．共通科目を通して、社会・国際交流・人間に対する豊かな教養と基礎的な学習能力

を養い、積極的に社会に参加することができる。 

学則（提出資料６）には学位授与の方針を規定していないが、第 10条に「試験及び成績評定」、

第 11 条に「単位の授与」、第 11 条の６に「卒業要件」、第 12 条に「卒業」、第 12 条の２

に「短期大学士の学位」、第 12 の３に「取得できる資格等」を明確に示しており、ホーム

ページからも学内外に表明している。 

 併設大学が「地（知）の拠点整備事業」に採択されたことを受け、地域社会に貢献でき

る人材育成をめざすため、2013（平成 25）年度に学位授与の方針の一部を見直した。学

位授与の方針は大学を取り巻く社会情勢の変化に対応して、毎年実施している自己点検・

評価時に定期的に点検している。 

  

学科ごとの状況については、次の通りである。 

〈１〉生活文化学科 

生活文化学科では学位授与の方針を次の通りに定め、本学ホームページ （提出資料８ ）にお

いて明確に表明している。 

生活文化学科では、卒業要件を満たし、以下の能力を修得した学生に卒業を認定すると

ともに学位「短期大学士（生活文化学）」を授与します。 

１．３コースを横断する学際的学習の総合科目を通して、生活に役立つ実践科学的な 

知識と技能を修得し、主体的で聡明な生活者として地域社会に貢献することができ

る。 

２．専門科目の学びを通して、食文化、健康生活、情報社会に指導的な役割を発揮する

ことができる。 

学位授与の方針は、学習成果に対応している。専門科目の学びを通して、国際食文化コ

ースは製菓衛生師国家試験受験資格・フードスペシャリスト受験資格、健康生活コースは

健康運動実践指導者受験資格・フードスペシャリスト受験資格・エアロビックダンス準指

導員〈JAF 認定〉受験資格、情報デザインコースは上級情報処理士・web デザイン実務士・

上級秘書士・上級秘書士（メディカル秘書）・医事管理士・医療管理秘書士・Microsoft 

Office Specialist（MOS）などの学習成果を獲得し、その資格を活かして食文化、健康生
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活、情報社会の各分野で活躍が期待できる人材に学位を授与する。 

少子高齢化の続く日本では、健康長寿を全うするために全ての世代で生活習慣の健全化

が求められている。衣食住の生活全般を健全に運営することのできる実践科学的な知識と

技能を修得した生活者としての能力が必要であり、学位授与の方針は現代社会が最も必要

とする人材と一致する。食文化、健康生活、情報社会で指導的な役割を発揮して、地域社

会に貢献できる女性、仕事と家庭の両立が可能な生活者としての能力を持った女性であり、

これは社会に対して十分通用性があると考える。 

〈２〉幼児教育学科 

幼児教育学科では学位授与の方針を次の通りに定め、本学ホームページ （提出資料９ ）にお

いて明確に表明している。 

幼児教育学科では、卒業要件を満たし、以下の能力を修得した学生に卒業を認定すると

ともに学位「短期大学士（教育学）」を授与します。 

１. 保育に関わる専門教育科目を通じて、専門職としての基本的な知識や保育技術を身

に付け、子どもを総合的に理解することができる。 

２. 実習を通して、実践的な保育技術、専門職としての倫理観を身に付け、子どもを取

り巻く地域社会での環境の変化に適切に対処することができる。 

学位授与の方針は、学習成果に対応している。専門科目の学びと実習を通して子どもの

総合的な理解を深め、保育の専門性を修得することにより保育実践力を獲得し、幼稚園教

諭、保育士の資格を活かして社会で活躍できる人材に学位を授与する。 

昨今、働く女性の増加や家庭環境の多様化により、幼児教育を重視する親が増加してお

り、子どもを保育所や幼稚園に期待を持って入園させる親が増え、また、社会では、子ど

もを総合的に理解し、親子に適切に対応できる保育者が求められている。幼児教育学科で

はこれらに十分応えられる人材を養成し社会に送り出していることから、学位授与の方針

と一致し、社会的に通用性があると考える。 

 

（b）課題 

学位授与の方針を学則に明記していない。 
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［区分］基準Ⅱ-A-2 教育課程編成・実施の方針を明確に示している。 

■基準Ⅱ-A-2 の自己点検・評価 

（a）現状 

 本学では教育課程編成・実施の方針を全学及び学科ごとに定めており、全学の教育課程

編成・実施の方針を次の通りに定め、本学ホームページ （提出資料７ ）において明確に表明し

ている。 

短期大学部では、ディプロマポリシーを受け、学科の特色ある教育に繋げるよう、カリ

キュラムを編成し実施します。 

１．学部共通科目では、「社会」「国際交流」「人間」の３分野を設け、地域社会で求め

られる基礎力と、豊かな人間性を育む。 

２．学科科目として、生活文化学科においては学科総合科目とコース専門科目を、幼児

教育学科においては学科専門教育科目をそれぞれ設置し、専門知識と技能を養う。 

本学の教育課程においては「共通科目」と「専門科目」に分けて体系的に編成し、「履

修の手引き」（提出資料 22・23）に詳しく示している。豊かな、幅広い教養を身に付けることを

目的に「共通科目」を設置し、「社会」「国際交流」「人間」の３分野に分かれ、それぞれ

修得すべき単位数を定めて、バランスのとれた教養教育の実践を図っている。また、「専

門科目」については、学科ごとの状況で記述する。 

本学のシラバス （提出資料 21）は、全学的に統一され、2010（平成 22）年度より紙媒体のも

のを廃止し、web 化を行った。web シラバスに関しては、本学ホームページ、学内イント

ラネット、学生ポータルサイトにおいて公開し、教学支援部教務課では、プリントアウト

したものを設置している。シラバスの内容は、授業形態・講義のテーマ・授業の到達目標

（2013（平成 25）年度までは学習目標)・授業の概要・授業計画・準備学習・テキスト・

参考書（参考資料等）・成績評価・伝達と指示を明示している。教務委員及び各コースの

代表教員が中心となりシラバスチェックを行い、修正期間を設け、各教員が再度シラバス

の修正、確認を行ったことにより、記載漏れや記載の不備が減少し、シラバスに必要な項

目はほぼ 100％明記されている。さらにシラバスの内容の充実を図るため、2013（平成 25）

年度以降、準備学習を授業計画の中にも入れ込み、各回の授業内容に対応させた具体的な

準備学習を明記している。シラバスは次の図≪Ⅱ－Ａ－２－①≫の通りである。 
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≪Ⅱ－Ａ－２－① シラバスサンプル≫ 
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成績評価については学則 （提出資料６）、「成績評価・試験に関する規程」（備付資料３Ｐ373）や学

生ハンドブック （提出資料１Ｐ19）に明示している。シラバス作成時には成績評価を「評価の方

法、評価の内容、評価の基準を必ず定め、総合的に評価する等の表現は避け、具体的に割

合を記すこと」としている。2014（平成 26）年度からは 100 点法の成績評価を実施して

いる。さらに、2014（平成 26）年度のシラバス作成から、各教員が教科の到達目標を定

め、その目標に対する学習成果の達成度を評価する際、どこに着目するのか、具体的な評

価の基準を明示している。 

  

学科ごとの状況については、次の通りである。 

〈１〉生活文化学科 

生活文化学科では教育課程編成・実施の方針を、学位授与の方針に対応させ、次の通り

に定め、本学ホームページ （提出資料８）において明確に表明している。 

１．総合科目は、衣食住を基盤とした生活文化に役立つ実践科学的な知識と技能の育成 

を目指す。 

２．専門科目は、  

①食に関する専門知識や技能を身につけ、食生活をめぐる諸問題に実践的に対処・解決

できる能力や資質を育成する。  

②健康で豊かな生活を営むために、健康に関する専門的知識と技能を修得し、家庭と地

域における健康生活の形成と増進に役立つ人材を育成する。  

③社会の情報化に対応し、高度な専門性と技術を備え、主体的かつ創造的に対応できる

情報活用能力および社会人基礎力を育成する。 

生活文化学科の「専門科目」には、衣食住を基盤とした生活文化に役立つ実践科学的な

知識と技能の修得をめざした３コースを横断する学際的学習の授業科目を「総合科目」と

称して配置している。その上で、各コースで取得できる資格を明示し、その資格が取得で

きるよう授業科目を適切に配置しており、各コースの育成する人材に必要な資質・能力を

修得できるように、学習成果に対応した、分かりやすい授業科目を編成している。また、

科目担当者においては、文部科学省や厚生労働省に定められた設置基準に準拠し、資格や

業績を基にした配置を行っている。その資格審査は短期大学部教員資格審査委員会が行っ

ている。この委員会は短期大学部長を委員長とし、各学科より学科長と教授１名ずつが加

わり、計５名で構成している。専任教員、非常勤講師採用時には、大学院修士課程修了又

はこれと同程度以上の研究業績を有すると認められる者を公募し、資格・業績を重視して

教員資格審査委員会で候補者を決定する。その後、候補者を学長に推薦し教授会の審議を

経て、さらに候補者を理事長に上申し採用を行い、その専門性に基づいて担当科目を決定

する。例えば国際食文化コースでは製菓衛生師法施行規則に準拠し、製菓衛生師を取得し

た教員３名を配置して専門科目を担当している。 

生活文化学科では学科会議において、資格取得状況、就職状況、教育課程上の問題点等

を点検、検討することにより、教育課程の見直しを毎年定期的に行っている。 

〈２〉幼児教育学科 

幼児教育学科では教育課程編成・実施の方針を、学位授与の方針に対応させ、次の通り

に定め、本学ホームページ （提出資料９）において明確に表明している。 
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１．実習を中心とした実践的な専門教育科目では、保育・教育に携わる専門職として必要

な実践力を養成する。 

２．専門教育科目および特別実習（発達障害児支援実習、こども音楽療育実習）では、さ

らに専門職としての能力を向上させる。 

３．地域の保育所や幼稚園との連携による体験授業では、子育て支援や預かり保育も体 

験し、地域課題への取り組みに対する理解を深め、より実践的な保育を身に付ける。 

幼児教育学科の「専門科目」には、取得できる資格を明示し、それが可能となるよう授

業科目を分かりやすく適切に配置している。保育・教育者として必要な資質・能力を修得

できるように、また学習成果が上がるように対応した授業科目で編成している。 

科目担当者においては、文部科学省や厚生労働省に定められた設置基準に準拠し、資格

や業績を基にした配置を行っている。その資格審査は短期大学部教員資格審査委員会が行

っている。この委員会は短期大学部長を委員長とし、各学科より学科長と教授１名ずつが

加わり、計５名で構成している。専任教員、非常勤講師採用時には、大学院修士課程修了

又はこれと同程度以上の研究業績を有すると認められる者を公募し、資格・業績を重視し

て教員資格審査委員会で候補者を決定する。その後、候補者を学長に推薦し教授会の審議

を経て、さらに候補者を理事長に上申し採用を行い、その専門性に基づいて担当科目を決

定する。 

幼児教育学科では学科会議において、学生の資格取得状況、就職状況、教育課程上の問

題点等を点検、検討することにより、教育課程の見直しを毎年行っている。近年、保育所・

幼稚園では発達障害のある子どもの入所・入園が増えてきた。このような子どもに対応で

きる基本的知識や技術を習得するために、2010（平成 22）年度より「発達障害児支援実

習」（20～30 名）の実施に取り組んだ。加えて知識と技術の向上をめざして 2013（平成

25)年度から「こども音楽療育士」の資格が取得できるよう教育課程を見直した。 

 

（b）課題 

大学（全学）共通科目、短期大学部共通科目を設定し、教育課程を編成しているが、生

活文化学科、幼児教育学科とも養成課程を教育課程内に含んでいるため、時間割編成上、

学科毎に開講されることが多い。また、複雑化する社会情勢に対応させるために、生活文

化学科の３コース体制を見直し、教育課程の再編を進める必要がある。 
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［区分］基準Ⅱ-A-3 入学者受け入れの方針を明確に示している。 

■基準Ⅱ-A-3 の自己点検・評価 

（a）現状 

本学では入学者受け入れの方針を全学及び学科ごとに定めており、全学の入学者受け入

れの方針を次の通りに定め、本学ホームページ （提出資料７）で明確に表明している。 

食文化、健康生活、情報、幼児教育などの専門知識と技能を身につけ、それぞれの分野

で活躍・貢献したいと考えている学生を求めています。 

入学者選抜の方法は、次の通り多岐にわたっている。①アドミッションズ・オフィス（AO）

入試、②指定校制推薦入試、③スポーツ推薦入試、④ファミリー入試、⑤公募制推薦入試、

⑥一般入試、⑦大学入試センター試験利用入試、⑧社会人入試、⑨帰国子女入試、⑩専門

高校・総合学科対象入試、⑪私費外国人留学生特別入試である。選抜試験内容は、筆記試

験では「国語」又は「英語」から１科目、あるいは「小論文」を実施し、その他面接試験

を実施している。 

 

学科ごとの状況については、次の通りである。 

〈１〉生活文化学科 

生活文化学科では入学者受け入れの方針を次の通りに定め、本学ホームページ （提出資料

15）、入試ガイド （提出資料 16Ｐ５）、AO 入試ガイド （提出資料 17）、入学試験要項 （提出資料 18Ｐ31）に

おいて明確に表明している。 

○国際食文化コース   

外国の生活や文化に興味がある人、お菓子作りや料理が大好きな人を求めています。本

学で技術力と実践力を養い、将来はプロのパティシエール（菓子職人）、料理人として世

界を舞台に飛躍したいと考えている人、大歓迎です。「家庭基礎」、「家庭総合」、「生活技

術」のいずれかの科目を一生懸命に取り組んだ人を希望します。 

○健康生活コース   

少子高齢化が急速に進む中、健康の保持と増進、病気の予防、運動やスポーツ指導がで

きる人材が求められています。「なによりも健康が第一」と考え、食生活をはじめ広く健

康問題に関心がある人、運動やスポーツが好きな人、健康を中心に豊かな生活文化の形成

に興味のある人を求めます。将来、健康やスポーツに関する専門的知識と技術、そして関

連の資格を活かして、家庭や職場、地域での健康生活に役立ちたいという夢をもっている

人を求めます。「体育」および「保健」の科目を一生懸命に取り組んだ人を希望します。 

○情報デザインコース   

現在、あらゆる職種において、コンピュータを道具として使いこなし、情報を上手に収

集・整理・編集・発信できる人材が求められています。本コースでは、コンピュータを積

極的に仕事で活かしたい人や、デジタル機器を使いこなし、ホームページやコンピュー

タ・グラフィック（ＣＧ）作成に挑戦したい好奇心いっぱいの人を求めています。「情報

Ａ」、「情報Ｂ」、「情報Ｃ」のいずれかの科目を一生懸命に取り組んだ人を希望します。 

生活文化学科については、３コースで構成しているが、それぞれに入学者受け入れの方

針を明示している。いずれのコースにおいても、入学前の学習成績の把握・評価を示すた

め、高等学校で履修しておくことが望ましい科目を明示している。国際食文化コースでは
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「家庭基礎」、「家庭総合」、「生活技術」、健康生活コースでは「体育」、「保健」、情報デザ

インコースでは「情報Ａ」、「情報Ｂ」、「情報Ｃ」といった科目である。 

生活文化学科の入学者受け入れの方針で、入学前の学習について高等学校で積極的に取

り組むべき科目を明示しており、その科目について高等学校が作成する調査書の利用によ

り、各科目の成績評価を確認し、入学前の学習成果の把握に努めている。 

〈２〉幼児教育学科 

幼児教育学科では入学者受け入れの方針を次の通りに定め、本学ホームページ （提出資料

15）、入試ガイド （提出資料 16Ｐ５）、AO 入試ガイド （提出資料 17）、入学試験要項 （提出資料 18Ｐ31）に

おいて明確に表明している。 

子どもについて関心があり、保育や子育てを積極的に学ぼうとする意欲がある人、ハン

ディキャップ（虐待や障がいなどによる）のある子どもの支援や福祉に理解と関心がある

人を求めています。また、挨拶、言葉遣い、服装、他人への接し方など社会人としての基

本的な事項がきちんと身についていること、国語力（読解力と文章表現力）をしっかり習

得していることを希望します。  

幼児教育学科では、特定の科目を明示していないが、基本的なマナーと国語力をしっか

り習得することを明示している。 

入学者選抜に関しては、「面接試験」で基本的なマナーを、筆記試験「国語」及び「小

論文」で「国語力（読解力と文章表現力）」の入学者選抜を実施している。 

 

（b）課題 

入学者受け入れの方針を明確に示し、多様な入試を実施しており現状では課題はない。 
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［区分］基準Ⅱ-A-4 学習成果の査定（アセスメント）は明確である。 

■基準Ⅱ-A-4 の自己点検・評価 

（a）現状 

学習成果の成績評価については、2014（平成 26）年度より 10 点法から 100 点法に変更

し、各授業科目についてはシラバスに到達目標や評価基準を明記しており、科目担当者は

成績により学習成果や教育効果を測定している。また、教育内容を詳細に学生に提示する

ため、学士力を基準に観点別の到達目標を明示し、科目間の教育内容の精査を図っている。

さらに、アセスメント、プロジェクト評価、つながり評価からなる経験値評価を設定し、

総合的な人間力を計る指標を設定している。 

 

学科ごとの状況については、次の通りである。 

〈１〉生活文化学科 

学習成果は、学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針に定められているように、２

年間の学びを通し、資格を取得（指定科目の単位を修得することで取得できる資格）又は

受験資格を取得（指定科目の単位を修得し、資格試験を合格して取得できる資格）するこ

とで達成できる。国際食文化コースでは製菓衛生師国家試験受験資格・フードスペシャリ

スト受験資格、健康生活コースでは健康運動実践指導者受験資格・フードスペシャリスト

受験資格・エアロビックダンス準指導員〈JAF 認定〉受験資格、情報デザインコースでは

上級情報処理士・web デザイン実務士・上級秘書士・上級秘書士（メディカル秘書）・医

事管理士・医療管理秘書士・Microsoft Office Specialist（MOS）などを取得できる。受

験資格の中には、在学中に資格試験が実施されるもの、あるいは卒業後に資格試験が実施

されるものがある。いずれについても、生活文化学科では学生が資格を取得できるように

支援しており、資格取得を学生の強みにつなげている。その結果、学生は社会で活躍でき

ており、生活文化学科の学習成果には実際的な価値は認められる。なお、資格については

資料 （備付資料６）の通り取得している。 

学習成果の測定は資格取得の有無を持って測定することは可能である。また、中には情

報デザインコースの医療管理秘書士のように、試験での点数が開示され、点数に応じて診

療実務士１級～３級までの異なるランクでの資格認定がされるものもある（例えば、2014

（平成 26）年度の１級合格者は全合格者の 33％である）。 

〈２〉幼児教育学科 

幼児教育学科は幼稚園教諭二種免許及び保育士資格の同時取得ができるよう、教育職員

免許法施行規則と児童福祉法施行規則に定められた科目をもとに編成している。その学習

成果はこれらの資格取得につながるものであり、学習成果に具体性はある。 

教育課程の開講科目は幼稚園教諭二種免許及び保育士資格の取得ができるよう編成し、

学習成果に関しては、シラバスに教科の学習目標、概要、授業計画、成績評価を明確にし

ている。免許、資格取得のための学習成果は達成可能である。教育課程の開講科目は、半

期あるいは通年の科目で学習成果を評価する。資格取得のための必修科目を開講している

が、専門性をより深く高めるため、選択科目として７科目（子育てと母子関係、乳幼児の

栄養（1）・（2）、小児救急救護法、器楽（2）、声楽（2）、幼児の造形）を半期開講し、２

年間での学習成果の達成は可能である。なお、実習時間の開講科目は、１年次生では第２

74 
 



園田学園女子大学短期大学部 
 
学期の土曜日を、２年次生では第１学期の土曜日を補講日として授業を行っている。しか

し、一定期間内で科目の到達目標に達しない学生もおり、卒業の延期や半年間科目等履修

生として資格取得の科目を履修する学生もいる。 

教育課程の学習成果は、幼稚園教諭二種免許及び保育士資格の取得につながり実際的な

価値がある。2013（平成 25）年度の卒業生の就職率は 100％であり、幼稚園、保育所、児

童福祉施設などへの就職を達成しており、多くの卒業生が幼稚園、保育所の現場で活躍し

ている。 

学習課程の学習成果はシラバスに示す成績評価方法にて、単位認定を行うことで測定可

能である。また、「保育・教職実践演習」における「履修カルテ」を、幼稚園教諭として

の自己評価として２年間を通して活用している。 

 

（b）課題 

成績評価は、各科目担当教員が各自指標を決めて行っているため、必ずしも平準化され

ていない。 
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［区分］基準Ⅱ-A-5 学生の卒業後評価への取り組みを行っている。 

