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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 

高知学園短期大学の母体である学校法人高知学園は、さかのぼれば明治 32 年に信清

権馬氏により創立された江陽学舎がその源となる。江陽学舎は明治 36 年に江陽学校と

名称を改め、本格的な教育機関としての形態を整え、その後、簡易商業科を併設（大正

5年 4月）したが、この部門が大正 8年 4月に城東商業学校として独立した学校となり、

後の高知学園となっていく（昭和 4 年には江陽学校は廃止された）。昭和 23 年の新教育

制度下、城東商業学校は城東中学校・城東高等学校と改称される。昭和 26 年に川島源

司氏が同校の校長に就任し、翌昭和 27 年には幼稚園を、昭和 31 年には小学校を設立、

昭和 32 年には学校法人城東学園を学校法人高知学園に改称し、現在の場所へと移転し

た。更に昭和42年には短期大学を昭和43年には高知リハビリテーション学院を設立し、

現在の高知学園となり、高知県最大の学校法人として今日に至っている。 

本学は、上記のとおり学校法人高知学園の高等教育機関として昭和 42 年に創立され

た。創立当時の設置学科は食物栄養科であり栄養士養成課程として指定され、昭和 44

年からは中学校教諭二級普通免許（保健・家庭）の課程として認定された（後にこの課

程は廃止）。食物栄養科に続き昭和 43 年から順次、衛生技術科、幼児教育科、保健科が

増設された。衛生技術科は衛生検査技師（後に臨床検査技師）、幼児教育科は保母及び

幼稚園教諭二級普通免許、保健科は歯科衛生士及び中学校教諭二級普通免許（保健）・

養護教諭二級普通免許をそれぞれ取得することができる課程として指定・認定された。

その後、昭和 62 年には保健科を歯科衛生専攻（歯科衛生士）と保健専攻（教員養成課

程）に専攻分離した。この学科構成からも明らかなように、本学は実学を主体とした教

育を行っており、それぞれの学科に固有な職業資格（国家資格）を取得させて、現在ま

でに 1 万 3 千名を超える卒業生を社会に送り出している。その間、本学は県内でほとん

ど唯一の私立の高等教育機関であり、入学者が高知県出身で占められ、その多くが高知

県内で就職してきている。 

平成の時代に入り、時代の変化とともに短期大学も改組転換を図っていく。平成 17

年には食物栄養科を生活科学学科に、幼児教育科を幼児保育学科に変更するとともに、

幼児保育学科の定員を 50 名から 70 名に増員し、保健科保健専攻を廃止した。平成 18

年には衛生技術科と保健科を医療衛生学科とし、医療検査専攻（定員 40 名）及び歯科

衛生専攻（定員 50 名）に専攻分離すると同時に、歯科衛生専攻は修業年限を 2 年から

3 年に変更した。また、同年から看護学科設置に向けて準備室をたちあげ、短大全体の

収容定員を見直し、生活科学学科の入学定員を 100 名から 80 名に、幼児保育学科の入

学定員を 70 名から 80 名に、医療衛生学科歯科衛生専攻の入学定員を 50 名から 40 名に

変更し、看護学科（入学定員 60 名）を設置することによる短期大学全体の収容定員増

が認可された。平成 20 年 4 月から看護学科（定員 60 名）の第一期生を迎え、現在の 4

学科 2 専攻の体制となっている。卒業生全員には短期大学士の学位が授与されるととも

に、それぞれの学科・専攻では現在次のような資格が取得できる。 

  生活科学学科：栄養士免許証、栄養教諭二種免許状、情報処理士、 

フードコーディネーター3 級、医療管理秘書士、病歴記録管理士 
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  幼児保育学科：幼稚園教諭二種免許状、保育士資格 

  医療検査専攻：臨床検査技師国家試験受験資格 

  歯科衛生専攻：歯科衛生士国家試験受験資格 

  看護学科：看護師国家試験受験資格、養護教諭二種免許状 

 

（参考）専攻科では学士の学位が得られ、地域看護学専攻では下記の資格が取得できる。 

    保健師国家試験受験資格、養護教諭一種免許状 

 

 

(2)学校法人の概要 

（平成 24 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 

高知学園短期大学＊ 高知市旭天神町 292-26 
330 

(30) 

770 

(30) 

851 

(28) 

高知高等学校 高知市北端町 100 420 1,260 718 

高知中学校 高知市北端町 100 330 990 525 

高知小学校 高知市北端町 100 80 480 329 

高知学園短期大学附属 

高知幼稚園 
高知市北端町 100 30 

120 
（4 ｸﾗｽ） 

103 

高知リハビリテーショ

ン学院 
土佐市高岡町乙 1139-3 150 600 539 

  ＊（ ）内は専攻科の学生数 
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(3)学校法人・短期大学の組織図  

短期大学教職員数 

（平成 24 年 5 月 1 日現在） 

専任教員数 非常勤教員数 専任事務職員数 非常勤事務職員数 

56 141 16 12 

 

 

組織図  

 

 監  事  理 事 会  評議員会  

 

 理 事 長  
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(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  

高知学園短期大学は JR 高知駅から西方約 3 キロの旭天神町に所在する。 

高知市は国から中核市に指定されている高知県中部の中心都市であり、県内最大の商

業地を持つと同時に県内の人口の 40%を占めるプライメイトシティ（一極集中型都市）

でもある。 

学生の入学動向は、高知県内高等学校からの入学者が 96～97 パーセントを占める状

況が続いている。高校生が県内進学を志望する際、2～3 年で卒業し就職できること、

卒業に際しては免許・資格の取得が可能であり、その免許・資格を生かした就職が可能

であることなどから本学を希望する高校生及び保護者のニーズは今後も維持されると

予想される。 

高知県の産業は、第一次産業が盛んな一方で第二次産業の集積度が低いのが特徴であ

り、大規模な工業地帯等はない。高知インターチェンジの開通後は大手ショッピングセ

ンターやコンビニエンスストアの進出が相次いだが、中心市街地は衰退傾向にある。 

 

学生の出身地別人数および割合 

地域  

Ｈ20.5.1 Ｈ21.5.1 Ｈ22.5.1 Ｈ23.5.1 Ｈ24.5.1 

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 

(％) 

高知県 276 96.5 325 96.1 308 96.2 306 96.2 341 97.7 

愛媛県 0 0.0 2 0.6 1 0.3 8 2.5 0 0.0 

香川県 1 0.3 0 0.0 2 0.6 0 0.0 2 0.6 

徳島県 0 0.0 2 0.6 2 0.6 1 0.3 1 0.3 

中国地方 2 0.7 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 

九州地方 1 0.3 4 1.2 1 0.3 0 0.0 0 0.0 

近畿地方 1 0.3 1 0.3 4 1.2 0 0.0 1 0.3 

その他 5 1.7 4 1.2 2 0.6 2 0.6 2 1.1 
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✔ 高知学園短期大学 
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(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 

教員に研究活動の格差が見

受けられるので是正が望ま

れる。 

研究活動の奨励と、本学の

紀要への投稿を促した。 

外部資金申請を奨励した。

また、獲得できなかった申

請者には内部資金として

研究助成金を付与してい

る。 

文部科学省「大学教育・学

生支援推進事業プログラ

ム」（テ－マＡ，テーマＢ）

が選定された。テーマＡは

平成21～23年度、テーマＢ

は平成21～22年度で、両テ

ーマ共、全学教職員が研究

活動の一環として精力的

に取組み、学生の学士力、

教員の教育力の向上とい

う成果が得られた。さら

に、地域貢献の役割も果た

した。 

衛生技術科及び保健科にお

ける定員超過を是正された

い。 

平成18年度に学科改革を

行い、衛生技術科及び保健

科を廃し、医療検査専攻と

歯科衛生専攻に専攻分離

して医療衛生学科を新設

し、各定員40名で計80名と

した。 

 学生募集に関して、様々

な選抜方法を行い、過去の

データを基に推定しなが

ら適正な合格者数を打ち

出し、定員確保を図りなが

ら、超過にならないよう努

力している。 

医療衛生学科 

平成20年度 60名入学で

超過率▲25.0％ 

平成21年度 87名入学で

超過率8.75％ 

平成22年度 84名入学で

超過率5.0％ 

医療衛生学科としての定

員超過率が低下した。 

年度や学科・専攻により異

なるが、大幅な定員超過に

はなっていない。 (6)学生

データ参照 
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(6)学生データ  

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 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 備考 

生活科学学科  入学定員 80 80 80 80 80  

入学者数 71 94 78 76 91 

入学定員 

充足率（％） 
88 117 97 95 114 

収容定員 180 160 160 160 160 

在籍者数 170 170 176 159 172 

収容定員 

充足率（％） 
94 106 110 99 108 

幼児保育学科 入学定員 80 80 80 80 80  

入学者数 77 81 85 76 91 

入学定員 

充足率（％） 
96 101 106 95 114 

収容定員 150 160 160 160 160 

在籍者数 161 156 165 161 165 

収容定員 

充足率（％） 
107 97 103 101 103 

医療衛生学科 

医療検査専攻 

入学定員 40 40 40 40 40  

入学者数 41 43 47 50 45 

入学定員 

充足率（％） 
102 107 117 125 113 

収容定員 120 120 120 120 120 

在籍者数 140 143 139 135 137 

収容定員 

充足率（％） 
116 119 115 113 114 

医療衛生学科 

歯科衛生専攻 

入学定員 40 40 40 40 40  

入学者数 19 44 37 41 45 

入学定員 

充足率（％） 
47 110 92 103 113 

収容定員 140 130 120 120 120 

在籍者数 88 93 95 115 118 

収容定員 

充足率（％） 
62 71 79 96 98 

看護学科  入学定員 60 60 60 60 60 平成20年度 

新設 入学者数 78 76 73 75 76 

入学定員 

充足率（％） 
130 127 121 125 127 

収容定員 60 120 180 180 180 

在籍者数 78 154 223 227 231 

収容定員 

充足率（％） 
130 128 123 126 128 
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② 卒業者数（人）  

区分 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 

生活科学学科 82 94 69 91 79 

幼児保育学科 83 82 67 77 85 

医療衛生学科 

 医療検査専攻 
－ 33 40 43 34 

衛生技術科 45 － － － － 

医療衛生学科 

 歯科衛生専攻 
－ 36 30 17 37 

保健科 

 歯科衛生専攻 
1 － － － － 

看護学科 － － － 67 67 

 

③ 退学者数（人）  

区分 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 

生活科学学科 15 6 4 2 0 

幼児保育学科 2 3 9 2 2 

医療衛生学科 

 医療検査専攻 
6 6 6 9 7 

 歯科衛生専攻 7 2 3 4 6 

看護学科 － 0 3 4 5 

 

④ 休学者数（人）  

区分 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 

生活科学学科 4 3 2 2 5 

幼児保育学科 2 4 3 1 1 

医療衛生学科 

医療検査専攻 
16 14 22 11 12 

歯科衛生専攻 4 4 2 2 0 

看護学科 － 1 1 0 14 

 

⑤ 就職者数（人）  

区分 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 

生活科学学科 66 73 54 66 53 

幼児保育学科 71 80 61 72 80 

医療衛生学科 

 医療検査専攻 
31 21 21 25 26 

 歯科衛生専攻 1 34 29 17 36 

看護学科 － － － 45 47 
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⑥ 進学者数（人）  

区分 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 

生活科学学科 4 1 4 1 7 

幼児保育学科 1 0 0 1 1 

医療衛生学科 

 医療検査専攻 

9 

(8) 

8 

(6) 

12 

(10) 

7 

(6) 

5 

 (5) 

 歯科衛生専攻 0 0 0 0 0 

看護学科 － － － 
22 

(20) 

19 

(18) 

（ ）・・・本学専攻科進学者数 

 

 

(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  

 

① 教員組織の概要（人）  

（平成24年5月1日現在） 

学科等名 
専任教員数 

設置基準で定

める教員数 

助
手 

非
常
勤
教
員 

備考 

教授 准教授 講師 助教 計 〔イ〕 〔ロ〕 

生活科学学科 

幼児保育学科 

医療検査専攻 

歯科衛生専攻 

看護学科  

応用生命科学専攻 

地域看護学専攻 

2 

3 

2 

2 

3 

0 

1 

2 

4 

3 

0 

4 

1 

2 

3 

3 

1 

2 

3 

0 

1 

1 

0 

0 

2 

0 

1 

0 

8 

10 

6 

6 

10 

2 

4 

5(2) 

8(3) 

6(2) 

6(2) 

10(3) 

― 

― 

― 

― 

― 

3 

0 

0 

1 

4 

0 

1 

31 

14 

27 

32 

27 

3 

7 

家政 

教育学・保育学 

保健衛生学 
（看護学を除く） 
保健衛生学 
（看護学を除く） 
保健衛生学 

（看護学） 

 

（小計）  13 16 13 4 46 35(12) ― 9 141  

〔ロ〕       ―  5    

（合計）  13 16 13 4 46 35(12) 5 9 141  

［注］ 学長は含まない。             （ ）…教授の数 

 

② 教員以外の職員の概要（人）  

 専任 兼任 計 

事務職員  13 12 25 

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 3 0 3 

その他の職員  0 0 0 

計 16 12 28 
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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

（㎡）［注］ 

在学生一人
当たりの面
積（㎡） 

備考（共有の

状況等） 

校舎敷地  20,593 0 0 20,593 

7,700 63 

 

運動場用地 27,625 0 0 27,625  

小計  48,218 0 0 48,218  

その他  579 0 0 579  

合計  48,797 0 0 48,797  

［注］ 短期大学設置基準上必要な面積。 

 

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

（㎡）［注］  

備考（共有

の状況等） 

校舎 14,014 0 0 14,014 8,650  

［注］短期大学設置基準上必要な面積。 

 

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 

19 5 27 3 0 

 

⑥ 専任教員研究室（室）  

専任教員研究室 

41 
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⑦ 図書・設備  

 

学科・専攻課程  

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〕 

生活科学学科 
19800 

〔 1661 〕 

6 

〔 0 〕 

0 

〔 0 〕 
176 960 12 

幼児保育学科 
19763 

〔 1404 〕 

18 

〔 0 〕 

0 

〔 0 〕 
306 503 2 

医療衛生学科 

医療検査専攻 

16751 

〔 2049 〕 

10 

〔 0 〕 

0 

〔 0 〕 
211 833 8 

医療衛生学科 

歯科衛生専攻 

15169 

〔 1537 〕 

8 

〔 0 〕 

0 

〔 0 〕 
270 575 149 

看護学科 
7422 

〔  0  〕 

48 

〔 6 〕 

0 

〔 0 〕 
209 503 23 

応用生命科学 

専攻 

1206 

〔  133 〕 

4 

〔 0 〕 

0 

〔 0 〕 
24 （医療検査専攻に含める） 

地域看護学 

専攻 

391 

〔  133 〕 

5 

〔 1 〕 

0 

〔 0 〕 
23 （看護学科に含める） 

計 
80502 

〔 6784 〕 

99 

〔 7 〕 

0 

〔 0 〕 
1219 3374 194 

    

 

図書館 
面積（㎡） 閲覧席数 収納可能冊数 

974 59 11万冊 

体育館 

面積（㎡） 体育館以外のスポーツ施設の概要 

 テニスコート 

運動場 

2面 
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(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  ホームページ 

「大学案内」 

「自己点検・評価報告書」 

「高知学園短期大学要覧」 

2 教育研究上の基本組織に関すること  ホームページ 

「自己点検・評価報告書」 

「高知学園短期大学要覧」 

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  

ホームページ 

「自己点検・評価報告書」 

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  

ホームページ 

「学生生活と履修の手引き」 

「大学案内」、「募集要項」 

「自己点検・評価報告書」 

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  

「学生生活と履修の手引き」 

「シラバス」 

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 

「学生生活と履修の手引き」 

「シラバス」 

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  

「学生生活と履修の手引き」 

「自己点検・評価報告書」 

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  

ホームページ 

「学生生活と履修の手引き」 

「大学案内」、「募集要項」 

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  

ホームページ 

「学生生活と履修の手引き」 

    

    

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  
ホームページ 

    



高知学園短期大学 

15 

(9)各学科・専攻課程ごとの学習成果について  

生活科学学科の学習成果は、短期大学士（生活科学）および栄養士免許証、栄養教諭

二種免許状、フードコーディネーター3 級、情報処理士、医療管理秘書士、病歴記録管

理士の資格として規定している。平成 23 年度より医療管理秘書士、病歴記録管理士の

資格を導入し、向上・充実を図っている。幼児保育学科の学習成果は、短期大学士（幼

児保育学）および幼稚園教諭、保育士資格と規定している。医療衛生学科医療検査専攻の

学習成果は、短期大学士（臨床検査学）及び臨床検査技師国家試験受験資格と規定してい

る。医療衛生学科歯科衛生専攻の学習成果は短期大学士（歯科衛生学）および歯科衛生

士国家試験受験資格と規定している。両専攻とも社会のニーズを把握し、教育に反映し、

向上・充実を図っている。看護学科の学習成果は、短期大学士（看護学）と看護師国家

試験受験資格および養護教諭二種免許状と規定している。教員組織と教育力の強化、学

生の学習力向上に対する努力の継続により向上・充実を図っている。 

 

(10)オフキャンパス、遠隔教育、通信教育その他の教育プログラム 

これらのシステムは採用していない。 

 

(11)公的資金の適正管理の状況 

高知学園短期大学における公的研究費の管理・監査のガイドラインにおいて、責任体

系やルール、職務権限の明確化を図り、適正な運営及び管理を確保している。毎年度開

催している説明会にて、科学研究費助成事業（科学研究費補助金）の制度概要などを中

心に説明を行い、公的研究費の重要性や本学の管理方針を教職員へ周知している。また、

交付された公的研究費については、毎年度１回内部監査を実施し、適正な執行を確認し

ている。 

なお、関係する規程等のうち、主なものは以下のとおりである。 

・高知学園短期大学における公的研究費の管理・監査のガイドライン 

・高知学園短期大学科学研究費補助金事務取扱要領 

・高知学園短期大学研究倫理委員会規程 

・高知学園短期大学における研究者等の行動規範 

・高知学園短期大学研究活動における不正防止計画 

・研究活動の不正行為に係る通報（告発）処理に関する規程 
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２．自己点検・評価報告書の概要 

    

【【【【基準基準基準基準ⅠⅠⅠⅠ    建学建学建学建学のののの精神精神精神精神とととと教育教育教育教育のののの効果効果効果効果】】】】    

本学の建学の精神は「永遠の真理と希望」「平和と友愛」として確立している。この

建学の精神に基づいた教育目的・目標を定め、教育の質を保証する取組を進め、学習成

果を上げている。また、自己点検・評価活動の実施体制も確立し、毎年これを行い、向

上・充実に向けて努力している。 

【【【【基準基準基準基準ⅡⅡⅡⅡ    教育課程教育課程教育課程教育課程とととと学生支援学生支援学生支援学生支援】】】】    

学位授与の方針、教育課程の編成・実施の方針、入学者受け入れの方針並びに学習成

果の査定は明確に示している。また、学生の卒業後評価への取組も行っている。ただ、

学生の卒業後の評価への取組は、さらに充実した取組になるよう検討する必要がある。 

学生の支援に関しては、学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けての教育資源の有効

な活用や、生活支援、さらには進路支援を組織的に実践している。 

また、入学者の受入れの方針に関しては、受験生に対し、さまざまな活動を通じて明

確に示している。 

【【【【基準基準基準基準ⅢⅢⅢⅢ    教育資源教育資源教育資源教育資源とととと財的資源財的資源財的資源財的資源】】】】    

人的資源については、本学の学科・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、それぞれの教員は、教育研究活動に意欲的に取り組んでいる。また、

事務組織の整備や人員も適正に配置し、教職員の人事管理についても適切に行われてい

る。 

物的資源については、各学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいた校地、

校舎、施設設備は確保されている。また、これら設備の維持・管理や技術的資源の活用

も適正に行われている。 

財的資源については 3 ヶ年の中期経営計画（経営指針）、毎年度の事業計画の策定に

より、将来における財務状況を測定し、短期大学を含め、法人内設置の各学校の存続を

可能とする財政が維持されるように努めている。財的資金管理については資金収支及び

消費収支、貸借対照表の状況は健全に推移している。学校法人全体での退職給与引当特

定資産などの積み増しを進め、短期大学の存続を可能とする財産を維持するとともに、

定員確保に努め、収容定員充足率に相応した財務体質を維持している。 

【【【【基準基準基準基準ⅣⅣⅣⅣ    リーダーシップとガバナンスリーダーシップとガバナンスリーダーシップとガバナンスリーダーシップとガバナンス】】】】    

理事長は、建学の精神及び教育理念・目的を十分に理解し、学校法人高知学園を代表

し、その業務を総理している。また、理事会も適切に運営されている。 

また学長は、高知学園短期大学の教育研究の向上や、評議会、教授会等を通して円滑

な大学運営に努めている。理事長、学長共にリーダーシップを発揮し、ガバナンス体制

は確立している。 
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３．自己点検・評価の組織と活動 

本学は、自己点検・評価委員会（現在は自己点検評価委員会）を平成 7 年に設置し、

定期的に自己点検・評価報告書を作成している。構成員は、教務部長を委員長とし、各

学科・専攻及び専攻科教員と事務局（図書課を除く）各課長をもって構成している。 

現在の委員会は、次の 10 名から構成されており、その事務は教務課が行っている。 

 委員長：教務部長 

 委 員：生活科学学科教員 

(各 1 名) 幼児保育学科教員 

医療衛生学科医療検査専攻教員 

同   歯科衛生専攻教員 

看護学科教員 

地域看護学専攻教員 

庶務課長 

教務課長 

学生支援課長 

本学では、自己点検評価委員会で報告書を作成し、評議会で更に検討を加え、本学と

しての自己点検・評価報告書を作成している。平成 23 年度からは自己点検評価委員会

での検討に加え、作業連絡会、そして最終的には評議会構成員と自己点検評価委員会事

務局委員からなる自己点検評価検討会議で自己点検・評価報告書を作成した。 

 

 

自己点検評価検討会議（評議会構成員＊＋自己点検評価委員会事務局委員） 

 

 

 

作業連絡会（副学長・学生部長・教務部長・事務局長・庶務課長・教務課長） 

 

 

 

自己点検評価委員会 

 

 

 

各学科・専攻及び専攻科各専攻で自己点検評価 

 

 

＊評議会構成員：学長、副学長、学生部長、教務部長、図書館長、 

各学科長・専攻長及び専攻科専攻長、事務局長 
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■活動記録 

平成 23 年 8 月 23 日：ALO説明会＝参加者…学長、教務部長(ALO)、学生支援課長 

  24 日：第 1 回作業連絡会＝報告書作成の体制とスケジュール等策定 

 9 月 1 日：第 2 回自己点検評価委員会＝第 1 回作業連絡会の報告、作成ス

ケジュール、作成割当ての確認 

  7 日：第 6 回評議会＝報告書作成のスケジュール等の確認 

  12 日：第 3 回自己点検評価委員会＝個人調書の作成について 

  30 日：平成 22 年度版報告書、個人調書 原稿〆切 

 10 月 18 日：第 4 回自己点検評価委員会 

＝報告書の検討、今後のスケジュール確認 

 11 月 1 日：第 5 回自己点検評価委員会＝報告書の検討 

  21 日：第 2 回作業連絡会＝報告書の検討 

  30 日：第 6 回自己点検評価委員会＝報告書の検討 

 12 月 14 日：第 3 回作業連絡会＝報告書の検討 

  28 日：第 4 回作業連絡会＝報告書の検討 

平成 24 年 1 月 11 日：第 5 回作業連絡会＝報告書の検討 

  2 月 21 日：第 13 回評議会＝報告書提出（変更は月末まで） 

  3 月   ： 印刷発注 

    

平成 24 年 4 月  ALO変更 

  5 月  8 日：平成 24 年度第 1 回作業連絡会＝報告書の検討 

   14 日：第 2 回作業連絡会＝報告書の検討 

  16 日：第 3 回作業連絡会＝報告書の検討 

  24 日：第 4 回作業連絡会＝報告書の検討 

  28 日：第 5 回作業連絡会＝報告書の検討 

  31 日：評価員候補者説明会（東京） 

 6 月 13 日：第 6 回作業連絡会＝報告書の検討 

  18 日：第 7 回作業連絡会＝報告書の検討 

  19 日：自己点検評価検討会議＝報告書の検討 

  22 日：第 8 回作業連絡会＝報告書の最終検討 

  26 日：自己点検評価検討会議＝決定 
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４．提出資料・備付資料一覧 

 

提出資料 

№ 資料 記述の根拠となる資料等 基準 

１ 世界の鐘 建学の精神・教育理念についての印刷物 Ⅰ－A 

２ 高知学園短期大学要覧 建学の精神・教育理念についての印刷物 

教育目的・目標についての印刷物 

Ⅰ－A 

Ⅰ－B 

３ 学生生活と履修の手引 学生が獲得すべき学習成果についての印刷物 

教育課程編成・実施の方針に関する印刷物 

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 

Ⅰ－B 

Ⅱ－A 

Ⅱ－B 

４ 自己点検評価委員会規程 自己点検・評価を実施するための規程 Ⅰ－C 

５ 学位規程 学位授与の方針に関する印刷物 Ⅱ－A 

６ 本学のアドミッションポ

リシー 

入学者受け入れ方針に関する印刷物 Ⅱ－A 

７ 開設科目一覧表 

授業時間割表 

カリキュラムに対応した授業科目担当者一覧（教員

名、担当授業科目、専門研究分野） 

Ⅱ－A 

８ シラバス シラバス Ⅱ－A 

９ 大学案内・募集要項 短期大学案内・募集要項・入学願書 Ⅱ－B 

10 ［書式 1］～［書式 3］ 「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］、「財務状況調べ」［書式 3］ 

Ⅲ－D 

11 財務計算書類 資金収支計算書・消費収支計算書（過去 3年） 

貸借対照表（過去 3年） 

Ⅲ－D 

Ⅲ－D 

12 経営指針 中・長期の財務計画 Ⅲ－D 

13 事業報告書 事業報告書（過去 1年） Ⅲ－D 

14 事業計画／収支予算書 事業計画書／予算書（評価実施年度） Ⅲ－D 

15 寄附行為 寄附行為 Ⅳ－A 
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備付資料一覧 

№ 資料 記述の根拠となる資料等 基準 

１ 開学 40周年記念誌 

 

創立記念、周年誌等 Ⅰ－A 

２ 自己点検評価報告書 

（平成 21 年度・平成 22

年度・平成 23年度） 

過去 3年の間にまとめた自己点検・評価報告書 Ⅰ－C 

 （該当なし） 第三者評価以外の外部評価についての印刷物 Ⅰ－C 

３ 単位認定状況表 単位認定の状況表（評価実施年度の前年度に卒業し

た学生が入学時から卒業までに履修した科目につい

て） 

Ⅱ－A 

４ 卒業生、資格取得一覧表 学習成果を表す量的・質的データに関する印刷物 Ⅱ－A 

５ 学生支援アンケート 

（まとめ） 

学生支援の満足度についての調査結果 Ⅱ－B 

６ 卒業生に対する評価結果

（まとめ） 

就職先からの卒業生に対する評価結果 

卒業生アンケートの調査結果 

Ⅱ－B 

７ 入学志願者への情報提供 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 

Ⅱ－B 

８ 合格者登校日配付物 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 

Ⅱ－B 

９ オリエンテーション資料 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 

Ⅱ－B 

10 ITシステム様式 学生支援のための学生の個人情報を記録する様式 Ⅱ－B 

11 進路一覧表 進路一覧表等の実績（過去 3年）についての印刷物 Ⅱ－B 

12 成績分布一覧 GPA等成績分布 Ⅱ－B 

13 授業アンケート結果 学生による授業評価票及びその評価結果 Ⅱ－B 

14 募集要項 社会人受け入れについての印刷物等 Ⅱ－B 

 （該当なし） 海外留学生希望者に向けた印刷物等 Ⅱ－B 

15 ＦＤ／ＳＤ活動の記録 FD活動の記録 

SD活動の記録 

Ⅱ－B 

16 教員の個人調書 教員の個人調書（専任教員については教員履歴書、

過去 5 年間の業績調書。非常勤教員については過去

5年間の業績調書） 

Ⅲ－A 

17 教員業績 教員の研究活動について公開している印刷物等（過

去 3年） 

Ⅲ－A 

18 専任教員年齢構成表 専任教員等の年齢構成表 Ⅲ－A 

19 外部研究資金の獲得状況

一覧表 

科学研究費補助金等、外部研究資金の獲得状況一覧

表 

Ⅲ－A 

20 高知学園短期大学紀要 研究紀要・論文集（過去 3年） Ⅲ－A 
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№ 資料 記述の根拠となる資料等 基準 

21 事務職員一覧表 事務職員の一覧表（氏名、最終学歴） Ⅲ－A 

22 校地、校舎（図面） 校地、校舎に関する図面（全体図、校舎等の位置を

示す配置図、用途（室名）を示した各階の図面、校

地間の距離、校地間の交通手段等） 

Ⅲ－B 

23 図書館概要 図書館、学習資源センターの概要（平面図、蔵書数、

学術雑誌数、AV資料数、座席数等） 

Ⅲ－B 

24 学内 LANの敷設状況 学内 LANの敷設状況 Ⅲ－C 

25 パソコン教室平面図 マルチメディア教室、コンピュータ教室等の配置図 Ⅲ－C 

 （該当なし） 寄附金・学校債の募集についての印刷物等 Ⅲ－D 

26 財産目録及び計算書類 財産目録及び計算書類（過去 3年） Ⅲ－D 

27 教育研究経費 教育研究経費（過去 3年）の表 Ⅲ－D 

28 理事長の履歴書 理事長の履歴書 Ⅳ－A 

29 理事・監事・評議員名簿 現在の理事・監事・評議員名簿（外部役員の場合は

職業･役職等を記載） 

Ⅳ－A 

30 理事会議事録 理事会議事録（過去 3年） Ⅳ－A 

31 諸規程集 諸規程集 Ⅳ－A 

32 学長の履歴書・業績調書 学長の履歴書・業績調書 Ⅳ－B 

33 教授会議事録 教授会議事録（過去 3年） Ⅳ－B 

34 委員会等の議事録 委員会等の議事録（過去 3年） Ⅳ－B 

35 監事監査 監事の監査状況（過去 3年） Ⅳ－C 

36 評議員会議事録 評議員会議事録（過去 3年） Ⅳ－C 
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【基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果】  

 

(a) 基準Ⅰの自己点検・評価の要約を記述する。 

本学の「建学の精神」は、高知学園のシンボルである「世界の鐘」の精神が謳うとこ

ろにあり、この鐘の呼びかける「永遠の真理と希望」「平和と友愛」の精神を高知学園

の他の教育機関と共通の教育理念としつつ、学則の第 1条においてさらに短期大学とし

て具体的な教育目的をおき、教育の指針としている。 

（教育目的）本学は、教育基本法及び学校教育法の精神に則り、広い教養を授け、専門

の職業教育を施すと共によき社会人を育成し、もって人類の福祉と文化の進展に寄与す

ることを目的とする。（学則第 1条） 

（教育方針）高知学園の象徴「世界の鐘」の呼びかける平和と友愛の精神を柱とし、自

由と規律を尊び、真理を深め、創造性と情操を培い、広い教養と健全な社会性を身につ

けた専門的職業人を育成する。（学則第 1条第 2項に基づき制定） 

建学の精神に基づいた教育方針を定め、生活科学学科、幼児保育学科、医療衛生学科

医療検査専攻・歯科衛生専攻、看護学科は、広い教養と健全な社会性を身につけた専門

的職業人を育成することを目的・目標としている。短期大学士及び各学科に特化した資

格取得を学習成果として明確に定めている。学校教育法、短期大学設置基準、資格取得

に関係する法規を適宜確認し、法令順守に努めている。自己点検・評価体制が確立し、

教育向上・充実に向けて日常的に努力している。 

 

（b）基準Ⅰの自己点検・評価に基づく行動計画を記述する。  

建学の精神に基づいた教育の効果を高め、教育の質的成果を得るために、①オリエン

テーションを充実させ、さらに全学的に教育目標の明確化と周知徹底を図る。②教員の

教育力の向上と教育施設設備を充実させ、社会に通用する能力向上に資する教育体制を

強化する。 

 

 

基準Ⅰ-A 建学の精神  

 

（a）テーマ全体の自己点検・評価の要約を記述する。 

建学の精神は、短期大学の教育理念・理想を明確に示し「ホームページ」「学生生活と

履修の手引き」「大学案内」に明記し、学内外に表明している。入学式、卒業証書・学位

記授与式、オリエンテーション、授業、教授会等を通じて、学生、教職員に共有させ、

日常の教育活動を通して定期的に確認している。 

 

（b）自己点検・評価に基づく改善計画を記述する。 

学生に対して「建学の精神」や本学の沿革について説明することにより、学生に本学

の教育目的・目標を深く理解させ、より明確な目的意識をもたせて学習意欲を高め、学

習成果を確実なものにする。 
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基準Ⅰ-A-1 建学の精神が確立している。 

 

(a) 自己点検・評価を基に現状を記述する。 

本学の建学の精神は「世界の鐘」の精神が謳うところにあり、この鐘の呼びかける「永

遠の真理と希望」「平和と友愛」の精神である。この精神は、本学の教育理念・理想で

ある「平和と友愛の精神を柱とし、自由と規律を尊び、真理を深め、創造性と情操を培

い、広い教養と健全な社会性を身につけた専門的職業人を育成する。」を明確に示して

いる。 

学校法人高知学園においては、入学式、卒業式などの行事はもちろんのこと、平常で

も朝夕に学校法人高知学園の象徴である「世界の鐘」を鳴らし、学内の教職員及び学生

はもとより、幼稚園児・小中高生に自覚されている。また「ホームページ」「学生生活と

履修の手引き」「大学案内」で、学内外に表明している。 

教職員は、教授会、評議会、各種委員会で、また学生は入学式、卒業証書・学位記授

与式、オリエンテーション、授業や日常の学生生活を通して互いに共有し確認している。 

 

(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。 

建学の精神に基づいた教育理念・理想達成のために、学内の教育環境の充実と教育研

究体制の整備、教員の資質の一層の向上が課題である。 

 

 

基準Ⅰ-B 教育の効果  

 

(a) テーマ全体の自己点検・評価の要約を記述する。 

本学は建学の精神に基づいた各学科・専攻の教育目的・目標が確立しており、各学科・

専攻は明確な学習成果を定め、学校教育法、短期大学設置基準、各種養成校指定規則に

従った教育課程を編成し、講義、実習、演習、学外実習のために十分な時間を設定し、

教育の質を保証している。さらに、学習成果のアセスメントの仕組みと PDCA サイクル

を有し、教育の向上・充実を図っている。 

生活科学学科は、高度な知識と実践力を備え、社会的マナーを身につけた即戦力を有

する栄養士、情報社会に対応できる情報機器操作能力を持った人材を育成することとし、

栄養士養成課程としての学習成果を明確にしている。 

幼児保育学科は専門的知識や技術に加え、愛情に満ちた人間性を身につけた人材の育

成が求められる。それゆえ、実学主体の学習を通して仲間との輪を築くとともに、常に

最新の理論を生かした実践力の向上を図ることによって、学習成果を高めていく。 

医療衛生学科医療検査専攻は、人々の健康と福祉に貢献する質の高い臨床検査技師の

養成を目指し、国家資格取得という明確な学習成果を有している。 

医療衛生学科歯科衛生専攻は口腔の継続的管理や維持に力点を置き、全身的な健康も

考慮できる歯科衛生士の育成を目指している。また、国家資格取得という明確な学習成

果を有している。 

看護学科は、明確な学習成果を掲げ地域に貢献できる看護者を養成している。さらに
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国家資格取得という明確な学習成果を有している。この学習成果については、本学のホ

ームページや自己点検・評価報告書を通じて学内外に公表している。また、毎年自己点

検評価委員会において学習成果については点検し、課題があれば提案して改善に努めて

いる。 

 

(b) 自己点検・評価に基づく改善計画を記述する。 

学則第 1条にかかげる教育目的に沿い、社会で通用する能力達成に資する教育内容及

び指導体制の充実を図る。 

 

 

基準Ⅰ-B-1 教育目的・目標が確立している。 

 

