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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、このような歴史を経て、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（後に保育

士）および幼稚園教諭二級普通免許、保健科は歯科衛生士およ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。本学は実学を主体とした教育を行っており、それに基づいた学科・

専攻を構成している。それゆえ、それぞれの学科では固有な職業資格（国家資格）を取得

することができ、現在までに1万5千名以上の卒業生を社会に送り出している。本学は高知

県内高等教育機関の中で唯一の私立短期大学である。入学者が高知県出身者で占められ、

その多くが高知県内で就職し活躍している。 

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）および歯科衛生専攻（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・専攻では現在次の資格を取得する

ことができる。 

  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28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) 

782 

(33) 

高知高等学校 高知市北端町100 420 1,260 582 

高知中学校 高知市北端町100 330 990 428 

高知小学校 高知市北端町100 80 480 299 

高知学園短期大学附属 

高知幼稚園 
高知市北端町100 30 120 102 

高知リハビリテーショ

ン学院 
土佐市高岡町乙1139-3 150 600 589 

  ＊（ ）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  （平成28年5月1日現在） 

 

短期大学教職員数 

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 

56 129 16 11 

 

 

組織図  
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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パーセント前後を占める状況が

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およ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。郊外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、近年はJR高知駅とその周辺の整備をはじめ、中心市街地で新たな公立

博物館や図書館の建築、アーケード街の再開発などを進めている。 

 

学生の出身地別人数及び割合 

地域  

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

人数 

(人) 

割合 

(％) 

人数 

(人) 

割合 

(％) 

人数 

(人) 

割合 

(％) 

人数 

(人) 

割合 

(％) 

人数 

(人) 

割合 

(％) 

高知県 325 96.1 308 96.2 282 95.9 309 96.6 306 97.8 

愛媛県 2 0.6 1 0.3 3 1.0 3 0.9 1 0.3 

香川県 0 0.0 2 0.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

徳島県 2 0.6 2 0.6 1 0.3 0 0.0 1 0.3 

中国地方 0 0.0 0 0.0 2 0.7 1 0.3 2 0.6 

九州地方 4 1.2 1 0.3 0 0.0 2 0.6 0 0.0 

近畿地方 1 0.3 4 1.2 0 0.0 3 0.9 0 0.0 

その他 4 1.2 2 0.6 6 2.0 2 0.6 3 1.0 
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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（領域別評価表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 

シラバスには、学習成果に

対応すると思われる具体的

な到達目標の設定が全体的

に必要であり、シラバスの

記述について教員間の更な

る共通理解が望まれる。 

教務委員会を通じて、各学

科・各専攻で定めた学習成

果と関連した到達目標を明

示することを徹底するよう

にした。提出されたシラバ

スに対しても、教務委員が

確認し、必要に応じて修正

を行った。 

 

教員間で「シラバスの書き

方」の共有は図ることがで

きた。また、各学科・各専

攻の学習成果に対応した到

達目標も記述されるように

修正されてきた。書式の見

直しも行い、よりよいシラ

バスとなるよう取り組んで

いる。今後も共通理解を図

るよう努めていく。 

学位授与の方針は、ウェブ

サイトでは公表されている

が、学生便覧等に明記し更

なる周知・共有化に努めら

れたい。 

学位授与の方針を「学生生

活と履修の手引き」等に明

記するとともに、入学者へ

のオリエンテーションや大

学説明会、合格者登校日に

おいても説明するなど、周

知・共有の機会を増やすこ

ととした。 

入学時のオリエンテーショ

ン直後より、卒業後の進路

を意識して取り組む雰囲気

が生まれ、一部の学科では

授業内容と就職試験の関連

づけを学生自らが吟味し、

準備する様子も見られた。 

(C)Yahoo Japan,(C)ZENRIN 
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「学生生活と履修の手引

き」にセクシャル・ハラス

メントに対する対応が記載

されているが、それ以外の

ハラスメントに関しても規

程の整備や周知等の対応が

望まれる。 

 

パワーハラスメントをはじ

め、セクシュアル・ハラス

メント以外の内容について

も規程に追加し、新たに「セ

クシュアル・ハラスメント

等に関する規程」として改

正した。また、オリエンテ

ーションや「学生生活と履

修の手引き」への記載等も

通じて学生に周知を図って

いる。 

学生や保護者への周知だけ

でなく、教職員においても

対応方法がわかりやすくな

り、総合的な安心感が生ま

れた。引き続き周知をさら

に図るよう努めていく。 

 

②上記以外で、改善を図った事項について 

改善を要する事項 対策 成果 

各学科・専攻における三つ

の方針と学習成果の具体

化。 

各学科・各専攻における三

つの方針と学習成果を見直

し、より具体的な表現で定

めた。 

各学科・各専攻の目的に基

づいた具体的な方針や学習

成果を定めたことにより、

自己点検・評価をいっそう

円滑に行うことができてい

る。 

教員組織における教授数の

充足。 

「高知学園短期大学教員の

採用・昇任の手続き」に則

り人事異動を行った。 

各種法令を常に点検しなが

ら、継続的な教育・研究の

質保証に取り組むための組

織体制を形成・維持するこ

とができている。 

決算及び事業の実績に関す

る評議員会への報告。 

理事会と評議員会の議事次

第に基づいて日程を調整し

た。 

私立学校法を常に確認しな

がら、決算および事業の実

績に関する報告を評議員会

へ確実に行うよう徹底する

ことができている。 

 

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

学は、留意事項及びその履行状況を記述する。 

該当なし。
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(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 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 備考 

生活科学学科  入学定員 80 80 80 80 80  

入学者数 91 76 73 76 47 

入学定員 

充足率（％） 
114 95 91 95 59 

収容定員 160 160 160 160 160 

在籍者数 172 164 147 150 125 

収容定員 

充足率（％） 
108 103 92 94 78 

幼児保育学科 入学定員 80 80 80 80 80  

入学者数 91 82 87 85 83 

入学定員 

充足率（％） 
114 103 109 106 104 

収容定員 160 160 160 160 160 

在籍者数 165 168 166 168 167 

収容定員 

充足率（％） 
103 105 104 105 104 

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 45 44 48 46 49 

入学定員 

充足率（％） 
113 110 120 115 123 

収容定員 120 120 120 120 120 

在籍者数 137 137 140 142 139 

収容定員 

充足率（％） 
114 114 117 118 116 

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 45 20 34 34 36 

入学定員 

充足率（％） 
113 50 85 85 90 

収容定員 120 120 120 120 120 

在籍者数 118 101 95 84 97 

収容定員 

充足率（％） 
98 84 79 70 81 

看護学科  入学定員 60 60 60 60 60  

 
入学者数 76 72 78 72 66 

入学定員 

充足率（％） 
127 120 130 120 110 

収容定員 180 180 180 180 180 

在籍者数 231 228 227 230 221 

収容定員 

充足率（％） 
128 127 126 128 123 
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 ②卒業者数（人）  

区分 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

生活科学学科 79 78 85 69 69 

幼児保育学科 85 73 84 77 81 

医療衛生学科 

 医療検査専攻 
34 36 36 36 44 

医療衛生学科 

 歯科衛生専攻 
37 33 38 41 19 

看護学科 67 73 75 66 72 

 

 ③退学者数（人）  

区分 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

生活科学学科 0 6 6 4 4 

幼児保育学科 2 6 5 6 3 

医療衛生学科 

 医療検査専攻 
7 8 8 8 7 

医療衛生学科 

 歯科衛生専攻 
6 4 2 4 4 

看護学科 5 3 4 3 3 

 

④休学者数（人）  

区分 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

生活科学学科 5 4 1 1 7 

幼児保育学科 1 1 4 1 1 

医療衛生学科 

医療検査専攻 
12 9 13 6 14 

医療衛生学科 

 歯科衛生専攻 
0 0 1 0 7 

看護学科 14 9 2 1 5 

 

⑤就職者数（人）  

区分 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

生活科学学科 53 64 67 65 55 

幼児保育学科 80 70 81 77 77 

医療衛生学科 

 医療検査専攻 
26 25 23 19 28 

医療衛生学科 

 歯科衛生専攻 
36 28 35 39 17 

看護学科 47 48 53 42 50 
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 ⑥進学者数（人）  

区分 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

生活科学学科 7 4 2 0 6 

幼児保育学科 1 0 0 0 1 

医療衛生学科 

 医療検査専攻 

5 
(5) 

8 
(7) 

10 
(10) 

13 
(12) 

11 
(11) 

医療衛生学科 

 歯科衛生専攻 
0 0 0 0 0 

看護学科 
19 
(18) 

20 
(17) 

21 
(21) 

20 
(19) 

21 
(21) 

（ ）・・・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  （平成28年5月1日現在） 

 

①教員組織の概要（人）  

学科等名 

専任教員数 
設置基
準で定
める 

教員数 
〔イ〕 

短期大学
全体の入
学定員に
応じて定
める専任
教 員 数 
〔ロ〕 

設置基
準で定
める 

教授数 

助
手 

非
常
勤
教
員 

備考 教 
 
授 

准 
教 
授 

講 
 
師 

助 
 
教 

計 

生活科学学科 3 3 2 0 8 5  2 3 28 家政 

幼児保育学科 4 5 0 1 10 8  3 0 15 教育学・保育学 

医療検査専攻 3 4 1 0 8 6  2 1 27 
保健衛生学 
（看護学を除く） 

歯科衛生専攻 2 1 1 2 6 6  2 1 20 
保健衛生学 
（看護学を除く） 

看護学科  3 6 3 0 12 10  3 2 30 
保健衛生学 
（看護学） 

（小計） 15 19 7 3 44 35  12 7 120 
 

応用生命科学専攻           
 

地域看護学専攻 1 0 3 0 4    1 9  

短期大学全体の

入学定員に応じ

て定める専任教

員数〔ロ〕  

      5 2    

（合計） 16 19 10 3 48 40 14 8 129  

 

②教員以外の職員の概要（人）  

 専任 兼任 計 

事務職員  15 8 23 

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  1 3 4 

その他の職員  0 0 0 

計 16 11 27 
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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  22,691 0 0 22,691 

7,700 63 

 

運動場用地  25,840 0 0 25,840  

小計  48,531 0 0 48,531  

その他  579 0 0 579  

合計  49,110 0 0 49,110  

［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 

20 4 27 2 0 

 

⑥専任教員研究室（室）  

専任教員研究室  

44 
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⑦図書・設備  

学科・専攻課程  

図書 

〔うち外国書〕 

（冊） 

学術雑誌 

〔うち外国書〕（種） 視聴覚資料 

（点） 

機械・器具 

（点） 

標本 

（点） 

 

電子ジャーナル 

〔うち外国書〕 

生活科学学科 
19,136 

〔 1,267 〕 

14 

〔 0 〕 

0 

〔 0 〕 
242 960 12 

幼児保育学科 
19,622 

〔 1,180 〕 

21 

〔 0 〕 

0 

〔 0 〕 
404 503 2 

医療衛生学科 

医療検査専攻 

15,818 

〔  782 〕 

20 

〔 3 〕 

1 

〔 1 〕 
250 833 8 

医療衛生学科 

歯科衛生専攻 

13,742 

〔 1,182 〕 

8 

〔 0 〕 

0 

〔 0 〕 
289 575 149 

看護学科 
9,756 

〔  138 〕 

49 

〔 7 〕 

0 

〔 0 〕 
352 503 23 

応用生命科学 

専攻 
（医療検査専攻に含める） 

地域看護学 

専攻 
（看護学科に含める） 

計 
78,074 

〔 4,549 〕 

112 

〔 10 〕 

1 

〔 1 〕 
1,537 3,374 194 

 

 

図書館 

面積（㎡） 閲覧席数 収納可能冊数 

974 104 117,630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 

1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  

ウェブサイト 

「教育基本方針」 

http://www.kochi-gc.ac.jp/university/policy.html 

大学案内 

学生生活と履修の手引き 

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  

ウェブサイト 

「学科紹介」 

http://www.kochi-gc.ac.jp/subject/index.html 

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 

ウェブサイト 

「専任教員数」 

http://www.kochi-gc.ac.jp/img/PDF/disclosure_28/disclosure 

_teachers.pdf 

「教員紹介：生活科学学科」 

http://www.kochi-gc.ac.jp/subject/life_teacher.html 

「教員紹介：幼児保育学科」 

http://www.kochi-gc.ac.jp/subject/infant_teacher.html 

「教員紹介：医療衛生学科医療検査専攻」 

http://www.kochi-gc.ac.jp/subject/m-inspection_teacher.html 

「教員紹介：医療衛生学科歯科衛生専攻」 

http://www.kochi-gc.ac.jp/subject/m-hygiene_teacher.html 

「教員紹介：看護学科」 

http://www.kochi-gc.ac.jp/subject/nursing_teacher.html 

「教員紹介：専攻科地域看護学専攻」 

http://www.kochi-gc.ac.jp/subject/nursing_tiiki_teacher.html 

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 

ウェブサイト 

「アドミッション・ポリシー」

http://www.kochi-gc.ac.jp/exam/admission.html 

「学科と学生数」 

http://www.kochi-gc.ac.jp/img/PDF/disclosure_28/disclosure 

_students.pdf 

学生生活と履修の手引き 

大学案内 

学生募集要項 
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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 