■基準Ⅱ-A-5 の自己点検・評価 

（a）現状 

 本学では 2012（平成 24）年度から 2014（平成 26）年度までの３年間、ホームカミング

デーを開催し、卒業後、本学の学びの成果が活かされているか、学習成果を点検する場と

しても活用している。ホームカミングデーの参加者数は、2012（平成 24）年度は 25 人、

2013（平成 25）年度は 10 人、2014（平成 26）年度は 18 人であった。（備付資料７）参加する

卒業生が少ないため、実施したアンケートは３年分で計 37 人（うち無記入３人、無回答

16 人）ではあるが、結果をまとめて集計した。集計結果は、全体的にみて本学の教育に

対して高評価であった。特に重視している「ものごとを論理的に考える力」を尋ねたとこ

ろ、「身についた」が６名、「ある程度身についた」が 20 名で 70％であった。また、その

他の回答としても、「身についた」「ある程度身についた」と回答している割合は高い。以

上のことから、本学の教育において、社会に必要とされる能力が身に付いていると言え、

今後さらに教育の質を高めていく。2012（平成 24）年度から 2014（平成 26）年度までの

３年分のアンケート集計結果は次の表≪Ⅱ－Ａ－５－①・②≫の通りである。 

 

≪Ⅱ－Ａ－５－① 短期大学部ホームカミングデーアンケート集計結果（平成 24 年度～

平成 26 年度）≫ 

本学の教育を受

け以下①～⑥の

能力が 

身についた ある程度身

についた 

どちらとも

いえない 

あまり身に

ついていな

い 

身について

いない 

①趣味やスポー

ツ等によって生

活を楽しむ力 

18 

人 

49 

％ 

11 

人 

30 

％ 

4 

人 

11 

％ 

0 

人 

0 

％ 

0 

人 

0 

％ 

②視野を広げ、も

のごとを幅広く

考える力 

18 

人 

49 

％ 

13 

人 

35 

％ 

4 

人 

11 

％ 

1 

人 

3 

％ 

0 

人 

0 

％ 

③専門的知識を

活かして考える

力 

15 

人 

41 

％ 

13 

人 

35 

％ 

3 

人 

8 

％ 

2 

人 

5 

％ 

0 

人 

0 

％ 

④ものごとを論

理的に考える力 

6 

人 

16 

％ 

20 

人 

54 

％ 

6 

人 

16 

％ 

2 

人 

5 

％ 

0 

人 

0 

％ 

⑤コンピュータ

を使って、文書や

発表資料などを

作成する力 

6 

人 

16 

％ 

11 

人 

30 

％ 

7 

人 

19 

％ 

2 

人 

5 

％ 

8 

人 

22 

％ 

⑥学び続ける力 11 

人 

30 

％ 

15 

人 

41 

％ 

6 

人 

16 

％ 

1 

人 

3 

％ 

0 

人 

0 

％ 
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≪Ⅱ－Ａ－５－② 短期大学部ホームカミングデーアンケート集計結果（平成 24 年度～

平成 26 年度）≫ 

卒業後の社会生

活全般で以下①

～⑥の能力は 

必要 ある程度必

要 

どちらとも

いえない 

あまり必要

ではない 

必要ではな

い 

①趣味やスポー

ツ等によって生

活を楽しむ力 

18 

人 

49 

％ 

9 

人 

24 

％ 

1 

人 

3 

％ 

0 

人 

0 

％ 

0 

人 

0 

％ 

②視野を広げ、も

のごとを幅広く

考える力 

25 

人 

68 

％ 

3 

人 

8 

％ 

0 

人 

0 

％ 

0 

人 

0 

％ 

0 

人 

0 

％ 

③専門的知識を

活かして考える

力 

18 

人 

49 

％ 

8 

人 

22 

％ 

2 

人 

5 

％ 

0 

人 

0 

％ 

0 

人 

0 

％ 

④ものごとを論

理的に考える力 

17 

人 

46 

％ 

8 

人 

22 

％ 

2 

人 

5 

％ 

0 

人 

0 

％ 

0 

人 

0 

％ 

⑤コンピュータ

を使って、文書や

発表資料などを

作成する力 

19 

人 

51 

％ 

7 

人 

19 

％ 

1 

人 

3 

％ 

0 

人 

0 

％ 

0 

人 

0 

％ 

⑥学び続ける力 19 

人 

51 

％ 

8 

人 

22 

％ 

1 

人 

3 

％ 

0 

人 

0 

％ 

0 

人 

0 

％ 

 

 さらに、本学では卒業生の進路先に対してアンケート調査を実施している。調査方法と

しては、生活文化学科では企業訪問担当者が求人依頼等で企業を訪問した際に卒業生の勤

務状況などを聴取し、幼児教育学科では１年次生の保育所実習（11 月第１週から第２週）

の期間に実施する実習訪問指導において、卒業生が勤務している保育所を対象に聴取した。
（備付資料８） 

質問内容は７項目で、次の通りである。 

①コミュニケーション力について 

②問題解決力について 

③自己管理力について 

④チームワーク力について 

⑤社会的責任について 

⑥就職するにあたって、学生にどのような力が必要とお考えでしょうか 

⑦本大学に望むことがありましたら、何なりとお書きください 

①～⑤の５項目は「よい・ふつう・やや劣っている・能力に欠ける」のいずれかで評価

を行う。⑥・⑦の２項目は記述式での回答とした。2014（平成 26）年度の結果は次の通

りである。 
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生活文化学科では 27 件の回答があり、結果は次の通りである。コミュニケーション力

やチームワーク力については「よい」と言う評価が高く、自己管理力、社会的責任につい

ては「よい」「ふつう」の評価がほぼ半数ずつであり、問題解決力については「ふつう」

の評価が高かった。卒業生に対する評価は「概ね良好」と思われる。しかし、問題解決力

については、「基礎学力、知識が不足しており問題に対するヒントを導き出せない」「問題

ないレベルだが、より成長をめざすため、解決力の強化に努めている」などの感想があり、

基礎学力、知識、物事を論理的に考え解決する力を身につけることが重要である。「就職

するにあたって、学生にどのような力が必要か」については、「コミュニケーション力」

という回答が一番多く、ついで「受け身ではなく自発的に考えて行動する力」「ポジティ

ブな発想で行動する」などの「自分で考え行動する力」という回答が多かった。ついで「協

調性」「主体性」「素直さ」「柔軟性」「責任感」「向上心」「一般常識」なども目を引く回答

であった。「本大学に望むこと」については、「責任感の強い、忍耐力ある学生の育成と輩

出」「就職は腰を据えてじっくりと仕事に取り組む姿勢が必要だということを指導してほ

しい」「学生と社会人としての違いを理解させてほしい」「仕事・人間性に対しての向上心

を持つ人材の育成」など数多くの意見があり、「責任感」「忍耐力」「向上心」「社会人とし

ての自覚」を学生に持たせることが重要である。 

幼児教育学科では 47 件の回答があり、結果は次の通りである。①コミュニケーション

力、③自己管理力、④チームワーク力、⑤社会的責任については「よい」と言う評価が多

く、②問題解決力については「ふつう」の評価が多かった。卒業生に対する評価は相対的

に「高い」と判断できる。⑥の記述回答では、「子どもが好きで、この仕事をやりたいと

思う気持ち」「人間関係を築けるか（コミュニケーション力）」「社会的マナー」「何か自信

をもってできること」「学ぶ姿勢、向上心」「応用、臨機応変に対応する力」「記録力・文

章能力」「①～⑤の総合力」など数多くの意見がみられたが、「コミュニケーション力」と

回答した保育所が多かった。⑦の記述回答では、「社会人としての最低限のマナー」「保育

に使命感をもって取り組める人材の育成」「家の手伝い（掃除の仕方、洗濯の仕方）をさ

せてほしい」「ボランティア（福祉全般）を社会勉強のためにしてほしい」「話し方、文章

力」などの回答が得られた。 

それぞれの結果については、今後の学生指導及びカリキュラム改善に役立てる。このア

ンケート調査ははじめたばかりで、集計数が少ないため、引き続きアンケート調査を実施

し、集計・分析結果を学科で共有し、学習成果の点検に活用していく。なお、幼児教育学

科では卒業生が勤務している幼稚園を対象とした聞き取り調査（又は郵送回答）として、

2015（平成 27）年６月に実施される幼稚園教育実習にて同様の調査を行う予定である。 

また、幼児教育学科では 2013（平成 25）年度から卒業生の動向調査 （備付資料９）を行って

いる。卒業後３年まで（2012（平成 24）～2014（平成 26）年３月卒業）の学生約 300 人

を対象に、A4 用紙（両面１枚・片面１枚）とメッセージ用紙を同封して 2015（平成 27）

年１月上旬に発送した。内容は「①就業状況（卒業直後と現在の就業状況）、②職場につ

いて（保育職を選んだ理由、やりがいを感じるか、辞めたいと思ったか、満足度は)、③

本学で学んだ教育について」で調査した。 

 

（b）課題 
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卒業生と卒業生の就職先からのアンケート調査の仕組みが確立できていない。 
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■テーマ 基準Ⅱ-A 教育課程の改善計画 

＜Ⅱ－Ａ－１について＞ 

学位授与の方針を学則に明文化する。 

＜Ⅱ－Ａ－２について＞ 

共通科目を中心にカリキュラム・ツリーを作成し、科目間の教育内容の関連性や連携に

ついて検討する。2014（平成 26）年度には、各学科の教育課程に相応しい教育内容を検

証するため、経験値評価を基準に観点別の到達目標を明示し、科目間の教育内容の精査を

図る。この作業を通して、カリキュラム・ツリーが形成されるとともに、教育内容の重複

や設置科目の妥当性を再検討し、教育課程の再構築をめざす。また、生活文化学科におい

ては 2016（平成 28）年度に向けて、教育課程の見直しを行い、新たな教育課程を体系的

に編成する。 

＜Ⅱ－Ａ－４について＞ 

GPA 制度を導入することにより、科目の修得に関する意識を向上させるとともに、過剰

な単位修得を防止する。また、教務委員会・共通教育委員会・教職課程委員会・学科会議

で成績評価、到達目標を検証し、カリキュラム委員会で審議、運営会議で議決する。 

＜Ⅱ－Ａ－５について＞ 

卒業生に対するアンケート調査について、現在はホームカミングデーでの実施が中心と

なるが、今後は生活文化学科において独自の調査方法を検討し実施する。一方、幼児教育

学科では動向調査を継続して実施する。 

 

■提出資料（番号と資料名） 

１ 学生ハンドブック 2014 

６ 園田学園女子大学短期大学部学則 

７ ホームページ「短期大学部・教育方針」 

（http://www.sonoda-u.ac.jp/Information_disclosure/policy/policy_tandai.html） 

８ ホームページ「生活文化学科・教育方針」 

（http://www.sonoda-u.ac.jp/Information_disclosure/policy/policy_seibun.html） 

９ ホームページ「幼児教育学科・教育方針」 

（http://www.sonoda-u.ac.jp/Information_disclosure/policy/policy_tanyo.html） 

15 ホームページ「アドミッション・ポリシー」 

（http://www.sonoda-u.ac.jp/apply/admissionpolicy.html） 

16 平成 26 年度入試ガイド 

17 平成 26 年度 AO 入試ガイド 

18 平成 26 年度入学試験要項 

21 平成 26 年度シラバス 

22 履修の手引き（生活文化学科） 

23 履修の手引き（幼児教育学科） 

 

■備付資料（番号と資料名） 

３ 例規集 
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６ 資格取得者数（2010 年度～2014 年度） 

７ ホームカミングデーアンケート集計結果（平成 24 年度～平成 26 年度） 

８ 平成 26 年度就職先からの卒業生に対する評価結果 

９ 2014 年度幼児教育学科動向調査結果 
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［テーマ］基準Ⅱ-B 学生支援 

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

している。 

■基準Ⅱ-B-1 の自己点検・評価 

（a）現状 

本学では授業・単位・試験など履修方法を学則（提出資料６）や学生ハンドブック（提出資料１Ｐ

14）に明記し、学位授与の方針に定めた方法に従い、厳正に成績評価を行っている。単位

認定の根拠となる成績評価基準については、科目ごとにシラバスで講義のテーマ・授業の

到達目標・授業の概要・授業計画などを明記している。成績評価の基準は次の通りである。 

１．評価方法は（１）定期試験、（２）定期試験及び平常評価、（３）平常評価の3種

類により単位認定を行っている。 

２．成績評定は、0点から100点までとし、60点以上を合格としている。（2013（平成25）

年度までは10段階評価） 

３．評定は、100点～80点以上「優」、80点未満～70点以上「良」、70点未満～60点以

上「可」、60点未満「不可」としている。 

４．2015（平成27）年度からはGPAを導入予定である。 

本学では全学的な授業アンケート調査 （備付資料 21）を web 上で実施している。集計結果は

各教員に返却し授業改善に活用し、それと併せて各教員は学生からの自由記述欄に記載さ

れた意見についての回答を作成し、学生ポータルサイト上で一覧 （備付資料 25）として学生に

公開している。また、所属長による集計結果に対する総括も行う。その他の活動として

FD 委員会と学生 FD 委員会による「教員と学生による授業について話し合う会」を開催し

ている。2014（平成 26）年度は学科毎に開き、学生の意見に対して、書面で回答してい

る。さらに、全教職員を対象とした FD 講演会も実施している。年度末にはこれらの活動

をまとめた「ファカルティ・ディベロップメント（FD）の取り組み」（備付資料 23）として、

専任教員に冊子を配布し、全学で情報を共有している。 

教学支援部教務課では、主に学修に関する支援を行っている。履修・授業・試験・成績

などの教務関係事項を中心とした情報を提供する「履修の手引き」（提出資料 22・23）を発行し、

約２週間にわたる履修相談会での個別指導や履修オリエンテーションを行っている。また

学生ポータルサイトの充実も図っており、卒業要件である科目の修得状況だけではなく、

個々が取得を希望する資格・免許に必要な科目の修得状況も把握できる仕様となっている。

学生ポータルサイトの利用を促進させるために利用説明会を実施している。一方で教員や

事務職員の側からも履修状況、成績修得状況、資格取得希望状況などが把握できる。また、

これらのデータをいつでも一括でダウンロードできる仕組みを構築し、これに基づき必要

に応じて学科の教員と連携を図り、学生への履修指導につなげている。 

 事務職員は本学の加盟団体や関連団体が主催する研修会に参加するなどして、職務を遂

行するための知識やスキルの向上に努めており、その成果は全て上記の支援を含む職務に

活かされ、学習成果の貢献へとつながっている。 

 

 学科ごとの状況については、次の通りである。 

〈１〉生活文化学科 
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学科教員は学位授与の方針に基づき、教養性が求められる科目については講義テーマに

関する知識と科目全体を通じての当該分野における理解力の形成を評価し、技能や専門知

識を求められる科目については習熟度や知識の定着を測る評価を実施している。特に、学

位授与に関しては２年間の学習成果として卒業研究を課し、それぞれ知識・分析力・論理

力、表現力・創造性・技術力等を総合評価している。学科所属の教員は卒業研究の成果を

「卒業研究発表会」で、卒業制作の成果を「卒業制作発表会」で把握し、非常勤講師につ

いては専任教員との会議である「教育連絡協議会」において教育成果についての報告や意

見交換を行っている。 

学科の教育内容に合致する諸資格の取得（受験資格を含む）を目的とした指導を教育成

果の指標としている。生活文化学科で取得できる資格は製菓衛生師国家試験受験資格、フ

ードスペシャリスト受験資格、健康運動実践指導者受験資格、web デザイン実務士、上級

情報処理士、上級秘書士、上級秘書士（メディカル秘書）、医事管理士、医療管理秘書士

であり、これら資格取得に関する科目群が専門科目群を形成しており、学位授与の方針の

うち専門科目に関する方針を実現することと一致する。そのため全体的な学習成果につい

ては、上記の卒業研究や卒業制作に加え、資格の取得率・合格者数・得点（量的データ）

や経験値（質的データ）も指標とし、質量両面からその向上を図り、同時に教員間で周知

している。なお、卒業研究については「生活文化研究」として論文要旨集を刊行、卒業制

作については学科ホームページに公開している。個別科目における学習状況については、

個々の教員が授業の展開の中で適宜レポートやテスト等を実施するなどして学習状況や

学生の理解度を把握するよう努めている。 

生活文化学科の FD 活動については、大学全体で実施している「授業アンケート」や「教

員と学生による授業について話し合う会」が中心となる。「授業アンケート」では、アン

ケート結果について学科会議で報告し、改善に努めている。 

学科の教育目的達成状況については、特に資格取得を中心に把握・評価している。なぜ

なら、専門教育の中核を食（製菓）・健康・情報のそれぞれの分野における資格科目によ

って構成しており、資格取得（受験資格を含む）が専門教育の達成と多くの部分で重なる

からである。そのため資格をめざす学生の動向には特に注意を払い、卒業時の資格取得は

もちろん、学生の意欲等に関して把握することに努めている。また、資格試験の合否や獲

得点数も十分に把握し、次年度の指導に活用している。 

また、専門教育とともに教養教育も重要な意味を持っているため、専門的な資格取得に

直接関係のない科目においてもその重要性から履修指導を徹底している。在学生・新入生

ともにオリエンテーションにおいて履修指導を行うが、特に短期大学卒業生にふさわしい

教養、現代社会を生きる上で必要な知識を修得することに重きを置いている。共通科目の

中から語学・社会・人文・情報などの分野からバランスよく学ぶよう指導している。履修

指導は担任が中心となるが、担任は学科所属教員が持ち回りで担うものであり、教員一人

ひとりが学生の指導に対応する状況を作っている。卒業に関わる要件には資格科目のほか

に演習科目も含まれており、演習では卒業研究の指導が含まれる。卒業研究のテーマは各

コースの専門性をふまえた生活文化に関する内容とするよう指導し、その成果は論文でま

とめるよう指導している。卒業研究には基本的に全教員が指導する体制ができている。 

〈２〉幼児教育学科 
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幼児教育学科では、学科会議を中心に学生の成績動向について定期的に情報を共有し、

学科全体の教育目的の達成状況を確認している。また、各学生に個別に対応するためにオ

フィスアワーを実施している。その他にも授業の前後を利用して学生の支援にあたってい

る。 

幼児教育学科の FD 活動については、大学全体で実施している「授業アンケート」や「教

員と学生による授業について話し合う会」が中心となる。「授業アンケート」では、アン

ケート結果について学科会議で報告し、改善に努めている。また幼児教育学科独自のアン

ケートとして、１年次生を対象に「学生生活アンケート」（備付資料 11）を実施している。こ

れにより学生から授業などについての意見を聴取し、授業などの改善に努めている。 

その他、幼児教育学科では非常勤講師とのカリキュラム検討会（４月半ば）や附属幼稚

園との連絡会（７月末）などを実施し、教員間での意思疎通を図っている。特に複数の教

員で担当する保育実習に関しては、毎週打合せを開き実習に向けての進捗状況などを確認

しながら対応にあたっている。 

学生の支援に関して本学は担任制を採っているが、より学生をサポートするため次の事

項について学科全教員で行っている。 

１．新入生オリエンテーション：４月の入学式直後にオリエンテーションを実施して 

いる。学生生活・奨学金など全学共通の内容については事務職員が、履修・資格取

得など学科独自の内容については教員が、それぞれ説明と指導を行っている。 

２．個人面談：５月後半に１年次生全員を対象とした個人面談を実施し、学生の状況を

把握している。欠席が目立つ、学習意欲が低下しているなど諸問題を抱える学生な

どについて６月初頭の学科会議で情報を共有し、担任及び科目担当者からの多角的

な情報を基にサポート体制を整えている。 

３．在学生オリエンテーション：１年次生の年度末となる３月末にオリエンテーショ 

ンを実施し、資格取得のための履修・就職・卒業など２年次生に向けての説明と指

導を行っている。 

４．実習反省会：幼稚園実習（２年次生６月）、保育実習（１年次生11月・１～３月、

２年次生９月）での訪問指導の後、学科とキャリア支援課職員１名とで実施してい

る。実習生の状況だけではなく、訪問先に勤務する卒業生の動向や採用の情報など

を共有し、以降の学内での指導材料としている。 

５．その他：２年次生については、第２学期「幼児教育研究」でゼミ形式を採っており、

学生の個別指導にあたっている。このことから各ゼミ教員が担当学生の修学・就職

活動など全体の状況を把握し、担任教員と連携を図り指導支援を行える体制を採っ

ている。 

 

 

本学では附属機関として、情報教育センター及び図書館を設置している。それぞれの状

況については、次の通りである。 

〈１〉情報教育センター 

学生に対する情報教育として、１年次に「基礎情報処理Ⅰ・Ⅱ」を開講し、情報機器の

操作や活用法を学ばせている。ともに選択科目であるが、基礎情報処理Ⅰに関しては、ほ
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ぼ全員が履修している。これらの科目は、ユニットごとにｅ－ラーニング化し、いつでも、