(a) 自己点検・評価を基に現状を記述する。 

全学科・専攻において建学の精神に基づいた「広い教養と健全な社会性を身につけた

専門的職業人を育成する」(学則第 1条)という教育目的・目標が確立しており、社会に

通用する資格取得という学習成果を明確に示し、学内においては学生、教職員に周知し

また学外に広く公表している。さらに、学科・専攻教員会議、教務委員会、教授会、評

議会で定期的に点検している。 

各学科・専攻の教育目的・目標は「学則」に従って定め、オリエンテーションや通常

の講義・実習で学生に表明し、認識させている。学外に対しては、学生募集のための大

学案内やホームページで表明している。 

＜生活科学学科＞ 

本学科は、栄養士、栄養教諭、情報処理士、医療管理秘書士、病歴記録管理士を養成

しており、学科の教育目的・目標を「食･栄養に関わる理論と技術を豊富な講義や多様な

実験、実習、演習でのきめ細かい指導を通して習得させると共に、高度な知識と実践力

を備えた栄養士を養成する。さらに、情報社会に対応できる情報機器操作能力を持った

人材を育成する。」としている。さらに、講義・実験・実習の授業を通して専門的な理

論と技術の習得のみならず、社会的マナーを心得た、即戦力となる栄養士としての学習

成果を明確に示している。 

そして、より充実した教育を実施できるよう、栄養士免許証、栄養教諭二種免許状の

資格とともに、教育目標と教育課程の整合性を確認し、目標到達過程や学生の学習到達

状況などについて、学科教員会議で定期的に確認している。 

＜幼児保育学科＞ 

本学科は、幼稚園教諭及び保育士を養成している。本学科の教育目的・目標は、「幼

児たちの集団生活を育む教育・保育に必要な知識と技術を習得させ、愛情に満ちた豊か

な人間性を持つ幼稚園教諭及び保育士の養成を目的とする。さらに、附属幼稚園などで

の豊富な実習の体験を通して、新たな幼児保育理論を備えた実践力を養う。」としてい

る。特に本学科では、専門的知識や技術に加え、愛情に満ちた人間性を身につけた人材

の育成が求められる。それゆえ、実学主体の学習を通して仲間との輪を築くとともに、

常に最新の理論を生かした実践力の向上を図ることによって、学習成果を高めていくこ
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とを明確にしている。 

そして、教育目的・目標と教育課程の整合性を確認し学生がより高い学習成果を得る

ための教育方法、指導方法を学科教員会議で定期的に確認し共有している。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

本専攻は、臨床検査技師を養成しており、教育目的・目標を「臨床検査に関する多様

な講義や実習を通して、生命の仕組みと健康の大切さ及び疾病の成り立ちと予防につい

て学習する。さらに高い専門的知識と技術を習得することで、高度化する現代医療に貢

献できる実践力をもった臨床検査技師を育成する。」としている。卒業時に、臨床検査

技師国家試験受験資格取得し、人々の健康と福祉に貢献できる質の高い臨床検査技師の

国家資格を取得することを明確に示している。 

また、学習成果として、教育課程や教育内容が、教育目的・目標と高度化する現代医

療に則しているか、さらに学生の学習成果の状況について、専攻教員会議で定期的に分

析している。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

本専攻では、歯科衛生士を養成しており、教育目標・目的を「歯科衛生士の業務の中

心となる歯科予防処置、歯科診療補助、歯科保健指導などの学習に加えて、学内・学外

の実習を通して実践力も養っている。これらを基礎に、口腔衛生に関しての知識や技術

の吸収と専門職という自覚を持たせ、ライフステージに応じた口腔の継続的管理や全身

的な健康との関連を考えることができる歯科衛生士を育成する。」と明確に示している。

学習成果として、卒業時には、歯科衛生士国家試験受験資格取得及び国家試験に合格し

国家資格取得という学習成果を明確に示している。入学時から口腔に関しての専門職と

いう自覚を持たせ、学習成果に向けての教育を行っている。 

また、専攻教員会議や各種委員会を通じて教育目標・目的に関しての定期的な点検を

行っており、その中で学生の認識や理解度については、個々の到達度や意欲などの把握

をクラス担任などが定期的に点検をしている。 

さらに、高知県歯科医師会から多くの非常勤講師の派遣を得ており、教育目標・目的

に関連する事柄については、本学と高知県歯科医師会の間で意見交換会（年 1回）や小

委員会を設けて点検・調整を行っている。 

＜看護学科＞ 

本学科は、看護師を養成しており、教育目的・目標を「専門的知識を教授し、科学的

思考・問題解決能力を養い、かつ実験や実習を通じて実践能力を身につけ、社会の健康

問題を人々とともに解決し、健康生活の向上に貢献できる豊かな人間性・創造性をもっ

た看護者を育成する。」と明確に示している。また、保健医療活動や教育活動から人々

の生活実態を把握し、地域の人々が健康な生活を送れるように地域に貢献できる看護者

を養成している。 

学習成果として、卒業時には、看護師国家試験受験資格を取得し、次のような資質を

備えた看護師国家資格取得と明確に示している。①専門的知識・技術を習得し、適切な

判断力・責任能力を持つ。②豊かな博愛・感受性・人間性を備える。③科学的思考・問

題解決能力を習得する。④安全な医療を提供するための知識と方法論を習得する。⑤人々

の生活や QOL を重視し、生命と人権を擁護する視点から、調整対処できる。⑥主体的・
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創造的に機能し、実践能力を持つ。⑦国際的視野を持って社会的ニーズを予測し対応で

きる。⑧情勢を分析し活用できる。⑨地域に根ざした看護者。これらのことを学科会議

において常に定期的に点検している。 

＜専攻科応用生命科学専攻＞  （参考） 

本専攻科は、大学評価・学位授与機構の目的に準拠し学士（保健衛生学）の取得を目

的とし、「臨床検査技師としての既修得の専門知識と実験手技を活用し、さらに基礎か

ら応用までの研究開発を通じて、幅広い教養と実践力を有した有意な人材を育成する。」

と明確に示している。医療に関わる臨床検査技師としての専門知識、技能のみならず、

外国語や基礎分野の科目も設定し、幅広い教養を培った基礎知識に基づいた研究開発能

力を身につけた人材の育成を目指している。また、学習成果として、大学評価・学位授

与機構認定の学士（保健衛生学）と明確に示し、それに向けた卒業研究及び講義・演習

の教育課程を編成しており、きめ細かい指導体制をとっている。日常的には、授業及び

卒業研究を通じて相互連絡で確認しあうとともに、定期的な専攻科専攻教員会議で学習

成果に照らして点検している。 

＜専攻科地域看護学専攻＞  （参考） 

本専攻科は看護学科の教育目的を踏まえ、第 1期生が卒業した平成 23年 4月に「地域

で生活している人々や地域全体を健康にすることを学び視野の広い看護職者を育成す

る」ことを目的とし、修学期間 1年間の専攻科地域看護学専攻を開設した。この専攻科

は大学評価・学位授与機構の必要とする単位を取得することにより学士（看護学）の学

位が取得できるとともに、養護教諭一種免許状を選択で取得できるカリキュラムを加え、

資質の高い養護教諭を養成している。 

「学士（看護学）」の取得に向けた卒業研究及び講義・演習・実習の教育課程を編成

し、学生の個別性を重視したきめ細かい指導体制をとり、学習成果の有無や問題点につ

いて点検している。 

 

(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。 

社会に貢献できる高い資質を持った専門的職業人の輩出が本学の使命である。そのた

めに、各学科・専攻の入学者全員が、卒業時に学習成果である資格を取得し、さらに豊

かな人間性と教養を備えた人材育成ができるよう教育環境、指導体制の整備についてさ

らに努力が必要である。 

＜生活科学学科＞ 

本学科は、栄養士養成学科であり、入学時からオリエンテーションやクラス集会など

で学科の教育目的・目標を明示している。しかし、栄養士免許証の資格を取得せず、短

期大学士の学位のみで卒業している学生が毎年一定数いる（平成 21年度 4名、平成 22

年度 5名、平成 23年度 4名）ので、改めて学生に本学科の教育目的の徹底を図り、全員

が栄養士免許証の資格を取得できるように努める必要がある。 

＜幼児保育学科＞ 

本学科は、学科教員会議で教育目標と教育課程の整合性を確認し、点検を行っている。

平成 21年度には教育理念の見直しも行った。ただし、わが国における今後の保育者養成

の方向には未確定の部分もある。従って、幼保一体化の動向に合わせて教育目標の見直
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しを図ることが今後の課題である。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

本専攻では、学習成果が、教育目的・目標及び社会的ニーズに応じているか常に確認

している。医療の高度化、多様化、専門化が進行する中で、臨床検査技師の果たす役割

は益々重要になっており、これらの医療の進歩に対応できる臨床検査技師養成が求めら

れている。この様な状況の中で、入学者全員が社会貢献できる医療人を目指すよう意識

を高めさせ、学生がしっかりと学び、成果を得るような指導の方策を検討する必要があ

る。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

医療の高度化、多様化、専門化が進行する中で、歯科衛生士の果たす役割がますます

拡大し、重要性を増している。本専攻では、こうした歯科衛生士に対する職業観をさら

に徹底して指導することが必要である。 

＜看護学科＞ 

本学科では、教育上の課題が顕在化した時、看護学科の教育目的・目標に立ち返り発

展的な解決策を見出していく努力をしている。特に現代学生の特徴である社会性の未熟

さに対する教育的関わりの充実がさらに必要である。 

＜専攻科応用生命科学専攻＞  （参考） 

本専攻では、本邦で進展している臨床検査技師養成の 4年制化に対応するために、学

士（保健衛生学）取得の必要性を医療衛生学科医療検査専攻在学生に認識させ、多くの

在学生を専攻科に進学させることが課題である。また、可能な限り幅広い分野の科目を

開設し、豊かな教養と学士号以外の社会的に有用な資格取得ができる教育体制の検討も

課題である。 

＜専攻科地域看護学専攻＞  （参考） 

本学は短期大学であるので、本科（看護学科）卒業後に専攻科に進学し専攻科の教育

課程を履修させることによって、看護の対象は個人・家族・集団・地域であることを十

分に修得できるという教育目標・目的をもって一貫教育を行っている。平成 23年度に入

学した第 1期生はその教育効果は充分に期待できたと考えている。ただ高知県の福祉保

健所や市町村保健センターにおける実習生の受け入れ体制は非常に良いが、受入れ人数

が数名（2～3名）という制約があることから、学生が遠隔地で実習せざるを得ないとい

う課題がある。 

 

 

基準Ⅰ-B-2 学習成果を定めている。 

 

(a) 自己点検・評価を基に現状を記述する。 

全学科・専攻の学習成果は、建学の精神及び学科の教育目標に基づき明確に示してい

る。①短期大学を卒業し短期大学士の学位が授与される。②生活科学学科は、栄養士免

許証、栄養教諭二種免許状、フードコーディネーター3級、情報処理士、医療管理秘書

士、病歴記録管理士、③幼児保育学科は幼稚園教諭二種免許状及び保育士資格、④医療

衛生学科医療検査専攻は臨床検査技師国家試験受験資格、⑤医療衛生学科歯科衛生専攻
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は歯科衛生士国家試験受験資格、⑥看護学科は看護師国家試験受験資格及び養護教諭二

種免許状、⑦専攻科地域看護学専攻は保健師国家試験受験資格及び養護教諭一種免許状

と、明確に定めている。各学科・専攻において学習成果である短期大学士、各資格取得

のために履修すべき科目と単位数は短期大学設置基準第 5条及び各種資格取得に関する

法規等の規定に適うものである。それを「学生生活と履修の手引き」に、また各科目の

学習成果は「シラバス」に明確に示している。 

学習成果の測定は、学則に定めており、定期試験、中間試験、小試験、レポート、出

席状況、受講態度等、種々の評価法を総合して用い、評価している。試験規程に掲げる

授業実施時間数の 3分の 2以上の出席を必要条件とし、100 点満点で点数評価を行い 60

点未満は不合格としている。不合格者に対しては、再試験を行うが、再試験までに事前

に課題提出や補習で学習させる。それでも、不合格の場合は再履修となる。 

学習成果については、自己点検・評価報告書や短期大学要覧に明記し学内外に公表し

ている。 

各授業終了後に「授業評価アンケート」を実施し、担当教員が授業の評価を学生側か

ら受けるとともに、学生自身の学習に対する評価を学生が行うなど、教員・学生相互の

評価を行っている。 

これらの学習成果については、各学科・専攻で内容が異なるので学科・専攻教員会議

で点検し、課題があれば検討し、改善を図っている。 

＜生活科学学科＞ 

本学科の学習成果は、短期大学士、栄養士免許証、栄養教諭二種免許状、フードコー

ディネーター3級、情報処理士、医療管理秘書士、病歴記録管理士取得と明確に示して

いる。そのために学習する必要のある科目は、2年間で短期大学卒業 62単位以上、栄養

士免許証 63単位以上、栄養教諭二種免許状 84単位以上、フードコーディネーター3級、

情報処理士、医療管理秘書士及び病歴記録管理士 62単位以上と明確に示している。各教

育課程は、専門的知識と技術を習得し、社会に貢献できる即戦力をつけることができる

ような内容となっている。 

学習成果は、定期試験の結果、量的データとして測定できる。学外実習に関しては、

病院、学校などからの評価、及び学内での指導をもとに単位認定を行っている。個々の

学生の学習成果と理解度についても配慮している。例えば、全員が栄養計算を十分にで

きるように、複数の科目の担当教員間で連携している。また、学生全員に対して、社団

法人全国栄養士養成施設協会主催の栄養士実力認定試験を課し、その結果により学習成

果を点検することができる。 

＜幼児保育学科＞ 

本学科の学習成果は、建学の精神の他に文部科学省や厚生労働省施行規則に基づき明

確に示している。平成 23年度卒業生は、短期大学卒業、幼稚園教諭二種免許状及び保育

士資格証明書に必要な単位数は、2年間でそれぞれ 64単位以上、69単位以上、87単位

以上である。専門教育科目の中の幼稚園教諭及び保育士の資格取得に関する科目を学習

することにより、教育目的である幼児たちの集団生活を育む教育・指導に必要な知識と

技術を習得でき、さらに「教育実習」「保育実習」などの豊富な学外実習の体験を通し

て、新たな幼児保育理論を備えた実践力を養うことができる。 
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学内の学習成果は、学科内会議を通して専任教員で共有し、常に点検を行っている。

また、各教員は学生による授業評価アンケートを常に確認し、自ら授業改善の工夫を図

っている。学外実習については、実習幼稚園、保育園や施設などからの実習評価、事前

指導や事後指導の評価をもとに実習の評価を行っている。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

本専攻の学習成果は、建学の精神及び臨床検査技師学校養成所指定規則に基づき明確

に示している。平成 23年度卒業（臨床検査技師国家試験受験資格取得）に必要な単位数

は、3年間で 93単位以上である。 

また、本専攻のカリキュラムを履修することにより、健康食品管理士、バイオ技術

者認定、赤十字救急法救急員、医療情報技師の受験資格を取得できる。これらの資格

のうち、健康食品管理士認定試験（健康食品管理士認定協会実施）は 3 年次に、また

バイオ技術者認定試験（日本バイオ技術教育学会実施）、赤十字救急法救急員認定試

験（日本赤十字社実施）は 2 年次にほとんどの学生が受験しており、その成果はそれ

ぞれの試験の合格発表により確認できる。 

学内の学習成果は、学則に則り測定、評価している。また、学外の臨地実習の学習成

果は、実習病院検査部または技師長からの臨地実習修了証明書、臨床検査技師による実

習評価表、レポート、実習ノート、実習試験を総合し 100 点満点で量的・質的データと

して測定し、単位認定している。さらに臨地実習中は、毎週土曜日に短期大学に登校さ

せ、教員が試験を実施、さらに実習ノートの提出を求め、学習成果を点検している。 

定期的あるいは必要に応じて専攻教員会議を開催し、学生の学習成果について報告し

点検している。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

本専攻の学習成果は、建学の精神及び歯科衛生士学校養成所指定規則に基づき、卒業

（歯科衛生士国家試験受験資格取得）に必要単位数は 3年間で 93単位以上と明確に示し

ており、歯科衛生士国家試験受験資格と訪問介護員 2級（認定制度改正のため平成 24年

度終了）の取得に向けて指導を行っている。 

学内の学習成果は、学則に則り測定、評価している。学外の臨地実習では、実習を依

頼する歯科医師、歯科衛生士や社会福祉施設の施設長等からの実習関連の評価を参考に

単位認定を行っている。 

本専攻では、学生の前後期の学習成果をクラス担任が専攻教員会議などで報告し、学

生個人の学習成果を常に点検している。また、講義や実習における学生の反応に関して

は、授業評価アンケートで常に示され、それを受けて教員個人の責任で改善する内容が

あれば修正している。 

＜看護学科＞ 

本学科の学習成果は、建学の精神及び保健師助産師看護師学校養成所指定規則に基づ

き、卒業（看護師国家試験受験資格取得）に必要単位数は 3年間で 103単位以上、それ

に加え看護学の知識・技術を持った養護教諭二種の免許が取れるように編成し、養護教

諭二種免許状は 130 単位以上と明確に示している。 

さらに本学科では、看護者としての学習成果を次の通り明確に示している。①健康問

題を解決するために看護の専門的知識・技術を生かし、科学的・論理的判断のもとに看
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護を展開することができる看護者を育成する。②友愛精神のもと人間の尊厳や自尊心を

育み、患者自ら病気に打ち勝ちその人らしさを守りながら、その人がより創造的なここ

ろを育てられるような看護者を育成する。③変動する社会にあって、社会のニーズを察

知し看護者として他の保健医療職員と協調をはかりながら、健康問題を解決する役割を

積極的に担うことができる看護者を育成する。④幅広い自覚を持って、自主的または積

極的に学ぶ姿勢と看護者としてのアイデンティティを培い、本学が実践している教育活

動を生かしながら、人々のヘルスプロモーションを向上させるための看護者を育成する。 

また、学科の教育目的・目標に沿って 9つの能力（基準 1-B-1 記載）を有する看護

者の育成を目指して教育課程の編成を行っている。「人間」「健康」「生活」「環境」

「看護」を主要概念とし位置づけ、また本学の教育理念である「平和と友愛」の精神を

培うための科目を設定している。さらに高齢者人口の多い高知県に寄与できる看護者育

成を目指すため「高次脳機能障害論」「高次脳機能障害のケア」の科目を設定している。 

臨地実習に関しては、8看護領域ごとに実習要項を作成し、到達目標を明確にしてい

る。また、看護基本技術の到達度評価表を用いて学生一人ひとりが自己評価できる様式

を用いている。評価表は文部科学省が示している「大学における看護実践能力の育成の

充実に向けて」を参考にして作成している。実習中及び実習終了後に学生と個別面談を

しながら学習成果を点検している。3年次において「看護技術評価」の科目で短期大学

において到達しなければならない技術到達度を評価点検している。 

＜専攻科応用生命科学専攻＞  （参考） 

本専攻の学習成果は、大学評価・学位授与機構の評価に基づき、学士（保健衛生学）

を取得するための 1年間の単位数を 32単位以上と明確に示している。また、大学評価・

学位授与機構に論文提出し、本機構が実施する試験に合格し評価を受けると明確に示し

ている。学習成果の具体的内容として、国際的に広領域に通用するための基盤として外

国語の履修にも留意し、健康科学、物質科学、及び病気の治療・診断に遺伝子解析学を

取り入れ、生命現象に関わる医学の基礎及び関連分野の修得と明示している。また、各

授業での学習成果はオプション形式で発表評価の機会を与えると同時に、卒業研究では、

前期、後期の年 2回の全学に向けた卒業研究の発表により、成果を明確に示している。

学習成果は「授業評価アンケート」で体系づけて行われ、各授業担当者の提出成績によ

り学習成績となる。以上のことにより、学習成果は量的・質的に測定されている。学習

成果の点検については、専攻科教員会議で成績判定を諮り、また卒業研究は年 2度の成

果発表及び、大学評価・学位授与機構への提出論文による評価で学習成果への点検とし

ている。 

＜専攻科地域看護学専攻＞  （参考） 

本専攻は建学の精神「平和と友愛」の精神に基づき、学習成果を次のように明確に示

している。①保健と衛生に関する地方自治体の公的サービスに基づいて、その地域に暮

らす住民の健康増進を目指して活動できる保健師を養成する ②家庭訪問・健康相談・

健康教育などを通じて疾病を予防して健康的な生活を送るための保健指導ができる ③

住民のさまざまな生活状況を捉え必要な生活支援やケアをおこなうとともに関係諸機関

と連携して住民にかかわることのできる保健師を育成する ④地域に特有な健康課題を

診断できる ⑤事業所の従業員や学校の生徒と教職員の保健指導・職場環境・衛生管理
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ができる ⑤事業所の従業員や学校の生徒と教職員の保健指導・職場環境・衛生管理が

できる ⑥病院から在宅へと円滑に移動できる支援ができる教育方針を明確にし学習成

果を評価している。評価方法は本科と同じく学則に則り測定・評価している。卒業研究

の学習成果については大学評価・学位授与機構への論文提出とその論文内容に関する試

験を 12月に受験し合否をもって学習成果を評価するとともに、卒業研究発表において総

合判定を行っている。地域看護学実習の評価は指導保健師の評価を参考として専攻科地

域看護学担当教員が総合評価をおこない学習成果を点検している。 

 

(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。 

学習成果に対する点検は、各学科・専攻で実施しているが、全学的な組織である教務

委員会、FD 委員会、自己点検評価委員会でさらに充実した全学的取り組みを実施する必

要がある。 

＜生活科学学科＞ 

本学科では、学生が、即戦力として卒業後直ちに社会で活躍できるために、資格取得

上必要な知識・技術の習得だけではなく、社会生活上欠かすことのできないマナー（礼

儀・作法）の習得を目指してきたが、今後さらに、豊かな人間性を身につけた教育を行

えるような体制を整備することが課題である。 

社会の変化と共に、学生のニーズが多様化しているので、学科教員会議で学科の就職

状況などの現状を点検し、平成 23年度より医療管理秘書士、病歴記録管理士の資格の導

入を図ることとした。この資格については、内容の充実や指導体制の整備及び学外への

周知徹底が課題である。 

＜幼児保育学科＞ 

①新しいカリキュラムに対応した知識を習得させるために、個々の学生に計画的に対

応できる能力を養成する指導体制の確立が課題である。②保育実践力をさらに高めるた

めに、例えば指導計画の立案や指導案作成の力など、保育実践を経験する機会を増加さ

せる指導体制が求められる。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

入学者全員が入学から卒業時まで、明確な目標と学習意欲を維持し、目的を達成し学

習成果を修めるための指導・支援体制の充実が課題となっている。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

日進月歩で変遷する社会のニーズに対応する新しい教育内容の導入に関して、常に注

視しており、日本歯科衛生士会や全国短期大学歯科衛生士教育協議会、四国歯科衛生士

教育協議会などの研修会や教育研究大会などに積極的に参加をして新しい技術研修や情

報の共有化を教員間で持ちながら学生に、その内容を反映するよう努力する必要がある。 

＜看護学科＞ 

①知識と技術の取得のみならず豊かで高い教養を備えた人間性を持った学生を育成す

るための仕組みづくり、②入学者全員が目標とする学習成果を取得するための教育体制、

学生支援体制の確立、③日進月歩で変遷する社会のニーズに対応できる新しい教育内容

の導入、等の改善が必要である。 
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＜専攻科応用生命科学専攻＞  （参考） 

卒業研究の質を向上させ、専攻科としての学習成果を保持・発展し続けていくことも

必要である。学習成果である「学士（保健衛生学）」の学位の取得の他に、社会のニー

ズに対応した新たな資格取得のための教育課程編成も課題である。 

＜専攻科地域看護学専攻＞  （参考） 

本科（看護学科）卒業生に比して本学以外から入学してくる学生（入学定員 20名中 3

～4名）に対しての卒業研究への取り組み時期が遅くなることが課題である。1教員が学

生 2 名の研究指導体制をとり個別指導を行っているので大きな問題ではないができれば

研究へのオリエンテーションや研究計画書の提出や発表が本学の卒業生と同時に行うこ

とが望ましく、検討中である。 

 

 

基準Ⅰ-B-3 教育の質を保証している。 

 

(a) 自己点検・評価を基に現状を記述する。 

１．本学の教育の基になっている学校教育法、短期大学設置基準、栄養士法施行規則、

教育職員免許法、児童福祉法施行規則、臨床検査技師学校養成所指定規則、歯科衛

生士学校養成所指定規則、保健師助産師看護師学校養成所指定規則の変更や改正に

ついて文部科学省、厚生労働省の通達、官報を教務課及び各学科・専攻で適宜確認

し、法令順守に努めている。 

２．学習成果を焦点とする査定（アセスメント）の手法を有している。 

学生が獲得できる卒業要件、各学科・専攻の教育目的・教育目標に即した取得でき

る資格を学則に掲げ、単位取得、卒業、資格取得という学習成果を焦点として査定

（アセスメント）する手法を学則で定めている。また、資格取得では、医療衛生学

科医療検査専攻は臨床検査技師国家試験受験資格取得、同歯科衛生専攻は歯科衛生

士国家試験受験資格取得、看護学科にあっては看護師国家試験受験資格取得、専攻

科専攻科地域看護学専攻は保健師国家試験受験資格取得で査定（アセスメント）し

ている。 

３．教育の向上・充実のために、各学科・専攻は学校教育法、短期大学設置基準及び資

格取得に関係する法規に則り教育課程を定め、学則には教育課程の目的・目標、シ

ラバスには各科目の目標を明確に示している(Plan)。それに従い講義、演習、実習

による授業、さらに学外における実習を行い、随時、学生の学習成果を試験、レポ

ート、創作作品、態度で測定している    (Do)。授業を遂行しながら教員同士の授業参

観、学科・専攻教員会議で課題の発見・分析をし、授業終了後学生による授業評価

アンケートで問題点を(Check)する。さらに、学習成果を高めるために、全学的な

FD活動の積極的な取組、及び教員が所属する学会や研修会に参加し、新たな知見を

得ることにより、教員の教育力の向上に努めている(Action)。 

   自己点検評価委員会でも全体のまとめをしている。 
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(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。 

教職員の FD/SD 活動をより活発化し、教育の向上に努める。PDCA サイクルの点検

見直しを定期的に行う。教員同士の授業参観の意義と目的を明確にし、教員相互の意見

交換や評価を通して、教員の教育力を高める。また、関連する学会、研修会に積極的に

参加し、視野を広げ、新知見を獲得してそれを学生に還元する機会の確保と増加も課題

である。 

 

 

基準Ⅰ-C 自己点検・評価  

 

(a)テーマ全体の自己点検・評価の要約を記述する。 

本学は、自己点検・評価委員会（現在は自己点検評価委員会）を平成 7年に設置し、

定期的に自己点検・評価報告書を作成している。構成員は、教務部長を委員長とし、各

学科・専攻及び専攻科教員と事務局（図書課を除く）各課長をもって構成している。 

現在の委員会は、次の 10名から構成されており、その事務は教務課が行っている。 

 委員長：教務部長 

 委 員：生活科学学科教員 

(各 1名) 幼児保育学科教員 

医療衛生学科医療検査専攻教員 

同   歯科衛生専攻教員 

看護学科教員 

地域看護学専攻教員 

庶務課長 

教務課長 

学生支援課長 

本学では、自己点検評価委員会で報告書を作成し、評議会で更に検討を加え、本学と

しての自己点検・評価報告書を作成している。平成 23年度からは自己点検評価委員会で

の検討に加え、作業連絡会、そして最終的には評議会構成員と自己点検評価委員会事務

局委員からなる自己点検評価検討会議で自己点検・評価報告書を作成した。 

 

(b) 自己点検・評価に基づく改善計画を記述する。 

教育の質の向上のため、評価結果を次年度以降の改善に生かしていく取り組みを、さ

らに充実させる必要がある。 

 

 

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。 

 

(a) 自己点検・評価を基に現状を記述する。 

学則第 2条第 1項に「本学は、教育水準の向上を図り、目的及び社会的使命を達成す
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るため、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行う」と定めている。そし

て同条第 2項に基づき、平成 7年度に自己点検・評価委員会を組織して平成 9年度、12

年度、16年度、19年度、20年度、21年度、22年度、23年度に報告書を作成した。平成

23年度からは、委員会の委員に事務職員（図書課を除く各課長）を加えた組織とすると

ともに、作業連絡会（副学長、教務部長、事務局長、庶務課長、教務課長）を立ち上げ

て自己点検・評価報告書の作成作業を進めてきた。 

自己点検・評価の体制は次に示すとおり、まず各学科・専攻及び専攻科各専攻で自己

点検評価を行い、委員会で審議・検討したものを作業連絡会で更に検討し、最終的には

自己点検評価検討会議で決定する。 

 

自己点検評価検討会議（評議会構成員＊＋自己点検評価委員会事務局委員） 

 

 

 

作業連絡会（副学長・学生部長・教務部長・事務局長・庶務課長・教務課長） 

 

 

 

自己点検評価委員会 

 

 

 

各学科・専攻及び専攻科各専攻で自己点検評価 

 

＊評議会構成員：学長、副学長、学生部長、教務部長、図書館長、 

各学科長・専攻長及び専攻科専攻長、事務局長 

 

報告書は全教職員及び中四国の短期大学を中心に配布しその点検・評価の成果を日常

の教育・研究の改善に活用している。平成 20年度版からはホームページでも公表してい

る。 

平成 17 年度には財団法人短期大学基準協会の第三者評価を受け「適格」と判定された。 

 

(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。 

自己点検・評価は例年着実に実施しているが、PDCA サイクルの確立をはかり、その

評価結果を次年度の改善に生かしていく取り組みをさらに充実させる必要がある。 

外部評価については、平成 24年度についての評価から実施できるように準備を進めて

いる。 
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【基準Ⅱ 教育課程と学生支援】  

 

(a)基準Ⅱの自己点検・評価の要約を記述する。 

学位授与の方針は、各学科・専攻ともに、卒業の要件としての単位数を定め、成績評

価の基準、資格取得の要件を明確に示している。教育課程は学位授与の方針に対応し、

体系的に編成している。教育課程に応じて、教授、准教授、講師、助教、助手を配置し

ている。学習成果に対応する入学者受け入れについては、オープンキャンパス、入試説

明会等を通じて入学者受け入れの方針を示し、多様な入学者選抜方法を公正かつ正確に

実施している。教育課程の各科目で到達目標をシラバスで明示し、学習成果は達成可能

である。学外の評価を多様な機会を通じて聴取している。教員は授業評価アンケート結

果を基に、授業の改善に努めている。FD 委員会が中心となり、全教員を対象とした FD

研修会を実施し、また教員による授業参観を行い、授業・教育方法の改善を図っている。

事務職員は、所属部署の職務を通じて学習成果を認識している。図書館の専門事務職員

は、学生の学習向上のために支援を行っており、教職員は、学生の図書館の利便性を向

上させるように配慮している。教職員は、学内のコンピュータを授業や学校運営に活用

している。 

学生の生活支援としては、学生委員会、カウンセリング委員会、学生相談室等を整備

している。平成 21年度より学生支援体制を強化するためにキャリアセンターを設置・整

備している。経済的支援として、本学独自の奨学金制度はないが、在学生の半数が独立

行政法人日本学生支援機構奨学金貸与を受けており、手続や返還の指導を庶務課が行っ

ている。また、授業料延納については教務課が取り扱っている。学生部は就職委員会を

組織し、学生支援課と連携して学生の就職活動の支援を行っている。医療衛生学科、看

護学科及び専攻科地域看護学専攻では国家試験受験資格取得と国家試験合格のための支

援を積極的に進めている。また他大学への編入学や専攻科への進学に対する支援を行っ

ている。入学者受け入れの方針は、オープンキャンパスや入試説明会、大学案内などさ

まざまな広報活動を通じて明確に示している。 

 

(b)基準Ⅱの自己点検・評価に基づく行動計画を記述する。 

教育課程の見直しを今後とも定期的に行う。入学前の学習成果の把握や評価を厳格に

行いながら、定員確保に努めていく。学内外から聴取した評価について、学科・専攻教

員会議や専攻科専攻教員会議などを通じて分析を行い、問題点については改善を図って

いく。 

FD 活動や SD 活動を全学的な取組みとして実践していく。図書館では学生の図書館の

活用を促す方策を進める。基礎学力が不足する学生、進度の早い学生や優秀学生に対す

る学習上の配慮や学習支援は、より効果的になるように改善していく。短期大学独自の

奨学金制度は設けていなく、学生への経済的支援のための制度を検討する。障がい者の

受け入れのための施設の改善を今後検討していく。 
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基準Ⅱ-A 教育課程  

 

(a) テーマ全体の自己点検・評価の要約を記述する。 

卒業の要件に必要な単位数を定め、成績評価の基準、資格取得の要件を明確に示して

いる。学則及び学位規程において、学位授与の方針を示している。 

教育課程は学位授与の方針に対応し、体系的に編成している。学習成果に対応した授

業科目を構成し、各学科・専攻及び専攻科の教育課程に対応する関連科目に教員を配置

している。 

入学者受け入れについては、オープンキャンパス、入試説明会、あるいはホームペー

ジ等を通じて入学者受け入れの方針を示している。自己推薦選考、特別推薦選考、推薦

選考、試験選考、社会人選考等の入学者選抜制度を設けている。 

教育課程は、各学科・専攻及び専攻科がかかげる免許状及び資格や国家試験受験資格

の取得に必要な科目を中心に編成されている。教育課程の各科目で到達目標をシラバス

で明示しており、学習成果は達成可能である。学習成果は、教員側からも学生側からも

測定可能なシステムとなっている。 

学生の卒業後評価は、実習訪問先や学外実習反省会、また関連団体等を通じて評価を

聴取している。指摘された課題については、学科内で共有し、授業やオリエンテーショ

ンに活用している。 

 

(b)自己点検・評価に基づく改善計画を記述する。 

社会のニーズや変化を見据え、教育課程の見直しを今後とも定期的に行う。学習成果

が到達レベルに達しない学生に関しては、より効果的に教育し学習支援体制を整備する。

また入学前の学習成果の把握や評価を厳格に行いながら、定員確保に努めていく。学内

外から聴取した評価について、各学科・専攻教員会議や専攻科教員会議などを通じてそ

の分析を行い、問題点については改善を図っていく。 

 

 

基準Ⅱ-A-1 学位授与の方針を明確に示している。 

 

(a) 自己点検・評価を基に現状を記述する。 

学校教育法第 104条第 3項の規定に基づく学位授与について本学学則第 27条に、その

ために必要な卒業の要件を学則第 25条に、成績評価の基準は学則第 23条に規定してい

る。さらに資格取得の要件については学則第 28条に示している。 

「短期大学士」（associate degree）は学校教育法第 104条第 3項の規定に基づく学位

規則に定められた学位であり、付記する専攻分野の名称は本学の学位規程に定められて

いる名称である。学科・専攻の学位授与の方針は社会的（国際的）に通用性がある。生

活科学学科の栄養士免許証や栄養教諭二種免許状、幼児保育学科の保育士資格や幼稚園

教諭二種免許状、看護学科の養護教諭二種免許状は専門的職業に従事するために必須の

資格で、いずれも関係法令に基づくもので社会的に通用性がある。また、医療衛生学科

医療検査専攻の臨床検査技師、同じく歯科衛生専攻の歯科衛生士、看護学科の看護師、
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専攻科地域看護学専攻の保健師は何れも国家資格である。 

学位授与の方針は、各学科・専攻教員会議、教務委員会、学科改革検討委員会、評議

会、教授会において定期的に確認を行い、学校教育法等の改正や本学の学科改編時には

文部科学省の認可を受けるなど適正に対応している。 

専攻科応用生命科学専攻の学士（保健衛生学）及び専攻科地域看護学専攻の学士（看

護学）は学校教育法の学位規則に定められた学位であり、本学などで臨床検査学及び看

護学を修め、さらに本専攻科を修了した者に大学評価・学位授与機構から授与される。

本専攻科における学位授与の方針は、大学評価・学位授与機構の規定による。大学評価・

学位授与機構への申請については専攻科専攻教員会議において定期的に確認を行ってい

る。 

＜生活科学学科＞ 

本学科の卒業要件及び学位授与は、本学科に 2年以上在学し、教養教育科目 12単位以

上と専門教育科目 42単位以上、教養教育科目及び専門教育科目より 8単位以上の計 62

単位以上であり、卒業時に短期大学士（生活科学）が授与される。成績評価の基準は、

主として試験で行い、授業態度やレポートの成績を加味する場合がある。また、実験・

実習科目は実技点を加味する場合もある。評定は、試験あるいは平常成績との総合で判

定し、優、良、可、不可としている。 

資格取得の要件は、栄養士免許は、教養教育科目 12単位以上、専門教育科目 51単位

以上の計 63単位以上、栄養教諭二種免許状は教養科目 12単位以上、専門教育科目 53単

位以上、及び教職専門科目 19単位の計 84単位以上、フードコーディネーター3級、情

報処理士、医療管理秘書士及び病歴記録管理士は教養教育科目 12単位以上、専門教育科

目 50単位以上の計 62単位以上である 

＜幼児保育学科＞ 

本学科の卒業要件及び学位授与は、本学科に 2年以上在学し、教養教育科目 12単位以

上、専門教育科目 52単位以上の計 64単位以上が必要である。成績評価の基準は、主と

して試験で行い、実技や制作物、レポートを加味する場合がある。また、実習は、実習

評価表で評価している。評定は、試験あるいは平常成績との総合で判定し、優、良、可、

不可としている。資格取得の要件は、幼稚園教諭は教養教育科目 12単位以上と専門教育

科目 53単位以上の計 65単位以上、保育士は教養教育科目 12単位以上と専門教育科目

71単位以上の計 83単位以上で取得でき、本学卒業時に短期大学士（幼児保育学）が授

与される。 

また、本学科で取得できる「幼稚園教諭二種免許状」や「保育士資格」は法令に定め

られた名称である。これらの免許・資格を取得することができることから、本学科の学

位授与の方針及び短期大学士（associate degree）は社会的（国際的）にも通用性があ

る。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

本専攻の卒業要件及び学位授与は、本専攻に3年以上在学し、平成22年度入学者は基礎

分野14単位以上、専門基礎分野24単位以上、専門分野59単位以上の計97単位以上修得す

ることが必要であり、卒業時に短期大学士（臨床検査学）が授与される。成績評価は、

講義では試験あるいは小試験、課題提出等の平常成績、また、実習は、態度、実技到達
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度、レポート、試験等の総合で判定し、優、良、可、不可としている。卒業要件を満た