ウェブサイト 

教養教育科目： 

「生活科学学科」  

http://www.kochi-gc.ac.jp/img/PDF/disclosure_28/shirabasu 

_kyo_sei.pdf 

「幼児保育学科」

http://www.kochi-gc.ac.jp/img/PDF/disclosure_28/shirabasu 

_kyo_you.pdf 

「医療衛生学科医療検査専攻」

http://www.kochi-gc.ac.jp/img/PDF/disclosure_28/shirabasu 

_kyo_you.pdf 

「医療衛生学科歯科衛生専攻」 

http://www.kochi-gc.ac.jp/img/PDF/disclosure_28/shirabasu 

_kiso_shika.pdf 

「看護学科」 

http://www.kochi-gc.ac.jp/img/PDF/disclosure_28/shirabasu 

_kiso_shika.pdf 

専門教育科目： 

「生活科学学科」 

http://www.kochi-gc.ac.jp/img/PDF/disclosure_28/shirabasu 

_sen_sei.pdf 

「幼児保育学科」

http://www.kochi-gc.ac.jp/img/PDF/disclosure_28/shirabasu 

_sen_sei.pdf 

「医療衛生学科医療検査専攻」

http://www.kochi-gc.ac.jp/img/PDF/disclosure_28/shirabasu 

_sen_ken.pdf 

「医療衛生学科歯科衛生専攻」

http://www.kochi-gc.ac.jp/img/PDF/disclosure_28/shirabasu 

_sen_shika.pdf 

「看護学科」

http://www.kochi-gc.ac.jp/img/PDF/disclosure_28/shirabasu 

_sen_kan.pdf 

「専攻科応用生命科学専攻」

http://www.kochi-gc.ac.jp/img/PDF/disclosure_28/shirabasu 

_sen_ouyou.pdf 

「専攻科地域看護学専攻」

http://www.kochi-gc.ac.jp/img/PDF/disclosure_28/shirabasu 

_sen_chiiki.pdf 

学生生活と履修の手引き 

シラバス 
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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 

ウェブサイト 

「開設科目、選択必修、卒業要件、資格取得」

http://www.kochi-gc.ac.jp/img/PDF/disclosure_28/disclosure 

_youken.pdf 

大学案内 

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 

ウェブサイト 

「キャンパス案内」 

http://www.kochi-gc.ac.jp/exam/campus.html 

学生生活と履修の手引き 

高知学園短期大学要覧 

学校法人高知学園要覧 

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 

ウェブサイト 

「授業料、入学料その他の大学が徴収する費用」

http://www.kochi-gc.ac.jp/img/PDF/disclosure_24/disclosure 

_hiyouo.pdf 

学生生活と履修の手引き 

学生募集要項 

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 

ウェブサイト 

「キャリアセンター」 

http://www.kochi-gc.ac.jp/career/center.html 

「学生相談・保健室」

http://www.kochi-gc.ac.jp/education/consultation.html 

「図書館」 

http://www.kochi-gc.ac.jp/toshokan/ 

「白菊寮」 

http://www.kochi-gc.ac.jp/exam/dormitory.html 

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 

ウェブサイト 

「事業報告」

http://www.kochi-gc.ac.jp/img/PDF/disclosure_28/h28_ 

zigyo.pdf 

「財務情報」 

http://www.kochigakuen.ed.jp/image/financial/201501 

financialinfo.pdf 

 

 

 

http://www.kochi-gc.ac.jp/img/PDF/disclosure_25/disclosure_youken.pdf
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(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、「建学の精神と本学科の教育目的に基づき、以下に示す学

習成果を定め、それらの能力を習得する。①食・栄養に関わる理論と技術を身につける。

②食の分野から健康で豊かな生活に貢献できる、実践的な能力を身につける。③医療に関

する知識と情報化社会に対応できる能力を身につける。」である。そのため、生活科学学

科では専門的知識と技術を身につけ、社会に貢献できる即戦力を身につけるよう指導しな

がら学習成果の向上・充実を図っている。 

幼児保育学科の学習成果は、「子どもたちの健やかな成長を育むことで、世界の平和と

友愛に貢献できる社会人となるため、次に掲げる能力を習得する。①愛情に満ちた豊かな

人間性を獲得する。②子ども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

する。③最新の教育・保育理論を備えた保育の指導計画を立案し実践することができる。」

である。幼児保育学科では、幼稚園教諭や保育士、保育教諭を養成するための教育課程を

基本とし、特に幼児保育学の基礎理論から応用的・実践的な理論への発展性と一貫性を理

解し、さらに教育実習・保育実習を通して実践力を養う教育を実施している。特に、実習

終了後は個人面談やポートフォリオによるふり返りを重視して、自己成長の自覚と新たな

目標設定に努めている。 

医療衛生学科医療検査専攻の学習成果は、「医療検査専攻の課程を修めることで、現在

の医療に貢献できる実践力と専門的職業人としての倫理観を獲得している。①臨床現場で

貢献できる基本的な臨床検査の手技を実施することができる。②臨床検査の専門として基

本的な検査結果について評価し説明できる。③医療の対象者及び医療従事者と適切なコミ

ュニケーションをとることができる。④進歩する医療に対応するために最新の臨床検査学

について情報収集することができる。⑤医療の向上のために症例や臨床検査データを分析

してプレゼンテーションできる。」である。そのため、医療検査専攻では、基礎分野から

専門分野までの体系的な教育課程を編成・実施し、講義・実習をとおして現在の医療に貢

献できる臨床検査技師の養成に努めている。特に実習では実技試験を導入し、基本手技の

習得の確認を行っている。また情報収集能力やプレゼンテーション能力の向上は、3年次後

期の専門的な講義・演習を通してその向上を図っている。医療人としての倫理観の獲得に

ついては、臨地実習前後のオリエンテーション・宣誓式・臨地実習報告会、実習期間中の

班長会を通して医療人としての自覚を促している。 

医療衛生学科歯科衛生専攻の学習成果は、「本専攻の教育目的に基づき、学習成果とし

て以下のような能力を有することを保証する。①保健・医療・福祉を総合的に捉え、良好

な人間関係を構築しながら協働・連携することができる。②倫理観を持ち、生活背景・人

生経験豊かな人たちを敬い、傾聴することができる。③全人的観点から口腔衛生管理・支

援ができる。④卒業後も、自ら探究心をもち、研究した結果をプレゼンテーションできる。」

である。学習成果の向上・充実については、講義については、全教科ではないがプレテス

トや小テストを実施し、理解度等の測定を行い、充実を図っている。また、実習について

は、毎時間の到達目標と実習内容および実技のチェック項目を配付し実習終了後、自己評

価等を提出している。教員は次回の実習に繋がるよう、コメントを記入し返却することで

振り返りができるよう向上を図っている。また、多様な実習を通して実践力を習得し、口

腔衛生に関しての技術と専門職という自覚を持ち、ライフステージに応じた口腔の継続的
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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教育を実施して

いる。国家試験対策については、学生の状況を把握し、学生同士のピアサポート体制で取

り組んでいる。また、教員もローテーションでグループに入っている。 

看護学科の学習成果は、「①対象者の統合的な理解をもとに援助的関係を形成し、実施

する看護についての説明責任を果たしながら倫理的な看護実践ができる。②根拠に基づき、

看護を計画的に実践することができる。③様々な健康レベルにある対象を理解し、安全な

ケア環境を確保しながら必要な援助が実践できる。④提供する看護の質を高めるために、

対象者を取り巻く人々と協働することができる。⑤看護の場面の中で自ら疑問をもち、主

体的・継続的に学習することができる。」である。このために、講義、演習、臨地実習を連

動させ、知識と実践の統合をめざした教育に取り組むとともに、課外活動等、様々な体験

を通し考える力を育てる教育を実施している。 

 

(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、適正な運営およ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）の制度概要等を中心に説

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。

平成27年度には公的研究費が関わる規程等を全面的に見直した。 

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に関する不正防止委員会規程 

・高知学園短期大学研究倫理審査委員会規程 

・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 

・研究に係る不正行為防止に関する基本方針 

・研究活動及び研究費適正使用に関する行動規範 

・公的研究費の運営・管理に関わる調査委員会規程 

・公的研究費等の使用に関する不正防止計画 
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(12)理事会・評議員会ごとの開催状況（平成25年度～平成27年度） 

区

分 

開催日現在の状況 
開催年月日 

開催時間 

出席者数等 
監事の 

出席状況 定 員 現員(a) 
出席理事数 

(b) 

実出席率 
(b/a) 

意思表示 

出席者数 

理

事

会 

人 人 平成25年 5月31日 人 ％ 人  

10 

10 14：00～14：45 
16：00～16：30 10 100 0 1/2 

人 平成25年 9月25日 人 ％ 人  
10 14：35～14：55 8 80 2 1/2 

人 平成26年 1月30日 人 ％ 人  

10 15：10～15：30 10 100 0 2/2 
人 平成26年 3月25日 人 ％ 人  

10 14：30～15：00 9 90 1 2/2 
人 平成26年 5月29日 人 ％ 人  

10 10：30～11：05 9 90 0 1/2 
人 平成26年 8月28日 人 ％ 人  

10 
10：30～10：40 
11：00～11：30 
11：35～11：50 

10 100 0 2/2 

人 平成27年 1月30日 人 ％ 人  

10 15：15～15：30 9 90 1 2/2 
人 平成27年 3月23日 人 ％ 人  

10 11：20～11：45 10 100 0 1/2 
人 平成27年 5月29日 人 ％ 人  

10 
10：30～11：30 
12：50～13：05 

10 100 0 2/2 

人 平成27年10月16日 人 ％ 人  

10 11：10～11：20 7 70 3 2/2 
人 平成28年 1月28日 人 ％ 人  

10 11：55～12：15 7 70 2 2/2 
人 平成28年 3月24日 人 ％ 人  

10 14：45～15：30 8 80 1 2/2 

評

議

員

会 

人 人 平成25年 5月31日 人 ％ 人  

21 

21 14：50～15：50 17 80 2 1/2 
人 平成25年 9月25日 人 ％ 人  

21 14：00～14：30 16 76 2 1/2 
人 平成26年 1月30日 人 ％ 人  

21 14：00～15：00 17 80 2 2/2 
人 平成26年 3月25日 人 ％ 人  

21 14：00～14：25 15 71 4 2/2 
人 平成26年 5月29日 人 ％ 人  

21 11：10～11：40 15 71 1 1/2 
人 平成26年 8月28日 人 ％ 人  

21 10：45～10：55 19 90 1 2/2 
人 平成27年 1月30日 人 ％ 人  

21 14：00～15：10 20 95 1 2/2 
人 平成27年 3月23日 人 ％ 人  

21 10：45～10：55 19 90 1 1/2 
人 平成27年 5月29日 人 ％ 人  

21 11：30～12：50 20 95 1 2/2 
人 平成27年10月16日 人 ％ 人  

21 10：30～11：00 14 66 5 2/2 
人 平成28年 1月28日 人 ％ 人  

21 10：30～11：50 16 76 5 2/2 
人 平成28年 3月24日 人 ％ 人  

21 14：00～14：40 17 80 3 2/2 
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(13)その他 

 

■ 上記以外に、評価員が理解を深めるのに役立つ情報があれば記述する。 

なし。
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２．自己点検・評価の組織と活動 

■ 自己点検・評価委員会（担当者、構成員） 

高知学園短期大学は、自己点検・評価委員会を平成7年に設置して以降、現在は自己点

検評価委員会として定期的に自己点検・評価報告書（案）を作成している。構成員は、教

務部長を委員長とし、各学科・専攻および専攻科地域看護学専攻教員と事務局各課長をも

って構成している。現在の委員会は、次の11名およびその他学長が指名する者から構成さ

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 

 専攻科地域看護学専攻教員 

 庶務課長 

 教務課長 

 学生支援課長 

 図書課長 

 

■ 自己点検・評価の組織図 

 

自己点検評価検討会議（評議会構成員*・事務局課長） 

 

作業連絡会（副学長・ALO・学生部長・教務部長・情報企画部長・事務局長・事務局課長） 

 

自己点検評価委員会 

 

各学科・各専攻および専攻科各専攻での自己点検評価 

 

＊評議会構成員：学長、副学長、学生部長、教務部長、情報企画部長、図書館長、 

各学科長・専攻長および専攻科専攻長、事務局長 

 

本学では、まず自己点検評価委員会で報告書案を作成し、その案を作業連絡会で編集し

た後、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ている。活動は「自己点検評価委員会規程」「作業

連絡会規程」「自己点検評価検討会議規程」に基づいて実施している。 
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■ 組織が機能していることの記述 