自宅でも学習できるように設定している。 

情報教育センターにおける学習支援として、平日は基本的に 9：00～20：30 を使用可能

時間とし、21：00 まで TA が待機して、学生の質問に対する相談を行っている。土曜日は

9：00～16：30 を使用可能時間とし、17：00 まで TA が待機している。また、ｅ－ラーニ

ングにおけるメンター的役割も重視し、学習の遅れている学生に対して、担当教員と TA

が連携し、状況を連絡確認するだけでなく個別の呼び出し指導を行っている。こうしたこ

とをふまえて、レポート提出や卒業研究のまとめなどに情報機器を積極的に活用し、利活

用での疑問点についても情報教育センター職員に相談するようになっている。 

学生へのサービスとして、学生に ID、メールアドレスを付与している。また、前述の

ｅ－ラーニング、シラバス検索システムなどのサービスの提供、そして学生サポートサイ

トを開設し各種案内を行っている。さらに、学内６か所にほぼ同等の案内掲示装置を設置

し、学生への案内を充実させている。電子メール、ｅ－ラーニングに関しては、学外でも

利用可能とし、希望する学生については、VPN 接続を申請することにより対応している。 

情報教育センターでは情報実習室を５教室、講義室を１教室管理しており、それぞれに

パソコンを設置している。541 教室（第１情報コミュニケーション演習室）では、座席を

ボックス型に配置するなどの工夫をしており、ワークショップ型の授業にも対応している。

これらの実習室や講義室は授業が行われない時間は自習室として開放している。情報実習

室の利用案内を明記した「News Letter」(備付資料 26)にて、学生に周知している。また、各

種学校でタブレット PC を利用した授業が行われるなどの社会情勢への対応のため、全学

に無線 LAN アクセスポイントを配置することにより学生が持ち込んだパソコンやタブレ

ットなどで学内ネットワークにアクセスできる環境を整えている。 

教員の教育の情報化については、授業のｅ－ラーニング化の推進を図っており、ｅ－ラ

ーニング化をサポートする専属の職員を複数配置している。また、学生とのファイルの共

有化を可能とし、教材の電子化を進めている。アクティブラーニングの推進に関して、タ

ブレットの活用の研究を進めている。教育業務支援に関しては、シラバス、定期考査の調

整、成績入力などのネットワーク化や学生アンケートの web 化を実現している。さらに、

出張等の申請の電子化を進めている。教員への連絡や依頼等に関しては、教職員用のイン

トラネットやメール、教員用の共有ファイルなどを活用して行っている。 

〈２〉図書館 

ホームページや ILL(図書館相互利用システム)、電子ジャーナル（メディカルオンライ

ン・医中誌・CINAHL 等）の利用によるサービスの提供を積極的に推進している。図書管

理システム（iLiswave-j）による蔵書検索を、単なる検索にとどめず、当該資料配置場所

の案内図を合わせて表示するように、利用の便に供した。 

司書資格を有する職員を５名配置し、カウンター業務及び図書館利用指導、文献検索指

導等を行い、図書館の有効利用を促進している。学習支援面では、学年進行に対応した「図

書館利用ガイダンス」や「相互利用」等のレファレンスサービスに加え、図書館情報ポー

タルサイト「My Library」によるサービスの拡充に努めている。特に重要視していること

は、学習に必要な資料がほしいときにすぐに手に入る環境づくりである。現在、実習支援

室などを対象とした「別置図書制度」により、実習、国家試験、資格試験、採用試験等に
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役立つ資料の配置を行っている。また、学生や教職員を対象とした「選書ツアー」の実施

により、利用者が必要とする資料を直接購入(費用は図書館負担)できる機会を設けるなど、

図書館資料への興味・関心を高める取り組みをしている。 

開室時間は、月曜日から金曜日は 8：50～19：00、土曜日は 8：50～17：00（夏季・冬

季休業日期間中は閉館、春季休業期間中は 8：50～17：00）、試験期間は 8：30～19：00、

試験期間中の日曜日は 8：50～17：00 となっている。学生ハンドブック （提出資料１Ｐ37）や図

書館利用ガイド （備付資料 27）等で開室日や開室時間といった利用に関する情報を周知してい

る。図書館は開架方式をとっており、３～５階にある図書、雑誌、新聞等はすべて図書館

内で自由に利用できる。ただし、貴重図書の利用については、カウンターに相談する必要

がある。 

なお、学生の図書館利用に関する学科ごとの説明会を実施し、それとは別に卒業論文指

導についてはゼミ単位で利用説明等を行っている。 

 

（b）課題 

2013（平成 25）年度までの「教員と学生による授業について話し合う会」は限られた

時間で全学として実施していたため、特筆すべき成果がみられなかった。 

 

学科ごとの課題については、次の通りである。 

〈１〉生活文化学科 

生活文化学科では、教育目的として資格取得を挙げている。製菓衛生師の養成課程と健

康・情報のコースを設置しているため、資格取得によって教育目的の達成を可視化しよう

と試みてきた。それに加えて資格取得に関わる教育内容だけではなく、より広範な衣食住

に関する知識や短期大学生に求められる教養を修得させる意図のもと、卒業研究を課して

きた。しかし、「生活」に関わる専門知識、教養の達成段階を個別に評価できる基準を設

けることができておらず課題である。 

〈２〉幼児教育学科 

幼児教育学科では、幼稚園教諭二種免許及び保育士資格の取得を学科目標として掲げて

いる。従って在籍の２年間の学びは、教育実習に占める期間の割合が非常に大きい特徴が

ある。学科教員は各学生の修学状況や学生生活の様子と、実習中の活動の様子や取り組む

姿勢などを総合的に把握した上で、各学生の理解とそれに適した学習意欲向上の方法を検

討し指導支援にあたる必要がある。そして、学科の理念としてある「幼児教育に関わる専

門性に特化したカリキュラム」は、資格取得のためだけに特化したものではなく、保育者

として求められる総合的な人間力の向上に結び付いていくことが求められる。 

今後も引き続き、学生の学習意欲向上について授業レベルないし教育内容レベルにおい

て検討し充実させていくことが必要となってくる。 
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［区分］基準Ⅱ-B-2 学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて学習支援を組織的に行

っている。 

■基準Ⅱ-B-2 の自己点検・評価 

（a）現状 

本学では新入生には入学直後に、在学生には３月末にそれぞれオリエンテーションを実

施している。そこでは主に学生ハンドブック （提出資料１）や履修の手引き （提出資料 22・23）を用

いて履修などのガイダンスを行う。教学支援部教務課による基本的な履修指導 （備付資料 16）

と、各学科によるそれぞれの教育課程に基づいた履修指導が行われる。また、新入生につ

いては、共通科目「基礎教育」で学習の基本となる知識、教養、技能などの修得をめざし

ている。なお、学生ハンドブックについては、必携、必読をめざして 2013（平成 25）年

度に学生便覧を刷新した。A5 サイズに縮小しカレンダーを収録、大学生活の中で必要な

ことをすべて網羅できるよう各部署から原稿を集め作成、また学則など必要な規程も別刷

で挟み込めるようにして、いつでも使えるようにした。その結果、持ち運びに便利なため

窓口に来る学生のほとんどが学生ハンドブックを携行している状況になった。 

各学科では、通信による教育は行っていない。 

本学では留学生の受入として、①開南大学(台湾)「日本語・日本文化短期研修プログラ

ム」、②カンタベリー大学（ニュージーランド）「教育学部受入プログラム」、③オセアニ

ア地域(南太平洋大学、クイーンズランド工科大学、カンタベリー大学)「オセアニア地域

交流プログラム」を実施している。①、②の短期交換留学プログラムでは、尼崎市内の小

中学校との文化交流・ホームステイを通して、地域住民との交流を図っている。また、②

では留学生がニュージーランドの教育事情と日本の教育事情の比較研究を行い、留学生は

帰国後に大学で研究成果の発表を行い、本学にもその成果の報告がなされている。③では

30 年間にわたり但馬地域（豊岡市・香美町・新温泉町）の人々との交流プログラムやホ

ームステイを実施している。 

留学生の派遣として、SCC セミナー(ニュージーランド・カンタベリー大学)、５つの海

外学術提携校への長期・短期交換留学生プログラム（オーストラリア・クイーンズランド

工科大学、ニュージーランド・カンタベリー大学、韓国・インチョン大学、台湾・開南大

学）を実施している。SCC とはニュージーランドの当時のクライストチャーチ教育大学敷

地内に建設した「そのだクライストチャーチキャンパス」のことであり、SCC を利用して

海外の生活や文化を体験し実践的な英語運用能力を培うばかりでなく、SCC には様々な国

からの留学生が常に暮らしているため、異文化交流の場として有効に活用されている。（備

付資料 22） 

 

学科ごとの状況については、次の通りである。 

〈１〉生活文化学科 

オリエンテーションでは学科としても履修指導等を実施している。各コースともそれぞ

れの専門性に従い資格取得を目標とさせることで、学習への意欲喚起を図っており、オリ

エンテーションでは、在学生は１年次で修得済みの単位をまず確認することからはじめ、

全学生がそれぞれの目標に従って履修科目を適切に選択できるよう、主に担任が履修指導

にあたっている。 
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行事、休講、就職情報をはじめとする学生生活全般に関わる情報を学生に提供するため

学生ポータルサイトを利用しており、学生は学内のコンピュータだけでなく学外からの利

用も可能である。学生ポータルサイトの教務関連ページでは、シラバス検索や履修登録、

成績確認をはじめ、各コースでめざす資格に関して、関連科目、必要単位数などを記した

資格規程等 （提出資料 22）も示している。 

「履修の手引き」（提出資料 22）では、まずポータルサイトを適切に利用できるよう、ログ

インから履修登録、成績閲覧までの手順を詳細に示し、学生がシラバス検索機能を利用し

て適切な科目選択ができるようにしている。シラバスには、授業の到達目標を示すことで、

学生が明確な目標を持って授業に取り組むことができ、また準備学習について示すことは

学習成果を確実に獲得することにつながっている。 

続く履修登録では、履修指導によってほぼ完成した時間割に基づき、シラバスを確認し

ながら履修科目を選択する。このとき、卒業要件を充たしつつ各資格の必修科目を適切に

履修できるよう、まず学生に取得希望の資格を登録させる。履修登録終了後に資格必修科

目を含めた未履修科目や修得単位不足があれば注意を促し、修正させる。さらに、担任が

確認することで、確実な科目選択や無理のない学習を可能とし、学生が十分な学習成果を

得られる体制をとっている。このように担任が単位修得状況を確認することは、成績不振

の学生や学習意欲が低下しつつある学生を早期に発見し、指導することも可能にしている。 

また、学生からの学習上の悩みには、オフィスアワーを設けることによって全教員が対

応しているが、特に担任、ゼミ担当教員が適宜面談を行いながら、欠席や遅刻が続く学生

や、成績不振の学生にも早期に対応し、場合によっては保護者も含めて面談、学習指導を

行っている。結果、学生が成績不振によって退学することを防ぐことになっている。 

さらに、基礎学力が不足する学生については、担任や科目担当者による報告を学科会議

において定期的に行うことにより、学科全体で把握し、授業ごとに個別に指導を行ってい

る。 

必修科目である「生活文化研究」では卒業研究を、またそれに加え国際食文化コースの

「製菓専門実習Ⅱ」では卒業制作を行う。これらの科目ではコース専門科目の学習をより

確実にするため、学生それぞれの能力、学習達成状況、興味に従ってテーマを設定し、研

究・制作に取り組む。その指導はゼミ担当教員が個別に行うことにより、優秀な学生にも

学力が不足する学生にも、各学生が最大に学習成果をあげられる機会を提供できている。 

生活文化学科では、主に私費外国人留学生特別入試により留学生を受け入れており、生

活文化学科では 2011（平成 23）年度に１名、2012（平成 24）年度に３名、2013（平成 25）

年度に１名の中国人留学生が入学している。特に生活文化に関わる科目では、これら留学

生の存在が日本と他国の文化比較について深く考えるきっかけになり、また身近な生活文

化を見直し新たな発見も促す機会になっている。さらに、そのだクライストチャーチキャ

ンパス（SCC）をはじめとする海外の学術提携大学への留学や、３～５週間の海外研修の

機会も提供しているが、生活文化学科の学生もこれらの研修に参加し、単位認定を受けて

いる。2009（平成 21）年度から 2014（平成 26）年度までで、クイーンズランド工科大学

に４名、インチョン大学に５名の学生が参加した。研修後には異文化への理解、語学学習

への意欲が高まり、すべての学習に積極的に取り組む様子がうかがえる。 

〈２〉幼児教育学科 
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幼児教育学科においては、年度初めに各学年に対してオリエンテーションを行い、希望

資格を確認した上で時間をかけて履修説明をし、学生に履修の手引き （提出資料 23）、学生ハ

ンドブック （提出資料１）やその他の資料 （備付資料 17）を配付してガイダンスを行っている。 

また、１年次生には第１学期に、２年次生においては第２学期に面談を行い、学習・生

活・就職等の指導を行っている。個々の授業での学生の関心・意欲・態度については学科

会議において情報交換を実施し、その中で支援を要する学生の指導については各々の授業

の中で担当教員の裁量に任されているのが現状である。 

入学時より資格に対するモチベーションの高い学生については、特別実習（発達障がい

児支援実習、こども音楽療育実習）が用意しているが、「基礎学力が不足する学生」への

個人指導・補習等の対応の実施に至っていない。 

幼児教育学科では、外国人留学生特別入試制度はあるものの出願者はいない状況である。

留学生の派遣については、学生の希望に合わせて SCC セミナーに参加しており、2009（平

成 21）年度から 2014（平成 26）年度までで 11 名の学生が参加した。 

 

（b）課題 

基礎学力が不足する学生や学習上の悩みを持つ学生への対応は、担任だけでは不十分で

あるため、学科教員全員で実施している学科もあるが、全学的な仕組みとしては確立して

いない。 
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［区分］基準Ⅱ-B-3 学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて学生の生活支援を組織

的に行っている。 

■基準Ⅱ-B-3 の自己点検・評価 

（a）現状 

学生支援部のもとに学生課を置き、部長１名、課長１名、主任２名、契約職員１名で構

成し、学生への生活や課外活動の支援などを行っている。また、「園田学園女子大学・園

田学園女子大学短期大学部学生委員会規程」（備付資料３Ｐ134）に基づき、各学科の教員で構成

する学生委員会を設け、学生生活支援などに関する内容について意見を聴取し、学生課の

支援充実に努めている。 

学生課及び学生委員会は、学生の自治組織である「学生会」が学生の主体性によってク

ラブ活動や学園行事等の円滑な運営を実現できるように、共同・主導して支援している。

特に学生会執行委員には、夏にリーダー研修会を行い、学生会執行委員の指導力・実行力

強化に努めている。また、学園祭では学生支援部・教学支援部が中心となり、さらに学園

祭当日は各部署から選出した職員も支援にあたるなど全学をあげて成功につながるよう

支援をしている。 

学生食堂として「開花亭」（385 席）、学内喫茶スペースとして「チャティ」（137 席）を

設置し、これらは学生の自習スペース、教職員との意見交換や交流の場としても活用して

いる。また、食堂については「学生プラザ」として一部の床を高くして舞台・ステージと

しての使用もでき、グランドピアノを配置しており、学園祭や新入生歓迎会などの各種イ

ベントにも利用している。 

売店として JOEN（大学生協）を設置し、文具類・日用品・大学指定の教材・飲食類な

どを販売、カウンターでは旅行・各種スクール案内・パソコン等の販売を行っている。ま

た、飲料等の自動販売機（10 台）を置き学生生活の利便性に配慮している。 

３号館には学生談話室として「コミュニティホール」を設け、５号館・７号館の各フロ

アにも談話スペースを設け学生が自由に使用できるよう開放している。また構内各所にベ

ンチ等を置き学生生活の快適性に努めている。 

本学では「大学は地域と共に歩み、地域と共に呼吸をして発展すべきである」という信

念のもと、公害問題に苦しむ当時の尼崎において、大学及び周辺地域の緑化に取り組み（グ

リーン・コミュニティ・カレッジ構想）、1975（昭和 50）年代には大学前の通路から正門、

学舎へと続く「けやきアベニュー」を整備した。土壌が粘土質でけやきの育成には適さな

かったため、武庫川から撤去された川砂を譲り受け、堆肥などを混ぜて土を改良し植林す

るなど苦労が多かった。けやきは女性の木と呼ばれ、東北では女子が誕生するとけやきを

植え育て、その木で嫁入り道具のタンスを作るという風習があったため、女子大学のシン

ボルとして選ばれた。けやき並木は現在も四季折々に表情を変え、キャンパスを取り巻く

地域に心安らぐ空間をつくりだしている。 

学生寮として大学施設に隣接して「ドミトリーけやき」（定員 90 名、個室）、「春帆寮」

（定員 72 名、個室もしくは２人部屋、朝夕２食付）を設置している。それぞれに寮指導

員（専任職員１名と契約職員１名の計２名）を配置し、学生の寮生活を支援している。 

本学は最寄り駅の阪急塚口駅から、距離にして１㎞、徒歩 10 分と近く大多数の学生は

徒歩か自転車で登校するため、通学バスなどの運行はない。学内に駐輪場を２ヵ所（189
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台収容）、バイク駐輪場を１ヵ所（28 台収容）設置している。 

 本学では意欲ある学生に対し、経済面での負担や不安を軽減することで、より勉学に打

ち込めるように独自の奨学金制度及び学費減免制度を設け、サポート体制を整備している。

本学の制度は次の表≪Ⅱ－Ｂ－３－①≫の通りである。 

 

≪Ⅱ－Ｂ－３－① 奨学金一覧≫ 

名称 内容 条件 

褒賞奨学金 
（備付資料３Ｐ458） 

当該年度に５万円の支

給 

学科・学年毎に１名とし、学力及び資質

がとりわけ優秀であった学生が対象 

学資支援支給奨学金
（備付資料３Ｐ459） 

当該年度の学費（授業料

及び教育充実費の合計）

の 1/3 を支給 

学力及び資質が優秀な学生で、経済的事

由により学費の援助が必要な学生が対

象 

緊急支援貸与奨学金
（備付資料３Ｐ461） 

当該年度の学費（授業料

及び教育充実費の合計）

を限度に必要な額を貸

与 

経済的基盤の急変により修学が困難に

なった学生が対象 

特別待遇奨学金 
（備付資料３Ｐ476） 

１年次及び２年次の授

業料の 1/2 を減免 

本学が指定する入学試験において、本学

が定めた成績基準を満たす学生が対象 

育友会学費援助金 
（備付資料３Ｐ680） 

10 万円を限度に支給 「学資支援支給奨学金」又は「緊急支援

貸与奨学金」として採用された学生、又

はそれらに準ずる学生のうち家計急変

度が著しい学生及び主たる家計支持者

の不在等により家庭の生計維持が困難

な学生が対象 

姉妹・母娘学費減免
（備付資料３Ｐ465） 

学費（授業料及び教育充

実費の合計）の半額を減

免 

姉妹又は母娘が学則で定める修業年限

内に同時に在学する学生が対象 

卒業生子女・姉妹・

孫学費減免 
（備付資料３Ｐ467） 

卒業生の子女・姉妹は入

学金の全額を減免 

卒業生の孫は入学金の

1/2 を減免 

本学を卒業した者の子女又は姉妹もし

くは孫である学生が対象 

社会人学費減免 
（備付資料３Ｐ469） 

授業料の半額を減免 学則で定める修業年限中の授業料の半

額を減免 

 また、日本学生支援機構の奨学金（第１種、第２種）については、近年の国内経済の大

きな変化に伴い、本学においても多くの学生が奨学金を希望し、受給する学生も多数に上

る。この現状をふまえ、学生への奨学金制度の説明会の実施等により、ただ単に奨学金の

貸与を勧めるだけでなく、奨学金受給におけるメリットとデメリットの両面についての周

知を徹底している。なお、学生ハンドブック （提出資料１Ｐ11）、大学案内 （提出資料２Ｐ86）や本学

ホームページ （備付資料 28）においても奨学金等の情報を提供している。 
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学生の健康管理については、看護師（常勤１名・非常勤１名）を配置した「保健指導室」