した者は臨床検査技師国家試験受験資格を取得することができる。卒業生は主に臨床検

査技師として医療職及び医療関連職に従事し、社会的（国際的）に貢献している。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

本専攻の学位授与及び資格取得の要件については、本学の学則に則って運営されてい

るので、課題となる問題等は無い。しかし近年、歯科衛生士関係の四年制大学も平成 23

年 4月現在 8校と増加しており（歯科系大学、短大、専門学校は全国で計 155 校）、本

専攻でも将来構想として専攻科の設置や卒業生の四年制大学への編入などが、社会的に

要求されるかどうかの検討をする必要がある。 

＜看護学科＞ 

本学科の卒業要件及び学位授与は、短期大学に適用される保健師助産師看護師学校養

成所指定規則に定められた 97単位に、さらに今日の成人看護への看護の関わりの深さを

考慮して成人看護学に 4単位、統合分野に 2単位を加えて 103 単位となっている。なお

選択科目は各人の教養を深めるため自己の主体性を尊重し教養教育科目から 16科目、専

門教育科目の基礎分野から３科目、専門基礎分野から１科目の計 20科目を設定している。

成績評価の基準は、講義関係では主として試験で行い、受講態度やレポートを加味して

いる。実習・演習関係は、実習レポート、態度、技術により行っている。卒業要件を満

たした者には短期大学士（看護学）の学位が授与される。 

＜専攻科応用生命科学専攻＞  （参考） 

本専攻の修了要件及び学位授与は、定められた授業科目を 32単位以上修得することで

ある。成績は、試験あるいは平常成績との総合で判定し、優、良、可、不可としている。

本専攻は大学評価・学位授与機構に認定されており、同機構への申請については応用生

命科学専攻教員会議において定期的に確認を行っている。修了要件を満たした者は学位

授与申請が可能となり、規定された学習成果及び試験に合格すれば「学士（保健衛生学）」

の学位が授与される。 

＜専攻科地域看護学専攻＞  （参考） 

本専攻科の専門科目 26単位、卒業研究 6単位及び情報科学Ⅲ2単位、合計 34単位を

履修できるようにカリキュラム編成していて、34単位をもって修了でき、保健師国家試

験受験資格の取得ができる。大学評価・学位授与機構が実施する「学習成果」としての

卒業研究Ⅰの論文試験に合格すれば「学士（看護学）」の称号が授与される。 

短期大学看護学科卒業者でない学生は34単位に加え外国語1単位を修得しなければな

らない（平成 24年度入学生からは保健師国家試験受験資格の改正によりカリキュラム変

更となる）。評定の基準は、講義科目は定期試験や小試験、受講態度やレポートで総合

評価を行う。実習や演習に関する評価は実習レポートや実習態度、技術到達度をもって

総合評価を行う。 

 

(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。 

学位授与の方針は、学科・専攻教員会議、教務委員会、評議会、教授会において定期

的に点検を行っているが、成績評価の基準に関しては、各教員により違いが生じないよ

う努力が必要である。 
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＜生活科学学科＞ 

今後は、社会的ニーズに応えて管理栄養士の養成を行う場合も想定される。そこで本

学科では、管理栄養士養成課程を設置する場合に必要とされる物事や、発生しうる問題

について、調査・検討していくことが望ましい。 

＜幼児保育学科＞ 

本学科では、平成 23年度入学生より保育士養成課程の新教育課程が適用されている。

そのため、改正された教育課程の教育成果を確認することが今後の課題といえる。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

本専攻の学位授与方針は、現在の高度医療を担う臨床検査技師の養成を担保するもの

でなければならない。全国の臨床検査技師教育が 4年制に移行し、さらに修士、博士の

学位を取得した臨床検査技師が増加している現状に鑑み、学位授与の方針の見直しを常

時行う必要がある。一方で、現状の学生の特質を把握した教育課程を作成し、その学習

成果としての学位授与でなければならない。そのために、現在の医療レベルと学生の状

況を定期的に点検し学位授与の方針を、的確に決定する必要がある。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

本専攻の学位授与及び資格取得の要件については、本学の学則に則って運営されてい

るので、課題となる問題等は無い。しかし近年、歯科衛生士関係の四年制大学化への動

きがあり、本専攻でも将来構想として専攻科の設置や卒業生の四年制大学への編入など

が、社会的に要求されるかどうかの検討をする必要がある。 

＜看護学科＞ 

学位授与の方針は、学校教育法等の法令や省令の改正により確認や見直しをしていく

必要がある。 

＜専攻科応用生命科学専攻＞  （参考） 

学位に関しては、大学評価・学位授与機構への申請により、同機構の規定により評価・

授与されるものである。また、申請に関しては、専攻科専攻教員会議において定期的に

確認を行なっているため、現在のところ、学位授与に関する課題はない。 

＜専攻科地域看護学専攻＞  （参考） 

本専攻科においては学位授与及び資格取得の要件については現在のところ問題や課題

はない。 

 

 

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。 

 

(a) 自己点検・評価を基に現状を記述する。 

教育課程は生活科学学科、幼児保育学科、医療衛生学科、看護学科、専攻科応用生命

科学専攻、地域看護学専攻ともに学位授与の方針に対応し、体系的に編成している。学

習成果に対応し、わかりやすいような授業科目を構成している。学科の目的・目標の到

達レベルに達すべく教育している。成績評価は、試験に授業態度・レポートを加味して

いる。なお、到達レベルに達しない学生に対しては、面接、補習授業等で個別に対応し、

できるだけ留年者を出さない努力をしている。また、シラバスには必要な項目（達成目
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標・到達目標、授業内容、準備学習の内容、授業時間数、成績評価の方法・基準、教科

書・参考書等）を明示し、実践している。特に授業時間は半期 15回の確保の上試験を行

うことを厳格に遵守している。平成 20年度までのシラバスでは「授業科目名」「単位数」

「開講学科・履修年次・学期」「担当教員（所属学科）」「授業の目的・テーマ」「授

業の計画（各回全ての授業内容）」「授業の方法」「テキスト（教科書）」「参考文献」

「評価方法」「履修上の注意事項」の 11項目について明示していたが、それを見直し、

平成 21年度においては「単位数」を「授業形態・単位数」に「授業の目的・テーマ」を

「授業の目的・到達目標」に項目内容を変更した上で、新たな項目として「オフィスア

ワー」を加え各教員は学生とのコミュニケーションを図っている。最初の授業時には「オ

フィスアワー」の時間帯を学生に周知している。 

各学科・専攻の教育課程に応じて、教授、准教授、講師、助教、助手を配置している。 

教育課程の見直しは、各学科・専攻教員会議、専攻科専攻教員会議、教務委員会、学

科改革検討委員会、教授会、評議会で行っている。 

＜生活科学学科＞ 

本学科に 2年以上在学し、設定された教育課程に従って教育を受けて、所定の成績を

満たし、卒業に必要な 62単位以上を取得した者に対し、本学の「学位規程」に基づき、

短期大学士（生活科学）の学位を授与している。教育課程に関しては、短期大学卒業及

び栄養士免許証、栄養教諭二種免許状等の資格が取得できるように体系的に編成されてい

る。本学科は、学習成果に対応して授業科目を構成し、学生には「学生生活と履修の手

引き」、オリエンテーション、クラス担任によるアドバイスを通じて、その構成を容易

に理解できるよう説明している。成績評価は、試験を中心に、授業態度・レポート等に

より厳格に行っている。 

教員の配置に関しては、短期大学設置基準により 5名の専任教員が必要であり、その

うち教授 2名の必要要件を満たしている。また、栄養士養成課程としては、①「社会生

活と健康」・「人体の構造と機能」・「食品と衛生」②「栄養と健康」③「栄養の指導」

④「給食の運営」の各分野に 1人以上の専任教員が必要であるとともに、栄養士の資格

を有する助手 3名（うち管理栄養士の資格を有するもの 2名以上）が必要であるが、本

学科は、それぞれの分野に専任教員と助手 3名（うち 2名は管理栄養士）を配置し、栄

養士養成課程の学科として、万全の教育体制を整えている。また、一般企業及び医療機

関事務等への就職希望も増えているので、情報科学の専任教員 2名を配置している。授

業科目については、学科教員会議で検討をして構成している。FD 活動の一環として教員

の授業参観を実施する等、わかりやすい授業を目指し各教員が自主的に授業内容の改善

に取り組んでいる。 

＜幼児保育学科＞ 

本学科に 2年以上在学し、教養教育科目については 12単位以上、専門教育科目につい

ては 52単位以上、合計 64単位以上を修得した者に対し、本学の「学位規程」に基づき、

短期大学士（幼児保育学）の学位を授与している。 

さらに、本学科の教育目標に基づき、教育課程は学生が幼稚園教諭及び保育士を目指

し、目的意識を持って履修できるように配慮した編成となっている。幼稚園教諭及び保

育士を養成するため、1学年には教養教育科目と並行して専門教育科目を、2学年には専
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門教育科目に関連する領域の専門分野の講義・演習・実習を履修するよう体系的に編成

し、学生の保育者を目指す目的意識の明確化に資している。 

また、学習成果に対応すべく、教育職員免許法施行規則に定められた科目区分、及び

児童福祉法施行規則に定められた系列の科目名に基づいて授業科目の編成を行っている。

特に、幼稚園教諭二種免許状と保育士資格証明書の両課程科目の内容を吟味することに

よって、各科目の内容と意義をわかりやすく学生に伝えるだけでなく、可能な限り相互

の読み替えを行うよう編成している。 

教育の質保証に関しては、文部科学省や厚生労働省の定める幼稚園教諭養成と保育士

養成の二つの到達レベルに準拠した幼児保育学科の目的・目標を達するよう教育し、そ

の質的保証の維持も図りながら、所定の単位を与えるために試験規程に基づいて試験が

行われ、厳格な評価を行っている。 

科目担当の教員配置は、本学任用時における資格・業績に関する審査の実施、自己点

検・評価毎の業績等の確認、あるいは教員養成校・保育士養成施設としての課程内容等

の変更、さらにそれぞれの養成教育課程変更毎に当該所管の文部科学省あるいは厚生労

働省による教員資格審査を経てきている。本学科は短期大学設置基準及び教育職員免許

状施行規則、指定保育士養成施設指定基準に基づいて、9名の専任教員を配置している。

各専門分野には、各教育内容を教授するのに必要な専任教員を配置している。 

教育課程の見直しは、学科教員会議、教務委員会、教授会、評議会で定期的に行って

いる。平成 22年度は「総合演習」を廃止して「教職実践演習（幼稚園）」を新科目とし

て設定した。また平成 23年度に、指定保育士養成施設における保育士養成課程の変更に

伴い改正した新しい教育課程を設定し、同年度入学生よりその適用が開始された。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

本専攻に 3年以上在学し、基礎分野については 14単位以上、専門基礎分野については

24単位以上、専門分野 59単位以上、合計 97単位以上を修得した者に対し、本学の「学

位規程」に基づき、短期大学士（臨床検査学）の学位を授与している。 

教育課程の編成の趣旨に沿って 1学年から 3学年まで教育目的及び各区分科目の特性

に応じた時間割や授業形態がとられており、系統性とバランスが図られている。 

本専攻の教育目的・目標、及び学位授与の方針と文部科学省・厚生労働省の「臨床検

査技師学校養成所指定規則」に基づき、教育課程は学生が臨床検査技師として目的意識

を持って履修できるように配慮した編成となっている。1学年では基礎分野と並行して

医学検査関連の専門基礎分野を、2学年では 1年で履修した専門基礎分野に関連する領

域の専門分野の講義・実習を履修し、3学年前期では、医療現場で臨地実習を行い実践

力と応用力を養うよう体系的に編成している。3学年後期では、まとめとして必修科目

である「臨床検査セミナー」を設定して履修を課し、全体として、学位授与の方針を明

確に示している。 

教育課程を大きく基礎分野、専門基礎分野、専門分野、その他の科目に区分している。

基礎分野には科学的思考の基盤に関する科目、人間と生活に関する科目として 19 科目、

専門基礎分野には人体の構造と機能に関する科目、医学検査の基礎と疾病との関連に関

する科目、保健医療福祉と医学検査に関する科目、医療工学及び情報科学に 20科目、専

門科目として臨床病態学に関する科目、形態検査学に関する科目、生物化学分析検査学
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に関する科目、病因・生体防御検査学に関する科目、生理機能検査学に関する科目、検

査総合管理学に関する科目、臨地実習として 50科目、その他の科目として 5科目の授業

科目を構成している。医療現場に対応できるよう、わかりやすい授業科目を体系的に編

成している。 

成績の評価は「臨床検査技師学校養成所指定規則」の到達レベルに準拠した教育の質

保障に向けて、目的・目標の到達レベルに達するべく教育し、試験の不合格者に対して

は再試験を行っている。なお到達レベルに達し得ない学生に関しては、個別に指導し、

その上で卒業延期など厳格に適応している。 

教育の質を保証するために「短期大学設置基準」及び「臨床検査技師学校養成所指定

規則」に基づいて、入学定員 40名に対して定められた人数の臨床検査技師またはこれと

同等以上の学識経験を有する専任教員を配置している。また、臨床検査技師免許を受け

た後 5年以上の業務経験を有する 3名の専任教員を配置している。専門分野の各授業科

目の教育内容を教授するのに必要な専任教員を配置している。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

本専攻に 3年以上在学し、基礎分野 12単位以上、専門基礎分野 22単位、専門分野 59

単位以上、合計 93単位以上を取得した者に対して、本学の「学位規程」に基づき短期大

学士（歯科衛生学）の学位を授与している。 

本専攻では平成 18年度から 3年制になった。平成 17年度までの 2年制旧教育課程で

は教養教育科目（12単位以上）と専門教育科目（75単位以上）の二区分のみで構成され、

卒業単位は計 87単位以上であったが、3年制では「歯科衛生士学校養成所指定規則」に

定める科目は以下のとおりとなった。基礎分野の区分は、科学的思考の基盤（4単位以

上）と人間と生活（4単位、選択必修 2単位、選択 2単位以上）と細分されて計 12単位

とした。また専門分野も大きく二つに分けられ専門基礎分野として、人体の構造と機能

（4単位）、歯・口腔の構造と機能（5単位）、疾病の成り立ち及び回復過程の促進（6

単位）、歯・口腔の健康と予防に関する人間と社会の仕組み（7単位）とした。専門分

野では、歯科衛生士概論（2単位）、臨床歯科医学（8単位）、歯科予防処置論（8単位）、

歯科保健指導論（7単位）、歯科診療補助論（9単位）、臨地実習（20単位）、選択必

修分野（1 単位以上）の計 93単位とした。教育課程内容を各分野に分けることにより、

各学年の学生にどこのどの分野を学んでいるかを充分に認識させ、それぞれの分野のス

テージをアップする重要性を確認させている。学内実習も旧教育課程の 2倍の 20 時間を

とり、技術の練習や習得に力を入れている。さらに、臨地実習でも 5単位増やし学外実

習での技術の習得を重要視し、医療の高度化に対応して卒業後の即戦力として充分に生

かされている。 教育課程は、学生が目的意識を持って履修できるように編成している。

歯科衛生士養成のための授業科目は、1学年には基礎分野と専門基礎分野、2学年には専

門基礎分野と専門分野の講義、実習（学内外）、3学年では主に歯科現場での臨地実習

を行い（若干の歯科専門分野の講義もある）、後半には課題研究や総合講義を履修する。

また、学生が提出する教員の授業評価を各教員や専攻教員会議などで検討し、それを参

考にわかりやすいように授業科目の編成を行っている。 

成績の評定は、各教員が評価項目（授業態度、レポート、試験など）に従い基準（割

合）を決めて成績評価を厳格に行っている。また、不合格者に対しては、再試験を実施
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している。 

＜看護学科＞ 

本学科に 3年以上在学し、教養教育科目及び専門教育科目の中の基礎分野を合計し 13

単位以上、専門教育科目の専門基礎分野、専門分野Ⅰ、Ⅱ、統合分野を 90単位以上、合

計 103単位以上を取得した者に対して、本学の「学位規程」に基づき短期大学士（看護

学）の学位を授与している。教育課程は、文部科学省の定める「保健師助産師看護師学

校養成所指定規則」の卒業要件である修得単位数 97単位以上に準拠して、看護学科の卒

業要件は 103 単位以上としている。 

1学年は人間性を豊かにするために「教養教育科目」とさらに人間の理解に必要な「基

礎分野」「専門基礎分野」を中心とし、看護の基本となる「看護学概論」「看護援助方

法論」を設定している。2学年は看護の基礎的知識を必要とする「専門基礎分野」と「成

人看護学」「老年看護学」「小児看護学」「母性看護学」「精神看護学」「基礎看護実

習」「成人看護実習」「母性看護実習」で構成した。3学年はより広い視点で看護学を

捉えられるよう、また実習での体験と講義と関連づけて学びを深められるよう、「看護

と福祉」「看護と政策」「医療と経済」など「専門基礎分野」と豊富な看護知識・技術

を土台として学ぶことができるように「在宅看護学」「総合看護実習」「看護技術評価」

を設定し教育課程を体系的に編成した構成図をもって示している。そして、「保健師助

産師看護師学校養成所指定規則」によって定められている授業科目名をもとにして、授

業内容が学生に理解しやすいように「看護と福祉」「看護と政策」「医療と経済」など

工夫して授業科目名をつけている。 

成績の評定は、文部科学省の定める「保健師助産師看護師学校養成所指定規則」の到

達レベルに準拠した看護学科の目的・目標を到達レベルに達するべく教育し、なお到達

レベルに達し得ない学生に関しては、個別に指導をしている。その上で卒業延期など厳

格に適応している。 

本学科は教員の資格・業績を基にした教授、准教授、講師、助手を配置している。 

看護学科の教育課程の見直しについては、看護学科設置認可を受けてから完成年度（平

成 23年 3月）を経たが、平成 23年 4月に開設した専攻科地域看護学専攻の授業実態を

確認してから検討する。平成 23年度は修正などのレベルで改善が望まれる事項について

適宜見直しを実施した。 

＜専攻科応用生命科学専攻＞  （参考） 

本専攻に 1年間在学し、修了に必要な 32単位以上を修得した上で、卒業研究レポート

を大学評価・学位授与機構に提出し、試験に合格した者に対し、学士（保健衛生学）が

授与される。 

臨床検査技師養成施設を卒業し臨床検査技師国家試験受験資格を有することが、本専

攻科入学要件としている。教育課程は、大学評価・学位授与機構の規定に基づき、適切

な授業科目が配置され、体系制が確保されている。必修 4科目（14単位）、卒業研究（前

後期 2科目）6単位以外に、医学英語、健康栄養学、細胞分子生物学など幅広く履修で

きるよう編成している。 

学士（保健衛生学）取得までの教育課程は、基礎医学及び臨床検査学分野での専攻科

の教育目的・目標に基づき、実習を含めて、幅広く基礎から遺伝子診断領域までをも支
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え、体系的に編成をしている。学士（保健衛生学）取得のための卒業研究は、4月から

開始している。卒業研究の学習成果を他者から評価されるために、前期（9月）及び後

期（3月）にそれぞれ卒業研究発表会を行っている。 

成績評価は、シラバスに記した各教員の決めた基準どおり厳格に行っている。不合格

者に対しては、再試験を実施している。卒業研究では、4月入学後からすぐに担当教員

に配属し厳密な研究指導が行われる。成績の評価は大学評価・学位授与機構に提出した

レポートの内容とそれに関連する試験で厳格になされる。 

本専攻の指導担当者は、研究業績、所属学会及び教育実績を基に大学評価・学位授与

機構に認定された教員から構成されている。 

大学評価・学位授与機構への認定科目を骨子として施行しており、教育課程の見直し

は、適宜行っている。 

＜専攻科地域看護学専攻＞  （参考） 

本専攻は看護学科卒業後 1年間在学し修了に必要な 34単位を修得した上で、学士（看

護学）取得のための卒業研究Ⅰは 4月から開始し 9月末に大学評価・学位授与機構に提

出、12月に同機構の論文審査に合格することが必須条件であり、その論文試験に合格し

た者に対し学士（看護学）が授与される。 

卒業研究Ⅱは 1月末に提出し 3月に卒業研究発表会を実施している。この発表会の目

的は研究成果を発表することのみではなく、看護系の学会発表に向けてのマナーを習得

することをも目的としている。 

保健師助産師看護師学校養成所指定規則に基づき教育課程の編成をしている。学士（看

護学）取得までの教育課程は地域看護学（地域看護学概論、個人・家族・集団の生活支

援、地域看護活動展開論、地域看護管理論）、疫学、保健統計学、保健福祉行政論、個

人・家族・集団の生活支援実習、地域看護活動展開論実習・地域看護管理論実習は保健

師国家試験受験資格のために必修 26単位、外国語（選択１単位）、情報科学Ⅲ（2単位）、

卒業研究Ⅰ（3単位）、卒業研究Ⅱ（3単位）で編成している。 

専攻科地域看護学専攻の教員組織は大学評価・学位授与機構の審査基準に合格した教

員であり看護師免許取得者（教授 1名、准教授 1名、講師 1名、助手 1名）、教育学担

当者（教授 1名）が専任教員として編成されている。また看護学系の兼担教員及び非常

勤講師によって科目を担当している。 

成績評価は各教員の担当科目についてシラバスに示した基準に則り行っていて、不合

格者には個別指導も行った結果、厳格に成績評価を行っている。 

 

(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。 

各学科・専攻の教育課程は、学位授与の方針や各資格取得を目標として、文部科学省

の各々の指定規則等に則り編成されている。しかし、学生の多様化がすすみ、定められ

た年限内で、学習成果が到達レベルに達しない学生が存在する。そのような学生に関し

ては、個別に対応し、その上で卒業延期など厳格に対応しているが、学科の目的・目標

を到達レベルに達すべく、日常的に懇切丁寧に教育しなければならない状況になってき

ている。今後とも、学生の質や時代の流れに対応した教育課程の見直しを、各学科・専

攻教員会議、専攻科教員会議、教務委員会、評議会、教授会で定期的に行う必要がある。 
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また、教員が四国地区大学教職員能力開発ネットワーク（SPOD）や、全国レベルで

開催されている FD フォーラムに積極的に参加し、他大学・短期大学の教育改善実践例

を学ぶ。そして、それを学内 FD 委員会、学科・専攻教員会議などで伝達し、教育方法、

教育改善方法を互いに共有し、教員の教育力を高めることが課題である。 

なお、本学全体で、平成 18年度は退学者 34名、休学者 35名であったが、その数は年々

減少してきており、平成23年度には退学 20名、休学者 32名になった。しかし、なお一

層学生の能力を見極めた上で、わかりやすい授業等の改善が必要である。なお、学科・

専攻の休退学者は基礎資料(6)③④参照。 

＜生活科学学科＞ 

学生生活を充実させる為にクラス担任制をとり学生間のコミュニケーションを図ると

ともに、課題に対応する手段として「オフィスアワー」の時間帯を学生に周知し活用し

ているが、教科によってはオフィスアワーを利用する学生数が少なく、より一層の指導

が必要である。また、本学では通信による教育は行っていないが、授業時間外の学習効

果が期待できる e-ラーニング等の IT 技術の活用に積極的に取り組む必要がある。 

＜幼児保育学科＞ 

学習成果の到達レベルに達しない学生に関しては、個別に対応し、その上で卒業延期

など厳格に対応しているが、学科の目的・目標を到達レベルに達すべく教育しなければ

ならない。学生の質や時代の流れに対応した教育課程の見直しはシラバス等指導内容の

充実改善も含め、今後も継続して行う必要がある。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

学習成果の到達レベルに達しない学生については科目担当教員、クラス担任で対応し

ている。さらに医療検査専攻全体で学生の状況を把握し指導しているが、本専攻の目的・

目標の到達レベルに達しない学生がみられる。その背景に学習意欲の低下や学力不足が

ある場合が多い。入学当初から明確な目的・目標を持たせることや、学生の質や時代の

流れに対応した教育課程の見直しを行う必要がある。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

本専攻では、学習成果の到達レベルに達しない学生について専攻教員会議でクラス担

任から報告があり常に把握をしている。まずその科目を受講している学生に対してオフ

ィスアワーの時間を利用して疑問の解決を図るように指導している。歯科関係の専門科

目では、疑問や質問に関して、歯科衛生専攻教員は随時受け入れ可能にしており、教員

と学生とのコミュニケーションをとる努力を行っている。学生の質的な問題は、年度に

より多少相違があり、常に前向きに今後も対処をしていくことが課題である。 

＜看護学科＞ 

看護学科は、文部科学省の定める「保健師助産師看護師学校養成所指定規則」の卒業

要件である修得単位数 97単位以上に準拠して、看護学科の卒業要件は 103 単位以上を修

得することによって短期大学士（看護学）の学位を授与することにしているが、その到

達レベルに達し得ない学生が若干名みられる。これらの学生に関しては、学科の目的・

目標を到達レベルに達すべく教育しなければならず、学生の質や時代の流れに対応した

教育課程の見直しを今後とも行う必要がある。 

教育課程の見直しについて、今後は学科 FD 活動において本学の学生の特徴を考慮し
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た教育課程の編成を検討し、教育課程の見直しを行い改善していく予定である。 

＜専攻科応用生命科学専攻＞  （参考） 

将来、基礎から保健・医療分野まで幅広く応用し得る知識・技術を養うためにも、開

設科目をより充実させることは、課題の 1つである。また、卒業研究の内容を一層充実

させていくことも課題である。現状の教育課程では、学士（保健衛生学）の授与のみで

あるが、さらに現代社会のニーズに合わせた新たな資格取得の検討も必要と思われる。 

＜専攻科地域看護学専攻＞  （参考） 

本学看護学科入学生 60名の中から専攻科地域看護学専攻（入学定員 20名）に進学す

るので学生の意欲や学習能力には問題はない。 

入学要件としている本学看護学科卒業生（卒業見込み）を対象とした特別入学試験で

入学した学生と本学卒業生以外（卒業見込み）を対象とした一般入学試験で入学した学

生について卒業研究への取り組みやレベルの差が認められる。特に四年制大学と違って

履修年限が 1年と短期間であり、入学して 9月末には卒業研究Ⅰを大学評価・学位授与

機構に提出しなければならない時間的制約があり指導体制をどのようにすればよいのか

が課題である。 

 

 

基準Ⅱ-A-3 入学者受け入れの方針を明確に示している。 

 

(a) 自己点検・評価を基に現状を記述する。 

入学者受け入れの方針は、オープンキャンパス、入試説明会等を通じて、高校教員、

受験生や保護者に説明を行い、また大学案内、学生募集要項、本学ホームページで各学

科・専攻の学習成果に対応する入学者受け入れの方針を示している。各学科・専攻とも

入学前の学習成果の把握・評価は、入学者選抜制度によって実施している。多様な個性

をもった学生を受け入れるために、自己推薦選考、特別推薦選考、公募制の推薦選考、

試験選考、社会人選考等の入学者選抜制度を設けている。 

＜生活科学学科＞ 

入学前の学習成果の把握・評価は、入学者選抜制度によって実施している。また、入

学前の学習成果の把握・評価については、高等学校の成績、内申書を参考に評価してい

る。入学者受け入れの方針は、大学案内やホームページの中に明確に示している。また、

合格者登校日を設け、入学予定者に入学までの課題を与えることによって入学前の準備

を促している。 

＜幼児保育学科＞ 

大学案内、学生募集要項、本学ホームページの中で入学者受け入れの方針を示してい

る。また、年 4回開催されるオープンキャンパス、入学試験関連業者や高校が主催する

入試説明会、高校訪問などを通じて、方針についての十分な説明を行っている。 

入学前の学習成果の把握・評価は、入学者選抜制度によって実施している。特に、音

楽実技（ピアノ、歌唱）で求められる入学時の技術水準、保育者を志す学生として相応

しい資質や態度については、学生募集活動の段階から把握・評価の方針説明に努め、か

つ、合格者登校日を設け、入学予定者に入学までの課題を与えることによって入学前の
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準備を促している。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

自己推薦選考、特別推薦選考、推薦選考、試験選考という選考方法を実施し、学力試

験と面接等で臨床検査技師としての適性を総合的に判定している。 

入学前の学習成果の把握・評価は、高校から提出される調査書及び入学者選抜におけ

る入試科目や面接の設問によって実施している。入学予定者には、合格者登校日を設け、

入学後の専門教育に必要な化学、生物、数学の基礎課題を提示し、入学前の学習を義務

づけている。また、医療関連図書を提示し、読書後レポートを提出するように、入学前

に準備を促している。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

入学前の学習成果の把握・評価は、各高校から出された成績等調査表や環境記録簿か

ら読みとれる。またそれらを参考にして、本専攻の「学生募集要項」に沿った入学者選

抜制度によって行われている。合格した学生達を集めての合格者登校日を実施し、入学

後の学習内容にすぐに対応できるレポート課題を出して、その成果や反応を見ている。 

＜看護学科＞ 

「学生募集要項」で看護学科の入学者受け入れの方針に対応した入学者選抜方法のそ

れぞれについて説明している。入学前の学習成果の把握・評価は、入学者選抜制度によ

って実施している。また、入学後の学習に必要な学習内容として「からだのつくりと働

き」「環境と動物の反応」「有機化学」「確率・統計」の分野については、合格者登校

日を設け、高等学校の教科書を再学習するように指示し、入学前に準備を促している。 

＜専攻科応用生命科学専攻＞  （参考） 

医療衛生学科医療検査専攻入試説明会に加えて、卒後進路として担当教員による専攻

科説明をしている。また、専攻科卒業研究成果発表会のポスターボードを研究室前に掲

示し、常時希望者に対し専攻科と学士の意味の説明が行えるように対応している。また、

専攻科の卒業研究発表会には医療検査専攻 2、3年生を参加させ、学習意欲の啓発を行っ

ている。 

目的意識のある学生に対し選抜試験を実施し、学力試験と面接等で総合的に判定して

いる。 

＜専攻科地域看護学専攻＞  （参考） 

入学試験説明会や「学生募集要項」で看護学科の入学者受け入れの方針に対応した入

学者選抜方法について説明すると同時に、専攻科地域看護学専攻の入学者選抜方法につ

いても説明している。 

看護学科在学中から看護の対象は個人・家族・集団・地域であることを充分に学習で

きるように配慮した授業を展開することによって、専攻科に進学することの意義につい

て習得できるように動機づけをしている。一般募集の受験生に対しては、中四国にある

看護系の専門学校や看護系短期大学に「学生募集要項」を送付している。またホームペ

ージで見ることができるようにして専攻科地域看護学専攻の存在を広報する努力をして

いる。 
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 (b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。 

入学前の学習成果の把握・評価は、自己推薦選考、特別推薦選考、公募制の推薦選考、

試験選考、社会人選考等の入学者選抜制度により行っているが、各学科・専攻では次の

ような課題がある。 

＜生活科学学科＞ 

本学科に入学してくる多くの学生は、入学前の受け入れの方針を理解した上で、栄養

士、栄養教諭等の資格取得を希望している。今後も更に広報活動を強化し、理解促進に

努力する。 

＜幼児保育学科＞ 

幼稚園教諭と保育士養成の動向、幼児保育現場のニーズ、入学者の資質の変化なども

考慮して本学科の学習成果を査定し、それに対応した入学者の受け入れ方針を示してい

く。また、オープンキャンパス、入試説明会、高校訪問など学生募集活動の目的に応じ

て、方針の示し方に工夫を凝らしていく。 

入学前の学習成果は、多様な入学者選抜制度（自己推薦選考、特別推薦選考、公募制

の推薦選考、試験選考、社会人選考）により把握・評価しているが、すべての選考に共

通する受け入れ方針をより明確化する。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

本専攻の学生募集のための広報活動として、入試説明会への参加、高校訪問を積極的

に行い、入学試験、医療検査専攻の内容等について説明している。また、オープンキャ

ンパスで上記項目の説明に加えて施設見学、体験実習、個別相談等を実施しているが、

さらに理解が深まるよう努力する必要がある。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

本専攻では、入学前の学習成果の把握・評価の方針を、オープンキャンパス、入試説

明会、高校訪問など学生募集活動の中で周知を図っているが、十分には徹底していない。

今後、さらなる徹底を図る必要がある。 

＜看護学科＞ 

入学者受け入れ方針の周知を、学生、保護者、高等学校教員に対して継続することが

必要である。 

＜専攻科応用生命科学専攻＞  （参考） 

本専攻の受け入れ方針の、さらなる理解促進を図る必要がある。 

＜専攻科地域看護学専攻＞  （参考） 

看護師・保健師の資格を有することによって看護の対象や場が理解でき、資質の高い

看護専門職者として成長することを本学の看護学科学生はもとより、本学以外からの志

願者に対しても広報活動の工夫をしていくことが課題である。 

 

 

基準Ⅱ-A-4 学習成果の査定（アセスメント）は明確である。 

 

(a) 自己点検・評価を基に現状を記述する。 

各学科・専攻の教育課程は、各種の免許状及び資格や国家試験受験資格の取得に必要
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な科目を中心に編成されている。このため、教育課程は学習成果に実際的な価値がある。

教育課程の各科目で到達目標をシラバスで明示し、学習成果は達成可能である。また学

習成果は、教員側からも学生側からも測定可能なシステムとなっている 

＜生活科学学科＞ 

本学科では、講義や実習の評価として、レポート提出、小試験や本試験結果によって

学習成果の査定を行っているので、学習成果の把握には具体性がある。学生に対しては

教育課程の各科目で到達目標をシラバスで詳細に明示し、更に担任が個別に対応してい

るため学習成果は達成可能である。 

本学科の教育課程の学習成果は、試験及び種々の評価法を総合して単位の認定を行っ

ているが量的データと質的データを用いて学習成果の測定が可能である。 

学習成果の判断手段として、2年生全員に社団法人全国栄養士養成施設協会主催の栄

養士実力認定試験を実施している。生活科学学科の教育課程の学習成果は、栄養士免許

証、栄養教諭二種免許状、フードコーディネーター3級、情報処理士、医療管理秘書士、

病歴記録管理士の資格が取得でき、卒業生が取得した資格を活かし、就職することによ

って評価できる。 

＜幼児保育学科＞ 

本学科の教育課程は、幼稚園教諭二種免許状及び保育士資格の取得に必要な科目を中

心に編成されている。各科目で習得すべき概要はシラバスにおいても明確に示されてい

る。したがって、学生自身が受講を通して期待される成果に具体性がある。また、学習

成果の評価基準に基づいて、半期、あるいは通年にわたる科目の開講を決定している。

さらに、1年間だけでは基準に達することが困難と思われる科目については、必修科目

に加えて選択科目として開講する等、2年間で学習成果を獲得できるよう計画されてい

る。こうした教育課程の学習成果には、幼稚園教諭免許状及び保育士資格が取得される

ことから、実際的な価値があるといえる。 

本学科における教育課程の学習成果は、予めシラバスで評価基準を明示し、その基準

に照らして評価されている。学生も、授業評価を通して授業の意義を測定し、その成果

を報告している。量的測定が困難な事項については、学生による自由記述によって報告

されている。したがって、本学科の教育課程の学習成果は、教員側からも学生側からも

測定可能なシステムとなっている。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

本専攻の教育課程の学習成果は、本学の建学の精神及び「臨床検査技師学校養成所指

定規則」に基づき、臨床検査技師国家試験受験資格取得に必要な単位取得、国家試験合

格によって明確に示され具体性がある。履修すべき教科目と単位数を学則に定め、「学

生生活と履修の手引き」に明確に示している。基礎分野から専門基礎分野、専門分野へ

と体系的に時間割を編成しているので、平成 23年度入学生は卒業（臨床検査技師国家試

験受験資格）に必要な単位数 101 単位を 3年間で獲得することになる。 

学習成果は、基礎から専門さらに臨地実習と、高度化する現代医療に貢献できる実践

力をもった臨床検査技師の養成を目的とし、国家資格は医療現場に必須のものであり実

際的な価値がある。また、試験及び種々の評価法を総合して単位の認定を行い量的質的

データとしての測定が可能である。 
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＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