本学における自己点検・評価の体制は、4つの段階を経て活動することとなっている。 

まず各学科・各専攻および専攻科各専攻、事務局各課において全教職員が自己点検・評価

を行っている。次に「自己点検評価委員会規程」に基づいて、各部署で検討された内容を

自己点検評価委員会で審議・検討している。さらに「作業連絡会規程」に基づいて、自己

点検・評価報告書（案）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

規程」に基づき、自己点検評価検討会議で決定している。 

作成した自己点検・評価報告書は印刷製本の後、全教職員および中国・四国の短期大学

を中心に配布するとともに、ウェブサイトで公表している。同時に、そこで述べられた課

題や計画などを活用して、本学および各学科・各専攻や事務局における事業計画を策定し

ている。このように、本学では自己点検・評価の成果を全学で把握しながら日常の教育・

研究の改善に活用することとなっており、組織的に機能している。 

 

■ 活動記録 

平成27年 4月 2日：  第1回自己点検評価委員会＝作業割り当ての確認 

 7月 9-10日：  平成27年度第三者評価 評価員研修会（東京） 

 8月 26日：  ALO対象説明会（東京）＝参加者…教務課長 

 12月 1日：  第2回自己点検評価委員会＝報告書案の検討 

  15日：  平成27年度第1回作業連絡会＝報告書案の検討 

  22日：  第2回作業連絡会＝報告書案の検討 

平成28年 1月 7日：  第3回作業連絡会＝報告書案の検討 

  15日：  第4回作業連絡会＝報告書案の検討 

  21日：  第5回作業連絡会＝報告書案の検討 

  25日：  第6回作業連絡会＝報告書案の検討 

 3月 9日：  平成27年度第1回自己点検評価検討会議＝報告書の決定 

  15日：  印刷発注 

 4月 4日：  第1回自己点検評価委員会＝作業割り当ての確認 

 8月 18日：  第2回自己点検評価委員会＝報告書案の検討 

  18日：  平成28年度第1回作業連絡会＝報告書案の検討 

  25日：  ALO対象説明会（東京）＝参加者…教務部長 

 9月 1日：  第2回作業連絡会＝報告書案の検討 

  6日：  第3回作業連絡会＝報告書案の検討 

  14日：  第4回作業連絡会＝報告書案の検討 

 10月 3日：  第5回作業連絡会＝報告書案の検討 

  18日：  平成28年度第1回自己点検評価検討会議＝報告書案の検討 

 11月 8日：  平成28年度第2回自己点検評価検討会議＝報告書の決定 

  18日：  印刷発注 
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基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果 

 

■ 基準Ⅰの自己点検・評価の概要 

高知学園短期大学では、高知学園のシンボルである「世界の鐘」の精神が謳う「世界の

平和と友愛」が建学の精神として位置づけられている。この精神は、高知学園の他の教育

機関と共通の教育理念としつつ、学則第1条で短期大学の教育目的を定めている。また、教

育目的を達成するために学則第1条第2項に基づいて「高知学園短期大学の教育目的に関す

る規程」第2条で教育基本方針を制定している。このように、建学の精神に基づいた教育目

的や教育基本方針を定め、教育理念・理想を達成すべく、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・目標として取り組んでいる。 

各学科・各専攻の教育目的についても、建学の精神を柱として「高知学園短期大学の教

育目的に関する規程」第3条に定めている。本学では、この教育目的を達成する上で、本学

で学ぶことにより理解し、できるようになる能力を学習成果として定めている。またそれ

に基づき、各学科・各専攻はそれぞれの専門性に照らし合わせてより具体的な学習成果を

定めている。本学では、学習成果を量的・質的データとして測定し、その成果を学内外に

表明するとともに、定期的に点検している。 

さらに、学校教育法、短期大学設置基準、資格取得に関係する法規についても適宜確認

し、法令順守に努めている。また、本学が定める「平和と友愛に貢献しうる専門的職業人」

として習得することが求められる学習成果を査定する手法を学則で定め、その具体的な到

達目標と測定方法についてはシラバスに示している。このように、教育の向上・充実を図

るため、全学および各学科・各専攻における教育目的・目標の設定、授業や社会活動等を

通した学習成果の測定、同時に課題の発見と改善計画の具体化、および改善に向けた実践

というPDCAサイクルを有している。 

自己点検・評価についても、本学では自己点検評価委員会を設置し、毎年度自己点検・

評価報告書を作成している。本学では、まず各学科・各専攻および専攻科各専攻、事務局

各課において全教職員が自己点検・評価を行い、その内容に基づいて自己点検評価委員会

で自己点検・評価報告書（案）を作成し、作業連絡会で編集作業を行った後、最終的には

評議会構成員と事務局各課長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

成し公表している。このように、本学では、まとめられた課題や計画を毎年度の事業計画

へ反映させるよう活用し、教育向上・充実に向けて日常的に取り組んでいる。 

 

 

基準Ⅰ-A 建学の精神 

 

基準Ⅰ-A-1 建学の精神が確立している。 

 

■ 基準Ⅰ-A-1の自己点検・評価 

(a) 現状 

高知学園短期大学の建学の精神は、高知学園のシンボルである「世界の鐘」の精神が謳
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うところにある。この鐘は、昭和32年3月、現在の場所に高知学園が移転した時に、教育の

象徴として「世界の平和と友愛」の願いを込めて制作された。世界25ヵ国85校のハイスク

ールから寄贈されたその国の銅貨が周囲を取り巻く鐘には「この鐘の音のとどろくところ、

永遠の真理と希望にかがやき、世界の平和と友愛にみつ」と刻まれ、本学の建学の精神と

して位置付けられている。特に「永遠の真理と希望」「平和と友愛」の精神に基づいて、本

学の教育目的を学則第1条で定めるとともに、同条第2項に基づき、本学の教育理念・理想

として教育基本方針を「高知学園短期大学の教育目的に関する規程」第2条で掲げている。

その中では「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」と示し、学内外

で表明している。現在の「世界の鐘」は、平成17年11月に世界40ヵ国から送られた銅貨を

もって鋳造された二代目の鐘である。 

この世界の鐘は、学内の教職員および学生はもとより学校法人高知学園の幼稚園児や小

中高生に対しても建学の精神が自覚されるよう、1日に朝夕の2回鳴らされ、澄んだ音色を

響かせている。また、学校法人高知学園における入学式や卒業証書・学位記授与式等の行

事においても鳴らされ、全員が黙想して建学の精神を自覚し共有するよう取り組んでいる。

特に式典では、配布される栞に世界の鐘の紹介文を記載したり、式の中で建学の精神とな

る由縁や込められた願いを説明したりすることも通して学内外に表明している。保護者に

対しても、毎年開催される短期大学と保護者の懇談会で建学の精神を説明している。さら

に、ウェブサイトや学生生活と履修の手引き、大学案内等でも学内外に表明している。特

にオープンキャンパスでは、高校生等本学志望者とその保護者に対して各学科・各専攻の

専門性に照らし合わせて本学が果たすべき「平和と友愛」の精神を説明することによって、

その方針と目的の理解を求めるとともに、その理念の達成を志していくよう取り組んでい

る。このように、本学は学校教育法施行規則第172条の2に掲げられた「大学の教育研究上

の目的」に関する情報を表明し、広く周知を図るよう努めている。 

学内では、建学の精神を示したパネルを学内の複数の場所で掲示している。この環境の

もと、教職員は教授会、評議会、さらに各種委員会で、建学の精神に基づいた教育活動で

あるかを常に確認することができている。また、学修の節目として開催している医療衛生

学科医療検査専攻の宣誓式、同学科歯科衛生専攻の継承式、看護学科の戴帽式においても

「世界の鐘」の音を聞きながら黙想し、学外実習に向う学生も建学の精神を自覚し共有す

る機会を設けている。全学生に対しても、オリエンテーション、授業や日常の学生生活を

通して「世界の平和と友愛に貢献しうる専門的職業人」を目指す自覚と誇りを求めるなど、

互いに共有し確認している。 

 

(b) 課題 

建学の精神に基づいた教育目的等を達成するためには、学内外での確かな理解と協力が

求められる。本学の教育を通して学生が高等学校段階で習得した学力をさらに発展させ向

上させるための基盤となるよう、入学時点で確実に建学の精神を自覚する取組のさらなる

発展および本学で学ぶ意義と責任感をいっそう深化できる指導体制の強化が課題である。 
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■ テーマ 基準Ⅰ-A 建学の精神の改善計画 

建学の精神に基づく教育目的を達成するためには、今後も学内外での表明の方法とその

達成を評価する方法について検討する必要がある。特に入学生が入学時に教育基本方針を

理解し、その理解が在学期間中の学習効果の獲得に反映され、卒業時には確かな力をつけ

ていること、その上で就職後の取組との整合性を高めることを確認しなければならない。

まずは試行的に一部の学科だけでも点検する方法の検討と実現に向けた検討を行う。 

 

 

基準Ⅰ-B 教育の効果 

 

基準Ⅰ-B-1 教育目的・目標が確立している。 

 

■ 基準Ⅰ-B-1の自己点検・評価 

(a) 現状 

高知学園短期大学は、建学の精神に基づいて教育目的を「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」と定

め、学則第1条に示している。この教育目的を達成するため、本学では教育基本方針として

「高知学園の象徴、『世界の鐘』の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社会人を育成す

る」方針を「高知学園短期大学の教育目的に関する規程」第2条に示している。学外に対し

ても、大学案内や学生生活と履修の手引き、高知学園短期大学要覧およびウェブサイトな

どで積極的に表明している。 

さらに、教育目的と教育基本方針に基づき、各学科・各専攻はそれぞれの専門分野で通

用する人材の育成に関する教育目的を定め「高知学園短期大学の教育目的に関する規程」

第3条で示している。全学の教育目的については、大学案内や学生生活と履修の手引き、高

知学園短期大学要覧およびウェブサイトで積極的に公表している。また各学科・各専攻の

教育目的についても同規程第3条(1)～(7)に定めるとともに学生生活と履修の手引きに明

記し、オリエンテーションや授業の中で学生に表明し、学生が認識しやすいように取り組

んでいる。学外に対しても高知学園短期大学要覧やウェブサイトで表明するとともに、大

学説明会等を利用して広く認識してもらうよう表明している。このように、本学は短期大

学設置基準第2条に基づいて、積極的に表明している。さらに、各学科・各専攻の教育目的

を定めた「高知学園短期大学の教育目的に関する規程」について、学科・専攻教員会議、

評議会、教授会で定期的に点検している。平成27年度には、現代社会の動向や地域の状況、

さらには各専門分野の発展へ寄与するために必要な学習成果等を踏まえ、各学科・各専攻

における教育目的の見直しを図り、「高知学園短期大学の教育目的に関する規程」第3条の

改正を行った。 

＜生活科学学科＞ 

生活科学学科では、建学の精神に基づき、食を通じて健康で豊かな生活を支援すること

で「世界の平和と友愛」に貢献できる専門的職業人を育成するため、次の教育目的を定め

ている。 
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食・栄養に関わる理論と技術を、多様な講義や実験・実習を通して習得すると共に、食

の分野から健康で豊かな生活に貢献できる実践的な能力及び情報化社会に対応できる能力

を身につけた栄養士を育成する。 

この目的には栄養士として求められる能力が含まれている。本学科の学習成果では、教

育目的に掲げた「食・栄養に関わる理論と技術」「健康で豊かな生活に貢献できる、実践的

な能力」「情報化社会に対応できる能力」を挙げていることから、学習成果を明確に示した

ものといえる。この教育目的は、学生生活と履修の手引き、高知学園短期大学要覧、ウェ

ブサイト等で学内外に表明している。教育目的については、学科教員会議で定期的に確認

し、平成27年度には教育目的の改正を行った。 

＜幼児保育学科＞ 

幼児保育学科は、建学の精神に基づき、子どもの健やかな成長を育むことで、「世界の平

和と友愛」に貢献できる専門的社会人を育成するため、次の教育目的を定めている。 

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し、愛情に満ちた豊か

な人間性を持つ幼稚園教諭、保育士および保育教諭の養成を目的とする。特に、附属高知

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。 

この目的には幼稚園教諭、保育士および保育教諭として求められる資質や能力が含まれ

ている。本学科の学習成果では、教育目的に掲げた「愛情に満ちた豊かな人間性」「子ども

たちの集団生活を育む教育・保育に必要な知識と技術」に加え、「新たな幼児保育理論を備

えた実践力」を具体化した能力として「最新の教育・保育理論を備えた保育の指導計画を

立案し実践することができる」ことを挙げている。それゆえ、本学科の教育目的は学習成

果を明確に示したものといえる。この教育目的は、学生生活と履修の手引きや高知学園短

期大学要覧、ウェブサイト等で学内外に表明している。さらに、本学科では学科教員会議

で教育目的と教育課程の整合性を確認している。平成27年度には保育を取り巻く現代社会

の動向を考慮するとともに、学生の主体的な学びをねらいとした教育目的の改正を行った。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