が専門的に対応する。ここでは毎年学年当初に健康診断を実施し、健康上の問題が発生し

たときにはすぐに対応するとともに、所見のある学生に対しては経過観察を行い、健康な

学生生活を支援している。心身に関わる相談については、「保健指導室」に加え、「学生相

談室」が担当する。カウンセラー（非常勤２名）が常駐し、学生の相談に対して適切な対

応ができるようにしている。また、案内パンフレット （備付資料 29）を配布することで、悩み

を持つ学生が気軽に相談できるように配慮している。さらに、学生がメンタルヘルスケア

やカウンセリングを受けやすいように、学生相談室に隣接して控室を設け学生の利便性の

向上を図っている。 

学生の学習に関する相談とそれに付帯する生活相談については、担任教員がそれに対応

することはもとより、本学ではオフィスアワー制度を設け、学生はどの教員にでも相談で

きる環境にある。 

 留学生の学習支援及び生活支援に関しては、教学支援部教務課と学生支援部学生課で連

携し、対応している。担当の職員を配置し、個別に履修や生活の相談にあたっている。学

生支援部内には個人ごとのメールボックスを設置し、留学生への連絡や状況を把握してい

る。住居については、下宿・アパート等の宿舎を斡旋する場合、必要に応じて大学が保証

人となり契約し、学生寮に入寮する場合は寮費を減額している。また、本学では学生と留

学生の交流を促進させるために、2013（平成 25）年度より「バディ制度」を導入した。

これは学生ボランティアの一種として、留学生に対して学生が授業や生活面でのサポート

をするものであり、また学生が主体的に国際交流に関わり、日本で異文化理解を深める機

会としている。 

障がいを持った学生への対応について、2016（平成 28）年４月の障害者差別解消法の

施行に向けて、障がい学生受け入れのためのロードマップ （備付資料 30）を作成し、2014（平

成 26）年度には FD 研修会で大学における修学支援について「合理的配慮の考え方と今後

の課題」の講演会を開催し、全教職員の意識の醸成を図った。また、授業においては科目

履修決定後に科目担当の教員へ障がいを持った学生の履修を通知し、その障がいに応じた

教育上の配慮を求めている。（備付資料 31）さらに、ノートテイクの講習会やワークショップ

を開き、学生ボランティアによる聴覚障がいの学生のための支援を充実させている。施設

面では、これまで既存の施設全体にわたって改修工事の際に、可能な限りバリアフリー化

を進めてきた。車椅子の通行幅を確保したスロープや障がい者用駐車場、障がい者用トイ

レの設置のほか、エレベータは車椅子が回転できるスペースを確保し要所に点字ブロック

を設置した。それに加え視覚障がい者用のパソコン音声対応ソフトやパンフレット入力装

置、点字キーボード、点字プリンタ、ターボマウス等を情報機器として整備している。 

 社会人学生は社会人入試制度を設け受け入れている。（提出資料 16Ｐ19・18Ｐ21）特に社会人学生

と一般学生を区別することなく対応している。また、本学では「園田学園女子大学・同短

期大学部長期履修学生規程」（備付資料３Ｐ450）を定め、学生の希望に応じて長期履修学生とし

て受け入れる体制を整えている。 

 本学では 2012（平成 24）年度より、建学の精神、大学理念、教育目的、経験値教育に

照らして褒めるにふさわしい活動や大学の名誉を高める等、特に優れた活動を行った学生

を顕彰することにより、更なる人間的成長を促すとともに本学への帰属意識を高めること
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を目的として「学長賞」を設置した。毎年、地域活動やボランティアなどに取り組む学生

の中から特に活躍した学生を積極的に表彰し、併せて記念バッジを贈呈している。 

併設大学が 2013（平成 25）年度に「地（知）の拠点整備事業」の採択を受けており、

本学についても部分的に教育課程や経験値評価システムを活用することにより、学生の社

会的活動を積極的に評価している。 

 

（b）課題 

昨今の経済状況の中で経済支援を必要とする学生が多くおり、奨学金を希望する学生が

増加している。予算が限られているので必要な学生に必要なだけ奨学金を充てるというこ

とができない。奨学金だけではなく新たな経済支援の取り組みが必要である。 

学生の多様化のために対応も複雑化しており、窓口相談業務については、きめ細やかに

対応することが課題である。 

つながり評価、プロジェクト評価、アセスメントの３つの指標のなかで、本学では、2014

（平成 26）年度第２学期から全学生のアセスメントを実施している。しかし、つながり

評価については、十分に活用できておらず、プロジェクト評価に係る科目の選定は今後の

課題である。 
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［区分］基準Ⅱ-B-4 進路支援を行っている。  

■基準Ⅱ-B-4 の自己点検・評価 

（a）現状 

学生支援部のもとにキャリア支援課を置き、部長１名、課長１名、一般職員２名、契約

職員１名で構成し、就職支援などを行っている。また、「園田学園女子大学・園田学園女

子大学短期大学部就職委員会規程」（備付資料３Ｐ136）に基づき、各学科の教員で構成する就職

委員会を設け、就職支援などに関する内容について意見を聴取し、キャリア支援課の支援

充実に努めている。 

学生への情報提供として掲示・ファイリング・本学ホームページ・学生ポータルサイト

の検索機能・携帯配信・情報誌「就勝つ」・進路就職に役立つ書籍の配置・「就活ノート」
（備付資料 32）の配布などにより、常に最新の情報を学生に発信している。また、保護者に向

けた情報提供も「就職活動サポートガイド」（備付資料 33）を通して実施している。 

個別指導のため個人ファイルを作成し、それに基づいて就職活動状況の把握と指導を行

っている。職員が実施している個人面談（１年次生全員）に加え、キャリア相談室を設置

して２名のキャリアカウンセラーにより、一人ひとりの学生に対応し充実した個別指導

（予約制）を強化している。具体的には面接フィードバックシステムを活用し模擬面接を

行い、その他にはエントリーシート・履歴書添削などを実施している。さらに、企業訪問

担当者を配置し、企業開拓を行っている。企業訪問担当者の情報は求人情報として随時携

帯メールやブログにて学生に配信するとともに、企業訪問担当者による就職相談を月１回

実施（予約制）している。 

就職支援のセミナーとして、「進路ガイダンスⅠ・Ⅱ（学科別）」「就職講座」「就職活

動直前講座（看護職・保育職）」「出前ガイダンス」（キャリア形成支援として授業科目や

ゼミ単位で実施）などを実施している。「就職講座」（５回）では、就職活動の進め方、就

職活動の準備、エントリーシート・履歴書の書き方、面接対策、ビジネスマナー（立ち居

振る舞い・メイクアップ等）、筆記試験対策などを教授し、e－ラーニングによる就職作文

講座も開設している。さらに学外会場を利用して企業と学生が直接交流できる機会を設け

た「JOB セミナー」を開催している。 

卒業時の学科ごとの就職状況の分析・検討はもちろん、卒業年次生の就職状況について

も、年度内において定期的に学科の内定数を集計して分析・検討している。そして、その

結果は随時、運営会議と教授会において報告され教職員に周知されるとともに、学生の就

職支援に活用している。 

進学指導について、併設大学への進学は試験制度や既修得単位の読み替えなど学生が必

要とする情報を的確に与えるため、教学支援部教務課と学科教員が連携しながら支援して

いる。本学から併設大学への進学は、2012（平成 24）年度は１名、2013（平成 25）年度

は２名であった。また他大学への進学は、学生支援部キャリア支援課に資料を設置して、

学生からの要望があれば相談に応じている。 

卒業後の留学支援については、学生支援部学生課（国際交流室）が相談に応じている。 

 

（b）課題 

 キャリアプランに対して、１年次から主体的に取り組めない学生も多少見受けられる。
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そのような学生に対して、学科の特性に合わせたキャリア支援プログラムをどのように展

開するかが課題である。 
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［区分］基準Ⅱ-B-5 入学者受け入れの方針を受験生に対して明確に示している。 

■基準Ⅱ-B-5 の自己点検・評価 

（a）現状 

各学科の入学者受け入れの方針は、入試ガイド （提出資料 16Ｐ5）、AO 入試ガイド （提出資料 17）、

入学試験要項 （提出資料 18Ｐ31）、本学ホームページ （提出資料 15）で明確に示している。 

入学者選抜方法は、次の通り多様な選抜方法を採用している。①アドミッションズ・オ

フィス（AO）入試、②指定校制推薦入試、③スポーツ推薦入試、④ファミリー入試、⑤公

募制推薦入試、⑥一般入試、⑦大学入試センター試験利用入試、⑧社会人入試、⑨帰国子

女入試、⑩専門高校・総合学科対象入試、⑪私費外国人留学生特別入試を実施している。 

なお、本学ホームページにおいては、各入試結果について詳細に志願者数、受験者数、

合格者数を公開している。（備付資料 34） 

全ての入試制度において、願書受付から合否通知にいたる入学試験の事務処理は、業務

フローに合わせて全て電算化している。願書受理後、出願書類の確認、出願資格のチェッ

クを行ない、願書データ入力後、受験票の送付を行っている。入学試験実施における試験

監督・面接・学科試験の採点は教員が担当し、また受験生の誘導・試験場の警備等は事務

職員が担当し、全体的な運営及び採点補助はアドミッションセンターが担当している。面

接は２名以上の教員が担当し、学科試験においての採点は問題作成者をはじめ３名以上の

教員が担当している。 

入試委員会の直下に問題作成・検討委員会を設置し、問題作成にあたるとともに、別途、

問題確認委員を選出し、入試問題としての適切性、出題範囲の適切性を点検し、入試問題

作成者と連携をとりながら、再検討や修正等を行っている。そして、小論文、学科試験に

おいては、入試問題作成ガイドラインを作成し、さらには文部科学省の通知文（大学入学

者選抜における出題・合否判定ミス等の再発防止について）を問題作成者と問題確認委員

に説明の上、配付し周知している。 

また、入学試験当日はすべての門を閉鎖し、受験生が試験会場に入る時間帯のみ正門を

開け、関係者以外の立ち入りを禁止している。試験の得点については、受験生から申し出

があれば、成績を開示している。合格の判定は、各学科で合格者の原案を作成し、学長、

入試委員長出席のもと、教授会で審議の上、決定している。そして、合否に関わらず全て

の受験者に合否結果通知書を郵送している。また、高等学校長の推薦による入学試験（公

募制推薦入試、スポーツ推薦入試、指定校制推薦入試）においては、高等学校長に合否結

果を通知している。 

以上のように、本学の入学試験は、多様な選抜を公正かつ正確に実施している。 

 受験の各種問い合わせについては、入試広報部が窓口となり、迅速に回答している。メ

ールでの問い合わせも多いが、回答はその日のうちを原則としている。高等学校へは年間

を通して学生募集推進担当部長（３名）が訪問し、広報活動、学生募集活動を行っている

が、高校からの受験を含む様々な問い合わせ、質問などにも対応している。 

 入学手続者に対し入学までに「新入生へのご案内」を同封した入学関係書類 （備付資料 14）

を送付し、また授業や学生生活についての情報は、ホームページ（新着情報やブログ等）、

FaceBook などにより提供している。  

 本学のオリエンテーションは入学者全員に対して、入学式の翌日から２日間にわたり実
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施している。学生生活の基本的な事項を学生支援部学生課が学生ハンドブック （提出資料１）

を用いて説明している。また、履修方法等の大学での学習についての説明は、教学支援部

教務課が履修の手引き （提出資料 22・23）を用いて行っている。 

 

学科ごとの状況については、次の通りである。 

〈１〉生活文化学科 

生活文化学科では、Ⅰ期からⅤ期の AO 入試（定員 15 名）、複数回の推薦入試（定員 21

名）と一般入試（定員 20 名）、さらに専門高校・総合学科対象入試、スポーツ推薦入試、

社会人入試、大学入試センター試験利用入試など多彩な入学試験を実施することにより、

幅広い視点で入学者を受け入れている。 

例えば、推薦入試では、選考方法として国語、英語の試験科目の配点を大きくとる「基

礎学力重視型」、調査書評定平均値の配点を大きくする「調査書重視型」のどちらかを受

験生が選択できるようにしたり、専門高校・総合学科対象入試では、受験生が高校で取り

組んだ課題の成果を自由な形式でプレゼンテーションする選考方法を採用したりするこ

とにより、受験生の高校での多様な学びを適切に評価し、選考に活かしている。 

また、2014（平成 26）年においては 53 名の入学者のうち 23 名（約 43%）の学生を AO

入試により受け入れているが、AO 入試では出願前の面談によって学科の教育課程、学生

生活について十分な理解を得た上で受験に至った学生が入学しており、AO 入試による入

学者には各コースの学習に継続する内容の入学前課題も課している。国際食文化コース、

健康生活コースでは指定図書を読んだ上でのレポート提出、情報デザインコースでは専門

科目「ビジネス文書」の基礎になる国語のワークブックであり、これらにより比較的早期

に入学が決定した場合でも、入学までの期間、短大進学への高い意識を維持することに効

果を得ている。（備付資料 15） 

本学では入学者に対しては、オリエンテーションにおいて事務職員によるガイダンスの

ほか、学科・コースによる詳細なガイダンスを実施している。コースのガイダンスでは担

任が中心となって、学生一人ひとりに対して履修指導を行うことで、直後に開始する授業

に滞りなく進めるよう取り組んでいる。学外オリエンテーションでは、生活文化学科の特

色を活かしたテーブルマナー等の体験を取り入れており、学生間の交流を図ることで学生

生活の不安を解消する効果も得ている。 

〈２〉幼児教育学科 

大学案内（提出資料２Ｐ73）などで、幼児教育学科のカリキュラムや実習など２年間の学び・

在学生や卒業生の経験談・就職実績などを紹介している。 

入試広報部による全体計画のもと、幼児教育学科が行う学生募集活動は大きく次の３つ

である。 

１．印刷物による広報：入試広報部が作成する大学案内の学科紹介ページを担当して 

いる。また、オープンキャンパス用のちらしを学科独自に作成している。 

２．本学主催のイベント：高校進路指導部などを対象とした学内説明会（４月末）、オ

ープンキャンパス（2014（平成26）年度は11回）、園田学園高等学校・中学校との

連携事業を行っている。 

３．外部依頼による出前・受け入れ事業：高校での職業別説明会などへの保育部門とし
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ての参加や、連携校の受け入れを行っている。また、平日の高校生個人による学内見

学などでも入試広報部から連絡を受けた場合、教員が対応している。 

オープンキャンパスは全学的に年11回程度開催している。当日のプログラムでは個別相

談コーナー・ミニ体験授業や学科ガイダンスを学科が担当しており、前者では学科の紹介

や入試、奨学金などの概要説明を、後者では専門分野の授業と保育者になるための資質に

関するガイダンスを行っている。特に開催が集中している５月～９月の期間は、ミニ体験

授業では講義・実技・在学生や卒業生による体験談などを織り交ぜている。また、これら

の連続性・関連性を伝えるため、学科独自のちらしを作成・配布している。 

オープンキャンパスでは、学生スタッフによる施設見学ツアーを行っている。幼児教育

学科の場合、保育をキーワードに体育・音楽・美術・食育など専門分野が多岐にわたる。

これらの魅力を受験生に伝えるため、ピアノ室・図工室・乳児保育室に担当教員が常駐し

授業内容や設備の解説を行っている。これは上記の個別相談コーナーやミニ体験授業とは

別に、受験生が気軽に質問できる環境になっており、事後アンケートでも丁寧な対応、教

員と学生との距離の近さに関する感想がみられる。 

日常的に子どもや保護者と接する仕事のため、現場で活躍する保育者となるには専門的

な知識や技術の習得だけではなく、コミュニケーション力が不可欠である。幼児教育学科

ではこの点を重視し、推薦入試・一般入試・社会人入試など通常の選抜方法に加えてAO

入試を積極的に取り入れている。具体的な流れは次の通りである。 

１．エントリー 

２．保育に関するビデオを視聴しての作文、面談 

３．出願資格認定 

４．本選考となる面接試験 

５．合否発表 

２では、ビデオを視聴しての作文で国語力を判定し、一人25分程度の面談を行っている。

この面談は、学科側の質問だけではなく、受験生からの質問を含め積極的な発言を促し双

方向に理解を深めることを心掛けている。本選考となる面接に加えてこうした面談方式を

採るAO入試によって、コミュニケーション力に長けた学生の選抜に結びついている。 

入学手続者に対して入学までに事前課題を出している。具体的な内容は、読書・漢字・

ピアノに関する課題であり、併設高校からの入学者についてはこれらに加えて離乳食を実

際に作って試食し、感想や絵を書く課題を課している。（備付資料15） 

幼児教育学科では、入学者に対するオリエンテーション等について次の要領で行ってい

る。 

１．新入生オリエンテーション：４月初頭の入学式直後にオリエンテーションを実施 

している。学生生活・奨学金など全体については事務職員が、履修・資格取得など

学科心得については教員が、それぞれ説明と指導を行っている。 

２．個人面談：５月後半に１年次生全員を対象とした個人面談を実施し、学生の状況を

把握している。欠席が目立つ、学習意欲が低下しているなど諸問題を抱える学生な

どについて６月初頭の学科会議で情報を共有し、担任及び授業担当教員からの多角

的な情報を基にサポート体制を整えている。 

 

98 
 



園田学園女子大学短期大学部 
 
（b）課題 

 入学者受け入れの方針を受験生に対して明確に示しており、入試に関する事務などを適

切に行っていることから現状では課題はない。 
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■テーマ 基準Ⅱ-B 学生支援の改善計画 

＜Ⅱ－Ｂ－１について＞ 

学生 FD 委員会の活動を活性化し、2014（平成 26）年度以降、「教員と学生による授業

について話し合う会」を学科ごとに開催し、実質的なものとする。 

生活文化学科では「生活」に関わる専門知識、教養の達成段階を個別に評価できる基準

を設定する。学科として求めている専門知識、教養の獲得度に加え、収集した知識や資料

を分析できる能力、自分の考えを論理的に展開できる能力、知性・感性を表現できる能力、

自己の考えやイメージを創造的に表現できる能力、授業によって獲得した技術力のそれぞ

れを個別に評価する基準を策定し、総合評価につなげる統一した評価システムを学科で確

立する必要がある。これらは各教員が個別に基準化していたものであり、その意味では現

状でも存在するが、より明確に経験値を示す基準として統一して策定、評価に供する。 

幼児教育学科では一部には幼稚園教諭や保育士をめざすという意識が明確ではない学

生がいる。資格取得・卒業・将来のビジョンを明確にするため、個人面談など日常的にコ

ミュニケーションをとり指導に努めていく。 

＜Ⅱ－Ｂ－２について＞ 

教員だけではなく、学生間でのピアサポートを実現するため、学生 FD 委員会の活動を

充実させ、学生の主体的・自律的学修を支援していくためのラーニングアシスタント（LA）

を設置する。 

＜Ⅱ－Ｂ－３について＞ 

図書館の窓口業務、情報教育センターの SA 等の学内アルバイトの数を増加させて、経

済支援が必要である学生を優先的に学内アルバイトができる体制（ワークスタディ制度）

を構築する。 

障がいを持つ学生について、できる限り入学前に学生の状況を把握し、保護者・学科・

学生支援部とで合理的配慮について希望・意見を聴き、内部調整を図る。 

学生の地域における社会的活動の促すとともに、経験値評価システムを積極的に運用す

ることにより、学生の多様な社会的活動を評価していきたい。 

＜Ⅱ－Ｂ－４について＞ 

就業意識の向上を目的として、入学時から段階的、系統的なキャリア教育を正課内でよ

り充実させる。 

 

■提出資料（番号と資料名） 

１ 学生ハンドブック 2014 

２ 大学案内 2014 

６ 園田学園女子大学短期大学部学則 

15 ホームページ「アドミッション・ポリシー」 

（http://www.sonoda-u.ac.jp/apply/admissionpolicy.html） 

16 平成 26 年度入試ガイド 

17 平成 26 年度 AO 入試ガイド 

18 平成 26 年度入学試験要項 

22 履修の手引き（生活文化学科） 
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23 履修の手引き（幼児教育学科） 

 

■備付資料（番号と資料名） 

３ 例規集 

11 学生生活アンケート結果 2014 年度（幼児教育学科） 

14 平成 27 年度入学関係書類 

15 2015 年度入学者入学前課題に関する資料 

16 平成 26 年度教学支援部教務課オリエンテーション資料 

17 幼児教育学科オリエンテーション資料 

21 平成 26 年度授業アンケート集計結果表 

22 留学・海外研修 GUIDE BOOK2014 

23 ファカルティ・ディベロップメント（FD）の取り組み 2014 

25 平成 26 年度授業アンケート結果に対する教員コメント一覧 

26 News Letter（情報教育センター） 

27 図書館利用ガイド 

28 ホームページ「奨学金」 

（http://www.sonoda-u.ac.jp/campuslife/scholarship.html） 

29 学生相談室案内 

30 障がい学生支援の取り組み 

31 障がいがある学生に対するご配慮等について 

32 就活ノート 

33 就職活動サポートガイド 

34 ホームページ「入試結果」 

（http://www.sonoda-u.ac.jp/apply/eedata.html） 
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■基準Ⅱ 教育課程と学生支援の行動計画 