本専攻は、授業ではレポート提出や試験結果、実習ではレポート提出や実技判定、グ

ループワークの経過と結果、外部の実習では依頼先の担当者の評価などで、その成果は

明確に査定される。最終的には、資格取得のための国家試験があり、その合否が最大の

学習成果となる。歯科衛生士国家試験合格率は、これまで目標の 100％を達成していた

が、平成 23年度は 1名の不合格により残念ながら目標の 100％に到達しなかった。学生

が履修する教科目と単位数は「学生生活と履修の手引き」に明確に示している。本専攻

の教育課程の学習成果は、卒業（歯科衛生士国家試験受験資格）に必要な 93単位以上を

3年間の期間内に獲得可能である。 

また、教育課程の学習成果はシラバスに評価基準が示され、その基準に基づいて学生

の評価はされている。学生は、各教員の授業評価を行うことにより授業の意義や成果を

測ることができ、教員と学生は相互に測定可能な状況である。また、歯科衛生士の国家

試験受験資格までの学習成果は、一つは成績に現れ、さらに歯科衛生士としての技術成

果として現れ、それは測定可能である。 

本専攻の教育課程の学習成果は、3年間で各分野を学ぶことにより、現代の歯科関係

医療のニーズに貢献できる国家資格であり、その価値は個人の資格として終生変わるこ

とはないし、社会的にも普遍性がある。 

＜看護学科＞ 

本学科では学習成果の具体性について、教育目的イメージ図の中に『看護の主要概念

「人間」「環境」「生活」「健康」「看護」』と本学の『教育理念「人間性」「平和と

友愛」』を中心とし本学の『看護の到達目標「知識と技術」「主体性・創造性」「博愛・

感受性」「科学的思考・問題解決能力・実践能力」を図式化している。その上に『教育

課程構成図』として図式化している。各教員は自分の担当科目が教育課程上でどの位置

づけにあるかを理解している。担当科目のシラバスには授業の進度内容を明記し、毎回

の授業には、その時間の「到達目標」「授業のねらい」「授業内容」を学生に徹底して

授業展開している。臨地実習は各看護領域別に実習依頼施設との調整をはかったうえで

実習要項を作成しているので学習成果を具体的に評価できる。 

看護学科の教育課程の学習成果が達成可能であるかどうかは、看護基礎教育課程の教

育課程の編成及び文部科学省による看護実践能力・到達度を目標にして教育を展開して

いる。学生の能力が二極化しており、到達目的・目標に対して達成が困難な学生群がい

る。その学生たちは、再履修のために 3年間で獲得できない状況にある。 

学習成果の実際的な価値については、前述の「教育課程の学習成果に具体性がある」

の項で述べた教育目的イメ一ジ図に示した教育課程を構造的に展開し定期点検を行って

いるので、学生の学士カが着実に伸びている現実がある。このことから教育課程は学習

成果に実際的な価値があると判断している。講義、演習、実習共に客観的な評価基準に

従って測定している。 

＜専攻科応用生命科学専攻＞  （参考） 

本専攻の学習成果は、開講科目の単位取得と卒業研究として具体性がある。卒業研究

は、学内における 2度の研究発表で評価がなされると同時に大学評価・学位授与機構へ

の卒業研究論文提出と、その合否で学習成果の評価がなされる。3年間の短期大学医療
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衛生学科医療検査専攻での学習成果への積み上げであり、1年間で「学士（保健衛生学）」

の取得は達成可能である。また、国際的に広領域に通用するための外国語を基盤とし、

生命現象に関わる基礎及び関連分野の習得の機会を与え、卒業後は医療機関だけでなく

大学院進学へと幅広く実際的な価値がある。学習成果の成績は、大学評価・学位授与機

構の評価を受けるが、各授業担当者の提出成績と総合して測定が可能である。 

＜専攻科地域看護学専攻＞  （参考） 

本専攻の学習成果は、開講科目の単位取得と卒業研究である。科目担当教員は看護学

科教育との一貫教育という捉え方で意思統一をはかり教育目的・目標を達成することを

目指している。１年間の履修年数で学士（看護学）の取得が達成可能なカリキュラムで

ある。シラバスにも科目毎・1時間毎に「授業のねらい」「授業内容」を学生に徹底す

ることによって学習成果を評価できようにしている。卒業研究Ⅰは 9月、卒業研究Ⅱは

2月に提出する。卒業研究Ⅰは大学評価・学位授与機構へ提出し論文試験の合否によっ

て学習成果の評価がなされ、平成 23年度は 19名中 19名が合格した。 

修了時には学士（看護学）の学士号を取得しているので、看護系大学の修士課程への

進学も可能である。就職に関しても看護師・保健師・養護教諭一種の免許状を取得して

いるので臨床現場や福祉保健所や市町村福祉センター、学校において住民の健康を支援

する看護専門職者として高い評価を受けている。 

 

(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。 

本学の各学科・専攻は、基礎科目、専門基礎科目、専門科目の関連性とステップアッ

プが必要な学問領域である。各資格の基となる指定規則等によって教育課程を組み、確

実に達成できるよう編成されているが、2年ないし 3年で修得すべき卒業必修単位に含

まれる学内外での実習科目が多いために総時間数が多くなっている。こういった状況の

中で学生の学力が二極化し、これらへの対応が必要である。 

専攻科応用生命科学専攻及び地域看護学専攻においては、学習成果の査定は、最終的

には大学評価・学位授与機構により行われ、学位授与の可否によって行われるが、専攻

科修了後、幅広い分野で活躍できるように、学習成果を高めるための科目編成の再考な

どが課題である。 

 

 

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。 

 

(a) 自己点検・評価を基に現状を記述する。 

学生の卒業後評価は学外実習期間中の実習訪問先や学外実習反省会、また関連団体（栄

養士会、臨床検査技師会、歯科医師会、歯科衛生士会）等を通じて卒業後評価をそれぞ

れ聴取している。指摘された課題については、学科・専攻内で共有し、授業やオリエン

テーションに活用している。高い評価が得られた事例は、在学生に紹介している。 

＜生活科学学科＞ 

本学科では、卒業生の就職先は、病院・食品関係会社の栄養士、一般企業など多岐に

わたっている。栄養士（栄養教諭含む）の場合は、例年行われている病院・福祉施設・
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学校などでの学外実習期間や学外実習反省会、また栄養士会や講習会などを通じて卒業

生からの評価をそれぞれ聴取している。 

一方、一般企業については、本学科教員と就職担当職員が共に求人依頼で訪問するな

どして、卒業生からの評価をそれぞれ聴取している。 

卒業生は就職先から良い評価を得ているが、指摘された問題点などについては、その

都度、学科教員会議で情報を共有し、それぞれの授業やオリエンテーション、セミナー

などで活用し改善を図っている。 

また、指摘された内容などについては学生にも伝え、何処をどのように改善する必要

があるのかを学生自身にも考えさせている。 

＜幼児保育学科＞ 

本学科では、卒業生のほとんどが県内で幼稚園教諭あるいは保育士として就職してい

る。毎年、本学科教員が実習の期間を利用して県内における進路先の大部分を訪問した

り、就職担当職員が求人依頼で訪問したりした場合を利用して、卒業生の様子を聴取し

ている。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

本専攻の卒業生のほとんどが、県内外の病院あるいは検査センターで臨床検査技師と

して就職している。県内においては、臨床検査技師の大多数が本学の卒業生で、開学初

期の卒業生は検査技師長や主任として活躍している。3年生の臨地実習指導病院訪問、

臨地実習反省会、臨床検査技師会を通じて卒業生の評価を聴取している。 

現在医療現場は少ない人数で業務をこなしているところが多く、新卒者にも即戦力が

求められる。しかし、卒業までに十分な学習成果を獲得できない卒業生は、知識・技術

が身についていない、社会性に欠ける、協調性がないなどという評価も寄せられるよう

になってきている。これらの課題については、専攻教員会議で問題点を確認し改善を図

っている。高い評価が得られた事例は、在学生に紹介し、意識レベルや学習意欲の高揚

に活用している。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

本専攻では、学生の実習の期間内に各教員が実習先の訪問時や、就職担当職員を通じ

ての情報、外部からは高知県・高知市歯科医師会や随時進路先からの卒業生の評価が入

り、それらを在学生の進路を決める際の参考にしている。 

また、学内外から聴取した内容については、いろいろな評価が寄せられている。専攻

教員会議などを通じてその分析を行い、問題点については改善を図り、良い事例や高い

評価を受けた事例に関しては在学生に紹介し、各種の会議等で先輩を招き、報告会を開

いている。 

＜看護学科＞ 

本学科では平成 22年度に初めて第 1期生を卒業させ、平成 23年度に第 2期生を卒業

させたところである。そのために卒業後の学生の評価などの状況把握を個別にしている

状況である。 

＜専攻科応用生命科学専攻＞  （参考） 

本専攻の修了生は、卒業後も学会発表や勉強会へ参加し、活躍しており、在学生には

学会、勉強会への参加を促し、卒業研究などに生かせるよう指導している。 
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＜専攻科地域看護学専攻＞  （参考） 

本専攻は平成24年3月に第1期生が修了したので修了後評価への取り組みは行われて

いない。修了生 19名の就職状況は看護師 16名、保健師 1名、養護教諭 2名であった。

しかし在学中において卒業研究発表会を開催し看護系の学会に参加した時の発表のしか

たやマナーについて学習させ、修了後につなげる学習方法を取り入れ学生を送り出した。

実践現場においても看護師・保健師・養護教諭として研修会に積極的に参加し「看護師

の倫理綱領」に明記されているように修了後も看護専門職者として、絶えず研修などに

参加し自己啓発に努めるような基本的姿勢を在学中に養っていくことも母校の役割だと

認識している。 

 

(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。 

＜生活科学学科＞ 

学内外から聴取した評価などについては、学科教員会議などを通じて分析を行い、問

題については早い段階で改善策を講じなければならない。さらに、科目ごとに改善状況

を定期的に集計分析し、長期的な資料として作成していく必要がある。 

＜幼児保育学科＞ 

卒業生は、就職先より良好な評価を得ている。一方、進路先から指摘される課題につ

いては、学科内で共有し、授業やオリエンテーションに生かすよう活用している。また、

近年は年度途中での既卒者対象の求人が増えたため、卒業生の動向を迅速に把握するこ

とが課題となってきている。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

医療現場からの評価を、教員全員が共通の認識をもって真摯に受け止め、卒業前の学

生の学力のみならず社会性、協調性、コミュニケーション能力、しっかりした職業観を

養う必要がある。その目的のために、日常の学生の状況を常に把握・点検し専攻教員会

議で問題点の改善を図る。また、学生の意識高揚のために就職セミナーの実施や臨床検

査技師会と連携した活動など、在学生と卒業生の交流の場を設定するなどして、課題解

決に向けてさらに努力する必要がある。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

学内外から聴取した多くの情報に関して、良い内容から悪い物まで評価はいろいろ寄

せられている。卒業生の動向は、教員が一致して把握する必要があり、今後もその努力

を行いたい。また、専攻教員会議などを通じてその分析を行い、問題点については改善

を図り、良い事例や高い評価を受けた事例に関しては、在学生に紹介し、各種の会議等

で先輩を呼び報告会を開いて今後の参考にしたい。 

＜看護学科＞ 

学生の卒業後評価は、臨地実習期間の実習訪問や臨地実習反省会、臨床実習施設の看

護責任者と教育担当者を招き年 1回開催している「実習施設連絡調整会議」あるいは学

術集会などのあらゆる機会を捉えて行っている。今後も学生の卒業後の動向とその評価

について、積極的かつ細やかに情報収集を行っていく必要がある。また、指摘された課

題については、学科内で情報を共有し、学科教員会議などで課題の分析を行い、改善の

ためのより具体的な方策を検討することや、授業や学生指導に活かすことができるよう
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話し合いを行っており、今後も継続する必要がある。 

＜専攻科応用生命科学専攻＞  （参考） 

関連学会や検査技師会などを通じた学生の卒業後動向とその評価などを、より積極的

に行なっていく必要がある。またそのようにして得た学生の評価を学内教育に反映させ

ていく必要がある。 

＜専攻科地域看護学専攻＞  （参考） 

平成 24年 3月に第 1期生を送り出したので、具体的な課題は明確になっていない。 

 

 

基準Ⅱ-B 学生支援  

 

(a)テーマ全体の自己点検・評価の要約を記述する。 

教員は学位授与の方針に対応した成績評価基準により学習成果を評価している。教員

は授業評価アンケート結果を基に授業の改善点を抽出し、その改善に努めている。FD 委

員会が中心となり、全教員を対象とした FD 研修会を実施している。また教員による授

業参観を行い、授業に対するコメントにより授業・教育方法の改善を図っている。 

事務職員は、所属部署の職務を通じて学習成果を認識しており、図書館の事務職員は、

学生の学習向上のために支援を行っており、教職員は、学生の図書館の利便性を向上さ

せるように配慮している。教職員は、学内のパソコンを授業や学校運営に活用している。 

学生の生活支援においては、学生委員会、カウンセリング委員会、学生相談室等を整

備している。また、平成 21年度より学生支援体制を強化するためにキャリアセンターを

設置し整備している。学生支援課は学生のクラブ活動、学園祭等の支援を行っている。

進路支援としては、就職委員会を組織し、教職員が連携し、学生の就職活動の支援を行

っている。 

学科においては、国家試験受験資格取得と国家試験合格のための支援を積極的に進め

ている。また進学、留学に対する支援を行っている。 

入学者の受入れに対しては、大学案内やホームページなどを通じてアドミッションポ

リシーを明確にし、本学の教育目的に沿った学生の受け入れに全力で取り組んでいる。 

 

(b)自己点検・評価に基づく改善計画を記述する。 

短期大学教育としての FD 活動は全学的な取組として企画し、改善していく。SD 活動

では、各課においてはそれぞれの職務に必要な情報の共有やスキルアップの向上に努め

る。図書館では学生の図書館の活用を促す方策を進める。 

基礎学力が不足する学生、学習進度の早い学生や優秀学生に対する学習上の配慮や学

習支援は、学科や専攻毎に対応が異なるが、より効果的な学習支援を検討していく。 

短期大学独自の奨学金制度は設けていないが、学生への経済的支援のための制度を検

討する。障がい者の受け入れのための施設の整備について検討する。 
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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。 

 

(a) 自己点検・評価を基に現状を記述する。 

(1)学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けた教員の責任 

各学科、専攻の教員は学位授与の方針に対応した成績評価基準により学習成果を評価

している。教科担当教員は学生の学習成果の状況を把握していてクラス担任と学科長に

報告している。学生の学習成果の状況について、学科内教員が共有する必要性がある場

合は学科・専攻教員会議や専攻科専攻教員会議において情報交換し共有するとともに学

生の学士力向上への方策を検討している。教員は前期、後期の授業毎に学生による授業

評価アンケートを実施し、学生から授業評価を受け、その内容をよく吟味している。ま

た後日、教務課から授業評価の集計内容が届き、再度その評価を十分に認識している。

各教員は、授業評価を認識し、学生からの声を謙虚に受け止め、改善点を抽出し、より

満足度の高い授業に向けて自己研鑚を重ね、授業改善のために活用している。 

平成 20 年度より「四国地区大学教職員能力開発ネットワーク（SPOD）」に加盟し、

研修プログラムあるいは遠隔プログラムに参加して教育力の開発と向上に努めた（基準

ⅢA-2 参照）。 

年に 1～2回、全教員を対象とした FD 研修会を実施している。研修会は、FD 委員会

が中心となり、教育に関する全学的な課題の中から１つのテーマに絞り、SPOD に紹介

を依頼し学外講師を招いての講演会を行っている。また教員による授業参観を行い、授

業に対するコメントを他の教員からもらい、授業・教育方法の改善を図っている（基準

ⅢA-2 参照）。教員は、履修から卒業まで、学生一人一人の内容を十分に把握しており、

履修及び卒業に至るまでの指導はできている。 

情報委員や図書館運営委員を通じて、学科・専攻内で話し合い、その結果を基に情報

委員会や図書館運営委員会で議論し、学生の図書館やパソコン実習室使用にあたっての

利便性を向上させると同時に図書館やパソコン実習室運営の改善を図っている。 

＜生活科学学科＞ 

本学科では、学位授与の方針に対応した成績評価基準により学習成果を評価している。

学生の学習成果は、授業態度・レポート・試験等で評価している。また、学外実習につ

いては、実習担当者から学習成果を評価している。 

学生の履修状況の把握は、クラス担任と副担任が行うとともに、学科内の教員と連携

して日常の学習状況等に関する情報を収集し、学科会議等の際に情報交換や意見交換を

行うことで、学生の学習成果を把握している。また、各教員は、学生による授業評価ア

ンケートの結果や、教員による授業参観のコメントを参考に、授業改善に努めている。

さらに、学生に対して履修及び卒業に至る指導はできており、学科内の教員は履修から

卒業まで、それぞれの学生にあった指導をしている。 

＜幼児保育学科＞ 

本学科は、学習成果の獲得に向けて学位授与の方針に対応した成績評価基準により学

習成果を評価している。学生の学習成果は、実技、制作物、授業態度・レポート・試験

などで評価している。また、学外実習については、実習園や施設などからの実習評価表

で評価している。 
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教員は学習成果の状況を授業ごと、あるいは定期的に小試験、制作物、実技や学生発

表などを行うことで学生の学習成果の把握に努め、学生の到達度を把握している。到達

度の低い学生に対しては、課題の追加や補講などにより、学習成果を上げる努力をして

いる。また、学科教員会議で、学生の学習成果の状況について情報交換し共有している。

さらに、各教員は、学生による授業評価アンケートの結果や、教員による授業参観のコ

メントを参考に、授業改善に努めている。 

学科会議や授業担当者会議を定期的に開催し、授業内容の調整を行っている。非常勤

講師も含めた授業担当者間での意思の疎通、協力・調整を図っている。  

教員は、クラス担任及び副担任を通じて、学生一人一人の内容を十分に把握しており、

履修及び卒業に至るまでの指導はできている。また、何か問題が起きたときも、クラス

担任が学生と連絡できる体制を確立している。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

教員は、日常の出席状況を点検し、定期的に小試験や課題提出などで学位授与の方針

に対応した成績評価基準により、学生の学習成果を評価、把握している。到達度の低い

学生に対しては、課題の追加や補講などにより学習成果を上げるよう努力し、その責任

を果たしている。また、専攻教員会議で、学生の学習成果の状況について情報を交換し

共有している。さらに各教員は、学生による授業評価アンケートの結果や、教員による

授業参観のコメントを参考に、授業改善に努めている。 

学外実習については、学生により臨地実習ノートに記入される各部署の実習記録、自

己評価、出席表、レポート及び各部署担当者の評価表により科目担当教員が評価してい

る。臨床検査技師養成教育では、医療専門分野の進歩が目覚ましく、それに対応した教

育を行うために、特に授業科目間の協力・調整が必要となるので、教員間の授業内容に

関する意思の疎通を密に行っている。さらに、教員は質の高い臨床検査技師養成を目的

とすることを自覚しており、その達成に向けて、学生の各年次での目標を個別に認識さ

せるため、クラス担任による個人面談などを実施し、きめ細かな達成状況の把握に努め

ている。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

本専攻では、クラス担任と副担任がよく連携しており、さらに外部講師の情報も普段

からよく入れて、出席状況を把握し、レポート提出や小試験などからも学生の学習成果

を見ている。そして、これらを総合しながら、専攻教員会議などで情報交換や意見交換

を常に行っており、学生の学習成果を適切に把握している。また、各教員は、学生によ

る授業評価アンケートの結果や、教員による授業参観のコメントを参考に、授業改善に

努めている。 

教員は、学位授与の方針に対応した成績評価基準により学習成果を評価している。歯

科衛生専攻では、学生の学習成果を講義・実習共に学校内では、授業態度・レポート・

試験・実技・グループワーク経過と結果に加えて、外部実習の評価担当者などの査定か

ら総合的に学生の学習成果を評価している。 

本専攻の教員は、これらの内容を年度の授業開始前や年度の最後に調整をしている。

また細かい部分に関しては、年度途中でもその微調整を行っている。非常勤講師、特に

歯科医師会派遣の教員とは随時調整などを行っている。 
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＜看護学科＞ 

学習成果の評価は、短期大学士(看護学)を取得するために「短期大学設置基準」と「保

健師助産師看護師学校養成所指定規則」に対応した成績評価基準により評価している。

臨地実習は文部科学省及び厚生労働省より出されている実践能力の到達度をもって成績

評価基準としている。 

教員は学科の教育理念・目的・目標の達成度を前述した評価基準にしたがって把握し

ている。また担当科目に関しては毎回のシラバスに「授業の目的や授業のねらい」を明

確にして授業展開するので、学生の反応をもって達成度を把握することができる。 

授業担当教員は常に学生の学習成果の状況を把握し、クラス担任と学科長に報告して

いる。学生の状況を学科内教員が共有する必要性がある場合は学科教員会議において情

報交換するとともに学生の学士力向上への方策を検討し、教育的関わり方について前向

きに取り組むことを基本姿勢として学科内教員全員で学生をサポートしている。 

教科担当教員からクラス担任や学科長に寄せられた学生の情報は定期的学科教員会議

や緊急を要する時は臨時学科教員会議を開催し、意思の疎通・協力・調整を図っている。

毎年度 1～2回、全教員を対象とした FD 研修会に看護学科教員も参加している。また、

授業評価アンケートや教員による授業参観を行い、授業に対するコメントを他の教員か

らもらい、そのコメントを基に授業教育方法の改善を図っている。 

平成 22 年度には看護学科教員全員で看護学科学生の臨地実習における効果的な指導

方法を明確にするための研究を行い、平成 23年度にはその結果を各教員が活用している。

また、臨地実習におけるカンファレンスの効果的な展開方法について平成 23年度から学

科として研究的に取り組んでおり、教育の質の保証を目指しているところである。 

＜専攻科応用生命科学専攻＞  （参考） 

教員は、学生の出席状況を把握し、定期試験や小試験による評価を行っている。また、

本専攻では、課題学習が多いため、レポート提出や発表の形での評価も行っている。特

に、基軸となる卒業研究にあっては、各教員がそれぞれの分野で、マンツーマンに近い

形で、文献探索、field 調査、実験展開、データ編集、論文作成などに、綿密な準備と指

導を行っている。年 2回の卒業研究発表会を開催し、またポスターボードを掲示し、相

互の学習成果の評価と理解を促しているため、学生の状況は適切に把握されている。基

礎医学分野の実際を学習するため、オムニバス方式の授業も採用しており、教員間での

授業内容に関する連絡により、スムースな意思の疎通が密に行われている。オムニバス

授業では、各担当教員の連携で相互分野を認識し、シラバスに従って厳密に評価を行っ

ている。履修すべき選択授業科目や大学評価・学位授与機構への卒業研究レポート作成

及び申請などすべて各指導教員を通じて行われるため、指導が徹底している。 

＜専攻科地域看護学専攻＞  （参考） 

学習成果の評価は学士（看護学）を取得するために「短期大学設置基準」と「保健師

助産師看護師学校養成所指定規則」に対応した成績評価基準に準拠し評価している。専

攻科地域看護学専攻の科目担当教員（専任教員及び兼担教員）は専攻科設置の趣旨及び

教育方針、教育課程の編成方針、特色、履修方法などを熟知したうえで専攻科の教育目

的・目標の達成に向けて科目毎にシラバスに具体的に「授業のねらい」や「授業内容」

を明記し授業展開を行っていて、科目毎に毎回の授業における学生の反応をもって学習
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成果の状況を把握することができる。状況に応じてクラス担任や関連領域科目の担当教

員と話し合いの場をもち、学習成果向上に努めている。また専攻科における共通課題が

生じた時は専攻科教員会議で検討する。また兼担教員は多くが看護学科教員であること

から、定期的あるいは必要時に合同の教員会議を開催し問題解決をはかっている。 

卒業研究Ⅰ・卒業研究Ⅱは学士（看護学）取得のレベルを要する論文であるので各教

員が学生 2名を担当し研究指導にあたっている。研究手順は学生が興味をもっている看

護に関する研究テーマを順位 3位までを提出してもらう。そして各教員の研究領域と一

致している学生の研究指導を行うようにしている。研究計画書提出、研究計画書発表、

研究論文提出、独立行政法人大学評価・学位授与機構への申請、研究論文試験にむけて

の予備学習などすべて研究指導教員が学習成果向上に向けて指導を徹底している。 

 

(2)学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けた事務職員の責任 

事務職員は、所属部署の職務を通じて学習成果を認識しており、修学指導や就職支援

などにおいて、学生の抱える問題点などを知ることがある。 

事務職員は、教務課においては、授業科目の履修登録などの修学指導、また学生支援

課では、就職支援などにおいて、学生の抱える問題点などを知ることがある。その問題

点は学生によりまちまちではあるが、専門科目へ取り組む姿勢や、学んだこと、資格取

得への意欲などが教員の指導により向上している事例をよく確認する。そういった意味

で学習成果を認識することができる。  

事務職員の立場にあっても、学生が「何のために本学に入学したのか」を問い直す場

面がよくある。修学指導や就職支援などにおいて学生に入学時の学習意欲を喚起させる

など学習成果の向上に貢献している。 

事務職員は、修学指導や就職支援などにおいて、適切な指導をするために学科・専攻

の教育目的・目標の達成状況を把握し、認識することができている。  

SD 活動は端緒に着いたばかりで、これから充実を図る努力を重ねていく。各課におい

てはそれぞれの職務に必要な情報の共有や研修会への参加を通してスキルアップに努め

ている。 

主に教務課において、最低修得単位や資格取得に必要な科目の提示など、学生に対す

る履修及び卒業に至る適切な支援をしている。 

 

(3)学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けた教職員による施設設備及び技術的資源の有効

活用 

図書館には事務職員 3名を配置し、学生の学習向上のために支援を行っており、教職

員は、学生の図書館の利便性を向上させるように配慮している。各学科・専攻の教員か

らなる図書館運営委員会があり、各学科・専攻からの図書館への要望を検討している。

また図書館活動について審議している。教員・学生からの購入希望図書を含むすべての

図書館購入図書を選書する選書委員会もある。 

図書館内に蔵書検索用専用端末（パソコン）を 3台配置しており、館内にあるほかの

17台のパソコンからも蔵書検索ができる。また、学内のネットワークを通じて、各研究

室や学生用パソコン室等のパソコンからも蔵書検索は可能である。検索の仕方は、図書
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館利用案内（冊子）・パソコン内にある図書館利用案内（ファイル）等で周知を図って

いる。利用者からの質問に対しては職員が端末を操作しながら口頭での説明もしている。 

教育・研究に活用するために、各種データベース（JDreamⅡ（科学技術振興機構）、

CiNii Articles（国立情報学研究所）、系統別看護師国家試験問題 Web（医学書院）等）

を導入している。これらの使用についての説明会を開催して、学生自身による検索を支

援している。また職員による代行検索の有料データベース（G-Search、Dialog 等）も導

入している。 

本学に所蔵のない図書の学外の大学図書館等からの借用、雑誌論文、図書本文等の複

写物の取寄せ等のサービスを実施している。 

 

 学外からの図書借受冊数 学外からの文献複写取寄件数 

平成 21 年度   8 冊 683 件 

平成 22 年度   3 冊 672 件 

平成 23 年度  10 冊 501 件 

 

また、夏期長期休暇中の長期貸出、実習期間中の貸出など利便性の向上に努めている。 

新着雑誌、製本済雑誌、AV 資料、参考図書等は一般図書とは別置して、利用の便を図

っている。 

各学科・専攻の教員は、図書館や情報機器に関して学科内で議論・検討した成果を、

各科所属の図書館運営委員や情報委員を通じて全学的な議論に反映させることができる。

各学科から寄せられた意見・要望はこれらの委員会で検討され、図書館の活動や情報機

器の整備に役立てられている。このような方法で、教員はこれらの教育資源の利便性を

向上させている。 

教員は、授業資料作成にコンピュータを使用することが多い。インターネット上での

情報収集は、今や教職員の職務を遂行する上で、欠くことのできない要素になっている。

このため教職員全員にパソコンを供与し、学内 LAN を通じて、インターネットやファイ

ルサーバー上の情報にアクセスできる環境を整えている。学術情報データベースにも、

学内 LAN 経由で、学内各所からアクセス可能である。 

電子メールシステムも、授業・学校運営に活用されている。教職員全員にインターネ

ット上でも利用可能なメールアドレスを付与し、各種の連絡・情報交換に利用されてい

る。各学科、各種委員会、事務組織別といったメーリングリストも整備され、教育・学

校運営の双方で積極的に活用されている。 

各学科には、現代社会に対応できるようコンピュータリテラシーを習得する科目を、

教養教育科目や基礎分野として開講している。詳細は、表 1の通りである。語学教育で

は、語学教育ソフトを用い、積極的にコンピュータを授業に取り入れている教員も見受

けられる。 
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表 1 各学科・専攻のコンピュータリテラシー科目 

学科・専攻 科目名 区分 

生活科学学科 情報科学 I 教養教育科目 

情報科学Ⅱ 教養教育科目 

幼児保育学科 情報科学 I 教養教育科目 

情報科学Ⅱ 教養教育科目 

医療衛生学科医療検査専攻 情報科学 基礎分野 

医療衛生学科歯科衛生専攻 情報科学 基礎分野 

看護学科 情報科学 I 専門教育科目・基礎分野 

専攻科地域看護学専攻 情報科学Ⅲ 専門教育科目 

 

また、専門教育においても、コンピュータや学内 LAN 及びインターネットを活用する

科目を開講している。パソコン実習室で授業が行われている主な科目を表 2に挙げる。 

表 2 パソコン実習室を利用した主な専門教育科目 

学科・専攻 科目名 コンピュータ利用の概要 

生活科学学科 給食計画論実習 栄養計算ソフトの活用 

情報処理論 業務に対応できる ICT 活用力の養成 

教育の方法及び技術 教職におけるコンピュータ利用技術の習得 

幼児保育学科 教育媒体の研究 教職におけるコンピュータ利用技術の習得 

医療衛生学科 

医療検査専攻 

情報処理論 医療現場での情報通信技術に対応できる知

識・技能の習得 

医療検査情報シス

テム演習 

データベースを中心とした、コンピュータ

活用のための知識・技能の習得 

看護学科 情報科学Ⅱ 医療現場での情報通信技術に対応できる知

識・技能の習得 

専攻科地域看

護学専攻 

情報科学Ⅲ 保健師の業務に必要となる、データ処理の

実務能力の習得 

 

さらに、科目内容はコンピュータと直接関連がなくとも、授業の予習復習やレポート

作成の過程において、インターネットを用いて情報収集を行い、コンピュータを用いて

提出用の資料作成をすることが広く行われている。また、専門的な事項について調査し

た内容を、コンピュータ上で PowerPoint 等のプレゼンテーション資料としてまとめ、

教室で発表させるという形態の授業もあり、学生のコンピュータ利用を後押ししている。 

また、図書館で契約した学術情報データベースを検索して、そこで得られる学術情報

を元に進めていく形式の授業も開講されている。このために、本学では、パソコン実習

室と図書館において、コンピュータ利用環境を自習用にも提供している。この環境は学

内 LAN で結ばれ、学生は自分自身の作成したデータや、インターネット上の情報を活用

できる構成になっている。 

これらの教育・学習過程を通じて、学生にコンピュータや学内 LAN の利用を促進する
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こととなっている。その結果、学生全員にパソコンを必携させる体制にはなっていない

ものの、在学中にパソコンを所持するようになる学生も多く見受けられる。 

教職員は、教育課程及び学生支援をより効果的なものにするため、FD・SD 講習会へ

の参加、教職員間での情報交換、自身の研究活動等を通じて、コンピュータの利用技術

向上に努めている。学内では、夏季休暇中にパワーポイントなどのコンピュータ利用技

術に関する講習会が開催されている。また、SPOD（四国地区大学教職員能力開発ネッ

トワーク）の開催する学外研修に参加する教職員も見られる。 

就職支援対策として平成 22年度に設置した学生支援システム（IT システム）を学生

の就職活動に積極的に活用している。 

 

(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。 

FD 活動が、学生の学習行動と学習の質・社会が求める能力を包括した短期大学教育と

して機能していくよう継続して検討していくことが課題である。平成 23年度には授業参

観終了後に事後検討会を開催し、授業担当者が異なる視点や複数の視点から授業改善の

ヒントを得る機会を設けた。この試みが授業改善にどのようにつながっているのかを確

認していくことが課題として挙げられる。 

SD 活動は緒に着いたばかりであり、充実に向けて努力する必要がある。各課において

はそれぞれの職務に必要な情報の共有やスキルアップの向上に努める必要がある。 

図書館は一部の学生は積極的に有効に活用しているが、全体的に見ると学生の図書館

の利用状況は良くない。学生の図書館の活用を促す方策を進める必要がある。 

＜生活科学学科＞ 

本学科では、2年間で社会の即戦力として活躍できる人材の育成を目的としているが、

マナー等の習得に関しては十分とはいえないところがあるので、今後授業でも単に知識 

・技術の教授だけではなく、全人的な教育を心がけるようにしていきたい。そのために、

教員間の情報交換をさらに密にしていく必要がある。 

教育資源に関しては、本学科は、栄養士免許証、栄養教諭二種免許状、フードコーディ

ネーター3級、情報処理士、医療管理秘書士、病歴記録管理士の資格が取得できるが、こ

れらの資格の多くでは実践的な教育のため、コンピュータソフトの利用が不可欠であり、

ソフトウェア環境の充実を常に心がけていかなければならない。 

＜幼児保育学科＞ 

到達度の低い学生に対しては、課題の追加や補講などにより、学習成果を上げる努力

をしている。ただし、一部の学生において学科の学習成果を十分には習得できていない

と思われることから、FD 関係等の研修会で収集した情報を教員間で共有し、さらなる工

夫を図ることが必要である。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

教員は、学生の現状については十分把握できていると思われるが、到達度の低い学生

に実際どう対応するかは大きな課題である。教員の考える目標の到達度と学生側の学習

成果には乖離がみられ、今後この溝を埋めるための教育システムを構築しなければなら

ない。より綿密な学生との対話・指導が必要であり、FD 活動などを通じて、昨今の学生

との、より有効な対応や指導方法を学ばなければならないと考えている。 
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＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

教員は、人間性を含めた質の高い「歯科衛生士養成」を目的にすることを認識してい

る。そして、各学年の学生の目標を個々に認識させながら把握・評価したものをクラス

担任による個別面談や相談の中から総合して、専攻教員会議などで各教員の意見を参考

に、その達成状況を確認し把握・評価をしている。 

また、学生の質を高めるために、図書館の利用はとても大切であるが、歯科衛生専攻

学生の図書館利用頻度はあまり高くない。 

教員は、クラス担任及び副担任を通じて、学生一人ひとりの修学・生活状況を十分に

把握している事からその指導や対応はできている。特に、何か問題が起きたときも、携

帯電話やメール、パソコンを通じて 24時間対応できる体制を取っている。 

＜看護学科＞ 

看護学科教員は、授業内容について授業担当者間で連携を取るよう努力をしているが、

看護学科の特徴として医師による非常勤講師が多く会議に同席してもらうことが困難な

ことや、学内の兼担教員の場合は円滑にいかない場合があることが課題である。 

＜専攻科応用生命科学専攻＞  （参考） 

本専攻に進学する学生は、意欲や学力を備えているので、さらに、自ら学び考える意

識を起こさせることが課題である。 

＜専攻科地域看護学専攻＞  （参考） 

専攻科地域看護学専攻に進学する学生は非常に学習意欲が高く、自ら自己研鑽に努め

ている。したがって授業や実習態度は良好で、卒業研究に対する態度も積極的である。

図書館やパソコン実習室を積極的に活用し常に学習意欲の高さが伺われる。学生定員 20

名（23年度後期から 1名休学）全体の学習雰囲気は非常に良好であっても個人差がある

ことも否めないので個々の学生の不得手とするところを個人指導することなどにより、

充実した指導方法の方策を検討することが課題といえる。 

 

 

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。 

 

(a) 自己点検・評価を基に現状を記述する。 

各学科とも入学予定者に対し、合格者登校日を設け、入学までに学習すべき課題を与

えるとともに、短期大学全体のオリエンテーションは新入生と在学生と対象別に行って

いる。全体と学科別のオリエンテーションを行い、学科別では資格取得に関してより具

体的に行っている。学習支援のための印刷物としては「学生生活と履修の手引き」及び

「シラバス」を発行・配付している。「学生生活と履修の手引き」には単位制度、授業、

試験と成績、学則及び学内諸規程が掲載されている。特に重視する学習支援の内容や、

日常的な連絡事項については学内掲示や印刷物を用いて学生への周知徹底を図っている。 

留学生の受け入れに関しては、平成 21～23年度においてはなかったものの、過去には

学内で検討して受け入れてきた。留学生の派遣については組織だった特別な取組は行っ

ていないものの、留学の案内があれば、その都度学生へ周知をしている。 
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＜生活科学学科＞ 