医療衛生学科医療検査専攻では、教育目的を「医学および臨床検査に関する講義・実習・

演習をとおして、生命の仕組みと健康維持・増進の重要性および疾病の成り立ちと予防に

ついて科学的に学習する。さらに高い専門的知識と技術を習得し、高度化・多様化する現

代医療に貢献できる臨床検査技師としての実践力を養う。」とし、学生生活と履修の手引き

や高知学園短期大学要覧等に明示している。そして卒業時には、臨床検査技師国家試験受

験資格を取得し、臨床現場で活躍できる実践力と医療人としての豊かな人間性を併せ持っ

た臨床検査技師として国家資格を取得できることを目標としている。教育目的・目標につ

いては、医療動向を確認しながら専攻教員会議で定期的に点検し、オリエンテーションや

キャリア形成の取組を通して学生へ周知にしている。平成27年度には教育目的を改正した。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

医療衛生学科歯科衛生専攻では、歯科衛生士を養成しており、教育目的を「歯科衛生士

の業務の中心となる歯科予防処置、歯科保健指導、歯科診療補助等を学び、学内外での多

様な実習を通して実践力を習得する。そして、これらを基礎に口腔衛生に関しての技術と、

専門職という自覚を持ち、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。 
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入学時から口腔に関しての専門職という自覚を持つとともに、各教育課程の関連性を理

解し、卒業時には、社会的責任のある質の高い歯科衛生士として、専門的知識や技術を習

得し、生涯にわたり自己研鑽をする歯科衛生士を育成している。 

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

っている。平成27年度には、点検内容に基づいて教育目的の改正を行った。 

＜看護学科＞ 

看護学科は、建学の精神に基づき、人々の健康生活の向上に貢献することで「世界の平

和と友愛」に貢献できる看護師を育成するために、以下の教育目的を定めている。 

専門的知識・技術を教授し、科学的・論理的思考を養い、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共に解決し、健康生活の向上に貢献できる豊か

な人間性・創造性・主体性をもった看護者を育成する。 

年度初めの学科教員会議では看護学科の教育目的に関する規程を配付し、全教員が教育

目的を確認し、日々の教育に反映できるよう努めている。また、教育の中で重要な臨地実

習に携わる臨床講師との年2回の意見交換会では、看護学科の教育目的の内容を伝え、教育

目的を共有しながら実習指導が行えるようにしている。そして、学生生活と履修の手引き

や高知学園短期大学要覧、ウェブサイト等で学内外に表明している。 

看護学科設置から8年が過ぎ、時代の変化とともに入学してくる学生の変化、社会が看護

に求める役割等、看護基礎教育をめぐる背景が変化してきている。平成27年度は、それら

を踏まえ教育目的を点検した結果一部改正を行った。 

＜専攻科応用生命科学専攻＞ （参考） 

専攻科応用生命科学専攻は、教育目的として「臨床検査技師養成教育を受け、習得した

専門知識と技術を活用し、幅広い教養と実践力を養い、基礎分野から保健・医療分野にま

で広く応用できる研究開発能力を有した人材を育成する。」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。本専攻では、大学改革支援・学位授与機構の審査を経て、学士（保健衛生学）

の取得が可能である。 

また教育目的・目標の結果としての学習成果を以下のように明確に示している。①習得

した専門知識と技術、および幅広い教養に基づく、問題解決能力と知的生産能力を有し、

生命科学分野から保健・医療分野まで広く応用できる実践力を有する。②情報を正確に解

りやすく表現し説明できる能力を身につけているとともに、コミュニケーションを通じて

よりよい人間関係を構築する能力を有している。 

教育目的・目標の点検については、日常的には、講義や演習および学習総まとめ科目で

ある修了研究を通じて教員間の相互連絡で確認しあうとともに、定期的な専攻科教員会議

で学習成果に照らして点検している。その結果、平成27年度には教育目的を改正し、より

具体的な目標設定を行った。 

＜専攻科地域看護学専攻＞ （参考） 

専攻科地域看護学専攻は、看護学科の教育目的を踏まえ、教育目的として以下のように

定めている。 

看護師としての学修内容の上に、公衆衛生看護学の知識体系を積み上げ、個人・家族・
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集団・組織からなる地域社会全体の健康レベルの向上のために、広い視野と洞察力をもち

創造性豊かに他者と協働することができる看護職者を育成する。さらに、看護研究を通し

て課題発見力や論理的な思考力、表現力を身につけ、看護学の発展に寄与するための基礎

的能力を養う。 

また、平成27年度は本専攻科の教育課程・教育内容を的確に表した教育目的であるかを

点検した結果、教育目的の中に具体的な活動内容が入っており、包含されている意味が限

定的に解釈される可能性が否めないため、教育内容を包含した教育目的に改正した。 

 

(b) 課題 

少数ではあるが、卒業生の中には資格と関係ない職種に就くものが存在する。本学の教

育基本方針である「広い教養と健全な社会性を身につけた専門的社会人を育成する」に基

づくと、その卒業生が専門外の分野において本学で獲得した学習成果をどのように活用し

社会に貢献しているのかについても注目して判断することが必要である。 

ところで、資格を取得しないまま卒業する学生については、本学で学ぶ意義の喪失を意

味するのか、あるいは資格に関係なく学習成果を活用して社会に貢献できることを意味す

るのかなど、多角的に考察することが学生の休退学を未然に防ぐ対策にもつながると考え

られる。その分析に基づいて、教育環境や指導体制をさらに整備することが課題である。 

＜生活科学学科＞ 

本学科は栄養士養成課程であり、入学時からオリエンテーション等で学科の教育目的・

目標を明示している。栄養士免許を取得せず卒業する者が毎年数名おり、平成27年度は3

名であった。教育目的・目標は、大学案内やウェブサイト等により学生に周知しているが、

学生全員が栄養士免許を取得するよう、オープンキャンパスや大学説明会等でも周知徹底

していくことが課題である。また、入学者数増員に向けて、短期大学としてのメリット等

について広報をより進めることも課題である。 

＜幼児保育学科＞ 

平成27年度の子ども・子育て新制度施行に伴い、本学科では教育目的の見直しを行った。

その基準となる方針は、保育を通して平和と友愛に貢献する専門的職業人を育成すること

である。わが国では、現在も保育や子育てに関する諸問題が取り上げられており、今後も

幼保一体化計画の動向に合わせて、幼稚園教諭二種免許状と保育士資格の両方を取得する

ことに基づいた教育目的の点検と見直しを継続していかなければならない。 

平成27年度卒業者81名のうち、幼稚園教諭二種免許状取得者が80名、保育士（卒業時に

は指定保育士養成施設卒業証明書）取得者が80名であった。1名が免許・資格の取得を断念

して卒業したことから、全員が両者を取得するよう取り組むとした前年度の課題は達成で

きなかった。今後も本学科の教育目的をオープンキャンパスや大学説明会で徹底するとと

もに、入学前の合格者登校日でその自覚を確立し、入学直後から円滑に学習へ取り組むこ

とを推進するよう工夫を試み、その指導システムの確立と徹底が課題である。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

医療の高度化、多様化、専門化に伴い、臨床検査技師の果たす役割は益々重要になって

おり、これらに対応できる臨床検査技師養成が求められる。本専攻では、教育目的・目標

が現在の社会的ニーズに応じているか常に確認する必要がある。また、入学時から教育目
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的・目標を十分に理解し、卒業時には入学者全員が教育目標を達成できるよう目的意識を

高める工夫が必要である。その一環として入学前の進学説明会やオープンキャンパス等の

機会に臨床検査技師の職業と学びの重要性を理解してもらえる取組を強化する必要がある。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

本専攻では、医療の高度化、多様化、専門化が進む中で、歯科衛生士の果たす役割がい

っそう拡大し、重要性を増している。教育目的・目標を達成するために医療の進歩に対応

できる教育を行うために「個々のケーススタディを設定し、その生活・社会的・文化的背

景と関連させながら口腔と全身の健康との関連性について包括的にみて問題抽出と解決・

方法について考える」ことを教育の中に取り入れている。非常勤講師との連携もとりなが

ら教育目的・目標を共有し、教育の徹底を図ることが課題である。 

＜看護学科＞ 

少子高齢化の進展や医療技術の進歩など医療を取り巻く環境の変化により、医療連携体

制や地域ケア体制の整備等、医療を取り巻く環境や国民の意識の変化に応じて、看護専門

職者への資質・能力の向上がいっそう求められる時代となっている。今後の看護基礎教育

のあり方の動向をとらえ、本学科の教育目的がそれらに対応できているかを常に点検しな

がら、対応していくこと、また臨床講師を含め教員間で共有し教育にあたることが必要で

ある。 

＜専攻科応用生命科学専攻＞ （参考） 

本専攻では、臨床検査技師養成の高度化に対応するため、本専攻の教育目的である幅広

い教養と実践力を有し、研究開発能力を身につける必要性を医療衛生学科医療検査専攻在

学生に認識させ、意識の高い多くの在学生を専攻科に進学するよう方向づけることが課題

である。同時に在籍学生全員が学士（保健衛生学）を取得して修了後の進路で職責を果た

さなければならない。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が取得できる教育体制の検討も継続的に行う必要がある。 

＜専攻科地域看護学専攻＞ （参考） 

本専攻は、看護学科の学習内容の上に、公衆衛生看護学の知識体系を積み上げ、個人・

家族・集団・組織を含む地域全体を対象とした看護実践を行うための基盤となる知識・技

術・態度の習得を教育目的としている。看護学科と専攻科の教育内容の連続性を強化して

いくために、学生の看護学科での学修内容と公衆衛生看護学を学ぶにあたっての躓きを早

期に具体的に把握し、解決策につなげていく授業展開を構築していく必要がある。 

 

 

基準Ⅰ-B-2 学習成果を定めている。 

 

■ 基準Ⅰ-B-2の自己点検・評価 

(a) 現状 

高知学園短期大学の定める学習成果は、建学の精神に基づく教育方針に則り「専門的職

業人として必要な知識と技能を習得するとともに、広い教養と健全な社会性を身につけ、

世界の平和と友愛に貢献するための資質と能力を獲得する。」と示している。この内容は全

学に共通する能力に関するものであり、この具体的な専門性については各学科・各専攻で
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それぞれの教育目的に基づいて定め、各専門的職業人に必要な実践的能力および人間性の

獲得を学習成果として示している。 

これらの学習成果において、「専門的職業人として必要な知識と技能」および「広い教養」

等、専門的知識・技能については教育課程の履修を中心に測定している。履修すべき科目

と単位数は、短期大学設置基準第5条および各種資格取得に関する法規等の規程に適うもの

である。学生の学習成果の査定に関しては、学則第22条～第24条に示している。また、具

体的な到達目標や測定方法と基準等についてはシラバスに示している。学習成果を量的・

質的データとして測定する仕組みとしては、定期試験、中間試験、小試験、レポート、授

業への取組状況等、多様な点を総合して評価している。なお、授業への出席はすべて行う

ことを原則とし、欠席した場合はその分の補講を受けて学則に定めた学習時間を確保する

よう、学生生活と履修の手引きにも明記して指導している。その上で「試験規程」第3条に

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するよう指導している。それでも不合格の場合は次年度も学則に基

づいて授業に取り組むこととなる。また「健全な社会性」等、汎用的能力については、学

生生活や社会活動における取組状況、学生のふり返りによるポートフォリオ、また教員と

学生による面談等、各学科・各専攻で工夫を図りながら質的データを中心に測定している。

一部の授業や学外実習等では量的データで測定する仕組みももっている。 

この学生の学習成果は大学案内や学生生活と履修の手引き、ウェブサイトや自己点検・

評価報告書等に明記し、学内外に表明している。また、学習成果の測定に関することは学

生生活と履修の手引きやシラバスにおいても示している。さらに、オープンキャンパスや

大学説明会、合格者登校日等においても学習成果の説明をするとともに、入学式では学長

が式辞の中で学習成果について述べるなど、学生だけでなく保護者への周知も図っている。 

学習成果の点検については、全体的な学習成果を評議会で点検し、その方針に基づいて

各学科・各専攻教員会議で点検している。特に平成27年度には、本学が定める学習成果の

内容について、現代社会のニーズや各分野の発展に必要な能力と教育目的、三つの方針等

とを総合的に照らし合わせながら、学科・専攻教員会議、評議会で点検することによって

新たな学習成果を定め、教授会で理解の徹底を図った。 

＜生活科学学科＞ 

生活科学学科では、建学の精神と本学科の教育目的・目標に基づき、以下に示す学習成

果を定め、それらの能力を習得する。 

１．食・栄養に関わる理論と技術を身につける。 

２．食の分野から健康で豊かな生活に貢献できる、実践的な能力を身につける。 

３．医療に関する知識と情報化社会に対応できる能力を身につける。 

その要件は、各免許・資格取得に必要な単位数として、短期大学卒業62単位以上、栄養

士免許62単位以上、栄養教諭二種免許状83単位以上、フードコーディネーター3級、情報処

理士、医療管理秘書士および病歴記録管理士62単位以上であることを示している。 

本学科の学習成果を量的・質的データとして測定する仕組みとしては、シラバスの「評

価方法」で明確に示している。定期試験や小テスト、レポートによる量的データ、あるい

は、口頭発表や授業態度等による質的データとして測定し、学習成果を評価している。ま
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た、学外実習については、病院、学校、薬局等からの実習評価表、実習日誌および学内で