＜Ⅱ－Ａ－１について＞ 

2015（平成 27）年度 

・学則に学位授与の方針を明文化する。また、学生には年度初めのオリエンテーシ

ョン時に学位授与の方針を伝え、学習目標を認識させる。 

＜Ⅱ－Ａ－２について＞ 

2015（平成 27）年度 

・短期大学部共通科目の見直しに向けての検証、新教育課程の検討、構築、届出をす

る。 

2016（平成 28）年度 

・新教育課程を設置する。また、生活文化学科を２コース体制に改編し、それに伴い

生活文化学科の教育課程編成・実施の方針の見直しを早急に行い、新２コースの教

育課程を体系的に編成する。 

＜Ⅱ－Ａ－３について＞ 

2015（平成 27）年度  

・GPA 制度導入を開始する。 

2016（平成 28）年度 

・GPA 制度の検証をする。 

＜Ⅱ－Ａ－５について＞ 

2015（平成 27）年度 

・生活文化学科では独自調査の内容を学科会議で検討する。 

・幼児教育学科では、卒業生アンケート結果を分析し、見直しを行い学習成果の点検

に活用していく。さらに、2015（平成 27）年の３月に卒業した新卒業生に対して

「新卒業生の集い」と称して、５月に職場の悩みや相談を聞き取る会を開催する。 

＜Ⅱ－Ｂ－１について＞ 

2015（平成 27）年度 

・学生 FD 委員会を学生会組織に編入し、また学生 FD 委員会やラーニングアシスタン

ト（LA）を対象に、学外への勉強会参加を促す。 

・生活文化学科では卒業研究の基準を策定する。 

・幼児教育学科では 現在学科全教員で行っている取り組みを継続し、２年間の中 

での位置づけを点検しながらサポートを行う。 

（１年次：４月・新入生オリエンテーション、５月・個人面談、11月・保育実習後

の反省会、１～３月・施設実習後の反省会、３月・２年次に向けての在学生オリエ

ンテーション／２年次：７月・幼稚園実習後の反省会、９月・保育実習後の反省会、

10～３月・「幼児教育研究（ゼミ）」を中心とした全般的なサポート） 

＜Ⅱ－Ｂ－２について＞ 

2015（平成 27）年度 

・学生 FD 委員会を学生会組織に編入する。 

・学生 FD 委員会によるアスクカウンターを設置する。 

・試行的にラーニングアシスタント（LA）を活用した授業を導入する。 
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＜Ⅱ－Ｂ－３について＞ 

2015（平成 27）年度 

・学内アルバイトの現状のまとめと創出を行い、学内アルバイトが経済支援となる 

よう学生支援部学生課が各部署に働きかけ、ワークスタディの意義を浸透させる。

学生が学生のサポートを行えるピアサポートが実現できるよう、支えあい活気のあ

る大学をめざす。 

・障害者差別解消法の施行に向けて、ロードマップ及び学生支援基本方針をもとに 

その学生にあった学生支援を実現する。特に、合理的配慮とはどういうことかを学

内で共通認識を持つため意識の醸成を図る。 

・つながり評価について学生に周知し、運用を進める。 

・プロジェクト評価を確立し、運用する科目の選定に入る。 

2016（平成 28）年度 

・３つの評価指標を用いた学生の地域活動を基盤とした経験値評価を実施する。 

＜Ⅱ－Ｂ－４について＞ 

2015（平成 27）年度 

・入学時から段階的、系統的なキャリア教育を正課内でより充実させるために、就職

委員会及び共通教育委員会を中心に、各学科の教員に就職支援への理解を促し、そ

の理解に基づいて連携を強化しつつ共同してこの課題への解決を図る。 

 

◇基準Ⅱについての特記事項 

（1）以上の基準以外に教育課程と学生支援について努力している事項。 

 特記事項なし。 

 

（2）特別の事由や事情があり、以上の基準の求めることが実現（達成）できない事項。 

 特記事項なし。 
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【基準Ⅲ 教育資源と財的資源】 

■基準Ⅲの自己点検・評価の概要 

教員組織については、本学の理念・目的を実現すべく必要な教員組織を編成している。

編成に際しては、法令基準で定められている必要教員数を遵守しており、特定の範囲の年

齢に著しく偏ることのないように配慮している。また、教員の募集・採用・昇任は、「園

田学園女子大学・園田学園女子大学短期大学部職員任用規程」、「園田学園女子大学短期大

学部教員資格審査規程」に基づき、適正に運用している。 

研究活動については、専任教員毎に個人研究費及び研究室を付与し、共同研究に関する

規程を整備するなどして、研究活動の推進にあたっている。また、教員の研究成果の発表

の場として毎年度「園田学園女子大学論文集」を発行している。 

FD 活動では、教育活動の質的向上と発展を目的として「園田学園女子大学・園田学園

女子大学短期大学部 FD 委員会規程」を定めている。この規程に従って、FD 活動を企画・

運営しており、主な活動としては、「授業アンケート」、「教員と学生による授業について

話し合う会」を実施している。 

事務組織については、「園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大学部組織規則」に

規定しており、事務職員が関わる組織としては法人本部、大学・短大事務部門、附置・附

属機関、センター組織の４部門に大別される。法人本部には企画統括室・事務管理部（庶

務課・人事課・財務経理課）、大学・短大事務部門には企画運営部・教学支援部（教務課・

学術研究支援課）・学生支援部（学生課［国際交流室］・キャリア支援課・保健指導室・SCC

国際交流室）・入試広報部・大岡山グリーンキャンパス・地域連携推進機構、附置・附属

機関には近松研究所（併設大学附置研究所）・図書館、センター組織には情報教育センタ

ー・総合生涯学習センター・スポーツ振興センターを設置している。 

事務職員は日本私立短期大学連盟をはじめとする各種団体が開催する研修会等に参加

している。また、本学では教職員全員の出席を義務づけている「全学教職員研修会」を夏

期休業期間中に実施しており、学外から講師を招聘しての講演会など、毎年テーマを変え

て教職員の自己啓発を図り、教員、事務職員の垣根を越えた問題意識の共有と交流を推進

している。 

教職員の就業に関する諸規程としては、「園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大

学部職員就業規則」、「園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大学部職員給与規程」、

「園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大学部助教規程」、「園田学園女子大学・園田

学園女子大学短期大学部助手規程」、「園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大学部職

員の定年等に関する規程」、「教育職員の勤務日数並びに勤務時間規程」などの規程を定め、

関係法規の改正等に対応して適切に整備している。これらの規程に基づき人事管理を適切

に行っている。 

 短期大学設置基準を充たした校地面積及び校舎面積を有しており、敷地内には７棟の校

舎を置いている。各棟の講義室や演習室には必要な機器等を配置している。2014（平成

26）年度中には新たな体育施設である「スポーツセンター」が完成し利用している。また

「固定資産調達及び契約規程」、「固定資産及び物品管理要項」、「固定資産及び物品の取扱

い要領」、「経理規程」、「施設貸与規程」、「備品貸出規程」を制定し、これらの規程に基づ

き施設設備や物品等を維持管理している。 

様式 8－基準Ⅲ 
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情報教育センターでは、情報機器の整備を行っており、さらに学生が空いた時間にコン

ピュータを使用できるように、コンピュータ教室などの開放を行い対応している。2013

（平成 25）年度には、アクティブラーニングを実現する環境の整備として、「アクティブ

ラーニング教室」（222 教室）を設置した。 

本学では定員を充足させるため、コース改編等を行ってきたが、生活文化学科において

は定員を充足できていない。ただし、本学全体の充足率では 2012（平成 24）年度 89.5％、

2013（平成 25）年度 88.8％、2014（平成 26）年度 84.5％となっており、2014（平成 26）

年度までの収支状況は黒字を維持し、存続に足る収支は均衡を維持している。また学園全

体としては、予算の適切な配分などを行うことで、財務体質の改善に努めている。 

本基準の課題としては、研究活動の推進、SD 活動の充実、グローバル人材育成を視野

に入れた国際業務の見直し、校舎・施設設備等の維持管理に関する中期的な計画の策定、

本学生活文化学科の定員未充足などが挙げられる。 

 上記課題に対しては、次の通りに進めていく。研究活動の推進方法として、地域連携推

進機構運営委員会において学科間との連携先の開拓を図る。SD 活動については、規程を

整備し事務職員の研修を体系化する。国際業務については、国際業務を統括し、提携校と

の連携等を強化するために、「国際交流センター」を設置する。校舎・施設設備等につい

ては、中期計画をもとに年次計画を立て、計画的に改修等を実施する。生活文化学科にお

いては、園田学園高等学校からの内部進学者を増加させ、さらに社会情勢をふまえたコー

ス改編を実施し、財務体質のさらなる改善を図る。 
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［テーマ］基準Ⅲ-A 人的資源 

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

整備している。 

■基準Ⅲ-A-1 の自己点検・評価 

（a）現状 

教員組織については、本学の理念・目的を実現すべく必要な教員組織を編成している。

編成に際しては、法令基準で定められている必要教員数を遵守しており、特定の範囲の年

齢に著しく偏ることのないように配慮している。（備付資料 37）また、主要な授業科目につい

ては、原則として専任の教授又は准教授が、主要科目以外の授業科目については、できる

限り専任教員が担当している。この際、専門間でバランスのとれた配置をすること、専任

教員１人当たりの在籍学生数が学科の教育目的に照らして相当な範囲に収まっているこ

とに配慮している。 

教員の募集・採用・昇任は、学長の内申に基づき理事長が行うことを「園田学園女子大

学・園田学園女子大学短期大学部職員任用規程」（備付資料３Ｐ174）第３条に定めている。教員

の採用については、公募を原則としており、本学ホームページや JREC-IN 研究者人材デー

タベース等のインターネットを活用するとともに、場合によっては文書により関係大学に

公募の周知や推薦の依頼をしている。選考について、学科会議で担当科目の適合性など適

正な人材であるかを検討した後、「園田学園女子大学短期大学部教員資格審査規程」（備付

資料３Ｐ182）に基づき、短期大学部の教員資格審査委員会が書類選考した中から候補者を絞り、

面接審査を経て最終の候補者を学長に推薦する。その後、学長は教授会の議を経て最終の

候補者を理事長に上申する。理事長は、学長、学部長及び学科長等を同席させ、改めて面

接を行い、採用を決定する。なお、採用及び昇任等に係る資格基準は短期大学設置基準及

び「園田学園女子大学教員資格審査基準」（備付資料３Ｐ184）に準拠している。 

 

 学科ごとの状況については、次の通りである。 

〈１〉生活文化学科 

生活文化学科においては、国際食文化コース、健康生活コース、情報デザインコースの

３コースで構成し、教員組織は学科の教育目的である「衣食住を基盤とした生活文化に役

立つ実践科学的な知識と技能を修得し、あわせて人間性豊かな教養を身につけ、主体的で

聡明な生活者として社会に貢献できる自立した女性の育成」に基づき、円滑な教学運営を

目的として編成している。また、専門性の高い各コースから編成する学科の専任教員を教

授６名、准教授２名の計８名配置しており、短期大学設置基準に定める教員数を充足して

いる。 

教育課程編成・実施の方針に基づいて総合科目、専門科目において専門性の高い専任教

員と非常勤教員をほぼ適切に配置している。また、国際食文化コースでは実習助手を３名

配置しており、担当の内訳は 「製菓基礎実習」（洋菓子・パン・和菓子）２名、「製菓専

門実習Ⅰ・Ⅱ」２名、「調理実習」１名、「世界の料理」１名、「食品科学実験」１名であ

る。実習助手は主に実習、実験授業を担当し、その目的は、学科の教育課程編成・実施の

方針に基づいた、学生の実習内容の理解度の向上と円滑な実習授業の遂行である。さらに、

実践型の授業である「製菓専門実習Ⅰ」では、フードビジネス実習（学生主体のカフェ運
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営）やアントルメ実習（食後に提供するデザート作り）があり、衛生面及び安全面を考慮

し実習助手を配置している。また、学力不足の学生への対応や、学習意欲が低下しつつあ

る学生を早期に指導できる体制もとっており、学生支援の役割も担っている。  

〈２〉幼児教育学科 

幼児教育学科の専任教員組織においては短期大学設置基準に定める、教授・准教授・助

教で編成している。専任教員数は入学定員 120 名に対し教授４名、准教授４名、助教３名

の計 11 名であり、基準数を充足している。また、「幼稚園教諭二種免許」の課程認定及び

「保育士」の指定を受けており、教職認定基準による配置の専任教員数は 10 名、保育士

指定規則による配置の専任教員数は 10 名であり充足している。 

専任教員と非常勤教員（兼任）の配置については、教育課程編成・実施の方針に基づき、

専門教育科目のうち、学科必修科目は専任教員（教授・准教授）が概ね担当し、それ以外

の専門科目については、専任教員と非常勤教員を配置している。また、円滑な学生指導遂

行の目的で補助教員として、演習科目である「子どもの保健Ⅱ」に１名（非常勤助手）、

「保育実習指導Ⅰ」に１名（実習支援員）、「子どもの食と栄養」に１名（実習助手）を配

置している。「子どもの保健Ⅱ」の主な業務は沐浴・清拭、衣類の着脱、抱っこ・オムツ

の準備、片付け等である。「保育実習指導Ⅰ」の主な業務は、実習指導内容の把握、授業

の補佐（提出物、配布物の確認など）等である。「子どもの食と栄養」では、調理実習時

での安全面・衛生面を考慮し実習助手を配置している。 

 

（b）課題 

短期大学設置基準を満たした教員配置であり、また教育課程編成・実施の方針に基づき

教員組織を編成しており、現状では課題はない。 
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［区分］基準Ⅲ-A-2 専任教員は、学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づ

いて教育研究活動を行っている。 

■基準Ⅲ-A-2 の自己点検・評価 

（a）現状 

本学では教員の研究業績を一元管理し、第三者評価や文部科学省又は厚生労働省などの

提出書類に活用することを目的として、2011（平成 23）年度から新しい研究・業績ソフ

ト「研究業績プロ」を導入した。このシステムを利用し、2013（平成 25）年 10 月から教

育職員の研究業績をホームページで公開している。2014（平成 26）年１月からは、ReaD

＆Researchmap サービスへのデータ交換を実施している。また、2011（平成 23）年度から

毎年度夏季休業中にデータ入力に関する説明会を事務管理部人事課が実施し、教員業績シ

ステム入力の啓発に努めている。 

 教員の教育活動及び研究活動の助成を目的として、専任教員（教授・准教授・講師・助

教）に対して、年間 38 万円（研究図書費・研究消耗品・研究旅費・研究負担金）の個人

研究費を支給している。個人研究費は、「経理規程」（備付資料３Ｐ320）に従って執行されるが、

新規採用教員については、採用時のオリエンテーションでその執行ルールなどを説明して

いる。また、教員研究室の整備状況について、講師以上（教授、准教授、講師）の全ての

専任教員に個人の研究室を配当している。研究室の面積は 22～24 ㎡で、全ての研究室に

学内 LAN が接続され、随時に情報の収集及び発信が可能な環境となっている。さらに、講

師以上（教授、准教授、講師）の専任教員には１週当たり 1.5 日、助教は１週当たり１日

の研究日を付与している。 

専任教員の研究活動は学科の教育課程編成・実施の方針に沿って行われ、教員の研究活

動による成果は担当科目の授業内容に反映され、学習成果の向上に役立っている。2010

（平成 22）～2014（平成 26）年度の研究活動は、研究業績書 （備付資料 35）の通り行った。 

本学では、研究推進に関する諸施策を推し進めることを目的として教学支援部学術研究

支援課を設置し、教員に対して科学研究費補助金をはじめとする外部資金を獲得するため

に必要な情報を提供している。例えば、学内イントラネットにて外部資金の募集やスケジ

ュールの案内を掲示し、教員を対象とした科学研究費補助金の学内説明会や経費執行及び

検収ルールの説明会を定期的に開催している。専任教員は科学研究費補助金等の獲得に向

けて努力しているが、2012（平成 24）～2014（平成 26）年度までの科学研究費補助金の

採択件数は生活文化学科で１件、幼児教育学科で２件である。（備付資料 38） 

また、外部資金以外に学内における研究活動の活性化及び教育の質の向上を目的として、

「共同研究費」として 500 万円を予算化しており、「園田学園女子大学・園田学園女子大

学短期大学部共同研究の推進に関する規程」（備付資料３Ｐ489）及び「園田学園女子大学・園田

学園女子大学短期大学部共同研究推進委員会規程」（備付資料３Ｐ492）に従って運用している。

さらに、教育研究水準の向上に資することを目的として、最長１年間の海外での在外研究

を認める制度がある。（備付資料３Ｐ498）具体的には、長期（１年間）で 300 万円、中期（３月

以上６月未満）で 150 万円、短期（３月未満）で 50 万円を予算限度としている。2012（平

成 24）年度から 2014（平成 26）年度の在外研究は全て短期で、2012（平成 24）年度は２

件、2013（平成 25）年度は１件、2014（平成 26）年度は２件であった。 

 研究活動の規程として、「園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大学部学術研究倫
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理憲章」（備付資料 41）及び「園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大学部研究倫理要領」
（備付資料３Ｐ505）を定め、適切に運用している。 

本学では、専任教員の研究成果を発表する機会の１つに年に一度発行される「園田学園

女子大学論文集」（備付資料 39）がある。「園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大学部論

文集編集規程」（備付資料３Ｐ494）及び「園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大学部論文

集投稿規程」（備付資料３Ｐ495）に投稿資格や掲載の採択などを定めている。投稿の申し込みは

投稿規程で定めているが、教授会でも周知を行い、学内における専任教員による研究成果

発表の機会を確保している。 

 本学では FD 活動に関する規程として、「園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大学

部 FD 委員会規程」（備付資料３Ｐ130）を定めている。規程に基づき、「FD 委員会」を設置し、当

該年度の全学で実施する FD 活動を企画・運営している。１年間の活動としては、「授業ア

ンケート」や「教員と学生による授業について話し合う会」が主なものであり、その他に

は教学支援部が主催する研修会などもある。各学科では、授業アンケートの結果を学科会

議で報告し、必要に応じて改善に努めている。また、幼児教育学科では独自のアンケート

として、１年次生を対象に「学生生活アンケート調査」（備付資料 11）を実施している。これ

により学生から授業などについての意見を聴取し、改善に努めている。 

 専任教員は学習成果を向上させるために、目的に応じて事務部門等との連携を図ってい

る。 

 

 

（b）課題 

教育研究活動の推進が、教員個人又は学科内に留まっている。 
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［区分］基準Ⅲ-A-3 学習成果を向上させるための事務組織を整備している。 

■基準Ⅲ-A-3 の自己点検・評価 

（a）現状 

事務組織は併設大学と一元化しているため、大部分は大学の事務作業を兼務している。

事務組織については「園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大学部組織規則」（備付資

料３Ｐ89）に規定しており、事務職員が関わる組織としては法人本部、大学・短大事務部門、

附置・附属機関、センター組織の４部門に大別される。法人本部には企画統括室・事務管

理部（庶務課・人事課・財務経理課）、大学・短大事務部門には企画運営部・教学支援部

（教務課・学術研究支援課）・学生支援部（学生課［国際交流室］・キャリア支援課・保健

指導室・SCC 国際交流室）・入試広報部・大岡山グリーンキャンパス・地域連携推進機構、

附置・附属機関には近松研究所（併設大学附置研究所）・図書館、センター組織には情報

教育センター・総合生涯学習センター・スポーツ振興センターを設置している。それぞれ

の組織には組織を統括する責任者として管理職者をおき、責任体制を明確化している。な

お、大学・短大事務局、附置・附属機関及びセンター組織の管理職者に関しては、全て教

員を配置し、管理職を兼務させている。 

職務の充実を図るために、事務職員は日本私立短期大学連盟をはじめとする各種団体が

開催する研修会等に参加している。（備付資料 24）また、本学では教職員全員の出席を義務づ

けている「全学教職員研修会」を夏期休業期間中に実施しており、学外から講師を招聘し

ての講演会など、毎年テーマを変えて教職員の自己啓発を図り、教員、事務職員の垣根を

越えた問題意識の共有と交流を推進している。 

業務の見直しや事務処理については、日常の業務の中で各部署の管理職者や課長が指

示・指導を行っている。また、各部署内で行う会議では管理職者や課長が中心となり所属

職員の業務の把握や問題点の共有化を図り、そこでは上記記載の参加研修の報告も行う。 

また、任意ではあるが一部の職員が自主活動として研修会を実施している。この研修会

は大学の事務職員としての基礎能力を身に付けることなどを目的として実施している。 

事務部署では全職員に対して１人１台学内 LAN で接続された PC を与えられ、また電話

機や印刷機などを設置するほか、必要な備品等を整備している。本学のイントラネットに

おいて部署間の情報を共有し、さらに委員会などを通して関係部署との連携を図っている。 

防災対策については、2015（平成 27）年度施行の「園田学園女子大学・園田学園女子

大学短期大学部防火・防災管理規程」（備付資料３Ｐ317）と「園田学園女子大学・園田学園女子

大学短期大学部危機管理規程」（備付資料３Ｐ314）をもとに実施していく。また、規程の施行に

先駆け、2014（平成 26）年 11 月には学内在籍者全てを対象とした「消防避難訓練」を実

施した。学生への周知、避難経路の再確認及び教職員向けの説明会を実施するなど、事前

準備を行った結果、学生及び教職員含め 705 名の参加があった。今後は毎年同時期に実施

し、消火訓練を取り入れるなど幅広く実施していく予定である。 

本学では「学校法人園田学園個人情報保護方針」（備付資料３Ｐ653）、「学校法人園田学園個

人情報保護規程」（備付資料３Ｐ651）、「園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大学部個人

情報保護規程」（備付資料３Ｐ654）、「個人情報の適正な取扱いに関する要領」（備付資料３Ｐ667）を

制定し、それらの規程に基づき個人情報管理に努めている。さらに、「学校法人園田学園

公益通報者の保護等に関する規程」（備付資料３Ｐ673）を制定し、法律等違反行為の早期発見と
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その是正を図っている。 