学科の定める学習成果の獲得に向けて、入学前に合格者登校日を設け、入学前に必要

とする基礎学力をつけるための課題を与えるとともに、年度当初に科目選択のオリエン

テーションを行っている。その後の学科のオリエンテーションにおいて、クラス担任と

副担任が中心となって、資格取得のために必要な履修科目が登録されるようにアドバイ

スを与えている。また、学習の方向性に悩む学生には個別に相談に応じて、学生に合っ

た資格取得ができるよう配慮している。 

基礎学力が不足する学生に対しては、それぞれの科目担当教員が授業時間内、あるい

は、必要に応じて授業時間外の指導も交えながら、対応している。 

全般的な学習上の悩みは、クラス担任や副担任が随時相談にのり、適切な指導助言を

行う体制を整備している。個別の授業に関する学習に関しては、学生が直接科目担当の

教員に相談する場合もある。また、資格に関しての相談は、それぞれの資格に詳しい教

員に直接相談するといった状況である。 

進度の早い学生や優秀な学生に対しては、教員の参加する講演会・研究会・イベント

等への参加を促すことで、より高度な内容を学習できるよう支援を行う授業もある。ま

た、後述する地域貢献型の学外授業には、優秀な学生や学習意欲の高い学生の参加が多

い傾向がみられる。 

＜幼児保育学科＞ 

本学科では、入学予定者に対して合格者登校日を設け、入学前に充足すべき学力をつ

けるとともに、入学前にオリエンテーションを行っている。そこでは、自分自身の将来

像をイメージさせながら入学後に学習することを説明している。さらに、その内容に基

づいて、入学までにすべき課題を複数提示することで、入学に向けた学習の準備への動

機付けを高めるよう取り組んでいる。課題については、入学時に担当教員が確認し、入

学後の授業における課題を明確化するよう努めている。また、入学前の事前オリエンテ

ーション、及び入学後のオリエンテーションを通して、具体的な学習の方法や科目の選

択について説明している。 

授業を欠席した学生に対しては、補習及び当該授業内容に関する課題を課している。

また、必要に応じて、学生の夏期や冬期・春期休暇中をも含め、定期的に補講を行って

いる。学生の基礎学力診断は各科目担当教員による評価基準に委ねられているが、学生

の空き時間を利用してグループや個人指導を各教員が設定して、自主的な補講を行い、

学生のレベルアップを行っている。 

相談及び適切な指導助言を行う体制については、クラス担任が、学生が個人的に相談

する上での窓口となる環境作りに取り組んでいる。ただし、相談する教員をクラス担任

に限定せず、学生が個人的に相談しやすいよう、科目担当教員も個々に対応している。 

進度の早い学生や優秀学生に対する学習上の配慮や学習支援として組織だった特別な

取り組みは行っていないが、学生個人の希望や申し出があれば、個別に対応している。

特に、複数の学生からの希望がある場合には定期的に勉強会を開催するなど、教員も積

極的に支援している。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

入学予定者には合格者登校日を設定し、入学後の学習計画について説明、入学後の学
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習に必要な基礎科目である生物学、化学、物理学、数学の課題を提示し、入学までに勉

強するように促している。入学生には入学時オリエンテーションで「学生生活と履修の

手引き」と「シラバス」を配付し、単位の修得方法や資格取得に必要な単位等の説明を

行っている。在学生には在学生オリエンテーションを行い、卒業要件や資格取得の方法

等の説明を行い、学生は国家試験受験と合格に向けた姿勢を確立させている。 

1、2年生では到達目標を明確に定めた実習科目が多く、実習終了後も到達目標に達す

るまで、空き時間を利用して補習を行っている。3年生では臨地実習中の土曜日、夏期

休業中、通常授業の空き時間、冬期休業中、定期試験終了後に補習を行い、学習成果の

獲得をめざしている。また、2年生の春期休業中には、高知県臨床検査技師会と連携、

学生支援活動として臨地実習先の臨床検査技師による、臨地実習のための講義・実習が

行われている。 

学習上の課題のある学生には、まず科目担当教員が対応するとともに、クラス担任、

副担任に連絡している。専攻教員会議では毎回クラス担任、副担任より学生の状況報告

が行われ、その状況に応じた対応策の検討が行われている。 

進度の早い学生や優秀学生に対して学習支援を行ってはいないが、より広く、深く学

ぶことを希望する学生には本学専攻科への進学や大学への編入学等の情報提供を行って

いる。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

入学前に合格者登校日を設け、課題を与えて基礎学力をつけるとともに、年度当初に

科目選択のオリエンテーションを行った直後に、各クラス担任が過去の事例や経験をふ

まえた学習の動機付けのための学習方法や科目の選択のためのオリエンテーションを実

施している。また、学生が疑問を感じた際には、常に教員側から積極的に対応している。 

また、担当する各教員もオフィスアワーの時間を利用して、学習上の質問や相談につ

いて応じており、各学年のクラス担任・副担任も適時学習上の悩み等を聞き、助言・対

応を行っている。 

＜看護学科＞ 

入学前に合格者登校日を設け、課題を与え、基礎学力を身に付けさせるとともに、短

期大学全体のオリエンテーションは新入生と在学生と対象別に行っている。全体オリエ

ンテーションを総論として位置づけて学科でのオリエンテーションを各論として、より

具体的に行っている。新入生には「看護学生としての心がまえ」「授業の進み方（高等

学校との違い）」「学習態度について」「教室の使い方」「生活態度」「年間スケジュ

ール」「履修の手引き」などを行っている。 

在学生には「履修の手引き」「国家試験への取り組み」「実習にむけての心構え」「就

職活動」などを行い学習の動機づけとしている。 

また、1年次より国家試験対策として 1教員が約 10名の学生を指導するゼミ形式の体

制をとっており、基礎学力が不足している学生はゼミ担当教員が特別に指導を行ってい

る。 

学習成果の獲得に向けてクラス担任や副担任、ゼミ担当教員が学生の悩みや相談に対

応している。学生の状況や状態に応じて、精神看護学担当教員がカウンセリング等を行

うこともある。 
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進度の早い学生や優秀学生に対する学習上の配慮や学習支援は特別に行っていないが、

ゼミグループでリーダーシップを発揮してもらうことや、進度の遅い学生のサポート役

を取ってもらうことで、自己成長につながっていると考えている。 

＜専攻科応用生命科学専攻＞  （参考） 

入学時オリエンテーションにおいて「専攻科応用生命科学専攻履修要項」を配布し、

専攻科応用生命科学専攻の教育方針、教育課程の編成方針の説明を行い、また、シラバ

スを用いて、科目の選択のためのガイダンス等を行っている。なお、本専攻は大学評価・

学位授与機構認定専攻科であるので、学位授与申請のための教育課程説明も行っている。 

学習上の課題のある学生には、卒業研究担当教員が対応するとともに、専攻科専攻教

員会議において、学生の状況を報告、対応の検討を行っている。 

学習進度の早い学生や優秀学生に特別に学習支援は行っていないが、授業科目に自由

に選択できる科目を用意して、幅広い知識と技術の習得を奨励している。また、卒業研

究では、担当教員により、優秀学生には学会発表させるなど積極的な学習支援が行われ

ている。 

＜専攻科地域看護学専攻＞  （参考） 

本専攻科においては入学予定者に対して合格者登校日を設け、卒業研究への取り組み

についてオリエンテーションを行い、研究テーマを提出させ研究指導教員を決定してい

る。研究指導教員の指導のもとに研究計画書を作成し発表する場をもち研究方法の妥当

性を確認したうえで研究が開始される体制をとっている。なお 2名の学生に 1名の研究

指導教員が指導にあたる。 

入学時オリエンテーションにおいて「専攻科地域看護学専攻履修要項」を配布し、専

攻科地域看護学専攻設置の趣旨や沿革を説明し、教育方針・教育課程の編成方針・特色・

履修方法の説明を行い、シラバスを用いて各学科目のガイダンス等を行っている。専攻

科地域看護学専攻は大学評価・学位授与機構の認可を受けているので学位授与申請「学

位（看護学）」のための教育課程の説明も行っている。 

学生の学習意欲の向上や生活指導全般に対しては担任があたるが、専攻科教員会議で

検討し共通認識したうえで専攻科教員全員で関わっている。個別対応は卒業研究担当教

員が対応することが多い傾向にある。保健師国家試験対策は主たる担当教員を中心とし

て専攻科専任教員全員で指導や支援を行っている。 

 

(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。 

基礎学力が不足する学生、進度の早い学生や優秀学生に対する学習上の配慮や学習支

援は、学科や専攻科毎に対応が異なるが、全学的なレベルでより効果的な学習支援体制

を検討していく必要がある。 

＜生活科学学科＞ 

基礎学力が不足する学生にも、学科の定める学習成果を達成できるよう、より効果的

な学習支援体制を検討していく必要がある。 

＜幼児保育学科＞ 

基礎学力が不足する学生、進度の早い学生や優秀学生に対する学習上の配慮や学習支

援について、より効果的な学習支援体制を検討していく必要がある。 
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＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

入学前に課題を提示し、基礎学力をつけるように促しているが、入学後の授業におい

て基礎科目に対する知識不足が目立っている。入学後にも基礎学力を身につけさせる学

習支援や授業改善の工夫が課題である。また、専門教育においても自学自習の姿勢を確

立させることが課題となっている。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

基礎学力不足の学生に対する組織的な取り組みは行っていない。基礎学力不足の学生

がいることは把握しているので、学科・専攻の学習成果の獲得に向けて、専攻ではもち

ろん全学で取り組む必要がある。ただ、国家試験対策に関しては、進度の遅い学生に対

して、教員の指導はもちろんであるが、学生達で協力、団結して進度を上げる対策は実

施しており、大変成果を上げている。 

＜看護学科＞ 

基礎学力が不足している学生、進度の早い学生や優秀学生など、学生の状態に応じた

学習上の配慮や学習支援について、今後も学科内で効果的な学習支援体制を検討してい

く必要がある。 

＜専攻科応用生命科学専攻＞  （参考） 

本学医療検査専攻からの入学生が大半である。従って、早い時期から専攻科の内容説

明、進学を働きかけ、１年間という短い期間でのより実り多い成果の充実を図る工夫が

課題である。 

＜専攻科地域看護学専攻＞  （参考） 

本専攻の入学定員の 80～90％が本学看護学科の卒業生である。したがって看護学科入

学時から看護の対象は個人・家族・集団・地域であることを、各学科目を通して理解さ

せる授業展開を行っている。看護専門職者として資質向上のためには専攻科へ進学し保

健師になるための学習が必要であることの意義について指導していく一貫教育の在り方

を今後検討していくことが課題である。 

 

 

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。 

 

(a) 自己点検・評価を基に現状を記述する。 

学生の生活支援の組織として各学科の教員で構成する学生委員会、カウンセリング経

験の豊富な教員で構成するカウンセリング委員会、カウンセリング委員会の委員が学生

の相談を受ける教育相談室があり、健康管理のための保健室を含め学生のメンタルヘル

スケアを行っている。学生支援課が事務を担当している。さらに各学科のクラスごとに

担任、副担任を置く担任制をしいている。 

また、学生の自主的な活動であるクラブ活動には顧問を置き、学園祭は学生達の学園

祭実行委員会が主体的に実施している。その他ボランティア活動、地域活動等の学生の

自主的な活動は学生支援課が指導支援することしている。 

学生達の福利厚生面では、食堂や売店、空き時間に活用する憩いの場、女子寮の設置
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等、希望があれば下宿先の斡旋をするなどキャンパスアメニティに配慮している。支援

組織は学生支援課、庶務課が担当している。 

通学手段として駐車場が狭隘なため自動車での通学を禁止しているため、自転車やオ

ートバイ通学が多い。このための駐輪場は確保している。 

経済的支援として、本学独自の奨学金制度はないが、在学生のほぼ半数が独立行政法

人日本学生支援機構奨学金貸与を受けており、手続や返還の指導を庶務課が行っている。

また、経済的困難な学生には延納制度があり、延納については教務課が取り扱っている。

本学では、授業料等納入金は前期・後期に期別に納入することになっているが（学則第

33条第 3項）、特別の事情があると認められた場合は、延納を認めることがある（同第

4項）。その手続きは、次の通りである。 

①期限を過ぎても納入が確認できない場合、督促状を保護者あてに郵送する。 

②保護者より延納の申請依頼（電話等による担当者への連絡）があれば「学納金延

納申請書」を提出するよう依頼する。この場合、試験規程第 3条(2)の条件を提

示し、授業料未納の場合は定期試験が受験できないことを明確に示すとともに、

分納も含めた納入計画を立てるよう依頼する。なお、延納の申請依頼がない場

合は、引き続き督促状を郵送、また電話により連絡をとるようにしている。 

③「学納金延納申請書」により、学長までの決裁を経て延納が認められると、「学

納金納入確約書」を提出するよう依頼する。 

④「学納金納入確約書」が提出されてきたら学長までの決裁を仰ぎ、延納が認めら

れることになる。 

担当部署は、「学納金納入確約書」に記載してある日時までに納入がなされているか

を常に確認していく。また、納入が困難な状況である場合には、日本学生支援機構の奨

学金を紹介し、学生が学習を続けていけるよう側面からの援助を行っている。 

本学には海外からの留学生は在学せず特別な対応はしていない。 

学生達の意見聴取は制度化していないが学生支援体制の中で様々な意見を聞き出来る

だけ対応している。 

社会人経験者の入学生は社会人入試で入学するが、現職の社会人の受入は、科目等履

修生、聴講生として対応している。障がい者への対応では、障がい者便所、施設の階段

への手摺りの設置、建物入り口のスロープの設置等の対応は出来ているが、重度の障が

い者への対応ができない状況である。 

学生のボランティア活動や地域貢献は、本学としては専用の掲示板や IT システムを利

用して地域活動やボランティア活動を奨励している。各学科の学生達は、日曜、休日等

を利用して児童福祉施設、幼稚園、保育園、老人ホーム等の施設や学校、県主催の催事、

防犯活動、医療関連団体等にそれぞれの専門性を生かし地域貢献やボランティア活動と

して積極的に参加している。これらの活動は教科の学習成績への評価とはならないが、

卒業時に同窓会表彰として、顕彰している。 

また、平成 21年度から3年間、文部科学省の「大学教育・学生支援推進事業 【テー

マ A】大学教育推進プログラム」に選定され「子ども期の健康を支える職業人養成教育」

をテーマに、県下の幼稚園、保育園、小・中学校、高校等を訪問し全学的な取組みとし

て学生達が児童・生徒の指導に当たるなどその専門性を生かした地域貢献活動を行って
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いる。 

 

(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。 

学生生活支援の体制は充実しているが、経済的困難な学生に対する学校独自の奨学金

制度や障がい者に対する施設設備の整備が建物の構造上困難なこと、今後予想される外

国人留学生の受入れ体制の整備等今後検討を有する。 

 

 

基準Ⅱ-B-4 進路支援を行っている。 

 

(a) 自己点検・評価を基に現状を記述する。 

就職支援のための教職員の組織は各学科・専攻、専攻科の教職員で構成する就職委員

会と事務担当課の学生支援課が連携を密にしながら、就職指導・支援を行っている。ま

た、就職指導のみならず学生自身の将来にわたる生活設計や社会貢献に対する意識を高

揚するため学生支援課にキャリアセンターを組織しキャリア教育に取り組んでいる。キ

ャリアセンターでは平成 21、22 年度の 2年間文部科学省の「大学教育・学生支援推進事

業【テーマ B】学生支援推進プログラム」の選定を受け「キャリア形成の充実による就

職等総合的な学習支援」をテーマとして取り組んだ。その成果をもとに、平成 23年度以

降もこの事業を継続し、更に充実するよう取り組んでいる。 

学生の就職支援を行う学生支援課を教務学生課から分離独立させ、就職担当職員を配

置するとともに施設の拡充、就職資料の整備、パソコンの配置、さらには文部科学省の

【テーマ B】による財政支援を活用し学生達が携帯電話等を通じて即座に求人情報を得

られるよう「学生支援システム（IT システム）」を構築した。就職指導の専任職員を配

置し、求人活動を積極的に展開し、学生の希望する企業、病院等に就職できるよう努め

ている。平成 22年度は全学科・専攻とも就職希望者の就職率は 100％であった。不況の

中にありながら、教職員が協力して成果を収めた。平成 23年度以降もこれらの取組みの

改善を図りながら、更に充実した取り組みを進めている。 

本学の各学科・専攻は「食」「医療」「教育」の分野の専門的職業人の養成も目指し

ており、それぞれの学科に国家試験受験資格等が取得できるようになっている。また各

学科・専攻の主たる資格に付加する資格も取得できるよう教育課程を編成している。国

家試験受験資格を取得する学科・専攻では、各学科の教員が協力して演習、模擬試験等

を実施して学生の学力を分析し対策を講じるなど、全員合格を目指して指導に当たって

いる。 

就職試験対策の支援は、受験先の決定の相談や試験時における面接対策、履歴書の記

載のチェック、企業の求める人材の調査、公務員受験者に対する特別講座の実施等きめ

細かく指導している。また、これまでの受験学生の受験報告書の分析や、担当者の就職

先企業の訪問等を通じて情報を収集し、その結果を学生に提供しながら就職指導を行っ

ている。以前に比較して就職データの整理・分析が出来る体制となった。また、卒業生

が学生支援課を訪れ、就職先の情報を提供してくれる事が多くなってきている。 

進学・留学に対する支援は、4年制大学への編入学指定校等の情報の提供を全学的に



高知学園短期大学 

70 

 

実施しているが、各学科・専攻によって進学傾向が異なるため、各学科・専攻の担当教

員が指導に当たっている。 

各学科の就職状況の分析・検討は、学生支援課によるデータの収集や分析に基づき、

就職委員会で更に検討を加え、次年度の就職指導に生かし、各学科とも就職希望者全員

（100％）の就職率を達成している。 

 

(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。 

平成 21年度、22年度の 2年間の大学教育・学生支援推進事業【テーマＢ】の指定を

受けるとともに、その推進組織としてキャリアセンターを設置し、キャリア教育を推進

している。このキャリア教育を通して学生に職業観や勤労観を醸成し、しっかりした将

来設計を立てることができるよう取り組んでいるが、まだ緒についたばかりで定着化を

図るシステム作りが課題となる。また、就職希望者の全員就職を目指してビジネスマナ

ー等の基本を徹底する必要がある。 

 

 

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。 

 

(a) 自己点検・評価を基に現状を記述する。 

入学者受け入れの方針は、高校生に配布する大学案内に本学の学科の内容とともに、

育成したい学生像、求める学生像を記載している。これらの内容はオープンキャンパス、

高等学校教員を対象とした説明会、高等学校ごとに開催される進路学習会、その他の募

集活動を通じて説明もし、ホームページにも掲載し周知を図っている。 

受験の問い合わせ等に対して適切に対応している。 

入試事務関係は学生支援課で担当しているが、受験の問い合わせ等には懇切丁寧に対

応することをモットーにしており、適切に対応できている。 

広報又は入試事務の体制は、学生支援課に企画推進係を置き、広報活動を展開してい

る。広報活動の手段としてホームページ、新聞、ラジオ、テレビ等のマスメディアの活

用、オープンキャンパスや各種セミナー、学校説明会等あらゆる場面を活用している。

また広報の内容についても市場リサーチを行い、毎年検討を加え充実を図っている。 

多様な選抜を公正かつ正確に実施については、各学科・専攻の目指す教育目標に沿っ

た学生の受け入れを目的に、多様な入学試験を実施している。本人の個性や能力、適性

を生かした学生の受け入れのための自己推薦選考 A・B、学校長が特に優れていると推薦

する特別推薦選考（指定校制）、学業・人物を重視した推薦選考（公募制）、学力や学

習意欲のある学生を受け入れる試験選考 A・B の４種類、そして社会人として職業経験

者の受け入れのための社会人選考、外国人受け入れのための留学生選考の多様な入学者

選抜制度を実施している。選抜に当たっては、守秘義務の徹底と試験の厳格な実施体制、

合否の判定基準の設定に合否の判定等公正を期して実施している。 

入学手続者に対し、合格者登校日を 11月中旬、2月中旬の 2回実施し入学までに学習

すべき科目の課題を与え提出させるとともに、入学後の学習内容、学生生活等について

説明し周知を図っている。学園祭や外部講師による講演会、看護学科の戴帽式、医療衛
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生学科歯科専攻学生の継承式にも案内するなど、スムースに入学後の学習、学生生活が

出来るように対応している。 

そして入学後にはオリエンテーションを実施し、学生生活に直ちに入れるようにして

いると共に、意欲を高める取り組みをしている。 

 

(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。 

18 歳人口の大幅な減少期を迎え、今後も入学者確保が困難になると予想される。現状

では収容定員を上回る学生の確保ができているが、この状況を維持するためには学生の

学習意欲を高め、専門的職業人としての資質を備えた学生を育成することが大切である。

このため入学前からの対策を更に充実することが必要である。 
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【基準Ⅲ 教育資源と財的資源】  

 

(a)基準Ⅲの自己点検・評価の要約を記述する。 

人的資源については、本学の学科・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、それぞれの教員は、教育研究活動に意欲的に取り組んでいる。

また、事務組織の整備や人員も適正に配置し、教職員の人事管理についても適切に行

われている。 

物的資源については、各学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいた校

地、校舎、施設設備は確保されている。また、これら設備の維持・管理や技術的資源

の活用も適正に行われている。ただ、老朽化した施設設備もあることから、計画的に

更新する必要がある。 

財的資源については 3ヶ年の経営指針、毎年度の事業計画の策定により、将来におけ

る財務状況を測定し、短期大学を含め、法人内設置の各学校の存続を可能とする財政が

維持されるように努めている。財的資金管理については資金収支及び消費収支は、教育

研究用の施設設備及び図書費などの学習資源への資金配分を適切に行い、貸借対照表の

状況は健全に推移している。学校法人全体での退職給与引当特定資産などの積み増しを

進め、短期大学の存続を可能とする財産を維持するとともに、定員確保に努め、収容定

員充足率に相応した財務体質を維持している。 

 

(b)基準Ⅲの自己点検・評価に基づく行動計画を記述する。 

人的資源に関する行動計画は、各学科間の担当時間数の格差是正に対しては指定規則

に準拠しつつ改善を図る。 

物的資源に関する行動計画については、特に火災・地震対策に関して定期的な点検・

訓練について再検討し、改善をする予定である。 

技術的資源に関する行動計画は、各学科共に機器備品を本学予算内で計画性をもって

整備していく予定である。 

財的資源に関する行動計画は少子化の進展に対処するために、定員充足率を維持する

方策の検討を行い、対策を講じ、改善されてきた。高校生にとっても、また専門職者と

しての実践教育を受けようとする社会人にとっても魅力ある高知学園短期大学であるこ

とを目指して教職員が連携して教育内容の充実と環境づくりに取り組み、また入学者全

員が就職できる各学科づくりを目指して学生支援・キャリアアップに向けた取り組みを

行うため、学生支援課を充実し、キャリアセンターを発展させる予定である。 

 

 

基準Ⅲ-A 人的資源  

 

(a)テーマ全体の自己点検・評価の要約を記述する。 

各教員の教育実績や学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいた教員組織、

設置基準等に定められた教員数、研究実績、専任教員・非常勤教員・補助教員の配置は

適正に行われている。また、学習成果を向上させるための事務組織の整備や研修活動及
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び関係部署との連携も適切に行われている。これら教職員の人事管理については、適正

に行われている。 

 

(b)自己点検・評価に基づく改善計画を記述する。 

各学科・専攻の教育目的・教育目標を全学の教職員が互いに共有し、本学の組織を有

機的に活用できるよう、常に改善に取り組む。 

学校法人高知学園の経営指針に鑑みながら、学校教育法、短期大学設置基準、各学科・

専攻の指定規則を順守し、人的資源としての教職員の質的・量的確保を図り、よりよい

学生の教育環境を構築していく。 

教職員の資質を高めるために、専門学会、教育学会、研修会に積極的に参加し、その

成果を生かすとともに、FD/SD 活動を活発化し、本学の教育目標を達成するため努力す

る。 

 

 

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。 

 

(a) 自己点検・評価を基に現状を記述する。 

短期大学設置基準第 20条の 2の第 1項「教育上主要と認める授業科目については原則

として専任の教授又は准教授に、主要授業科目以外の授業科目については、なるべく専

任の教授、准教授、講師又は助教に担当させるものとする」第 2項「演習、実験、実習

又は実技を伴う授業科目については、なるべく助手に補助させるものとする」に基づき、

加えて学科・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。 

短期大学設置基準に定められている教員数は充足しているものの、学外における実習

を必要とする学科においては、実習施設の受入人数の制限により実習施設数が多くなる

ことや、看護学科の臨地実習のように学生の実習時は常時実習施設において指導にあた

らなければならないという特質がある。 

教員の採用、昇任は「高知学園短期大学教員選考基準」に基づき「高知学園短期大学

教員の採用・昇任の手続き」により実施している。 

以下学科別に教員数と特徴等の現状を述べる。 

＜生活科学学科＞ 

氏名 職名 学位 教育実績・研究業績・製作物発表 

田村 隆教 教 授 医学博士 教育実績： H21年13.3  H22年12.8 

H23年11.1 研究業績有 

原田 正行 

 

教 授 文学修士 教育実績：H21年11.8 H22年10.6 

H23年10.0 研究業績無 

小西 文子 准教授 修士（生活科学） 教育実績： H21年14.3  H22年14.0 

H23年16.6 研究業績有 

中山 和子 准教授 栄養学士 教育実績： H21年10.8  H22年11.0 

H23年10.1 研究業績有 
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氏名 職名 学位 教育実績・研究業績・製作物発表 

高畑 貴志 講 師 博士（学術） 教育実績：H21年12.5  H22年12.4 

H23年13.3 研究業績有 

山本 早知 講 師 準学士 教育実績： H21年8.0  H22年8.9 

H23年8.5 研究業績有 

濱田 美晴 助 教 修士（理学） 教育実績： H21年10.5  H22年11.0 

H23年11.0 研究業績有 

古屋 美知 助 教 修士（生活科学） 教育実績： H21年11.2  H22年11.5 

H23年11.3 研究業績有 

短期大学の設置基準は教員 5名以上、内教授 2名以上であるが、本学科はその基準を

満たしている。また栄養士養成課程としての基準は専門教員 4名以上、助手 3名以上（内

管理栄養士の資格を有する者 2名以上）と規定されているが、その基準も満たしている。

専任教員の職位に関しては上記表に示しているが、いずれも短期大学設置基準を満たし

ている。 

非常勤講師については、担当科目に関する研究教育歴等教員要件について適正に審査

を行った上で配置している。 

＜幼児保育学科＞ 

氏名 職名 学位 教育実績・研究業績・製作物発表 

末田 光一 教 授 教育学士 教育実績： H21年10.7  H22年11.8  

H23年11.7 製作物発表有 

三島 弘幸 教 授 歯学博士 教育実績：H21年9.1 H22年8.2 

H23年6.6 研究業績有 

吉村  斉 教 授 博士(教育学) 教育実績： H21年11.1  H22年10.1 

H23年10.4 研究業績有 

池澤眞由美 准教授 体育学士 教育実績：H21年10.0  H22年10.0 

H23年10.0 研究業績有 

竹村  正 

（H22～ 

准教授 芸術学士 教育実績：H22年10.5  H23年12.7 

研究業績有 

横浜 勇樹 

（H23） 

准教授 修士(人間科学) 教育実績： H23年10.0 

研究業績有 

片山 美穂 

（H22～ 

講 師 博士（文学） 教育実績：H22年9.0  H23年11.0 

研究業績有 

春原 淑雄 

（H23～ 

講 師 修士（教育学） 教育実績：H23年11.5 

研究業績有 

山本 英作 講 師 修士(地域研究) 教育実績：H21年12.9 H22年11.9  

H23年11.7 研究業績有 

短期大学設置基準によれば 8名の専任教員、うち教授 3名が必要である。さらに、本

学科は幼稚園教諭ならびに保育士の養成校であり、前者のために必要な①教科に関する

科目を担当する専任教員 4名、②教職に関する科目を担当する専任教員 4名を配置し、

また、後者のために指定保育士養成施設基準では「入学定員 51～100 人では教員 8人以

上が望ましい」と定められていることから、本学科では 9名の専任教員より編成されて

いて、いずれの基準も充足している。 

非常勤講師については、担当科目に関する研究教育歴等教員要件について適正に審査
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を行った上で配置している。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

氏名 職名 学位 教育実績・研究業績・製作物発表 

吾妻 美子 教 授 医学博士 教育実績：H21年13.3  H22年14.3 

H23年16.0 研究業績有 

高岡 栄二 教 授 理学修士 教育実績：H21年12.8 H22年13.2 

H23年13.2 研究業績有 

邑岡 麻子 教 授 栄養学修士 教育実績：H21年11.9  H22年11.3 

H23年11.5 研究業績有 

武市 和彦 准教授 農学士 教育実績： H21年14.0  H22年14.4  

H23年14.5 研究業績有 

富永 麻理 准教授 医学博士 教育実績： H21年12.5 H22年11.9 

H23年11.6 研究業績有 

※森田 尚亨 准教授 理学修士 教育実績： H21年10.0  H22年12.6 

H23年12.4 研究業績有 

中村 泰子 

(H23～ 

講 師 準学士 教育実績：H23年11.9 

研究業績無 

※矢野 弘子 

  (H23～ 

助 教 修士(医科学) 教育実績：H23年13.4 

研究業績有 

※ 応用生命科学専攻の教員で、再掲 

短期大学設置基準で定められている 6名の教員を配置し、その内 3名が教授である。

また、臨床検査技師学校養成所指定規則に定められている臨床検査技師としての業務経

験 5年以上の者は 3名で、基準を満たしている。非常勤講師については、臨床検査学や

専門分野に関して高い学識を有する専門家に依頼している。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

氏名 職名 学位 教育実績・研究業績・製作物発表 

寺峰  孜 

 

教 授 農学博士 教育実績：H21年8.1 H22年9.3   

H23年9.8  研究業績有 

西野 彰恭 教 授 歯学博士 教育実績：H21年6.1 H22年9.1  

H23年8.1  研究業績有 

大野 由香 准教授 準学士 教育実績： H21年15.7  H22年15.5   

H23年13.5  研究業績有 

中石 裕子 講 師 準学士 教育実績： H21年13.6 H22年15.3   

H23年14.3  研究業績有 

野村 加代 助 教 教養学士 教育実績：H21年9.6 H22年13.1  

H23年12.1  研究業績有 

和食 沙紀 助 教 福祉経営学士 教育実績：H21年9.1 H22年12.1  

H23年11.1  研究業績有 

本専攻の教員は、現在教授 2名、准教授 1名、講師 1名、助教 2名の計 6名体制であ

り、短期大学設置基準に定める教員数（同一分野に属する学科を 2以上置く場合の 1学

科の教員数は、100人までは 4名以上）を充足している。また、歯科衛生士学校養成所

指定規則に規定されている業務経験 4年以上の歯科衛生士は 4名（指定規則では 3名以

上）配置されている。 
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非常勤講師については、担当科目に関する研究教育歴等教員要件について適正に審査

を行った上で配置している。 

＜看護学科＞ 

氏名 職名 学位 教育実績・研究業績・製作物発表 

伊藤 光代 

（H23～ 

教 授 看護学士 教育実績：H23年15.3 

研究業績有 

大沢たか子 教 授 修士（経済学） 教育実績：H21年25.0 H22年18.5 

H23年19.6 研究業績有 

梶本 市子 教 授 修士（教育学） 教育実績：H22年10.2 

H23年7.5 研究業績有 

三浦かず子 准教授 修士（看護学） 教育実績：H21年9.5 H22年15.5 

H23年20.5 研究業績有 

矢野 智恵 准教授 修士（看護学） 教育実績：H21年4.7 H22年14.4 

H23年17.3 研究業績有 

和泉 明子 

（H23～ 

講 師 修士（看護学） 教育実績：H23年20.0  

研究業績有 

國重 絵美 

（H23～ 

講 師 博士（保健学） 教育実績：H23年6.0  

研究業績有 

髙藤 裕子 講 師 修士（看護学） 教育実績： H21年17.0 H22年16.3 

H23年22.8 研究業績有 

吉田亜紀子 

（H22～ 

講 師 修士（看護学） 教育実績：H22年10.5  H23年15.7 

研究業績有 

吉村 澄佳 講 師 修士（看護学） 教育実績： H21年23.0 H22年18.7 

H23年17.4 研究業績有 

看護学科教員組織は、平成 23年度は教授 3名、准教授 2名、講師 5名、助手 6名で構

成されていた。短期大学設置基準第 20条第 1項・第 2項を充たしている。また、保健師

助産師看護師学校養成所指定規則の条件も充たしている。選択により養護教諭二種免許

状を取得できるに足る教員数を編成している。 

非常勤講師については、担当科目に関する研究教育歴等教員要件について適正に審査

を行った上で配置している。 

看護学科教員の担当時間数は臨地実習時間数が多く、学生と一緒に実習施設に赴き臨

地実習指導を行うという特質があることから、本学教員の平均担当時間数をはるかに上

回る状況にある。なお、臨地実習中の非常勤臨床講師として臨地実習指導者を延べ 50人

程度雇用している。臨地実習は、大学側からの専任教員と助手及び非常勤臨床講師があ

たり、臨床側の臨床実習指導者と共に学生指導に当たっており、学習効果の向上と共に、

十分な安全対策をとる目的で配置している。 

＜専攻科応用生命科学専攻＞  （参考） 

氏名 職名 学位 教育実績・研究業績・製作物発表 

森田 尚亨 准教授 理学修士 教育実績： H21年10.0  H22年12.6 

H23年12.4 研究業績有 

矢野 弘子 

(H23) 

助 教 修士（医科学） 教育実績：H23年13.4 

研究業績有 



高知学園短期大学 

77 

 

平成 23年度は、専任教員 2名（准教授 1名、助教 1名）、兼担教員 8名（教授 5 名、

准教授 2名、講師 1名）の教員組織である。 

＜専攻科地域看護学専攻＞  （参考） 

氏名 職名 学位 教育実績・研究業績・製作物発表 

小島 一久 

 

教 授 工学士 教育実績：H21年6.5 H22年6.5 

H23年6.6 研究業績有 

山﨑美惠子 

 

教 授 博士（医学） 教育実績：H21年6.5 H22年6.5 

H23年8.5 研究業績有 

山本 和代 

（H23～ 

准教授 教育学修士 教育実績： H23年8.3 

研究業績有 

大西 昭子 

（H23～ 

講 師 修士（看護学） 教育実績：H23年10.0 

教育業績有 

平成 23年 4月に看護学科 1期生が卒業する時点で開設された。教員は保健師助産師看

護師養成所指定規則と大学評価・学位授与機構の規定に準拠し教授 1名、准教授 1名、

講師 1名、助手 1名と養護教員一種免許状を選択により取得できるに足る教授 1名の教

員組織である。看護学科との兼担教員 9名、看護学科以外の兼担教員 2名、看護系非常

勤講師 5名、教職系非常勤講師 3名を配置している。 

学科・専攻別の教員名、職位、学位、教育業績、研究業績、製作物発表を別に示す。

専任教員の職位である教授・准教授・講師・助教の資格である真正な学位、教育実績、

研究業績、制作物発表、その他の経歴等、短期大学設置基準の規定を十分に充たしてい

る。 

 

(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。 

短期大学設置基準の第20条第1項及び第2項の規定にそって教員配置は行われている。 

＜生活科学学科＞ 

本学科は、短期大学設置基準や栄養士養成校の指定規則の基準を満たしている。教員

個々の研究教育の充実のため、より一層の努力が必要である。 

＜幼児保育学科＞ 

本学科では、短期大学設置基準の第 20条第 1項及び第 2項、さらには教育職員免許法

施行規則および指定保育士養成施設指定基準にそって教員配置をしている。それゆえ、

本学科の教員組織は、これら基準を満たしている。その中で、一学年 80名の学生に学外

実習をきめ細かく指導するためには、各教員の一層の努力が必要である。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

短期大学設置基準および臨床検査技師学校養成所指定規則の基準は満たしている。さ

らに教育の成果を上げるための各教員の一層の努力が必要である。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

短期大学設置基準および歯科衛生士学校養成所指定規則の基準は満たしている。さら

に教育の成果を上げるための各教員の一層の努力が必要である。 

＜看護学科＞ 

短期大学設置基準および看護師助産師保健師学校養成所指定規則の基準は満たしてい
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る。さらに教育の成果を上げるための各教員の一層の努力が必要である。 