の事前事後指導の評価等を量的・質的データとして測定し、学習成果を評価している。 

本学科の学習成果は、オープンキャンパスや進学説明会、新入生および在学生オリエン

テーション等で説明している。加えて、大学案内、ウェブサイト等でも公開し、学内外に

示している。学習成果の点検については、学科教員会議で定期的に行っている。また、ク

ラス担任を中心に、学生の学習到達状況等についても定期的あるいは必要に応じて報告し、

点検している。各教員は学生による授業アンケートを常に確認し、教員自ら授業改善に取

り組み、学習成果達成のための改善を図っている。栄養士免許資格取得希望の学生には、

栄養士実力認定試験（一般社団法人全国栄養士養成施設協会主催）を課しており、その結

果より学習成果を測定、評価している。 

＜幼児保育学科＞ 

幼児保育学科は建学の精神と本学科の教育目的に基づき、学習成果を以下の通りに定め

ている。 

幼児保育学科では、子どもの健やかな成長を育むことで、世界の平和と友愛に貢献でき

る社会人となるため、次に掲げる能力を習得する。 

１．愛情に満ちた豊かな人間性を獲得する。 

２．子ども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する。 

３．最新の教育・保育理論を備えた保育の指導計画を立案し実践することができる。 

上記に示した学生の学習成果を量的・質的データとして測定する仕組みについては、以

下のものがある。まず１．の「豊かな人間性」については、本学科で定期的に提出される

ポートフォリオの内容や授業および社会活動等への取組による質的データ、学外実習にお

ける実習園からの評価に含まれる量的データ等から測定している。また２．の「知識や技

術」については、定期試験やレポートによる量的データ、作品制作や発表内容とそれに対

する態度等による質的データ、さらには学外実習園からの評価とその事前事後の取組に対

する評価等である。３．の「指導計画」についても、授業における取組や学外実習におけ

る実習園の評価等による量的データおよび質的データから測定している。このように、本

学科では学内外の取組の状況を量的・質的データとして測定し、学習成果を評価している。

こうした学習成果は、オープンキャンパスや大学説明会、オリエンテーションで説明する

とともに、大学案内や学生生活と履修の手引き、ウェブサイト等においても公表し周知を

図っている。 

本学科の学習成果の点検については、学科教員会議で学生の状況をクラス担任が報告し

て学習成果の達成状況を共有し、常に点検している。なかでも、ポートフォリオは本学科

で独自に行っているもので、学生自身の教育や社会的な面における成長過程をふりかえり、

今後の目標を定期的に定めて文章化している取組である。また、平成25～27年度では、本

学での学びと学外実習園の評価を照らし合わせながら、学習成果をさらに具体化するよう

見直した。このように各教員は、ポートフォリオや活動状況等より学生の様子を定期的に

把握し、また教育面では学生による授業アンケートを常に確認して自己分析を行い、課題

や改善計画を報告するなど、学習成果獲得のための改善を図っている。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

医療衛生学科医療検査専攻の学習成果は、「医療検査専攻の課程を修めることで、現在の
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医療に貢献できる実践力と専門的職業人としての倫理観を獲得している。」ことである。具

体的には以下のように明確に示している。 

１．臨床現場で貢献できる基本的な臨床検査の手技を実施することができる。 

２．臨床検査の専門として基本的な検査結果について評価し説明できる。 

３．医療の対象者及び医療従事者と適切なコミュニケーションをとることができる。 

４．進歩する医療に対応するために最新の臨床検査学について情報収集することができ

る。 

５．医療の向上のために症例や臨床検査データを分析してプレゼンテーションできる。 

学習成果は合格者登校日、入学時オリエンテーションで説明し、入学後は学生生活と履

修の手引きに明示して周知している。 

学習成果は本専攻のシラバスに示されたそれぞれの科目の授業目的・目標に反映されて

おり、定期試験およびレポート、実技試験、授業態度によって測定できる。また、学外の

臨地実習の学習成果は、臨地実習修了証明書、臨床検査技師による臨地実習評価表、レポ

ート、実習ノート、実習試験を総合して量的・質的データによって測定できる。また臨地

実習反省会においても実習施設から学生全体の学習成果について多様な意見を聴取してい

る。卒業時の臨床検査技師国家試験受験資格の取得については学生生活と履修の手引きに

示された臨床検査技師学校養成所指定規則に基づいた単位一覧表に明示されている。 

学習成果の適正については、医療現場の動向や学生の特質などを確認しながら、本専攻

教員会議で報告し点検している。その結果、平成27年度には学習成果の一部を修正した。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

医療衛生学科歯科衛生専攻の学習成果は、建学の精神および教育目的に基づき、以下の

4つの学習成果を定め、それらの能力を身につけることを明示している。 

１．保健・医療・福祉を総合的に捉え、良好な人間関係を構築しながら協働・連携する

ことができる。 

２．倫理観を持ち、生活背景・人生経験豊かな人たちを敬い、傾聴することができる。 

３．全人的観点から口腔衛生管理・支援ができる。 

４．卒業後も、自ら探究心をもち、研究した結果をプレゼンテーションできる。 

学生の学内の学習成果は、講義は定期試験および小テストとレポート、実習は定期試験

と目標に対する実技の到達度チェック表およびレポートで評価している。また、グループ

で行うプレゼンテーションも評価している。学外で実施される臨床実習および臨地実習は、

質的・量的データとして測定し学習成果を評価している。学習成果については、入学時の

オリエンテーションで説明している。学習成果を達成するために、医療人としての倫理観

等意識付けについては、日常からの声がけを行うことにより、気付きが多くなり、モチベ

ーションも高まり始めた。また、学生の学習成果を前後期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点検している。 

＜看護学科＞ 

看護学科の学習成果は、建学の精神と本学科の教育目的に基づいて、以下の6つの能力を

身につけることと明示している。 

１．対象者の統合的な理解をもとに援助的関係を形成し、実施する看護についての説明

責任を果たしながら倫理的な看護実践ができる。 
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２．根拠に基づき、看護を計画的に実践することができる。 

３．様々な健康レベルにある対象を理解し、安全なケア環境を確保しながら必要な援助

が実践できる。 

４．提供する看護の質を高めるために、対象者を取り巻く人々と協働することができる。 

５．看護の場面の中で自ら疑問をもち、主体的・継続的に学習することができる。 

看護学科では、人々の健康生活の向上に貢献することで建学の精神である「世界の平和

と友愛」に貢献できる看護職者を育成しようとしている。人々の健康生活の向上に貢献す

るためには、本学科の教育目的にあるように、豊かな人間性・創造性・主体性をもち、人々

と協働しながら根拠に基づいた看護実践能力が必要である。すなわち、学習成果に示され

ている「対象となる人々の尊厳と権利を擁護できる倫理観」「根拠に基づいた看護実践」

「様々な健康レベルに対応できる能力」「人々と協働、連携できる能力」「専門職として研

鑽し続ける能力」がこれにあたると捉えている。このように、本学科の学習成果は、教育

目的に基づいて示されている。 

また、学習成果は、定期試験やレポート等により、量的に測定する方法、リフレクショ

ンシートやグループワークでの自己・相互評価など質的に測定する方法など、測定する仕

組みをもっている。学習成果の評価として重要な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、それぞれが学習成果を反映した到達目標を明確に示している。実習中お

よび実習終了後に学生と個別面談しながら、学習成果を点検している。看護実践に必要不

可欠な看護技術に関しては、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」を参考に本学科独自の到達度評価表を作成し、学生一人ひとりが求めら

れている看護技術の内容を理解したうえで、自己学習し、可能な限り実践の中で技術を経

験・評価できるよう作成している。チェックリストは学生個人の管理のもと、2年次の基礎

看護実習より3年次の最終実習まで活用している。そして最終的には、3年次後期の「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し、学習

成果を点検している。これらの点検の内容は学科教員会議で共有している。平成27年度は

それらの点検を踏まえ、学習成果の一部を修正した。なお、本学科の学習成果は、オープ

ンキャンパスや進学ガイダンス等で説明し、大学案内、ウェブサイト等でも公開している。 

＜専攻科応用生命科学専攻＞ （参考） 

専攻科応用生命科学専攻では、以下のように明示している。 

１．習得した専門知識と技術、および幅広い教養に基づく、問題解決能力と知的生産能

力を有し、生命科学分野から保健・医療分野まで広く応用できる実践力を有する。 

２．情報を正確に解りやすく表現し説明できる能力を身につけているとともに、コミュ

ニケーションを通じてよりよい人間関係を構築する能力を有している。 

この学習成果を獲得するため、大学改革支援・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、また大学改革支援・学位授与機

構に学習総まとめ科目の履修計画書と成果の要旨を提出し、審査を受けることが必要であ

る。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、修了研

究では、前期、後期の年2回の全学に向けた修了研究の発表により、成果を明確に示してい

る。学習成果の測定は、定期試験およびレポート等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
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いる。学習成果の最終点検については、専攻科教員会議で成績判定を諮っている。また、

学習総まとめ科目である修了研究は、年2度の成果発表を教員で評価し、さらに大学改革支

援・学位授与機構への成果の要旨提出による審査で学習成果への点検としている。点検の

結果、平成27年度には新たな学習成果を定め、特例適用専攻科の実情に即したものとした。 

＜専攻科地域看護学専攻＞ （参考） 

専攻科地域看護学専攻の学習成果は、以下のとおりである。 

１．公衆衛生看護の知識・技術を用いて個や集団を統合的に理解し、健康課題を診断で

きる。 

２．人々の生活を多面的に捉え、対象者自身が生活習慣の改善に向けて取り組むための

援助ができる。 

３．コミュニティの中にある組織活動を見極め、健康課題に対処する能力を育成するた

めに自主活動の活性化への支援ができる。 

４．公的な組織の構造と機能を理解し、健康課題の解決に向けて地域の中にあるケアシ

ステムを活用できる。 

５．看護に関する自らの疑問を文献検討に基づいて洗練化し、収集したデータから新た

な知見を導き出すことができる。 

また、学士（看護学）学位の取得に向けて大学改革支援・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受験し、合否をもって学習成果を評価するとともに、専攻科

教員会議において総合判定を行っている。平成27年度は、本専攻科の教育内容を踏まえて

点検した結果、学習成果を新たなものとした。学習成果は、指導保健師の評価を受ける公

衆衛生看護学実習や、修了研究発表会での研究発表を通して確認している。 

 

(b) 課題 

平成26年度には本学、平成27年度には各学科・各専攻の学習成果を見直した。そのため、

まずは新たに定めた学習成果の到達状況を検証することが課題である。特に、一部におい

ては不合格者や再履修者が多い科目も残っている。学生の学習態度に対する指導はもちろ

ん、教員自身の指導力向上および授業改善が十分に進んでいるかどうかを組織的に検証し

なければならない。それは授業の理解だけでなく、学生自身が本学で学ぶ意義の認識を左

右するものである。したがって、授業改善と並行して再履修および休退学につながる原因

を突き止め改善することを、さらに工夫することが求められる。そのためにも、まずは全

教員が自らの教育力の向上を目指して追求しなければならない。学習成果については、参

考指針である学士力に照らし合わせながら現方針の見直しを継続するとともに、日本学術

会議等の報告も参考にしながら、本学に適した学習成果へ高めていかなければならない。 

＜生活科学学科＞ 

学習成果を達成し、学生全員が栄養士免許を取得するための指導をより強化し進めてい

くことが課題である。また、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および豊か

な人間性を身につけた学生を育成するキャリア教育のいっそうの活用が必要である。 

＜幼児保育学科＞ 

平成27年度に定めた学習成果が、入学者全員の確実な獲得となっているのか、また就職
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後の勤務状況に反映されているのかを確認することが課題である。卒業生を対象とした調