情報セキュリティ対策として、情報教育センターではパスワードの複雑化を図り、また

業務に対して担当者と副担当者を割り当て、必ず二重のチェックが入るよう配慮している。

また、全学の必修科目で情報倫理・モラル・セキュリティなどに関する講義を実施し、さ

らに SNS 利用についてのガイドラインを策定し学生ハンドブック （提出資料１Ｐ64）などを通し

て学生に周知し、利用ユーザ側へ注意喚起を促している。 

 

（b）課題 

グローバル人材を体系的に育成するために、国際業務を担当する国際交流室と SCC 国際

交流室の統合が必要である。 

SD 活動として、外部の団体が主催する研修会への参加や全学教職員研修会の開催など

が挙げられるものの、SD に関する規程を定めるに至っていない。今後は組織的な SD 活動

を充実させる必要がある。 
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［区分］基準Ⅲ-A-4 人事管理が適切に行われている。 

■基準Ⅲ-A-4 の自己点検・評価 

（a）現状 

教職員の就業に関する諸規程としては、「園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大

学部職員就業規則」（備付資料３Ｐ156）、「園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大学部職

員給与規程」（備付資料３Ｐ253）、「園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大学部助教規程」
（備付資料３Ｐ198）、「園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大学部助手規程」（備付資料３P199）

、「園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大学部職員の定年等に関する規程」（備付資料

３Ｐ226）、「教育職員の勤務日数並びに勤務時間規程」（備付資料３Ｐ215）などの規程を定め、関係

法規の改正等に対応して適切に整備している。 

教職員は、学内イントラネット上で諸規程を随時閲覧できる環境にあり、就業に関する

各種届出様式も学内イントラネットからダウンロードできる。また、新規採用する教職員

に対して、毎年１日かけて研修を行い、その中で就業規則等の説明と就業規則等に基づい

た各種届出様式の説明をしている。なお、改正された諸規程は、学内イントラネットに公

開している例規集に反映され、必要に応じて評議会や教授会などを通して教職員に周知さ

れる。 

教職員の就業は、例えば就業規則第 30 条に基づき休暇を取得する場合には事前に届け

出ること、また就業規則第 31 条に基づき出勤簿による出勤管理を行うことなど、諸規程

に基づき管理している。 

本学は、事務職員の①能力開発を進める、②公正な能力評価を実現する、③職場の活性

化を推進するなどの目的で、2005（平成 17）年度から目標管理制度に基づく評価制度を

導入した。その後、この制度を全面的に見直して、2009（平成 21）年度から人事考課制

度を導入した。人事考課制度には、①組織目標と個人目標の一致を図り、担当職務に関し

ての課題や目標を明確にする、②職員の能力向上、モラルの高揚及び職場の活性化をより

推進することで、職務意欲と業務効率の向上を図る、③職員個々人の勤務成績の評定を昇

格等に反映させるなど、公正な処遇を行う、④職員個々人の能力開発の必要性を明らかに

し、OJT（On-the-Job Training）、学外研修、学内研修及び自己啓発のテーマ作りに活用

するといった諸目的がある。これらの目的の中で、本学では、職員一人一人の目標達成状

況、取組姿勢（意欲）を人事考課することを重視している。そのため、一次考課、二次考

課を経た上で、全学的な均衡を図る必要がある場合は調整を行うこととしており、人事考

課の結果については、一次考課者が被考課者に対してフィードバック（育成）面接を実施

している。 

 

（b）課題 

教職員の就業等人事管理については関係諸規程に基づき適正に行っており、現状では課

題はない。 
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■テーマ 基準Ⅲ-A 人的資源の改善計画 

＜Ⅲ－Ａ－２について＞ 

 学科間及び地域社会との連携を強化し、現代社会の教育研究上における新たな課題を発

見することで、教育研究活動の活性化を図る。 

＜Ⅲ－Ａ－３について＞ 

2015（平成 27）年度に向け本学の国際交流機能の見直しを行い、学生支援部が担当し

ていた業務を移管し、「国際交流センター」の設置に向け検討する。今後は提携校との連

携をより強化し、プログラムの改定や学術交流及び各提携校との交渉を積極的に行う。 

組織的な SD 活動を充実させるために SD に関する規程を整備し、継続的・体系的・全学

的な研修体制を整備する。 

 

■提出資料（番号と資料名） 

１ 学生ハンドブック 2014 

 

■備付資料（番号と資料名） 

３ 例規集 

11 学生生活アンケート結果 2014 年度（幼児教育学科） 

24 SD 活動の記録 

35 専任教員の個人調書 

37 職階別年齢帯別教員数（平成 27 年 5 月 1 日現在） 

38 科学研究費採択者一覧表（平成 24 年度～平成 26 年度） 

39 園田学園女子大学論文集（平成 24 年度～平成 26 年度） 

41 園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大学部学術研究倫理憲章 
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［テーマ］基準Ⅲ-B 物的資源 

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

施設設備、その他の物的資源を整備、活用している。 

■基準Ⅲ-B-1 の自己点検・評価 

（a）現状 

校地については併設大学と完全に共用しており、短期大学設置基準に基づく必要校地面

積 4,200 ㎡に対して、41,643.69 ㎡（校舎敷地 12,115.09 ㎡・運動場敷地 29,528.60 ㎡）

を有している。また校舎は、短期大学設置基準に基づく必要校舎面積 4,400 ㎡に対して、

40,679.76 ㎡を有し、そのうち本学専用が 1,114.80 ㎡、共用部分が 33,324.20 ㎡である。 

 本学の敷地内には、７棟（１号館から７号館）の校舎を置き、それぞれに配置している

講義室、演習室、実験室、実習室の面積も十分に確保している。講義室・演習室には、各

室の用途にあわせてプロジェクター、スクリーン、DVD プレーヤー等の視聴覚機器設備や

マイク設備等を設置し、様々な授業形態に対応できるよう整備している。また、保育士（児

童福祉法）、製菓衛生師（製菓衛生師法）等の各養成施設の法律等に基づく設備として、

電子オルガン、ピアノ、胎児発育模型、沐浴人形、練りあん機、厨房レンジ、急速冷凍庫

等を整備している。さらに、実験室・実習室においても学生が実験・実習効果を上げるこ

とができるよう順次必要な機器を整備している。 

 本学のスポーツ施設として、第１グラウンド（ナイター設備有）や第２グラウンド、テ

ニスコート（６面）、体育館、リズム教室、ウェルネス教室などを有している。体育館に

関しては、2015（平成 27）年２月まで４号館３階の体育教室を利用していたが、2015（平

成 27）年３月 25 日以降は新築したスポーツセンター（4,077.50 ㎡）を利用している。３

階建てのスポーツセンターでは、１階に剣道や卓球、リズム体操等を行うことができるサ

ブアリーナ（400 ㎡）、エアロバイクやランニングマシン、フリーウエイト器具等を設置

したトレーニングルーム（336 ㎡）及び 60 名収容の更衣室やクラブ室（9 室）がある。２

階のメインアリーナ（1,295 ㎡）では、バレーボールやバスケットボールコートであれば

２面、バドミントンコートであれば４面の使用が可能であり、かつ授業に必要な肋木、低

鉄棒、吊り縄を備えている。３階には、１周約 150m のランニングコース兼観覧スペース

を整備している。また、別棟ではエアロビックスやリズム体操、講義室や会議室としても

使用可能な多目的ルーム（188 ㎡）や更衣室（100 名収容）及びシャワールームを備えて

いる。 

障がい者への対応として、校舎（一部を除く）に車椅子の通行幅を確保したスロープや

障がい者用トイレ（21 ヵ所）、車椅子が回転できるスペースを確保したエレベータ（５基）

を設け、要所に点字ブロックを設置した。また、校舎間をつなぐバリアフリー通路や障が

い者専用の駐車場も設けている。 

 図書館は併設大学との共用であり、キャンパスのほぼ中央にある３号館の２～５階部分

を占めている。２階は事務室と AV ブースコーナー、３階から５階は開架式書架となって

いる。座席は約 270 席設けている。 

併設大学を含めた学生約 1,900 名に対して、書籍約 29 万冊、逐次刊行物約 1,300 タイ

トル、視聴覚資料約 14,000 点、電子ジャーナル（フルテキスト）約 2,200 タイトル、総

計 31 万余にのぼる資料を提供している。 
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購入図書の選定については、「園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大学部図書館

資料収集・管理規程」（備付資料３Ｐ522）に基づき運用しており、各学科から選出された図書館

委員を通じて各学科で必要な資料を毎年の予算に応じ収集している。さらに、「選書ツア

ー」（基準Ⅱ-Ｂ-1 参照）を実施し、図書の充実を図っている。図書の廃棄については、

同じく「園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大学部図書館資料収集・管理規程」に

基づいて実施している。これら図書の管理は図書管理システム（iLiswave-j）を利用し行

っている。 

館内狭隘化の問題はあるが、定期的な蔵書点検・資料整理の実施により、収納スペース

を確保している。またわかりやすい資料配置に努め、視聴覚資料コーナーの資料整備・機

器の修理等による充実を図っている。 

情報教育センターでは、情報技術に関する図書を約 1,400 冊 （備付資料 43）整備しており、

web 図書管理システムによって、その管理を行っている。書架に限りがあることから、陳

腐化した情報技術に関する図書は、順次廃棄している。 

 

（b）課題 

校舎・施設設備等については、故障の件数が増加し修理が多くなっている。その維持管

理には安全性を配慮し、単年度計画で進めているが、中期的な計画をたてるに至っていな

い。 
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［区分］基準Ⅲ-B-2 施設設備の維持管理を適切に行っている。 

■基準Ⅲ-B-2 の自己点検・評価 

（a）現状 

学校法人園田学園として、「固定資産調達及び契約規程」（備付資料３Ｐ339）、「固定資産及び

物品管理要項」（備付資料３Ｐ349）、「固定資産及び物品の取扱い要領」（備付資料３Ｐ360）、「経理規

程」（備付資料３Ｐ320）、「施設貸与規程」（備付資料３Ｐ361）、「備品貸出規程」（備付資料３Ｐ363）を制定

し、これらの規程に基づき施設設備や物品等を維持管理している。 

火災・地震対策として、2015（平成 27）年４月１日施行の「園田学園女子大学・園田

学園女子大学短期大学部防火・防災管理規程」（備付資料３Ｐ317）に基づき消防計画を定め、消

防設備の定期点検等を実施する予定である。また、本学では火災などの災害に備えた消防

避難訓練を 2014（平成 26）年度から実施しており、今後は年１回実施する予定である。

さらに、学生寮（ドミトリーけやき、春帆寮）においても消防避難訓練を年１回実施して

いる。なお、学内の避難経路については、学内在籍者全てに配布している学生ハンドブッ

ク （提出資料１P87）に記載している。 

防犯対策は 2015（平成 27）年４月１日施行の「園田学園女子大学・園田学園女子大学

短期大学部危機管理規程」（備付資料３Ｐ314）に基づき実施していく。現在は正門及び南門それ

ぞれに警備員を配置し、外来者の確認をするとともに、夜間は閉門した上で、定期巡回を

行っている。その他には、エレベーターの保守点検は法令に基づき、定期的に検査・点検

を行い安全管理に努めている。また、学生寮（ドミトリーけやき・春帆寮）については、

学生の安全面を第一に防犯カメラをそれぞれ設置している。 

 省エネルギー・省資源対策として、エコキャンパス推進事業に基づき、国庫補助金制度

を利用した計画（トイレの洋式化等）を検討している。また、冷暖房の設定温度の管理、

エレベーターの使用制限、蛍光灯の LED 化、その他クールビズ・ウォームビズの取り組み

などを行い、ハード面及び教職員の意識の向上に努めている。 

全てのサーバやネットワークドライブは施錠した部屋や鍵のある保管庫の中に設置し

ており、物理的に隔離している。全てのサーバ、クライアントはウィルス対策ソフトを導

入しており、毎日ウィルススキャンを実施している。外部ネットワークとの接続はファイ

ヤーウォールを設置しており、不要な通信を遮断している。また、事業継続計画（BCP）

として、火災などの局所的な災害を想定し、基幹データのバックアップをサーバルーム以

外の場所にも保存し、冗長化（予備装置の整備）している。（備付資料 44） 

 

（b）課題 

火災・地震などの防災対策として、消防避難訓練を年１回実施しているが、防災意識を

高めるまでに至っていない。省エネルギーについては、計画的に照明器具や冷暖房などを

省エネルギーに対応したものに変えていく必要がある。 

情報機器に関しては、サーバルームのある５号館のみ被災（火災他）した場合を想定し

た対策はあるが、今後は予想される災害に対して、災害対策を強化していく必要がある。 
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■テーマ 基準Ⅲ-B 物的資源の改善計画 

＜Ⅲ－Ｂ－１について＞ 

校舎・施設設備等については、中期計画をもとに年次計画を立て、計画的に改修等を進

めていく。 

＜Ⅲ－Ｂ－２について＞ 

防災については教職員、学生の意識が向上する効果的な訓練を実施する。また、省エネ

ルギーについては、デマンド監視制御装置の機能を十分に活用するなどして、計画的に進

めていく。 

バックアップデータについて、火災などの局所的災害だけでなくより広範な災害を想定

し、キャンパス敷地外に保管するなどの対策を検討する。 

 

■提出資料（番号と資料名） 

１ 学生ハンドブック 2014 

 

■備付資料（番号と資料名） 

３ 例規集 

43 2014 年度蔵書データ一覧（情報教育センター） 

44 学内ネットワーク概略図 
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［テーマ］基準Ⅲ-C 技術的資源をはじめとするその他の教育資源 

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

て学習成果を獲得させるために技術的資源を整備している。 

■基準Ⅲ-C-1 の自己点検・評価 

（a）現状 

情報教育センターが管理する情報機器に関しては、保全のため、基本的に４年間の使用

を目処に機器の更新を行っている。学内でのコンピュータ利用においては、原則としてネ

ットワークの集中管理を行っており、複数台のプロファイルサーバを設置し、プロファイ

ルを呼び出すことにより、全てのコンピュータにほぼ同一の環境を提供できるようにして

いる。教員系のコンピュータは、常勤教員全員に対して配置し、校内ネットワークに接続

している。提供しているサービスは、インターネット接続（プロキシサーバ・SINET 経由）、

web メール、学内イントラネット（学内専属サイト：成績・シラバス・研究業績入力、各

部署専属サイトへのリンク、アンケート、行事予定等）、ファイル共有、ウィルス対策な

どである。研究に必要なソフトウェアについては、協議の上、導入している。現状では、

学外での使用に関しては、web メールとｅ－ラーニングのみ特別な手続きなしで利用でき

るようにしており、その他については、SSL－VPN 通信の設定により利用できるようにし

ている。また、本学は近隣の民家と接しており、無線通信に関しては慎重な対応をとって

いるが、外部に漏れない保証が付いた場所から順次、無線 LAN のサービスを整えている。

さらに教員のホームページによる情報発信や学生指導への利用に関しては、各教員が随時

発信できる環境を構築している。今後は、さらに利用の便を図るために、ツールの整備を

行っていく予定である。 

学生のコンピュータ環境としては、５号館４階、５階 （提出資料１Ｐ94）にコンピュータ専用

教室（併設大学との共用）６室で計 317 台、専属教室１室に 12 台、自由利用エリアに 10

台設置している。また、移動可能なノート PC（70 台）、ヘッドセット、カメラなどの貸し

出しも行っている。学生の利用できるサービスは、インターネット接続、web メール、学

生イントラネット（案内等）、e－ラーニングシステムなどである。学生利用コンピュータ

には、全台オフィスソフトウェアを導入し、室ごとに web 作成ソフトウェア、デザイン系

ソフトウェア、音楽・マルチメディア系ソフトウェアを導入している。学生は、教室が講

義により使用されていない場合は、教室を既定の時間まで、自由に利用することができ、

その間、機器やソフトの使い方などの指導サービスを受けることができる。 

本学ではアクティブラーニングを実現する環境の整備として、従来の施設を改造し「ア

クティブラーニング教室」（222 教室）を設置した。この教室は、定員約 100 名で一斉講

義にも対応しており、さらに収納機能を持ち合わせたデスクとチェア連結の独立型タイプ

（ノードチェア）を教室前方に 40 席配置し、テーブル８脚を組み合わせることで、４つ

のプレゼンテーション・スペースへの変化も可能としている。この４つのプレゼンテーシ

ョン・スペースでは、学習者個々のスマートフォンや持ち込みパソコンの映像・資料が、

Wi-Fi 環境でプロジェクタに投影でき、課題解決型の学習での情報収集・分析・編集・発

信活動を行うことができる環境である。 

 

（b）課題 
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無線 LAN 環境については、セキュリティ対策の問題がある。 

 

■テーマ 基準Ⅲ-C 技術的資源をはじめとするその他の教育資源の改善計画 

2016（平成 28）年度のシステム更新に含めて、漏洩しないような無線 LAN の整備と導

入を図る。 

 

■提出資料（番号と資料名） 

１ 学生ハンドブック 2014 

 

■備付資料（番号と資料名） 

該当なし。 
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［テーマ］基準Ⅲ-D 財的資源 

［区分］基準Ⅲ-D-1 財的資源を適切に管理している。 

■基準Ⅲ-D-1 の自己点検・評価 

（a）現状 

本学では、2010（平成 22）年度から、収支黒字ではあるが、定員未充足の状態に鑑み、

2011（平成 23）年度から 2013（平成 25）年度の３年中期計画で「2013（平成 25）年度定

員充足」の目標を設定し、コースの改編など経営改善を推進してきた。因みに、本学生活

文化学科は定員未充足の状態ではあるが、幼児教育学科は定員を充足しており、本学全体

の充足率では 2012（平成 24）年度 89.5％、2013（平成 25）年度 88.8％、2014（平成 26）

年度 84.5％となっており、2014（平成 26）年度までの収支状況は黒字を維持し、存続に

足る収支は均衡を維持している。黒字の要因は、収入に見合った支出の管理を適正に行っ

ていることによるものである。貸借対照表上の財産も健全に推移している。 

学園全体では、2012（平成 24）年度帰属収支差額黒字額 1.2 億円・消費収支差額黒字

額 0.6 億円、2013（平成 25）年度帰属収支差額黒字額 3.1 億円・消費収支差額黒字額 1.2

億円、2014（平成 26）年度帰属収支差額黒字額 2.0 億円・消費収支差額黒字額 1.2 億円

を達成し、資金収支・消費収支ともに均衡の基盤が確立した。資金量については、2009

（平成 21）年度に歳出歳入差額黒字化を達成し、以降 2013（平成 25）年度までに５億円

の増加となった。その間、増加資金については、資産運用に回し、安定した収入を獲得し

ている。なお、運用には「学校法人園田学園資金運用規程」（備付資料３Ｐ331）に基づき、基準

Ａ格付け債券を中心に安全性を確保しつつ運用している。その結果は毎年３月の理事会に

おいて報告し、運用の適正性を確認している。人件費においては、「部署別予算・決算制

度」を導入し、適正な人員配置を推進し、帰属収入の増加と経費の節減などの効果も相ま

って、学園全体で人件費比率は、2009（平成 21）年度 63.4％から 2014（平成 26）年度

57.9％まで改善した。退職給与引当金は規程に基づき、退職金財団に 100％引き当ててい

る。本学も学園全体の財務健全化に応分に貢献した。 

本学の教育研究経費比率は 2012（平成 24）年度 28.1％、2013（平成 25）年度 28.7％、

2014（平成 26）年度も 28.6％で推移しており、教育研究の質を維持するに足る資金配分

を行っている。因みに、学園全体では、2012（平成 24）年度 29.0％、2013（平成 25）年

度 27.8％、2014（平成 26）年度も 28.3％である。そのために必要な施設設備、図書につ

いても、毎年度適正に且つ十分に予算化している。資金に余裕ができたことから、本学及

び併設大学の体育・スポ－ツの教育環境の充実のための施設充実の一環として、2014（平

成 26）年度にスポーツセンターを建築した。 

以上より、本学及び併設大学全体においては定員の充足が改善したことにより、それに

呼応して財務体質も改善し、本学に好影響を及ぼしている。 

財的資源については、本学及び併設大学全体で適切に管理している。 

 

（b）課題 

生活文化学科の定員を充足し、財務体質の改善が必要である。 
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［区分］基準Ⅲ-D-2 量的な経営判断指標等に基づき実態を把握し、財政上の安定を確