＜専攻科地域看護学専攻＞  （参考） 

本専攻科は開設 1年目であり、開設に伴う諸準備や看護学科との連携システムの構築

を模索しながらの 1年間であった。大学評価・学位授与機構との連絡調整も初めてのこ

とであり、卒業研究についても四年制大学卒業レベルの内容と理解しながらも初めての

ことで研究指導教員の緊張と負担は大変なものであった。 

短期大学設置基準および看護師助産師保健師学校養成所指定規則の基準は満たしてい

る。さらに教育の成果を上げるための各教員の一層の努力が必要である。 

 

 

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。 

 

(a) 自己点検・評価を基に現状を記述する。 

専任教員個々人の教育研究活動の状況は、毎年各教員の業績報告書が提出され、閲覧

可能となっている。業績の概要は、ホームページや ReaD&Researchmap に登録し、積

極的に公開している。 

専任教員の研究活動に関する規程については、研究活動に関わる不正行為の防止を目

的として研究倫理委員会が設けられ「研究者等の行動規範」「研究活動における不正防

止計画」及び「研究活動の不正行為に係る通報（告発）処理に関する規程」を定め「高

知学園短期大学研究倫理審査要項」に基づいて審査が行われている。なお「高知学園短

期大学の教員の資格に関する内規」において研究活動の必要性が示されている。 

専任教員の研究成果を発表する機会として、紀要編集委員会が中心になり、高知学園

短期大学紀要を毎年 1回（1冊）3月に発行している。また、研究費や旅費については旅

費規程に基づいて支給されており、学会や研修会等で教員の研究成果を発表する機会を

確保している。 

専任教員が研究を行う研究室はほぼ各教員に整備されている。 

専任教員の研究、研修等を行う時間については、教員は、特に研修日数に関して上限

は定められていないが、授業に支障のない範囲において研究・研修活動が認められてい

る。なお、長期研修については学校法人高知学園規程において「高知学園職員の長期研

修に関する規程」が定められている。 

しかし、専任教員が研究、研修等を行う時間の確保は、学外実習指導方法の違いによ

り各学科によって格差がある。 

専任教員の留学、海外派遣、国際会議出席等に関する規程は、学校法人高知学園規程

において「海外教育視察助成要項」を定め整備している。 

専任教員の研究活動（論文発表、学会活動、国際会議出席等、その他）は学科・専攻

課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて成果をあげている。科学研究費補助金の申

請状況は平成 23年度 6件であり、採択は学科別に述べる。 

＜生活科学学科＞ 

平成 21-23 年度の 3年間の研究業績を次の表に記載する。全体としては意欲的に研究
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活動を行っている。 

氏名 職名 
研究業績 国際的活

動の有無 

社会的活

動の有無 著作数 論文等 
学会等
発表 

その他 

田村 隆教 教 授 0 3 12 2 無 有 

原田 正行 教 授 0 0 0 0 無 有 

小西 文子 准教授 1 0 3 19 無 有 

中山 和子 准教授 1 7 8 2 無 有 

高畑 貴志 講 師 1 3 6 0 無 有 

山本 早知 講 師 1 0 2 5 無 有 

濱田 美晴 助 教 0 4 4 2 無 有 

古屋 美知 助 教 0 8 7 2 無 有 

＜幼児保育学科＞ 

平成 21-23 年度の 3年間の研究業績を次の表に記載する。各教員がそれぞれ研究時間

確保に努めながら取り組んでいる。 

氏名 職名 
研究業績 国際的活

動の有無 

社会的活

動の有無 著作数 論文等 
学会等
発表 

その他 

末田 光一 教 授 0 0 0 9 無 有 

三島 弘幸 教 授 1 16 32 14 有 有 

吉村  斉 教 授 0 2 4 6 無 有 

池澤眞由美 准教授 0 0 0 2 無 有 

竹村  正 
（H22～ 准教授 0 0 0 4 無 有 

横浜 勇樹 
（H23） 准教授 0 3 1 0 有 有 

片山 美穂 
（H22～ 講 師 1 0 １ 0 無 無 

春原 淑雄 
（H23～ 講 師 0 2 2 0 無 有 

山本 英作 講 師 2 2 2 2 有 有 

平成 21年度から平成 23年度は下記の教員が科学研究費補助金や外部研究費等を獲得

している。 

1)①平成21年度科学研究費補助金（平成19年度-21年度）、種目：若手研究(B)、 

（課題番号19730397）、研究代表者 吉村 斉 

 ②平成22年度科学研究費補助金（平成20年度～22年度）、種目：基盤研究(C)、 

（課題番号20592168）、研究代表者 三島弘幸 

③平成23年度科学研究費補助金（平成21年度～23年度）、種類：基盤研究(C)、 
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（課題番号21530642）、研究代表者 横浜勇樹 

 ④平成23年度科学研究費補助金（平成23年度～25年度）、種目：基盤研究(C)、 

（課題番号23592727）、研究代表者 三島弘幸 

2)高度化推進特別補助（教育・学習方法等改善支援） 

①平成21年度、種目：教育・学習方法等改善支援、研究代表者 杉原徹・小島一久

（共同研究） 

②平成21年度、種目：教育・学習方法等改善支援、研究代表者 三島弘幸・大野由

香（共同研究） 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

平成 21-23 年度の 3年間の研究業績を次の表に記載する。各教員は研究時間の確保に

努めている。 

氏名 職名 
研究業績 国際的活

動の有無 

社会的活

動の有無 著作数 論文等 
学会等
発表 

その他 

吾妻 美子 教 授 6 5 7 1 無 有 

髙岡 榮二 教 授 1 3 6 8 無 有 

邑岡 麻子 教 授 0 2 4 0 無 有 

武市 和彦 准教授 0 1 1 2 無 有 

富永 麻理 准教授 0 2 6 6 無 有 

※森田 尚亨 准教授 0 2 1 0 無 有 

中村 泰子 

（Ｈ23～ 
講 師 0 0 0 0 無 有 

※矢野 弘子 

（Ｈ23～ 
助 教 0 0 4 0 無 有 

※ 応用生命科学専攻の教員で、再掲 

学部教育の高度化・個性化支援メニュー（教育・学習方法等改善支援）に共同研究で

教員 2名が獲得している（平成 19年度～21年度）。文部科学省の「大学教育・学生支

援推進事業 【テーマ A】大学教育推進プログラム」の指定を受け（平成 21年度～23年

度）中心的にそのテーマの推進を図っている。 

科学研究費補助金、外部研究費等の獲得については、高度化推進等別補助金（教育・

学習方法等改善支援）を吾妻美子・森田尚亨・柳瀬香南（共同研究）が平成 19年度から

平成 21年度までの 3年間獲得している。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

平成 21-23 年度の 3年間の研究業績を次の表に記載する。全体的に意欲的に研究活動

を行っている。 
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氏名 職名 
研究業績 国際的活

動の有無 

社会的活

動の有無 著作数 論文等 
学会等
発表 

その他 

寺峰  孜 教 授 1 3 0 7 有 有 

西野 彰恭 教 授 0 3 0 0 無 有 

大野 由香 准教授 0 4 1 1 無 有 

中石 裕子 講 師 0 4 2 1 無 有 

野村 加代 助 教 0 4 2 1 無 無 

和食 沙紀 助 教 0 4 2 1 無 無 

学部教育の高度化・個性化支援メニュー（教育・学習方法等改善支援）に共同研究で

教員 2名が獲得している（平成 19年度～21年度）。文部科学省の「大学教育・学生支

援推進事業 【テーマ A】大学教育推進プログラム」指定を受け（平成 21年度～23年度）

中心的にそのテーマの推進を図っている。 

＜看護学科＞ 

平成 21-23 年度の 3年間の研究業績を次の表に記載する。平成 23年度は、看護学科が

開設されて 4年目であるが専攻科地域看護学専攻が新設されスタートした年である。教

員は看護学科の教育と共に、専攻科の科目を担当し新たな取組をした年であり、多忙を

極めたことも影響していると考えられるが、その中でも全体としては熱心に取り組んで

いる。 

氏名 職名 
研究業績 国際的活

動の有無 

社会的活

動の有無 著作数 論文等 
学会等
発表 

その他 

伊藤 光代 

（H23～ 
教 授 0 2 0 2 無 有 

大沢たか子 教 授 0 3 0 0 無 無 

梶本 市子 教 授 0 4 0 2 無 有 

三浦かず子 准教授 0 2 0 0 無 無 

矢野 智恵 准教授 0 5 4 1 無 有 

和泉 明子 
（H23～ 講 師 0 2 0 0 無 有 

國重 絵美 
（H23～ 講 師 0 0 1 0 無 無 

髙藤 裕子 講 師 0 4 1 1 無 無 

吉田亜紀子 
（H22～ 講 師 1 1 0 0 無 無 

吉村 澄佳 講 師 0 0 1 2 無 無 
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＜専攻科応用生命科学専攻＞  （参考） 

各教員は研究時間の確保に努めている。 

氏名 職名 
研究業績 国際的活

動の有無 

社会的活

動の有無 著作数 論文等 
学会等
発表 

その他 

森田 尚亨 准教授 0 2 1 0 無 有 

矢野 弘子 

（Ｈ23～ 
助 教 0 0 4 0 無 有 

＜専攻科地域看護学専攻＞  （参考） 

専攻科専任教員は開設 1年目であり、開設に伴う準備等に時間を費やすことが多い中

でも研修や研究を行う時間の確保に努めた。 

氏名 職名 
研究業績 国際的活

動の有無 

社会的活

動の有無 著作数 論文等 
学会等
発表 

その他 

小島 一久 教 授 0 3 2 6 無 有 

山﨑美惠子 教 授 0 8 2 0 無 有 

山本 和代 
（H23～ 准教授 0 3 2 0 無 有 

大西 昭子 
（H23～ 

講 師 0 1 0 0 無 無 

 

 

FD 活動に関しては「FD 委員会規程」を整備し、その規定に基づいて FD 委員会を設

置し FD 活動を適切に行っている。 

毎年度 1～2回、全教員を対象とした FD 研修会を実施している。研修会は、FD 委員

会が中心となり、教育に関する全学的な課題の中から 1つのテーマに絞り、学外講師を

招いての講演会を行っている。 

平成 23 年度の講演会は、平成 23年 8月 30 日（火）に佐藤慶太 氏（香川大学 大学

教育開発センター 講師）による「講義法の基本」を施行した（参加教員：学内：36名、

学外：5名）。また、平成 23年度には初めて FD/SD 講演会を催し、平成 23年 9月 6日

（火）に塩崎俊彦 氏（高知大学総合教育センター 教授）による「学生を輝かせる教

職員のコミュニケーション」を実施し、教員 35名、事務職員 9名の参加を得た。 

教員による授業参観については、次表のとおり実施したが、今年度は初めての試みと

して、授業参観後に授業に関する評価等を直接検討しあう「事後検討会」を実施した。 
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（授業参観 平成 23年度前期） 

№ 学科・専攻 教員名 科目 
対象学科 実施日・時限 

学年等 教室 

１ 生活科学学科 高畑 貴志 情報処理論 
生活科学 6／28 (火)・1 

2 年 第 3 ﾊﾟｿｺﾝ実習室 

２ 幼児保育学科 竹村  正 音楽Ⅱ 
幼児保育 5／27 (金)・2 

２年 音楽室 

３ 医療検査専攻 髙岡 榮二 血液検査学 
医療検査 6／29 (水)・4 

２年 532 教室 

４ 歯科衛生専攻 和食 沙紀 う蝕予防処置 
歯科衛生 7／14 (木)・3 

２年 第一歯科臨床実習室 

５ 看護学科 髙藤 裕子 在宅看護概論 
看護 6／9(水)・1 

３年 130 教室 

６ 地域看護学専攻※ 大西 昭子 保健計画論 
地域看護 9／22 (木)・3 

１年 622 教室 

※ 台風による授業延期で実施できず。 

 

（授業参観 平成 23年度後期） 

№ 学科・専攻 教員名 科目 
対象学科 実施日・時限 

学年等 教室 

１ 生活科学学科 原田 正行 生命倫理学 
医療検査 10／3 (月)・2 

1 年 531 教室 

２ 幼児保育学科 池澤眞由美 保育内容（身体表現） 
幼児保育 10／26 (水)・4 

1 年 7 号館 2階 

３ 医療検査専攻 邑岡 麻子 微生物学 
医療検査 10／13 (木)・3 

1 年 531 教室 

４ 歯科衛生専攻 野村 加代 診療補助実習Ⅱ 
歯科衛生 12／１ (木)・3 

1 年 第一歯科臨床実習室 

５ 看護学科 池畠千恵子 総合演習 
看護 10／26 (水)・1 

3 年 341 教室 

６ 応用生命科学専攻 富永 麻理 細胞分子生物学 
応用生命 11／14 (月)・５ 

１年 専攻科室 

 

平成 20年度より「四国地区大学教職員能力開発ネットワーク（SPOD）」に加盟、平

成 23年 8月 23～26 日まで愛媛大学で開催された SPOD フォーラム研修プログラムに

FD 委員長他１名、事務職員 3名が参加し、教育力の開発と向上に努めた。 

また、愛媛大学等での講座を、本学の遠隔システムで受信したプログラムと参加者は

次のとおりである。 
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日時 開催校 プログラム名 参加者数 

8/23（火） 愛媛大学 グラフィック・シラバスの作成方法 3名 

8/23（火） 愛媛大学 学習評価の基本 5名 

8/24（水） 愛媛大学 大人数講義法の基本 6名 

8/25（木） 愛媛大学 
臨床現場における実習評価と 

学生へのフィードバック 
4名 

9/ 9（金） 愛媛大学 
ルーブリックを作ろう！ 
－成績評価の厳密化と効率化のために－ 

1名 

9/ 9（金） 愛媛大学 講義のための話し方入門 2名 

11/16(水) 愛媛大学 初年次教育に関するＦＤプログラム 3名 

1/18（水） 愛媛大学 学生の授業時間外学習を促すシラバス作成法 3 名 

 

平成 24年 3月 3日（土）・4日（日）には、京都産業大学で開催された第 17回 FD フ

ォーラム「大学におけるキャリア教育を考える～企業が求める人材って、大学で育成し

ないとだめ？～」に FD 委員会委員長が参加した。また、平成 24年 3月 15 日（木）～

16日（金）に京都大学で開催された、第 18回大学教育研究フォーラムへは SPOD の企

画による派遣研修に FD 委員 1名が参加した。 

専任教員は、FD 委員会と連携しあいながら学科の枠を超えて授業参観を行い、学習成

果の向上を図っている。また、FD に関する学内外のセミナーに対しても積極的に参加し

ている。平成 21年度から 23年度までの 3年間、文部科学省の大学教育・学生支援推進

事業 【テーマ A】大学教育推進プログラム「子ども期の健康を支える職業人養成教育」

が指定を受け、学習成果を向上させるために各学科・専攻の枠を越え連携して取り組ん

でいる。また、各種委員会や事務組織、図書館と協調・連携している。 

 

(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。 

教育課程編成・実施の方針に基づいた教育活動を行い、学習成果をあげるために、専

任教員は相当の講義・実習を担当している。 

効率良い教育体制の整備と専任教員の研究意欲を高め、活発な研究活動と成果をあげ

ることが課題である。 

＜生活科学学科＞ 

教員の研究活動に関しては、意欲的に教育研究活動が行われている。 

本学科の場合、学習及び生活に関する学生指導、さらに学外実習の巡回指導など、多

様な職務があるが、教育指導及び研究活動を一層推進するために、更に努力する必要が

ある。 

＜幼児保育学科＞ 

教員の研究活動は意欲的に行われている。また、複数の教員が外部資金獲得に向けて

積極的に申請している。今後は、さらに多くの教員が申請するよう努力が求められる。

同時に高等教育機関に必須の教育・研究・地域貢献の 3本柱のバランスをとることが必
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要である。 

一方、教育活動に関して、教育課程編成・実施の方針に基づいた教育活動を行ってい

る。教員によっては、実習指導や学務分掌に要する時間も多いが、研究や研修のための

時間を確保することに努めている。今後は、効率のよい教育体制の整備と専任教員の研

究意欲を高め、さらに活発な研究活動と成果をあげることが求められる。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

科学研究費補助金等外部資金の獲得に向けて、専任教員の研究活動を活発化させてい

くことが課題である。教員が研究・研修のための時間の確保ができるようにすることが

求められる。また、学内外でのプロジェクトを組み、組織を挙げて社会的課題に応える

研究活動も重要である。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

教員のほとんどが講義、実習、臨地実習、学務分掌に要する時間や学生対応にも多く

の時間をとられている。その中で更に研究を活性化させるためには、各教員が教育の合

間や夏期休業、春期休業等の期間中に工夫しながら確保する事が必要である。もう少し、

教員が研究・研修のための時間の確保ができるようすることが求められる。 

＜看護学科＞ 

看護学科は、平成 20年 4月設置であり、開設に伴って予期せぬ事態への対応に要する

時間や教育・臨地実習・学務分掌に要する時間が多いが、効率よい教育体制の整備と専

任教員の研究意欲を高め、活発な研究活動と成果を上げるための工夫が必要である。 

＜専攻科応用生命科学専攻＞  （参考） 

科学研究費補助金等外部資金の獲得に向けて、専任教員の研究活動を活発化させてい

くことが課題である。 

＜専攻科地域看護学専攻＞  （参考） 

看護学科と専攻科地域看護学専攻との円滑的な連携システムを構築し、専任教員の研

究活動を活発化させていくことが課題である。 

 

 

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。 

 

(a) 自己点検・評価を基に現状を記述する。 

本学の事務局体制は組織規程により事務執行している。平成 23年度は合理的な事務執

行を目指し、庶務課、教務課、学生支援課、図書課の 4課体制に改組した。責任体制は

事務組織の総括として事務局長そして各課課長、係長、事務職員となるが、本学の組織

の責任は学長であり、一部の決裁事項を除いては、事務局長を経て副学長、学長の決裁

となる。学則改正は理事会の議を経て成立し、人事管理等重要な事項は理事長決裁とな

る。 

また、教育活動や入学試験、募集活動、就職指導、学生生活指導等に関する各学科の

教員で構成する委員会を設置しており、4課の事務職員はそれぞれの事務の担当となっ

ている。施設設備の管理は庶務課、学生生活や就職指導、入学試験等は学生支援課、学

習活動に関しては教務課、図書館に関しては図書課がそれぞれ事務を担当している。こ
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うした教員で構成する組織と、事務職員の組織がお互いに関連しながら事務執行し、有

機的な組織運営が可能となっている。本学の組織運営の面では学生の指導支援は第一義

的には教員の責任となっているが、事務職員もあらゆる面で学生の支援が可能となり、

教員と事務職員の協働体制が確立できつつある。 

また、平成 21年度から平成 23年度までの 3年間文部科学省の「大学教育・学生支援

推進事業 【テーマ A】大学教育推進プログラム」に選定され「子ども期の健康を支える

職業人養成教育」をテーマに学生の学士力の向上を目指し全学的な取り組みを進めた。

さらに平成 21年度、22年度の 2年間「大学教育・学生支援推進事業【テーマ B】学生

支援推進プログラム」に選定され「キャリア形成の充実による就職等総合的な学生支援」

のテーマで学生のキャリア形成支援に取り組んできた。この成果を生かし、更に充実さ

せるため、キャリアセンターを中心に各種講演会の開催等、学生のキャリア形成のため

の企画・実践に取り組んでいる。 

これらの事務執行に関しては、寄附行為、学則、組織・庶務、就業、人事、給与・旅

費等の規程や委員会規程の定めにより事務執行している。本学規程等は高知県の条例規

則に準じて制定しており、労働基準法の基準をクリアーしている。また、本学の規程に

ない場合は高知県の条例、規則を準用している。 

教員の指導力の向上を目指して FD 委員会、事務職員の事務能率の向上を図るため、

SD 委員会を設置し、それぞれの取組を進めている。SD 委員会は、それぞれの職務に関

する国や研究会の主催する会議等への参加、また、FD 委員会同様「四国地区大学教職員

能力開発ネットワーク（SPOD）」に加盟し、その研修プログラムに参加するなど、事

務能率の向上のため努力している。さらに学内ではスキルアップのため情報機器の活用

等研修会も開催している。 

 

(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。 

国際化、情報化の進展や少子高齢化等社会が大きく変化する中で、事務改善をさらに

進めるためには、事務職員の意識改革が不可欠であり今後更なる努力が必要である。 

文部科学省の 2つの事業に同時に選定されたのは本学の取り組みが評価された結果で

あり、選定終了後にも事業を継続発展させる必要があるため、継続体制を構築しなけれ

ばならない。 

 

 

基準Ⅲ-A-4 人事管理が適切に行われている。 

 

(a) 自己点検・評価を基に現状を記述する。 

専任教職員及び非常勤、臨時職員に対する就業規則等人事管理に関する諸規程は学校

法人高知学園の規程として制定し適用している。教職員の服務監督権者は学長であるが、

教員については、それぞれの学科・専攻の学科長・専攻長、事務職員についてはそれぞ

れの課の課長に職務命令にて委任している。また、教員の採用、昇任については本学の

教員人事に関する諸規程に基づき人事委員会の議を経て、学長から理事長に内申し決裁

を受けている。事務職員の採用・昇任は、事務職員対象の規程や内規及び要領により対
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応している。 

 

(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。 

人事管理は適切に行われている。 

 

 

基準Ⅲ-B 物的資源  

 

(a)テーマ全体の自己点検・評価の要約を記述する。 

学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいた校地、校舎、施設設備その他

の物的資源の整備や、施設設備の維持管理、並びに技術的資源についての整備、管理、

活用は適正に行われている。 

 

(b)自己点検・評価に基づく改善計画を記述する。 

各学科は短期大学設置基準や資格取得のための指定基準を満たす施設・設備を有して

いる。ただ、施設・設備には老朽化したものもあり、計画的に更新する予定である。 

 

 

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。 

    

(a) 自己点検・評価を基に現状を記述する。 

校地(48,797 ㎡)・校舎(14,014 ㎡)・運動場・施設・設備・その他の物的資源の整備状

況については平成 20年 4月に開設された看護学科設置申請時に「本学の概要を記載した

書類(様式第 2号)」に本学の現状を記載した。それを以って看護学科設置が認可された。

また各学科が適用しなければならない施行規則やその他の規則で指定された施設・設備 

・備品等は整備されていて、年度予算に計上し随時更新を図っている。 

校地と校舎の障がい者に対する施設面での対応については、6棟全ての玄関口にはス

ロープは整備されているものの、現状では十分な状況とはいえない。 

授業を行う講義室等については、講義室 19室、演習室 5室、実験実習室 27室、情報

処理学習室 3室を有しており、各学科の教育目的に沿って活用され、教育課程編成・実

施の方針に基づいて授業を行うことに支障はない。以下学科の教育課程編成・実施の方

針に基づく特徴を述べる。 

なお、本学は通信による教育課程及び学科は設置していないため、添削による指導、

印刷教材等の保管・発送のための施設は整備されていない。また、体育館の保有につい

ては、学校法人高知学園組織の中で中学校・高等学校と共有で使用している。 

＜生活科学学科＞ 

実験・実習室は食品学実験室、食品学実習室、調理実習室、給食管理実習室を整備し

ている。 
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＜幼児保育学科＞ 

演習室は、造形演習室、音楽室、ピアノ練習室、ML 教室、研修室のように分野別に

整備している。また大講義室（7号館 2階）の一部フロアを身体表現の演習に利用でき

るよう整備している。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

実習室は、臨床化学系(臨床化学実習、生化学実習)、臨床生理学、分析系(臨床免疫学

実習、臨床検査学実習、公衆衛生学実習、環境化学分析学実習)、形態検査学系(病理検

査学実習、臨床血液学実習、解剖学実習)、臨床微生物検査学実習のように分野別に整備

している。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

実習室は、歯科臨床実習室、歯科基礎実習室、歯科実験室（2室）があり、実習等に

対応できるよう整備できている。 

＜看護学科＞ 

実習室は、基礎看護実習室、小児・母性看護実習室、成人看護実習室、在宅看護・老

年看護実習室、精神看護実習室、モデル人形収納室、標本室を有し、それぞれに物品準

備室を整備している。 

＜専攻科応用生命科学専攻＞  （参考） 

実習室は、医療衛生学科医療検査専攻用と共有である。 

＜専攻科地域看護学専攻＞  （参考） 

実習室は看護学科と共有であるが、地域看護学に関する演習や実習に必要な機械や備

品は公衆衛生看護実習室に収納管理している。 

＜図書館＞ 

面積は 974㎡あり、閲覧・貸出・レファレンスサービス等が支障なく行えるよう施設

面の配置については配慮されている。また、資料の増加と書架の空きスペースとの兼ね

合いを考慮し、利用価値のなくなった資料の廃棄を規程に基づき、図書館運営委員会の

審議を経て随時行っている。 

平成 23年度の蔵書数、図書館利用状況等は次のとおりである。 

  1）蔵書等の概要 

    平成24年3月31日現在 

 種類 冊数等 

蔵書数 
図書 80,502 冊 

雑誌（製本） 8,281 冊 

年間受入数 

図書 2,290 冊 

雑誌 88 種 

ＡＶ資料 61 種 

学術雑誌種類数  88 種 

ＡＶ資料数 ＤＶＤほか 1,253 種 
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 種類 冊数等 

ＡＶ設備 

ビデオ視聴用ＴＶ 1台 

ＣＤデッキ 
パソコンで代用

(17 台) 

パソコン 
蔵書検索専用 3台 

一般用 17 台 

座席  59席 

2）図書館利用状況（平成21年度～平成23年度） 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

開館日数（日）    244    240    240 

入館者数（人）  29,929  56,096  53,910 

貸出冊数（冊）   6,664  7,,,,733  7,806 

 

(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。 

各学科・専攻の教育課程編成・実施の方針に基づいて授業を行うための機器・備品の

整備については諸規則で指定された機器・備品は整備しているが、老朽化した施設・設

備については計画的に更新する必要がある。 

＜生活科学学科＞ 

「栄養士法施行規則」「教育職員免許法施行規則」に基づく。栄養士法施行規則に準

拠して給食実習機器・用具は整備されている。生活科学学科の歴史は古く、耐用年数を

超えているものもあり、計画的な更新の必要がある。 

＜幼児保育学科＞ 

「教育職員免許法」「教育職員免許法施行規則」「児童福祉法施行規則」に定められ

た機器・備品は整備されている。今後、時代に即応した機器・備品の導入が課題である。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

「臨床検査技師学校養成所指定規則」に定められた機器・備品は整備されている。今

後、新しい検査法などに即応できる機器・備品の導入が課題である。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

「歯科衛生士学校養成所指定規則」に基づいて、各教科・科目の実習を行うための機

器備品は整備されている。古いものは年次計画を立てて更新を図る予定である。 

＜看護学科＞ 

「保健師助産師看護師学校養成所指定規則」に定められた機器・備品は整備している。 

＜専攻科応用生命科学専攻＞  （参考） 

施設・設備は医療衛生学科医療検査専攻用に設置されたものを共有しているが、卒業

研究用の施設・設備の充実が必要である。 

＜専攻科地域看護学専攻＞  （参考） 

平成 23年 4月開設時には「保健師助産師看護師学校養成所指定規則」に定められた
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保健師養成に必要な機器や備品を整備している。しかし地域看護学専攻全般の授業や

演習・地域看護学実習を充実するためには社会の情勢や機器及び備品の進歩に伴って

今後は充足をはかっていく必要がある。 

    

    

基準Ⅲ-B-2 施設設備の維持管理を適切に行っている。 

 

(a) 自己点検・評価を基に現状を記述する。 

施設設備の維持管理については各学科からの申請を基にして担当事務部署に情報が集

約されるシステムとなっていて、短期大学内で解決可能なものは短期大学で処理される。

高知学園組織全体で対処を要するものは、理事会でもって検討され維持管理されている。

短期大学内の施設・設備で老朽化したものは、年次計画により改善を図る予定である。 

固定資産管理規程等の諸規程については、学校法人高知学園会計規程、会計規程施行

細則、物品購入審査規程により施設設備、物品等の維持管理をしている。火災・地震対

策、防災対策のための諸規程の整備が進んでいる。 

火災・地震対策、防犯対策のための定期的な点検・訓練については、消防設備等の点

検を毎年 1回業者により実施している。訓練については年 1回教職員を対象に防火避難

訓練を実施している。コンピュータについては、ウイルス対策用ソフトを配付し、セキ

ュリティ対策に努めている。 

省エネルギー・省資源対策、その他地球環境保全について、教職員・学生への周知及

び啓蒙については、メール・掲示等により行っているが、今後より一層の配慮が必要で

ある。 

 

(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。 

建物の耐震補強工事は完了するなどハード面では対応できているが、施設全体の再点

検を計画している。 

学生を含めた総合的な防火避難訓練や災害発生時における教職員の組織的災害対策計

画、学内における緊急連絡網等のソフト面の整備は、徐々にではあるが整備されてきて

いる。 

 

 

基準Ⅲ-C 技術的資源をはじめとするその他の教育資源  

 

(a)テーマ全体の自己点検・評価の要約を記述する。 

各学科共に「情報科学」に関する授業科目をおき、IT 機器は教育課程編成に応じて整

備されているが、年々目覚ましい進展をする IT 機器の更新については計画的に整備する

必要がある。一方、教員のスキルアップを図り、授業への活用は年々充実している。ま

た、学科・専攻課程の教育課程編成実施の方針に基づく機器の整備はできている。その

他、各学科の教育目的・目標に応じた技術教育を行うための施設的環境は整備されてい

る。 
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（b）自己点検・評価に基づく改善計画を記述する。 

各学科共に時代に即応した技術的資源となる機器備品については、本学での予算化と

ともに、外部資金の導入により更なる充実ができるように、本学全体また学科ごとに獲

得のために努力する。 

 

 

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。 

    

（a）自己点検・評価を基に現状を記述する。 

平成 21年度から 3年間、文部科学省の「大学教育・学生支援推進事業【テーマ A】大

学教育推進プログラム」選定校となった。本学は「子ども期の健康を支える職業人養成

教育」をテーマとして、学科間の連携を取りながら学士力の向上に取り組んできた。こ

の外部資金の導入は、機器備品等の整備充足に大きな役割を果たすこととなった。 

全学共通の学生用コンピュータ環境に関しては、情報委員会で整備・運営する体制に

なっており、老朽化したパソコン実習室の機器を、補助金を活用して平成 23年度に更新

した。各教員のパソコンは、教員の研究費や学科としての備品予算で個別に整備されて

いる。 

学内には、教育研究に資する情報機器を設置した以下のようなパソコン実習室が、平

成 17年度に 2室整備されている。 

 第1パソコン実習室： パソコン64台 

 第2パソコン実習室： パソコン44台 

パソコン実習室は授業を中心として利用され、自習も平日は 21時まで可能な体制とな

っている。 

また、平成 21年度から 2年間、文部科学省の「大学教育・学生支援推進事業【テーマ

B】学生支援推進プログラム」選定校となった。本学は「キャリア形成の充実による就

職等総合的な学生支援」をテーマとし、学生の就職支援のための IT システムを導入し、

活用している。さらに、短大内から JDreamⅡや CiNii など 6種類のインターネット上

のオンラインデータベースサービスへアクセスが提供されている。学生はパソコン実習

室・図書館・学生支援課・専攻科室等のパソコン端末から、さまざまな情報検索を行う

ことができる。学生はこれらの端末を、教科の学習、課題の作成、図書検索、就職活動

等、各種用途に活用している。 

学内には、光ファイバーによる 1000Mbps の LAN 幹線が整備され、ほぼすべての研

究室・教室・実習室に、100Mbps のイーサーネット LAN コネクタが提供されている。

このような形態の学内有線 LAN により、パソコン実習室、図書館、教員パソコン、学内

サーバ群、インターネットが相互に接続されており、教育に必要とされる学内 LAN が整

備されている。この学内LANの中心となるメインスイッチは平成22年3月に更新され、

処理能力・耐用年数の点で余裕を持たせることができている。 

＜生活科学学科＞ 

本学科では、学科の教育課程編成・実施の方針に基づいて、必要な機器・備品類は、
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年度ごとに予算要求を行い、授業に対応できるよう機能維持と向上をはかっている。ま

た、平成 21年採択「大学教育・学生支援推進事業 【テーマ A】大学教育推進プログラ

ム」の活動に必要となり導入した備品は、日常の教育課程においても活用されている。 

本学科の教育課程の根幹となる栄養士及びコース制にて選択可能な栄養教諭、情報処

理士のすべてにおいて情報技術が必須となる。学生には、教養教育科目の「情報科学Ⅰ」

「情報科学Ⅱ」の履修により、基本的な情報技術を習得させ、専門教育科目においては

「給食計画論」「栄養指導論Ⅱ」「教育の方法及び技術」「情報処理論」で、パソコン

実習室を用いた授業を行い、各専門に合わせた情報技術を習得するという体制になって

いる。平成 23年度からは、情報処理能力の習得を徹底するため「情報科学Ⅰ」「情報科

学Ⅱ」を必修科目とした。また、教員は、FD 講習会において情報機器の使用法に関する

講習を受ける機会が設けられている。 

技術的資源と設備、双方の教育環境については、年度ごとの学内予算や外部資金の獲

得により維持、整備を図り、授業の実施に適切な状態を保持している。 

また、本学科では教育に関わる備品は、使用状況や耐用年数等を把握しながら、可能

なものは共有する等の効率的な運用を図りつつ、活用している。 

学科の教員は、パワーポイント作成の資料を用いたり、最新の専門知識・事例を web

上で収集したり、e-ラーニングシステムで資料配布、課題収集を行ったりと、担当する

授業に合わせてインターネットを活用している。 

学科の教員は、学生支援のためコンピュータ利用技術の向上に努め、主にクラス担任・

副担任を介して、電子メールにより学生に個別に連絡をとれる体制を整備している。 

＜幼児保育学科＞ 

本学科では、音楽については ML 室や音楽室、ピアノ練習室を、造形については造形

演習室を設けている。また大講義室（7号館 2階）の一部フロアを身体表現の演習とし

て利用できるよう整備している。各室に関する課題については、定期的に当該科目担当

教員より意見を聴取し、授業に対応できるよう機能維持と向上を図っている。 

情報技術の向上に関するトレーニングに関して、学生は必修科目の「情報科学Ⅰ」や

「情報科学Ⅱ」で、情報技術について習得し、教員は FD 研修会を通じて情報技術の向

上に関する研修を行っている。 

技術的資源と設備の両面において計画的に維持、整備し、適切な状態を保持すること

に関しては、常に適切な状態で授業を行うことができるよう努めている。とりわけ、ピ

アノについては定期的に調律を行い、適切な状態を維持している。 

技術的資源の分配については、教育に関わる小型備品・教育備品の使用状況や耐用年

数等を管理しながら、常にその分配を見直し計画的に活用している。 

本学科では情報委員会や FD 委員会、あるいは FD 研修会を通じて、新しい情報技術

の情報が通知されており、それを基に効果的な授業を行うように努めている。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

臨床検査に関する多様な内容に対応するべく、学生実習室、実験室を有し、必要機器

を設置し、教育を行っている。 

情報技術の向上に関するトレーニングに関しては、学生には「情報処理論」「医療検

査情報システム演習」「医療情報管理学」の 3科目を設定し、トレーニングを行ってい
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る。教員に対しては、主として個々の自助努力に任されている。 

技術的資源と設備の両面における計画的な維持、整備に関しては、昨今の経費節減の

影響により、機器備品類に関する整備は滞り気味であるが、文部科学省の「大学教育・

学生支援推進事業 【テーマ A】大学教育推進プログラム」等の外部資金を得ることで、

部分的ではあるが最新式の機器備品を導入した。 

技術的資源の分配に関しては、共同利用可能な機器備品については、教員間での資源

分配が行われている。 

新しい情報技術などを活用した効果的な授業の実施に関しては、授業へのインターネ

ット利用等は日常的に行われている。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

本専攻の機器備品関係は、授業や実習に影響をきたさない程度には整備されているが、

まだ完全に充実しているとは言い難い。必要な機器備品類、耐用年数が過ぎた機器備品

類は更新計画を立て、整備する予定である。また、外部資金の獲得にも努力していきた

い。 

本専攻では、教育にかかわる機器備品や教育備品に関して、共同利用可能なものは教

員間で相互に資源の配分を行い、また見直し、さらに調整して活用している。 

学生には授業科目として「情報科学」を設定し、情報技術について習得させているが、

基礎的なものなのでもう少し応用的で実践できる情報科学の教科目導入が必要である。

教職員に対しては教員同士による技術向上に努め、情報担当教員や情報委員会、FD 委員

会、各種の FD 研修会を通じて、新しい情報技術等の活用を行い、それらを基にあらゆ

る機会を通じて効果的授業を行う努力をしている。 

＜看護学科＞ 

看護学科は平成 20年 4月開設であり基礎看護実習室、成人看護実習室、母子看護実習

室、在宅・老人看護実習室、精神看護実習室を設置し各領域別学内演習がスムースに行

われるように看護用具、モデル人形、シミュレーション人形を整備しており教育効果を

発揮している。また、視聴覚教材として DVD や CD も毎年実験実習費及び研究費の枠

内で補充を図っている。 

看護領域ごとに教育課程の実施や授業内容を見直し、学生数や演習のグループ編成等

を考慮して必要な看護用具などを予算の範囲内で補充している。 

授業科目としては 1年次に「情報科学Ⅰ」2年次に「情報科学Ⅱ」の科目を設けてい

る。特に「情報科学Ⅱ」については電子カルテシステムのソフトを取り入れ、情報シス

テムへの理解を促すとともに模擬患者を想定したトレーニングを行っている。学生は臨

床看護実習に出る前に、病院における電子カルテの操作に馴染むことができているため、

レディネスが獲得できている。 

また情報獲得の手段として、学生に図書館におけるパソコン使用や web の活用などを

積極的に勧め、文献検索については図書館職員による個別指導を受けている。 

本学科の教員は、FD 委員会からの情報による FD 講習会に参加しており、新しい情報

技術を習得した教員による指導をうけて効果的な授業を行うように努力している。また

学内の情報技術に優れた教員に個別指導を受けるなどして自己研鑚している。 
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＜専攻科応用生命科学専攻＞  （参考） 