査の実施についても検討していく。なお、本学科では極端に大量の不合格者を出す科目は

見当たらないが、2年間で学習成果の獲得に至らず留年をした学生が存在することから、そ

の原因究明の具体化と防止策の見直しが必要である。あわせて、科目の合格者が習得した

知識・技能を教育目的の通りに適切に活用できているかも確認し続けなければならない。 

＜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。学習成果の達成が困難な

学生については、学生の特質に見合った授業方法に改善するとともに個別指導が求められ

ている。特に3年次の臨地実習については、2年次までの学習成果の上に成り立つものであ

り、現在の「臨地実習履修基準」を見直し臨地実習前OSCE（客観的臨床能力試験）の導入

も検討する必要がある。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

自ら探究心を持たせるためには、入学時からの指導体制が重要であり、学生が学習意欲を維

持できるよう教員間で意見交換を行う。また、教員自身が新たな情報を得るために学会および

研修会に参加し情報の共有化を図りよりよい授業を展開することができるよう努めていく。 

＜看護学科＞ 

学習成果にあげた5つの能力を備えた看護専門職者となるために必要な姿勢、態度、能力、

資質について、看護学科における教育課程のなかでどのように育み統合していくのかを、

カリキュラムの検討、教育方法論、またそれらを可視化した指標で評価するためのしくみ

づくりを検討していく。また、学生が日々の学習を、これらの5つの能力を3年間で獲得し

ていくためのものであることを関連付けられるよう、入学時から継続して確認していくこ

と、最終的に学習成果を学生自身が評価できるための仕組みを考えていく。 

＜専攻科応用生命科学専攻＞ （参考） 

本専攻修了生全員が、幅広い教養と実践力を養い、問題解決能力と知的生産能力を培い、

基礎分野から保健・医療分野まで広く応用できる能力を有するようになることが必要であ

る。また修了研究のテーマを教員の専門分野に合致させ、大学改革支援・学位授与機構へ

予め申請している個表に沿ったものとし、研究の質を向上させ、専攻科としての教育研究

水準を保持・発展し続けていくことも必要である。 

＜専攻科地域看護学専攻＞ （参考） 

本専攻では、教員が学生1～2名を受け持つ研究指導体制をとり、個別指導を行なってい

る。一人ひとりの課題に合わせた効果的な指導とするためには、学生の成熟度に応じて学

生と到達目標を共有することができるよう作成した評価指標の評価と改訂を行う必要があ

る。知識のみならず取組の姿勢や態度についても形式知として明示し共有することによっ

て、学生があるべき姿を理解して課題に取り組めるようにする必要がある。 

また、住民の健康生活に貢献するためには自ら動き、学び取る主体性を育成することが

不可欠であるため、主体性の育成に向けて授業のスタイルを変えることも課題である。 
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基準Ⅰ-B-3 教育の質を保証している。 

 

■ 基準Ⅰ-B-3の自己点検・評価 

(a) 現状 

高知学園短期大学の教育の基になる学校教育法、短期大学設置基準等法令の変更や改正

については、文部科学省、厚生労働省、内閣府等の通達、官報を教務課および各学科・各

専攻で適宜確認している。本学は教職課程を有することから、教育職員免許法施行規則第

22条の6に基づき、教員免許状の取得状況をウェブサイトで公表するとともに、他の免許・

資格の取得状況についてもウェブサイトで公表している。関連法令の変更があれば、それ

を受けて対応するよう法令順守に努めている。平成26年度には学校教育法の一部改正に基

づき、学則の一部を改正した。 

また、教育の質の保証について、本学は以下の学習成果を焦点にした査定（アセスメン

ト）の手法を用いている。まず、学則において学生が獲得できる卒業要件、各学科・各専

攻の教育目的および目標に即して取得できる資格を掲げている。その上で、単位修得、卒

業、資格取得を通して獲得していく知識や技能、その他必要な能力に焦点を当てた学習成

果を定め、それを査定する手法を学則で定め、シラバスで各科目の具体的な到達目標と測

定方法を示している。これら一連の教育課程を反映し、その質保証を証明するものとして

各学科・各専攻が認可を受けた免許・資格の取得がある。学内では、各学科・各専攻教員

会議、教務委員会、評議会、教授会を通じて査定している。 

このような流れを通して教育の向上・充実を図るために、以下のPDCAサイクルを有して

いる。まず、Planについては学校教育法、短期大学設置基準およ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的と

到達目標を示している。それに従い、Doとして講義、演習、実験・実習・実技による授業、

さらに学外実習を行い、随時学生の学習成果を試験、レポート、創作作品、取組状況等で

測定している。その上で、Checkとして授業を遂行しながら教員同士による授業参観と事後

検討会、学科・専攻教員会議での課題の発見と分析、さらには授業終了後の学生による授

業アンケートで問題点を点検する。続いて、Actionとしてはその点検を自己分析し報告書

をまとめ改善計画を具体化して実行するとともに、全学的なファカルティ・ディベロップ

メント活動（FD活動）への積極的な取組、および教員が所属する学会や研究会への参加を

通して、新たな知見を教育活動へ還元させることにより、教育力の向上に努めている。 

 (b) 課題 

PDCAサイクルが確立し効果的に機能するためには、建学の精神、教育目的・目標、学習

成果が相互に関連しあっていることが前提となる。平成27年度に学習成果、学位授与の方

針、教育課程編成・実施の方針、入学者受け入れの方針を各学科・各専攻で見直し、教授

会で共有を図った。それゆえ、新たに定めた学習成果や方針等に基づいて教育が実践され、

学習成果を達成できていることを検証しなければならない。その上で現在の査定（アセス

メント）の手法の見直しと教育の質保証が達成できているかどうか、特に汎用的能力を測

定するよりよい手法の開発が必要である。 
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■ テーマ 基準Ⅰ-B 教育の効果の改善計画 

教育の質を保証する上で重要なことは、三つの方針に基づいた教育活動を通して卒業時

には学習成果が確実に獲得され、その学習成果を進路先で有効に活用することができる体

制を確立していることである。特に、客観的な評価方法と提示方法の発展や改善、必要に

応じた新たな開発にも取り組まなければならない。一定期間内に学習成果を達成できない

学生への対応も見直しが必要である。それゆえ、現行の学習成果の量的・質的データとし

ての測定手法や教育の向上・充実に向けたPDCAの徹底を図る。特に学習成果を達成できな

い原因の検証とそれを克服するため、まずは教員自身が授業・教育方法や学習支援の課題

をこれまで以上に自覚し、改善に向けた努力を図るよう組織的に強化していく。 

 

 

基準Ⅰ-C 自己点検・評価 

 

基準Ⅰ-C-1 自己点検・評価活動などの実施体制が確立し、向上・充実に向けて努力して

いる。 

 

■ 基準Ⅰ-C-1の自己点検・評価 

(a) 現状 

高知学園短期大学では、学則第2条第1項に自己点検・評価活動を実施することを定めて

いる。そして同条第2項に基づき、自己点検評価委員会、作業連絡会、自己点検評価検討会

議を経て毎年度自己点検・評価報告書を作成している。 

平成26年度には組織の見直しを図り、まず作業連絡会の構成教職員を副学長、ALO、学生

部長、教務部長、事務局長、事務局課長とし、自己点検評価検討会議の構成教職員は評議

会構成員、事務局課長と変更した。あわせて自己点検評価委員会規程の修正と作業連絡会、

自己点検評価検討会議の各規程も整備した。平成27年度には「高知学園短期大学教育組織

規程」の改正に伴い、平成28年度より構成教職員に情報企画部長が加わるよう「作業連絡

会規程」と「自己点検評価検討会議規程」を改正した。自己点検・評価の体制は、まず各

学科・各専攻および専攻科各専攻、事務局各課において全教職員が自己点検・評価を行い、

その内容を自己点検評価委員会で審議・検討している。自己点検評価委員会は「自己点検

評価委員会規程」に基づき、教務部長を委員長とし、各学科・各専攻、専攻科地域看護学

専攻各教員、事務局課長、その他学長が指名する者から構成し、その事務は教務課が行っ

ている。自己点検評価委員会でまとめられた自己点検・評価報告書（案）は、ALOを議長と

して副学長、学生部長、教務部長、情報企画部長、事務局長、事務局課長、その他学長が

指名する者による作業連絡会で更に全学的な視点での編集を中心に検討し、最終的には評

議会構成員と事務局各課長による自己点検評価検討会議で決定している。 

作成した自己点検・評価報告書は印刷製本の後、全教職員および中国・四国地方の短期

大学を中心に配布するとともに、ウェブサイトで公表している。同時に、そこで述べられ

た課題や計画などを活用して、本学および各学科・各専攻や事務局における事業計画を策

定している。このように、本学は学校教育法第109条に基づいて定期的に自己点検・評価報

告書を公表している。そして、本学では自己点検・評価の成果を日常の教育・研究の改善
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に活用している。本学は、平成17年度と平成24年度に一般財団法人短期大学基準協会の第

三者評価を受け、いずれも「適格」と判定された。 

 

 (b) 課題 

自己点検・評価は着実に実施しているが、PDCAサイクルの確立を徹底するとともに、そ

の評価結果を次年度の改善に生かしていく取組をさらに強化させる必要がある。例えば、

再履修者が同一科目で大量に発生しその傾向が続いている場合は、自己点検・評価が当該

科目担当教員の授業改善につながっていないことを示唆することから、一部に特化した

PDCAサイクルの見直しも必要である。 

 

■ テーマ 基準Ⅰ-C 自己点検・評価の改善計画 

平成27年度に改正した各学科・各専攻の教育目的、新たに定めた学習成果や方針等に基

づいて教育活動を実践することができているか、さらには社会発展への貢献に結びついて

いるかを確かめ、さらに改善することが最優先すべき計画といえる。さらに、その実践が

教育の質の向上につながるとともに、休退学の防止や資格取得率向上につながっているか

を検証することが必要である。 

 

■ 基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果の行動計画 

「建学の精神」の全学的な周知徹底を図るために、オープンキャンパスから合格者登校

日の入学前から在学中のオリエンテーションや行事等で「建学の精神」の理解とその浸透

に努めてきた。教員側も建学の精神に基づいた教育活動を意識して改善に活かし、教育の

質的成果を得るよういっそう取り組むことが必要である。この成果を検証するためには、

学生が自らの専門性が果たす「平和と友愛」への貢献をどのように認識し、そのために必

要な課題を定めることができているのかについて確認する必要がある。 

 

◇ 基準Ⅰについての特記事項 

(1)以上の基準以外に建学の精神と教育の効果について努力している事項。 

事項なし。 

 

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

事項なし。 
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基準Ⅱ 教育課程と学生支援 

 

■ 基準Ⅱの自己点検・評価の概要 

高知学園短期大学で定めた学位授与の方針は、建学の精神に則り、学生が学習成果を達

成したことを認める内容となっている。学位授与の条件となる卒業に必要な要件について

も単位数や成績評価の基準、資格取得の要件を学則および学位規程に示し、学内ではオリ

エンテーション等で学生に説明するとともに、学外では広報活動等を通じて表明している。

本学が授与する短期大学士は学校教育法第104条第3項の規定に基づくことから、社会的か

つ国際的に通用性がある。この学位授与の方針については定期的に点検している。 

学位授与の方針にかなうよう、教育課程編成・実施の方針についても、学習成果を達成

するために体系的な教育課程を編成している。教育の質を保証するため、各教育科目では

到達目標や成績評価の方法等必要な項目をシラバスに示して教育を実施し、厳格に成績評

価を行っている。また、各学科・各専攻の教育課程では教員の資格や業績を基にして教員

配置を行っている。この教育課程について、本学では定期的に見直しを行っている。 

こうした教育課程を実施するため、入学者受け入れの方針を定め、大学案内や学生募集

要項、学生生活と履修の手引き、ウェブサイト、その他大学説明会等を通じて示している。

入学者選抜制度としては特別推薦選考、自己推薦選考、推薦選考、試験選考、社会人選考、

留学生選考等を設け、入学者受け入れの方針に基づいて入学者選抜を行っている。 

以上の三つのポリシーについては、全学および各学科・各専攻の方針をウェブサイトや

大学案内等で公表していることから、学校教育法施行規則第165条の2および第172条の2を

満たしている。また、学校教育法施行規則第165条の2（2）に基づいて、評議会や教授会、

学科・専攻教員会議で定期的に点検を図り、一貫性の確保に努めている。 

さらに、各学科・各専攻の学習成果は、当該学科・専攻の教育目的の到達で求められる

能力に関することから具体性がある。各教育科目では到達目標や授業時間数等をシラバス

に示して教育課程を実施していることから、学習成果は一定期間内で獲得可能であり、測

定可能なシステムとなっている。各学科・各専攻の教育課程は免許・資格や国家試験受験

資格等の取得に関わることから、その学習成果には実際的な価値がある。また、学生の卒

業後評価については、進路先からの評価を聴取している。学科・専攻内で得られた結果を

共有し、授業改善や教育課程の見直しの参考にするなど学習成果の点検に活用している。 

教員は、学位授与の方針が達成できるよう、教育課程編成・実施の方針に対応した担当

科目の教育を行うとともに、学位授与の方針に対応した成績評価基準に基づいて学習成果

を評価し、把握している。学習成果の状況は担当教員だけでなく各学科・各専攻内で把握

するとともに、卒業時には全学で学習成果を把握して各学科・各専攻の教育目的の達成状

況を把握している。毎学期授業の最終回に行われる学生による授業アンケートに対しても、

教員はその結果を基にして自己分析を行い、授業の改善点を抽出して教務課へ報告すると

ともに、その実現に努めている。また、教員による授業参観を通して教員からの授業に対

するコメントも参考にして授業・教育方法の改善に努め、授業担当者間での意思の疎通、

協力・調整も図っている。さらに、ファカルティ・ディベロップメント委員会（FD委員会） 

が中心となって実施する全教員対象のFD活動やFDに関する研修会等も通して、教員は授

業・教育方法の改善を行っている。このように、教員は学生に対して履修および卒業に至
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る指導を行い、各学科・各専攻の学習成果の獲得に向けて責任を果たしている。 