保するよう計画を策定し、管理している。 

■基準Ⅲ-D-2 の自己点検・評価 

（a）現状 

本学において、幼児教育学科は 2013（平成 25）年度及び 2014（平成 26）年度について

入学定員 120 名を充足している。一方で生活文化学科を 2010（平成 22）年度に現在の国

際食文化コ－ス、情報デザインコ－ス及び健康生活コースに改編したが、入学定員 90 名

に対する充足率は、2012（平成 24）年度 78.8％、2013（平成 25）年度 54.4％、2014（平

成 26）年度 58.8％であった。短期大学への進学者は減少傾向にあり、特に生活文化学科

は、社会情勢の変化に伴いコース改編を実施してきたが、改編当初は改善したものの定員

充足には至っていない。 

一方で幼児教育学科は歴史に裏打ちされたブランド力があり、教育体制も確立されてお

り、時代の変遷にあったさらなる教育内容の充実により維持発展が可能である。 

本学全体の経営実態は、２学科全体では定員未充足であるが収支上は均衡している状態

である。生活文化学科での学生募集対策は、定員 100％充足をめざしており、100％充足

されれば、その学納金他収入で収支が均衡することになっている。人員配置は定員 100％

充足での配置となっており適切である。設備については財政上の問題があるものの、定員

充足に必要な投資を進めている。 

外部資金の獲得については、獲得に向けた取り組みを実施しており、2013（平成 25）

年度に科学研究費補助金は２件採択された。 

遊休資産については、所持していない。 

本学は全体として定員未充足ながらも収支均衡しているが、生活文化学科が収支不均衡

である。 

学内に対する経営情報の公開は、予算編成での各部署の事業計画書と収支計画書、決算

での事業報告書と収支決算書を、全ての教職員に開示しており、学科会議で問題点に対す

る認識と危機意識の共有を図っている。 

 

（b）課題 

本学の最大の課題は、生活文化学科の定員充足であり、社会要請にそった改編をしてい

く。 

  

121 
 



園田学園女子大学短期大学部 
 
■テーマ 基準Ⅲ-D 財的資源の改善計画 

＜Ⅲ－Ｄについて＞ 

文部科学省（大学教育部会）において、今後の短期大学の在り方の検討がなされた中、

本学においても、生活文化学科の定員充足に向け検討する。 

現在、生活文化学科では資格取得を学習成果の一つと受け止め指導しているが、今後さ

らに職業人材育成、職業教育の強化とともに教育の質の向上をめざすべく検討が必要であ

る。 

大学の所在地である尼崎市は、「アンテノール」などのブランドで全国に店舗を展開す

るエーデルワイスの創業地であり、有名店のパティシエを数多く輩出している。現在「ス

イーツのまち」と銘打ち、商工会議所、行政、企業が共同して尼崎スイーツスタンプラリ

ーや尼崎市内の洋菓子店と日本を代表するパティシエによるスイーツイベント「Super 

Sweets in Amagasaki」の開催、プロのパティシエが市内の小学校に出向いて、ケーキ作

りの実演などを行う「未来のパティシエを育てるスイーツ特別授業」を実施し、「スイー

ツのまち」を広げようとしている。 

本学の 2014（平成 26）年度入学者の 89.4％は地元出身である。また、就職者の多くの

が地元近隣で職を得て活躍している。このことをふまえ、地域密着型の教育を進め、地域

に有用な人材を育成することが可能であると考えられる。 

以上のことから、教育課程の編成を検討する。 

 

■提出資料（番号と資料名） 

該当なし。 

 

■備付資料（番号と資料名） 

３ 例規集 
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■基準Ⅲ 教育資源と財的資源の行動計画 

＜Ⅲ－Ａ－２について＞ 

2015（平成 27）年度 

・地域連携推進機構運営委員会において学科間との連携先の開拓を図る。 

＜Ⅲ－Ａ－３について＞ 

2015（平成 27）年度 

・国際交流センターを設置する。 

2015（平成 27）年度 

・SD に関する規程を整備し、運用していく。 

＜Ⅲ－Ｂ－１について＞ 

 2015（平成 27）年度 

・経営改善計画に基づき、修繕・改装等の計画を立案する。 

＜Ⅲ－Ｂ－２について＞ 

2015（平成 27）年度 

・防災対策に関する規程を整備する。また、省エネルギー対策等に力を注ぐために、

４月から新電力事業者へ変更し、電気代の削減を図る。 

・全学的に災害に対して新たに検討した想定をもとに対策計画を検討する。 

2016（平成 28）年度 

・効果的な避難訓練を実施するため、委員会において検討を開始する。また教職員対

象の AED 使用講座について受講計画を立て強化を図る。 

＜Ⅲ－Ｃについて＞ 

2015（平成 27）年度 

・無線 LAN の構築実証実験を実施する。 

2016（平成 28）年度 

・設備更新に併せて、無線 LAN 設備を更新する。 

＜Ⅲ－Ｄについて＞ 

2015（平成 27）年度 

・園田学園高等学校総合コースを対象とした講座を開催する。 

2016（平成 28）年度 

・生活文化学科の定員充足に向け、園田学園高等学校からの内部進学者を増加させ 

る。また生活文化学科はこれまで３コース制であったが、２コースに改編し資金を

集中させることで定員充足率の改善を図る。 

 

◇基準Ⅲについての特記事項 

（1）以上の基準以外に教育資源と財的資源について努力している事項。 

 特記事項なし。 

 

（2）特別の事由や事情があり、以上の基準の求めることが実現（達成）できない事項。 

 特記事項なし。 
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園田学園女子大学短期大学部 

【基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス】 

■基準Ⅳの自己点検・評価の概要 

理事長は建学の精神及び教育理念・目的を理解し、学校法人園田学園を代表して、理事

会など、あらゆる場面でリーダーシップを発揮している。理事会では、法令及び寄附行為

の規定に基づき定期的に開催され、学園全般に亘る重要事項を審議している。また理事は、

法令及び寄附行為の規定に基づき選任され、学園の建学の精神を理解するとともに、学園

の健全な経営についての学識及び見識を有する者で構成されている。 

学長は本学の教学運営について理事会より一任されており、これを受けて教学運営にお

いてリーダーシップを発揮している。本学の運営体制を整備し、学長の責任ある意思決定

とその迅速な実行を確保するために必要な事項を定め、運営会議、教授会、評議会を設置

している。運営会議では、最上位の会議組織と定められ、本学の重要事項について審議し、

学長が最終的に決定するにあたり、意見を述べている。教授会では、当該学部に係る事項

について審議する機関であり、原則月１回開催することとし、学生の入学、卒業及び課程

の修了及び学位の授与などを審議している。評議会では、本学の基本的事項に関する諮問

機関であり、学長が招集している。学長から諮問される事項としては、教育研究上の目的

を達成するための方針及び基本的な計画に関する事項や学則その他重要な規則等又は規

程の制定又は改廃に関する事項などがあげられている。 

監事は理事会に毎回出席し、学長や学校長等から各設置校の学事その他について資料を

もとに説明を受け、必要に応じて意見を述べている。また監事は、学校法人園田学園の業

務及び財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後２ケ

月以内に理事会及び評議員会に提出している。 

評議員会は私立学校法や寄附行為に基づき、評議員の定数、審議内容とも適正に運営し

ている。私立学校法第42条に規定されている事項については、「学校法人園田学園寄付行

為」第21条の定めにより、理事長があらかじめ評議員の意見を聞き、その後理事会で議決

している。 

学校法人園田学園では中期経営計画に基づいた事業計画と予算を、予算編成の基本方針

に従い、学長、理事長とのヒアリングを通じて、事業内容を精査し、毎年度３月に実施す

る評議員会、理事会で承認している。また、予算の執行に関しては、決裁権限に沿って責

任者の承認を得ながら執行している。 

監査法人の会計監査を定期的に受け、５月の決算監査を経て、計算書類、財産目録等に

おいて経営状況、財政状態を適正に表示している旨の監査報告書の提出を受けており、監

査意見があった場合は速やかに経理責任者と相談し、必要な修正等を行っている。 

情報公開については、私立学校法等の規定に基づき、教育情報及び財務情報について、

本学ホームページで公開を行っている。 

本基準の課題は、ガバナンスの強化及び適正な経営判断の実施、学校教育法改正に伴う

諸規程の運用及び学内での周知などが挙げられる。 

上記課題に対しては、次の通りに進めていく。理事長方針に基づく2015（平成27）年度

～2017（平成29）年度の経営改善計画を策定し、理事長及び学長のリーダーシップのもと

教職員一体となって計画達成にむけ取り組む。また学校教育法改正に伴い改正した諸規程

を適切に運用するとともに、教授会の権限などについて教授会で周知を図る。 

様式 9－基準Ⅳ 
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［テーマ］基準Ⅳ-A 理事長のリーダーシップ 

［区分］基準Ⅳ-A-1 理事会等の学校法人の管理運営体制が確立している。 

■基準Ⅳ-A-1 の自己点検・評価 

（a）現状 

理事長は、1997（平成 9）年から 2007（平成 19）年まで、学校法人園田学園が設置す

る本学及び併設大学の学長を兼務し、建学の精神及び教育理念・目的を十分に理解してい

る。また、理事長は日本私立短期大学協会の副会長、常任理事を歴任し、大学経営にも深

い見識を有するとともに、2014（平成 26）年度から尼崎商工会議所の副会頭の要職を務

めており、地域との連携の重要性を認識している。 

学校法人園田学園を代表する理事長は、理事会など、あらゆる場面でリーダーシップを

発揮すると同時に、他の理事との協議も尊重しつつ学園の方向性を見極めている。学園運

営の根幹となる事業計画・予算の策定にあたっては、理事長自らが各部門とのヒアリング

に参加し、全教職員の意見を吸収しながら適宜指示を出している。このように理事長は学

園の業務を総理している。 

また理事長は、私立学校法第 37 条第３項及び第 46 条の規定の通り、毎会計年度終了後

２月以内に、監事の監査を受け、理事会の議決を経た決算及び事業の実績（財産目録、貸

借対照表、収支計算書及び事業報告書）を評議員会に報告し、その意見を求めている。 

理事長は、「学校法人園田学園寄付行為」第 16 条 （提出資料 45）の規定に基づいて理事会を

開催している。理事会は理事長が招集し、議長を務めている。学園の重要事項や学園経営

状況等は、理事会で審議することで最終意思決定を行っており、2014（平成 26）年度は

定期理事会を２か月に１回、計７回開催した。 

理事長及び理事会は短期大学の発展のため学園運営に必要な情報の収集を積極的に行

っている。日本私立短期大学協会の理事長協議会や日本私立大学連盟が主催するセミナー

などの会合へ理事・監事が積極的に参加し、他の短期大学との交流や外部環境の情報収集

を行っている。 

情報公開については、私立学校法第 47 条の規定に基づき、毎会計年度終了後２ヶ月以

内に財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告書を作成し、監査報告書とともに、

在学生その他の利害関係人から請求されたときに閲覧に供し公開している。また、事業報

告書の内容は、財務諸表及び監査報告書を含めてホームページ上 （備付資料 51）で公表してい

る。 

理事会は、短期大学の運営に関する法的責任があることを認識し、法人運営に携わって

おり、学校運営の基本となる学則の改正や重要な規程については、理事会で審議を経て整

備している。また、その他の運営に必要な規程の整備についても理事会へ適宜報告されて

いる。 

理事の選任にあたっては、地域の学識経験者等を中心に候補者を人選し、私立学校法第

38 条に従った寄付行為第６条の規定に基づき適切に選任している。 

また、学校教育法第９条の規定は、寄付行為第 11 条に準用している。 

このように学校法人園田学園の理事長及び理事会は、私立学校法等の規定に従って、寄

付行為に基づき、適正に業務を執行している。 
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（b）課題 

理事長のリーダーシップの下、さまざまな学園改革を実施してきたが、変化の激しい社

会情勢の中で、今後の理事会の経営判断はより難しいものになってくると予測される。今

後はガバナンス機能を強化し、適時、適正な経営判断を行うよう努める。 

 

■テーマ 基準Ⅳ-A 理事長のリーダーシップの改善計画 

学校法人園田学園は経営の改善を図るため、理事長のリーダーシップの下、2009（平成

21）年度から５カ年中期経営改善計画を策定し、2013（平成 25）年度末に当初の目的を

達成することができた。これからは経営の安定化・維持を図るため、理事長の方針を受け、

各設置校・各部局が計画を策定し、まとめあげた３ヶ年中期事業計画（2015（平成 27）

～2017（平成 29）年度）を推進し、これまでに引き続いて学園改革を実行する。この３

ヶ年中期事業計画に基づいた毎年度の事業計画と予算について、点検・評価の結果を次期

計画に反映させるために、理事会に諮りながら検証・検討を重ねる。 

 

■提出資料（番号と資料名） 

45 学校法人園田学園寄付行為 

 

■備付資料（番号と資料名） 

51 ホームページ「財務情報」 

（http://www.sonoda-u.ac.jp/Information_disclosure/about.html） 
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［テーマ］基準Ⅳ-B 学長のリーダーシップ 

［区分］基準Ⅳ-B-1 学習成果を獲得するために教授会等の短期大学の教学運営体制が 

確立している。 

■基準Ⅳ-B-1 の自己点検・評価 

（a）現状 

学長は、短期大学設置基準第 22 条の２（学長の資格）を前提とし、「園田学園女子大学

兼園田学園女子大学短期大学部学長候補者選出規程」（備付資料３Ｐ188）に基づき選出され、「園

田学園女子大学・園田学園女子大学短期大学部職員任用規程」第４条 （備付資料３Ｐ174）に基づ

き理事会の同意を得て理事長が任用する。なお、学長の選出にあたっては、学長候補者選

出管理委員会が「学長候補者選出管理委員会規程」（備付資料３Ｐ190）に基づき実施している。 

 学長は本学の教学運営について理事会より一任されており、これを受けて教学運営にお

いてリーダーシップを発揮している。本学の運営体制を整備し、学長の責任ある意思決定

とその迅速な実行を確保するために必要な事項を、「園田学園女子大学・園田学園女子大

学短期大学部の運営に関する規則」（備付資料３Ｐ92）に定め、運営会議、教授会、評議会を設

置している。 

 運営会議では、本学の基本的事項について審議し、学長が最終的に決定するにあたり、

意見を述べる。構成員は学長のほか、併設大学の人間健康学部長、人間教育学部長、本学

の短期大学部長、事務部門から企画運営部長、教学支援部長、学生支援部長、入試広報部

長、事務管理部長である。原則月２回開催することとし、庶務は企画運営部が所掌してい

る。運営会議の審議事項は次の通りである。 

①教育研究上の目的を達成するための方針及び基本的な計画に関する事項 

②学則その他重要な規則又は規程の制定又は改廃に関する事項 

③学部（短期大学部を含む。）、学科その他の重要な組織の設置又は廃止及び学生の

定員に関する事項 

④教育課程の編成に係る方針に関する事項 

⑤学部の教育又は研究に関する重要な事項 

⑥学生の厚生補導に関する事項 

⑦学生の入学、卒業又は課程の修了その他その在籍に係る方針及び学位（短期大学士

を含む。以下同じ。） の授与に係る方針に関する事項 

⑧その他本学の運営に関する重要な事項で学長において必要と認める事項 

教授会は、当該学部に係る事項について審議する機関である。構成員は、教授で組織す

る。ただし、学長が必要であると認めた場合は、准教授、講師、助教及び部局長を加える

ことができるとしている。（提出資料６第 32 条）原則月１回開催することとし、必要に応じて臨

時に開催することもある。（備付資料３Ｐ97）学部長が、招集して自ら議長となり、次の事項を

審議する。 

 ①学生の入学、卒業及び課程の修了 

 ②学位の授与 

 ③前２号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴く

ことが必要なものとして学長が定めるもの 

 ③の事項については、「園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大学部教授会細則」
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（備付資料３Ｐ97）第５条において、学長裁定としている。 

また、上記の審議事項のほか、「園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大学部の運

営に関する規則」（備付資料３Ｐ92）第５条第２項において、「教授会は前項に規定するものの他、

学長及び学部長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、学長等の求めに応じ

意見を述べることができる」としている。なお、教授会議事録については教授会構成員よ

り指名された者が作成し、事務管理部庶務課が保管している。 

教授会では三つの方針「学位授与の方針」「教育課程編成・実施の方針」「入学者受け入

れの方針」が明確に示され、その結果が「学習成果」に結び付き、最終的には「建学の精

神」の具現化につながると認識している。 

評議会は、本学の基本的事項に関する諮問機関である。構成員は、附置・附属機関の長、

各学科長、事務職員各課長、学長が指名する者である。学長が招集し、構成員のうちから

評議会において議長を選任する。諮問する事項は次の通りである。 

①教育研究上の目的を達成するための方針及び基本的な計画に関する事項 

②学則その他重要な規則等又は規程の制定又は改廃に関する事項 

③学部（短期大学部を含む）、学科その他の重要な組織の設置又は廃止及び学生の定

員に関する事項 

④教育課程の編成に係る方針に関する事項 

⑤学部の教育又は研究に関する重要な事項 

⑥学生の厚生補導に関する事項 

⑦学生の入学、卒業又は課程の修了その他その在籍に係る方針及び学位（短期大学を

含む。以下同じ。）の授与に係る方針に関する事項 

⑧その他本学の運営に関する重要な事項で学長において必要と認める事項 

 上記事項の一部については、「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律」

が 2014（平成 26）年６月 27 日に公布され、2015（平成 27）年４月１日より施行される

ことに伴い、学長の最終的な決定権を担保するために「園田学園女子大学・園田学園女子

大学短期大学部の運営に関する規則」（備付資料３Ｐ92）及び「園田学園女子大学・園田学園女

子大学短期大学部教授会細則」（備付資料３Ｐ97）を改正したものである。 

 学長は、「学校法人園田学園寄付行為」第６条 （提出資料 45）に基づき理事会構成員として

学校法人園田学園の運営に関わっている。 

 各種委員会の運営については、委員会規程等に基づき適切に運用している。各種委員会

での審議内容や結果は、各種委員会の構成員より所属学科や所属部署に報告、あるいは運

営会議、教授会や評議会で委員長や所管部署より報告し、教職員全員で認識を共有してい

る。 

 

（b）課題 

「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律」の施行に伴い「園田学園女子

大学・園田学園女子大学短期大学部の運営に関する規則」及び「園田学園女子大学・園田

学園女子大学短期大学部教授会細則」の改正後の規程を運用するとともに、学内での周知

を徹底していく。 
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■テーマ 基準Ⅳ-B 学長のリーダーシップの改善計画 

 「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律」の趣旨に基づく教授会の役割

について、「園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大学部の運営に関する規則」及び

「園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大学部教授会細則」をもとに周知する。 

 

■提出資料（番号と資料名） 

６ 園田学園女子大学短期大学部学則 

45 学校法人園田学園寄付行為 

 

■備付資料（番号と資料名） 

３ 例規集 
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［テーマ］基準Ⅳ-C ガバナンス 

［区分］基準Ⅳ-C-1 監事は寄附行為の規定に基づいて適切に業務を行っている。 

■基準Ⅳ-C-1 の自己点検・評価 

（a）現状 

学校法人園田学園の監事の定員は２名（非常勤）であり、大学教授（公認会計士）、元

大学教授を選任している。このように、私立学校法第 39 条の規定の通り、学校法人園田

学園の理事、評議員及び教職員と兼業していない。 

 監事の職務として、「学校法人園田学園寄付行為」第 15 条 （提出資料 45）に次の項目を定め

ている。 

・この法人の業務を監査すること 

・法人の財産の状況を監査すること 

・監査報告書を作成し提出すること 

・不正の行為又は法令・寄付行為に違反する重大事実を発見したときに文部科学大臣 

に報告すること 

・理事会に出席し意見をのべること 

 監事は理事会に毎回出席し、学長・学校長等から各設置校の学事その他について資料を

もとに説明を受け、必要に応じて意見を述べている。さらに、評議員会にも毎回出席して

いる。 

また、独立監査法人と意見交換等を行い、この法人の業務及び法人の財産状況等につい

ての報告を受け、適宜意見を述べている。 

監事は、学校法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、

当該会計年度終了後２ケ月以内に理事会及び評議員会に提出し、ホームページにおいて公

表している。（備付資料 51） 

 

（b）課題 

監事は適切に業務を行っており、現状では課題はない。 
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［区分］基準Ⅳ-C-2 評議員会は寄附行為の規定に基づいて開催し、理事会の諮問機関