専攻科における卒業研究及び実習等に必要な実習機器は、専攻科専用のものはなく、

医療検査専攻の機器を共有している。 

情報技術の向上に関するトレーニングに関しては、学生には、通常の授業及び卒業研

究を通して、情報リテラシーを必要とする課題を課している。このことを通じて学生の

情報技術の向上を図っている。教員は FD 研修会等を通じて情報技術の向上に関して自

己研鑽している。 

技術的資源と設備の両面における計画的な維持、整備に関しては、昨今の経費節減の

影響により、機器備品類に関する整備は滞り気味であるが「大学教育・学生支援推進事

業 【テーマ A】大学教育推進プログラム」等の国庫補助金を得ることで、部分的ではあ

るが最新式の機器備品を導入した。 

技術的資源の分配に関しては、共同利用可能な機器備品については、教員間での資源

分配が行われている。 

新しい情報技術などを活用した効果的な授業の実施に関しては、専攻科の授業は少人

数対面授業で演習形式により行われることが多いため、パソコンを使ったプレゼンテー

ションは多用されている。 

＜専攻科地域看護学専攻＞  （参考） 

平成 23年 4月に開設し、文部科学省医学教育課及び文部科学省教職員課、大学評価・

学位授与機構の認可を得ていることから、現時点では学習成果を獲得させるための技術

的資源は整備されている。 

卒業研究に関しては専攻科地域看護学専攻のゼミ室に専攻科専用のパソコンを整備し

学生の研究に便宜をはかるなどして環境設定を行っている。 

地域看護学実習室は地域看護学演習や実習に必要な機器や備品を整備し学生が自己学

習できるように環境を整え学生の自己研鑽を促している。 

 

(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。 

技術的資源に関する機器備品等の整備については、全学的視点から取り組むとともに、

その活用について学科の各教員は一層努力しなければならない。すなわち、moodle 等の

導入も含めた教員の研鑽や、医療系の学科を多くもつ本学として視聴覚機材を用いた授

業展開が必須となっている。そのためには施設設備の更なる充実に努力したい。 

＜生活科学学科＞ 

機器・備品等の技術的な教育資源は、長期的な視野に立って整備・運営することが望

ましい。外部資金の獲得は整備の重要な手段となっており、今後も獲得のための努力が

必要である。 

＜幼児保育学科＞ 

情報技術の一層の活用のためには、一層の教員の研鑽や視聴覚機材を用いた授業展開

が必須となっている。そのためには施設設備の更なる充実に努める。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

最新の実習機器の導入率は低く、学士力向上のために外部資金等による方策を考えて

いく必要がある。また今後は、特に国家試験対策などに情報技術を活用した効果的な授
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業を行うことも必要である。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

本専攻では、情報科学系科目は基礎的なものだけで、他学科に比べて教育の中で情報

科学の技術的応用科目が少ないと思われるので、効果的で実践可能な情報技術科目の検

討を要する。 

＜看護学科＞ 

教員は FD 講習会や SPOD での研修に積極的に参加する必要があり、研修のための時

間の確保も必要となる。ルーブリック評価への取り組みや、クリッカーを用いた授業等

新しい情報技術を活用するこれらの研修での学びを持ち帰り、今後の取り組みとして授

業を効果的に行うための方策を考慮する必要がある。 

＜専攻科応用生命科学専攻＞  （参考） 

最新の実習機器の導入は計画的に検討する。 

＜専攻科地域看護学専攻＞  （参考） 

看護学科と専攻科地域看護学専攻とが個々に整備充足していくのではなく、看護学教

育全般という視野にたって学習成果を獲得させるために技術的資源の整備を今後検討し

ていくことが必要である。そのために看護学科と専攻科地域看護学専攻との連携システ

ムの構築や専攻科専任教員や看護系兼担教員のさらなる教育力向上や学生指導力が求め

られる。 

 

 

基準Ⅲ-D 財的資源  

 

(a) テーマ全体の自己点検・評価の要約を記述する。 

3 ヵ年（平成 21～23年）の経営指針に基づいて運営されている。資金収支については、

均衡を取りつつ施設設備及び図書費などの学習資源への資金配分も適切に行っている。 

消費収支については、新校舎を増設した平成 23年度はわずかに支出超過となったが、

平成 21、22年度においては、収入超過となっている。貸借対照表の状況も必要な引当金

を積み増しながらも健全に推移している。 

 

(b) 自己点検・評価に基づく改善計画を記述する。 

現状では定員充足できているが、更に少子化が進行する中で、魅力ある高知学園短期

大学を目指して中長期的視点で検討する。 

 

 

基準Ⅲ-D-1 財的資源を適切に管理している。 

 

(a) 自己点検・評価を基に現状を記述する。 

まず、平成 23年度の財務状況には、教育環境充実のため、新校舎（7号館）を増設し

た単年度の特殊経費が含まれている。この増設にかかる費用を考慮すれば、資金収支及

び消費収支は、過去 3年間に渡り均衡している。消費収支の収入超過が続いているが、
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これは継続して取り組んでいる学生数確保の努力の結果、学納金等収入が増加した結果

である。貸借対照表においても、特定資産の積み増しを行いつつ、長期借入金を計画的

に返還し、確実にその額を減らしている。また、学校法人傘下の所属長と法人本部で構

成する「幹部会」を月 1回開催し、各学校の財政状況と学校法人全体の財政状況の関係

を把握できる環境にある。 

法人全体での 3ヵ年計画の経営指針を策定し、この計画の実施により確実に長期借入

金の圧縮ができており、学習資源への資金配分もできていることから、当面は短期大学

のみならず、法人全体の存続が可能な財政が維持されている。また、法人全体で必要な

負債に関わる引当金は、目的に応じ特定預金等として積み立てているし、資産運用も、

会計規程に基づき、安全を第一に、適切に運用されている。 

「教育研究経費」については、3ヵ年計画の経営指針の下では、法人全体で 18.8～20％

で推移している。短期大学のみでは、予算ベースで 20％、決算ベースで 17～20％程度で

推移している。 

教育研究用の施設設備及び学習資源（図書等）への資金配分は、経営計画において適

切に配分されている。 

近年における定員充足率は、100％前後で推移しており、妥当な水準である。 

平成 21、22年度における消費収支比率は、それぞれ 87.13％、81.19％（消費収入超

過）であり、前述のように、新校舎を増設した平成 23年度も 100.06％（消費支出超過）

となっており、収容定員充足率に相応した財務体質である。 

 

(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。 

財務内容では、一定数の学生の確保によりその改善が進んでいるので、教育研究費の

帰属収入に対する割合を 20％以上にする努力が必要である。また、今後とも学生数の確

保及び経費の節減の努力をしたい。 

 

 

基準Ⅲ-D-2 量的な経営判断指導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。 

 

(a) 自己点検・評価を基に現状を記述する。 

高校生の 4年制大学志向や医療系学科の 4年制への移行により、短期大学が全国的に

減少している。こうしたことから本学では 4年制大学について検討した経緯がある。し

かし本県の県民所得の低さや 4年制大学の学科構成、県内志向等から本県ではまだまだ

短期大学の存在価値があると判断し、当分は教育内容の充実、就職指導の充実等振興策

を講じる事により短期大学として存在感を高めることとしている。 

短期大学の強みは、高知県の県民所得が低い状況であり、高等教育は受けたいが県外

の 4年制大学より経済負担が少なく、しかも 4年制大学と同じ資格を取得できる学科は

志願動向も安定している。また本学の専攻科の応用生命科学専攻及び地域看護学専攻は

大学評価・学位授与機構の認定専攻科であり短期大学に在学しながら学士の学位を取得

できるというメリットを有している。 
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3 ヵ年ごとの経営指針を策定し、健全な経営を目指している。この経営指針に基づき、

年間の事業計画をたて、半年ごとに事業実績の評価を行うなど PDCA サイクルの確立に

より経営の改善を図っている。 

経営指針は、教育方針、教育・研究、指導計画、人事計画、募集計画、施設・設備等

の整備等短大経営全般の計画となっている。 

短期大学全体及び学科・専攻ごとに適切な定員管理とそれに見合う経費(人件費、施設

設備費)のバランスを保つために、定員確保に努めている。定員確保は、各学科の教員で

構成する入学試験募集委員会と担当課の学生支援課が協働し教職員一体となった取組を

している。少子高齢化の進行により、学生の確保は厳しい状況を迎えるが、更に努力を

重ねる。 

また、学生の中途退学防止策として学生生活委員会、クラス担任制、教育相談体制等

の充実により中退する学生数の減少に努力をしている。その結果、退学者は減少してい

る。 

経営に関する情報は、各部長、図書館長、学科長、専攻長で構成する評議会及び教授

会、学内メール等を通じて、可能な限り情報提供に努めている。 

 

(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。 

現状では学生確保が出来ており、収支のバランスがとれているが、今後さらに少子高

齢化が進行することが想定されており、教職員がお互いに厳しい状況を認識するため、

情報提供をする必要がある。また、省エネ対策等経費節減の努力をする。 
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【基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス】  

 

(a) 基準Ⅳの自己点検・評価の概要を記述する。 

理事長は、建学の精神及び教育理念・目的を十分に理解し、学校法人高知学園を代表

し、その業務を総理している。また、理事会も適切に運営されている。 

学長は、円滑に機能している評議会・教授会等の教学運営体制に依拠して、短期大学

の教育研究の向上に努めている。 

理事長、学長ともに総じて、リーダーシップを発揮し、ガバナンス体制は確立してい

る。 

 

(b) 基準Ⅳの自己点検・評価に基づく行動計画を記述する。  

組織規程の見直しや教育環境の整備に努めるとともに、教育課程の点検と充実、教職

員の学生への対応能力・意識の向上をはかり、教職員の教学運営への積極的な参加とそ

の体制の充実に努める。 

 

基準Ⅳ-A 理事長のリーダーシップ  

 

(a) テーマ全体の自己点検・評価の要約を記述する。 

理事会等の学校法人の管理運営体制が確立しており、理事会は法令に基づき適切に構

成されている。理事長は、学校法人の運営全般にリーダーシップを発揮しており、寄付

行為の規定に基づいて理事会を開催し、学校法人の意思決定機関として適切に運営して

いる。 

 

(b) 自己点検・評価に基づく改善計画を記述する。 

理事長は、学校法人の運営全般にリーダーシップを発揮しており理事会も意思決定機

関として適切に運営されており、特に改善すべき点はない。 

 

 

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。  

 

(a) 自己点検・評価を基に現状を記述する。 

理事会等の学校法人の管理運営体制が確立しており、理事会は法令に基づき適切に構

成されている。理事長は、学校法人の運営全般にリーダーシップを発揮しており、寄付

行為の規定に基づいて理事会を開催し、学校法人の意思決定機関として適切に運営して

いる。 

 

(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。 

理事会は、学校法人の意思決定機関として適切に運営されており、特に課題はない。 
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基準Ⅳ-B 学長のリーダーシップ  

 

(a) テーマ全体の自己点検・評価の要約を記述する。  

学長は、長年の大学教員生活によって培われた教育・研究実績と教育組織運営能力を

もって、学園の教育理念である「世界の鐘」と本学創設者の教育指針（「日に進まざれ

ば必ず日に退く」）に基づく進取の精神に依拠して、短期大学運営に関する明確な運営

方針を提示し、組織・規程の見直しや教育環境の整備に努めている。 

その中で、学長は、学則等の規程に基づき教授会を開催して、教学運営の職務遂行に

努めるとともに「情報の共有と意識の統一」を掲げて、学生部長、教務部長、図書館長、

及び事務局長を通じて、教員の教育の質的向上と各種委員会活動のさらなる活性化、事

務職員の学生サービス能力の向上に資するよう努めている。 

さらに、学長は、学習成果の質的保障と向上をめざして、教育課程の点検と充実、教

職員の学生への対応能力・意識の向上をはかり、教職員の教学運営への積極的な参加を

促し、その体制の確立に努めている。そのことを通じて短期大学の教育研究体制の充実

と全国レベルへの向上に努め、併せて郷土の教育振興をめざしている。 

 

(b) 自己点検・評価に基づく改善計画を記述する。 

学長は、学則等の規程に基づき、教学運営の職務遂行に努めるとともに、教職員を主

導して、教員の教育能力の向上と各種委員会活動のさらなる活性化、事務職員の学生サ

ービス能力の向上に資するよう努めてきたが、なおいっそうの徹底が必要である。 

本学は開学45年を経ており、これまで文部科学省・厚生労働省の養成課程の変更に対

応して部分的に改正してきた教育課程を全面的に見直す時期にきているとともに、時代

の変化と社会の要請に即応した教育課程の構築と教育内容のいっそうの充実を図ること

が避けて通れない課題である。特に本学が所在する高知県は全国に先駆けて少子高齢社

会に突入している現状に鑑み、また本学が生活科学学科（栄養士・栄養教諭養成）、幼

児保育学科（保育士・幼稚園教諭養成）、医療衛生学科（臨床検査技師・歯科衛生士養

成）、看護学科（看護師・養護教諭養成）、及び専攻科地域看護学専攻（保健師養成）

という、地域社会の健康と安心を支え、乳幼児から高齢者までのケアに関わる人材を養

成する教育機関であることから、少子高齢社会からの想定される要請にいち早く対応で

きる体制を構築しなければならない、と考えている。それは全国のほかの大学が経験し

ていない事態であり、全学的な取組が求められる。 

そのためには、質の高い人材を社会に送り出すことが求められることから、学長は学

習成果の質的保障と向上を図るためにも、さらにいっそう教職員の学生への対応能力の

向上をはかり、教職員一人一人が教学運営に積極的に関与する意識をもつよう促し、そ

の体制の充実に努める。そのための改善計画はつぎのとおりである。 

(1)【教務関係】社会の要請・時代の変化に則した教育目標を明確に立て、教育課程の

見直しと教育内容の精査を図る。具体的には、教務部において学科・専攻の教育目標に

則した教育課程の策定とシラバスの精査、学科・専攻教員間での議論の徹底を図り、学

生に対する教育指導体制の一体的把握と管理を徹底する。関係職員にあっては、学科・

専攻の学生の日々の学習動向を把握し、事態に即応できる体制をつくる。 
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(2)【学生支援関係】入学前の対策として、18歳人口の減少に対応した募集活動の見直

しと、高等学校や保護者、生徒の要望の把握に努める。入学後においては、学生の資質

を見極め、教員と事務職員が連携して学生の日常生活の情報の共有を図って学習・生活

指導を徹底する。 

(3)【図書館関係】教員は学科・専攻の教育目標・シラバスに沿った図書や、学生の社

会人として必要な教養に資する図書の選定を徹底する。職員はつねに学生の学習環境の

改善に努める姿勢を明確に示し、行動におこすことが求められる。 

(4)【設備関係】学生の安全で快適な学園生活を保障するための環境整備をさらにいっ

そう図る。教職員ともに、施設設備の現状を日常的に把握していることが求められる。 

(5)【教育機関の職員としての意識の徹底】教員・職員ともに、短期大学という、社会

に貢献する人材を養成している教育機関で働く職員としての意識をもち、教育従事者と

しての態度と行動をよりいっそう活発化させる。さらに常に事態の変化に対応できる情

報収集能力を磨くことが求められる。 

 

 

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  

 

(a) 自己点検・評価を基に現状を記述する。 

学長は35年にわたる教育指導の経験と研究蓄積によって培われた学識と、その間の管

理職の経験で得られた大学運営に関する見識に基づいて、伝統ある本学の運営全般につ

いて新時代に対応できる機構改革に積極的に取り組み、私学経営の可能性を追求してい

る。 

教育研究面については、学長は、学園の教育理念である「世界の鐘」と本学学則によ

る「教育基本方針」を柱として、本学創設者の教育方針（「日に進まざれば必ず日に退

く」）に基づく進取の精神に依拠して、学習の質的保証と時代の変化に対応できる大学

のあり方を追求し、教育環境の整備、教育体制の強化・充実、及び研究環境の向上に努

めている。 

大学運営にあたっては、学長は、学則及び教授会規程に基づき、教授会を短期大学教

育の最高審議機関と位置づけ、毎月１回の定例会議を開催し、学生部長・教務部長・図

書館長等の管理職教員の協力を得て、学則に定められる審議議題を提案し、構成員の意

見を聴取するなど、適切な運営を行っている。 

その教授会のすべての審議内容は学長の指示により事務局職員が記録するとともに、

その骨子を議事録としてまとめ、次回教授会に提案し承認を求めている。 

また、学長は教授会の議を経て、教授会に上程する議題の事前協議機関として副学長

（学生部長兼務）、教務部長、図書館長、各学科長・専攻長、及び事務局長を構成員と

する評議会を設置し、教授会に先んじて開催し、議題の確認と精査を図っている。評議

会は地域貢献推進会議（地域に根ざした人材を養成するという、本学の教育目標に則し

た協議組織）、医療事故等対策会議（医療衛生学科、看護学科の学生の臨地実習での事

故発生に対応する組織）、個人情報保護委員会（個人情報保護法の設置に合わせた全学



高知学園短期大学 

101 

 

的組織）をも兼ねており、ともに学長が主導して緊急時にも対応可能な体制をとってい

る。さらに評議会構成員はそれぞれの運営組織、教育組織の長であることから、学長・

副学長が逐次各組織の現状を聴取し、把握するに資する。 

本学は評議会のほかに、教育研究の遂行に必要な委員会を設置している。各委員会は

学則または各自の規程に基づいて設置され、学生部長、教務部長及び図書館長を委員長

として適切に運営され、その委員会での検討結果の一部は教授会に上程され、教授会の

議を経て全体に周知されることで、大学教学運営の一翼を担っている。 

学習効果の向上については、教員だけが関わるのでは不十分である。事務局の役割が

年々大きくなってきている。本学では平成22年度、平成23年度に事務局組織の改編を行

い、それまでの教務学生課を分割して教務課、学生支援課の2課とした。そのことによっ

て、教務部門が学生支援から分離され、教員の教育指導を支援する部門に特化され、教

育体制・内容の一元化に資することが可能になり、教務部の諸委員会の連携が生まれた。

特に、教務委員会で検討されるカリキュラム編成、シラバスを、FD委員会が担っている

授業評価と結びつけることによって、FD委員会からの、教員の授業改善に向けての提言

を可能にし、その結果、教務部にその効果を検証するデータを分析する機能を持たせる

ことが可能となる。そして実効性を高めるためには教務部長の指導力が重要となる。一

方の学生支援課は入試・学生募集活動から入学後の学園生活、そして就職指導を一貫し

て支援する部門として、学生に常に寄り添う体制を確立することができた。この学生支

援課は、別に学生部長を長とするキャリアセンターの事務部門としても位置づけられて

いる。キャリアセンターは学科・専攻のクラス担任・就職委員をも巻き込み、教員と事

務職員が協力して学生のキャリア形成を図る組織で、事務部門である学生支援課だけで

は十分徹底しない学生への連絡とキャリア形成を定着することが期待されている。特に

「キャリアデザインノート」「キャリアビジョンノート」の活用によって日常的に教職

員一体となっての学生指導の徹底が可能になった。ともに今後その実効性を向上させる

取組が必要である。図書館は教育機関にとっては、知識の宝庫であり、図書館の活動は

学生の学習意欲・学力向上を側面から支援する部門として重要である。そのためには、

教員の図書館活動への理解と協力が不可欠であるとともに、図書館員のサービス態度・

姿勢が求められる。図書館長は教員が積極的に参加する選書システムを確立し、図書館

報「らぶっく」を発行し、また大学紀要の編集体制の改善を図るなど、図書館事業の質

的向上に先頭に立って取り組んでいる。 

学長はまた、教員の教育研究活動の活性化を促している。外部資金の獲得には率先し

て取り組み、就任した平成21年度の文部科学省の「大学教育・学生支援推進事業」【テ

ーマA】大学教育推進プログラムに応募した「子ども期の健康を支える職業人養成教育」

が採択され、平成23年度までの3年間、学科・専攻の垣根を越えた全学的取り組みの展開

を主導した。その成果は教員・学生に徐々に浸透していくものと期待される。また「大

学教育・学生支援推進事業」【テーマB】学生支援推進プログラムにも本学の取組「キャ

リア形成の充実による就職等総合的な学生支援」が採択され、平成21－22年度間、副学

長が主導して成果を上げ、その活動は上記キャリアセンターに引き継がれている。さら

に個人の研究を活性化する意味で、科学研究費補助金への応募を奨励し、その不採択者

には学内予算措置として「研究助成金制度」を制定し、学内研究費とほぼ同額の助成金
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を交付して、研究意欲を持続させる工夫を行っている。 

なお、学長は、法人が定める「学長候補者選考規程」に基づき、理事会が選出する代

議員と法人評議員会が選出する代議員、それに短期大学教授会で選出される代議員とが

学長候補者選考代議員会を構成し、理事会、短期大学教授会のそれぞれが推薦する候補

者について審議して学長候補者を決定し理事長に報告する。理事長はその候補者の中か

ら学長を任命する、という選考手順をたどる。このことから、理事長によって任命され

る学長は、大学運営に全力を傾注できる環境にあり、支障なく職務遂行に努めることが

できる。 

 

(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。  

本学は開学以来45年間、時代の要請に応じた学科・専攻の改編を行うとともに、それ

に合わせた教学体制の見直しが行われ、運営体制を変更してきた。その中で、平成21年

度の看護学科開設、平成23年度の専攻科地域看護学専攻設置によって、本科が4学科2専

攻に、専攻科が2専攻制になったことにより、創設期の2年制課程体制から、3年制課程（専

攻科のある学科は通年で4年制）の学科が入学定員の半数近くを占めるに至ったことは近

年の大きな変化といえる。すなわち、現在学科の入学定員300名中、2年制課程160名に対

して、3年制課程140名である。収容定員でみると、2年制課程学科の320名に対して、3

年制課程学科は420名、57％を占める。この変化に対応するために、これまで部分的に改

正してきた規程の全面的な見直しが必要な時期に来ているといってよい。そして、教職

員は、3年制課程を含めた4学科2専攻という、多様な学生を指導し対応する意識を持ち行

動するように改めなければならない。現状では意識はしても行動が伴っていない。 

組織が拡大し、教育分野が多様化したことから、把握必要な範囲が個人での能力を超

えてきた現状に鑑み、何よりも組織として円滑に機能する体制を構築することが求めら

れる。そのため、平成21年以来、規程の改正を行ってきた。よってまず、その規程の周

知徹底を図ることが必要である。 

規程改正に合わせて事務組織の改編も行われた。今後は、事務組織に立脚している学

生部、教務部、図書館のそれぞれの機能・役割を明確にすること。教員・事務職員とも

に、その管理職者が大学経営・運営への意識をいっそう高めるためにその権限の明確化

を図ることが課題である。 

新しい時代を迎えるにあたって、全国に先駆けての少子高齢社会に突入する高知県に

おける唯一の私立高等教育機関として、今後も活動していくためには、何よりも、まず

はこれまでの慣例を廃して、新たな事態に挑戦する意識を持って行動することが求めら

れる。 

 

 

基準Ⅳ-C ガバナンス  

 

(a) テーマ全体の自己点検・評価の要約を記述する。 

 １．監事 

 監事は、学校法人の業務及び財産の状況について適宜監査を行い、理事会に出席
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して意見を述べている。また、毎会計年度に監査報告書を作成し、理事会及び評議

員会に提出しており、寄付行為の規定に基づいて適切に業務を行っている。 

 ２．評議員会 

 評議員会は、理事の定数の2倍を超える数の評議員をもって組織し、寄付行為の

規定に基づいて開催している。また、私立学校法第42条の規定に従い、理事会の諮

問機関として適切に運営している。 

 ３．ガバナンス 

 学校法人及び短期大学は、中・長期計画に基づいた毎年度の事業計画と予算を、

関係部門の意向を集約し、適切な時期に決定のうえ、決定した事業計画と予算を速

やかに関係部門に指示している。年度予算は適正に執行し、日常的な出納業務を円

滑に実施の上、経理責任者を経て理事長に報告している。計算書類、財産目録等は、

学校法人の経営状況及び財産状態を適正に表示しており、公認会計士の監査意見へ

の対応は適切である。 

 また、資産及び資金（有価証券を含む）の管理と運用は、適切な会計処理に基づ

いて記録し、安全かつ適正に管理している。財務情報については、学校教育法施行

規則、私立学校法の規定に基づき、公開している。 

 

(b) 自己点検・評価に基づく改善計画を記述する。  

１の監事について、監事が監査に関する情報をどのように収集するのかが課題である。 

 

 

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。 

 

(a) 自己点検・評価を基に現状を記述する。 

監事は、学校法人の業務及び財産の状況について適宜監査を行い、理事会に出席して

意見を述べている。また、毎会計年度に監査報告書を作成し、理事会及び評議員会に提

出しており、寄付行為の規定に基づいて適切に業務を行っている。 

 

(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。 

監事は寄付行為の規定に基づいて適切に業務を行っており、特に課題はない。 

 

 

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。 

 

(a) 自己点検・評価を基に現状を記述する。  

評議員会は、理事の定数の２倍を超える数の評議員をもって組織し、寄付行為の規定

に基づいて開催している。また、私立学校法第 42条の規定に従い、理事会の諮問機関と

して適切に運営している。 
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(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。 

評議員会は理事会の諮問機関として適切に運営しており、特に課題はない。 

 

 

基準Ⅳ-C-3 ガバナンスが適切に機能している。 

 

(a) 自己点検・評価を基に現状を記述する。 

学校法人及び短期大学は、中・長期計画に基づいた毎年度の事業計画と予算を、関係

部門の意向を集約し、適切な時期に決定のうえ、決定した事業計画と予算を速やかに関

係部門に指示している。年度予算は適正に執行し、日常的な出納業務を円滑に実施の上、

経理責任者を経て理事長に報告している。計算書類、財産目録等は、学校法人の経営状

況及び財産状態を適正に表示しており、公認会計士の監査意見への対応は適切である。 

また、資産及び資金（有価証券を含む）の管理と運用は、適切な会計処理に基づいて

記録し、安全かつ適正に管理している。財務情報については、学校教育法施行規則、私

立学校法の規定に基づき、公開している。 

 

(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。 

ガバナンスは健全に機能しており、特に課題はない。 

 



高知学園短期大学 

105 

 

選択的評価基準１．教養教育の取り組みについて 

 

(a) 本学の現状 

本学の教養教育は学則で定めた「広い教養」を身につけるために、哲学や心理学など

の開学当初から開設している科目と、茶道や書道といった実技を主とする日本の伝統美

学、手話を取り入れたヒューマンコミュニケーション、少人数教育による教養教育のゼ

ミ（哲学ゼミ、化学ゼミ、英語ゼミ、スポーツ科学ゼミ、情報科学ゼミ）など時代の変

化に対応した特色のある科目を設けている。 

学科ごとにその教育目標に即した教養教育科目を開設している。また、生活科学学科

と幼児保育学科は 2年制課程で、医療衛生学科医療検査専攻、同歯科衛生専攻、看護学

科は 3年制課程であるため、学科ごとに必修選択科目、取得単位数が異なっている。 

 

(b) 本学の課題 

従来からの多様な教養教育科目を設定してきたが、今後は現代の本学学生に求められ

る教養を再検討するとともに、必要に応じて再構築することが課題である。特に、本学

では広い教養と健全な社会性を身につけた専門的職業人の育成を目的としている。前者

の広い教養については、これまでに設置された科目の成果を見直すことが課題である。

また、後者の健全な社会性について、従来は既存の授業の中で取り上げたり、授業以外

に特別の時間を設けたりして取り組むことが多かった。しかし、その取り組みが単発に

止まる限界も予想されることから、今後は就職への意識向上に重点を置いたカリキュラ

ムを編成し、定期的、継続的に指導することが求められる。 

    

(c) 改善計画  

平成 23年度は、教養教育委員が徳島県鳴門市で開催された第 59回中国・四国地区大

学教育研究会に参加し、他大学の取組を学ぶとともに、それを参考に本学のカリキュラ

ム改正に向けた情報収集を行った。今後も社会のニーズや他大学の取組を参考にしなが

ら、各学科に求められる教養教育科目の整備に努めていく。さらに、平成 24 年度には、

本学が平成 21年度より 2年間取り組んだ文部科学省の大学教育・学生支援推進事業【テ

ーマ B】学生支援推進プログラム「キャリア形成の充実による就職等総合的な学習支援」

の成果を基盤に、職業意識の向上を目的とした科目の設置を検討する。 

 

基準（1） 教養教育の目的・目標を定めている。  

本学の教養教育の目的は、幅広い知識と教養を身につけ、学生の心のゆとりや資質を

高めることにより、専門への高度の知識に繋げることである。目標は、専門課程の学習、

資格取得、進学の基盤となる学力の向上である。 

基準（2） 教養教育の内容と実施体制が確立している。  

本学での教養教育の内容と実施体制は、以下のとおりである。 

①教養教育の卒業必要取得単位数 

・生活科学学科では、12単位（うち必修2単位） 

・幼児保育学科では、12単位（うち必修8単位） 
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・医療検査専攻では、14単位（うち必修10単位） 

・歯科衛生専攻では、12単位（うち必修4単位、但し科学的思考の基礎から4単位、

人間と生活から倫理学（必修2単位）、社会学・心理学（選択2単位）から計4単

位、人間と生活から英語Ⅰ・Ⅱ（必修計2単位）、その他11科目から2単位（選

択）の計4単位） 

・看護学科では、教養教育科目及び専門教育科目の中の基礎分野の中から13単位（う

ち必修10単位） 

②平成21年度～23年度までの各学科の教養教育科目数と担当教員について 

 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 

科目数 
本学 

教員 

非常勤

講師 
科目数 

本学 

教員 

非常勤

講師 
科目数 

本学 

教員 

非常勤

講師 

生活科学学科 39 8 11 39 9 10 36 8 11 

幼児保育学科 32 9 10 32 10 9 30 9 9 

医療検査専攻 19 4 13 19 5 12 19 4 13 

歯科衛生専攻 13 4 7 13 4 7 13 3 8 

看護学科 25 10 10 25 10   10 24 10   10 

［注］1．その年度に開講した科目数 

2．医療検査専攻、歯科衛生専攻は、基礎科目の科目数 

3．看護学科は、教養教育科目と専門教育科目の基礎科目の科目数 

基準（3） 教養教育を行う方法が確立している。  

①教養教育を担当する教員は、シラバスを作成し、年度当初に学生に配布している。

記載事項は、授業科目、単位数、関連学科等、担当教員、授業の目的・テーマ、16

回分の授業計画（講義１単位は8回）、授業方法、テキスト、参考文献、評価方法、

履修上の注意等である。学生が教養教育を受ける際の手引きになるよう配慮し、年

度当初に行われるオリエンテーション時にシラバスの意義や活用の仕方について

教務部長が説明している。また、教養教育の選択方法、取得を目指す資格との関連、

その他不明な点は、クラス担任や教務委員が学科別のオリエンテーションで説明を

行っている。 

②本学における教養教育担当者は、平成15年度以降に教養教育所属から各学科所属へ

と変更されているが、教養教育担当者間の意思疎通を図るために、教養教育委員会

を設けている。この他、各学科から依頼のある教養教育科目を中心に、カリキュラ

ムの検討と授業改善等を行い、担当教員間の意思疎通を図っている。 

③本学では、放送大学と単位互換協定を結び、同大学の多彩な教養教育科目を導入し、

一層のカリキュラムの豊富化と内容の充実を図っている。 

基準（4） 教養教育の効果を測定・評価し、改善に取り組んでいる。 

教養教育の効果を測定・評価する点に関しては、教員側からは、成績の評定を授業態

度・レポート、試験の三つで各パーセンテージを決めて評定している教員が多く、単位

修得状況から授業効果がわかる。また学生側からは、教員の授業評価アンケートが出さ

れ、それにより授業に対する学生の反応とその効果を読み取ることができる。この両者

から教養教育の効果の測定・評価が理解できる。また、教養教育では、年度末に教養教
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育ゼミを履修した学生の報告書を毎年作成しているが、学生達が書いたレポート集を読

むことにより授業効果の習熟度が理解でき、そのレベルの程度も読みとれる。 

さらに、教養教育の改善であるが、各学科内や学科間の問題等は教養教育委員を通じ

て、その改善を図っている。また、学生の授業評価アンケートに関する問題は、集計さ

れた内容がフィードバックされるので、改善点があれば、その修正を行っている。 

教養教育科目の学力向上を図るため、入学前に学習すべき課題を与えるなど、各学科

の特性を考慮した工夫をしている。 

 

 

  



高知学園短期大学 

108 

 

選択的評価基準２．職業教育の取り組みについて 

 

(a) 自己点検・評価を基に現状を記述する。  

本学の教育目的である「広い教養を授け、専門の職業教育を施すと共に、よき社会人

を育成し、もって人類の福祉と文化の進展に寄与すること」に基づいて、全学科・専攻

は、社会に通用する専門的職業人を育成し、13,000余名の卒業生を社会に送り出し、食、

教育、保健、医療の分野で活躍している。 

平成21年度より2年間、文部科学省の「大学教育・学生支援推進事業【テーマ B】学生

支援推進プログラム」に選定され、「キャリア形成の充実による就職等総合的な学習支

援」に取り組んでいる。 

また、平成21年度から3年間、文部科学省の「大学教育・学生支援推進事業 【テーマ

A】大学教育推進プログラム」に選定され、「健康、食、教育、医療」を中心とする本

学の学科構成を生かし、「子ども期の健康を支える職業人養成教育」をテーマとして全

学科が横断的に取り組んでいる。両テーマとも、発表、報告書、アンケート等で効果を

測定し、また内外からの評価を受け改善しながら取組みを進めている。 

 

(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。  

後期中等教育機関や社会への説明の機会を増加し、工夫をすることにより、本学が養

成している専門的職業が果たす役割と需要について理解を求める。 

より多くの学生が、資格を取得して卒業し就職できるよう支援体制を強化する。臨床

検査技師、歯科衛生士、看護師の国家試験合格率を高め、より多くの社会に有意な職業

人を輩出するよう努める。 

 

(c) 自己点検・評価を基に改善計画を記述する。  

平成22年度には、あらたに学生支援課とキャリアセンターを設置し、学生のキャリア

教育と就職支援体制を強化・整備した。その機能を活用して教職員がより効果的な学生

支援の方法を学び、さらに連携することにより、職業教育体制を強化する。 

 

基準（1） 短期大学における職業教育の役割・機能、分担を明確に定めている。  

生活科学学科では、栄養士、栄養教諭、フードコーディネーター、情報処理士。幼児

保育学科では幼稚園教諭、保育士。医療衛生学科医療検査専攻では、臨床検査技師、医

療衛生学科歯科衛生専攻では歯科衛生士、看護学科は看護師と養護教諭というように、

短期大学の各学科・専攻は、各々の職業教育の役割と機能分担を明確に定めている。 

基準（2） 職業教育と後期中等教育との円滑な接続を図っている。  

本学における職業教育の内容を、入学試験募集委員会の委員が高校訪問し、進路指導

責任者、クラス担任等に説明している。入試説明会やオープンキャンパスにおいて、高

校生やその保護者に、職業資格取得に必要な教育内容を提示している。また、高校の要

請により各科の教員が出前授業を行い、職業教育内容を紹介している。以上のような

様々な取組をし、生徒とその保護者、高校教員に対して本学の職業教育内容の理解を深

めるよう、円滑な接続を図っている。 
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基準（3） 職業教育の内容と実施体制が確立している。  