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。所属部署の職務を通じ

て事務職員が学生に助言指導を行う機会は多いことから、学習成果の向上に貢献している

とともに、教育目的の達成状況も把握している。また、事務職員はスタッフ・ディベロッ

プメント活動（SD活動）を通じて学生支援の職務を充実させるよう努めている。このよう

に、事務職員は学生に対して履修および卒業に至る支援を行い、各学科・各専攻の学習成

果の獲得に向けて責任を果たしている。 

教職員は、学習成果の獲得に向けて施設設備および技術的資源を有効に活用している。

例えば図書館では、事務職員が学生の学習向上のために支援を行っている。あわせて、教

職員全体においても学生の図書館の利便性を向上させるよう配慮している。また、教職員

は学内のコンピュータを授業や学校運営に活用するとともに、教職員は学生による学内LAN

やコンピュータの利用も促進するなど、教育課程および学生支援を充実させるためにコン

ピュータ利用技術の向上を図っている。 

学生の学習支援においても、学習成果の獲得に向けた動機付けのため、定期的にオリエ

ンテーションを行うとともに、学習支援のための印刷物を発行している。また、基礎学力

が不足すると思われる学生に対しては教員が補講を実施したり個別に指導したりして、学

習成果の獲得を図っている。学習上の悩み等に対しても相談にのり、適切な指導助言を行

っている。留学生の受け入れは、希望があれば留学生選考を制度化して対応している。 

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、教育相談室、保健室、

キャリアセンター等を整備し、健康管理やメンタルヘルスケア、カウンセリングなどに対

応している。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。学内には食

堂や自動販売機コーナーを設置するなど、学生のキャンパス・アメニティに配慮している。

また、女子学生を対象とした学生寮を設置するとともに、希望があれば下宿先のあっせん

を行うなどの支援を行っている。さらに、学内に駐輪場を設置し、通学のための便宜を図

っている。本学独自の奨学金制度は設けていないが、独立行政法人日本学生支援機構奨学

金の手続きや返還の指導を教務課が行っている。学内では無記名による意見箱を設置し、

学生の意見を聴取するよう努めている。留学生に対しては「外国人留学生授業料減免規程」

を設けて支援している。障がい者への支援体制として、障がい者用トイレ、施設の階段へ

の手摺の設置、建物入り口のスロープ等を設置している。学生の社会的活動に対しても、

卒業時の同窓会表彰の対象とするなど、積極的に評価している。 

進路支援については、就職委員会を組織し、教職員が連携して学生の就職活動の支援を

行っている。就職に関する指導や状況の分析は学生支援課を中心に、各学科・各専攻と協

力しながら行い指導に活かしている。また、国家試験受験資格取得と国家試験合格のため

の支援については、各学科・各専攻が積極的に進めている。さらに、進学や留学に対する

支援は、教務課が各学科・各専攻と協力して行っている。 

入学者受け入れの方針については、大学案内や学生募集要項、学生生活と履修の手引き

およびウェブサイト等を通じて明確に示し、本学の教育目的に合った学生の受け入れに取

り組んでいる。受験の問い合わせ等に対しては学生支援課が適切に対応し、広報や入学試

験に関する事務を行っている。多様な選抜についても公正かつ正確に実施している。入学

手続き者に対しては合格者登校日を設けて入学までに授業や学生生活についての情報を提
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供している。そして入学後は学習、学生生活のためのオリエンテーション等を行っている。 

 

 

基準Ⅱ-A 教育課程 

 

基準Ⅱ-A-1 学位授与の方針を明確に示している。 

 

■ 基準Ⅱ-A-1の自己点検・評価 

(a) 現状 

高知学園短期大学では、建学の精神に基づいて教育目的を確立し、学則第1条に示してい

る。本学は、この教育目的を達成した者に短期大学士の学位を授与することとし、次の方

針を掲げている。 

本学では、専門的な深い知識を習得するとともに、広い教養と健全な社会性を身につけ

ることによって、各学科・各専攻が掲げる人類の福祉と文化の進展に寄与する専門的職業

人育成の教育目的に合致した資質と能力を獲得した者に短期大学士の学位を授与する。 

この方針にかなうための要件として、まず学校教育法第104条第3項の規定に基づく学位

授与については学則第27条に規定し、付記する専攻分野など詳細な規程を本学の「学位規

程」に定めている。また、そのために必要な卒業の要件を学則第25条および第26条に示し

ている。さらに、成績評価の基準については学則第24条に、資格取得の要件については学

則第28条に示している。このように、本学では各学科・各専攻で人材の養成に関する目的

や教育研究上の目的を学則に定めており、短期大学設置基準第2条を満たしている。 

本学の学位授与の方針は本学ウェブサイトや大学案内、学生生活と履修の手引き等を通

じて学内外に表明している。また、高校生を対象としたオープンキャンパスや保護者を対

象とした保護者懇談会等、本学を説明する機会においても表明している。さらに、各学科・

各専攻では専門性の特徴に基づいた独自の学位授与の方針を明確に示し、大学案内や学生

生活と履修の手引き、オープンキャンパスや大学説明会等で公表している。このように、

本学は学校教育法施行規則第172条の2に基づいて積極的に公表している。 

本学が授与する短期大学士の学位は、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。一般財団法人短期大学基準協会は米国西地区学校・大学基準協会二年制高

等教育機関認定委員会（ACCJC／WASC）との連携協定を締結し、協会に「適格」と認証され

た短期大学の学位は連携先においても通用するものとなっている。こうした点からも、本

学の学科・専攻の学位授与の方針は社会的かつ国際的に通用性があるものである。学位授

与に深く関連する免許・資格についても、まず生活科学学科で取得できる栄養士免許証や

栄養教諭二種免許状、幼児保育学科の幼稚園教諭二種免許状や保育士資格、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免許・資格である。いずれも関係

法令に基づいて取得するものであることから、社会的に通用性があるものである。さらに、

国家試験受験資格についても、医療衛生学科医療検査専攻の臨床検査技師、同学科歯科衛

生専攻の歯科衛生士、看護学科の看護師、専攻科地域看護学専攻の保健師はいずれも国家

資格であり、社会的に通用性があるものである。 
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学位授与の方針は、各学科・各専攻教員会議、評議会、教授会において教育目的や教育

方針を定期的に点検する際に確認している。平成27年度には各学科・各専攻で学位授与の

方針を見直し、評議会、教授会で検討することによってお互いに共有し合った。 

専攻科応用生命科学専攻の学士（保健衛生学）およ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、本学等で臨床検査学および看護

学を修め、さらに本専攻科を修了した者に独立行政法人大学改革支援・学位授与機構（旧・

大学評価・学位授与機構、以下は新機構名で表記する）から授与される。本専攻科におけ

る学位授与の方針は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の規則による。同機構への

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＞ 

生活科学学科では、食を通じて健康で豊かな生活を支援することで、建学の精神に掲げ

られた「平和と友愛」に貢献できる専門的職業人を育成するため、以下の学位授与の方針

を定めている。 

生活科学学科では、次に掲げる資質を身につけた者に短期大学士（生活科学）の学位を

授与する。 

１．建学の精神を理解し、広い教養と健全な社会性を身につけた者。 

２．食・栄養に関わる医療に関する知識と実践的な能力を備えた者。 

３．情報化社会に対応できる能力を身につけた者。 

学習成果を証明する卒業要件は、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、教養教育科目および専門教育科目より8単位以上の計62単位以上の

修得である。資格取得の要件は、栄養士免許証は、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教育科目12単位以上、専門教育

科目53単位以上、および教職専門科目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、医療管理秘書士およ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（平成27年度卒業生）。上記の内容は、学則によ

り規定し「学生生活と履修の手引き」に明記され、入学時からオリエンテーション等を通

して学生に丁寧に説明している。本学科の就職率は、毎年100％を達成してきた。本学科で

習得する専門的知識や諸能力は、職業および生活全般で求められる。それゆえ、社会的に

通用性があるといえる。また、学位授与の方針は学科教員会議等で定期的に点検している。

平成27年度も点検を行った。 

＜幼児保育学科＞ 

幼児保育学科では、子どもの健やかな成長を育むことで、建学の精神に掲げられた「世

界の平和と友愛」に貢献できる専門的社会人を育成するため、以下の学位授与の方針を定

めている。 

幼児保育学科では、平和と友愛の精神に則り、次に掲げる資質を身につけた者に短期大

学士（幼児保育学）の学位を授与する。 

１．子どもの健やかな成長を願う豊かな人間性と人命を預かる責任感を身につけている。 

２．広い教養と保育者に必要な専門的知識および基本的技能を習得している。 

３．社会の諸問題に対して、子どもの教育・保育に基づいた考えをまとめ、表現し、行

動することができる。 
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本学科の学習成果は、本学科の教育目的に基づいて定めている。本学科の学位授与の方

針には学習成果として挙げている専門的能力、すなわち「教育・保育に必要な知識と技能」

として「広い教養」「専門的知識および基本的技能」の習得を掲げている。つまり、保育者

に適した資質を身につけることを前提としている。また、学習成果に挙げた汎用的能力、

すなわち「愛情に満ちた豊かな人間性」を具体化した資質として「子どもの健やかな成長

を願う」「人命を預かる責任感」を掲げている。さらに、汎用的能力と専門的能力を総合し

た能力として「最新の教育・保育理論を備えた保育の指導計画を立案し実践する」ことも

学習成果に掲げ、習得した知識や技能を適切に活用できる保育者を育成している。これら

の成果を証明する指標として「子どもの教育・保育に基づいた考えをまとめ、表現し、行

動する」ことを学位授与の方針として定めている。このように、本学科が掲げる学位授与

の方針と学習成果は対応している。 

具体的には、卒業要件として本学科に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。成績評価の基準としては、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、学外実習は実習園が評す

る実習評価表を基準に事前事後指導等への取組を総合して評価している。評定は、試験や

授業へ取組等を基準とした平常成績との総合で判定している。資格取得の要件は、幼稚園

教諭二種免許状が教養教育科目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

育士資格が教養教育科目12単位以上と専門教育科目71単位以上の計83単位以上の修得であ

る。なお、両資格を同時に取得するためには教養教育科目12単位以上、専門教育科目76単

位以上の計88単位以上が必要である。本学科の卒業の要件については学則第25条に規定し、

本学卒業時には短期大学士（幼児保育学）を授与することとして学則第27条および学位規

程に規定している。また、本学科の学位授与の方針は大学案内や学生生活と履修の手引き、

ウェブサイト等を通して学内外に表明している。 

本学科の学位授与の方針は、幼稚園教諭や保育士、保育教諭として求められる専門的知

識と基本的技能の習得に深く関連している。これらの免許・資格は法令に定められるとと

もに、本学科で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および短期大学

士（幼児保育学）は社会的にも国際的に通用性がある。特に、本学科卒業生の多くは高知

県内の幼稚園・保育所に就職している。勤務の状況についても就職先からの評価は肯定的

であり、継続して求人依頼を頂いている。この件からも本学科の学位授与の方針および短

期大学士（幼児保育学）は社会的通用性があると判断している。本学科の学位授与の方針

は、毎年学科教員会議で確認し、平成27年度には、就職先からの意見も参考にしてより具

体的な方針に改正した。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

医療衛生学科医療検査専攻では、建学の精神に基づいた臨床検査学教育をとおして、次

のような能力を身につけた学生に短期大学士（臨床検査学）を授与する。 

１．臨床検査技師に求められる基本的な知識と技術を習得している。 

２．臨床現場で活躍できる幅広い実践力と問題解決能力を身につけている。 

３．医療人として豊かな人間性、倫理観およびコミュニケーション力を身につけている。 

本専攻の学習成果を証明する卒業要件および学位授与は、本専攻に 3 年以上在学し、基

礎分野 14単位以上、専門基礎分野 25単位以上、専門分野 62単位以上、の計 101単位以上
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（平成 27年度入学者）を修得する必要がある。 

本専攻の教育課程を修めることで取得が可能となる臨床検査技師免許・資格は、法令に

定められた免許等の名称であることから、本専攻の学位授与の方針は、社会的にも通用性

がある。学位授与の方針は、評議会および医療検査専攻教員会議で定期的に検討している。

平成 27年度には、これまでの学位授与の方針を見直し、新たな方針を掲げた。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