として適切に運営している。 

■基準Ⅳ-C-2 の自己点検・評価 

（a）現状 

評議員は、定数 21 人以上 25 人以内（2014（平成 26）年５月現在現員 22 人）であり、

理事定数８人以上 10 人以内（2014（平成 26）年５月現在現員９人）の２倍を超える人数

で組織し、その構成は次の「学校法人園田学園寄付行為」第 23 条 （提出資料 45）の規定を充

足している。 

・この法人の職員のうちから理事会において選任されたもの５人以上６人以内 

・この法人の設置する学校を卒業したもので年令２５歳以上のもののうちから評議員

会において選任されたもの３人以上４人以内 

・学識経験者(職員及びこの法人の設置する学校を卒業した者を除く。) のうちから 

理事会において選任されたもの 13 人以上 15 人以内 

評議員会は、2013（平成 25）年度には、定期評議員会を２回、臨時評議員会を１回、

計３回開催した。 

私立学校法第 42 条に規定されている事項については、「学校法人園田学園寄付行為」第

21 条の定めにより、理事長があらかじめ評議員の意見を聞き、その後理事会で議決して

いる。 

あらかじめ評議員会の意見を聞く事項として、次の項目を挙げている。 

・予算、借入金（当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。）及び

基本財産の処分並びに運用財産中の不動産及び積立金の処分 

・事業計画 

・予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄 

・寄附行為の変更 

・目的たる事業の成功の不能に因る解散 

・寄附金品の募集に関する事項 

・その他、学校法人の業務に関する重要事項で理事長において必要と認めた事項 

これらの事項に対し、評議員会は適切に対応している。 

 

（b）課題 

評議員会は、私立学校法や寄附行為に基づき、評議員の定数、審議内容とも適正に運営

しており、現状では課題はない。 
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［区分］基準Ⅳ-C-3 ガバナンスが適切に機能している。 

■基準Ⅳ-C-3 の自己点検・評価 

（a）現状 

学校法人園田学園では中期計画に基づいた事業計画と予算を、11 月に示される予算編

成の基本方針に従い、各部門と調整を行い、学長、理事長とのヒアリングを実施し、事業

内容を精査し、毎年度３月の理事会で承認後、速やかに関係部門の所属長に通知している。 

予算の執行に関しては、決裁権限に沿って責任者の承認を得て執行している。日常的な

出納業務は請求書等、事務管理部財務経理課により円滑に執行されている。 

11 月に監査法人の会計監査、２月に中間監査を受け、３月に情報システム監査、５月

に決算監査を経て、計算書類、財産目録等において経営状況、財政状態を適正に表示して

いる旨の監査報告書の提出を受けている。監査意見があった場合は速やかに経理責任者と

相談の上、必要な修正等を行っている。 

資産の管理は「固定資産及び物品管理要項」（備付資料３Ｐ349）に基づき管理台帳に記載され、

資産運用については「学校法人園田学園資金運用規程」（備付資料３Ｐ331）に基づき、法人本部

で適正に管理されている。その結果は毎年３月の理事会において現況を報告している。  

試算表等の財務諸表は毎月作成し、経理課長、事務管理部長、法人本部事務局長に報告

し、必要に応じて理事長に報告している。 

学校教育法施行規則、私立学校法の規定に基づき教育情報及び財務情報の公開を次の通

り行っている。本学ホームページで情報公開ページ （備付資料 53）を設け、「教育研究に関す

る情報」「データでみる園田学園女子大」「設置の趣旨・履行状況」「財務情報/事業計画・

報告」「自己点検・評価/第三者評価」「学則」の６つのインデックスに分け公開している。

教育情報については、毎年更新が必要でかつ数値を算出するものについては原則５月１日

時点で作成し、またその他については変更があれば都度修正等を行っている。また、資金

収支・消費収支計算書、貸借対照表、財産目録等の財務情報は、毎年理事会の承認を受け

公開している。 

なお、「学校法人園田学園書類閲覧規程」（備付資料３Ｐ37）により、法人本部事務管理部で関

係書類を利害関係者から請求があれば、対応している。 

 

（b）課題 

ガバナンスは適切に機能しており、現状では課題はない。 
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■テーマ 基準Ⅳ-C ガバナンスの改善計画 

 該当なし。 

 

■提出資料（番号と資料名） 

45 学校法人園田学園寄付行為 

 

■備付資料（番号と資料名） 

３ 例規集 

51 ホームページ「財務情報」 

（http://www.sonoda-u.ac.jp/Information_disclosure/about.html） 

53 ホームページ「情報公開」 

（http://www.sonoda-u.ac.jp/Information_disclosure/index.html） 

 

■基準Ⅳ リーダーシップとガバナンスの行動計画 

＜Ⅳ－Ａについて＞ 

 2015（平成 27）年度～2017（平成 29）年度の経営改善を確実に進めていく。 

＜Ⅳ－Ｂについて＞ 

2015（平成 27）年度 

・教授会において、学長より「学長宣言」として教授会の役割について周知する。 

 

◇基準Ⅳについての特記事項 

（1）以上の基準以外にリーダーシップとガバナンスについて努力している事項。 

特記事項なし。 

 

（2）特別の事由や事情があり、以上の基準の求めることが実現（達成）できない事項。 

 特記事項なし。 
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【選択的評価基準】 

３.地域貢献の取り組みについて 

基準（1）地域社会に向けた公開講座、生涯学習授業、正規授業の開放等を実施している。 

(a) 現状 

大学が有する知的資源を社会に還元し貢献するという活動は、大学が果たすべき使命の

中では大きな位置を占めており、本学では 1979（昭和 54）年に他に先駆けて「土曜講座」

として社会人を対象とした公開講座を開講した。それ以来、その内容と規模を充実、発展

させながら活動を続けている。現在では、「総合生涯学習センター」を企画運営の核とし

て、古典文学や芸能・趣味などの教養講座をはじめ各種語学講座・資格講座やメンタルマ

ネージメントなどのブラッシュアップ講座など年間約 150 の「公開講座」（備付資料 54）を開

講、また 2002（平成 14）年度からは、文学歴史学科、国際文化学科、及び情報学科から

なる３年制の「シニア専修コース」（備付資料 55）を開設、個人レッスンも行う「テニスカレ

ッジ」を実施している。 

総合生涯学習センターでは毎年度「シニア専修コース」「公開講座」「テニスカレッジ」

の３事業全般にわたって、受講生のアンケート結果の集計・分析と、センター独自の現状

分析等をふまえて、新年度の講座内容の改善を行っており、特に「シニア専修コース」に

ついては、2013 年（平成 25）年度以降の「国際文化学科」の大幅なカリキュラム内容の

改善を図り、国立民族学博物館との提携講座を実現し、３学科にわたって研究生科目の充

実を果たした。 

「シニア専修コース」の卒業時には、卒業証書とともに教育基本法第７条及び学校教育

法第 83 条に規定された「履修証明書」を交付するだけではなく、卒業後も研究生として

残り、より専門的な科目を継続して学べるシステムにしている。これは、本学が進めてき

た地域住民との連携を強化・推進するポリシーの一つでもある。このため座学だけではな

く、阪神地区を中心にフィールド・ワークなどを慣行としている点も特色である。 

「公開講座」は 2014（平成 26）年度で 35 年を迎えたが、特に 1984（昭和 59）年から

始まった「人間を考える」シリーズは本学教員と地域住民との絆を図る物差しとして現在

も続いている看板の講座である。「テニスカレッジ」もまた早期より地域住民へのテニス

指導の充実を図っている。このように、総合生涯学習センターは、長きにわたり地域住民

との交流を通し、大学としての知的還流を実現してきている。 

 

学科ごとの状況については、次の通りである。 

〈１〉生活文化学科 

生活文化学科では総合生涯学習センターが主催する公開講座やシニア専修コースの授

業を担当するなどの取り組みを行っている。2014（平成 26）年度の公開講座においては、

「お菓子づくり」と「染めを楽しむ」（備付資料 54）を担当した。 

〈２〉幼児教育学科 

幼児教育学科では総合生涯学習センター主催の公開講座において、「子育て・子育ち講

座」（備付資料 54）を担当し、教員がそれぞれの専門性を生かした子育て支援に(年 16 講座)

取り組んでいる。 

講座では、子どもたちの発達を促す遊びや環境の提案、実践に加え、教員の専門研究分

様式 12－地域貢献 
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野に応じた母親へのミニ講義、子育てにおける悩みへの相談活動等も行っている。 

認定こども園法改正に伴う、施行後５年間の経過措置期間に保育所又は幼稚園における

勤務経験（３年以上かつ 4,320 時間以上）を有することにより、もう一方の免許・資格取

得に必要な単位数等を軽減する特例制度が設けられたことを受け、2014（平成 26）年度

より特例制度を利用した「保育士資格」取得の講座を開設した。 

 

(b) 課題 

〈１〉生活文化学科 

 生涯学習講座の受講者の性別、年齢が広範囲であるため、参加者全てに興味のある講義

テーマの決定と準備時間が必要であるが、結果得られる満足は掛け替えのないものである。

学科の教員は日々の教育、学生指導に追われ多忙であるが、少なくとも数年に１度は担当

するようにしている。  

公開講座、シニア専修コースの授業は本学の人的資産を活用し、座学だけではなく実習

なども行っている。しかし、実習については基礎からはじめ数回の指導が必要なため、実

習室の確保が大変困難を期す。実習室を使用できるのは夏季休みや長期休みを利用するか、

土日となり、担当者の負担にもつながり、難しいところもあり、十分に開講することが困

難である。 

〈２〉幼児教育学科 

 「子育て・子育ち講座」は、現在、受講者の年齢を１歳半から４歳迄としているため、

幅広い年齢に対応する講座内容が求められる。 

また、大学という場での講座であることからは、保護者が本講座を受講することで､新

たに子育てに関する知識を得て、子どもの発達段階をふまえて、今どのような環境を与え、

どのように育てればよいのかという具体的な育児方法を習得できる等の内容も期待され

ていると考えられる。そのため、それらに応え得るよりよい講座内容を講座担当者は今後

も検討すべきである。 

女性の社会進出に伴い子育て支援は大きな課題である。大学の所在地の尼崎市でも、「子

育てに対する不安や負担を感じている就学前児童・小学生の保護者が相当数いる現状をふ

まえ、子どもを地域全体で支えるため、子育て支援に関する人材、制度、機関等の社会資

源を活用する持続的な取組が課題である」とされている。地域で子育て支援に取り組むリ

ーダーの育成や卒業生を中心に幼稚園教諭二種免許や保育士の資格を有しているものの

現在、職についていない潜在的な有資格者への再教育プログラム等地域社会に求められる

「開かれた大学」としての取り組みを検討する必要がある。 

また、学内での子育て支援講座において、学生が参加することにより、より経験値を高

めることができる。そのためには、現在の模擬保育室では手狭で有り、全学的に子育て支

援に係る事業を検討した上で、環境の整備を行う必要がある。 

 

(c)改善計画 

〈１〉生活文化学科 

 本学が地域に開かれた大学としての使命を担っていることから、講座を開設する機会を

増やせるよう検討する。 
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〈２〉幼児教育学科 

講座内容については、講座担当者が受講者の年齢や人数、発達段階を考慮し、よりよい

講座を開講するよう努力することが望まれる。 

現在の「子育て・子育ち講座」を基礎に、地域のニーズを調査し、子育て支援の取り組

みだけではなく、子育て支援の人材の育成まで視野に入れた講座を検討する。 

 

(d)備付資料 

54 2014 公開講座一覧 

55 園田学園女子大学シニア専修コース 平成 26 年度授業案内 
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基準（2）地域社会の行政、商工業、教育機関及び文化団体等と交流活動を行っている。 

(a) 現状 

本学の教育は、建学の精神「捨我精進」にもとづき、「他者と支えあう自立した女性の

育成」をめざしている。この建学の精神は、1938（昭和 13）年に本学の前身である「園

田高等女学校」を設立した際に掲げられた。それ以来、この精神は本学の教育に脈々と受

け継がれてきた。少子高齢化の進行や経済不況、地域コミュニティの機能の弱化、東日本

大震災の復興過渡期である状況といった、日本社会が直面している難局において、この精

神は今後さらに重要性を増すものと考えられる。 

 「捨我精進」の精神によって自己の社会的使命を自覚し、社会的・精神的・経済的に自

立した女性を育成するため、本学では主に専門職に従事する人材を育成しており、このよ

うな人材を育成するため、本学は「経験値教育」を実践している。理論学習と社会での実

体験（地域活動、インターンシップ、海外研修など）を相互に関連付ける教育、経験によ

って裏付けられた知識・技術の修得をめざしている。経験値教育推進のためには、体験の

場としての地域社会との協力関係が不可欠であるが、本学は 1975（昭和 50）年以降、「地

域と共に歩む大学」という理想を掲げ、地域連携及び生涯学習を推進し、先駆的な役割を

担ってきた。教育研究上の成果を社会に対し広く還元することは大学の果たすべき責務と

捉え、尼崎市を中心とする地域に根ざした大学をめざし、さまざまな教育活動や文化活動

を通して、積極的に地域との交流・連携を促進することを目標とし、「地域と共に歩む大

学」として、地域に開かれた大学づくりを推進してきた。 

 2013（平成 25）年度には地域連携推進機構を発足し、学長のリーダーシップのもとに、

地域を志向した大学として教育改革を行い、尼崎市（2014（平成 26）年度に包括協定を

締結）や尼崎商工会議所（2010（平成 22）年度に学校法人園田学園として包括協定を締

結）と連携し、併設大学が文部科学省の「地（知）の拠点整備事業」に申請し採択された。

本学の立地する尼崎市の地域課題の解決に寄与するとともに、阪神南県民局、兵庫県教育

委員会、尼崎市教育委員会など自治体の対話の場の設定や連携など、大学と自治体、諸団

体が組織的・実質的に協力を行っている。（備付資料 56） 

 

 学科ごとの状況について、次の通りである。 

〈１〉生活文化学科 

国際食文化コースでは、和歌山県田辺市と JA 紀南で組織する「紀州田辺うめ振興協議

会」と共同提携を行い、スイーツに不向きな梅干を使った「梅スイーツ」の作品を完成さ

せた。この取り組みでは、紀州田辺うめ振興協議会が材料を提供し、学生が一年間の開発

期間を通してスイーツを考案した。具体的には、梅干しパウダー入りのクリームをしその

葉入りの生地で挟んだ「梅ブッセ」、生地に梅の裏ごしを練りこんだ「梅マドレーヌ」、フ

リーズドライの梅干しなどを加えた「梅タルト」の３種類である。これらのスイーツは試

作品として 2014（平成 26）年度の本学学園祭や 2014（平成 26）年度の田辺市内で開催さ

れる農林水産業まつりなどで販売された。 

尼崎商工会議所、尼崎市教育委員会、同農政課、JA 兵庫六甲などと「尼いもの特産品

開発」に取り組んでいる。中でも本学は尼いも使用のスイーツの開発を学生と手掛けてい

る。現在尼いもは市内の４カ所で栽培され、それらを使用しスイーツを考案している。現
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在は尼いもパウンドケーキ、尼いものペースト（ソース）、パイなどを制作し、農業祭、

貴布禰神社奉納祭などの尼崎のイベントに出展している。 

本学の所在地である尼崎市は、日本を代表する洋菓子メーカー創業の地であり、市内に

は 30 以上の和洋菓子店があるほか、著名なパティシエを数多く輩出している。その中で、

尼崎市では地域活性化の取り組みとして、「尼崎スイーツスタンプラリー」や「未来のパ

ティシエを育てるスイーツ特別授業」を実施し、「スイーツの街・尼崎」として発信して

いる。そして 2013（平成 25）年度から尼崎市、尼崎商工会議所や尼崎信用金庫を中心に

組織されたプロジェクトにより、「Super Sweets 2013 in Amagasaki」「Super Sweets 2014 

in Amagasaki」と題したスイーツイベントが開催された。このスイーツイベントにおいて、

国際食文化コースの製菓衛生師資格取得希望の学生は、２年間ボランティアとして活躍し

た。当日のイベントでは、尼崎市内のホテルで尼崎市内のパティシエのスイーツやゲスト

パティシエのスイーツを食べながらの歓談、お菓子教室、パティシエトークショー、など

盛りだくさんのメニューが組まれ、学生はお菓子教室のアシスタントや、マジパン作りの

アシスタントを担当した。 

さらに、2014（平成 26）年４月より尼崎市公設地方卸売市場と食に関する人材の育成、

食の安全・安心や食育などの情報を連携して行うことを目的として、事業に取り組んでい

る。具体的には、国際食文化コースで作成したスイーツのレシピや写真を毎月尼崎市公設

地方卸売市場に提供し、尼崎市公設地方卸売市場のホームページに掲載されている。（備付

資料 57） 

情報デザインコースでは、尼崎商工会議所との連携したインターンシップも実施してお

り、会議所会員企業である株式会社ヤマシタワークスに１年次生１名が参加した。（備付資

料 58Ｐ４）また、兵庫県宍栗市の飯見夢むら棚田の会より、「播州こしひかり飯見の郷」の米

袋のデザインについて、作成の協力要請があり応募した結果、２年次生の作品が採用され

た。（備付資料 59） 

〈２〉幼児教育学科 

尼崎市立上ノ島保育所において、保育実習指導Ⅰの授業の一環(実習)として、１年次生

全員が、夏休み期間に 60 分の保育所園児との交流活動を行っている。この活動を通して､

園児は学生と交流することで遊びや人間関係が広がり、学生は実際の園児の姿に触れ､乳

幼児の特性をよく理解することができる。 

 

(b) 課題 

 「地域と開かれた大学づくり」を推進してきた本学は、併設大学が 2013（平成 25）年

文部科学省の「地（知）の拠点整備事業（大学 COC 事業）」に採択され、「大学の社会貢献」

を共通科目として設置しているがコースの専門科目、選択科目が多くあるため受講者は少

なく、見直しが必要である。 

 

(c)改善計画 

地域志向型科目(大学の社会貢献)を短期大学部共通科目全体として見直していく。 

 

(d)備付資料 
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56 そのだの地域連携 vol.3 

57 尼崎市公設地方卸売市場ホームページ 

（http://www.ama-shijoh.net/） 

58 平成 26 年度インターンシップ報告書 

59 棚田の真珠「播州こしひかり飯見の郷」米袋ラベルデザイン 
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基準（3）教職員及び学生がボランティア活動等を通じて地域に貢献している。 

(a) 現状 

〈１〉生活文化学科 

 国際食文化コースとして多くの学生が参加しているのは「Super Sweets in Amagasaki」 

のイベントであり、製菓衛生師取得希望の学生が毎年ボランティアとして活動している。

また教員も実行委員として参加している。イベントは年に１度 11 月に行われ、そこでは

全国的に有名なパティシエを招聘し、スイーツのパフォーマンスやトークショー、また市

内のパティシエによるお菓子教室などが行われている。当日参加した市民やパティシエの

方々から、未来のパティシエとなる学生にエールが送られ、学生も刺激を受けている。当

日の学生の感想では「ボランティアの経験は今後のパティシエをめざす私たちに大変有意

義な時間であり、良い経験であった」と述べていた。今後は専門に結び付いた学びを地域

で生かせる機会を増やしていく。 

〈２〉幼児教育学科 

尼崎市立上ノ島総合センターの依頼を受け、教員及び学生が未就園児を対象とした子育

て支援「もくもく」に参加している。 

「もくもく」の集まりにおいて、90 分間を担当し、親子 10 組(１組において、子ども

は複数の参加も含む)を対象に「お姉ちゃん先生と遊ぼう」という催しを企画、実践した。

学生の企画では親子が触れ合い遊ぶ姿が見られ､学生とともに身体を動かす姿が見られた。

新聞紙での輪作りの後には、それをハンドルに見立てた保護者の膝に乳幼児が乗って遊ぶ

「バスごっこ」やペットボトルへ新聞紙の輪を投げ入れる「輪投げ」遊びを行った。歌や

絵本は季節に合った内容を選択した。 

さらに、教員の専門性を生かした活動として、「親子リトミック」では、お散歩(ストッ

プ、キラキラ、雷などの即時反応)、身体表現(動物のまね)、まねっこメロディーやまね

っこリズム、歌「まつぼっくり」、強弱の表現「大きなたいこ」、身体遊び「手をたたきま

しょう」、ボール遊びなど、音楽(電子ピアノ)に合わせて親子で行う活動を行った。 

 

 (b) 課題 

〈１〉生活文化学科 

現在取り組んでいるボランティア活動は教員が指導して参加しているので、学生自身の

自主的な行動となっていない。今後は自主的に経験値を高めることのできる仕組みを考え

たい。 

〈２〉幼児教育学科 

子育て支援に係る活動時間は、学生の授業時間帯と重なることが多く、積極的に関われ

ない状況にある。 

 

(c)改善計画 

〈１〉生活文化学科 

シラバスだけでなく、学生への説明を行う。また、経験値評価システムの活用について

周知していく。 

〈２〉幼児教育学科 

140 
 



園田学園女子大学短期大学部 

子育て支援の場と学生や教員のスケジュール調整を年度当初から計画的に行い、できれ

ばポスター製作などの広報活動にも参加し、できるだけ多くの地域の方に参加してもらえ

るよう努める。また、経験値評価システムの活用について周知していく。 

 

 (d)備付資料 

 該当なし。 
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