全学科・専攻の教育内容は、基準（1）に示すとおり資格取得を目的としたカリキュ

ラムが編成されており、実施体制が確立している。 

各学科・専攻ごとに就職担当教員が就職委員として就職委員会を組織し、事務局学生

支援課に就職担当職員を配置し、学生の就職活動の支援を行っている。就職委員の主な

活動は、各学科・専攻において学生の就職に関する情報交換や、就職指導を行い、就職

に関する情報が学生に広く浸透するよう努めている。事務職員は、就職に関する求人票

の受付から求人開拓、学生への周知、就職にかかわる指導全般を行い教職員が連携を道

に全学的に支援活動に取り組んでいる。 

学生支援課の職員は、就職活動に必要なマナー指導やエントリーシート・履歴書作成

指導、面接に係る指導支援を行っている。また、平成21年度より文部科学省の「大学教

育・学生支援推進事業【テーマB】学生支援推進プログラム」の選定を受け、「キャリ

ア形成の充実による就職等総合的な学習支援」をテーマに、キャリア形成の充実を図る

ためのセミナーや、求人情報等が広く平等に学生達に伝わるための「ITシステム」の充

実を図っている。 

基準（4） 学び直し（リカレント）の場としての門戸を開いている。  

科目等履修生、卒後研修生制度がある。生涯学習として、以下の講座を毎年開講して

いる。生活科学学科は栄養士の有資格者対象の「管理栄養士国家試験準備講座」、幼児

保育学科では、幼稚園教員・保育士及び一般を対象とした「子どもの歌と伴奏について」

等の各種講座、医療衛生学科医療検査専攻では、臨床検査技師を対象とした「初心者の

ための超音波検査入門」である。 

基準（5） 職業教育を担う教員の資質（実務経験）向上に努めている。  

医療衛生学科医療検査専攻では、その専門分野に関係する学会や各種研修会、講習会

に積極的に参加し、資質（実務経験）向上に努めている。 

医療衛生学科歯科衛生専攻では、職業教育を担う教員として、全国歯科衛生士教育協

議会主催の専任講習会研修（平成19年度～21年度）を受講して、資質向上（実務経験）

に努めている（専任講習会Ⅰ～Ⅳ期）。 

看護学科では、担当教員が、学生の医療現場での看護実習の指導をするとともに教員

は事前研修を行い、資質（実務経験）の向上に努めている。 

全学的に学部卒の教員には、大学院の社会人入学制度を活用し、大学院での学び、研

究能力向上と資質向上を図っている。 

基準（6） 職業教育の効果を測定・評価し、改善に取り組んでいる。 

職業教育の効果は、資格取得者の人数、割合で測定している。特に、国家資格である

臨床検査技師、歯科衛生士は合格率で効果を測定・評価でき、合格率を上げるよう日常

の教育内容の見直しと国家試験対策を強化し改善に取り組んでいる。 

平成21年度より２年間、文部科学省の「大学教育・学生支援推進事業【テーマB】学

生支援推進プログラム」に選定され、「キャリア形成の充実による就職等総合的な学習

支援」に取組んでいる。 

また、平成21年度から3年間 文部科学省の「大学教育・学生支援推進事業 【テーマ

A】大学教育推進プログラム」に選定され、「健康、食、教育、医療」を中心とする本
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学の学科構成を生かし、「子ども期の健康を支える専門的職業人養成教育」をテーマと

して取組んでいる。両テーマとも、発表、報告書、アンケート等で効果を測定し、また

内外からの評価を受け改善しながら取組んでいる。 

 

 

平成平成平成平成21212121年度年度年度年度からからからから3333年間年間年間年間    文部科学省文部科学省文部科学省文部科学省のののの「「「「大学教育大学教育大学教育大学教育・・・・学生支援推進事業学生支援推進事業学生支援推進事業学生支援推進事業    【【【【テーマテーマテーマテーマ AAAA】】】】大学教大学教大学教大学教

育推進育推進育推進育推進プログラムプログラムプログラムプログラム」」」」にににに選定選定選定選定されたされたされたされた。。。。    

 

１．取組名称 「子ども期の健康を支える職業人養成教育－成長期の子どもに応じた口腔

の健康教育ができる職業人の育成と地域貢献－」 

２．目的と概要 

本取組は、本学の教育理念である「世界の鐘が呼びかける平和と友愛の精神を柱とし、

自由と規律を尊び、真理を深め、創造性と情操を培い、幅広い教養と健全な社会性を身

につけた専門的職業人を育成する」ことを基本方針として展開している。また、「健康、

食、教育、医療」を中心とする本学の学科構成を生かし、本取組のテーマである「子ど

も期の健康を支える職業人養成教育」を目的としている。 

高知県はここ十数年来人口減が続き、少子化が著しく進行している。この傾向は今後

も続くことは確実であり、このような状況が推移していく中で、子どもは本県にとって

ますます貴重な人材となり、子どもたちの心身の健全な育成が急がれる。しかし、その

子どもたちの健康が損なわれつつある。個食や偏食などの食生活の乱れと、それに伴う

むし歯や歯肉炎が増加していることが明らかになっている。このような状況を改善する

ために、本学の生活科学学科、幼児保育学科、医療衛生学科、看護学科の学生が、幼児、

児童、生徒に対して「栄養、食生活、食育、肥満対策、口腔の健康教育、病気の予防」

についての指導をする。子ども達が幼少期に正しい健康教育を受けることは、少年期へ

の健全な心身の発達へつながり、それは高知県にとって有意義なことであると同時に学

生の地域貢献につながる。 

本取組を効果的に実践するために、学生は学内において本学の各学科・専攻共通の「健

康教育」とそれぞれの学科の専門教育内容を生かした講義・演習を学習する。学内での

講義では、教育の観点から子どもの発達段階の把握とそれに応じた教授法、教育媒体の

研究とともに、現代社会の進展に伴う子どもを取り巻く生活環境の変化について現状認

識の重要性を学ぶ。演習では実践活動に必要な調理実習、歯みがき指導、歯垢の微生物

学的考察などを行う。 

学内における講義・演習を履修後、学外に出て実践活動を行う。学生自身による課題

探求能力を育てることを目指しており、地域社会と一体となって学生参加型の実践を行

う。具体的な活動としては、①高知市内を中心とした保育園、幼稚園、小・中学校及び

高等学校と連携をとり、歯磨き指導を中心とした幼児・児童・生徒の健康教育を行う。

②県内の自治体と連携しながら地域のイベントに参加する。③地域の保健センターに出

向き、子どもたちにはブラッシングを中心とする歯磨き指導、身体測定、病気の予防の

ための手洗い指導や生活習慣病の予防法など、またその親たちには歯の健康によいおや

つを含め、食育についての情報提供など、各学科の専門性を生かした活動を行う。 
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学生はこの「健康教育」の活動を通して子ども期に関する総合的知識を得ることがで

きる。地域の幼児・児童、保護者と健康問題について考え話し合うことができ、さらに、

地域の保健師、保育士、小中学校養護教諭や行政関係者との意見交換を通して「コミュ

ニケーションスキル」を修得することができる。また年代の異なる人々との交流は、同

世代の均一な学生生活では学び得ない世代を超えた人間への理解につながり、協調・協

働を通して地域の子育て支援を体験し、将来の進むべき専門的職業人としての自覚を深

め、学習意欲やソーシャルスキルを習得できる。全学科共通での取組は、他学科の教育

内容や職業を理解し、自分が目指している職業との関連性を考察することができ、「職

業観」の確立につなげることができる。 

グループ活動は社会性や協調性、協働性を養成することができ、実社会の現場におけ

る他職種の理解とチームワークの精神を培うことになる。 

また、アンケート調査の分析により、課題探求能力を涵養し、フォーラムでの発表会

や報告書作成などによって、情報入手能力、問題解決能力、発表能力や文章作成能力を

学ぶことができる。 

これらの学内外の幅広い学びや実践教育は「学士力」や「人間力」を育成、向上させ

ることができ、このことはひいては、「市民としての社会的責任感」や「倫理観」「社

会貢献の精神」を身につけることができる。 

指導する教員にとっては、問題点、改善点の検証を通して、この取組をより意義深い

ものに高め、継続する力を培うことができる。すなわち「教育力」の向上もこの取組の

目的である。 

３．取組について 

（1）取組を実施するに当たっての背景と選定理由 

医療衛生学科歯科衛生専攻では、昭和50年より、幼稚園、保育所、学校などにおいて

歯みがきなどの健康教育を行ってきた。この教育活動を強化発展させ、現行の健康教育

を行うに至った理由は以下の通りである。 

まだ自己管理が十分ではない、幼児・児童を対象とした健康教育をより効果的に行う

ためには、幼児・児童とその教育についての知識が不可欠であることが痛感されてきた。

同時に学生からも、幼児・児童の発達段階に応じた対応の仕方、幼児・児童を惹き付け

る教材の作製に専門的見地・経験からの助言を求める声があり、歯科衛生専攻から幼児

保育学科に協力を依頼した。加えて取組の内容が幼児・児童の食生活と繋りをもってい

るため、食育という面からの協力を生活科学学科に依頼することとなった。さらに、医

療衛生学科医療検査専攻による口腔内細菌についての演習が加わり、この取組は、全学

科を横断した取組へと発展した。それに伴い評議会・教授会において連携・協力が検討

され、健康教育委員会が立ち上げられた。平成20年度には看護学科設置に伴い、保健指

導を主軸とする看護学科の参加によりこの取り組みはさらに充実したものになった。 

地域での活動を初期の段階から推進している理由は、健康の領域における「地域格差」

問題にある。幼児・児童の歯の健康状態に関して、高知市と郡部を比較すると郡部の方

が概してむし歯罹患率及び歯肉炎有病者率が高い。その理由として、郡部では歯科医師

や歯科衛生士の数が少ないために、幼稚園・保育所及び学校はもちろんのこと、地域で

の口腔衛生指導も不十分であるということが挙げられる。これは、健康の領域における
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「地域格差」と言えるであろう。 

この活動が平成21年度から3年間、文部科学省の「大学教育・学生支援推進事業【テー

マ A】大学教育プログラム」に選定された。 

選定理由 

当該取組は、本事業の趣旨に照らして審査を行った結果、教育の質の向上への大学等

の対応が優れているとともに、取組の実現性、一定の成果と今後の展開についても期待

できると評価できる。  

[特に優れた点]  

・社会的ニーズを踏まえた学生参加型の職業人養成の取組として、趣旨、目的、目標が

明確で、実施内容、実施体制もよく整理、整備されている点が評価できる。  

・大学と地域とが連携し、子ども期の健康を支える活動を通して、学生教育と地域貢献

の両者の充実を図ろうとする試みは意義あるものと認められる。  

・評価方法では、学生評価、学生間相互評価、その他外部機関の評価など多様な評価を

取り入れ、また、教員の活動も評価の対象にするなど興味深いものがある。 

(2)取組の具体的内容  

教育効果を上げるために、この取組を、講義、学内演習、学外実践と三段階に分けた。

講義においては、口腔衛生法、健全な歯や顎の形成に必要な食育、メタボリックシンド

ロームについての知識と基本的生活習慣の確立、幼児の心理、幼児教育法など「口腔の

健康教育」を核にして総合的な学力を身につけさせる。なお、講義・演習はすべて本学

の専任教員が行う。 

学内演習においては、口腔清掃法を実践したり、歯垢を顕微鏡で観察したり、また歯

の形成や発達に必要な食事やお菓子を実際に作る。学内で歯の健康に関する理論と実践

を学習してから、幼稚園、保育所、小学校などにおいて健康教育を実践する。特に、歯

の健康教育が十分になされていない郡部に赴き行政や地域団体の協力を得て保健福祉セ

ンターなどを利用し、歯みがき指導、栄養指導、肥満対策としての体組成の計測、生活

習慣病と病気の予防法の説明などを行い、幼児・児童のみならず保護者にも健康に関す

る啓発活動を行う。 

高知市内と郡部での実践の際に、学生は、幼児とその保護者に、おやつや食事内容、

歯みがきの現状等に関してアンケート調査を行う。先に述べたように、郡部のむし歯罹

患率は高知市内に比べ高いが、アンケート調査などによって、その理由を探り出す。こ

のことによって「課題探求能力」を育成することができる。 

(3)実施体制 

本取組は、本学の教育目標の一環として、平成16年度の教授会において審議検討した

結果、「健康教育」として教育課程の中に組み入れられた。そして教務委員会の下に教

務部長を委員長とし、各学科の教員1名以上及び教務課長からなる「健康教育委員会」を

設けた。この委員会で教育内容の検討、活動計画、予算計画等を立て実践活動の中心と

なる。 

健康教育委員会の役割は次のとおりである。 

①この科目は全学科にまたがるので、授業内容・方法はこの委員会において検討す

る。この健康教育は、当初は全学科共通の選択科目としたが、平成19年度の委員
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会で各学科の教育内容を検討した結果、医療衛生学科歯科衛生専攻では必修科目

とした。 

②この取組の担当者は、健康教育の授業を行う教員の授業を聴講し、その内容が健

康教育の教育目標に沿ったものであるかどうかを検討する。 

③地域の行政や保健師との交渉は、この委員会が担当する。 

④幼児・児童の健康教育の分野で、学内外において活動するために必要なのは人材

である。本学の学科構成は、食と健康（生活科学学科）、医療（医療衛生学科医

療検査専攻、同歯科衛生専攻、看護学科）、教育（幼児保育学科）の分野から成

り立っており、幼児・児童に対して充実した健康教育を教授する体制が整ってい

る。 

各学科の取組内容（いずれの分野も本学の専任教員が担当する。） 

・生活科学学科：健康によいおやつなどの調理実習、食育と歯の健康。 

・幼児保育学科：幼児の心理、幼児教育法の教授。幼児・児童に対する指導案

と媒体の作成。地域における実践活動においては、はじめに歌や音楽、遊びを

とおして子ども達の関心をひきつける。 

・医療衛生学科医療検査専攻：口腔常在微生物の観察、健康調査に関わる事項（体

組成測定等）。 

・看護学科：手洗いの仕方など基本的生活習慣と病気の予防。 

⑤学生の地域での活動の際は、5～10名のグループ分けして、少人数で活動する。

そのグループには、生活科学学科、幼児保育学科、医療衛生学科医療検査専攻、

同歯科衛生専攻、看護学科の健康教育委員の他に各学科の教員も参加し、専門の

異なる教員が協力しながら指導する。学科の異なる教員が少人数にグループ分け

した学生の指導により、高い教育効果が望まれる。 

(4)取組の評価体制・評価方法 

学生の評価に関しては、担当教員の評価、幼稚園・保育所の教員による評価、学生の

相互評価、発表会での評価等多面的な評価を行う。 

教員の活動も、学生の評価、幼稚園・保育所の教員の評価、保護者の評価などを受け

る。またこの授業に参加する教員は、専門の異なる教員間のレビューを受け、自分の専

門分野を多様な面から評価を受ける。これらの評価を本学の FD委員会で検討し、教員

の FDにつなげていく。 

①評価体制 

本取組を効果的な教育内容とするために、以下のような体制を整えている。 

・授業終了時に学生による授業評価を実施する。 

・幼稚園、保育所、小学校、保健福祉センターの行政職員、また参加した保護者と反

省会を開き、学外から評価を受け、より効果的な取組になるように努める。 

・健康教育委員会では、「健康教育」というテーマを中心に教育内容が有機的・組

織的に関連しあうように協議を重ねる。この授業に参加する教員は、専門の異な

る教員間のレビューを受け、自分の専門分野を多様な面から見直し、授業改善を

行う。 

・本学の自己点検評価委員会において、平成22年7月に改訂された「短期大学評価基
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準」の選択的評価基準2 職業教育の取り組みについて自己点検・自己評価する。 

・財政支援期間終了時における評価体制については、まず健康教育委員会にお

いて審議検討する。そしてその結果を、評議会に提出する。評議会は、学長、副

学長、学生部長、教務部長、図書館長、各学科長、専攻長、事務局長を構成メン

バーとする会議である。この評議会において、取組の最終的な総括を行う。また、

本学は平成20年度より「四国地区大学教職員能力開発ネットワーク（SPOD）」

に加盟しているため、SPOD加盟校と連携し、本取組の外部評価を依頼し、取組

の改善に役立てる。 

②評価方法 

・学生の自己評価を10点満点で記載し、提出する。また学生間相互評価を行い、優

秀者を選出し、その結果は評価に加える。 

・学生による授業評価（5段階評価）を実施し、定量的な評価方法を取り入れて測定

する。その評価結果を基に授業改善を行う。 

・幼稚園教諭、養護教員、保育士、園長などに、実践後アンケート調査を実施し、

その評価を5段階評価で表示し、定量的に測定する。その評価結果を基に取組の改

善を行う。 

・健康教育委員会を開催し、実施施設との反省会、アンケート調査の結果、学生の

自己評価と学生間相互評価、学生による授業評価などについて総合的に点検評価

し、取組に反映させる。 

４．平成23年度の取組と成果 

平成 23 年度の取組は、学内での講義、演習を経て 6 月から「歯っぴいスマイルフェ

ア 2011」への参加、地域での活動及び高知市と連携した歯磨き指導を行った。特に歯磨

き指導では、指導を受けた幼児、小・中・高校生、養護学校生徒は 4069 名に上り（平

成 21年度 727名、平成 22年度 2341名）、学生は継続して多くの経験を重ねて飛躍的

に成長した。そして、平成 24年 1月には 3年間の成果と今後の展望を発表する場とし

てフォーラムを開催し、また 3月には地域での活動を行った幼稚園・保育園に赴いて意

見交換会を行い、今後の取組について意見交換を行った。 

これら取組と成果については、「平成 23年度健康教育」として冊子にまとめている。 

 

 

平成平成平成平成 21212121 年度年度年度年度からからからから 2222 年間文部科学省年間文部科学省年間文部科学省年間文部科学省のののの「「「「大学教育大学教育大学教育大学教育・・・・学生支援推進事業学生支援推進事業学生支援推進事業学生支援推進事業【【【【テーマテーマテーマテーマ BBBB】】】】学生学生学生学生

支援推進支援推進支援推進支援推進プログラムプログラムプログラムプログラム」」」」にににに選定選定選定選定されたされたされたされた。。。。    

 

１．取組名称  「キャリア形成の充実による就職等総合的な学生支援」 

２．取組の概要 

本学は、医療・食・教育に関する専門的職業人の育成を目的としているが、少子

化時代を迎え、目的意識の希薄化等により、職業人としての基礎能力やどのような

時代にあっても対応し得る就業力の育成が課題となっている。 

この課題に対応するため、本学の学生支援課を事務局としてキャリアセンターを

開設し、学生のキャリア形成や就職指導、支援の企画立案等にあたっている。具体
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的な指導・支援方策として、関係業界で活躍する講師による講演会や交流会の開催、

職業人としての意識の高揚を図る系統的なプログラムの実施、自己分析力・自己表

現力や企業研究力醸成のための講座の開設、就職相談会の開催、企業情報の発信収

集のためのプログラムの開発及び IT 関連機器の拡充整備等を計画し実施している。

これらを通じて個々の学生のキャリア形成強化を図り学生自らが目的意識を持ち就

職活動に積極的に果敢に挑戦するための総合的支援を実施するための取組である。 

３．目的・必要性 

(1) 全体的 

学生の就職指導・支援に関するソフト・ハード両面にわたる充実により、入学か

ら卒業にいたる段階に応じた基礎能力の修得や社会的自立の育成、人間力の向上等、

キャリア形成の充実を図り、加えて FD や SD の充実により、教職員の指導力の向

上を図ることにより、学生の学習意欲の向上を促し、確かな学士力の確保や教育力

を高め、専門的職業人を育成することを目的とする。 

(2) 22 年度の目的 

21 年度の実績を踏まえ、学生の入学から卒業に至る諸段階に応じ、長期的な視点

を持ち、計画的かつ効果的な活動計画を確立し、学生達のキャリア形成支援を行う。

そのため、学科、学年、全学年それぞれに応じた啓発セミナーや先輩達の講演、企

業や施設との連携による就職説明会、専門領域のより効果的な学習のための研究・

工夫を行うことにより、学生達のキャリア形成の充実を図り、人生観や職業観を醸

成する。一方で整備された IT環境の活用を促し、就職活動も支援する。本事業終了

後も視野に入れ、キャリア教育を教育課程に取り入れた活動計画（キャリア教育支

援プログラム）とする。 

４．実施体制 

(1) キャリアセンターの創設（高知学園組織規程第 3 条及び高知学園短期大学広報活

動並びに学生支援組織に関する規程） 

(2) 組職 

キャリアセンター長（学生部長）、運営会議（学長の指名する教職員 4名）及び、

学内の就職委員会（各学科の教員及び学生支援課職員 7名で構成）で組織 

(3) 目的 

学生のキャリア形成に関する支援、指導を行う。 

５．平成 22年度実施計画とその成果 

(1) 就職用サーバ機の設置、学生用パソコンの配置、及び キャリアフロアの開設等施

設、設備の充実（フロア面積 2倍に拡大、キャリアフロアにデスク、書架等の配

置、就職支援システムのソフト開発、就職用サーバ機の設置、パソコンを 2台か

ら 15台に増設） 

キャリアフロアの充実により、学生が求人票その他の就職情報の取得が増大し、

就職指導の充実が図れ、1 年次からの学生も含め、連日学生達が溢れる状況が見

られるようになった。就職支援システムのソフト開発により、全学生がいつでも

どこでも就職情報を得られることから、1年次からの意識高揚が図れた。 
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(2) ホームページ改訂及びホームページ更新機能強化の実施 

学生支援課に広報・企画係を配置し、ホームページ機能の抜本的な改善と更新

の迅速な対応が出来るようになり、情報公開が大幅に実施できるようになった。 

(3) 外部講師による学生対象の啓発セミナー、就職相談会の実施（下記※参考 1・2

参照） 

学生対象のセミナーは、学科対象及び全学生対象に原則全員参加として実施し

た。学生達は、多くの刺激や学びを得、次のセミナーにも参加したいという意欲

を見せていることは、アンケート結果から明らかである。また、学生の「話を聴

く姿勢」の良さは外部講師からも高く評価されている。 

 ※参考 1 

平成 22年度実施のセミナー等 

・ 平成 22 年 8月 8日 「世界の保健医療看護の現状と課題」（全学生） 

講師 前国際看護師協会会長、近大姫路大学学長  南 裕子氏 

・ 平成 22 年 9月 日 「キャリア形成セミナー」 

講師 立教大学大学院 准教授 小島 貴子氏 

・ 平成 22 年 12月 8日 福島孝徳特別講演会 

「21 世紀の脳神経外科治療 より良き医療改革に向けて」（全学生） 

講師 塩田病院付属福島孝徳記念病院最高顧問院長 福島 孝徳氏 

・ 平成 23 年 2月 15 日 「キャリア形成セミナー」、「キャリア対談」 

講師 立教大学大学院准教授 小島 貴子氏 

     「キャリア対談」は 小島貴子氏と本学キャリアセンター長 小島一久 

・ 平成 23 年 2月 16 日 「キャリア形成セミナー」 

    講師 立教大学大学院准教授 小島 貴子氏 

・ 平成 23 年 3月 9日 「企業戦略講座」 

基調講演「企業の求める人材像と採用担当者の悩み」 

「日本を支える基幹産業と総合商社から考えるこれからの学生に必要な学びと

体験とは」 

講師 川崎重工業プラント・環境カンパニー人事部総務人事課長 長谷川徹氏 

講師 双日株式会社、人事部教育担当 笹倉 淳氏 

講師 立教大学大学院准教授 小島 貴子氏 

講師 立教大学観光学部准教授 柳川 悦子氏 

特別講演 「ワインと食文化から見える新しい世界」 

講師 日本ワイン輸入協会事務局長 遠藤 誠氏 

「企業からの提言とテーマ別パネルディスカッションと質疑応答」 

Aグループ「地方から世界へ羽ばたくために必要な視野とは」 

遠藤達哉氏、笹倉 淳氏、柳川 悦子氏 

Bグループ「基幹産業から見るこれからの人材要件とは」 

前原 条二氏、長谷川 徹氏、小島 貴子氏 
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※参考 2 

 平成 21年度セミナー等 

・平成 21年 10月 29日 「キャリア形成セミナー」 

・平成 21年 12月 26日 「今、やる！すぐやる就活必勝セミナー」、「プロアク

ティブなきっかけ作りがキャリアを変える」 

・平成 22年 1月 23日 【ようこそ先輩】 

「臨床検査学の可能性」・・医療検査専攻 

・平成 22年 2月 5日 【ようこそ先輩】 

「出会いに感謝しながら前を向いて－私だから、あな

ただからこそできる歯科衛生士」・・歯科衛生専攻 

 【ようこそ先輩】 

「幼稚園で学んだこと」・・幼児保育学科 

・平成 22年 2月 28日 【就職戦略講演会】 

トークショウ「キャリア形成と就職を考える」 

・平成 22年 3月 13日 【ようこそ先輩】 

一部「看護の専門性を目指して」 

二部 パネルディスカッション・・看護学科 

・平成 22年 3月 17日 【ようこそ先輩】 

「社会人になってからのスタートライン  

新卒の栄養士に学ぶ」・・生活科学学科 

(4) 就職相談会の開催（就職フエアーの開催） 

県内の歯科医師会の協力を得て、求人を希望する県内の歯科医院の参加を得て、

医療衛生学科歯科衛生専攻の 3年生を対象に実施。 

歯科医院の希望する歯科衛生士への理解促進と学生が自ら就職先を選択する良

い機会となり、就職後の離職率の減少に効果的である。 

(5) 企業向けリーフレット、事業紹介パンフレット作成 

従来の内容やデザイン等を抜本的に見直し、本学の特徴や各学科・専攻の特徴

を必要かつ十分に訴えることが出来、求人開拓においても本学紹介ツールとして

大きな役割を果たした。 

(6) 卒業年次生、保護者、企業アンケートの実施 

セミナーごとに参加者にアンケートを取り、満足度を調査したが、90％以上の

学生がそれぞれのセミナー等に満足し、さらに次のステップへの意欲を見せてい

ることがわかった。また、各セミナー等には保護者の参加を呼び掛け多くの参加

者を得て実施でき、その際に保護者にもアンケートを実施した。その結果、本学

のキャリア教育、就職支援への理解も高まり、本学に対する信頼度が格段に深ま

った。 

(7) 就職指導体制の充実  

従来の就職担当職員に加えて産業カウンセラー、キャリアコンサルタント等の

資格を有し、経験豊富な職員の配置等により、また、学生達もキャリア形成の高

まりとともに積極的でしかも適切な指導が展開できるようになった。その結果 22
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年度卒業生で就職を希望する学生の就職が達成できた。（各学科・専攻、専攻科を

含めて 100％を達成した。） 

(8) キャリア担当職員の研修の実施 

「大学教育改革合同フォーラム」や「大学教育・学生支援推進事業意見交換会」

等文部科学省や関係団体、大学等の開催する研修会に積極的に参加し、教職員の

キャリア教育、就職指導に対するスキルアップ及び指導力の向上ができた。また、

学内の学生対象のフォーラム等にも教職員全員が参加するなど、全学的取り組み

として協働体制が確立できた。 

(9) 報告書の作成 

報告書の作成により、本年度の活動状況をまとめ、具体的な成果を確認すると

ともに、活動状況を広報することにより、外部からの評価も高まっている。 

６．今後の課題 

平成 21年度、22年度と 2年間の事業の実施で学生や教職員に一定の理解が促進出

来たが、事業の終了後の平成 23年度以降も取組みを継続し、さらに充実したものに

する必要がある。指導教職員の確保等指導体制の更なる充実、毎年学生が入学する

ために、継続的で安定した指導計画の策定、カリキュラム編成へのキャリア教育の

導入、指導教職員の施設設備の更なる充実等課題は多い。国の財政的な支援がなく

なるので本学独自の予算編成等課題は多い。しかし、少子高齢化や核家族化等学生

が自主的主体的に物事を判断する力やコミュニケーション能力等が弱くなっている

現状では、キャリア形成が非常に重要になってくる。このため、本学では独自の予

算措置を講じるなど今後さらに積極的に取組みを進めていく予定である。 

 

  



高知学園短期大学 

119 

 

選択的評価基準３．地域貢献の取り組みについて 

 

(a) 自己点検・評価を基に現状を記述する。  

各学科・専攻が地域社会に向けた公開講座や生涯学習を定期的に実施しており、その

内容はそれぞれの学科で工夫して行っている。なお、学科の講座内容や学習内容、また

実施時期によっては受講者数の多少がある。 

各学科・専攻が関連する地域社会の行政、教育機関及び職能団体等とは活発な交流活

動を行っており、地域貢献と同時に学生の社会参加と教育に役立っている。  

教職員及び学生が各学科・専攻の特性を生かした食・教育・保健・医療の分野でボラ

ンティア活動等を通じて地域に貢献すると同時に学生の教育に生かしている。 

平成21年度から3年間 文部科学省の「大学教育・学生支援推進事業【テーマ A】大学

教育プログラム」に選定され、「子ども期の健康を支える専門的職業人養成教育」の取

組を通して学生、教員が県下の多くの幼稚園・小学校・中学校等に出向き、健康教育活

動を展開し、地域に貢献している。 

 

地域社会に向けた公開講座、生涯学習等の実施 

＜生活科学学科＞ 

平成15年度より継続して、生涯学習として「管理栄養士国家試験準備講座」を開催し

ている。また、短期大学全体で公開講座を例年開講しており、平成21年度には生活科学

学科が担当となり「食と健康」というテーマで、一般市民を対象とした4講座からなる公

開講座を開講した。4講座の受講者数は、20, 24, 15, 52名であった。    

＜幼児保育学科＞ 

幼児保育学科として、現職教員その他一般市民を対象に生涯学習を毎年開催している。

平成21年度は「子どもの時間」「幼児の言葉をめぐる問題」「キッズ・サッカーの指導

法」「子どもの歌と伴奏付け」平成22年度は「保育学入門・再入門」「保育士と考える

身体表現について」「子どものための英語」「子どもの歌と伴奏について」平成23年度

は「地域が元気になる日常術」「子どものための英語」「子どもの歌と伴奏について」

を開講した。毎年バラエティに富んだ講座を用意し、参加者からは好評を得ている。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

平成21年度は、生涯学習として臨床検査技師を対象に「はじめての超音波検査」をテ

ーマに講義と実習を行い、16名（定員12名）の参加があった。また平成22年度は、生涯

学習として「初心者のための超音波検査入門（講義と実習）」（定員12名）、「はじめ

てのMR検査入門（講義）」（定員20名）を実施し、現場の臨床検査技師のスキルアッ

プに貢献した。平成23年度も、生涯学習として「初心者のための超音波検査入門（講義

と実習）」（定員12名）を実施し、また公開講座として「もっと知りたい放射線・放射

能」を開講した。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

本専攻では、地域社会に向けて平成21年度には、「骨粗鬆症の予防や歯の磨き方」を

テーマにした公開講座を実施した。また、平成20年度から卒後3年以内の卒業生を対象に

「キュレット操作とシャープニング」、歯科衛生士有資格の卒業生に対して「専門的口
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腔ケア」等の知識強化や研究のための生涯学習を実施し、平成21年度は21名、22年度は6

名の卒業生の参加があった。平成23年度は、公開講座の担当学科であり、公開講座実施

状況のＡ，Ｂ，Ｆを行った。さらに、正規授業の開放は行っていないが、年度別に各教

員の授業参観は行っている。 

＜専攻科応用生命科学専攻＞  （参考） 

現在のところ専攻科単独での公開講座等は開催していないが、今後、専攻科の特徴を

いかした講座を開催の方向で検討中である。 

 

平成23年度 公開講座実施状況 

講座名 担当 定員 
申込者 

参加者 備考 
総数 内学生 

Ａ 口腔内の健康と身近な薬用植物 

歯科 
30 9 0 9  

Ｂ おいしく食べて元気な生活 50 32 0 31  

Ｃ もっと知りたい放射線・放射能 検査 150 75 58 63  

Ｄ 
子育て孫育てへのワンポイントアドバイス 
～“食う・寝る・遊ぶ”で健康生活～ 

看護 30 7 0 5  

Ｅ 歯と口腔機能 幼保 50 59 48 48  

Ｆ 健口について 歯科 50 5 0 4  

 

地域社会の行政、商工業、教育機関及び文化団体等との交流活動 

＜生活科学学科＞ 

全学的取り組みである「健康教育」の中で、県内各地域の行政と連携した活動を行っ

ている。 

また、調理実習室は、集団給食受託企業や高知県下の栄養士と調理師の研修会の場と

てして提供し、交流活動をしている。 

さらに、給食管理実習の食材は、四万十農業協同組合と連携して、地産地消の授業を

している。 

＜幼児保育学科＞ 

幼児保育学科では、体育関係、美術関係、音楽の役員、審判、審査員や高知市をはじ

めとする各自治体の専門委員会委員を務めるなど、地域に貢献している。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

学生は高知県臨床検査技師会の学生会員となり、県内で実施される研修会、学会など

に参加し臨床現場の技師と同じ場で学び交流ができている。また教員は、臨床検査技師

会、健康食品管理士会など、県内の医療関連団体の研修会講師を務めるなど、地域に貢

献している。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

歯科衛生専攻では、10年以上前から県内の市町村や教育機関と協力し、小学校や幼稚

園、保育園などの学童、幼児を対象にした「歯の健康」講話や「口腔ケア」の実践授業

を学生と共に実施している。これらの実績をふまえて、平成21年度に文部科学省の「大
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学教育・学生支援推進事業 【テーマ A】大学教育推進プログラム」に採択され、さらに

行政や教育機関と深く連携した事業に取り組んでいる。また、高知県歯科医師会、高知

市歯科医師会と共同して「歯っぴいスマイルフェア」や「高知県8020推進大会」などに

も積極的に関わった交流活動を行っている。また、平成22年度も前年度以上に【テーマ

A】のプログラムに沿って、行政や教育機関、県と市歯科医師会等とさらに連携を深め

て事業の推進を図った。 

＜看護学科＞ 

看護学科では、高知県看護協会、高知看護教育研究会等、県内関係団体の委員・講師な

どを務めるなど、地域に貢献している。 

＜専攻科応用生命科学専攻＞  （参考） 

専攻科学生は社団法人高知県臨床検査技師会の学生会員として活動しており、研修会等

を通じてキャリアアップを図っている。 

 

教職員及び学生のボランティア活動等 

＜生活科学学科＞ 

生活科学学科では、社団法人日本臨床検査技師会・社団法人高知県臨床検査技師会主

催の「生活習慣病フォーラム」や、地元量販店の地域交流活動「食育祭」への参加等、

各教員が地域に貢献している。学生もボランティアとして参加し、教育効果も挙げてい

る。 

＜幼児保育学科＞ 

幼児保育学科として、平成21～23年度に高知県内の児童福祉施設主催行事のスタッフ

補助として計9度ボランティア活動を行っている。学生は合計30～40名が参加している。

平成21年度については6月に第52回全国私立保育園連合会研究大会「高知大会」が開催さ

れ、そのスタッフ補助として40名の学生が参加した。また、RKC高知放送の子育て応援

団のイベントに毎年教職員と学生（合計20～30名）が参加して、子育て支援イベントの

ボランティア活動を行っている。さらに12月のクリスマスシーズンには教員と学生

（50-60名）が各保育所、幼稚園、施設などを訪問し、コンサートを開催している。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

本専攻の教職員及び学生は、本学の「食と健康」「健康教育」の授業を通じて高知県

内の市町村に出向き、地域の健康づくりに貢献している。また「リレーフォーライフ」

「骨髄移植講演会＆ドナー登録会」などに学生と教職員が参加するなど高知県における

癌撲滅運動や骨髄移植事業などにも貢献している。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

本専攻では、各教員と学生が土佐市の保育園、高知市の小・中・高校、幼稚園、老人

保健施設、特養老人施設等へ「歯のトータルケア」を目的にしたボランティア活動を行

い地域貢献している。 

＜専攻科応用生命科学専攻＞  （参考） 

専攻科生は、本学の授業である「食と健康」、「健康教育」のボランティアとして高

知県内の市町村に出向き、地域の健康づくりに貢献している。また「リレーフォーライ

フ」に専攻科生が参加するなど高知県における癌撲滅運動に貢献している。 
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(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。  

公開講座や生涯学習はすでに定着化しており、各学科の特色がそれぞれ出された内容

になっていると考える。しかし、講座内容や学習内容によっては、受講者の多寡が見ら

れ、受講者の少ない内容に関しては、今後の検討課題の一つであると考える。 

文部科学省の「大学教育・学生支援推進事業 【テーマ A】大学教育推進プログラム」

の取組をより有意義なものにし、地域貢献することが課題である。 

 

(c) 自己点検・評価を基に改善計画を記述する。  

公開講座や生涯学習は定着しているが、実施する内容や時期によって受講者数に多寡

があり、受講者の求めるニーズをもっと検討する必要がある。参加受講者に次回以降の

希望とニーズやインターネットを利用した講座・学習内容のアンケート募集を行うこと

も、公開講座や生涯学習をもっと活発化する大きな手段であると考える。また、正規授

業の開放に関してもまだ不十分であり、今後この分野の検討も必要であると考える。 

 

 