医療衛生学科歯科衛生専攻では、以下に示す人間性および技能を身につけた学生に卒業

を認定し、短期大学士（歯科衛生学）の学位を授与する。 

１．豊かな人間性と倫理観を持ち、相手を尊重した対応ができる。 

２．歯科衛生士としてふさわしい人を思いやる人間性を身につけ、自分の考えを正しく

相手に伝えることができる。 

３．将来に向けてのミッションを持ち、保健・医療・福祉を総合的に捉え、協働・連携

し、自らが地域との連携や地域貢献を推進していくことができる。 

４．全身的観点から口腔衛生管理・支援ができるための必要な知識を習得し、理解する

ことができる。 

成績評価の基準は、講義では試験あるいは小試験、課題提出等、また、実習は、毎回の

実技到達度、レポート、試験等の総合で判定している。本専攻の学習成果を証明する卒業

要件は学則第25条に規定されており、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23単位、専門分野58単位以上、合計100単位以上を取得することが必要である。 

本専攻で取得することができる資格は、法令で定められたものであり、社会からも高い

評価を受けていることから、専門領域の知識と技術は、実際的な価値があり、社会的通用

性を持つと考えられる。学位授与の方針は、専攻教員会議で定期的に検討している。 

＜看護学科＞ 

看護学科では、その教育目的に基づき、以下に示す人間性と技能を身につけた者に短期

大学士（看護学）の学位を授与する。 

１．看護の専門的知識・技術を用いて、科学的・論理的に判断し、健康課題を解決でき

る看護実践能力を有する。 

２．友愛精神のもと、人間の尊厳や権利を尊重できる看護職者としての倫理観を有する。 

３．変動する社会の中で、対象となる人々の健康レベルの向上のために、他者と協働し

ながら取り組む姿勢を有する。 

４．専門職業人として研鑽するために、生涯学び続ける力を有する。 

本学科の学位授与の方針は、大学案内やウェブサイトを通して学内外に表明している。

また、新年度初回の看護学科教員会議にて明示し、学生に関わる全教員が目指すべき方向

性を確認し組織的な教育ができるようにしている。 

本学科の卒業要件は学則第25条に規定されており、本学科に3年以上在学し、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、学習成果にあげた5つの能力獲得のた

めに成人看護学に4単位、統合分野に2単位を加えた合計103単位を修得することが必要とな

っている。また、学位の授与については学則第27条に基づき卒業した者には短期大学士（看

護学）の学位が授与され、看護師国家試験受験資格が同時に取得できる。また、看護学科

を卒業することの「基礎資格」を有し、教育職員免許法および教育職員免許法施行規則に
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定められた科目合計27単位を修得した者は、養護教諭二種免許状が取得できる。 

成績評価の基準は、主に試験、レポート、課題の提出、小テスト等、実習・演習ではそ

れらに技術や取組の姿勢など態度の側面を加味し、総合的に評価している。本学科で取得

することができる免許・資格は、法令に定められた免許等であり、本学科の学位授与の方

針は、社会的にも通用性がある。学位授与の方針については、医療をめぐる社会の動向を

鑑み平成27年度に見直しを行い、新たに方針を掲げた。 

＜専攻科応用生命科学専攻＞ （参考） 

専攻科応用生命科学専攻は大学改革支援・学位授与機構に特例適用専攻科として認定さ

れており、本専攻の修了要件は、同機構によって定められた授業科目を32単位以上修得す

ることである。 

本専攻では、修了認定の方針として、以下に示す能力を習得した者に対して、修了認定

をする。 

１．習得した幅広い教養と専門知識を活用し、実践力を養い、問題解決能力と知的生産

能力を培い、生命科学分野から保健・医療分野まで広く応用できる能力を有する者。 

２．自ら行った実験・研究をまとめることを通じて、研究論文作成法を習得できた者。 

３．研究遂行において必要な対人関係能力やコミュニケーション能力を培い、医療人と

しての人格を備え、倫理的配慮もできる者。 

専攻科修了者のうち、大学改革支援・学位授与機構が定める要件を満たした者には、学

士（保健衛生学）の学位が授与される。同機構への申請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。平成27年度に、これまでの学位授与の方針を見直し、新

たな方針を掲げた。 

＜専攻科地域看護学専攻＞ （参考） 

専攻科地域看護学専攻においては、地域で生活している人々の健康増進を目指すととも

に地域全体の健康生活の向上に貢献できる看護職者として活躍するため、以下に示す人間

性と技能を習得した者に課程修了を認定する。 

１．多様な背景をもつ対象者の主体性や価値観を尊重した関係を築き、行動変容に導く

ことのできる豊かな人間性・創造性を有する者。 

２．人々が暮らす地域全体の健康を守るために、他者と連携・協働し、組織的に問題解

決するための企画力や調整力を有する者。 

３．研究を通して論理的思考力を高め、看護の質の向上に貢献できる力を有する。 

専門科目29単位、修了研究6単位、情報科学Ⅲ1単位、合計36単位の修得をもって修了で

き、保健師国家試験受験資格が取得できる。加えて独立行政法人大学改革支援・学位授与

機構による学位審査の合格をもって同機構から学士（看護学）の学位が授与される。 

学位授与の方針については、修了研究を通して獲得する力を明確にするために平成27年

度に見直しを行い、新たに方針を掲げた。 

 

(b) 課題 

学位授与の方針は、評議会や教授会において教育目的や教育基本方針を点検する際に確

認している。各学科・各専攻においても定期的に点検しているが、今後はその基本となる

本学全体の方針に基づいて充実を図るよう徹底することも課題となってくる。その中で、
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伝統的なものを継承しつつも社会のニーズや変化に対応するとともに社会の発展へ貢献す

る方針であるかを検証し続けなければならない。さらに、成績評価の基準に関しては、学

位授与の方針を柱として教員間で共通理解を深めること、シラバスに示す到達目標を学習

成果との関連性に基づいてより明確にすることが必要である。あわせて、本学が授与する

学位の質保証を客観的に提示する方法を開発することが課題である。 

＜生活科学学科＞ 

社会的情勢の変化に伴い、ライフスタイル、ワークスタイルの変化がみられる。社会に

求められる人材の養成のためキャリア教育の強化が必要である。新たに定めた学位授与の

方針と学習成果獲得との整合性を検討していくことも課題である。 

＜幼児保育学科＞ 

本学科の卒業生のほとんどは幼児保育の専門性を活かした職業に就いている。ただし、

少数ながらも、一定期間後に離職するケースが見られる。離職の理由が本学科の学位授与

の方針に関連するものかを引き続き確認することが課題である。また、本学科の卒業生の

就職先と在学中の学外実習先が重複することが多い。そのため、直接就職先からの卒業生

の評価を聴取している。特に実習園への巡回指導や実習終了後の実習懇談会、就職説明会

開始前の打ち合わせ等を利用している。特に実習巡回指導時に得られた内容は報告書にま

とめて実習指導教員へ提出している。さらに、その内容については学科教員会議で報告し

て情報の共有や改善計画の検討を行っている。平成27年度からは、高知県内の私立幼稚園

と民間保育所、および高知県の行政機関等で構成する人材確保事業へ本学科教員も参加す

ることとした。卒業生の勤務状況と学位授与の方針に示した人間像との対応について就職

先と連携して検討することをさらに強化していくことが課題である。 

＜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の改正の動きや臨床検査技師教育が高度化している現

状に鑑み、教育課程編成の見直しと同時に学位授与の方針の見直しを定期的に行う必要が

ある。平成27年度に臨床検査技師養成所指定規則の改正が行われ、これに伴い本専攻にお

いても平成28年度の入学生から教育課程の変更を行う予定である。卒業時にはこの変更を

反映した学位授与の方針となっているか具体的な内容の点検が必要である。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

本専攻の学位授与および資格取得の要件については、本学の学則に則って運営している。

学生には入学時に周知を図り、各学年の期ごとに学位授与の方針を確認している。卒業時

には社会が求める人物像と学位授与の方針に示した人物像が適合しているかどうかの確認

をすることが課題である。 

＜看護学科＞ 

社会の変化や看護をとりまく環境の変化に合わせ、平成28年2月に保健師助産師看護師国

家試験制度改善検討部会報告書が公表されたところであるが、今後は保健師助産師看護師

学校養成所指定規則の改正の動向を注意深く確認しながら、法令との関係性の確認や社会

の要請に見合ったものであるかどうか等を点検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、平成27年度に、本専攻は特例適用専攻科へ移行したため、学内での評

価・審査を行い、その審査結果を大学改革支援・学位授与機構へ提出し、学位授与となる。
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今後とも、学位授与に関しては大学改革支援・学位授与機構の方針を確認し、連携を継続

していく必要がある。 

＜専攻科地域看護学専攻＞ （参考） 

対象との援助関係を構築する力や人々の健康を守るために組織的に問題解決するため

の企画力、調整力はすべて行動を伴うものであるため、教育方法を洗練化する必要がある。

学位に関しては平成28年度以降、本専攻も特例適用専攻科への移行を目指しており、学内

での適正な審査のシステム構築が課題である。 

 

 

基準Ⅱ-A-2 教育課程編成・実施の方針を明確に示している。 

 

■ 基準Ⅱ-A-2の自己点検・評価 

(a) 現状 

高知学園短期大学では、建学の精神に基づいて定められた学位授与の方針にかなうため、

学則第1条第2項に教育基本方針を示している。この教育基本方針を実現するため、次の教

育課程編成・実施の方針を掲げている。 

本学では、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ために適切な教育

課程を編成し、学生が「学位授与の方針」にかなう知識の習得、能力や資質の獲得が可能

な質の高い教育を実施する。 

この方針に基づき、各学科・各専攻の教育課程では学習成果を獲得するため、学位授与

の方針に対応して体系的に編成している。専攻科応用生命科学専攻、地域看護学専攻の各

教育課程についても、各専攻が掲げる教育目的と独立行政法人大学改革支援・学位授与機

構が規定する方針に対応させ、体系的に編成している。 

さらに、各学科・各専攻は教育目的・目標を達成するため、より具体的な教育課程・編

成の方針を独自に定めている。その方針や免許・資格取得に関わる指定規則等に基づき、

学習成果に対応して授業科目を編成している。成績評価は、試験や平素の取組状況、レポ

ート等も総合して行われている。教育の質を保証するため、各授業の目的と到達目標、評

価方法を具体的かつ明確に定め、その基準に照らし合わせながら厳格な成績評価を取り組

んでいる。それでも到達目標を達していない学生に対しては個別に指導して、全学生が授

業の到達目標を達成できるよう努めている。 

本学が作成するシラバスでは、「授業科目名」「授業の方法・単位」「開講学科・履修年次・

学期」「担当教員」「授業の目的・到達目標」「授業の計画（各回すべての授業内容）」「授業

の方法」「テキスト（教科書）」「参考文献」「評価方法」「オフィスアワー」「履修上の注意

事項」の12項目を記述し、詳細な内容を明示している。それゆえ、学校教育法施行規則第

172条の2に掲げられる「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」を明示している。また授業時間は半期15回を実施した上で試験を行うなど、授業時

間を確保し厳格に遵守している。平成27年度には、教務委員会でシラバスの書式の見直し

を図った。特に、学則第22条で定める学修時間を徹底するため、平成28年度より「授業時

間外に必要な学習」についても明記し指導することとした。また、学生が授業時間外で確
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実に学習を進めるため、短期大学設置基準第13条の2に基づいて、平成27年度より教務委員

会でキャップ制導入の検討を始めている。なお、本学では通信による教育は行っていない。 

教員配置についても、各学科・各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。配置にあたっては、教員の資格や教育研究業績を基にして、各教育

課程で求められる専門性を判断している。また、教育課程の見直しについては、毎年各学

科・各専攻教員会議や専攻科専攻教員会議で改正案を検討し、その案について教務委員会、

さらには評議会、教授会で行っている。 

＜生活科学学科＞ 

生活科学学科では、食・栄養・健康に関する幅広い知識と実践的な技術を備え、社会で

活躍できる栄養士を養成するための教育課程を編成し、特に以下に掲げる目標を達成する

ための教育を実施する。  

１．栄養士として実践に役立つ専門知識と実験・実習を通して実務能力を 1 年次から体

系的に習得する。  

２．給食管理実習・栄養教育実習などの学外実習を通して実践力を養う。 

上記の教育課程編成・実施の方針に対応して、教養教育科目31科目(42単位)、専門教育

科目57科目（88単位）、教職専門科目12科目（19単位）の合計100科目(149単位)を開講して

いる。専門教育科目は、栄養士法施行規則に定める科目に準拠し、講義と実験・実習をバ

ランスよく開講している。フードコーディネーター3級、栄養教諭二種免許状の資格が取得

できるよう体系的に編成され、専門性の強化を図っている。成績評価は、質の保証に向け、

授業の目的、到達目標等シラバスに記載している内容について指導の徹底を図っている。 

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者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）で、教員の資格・業績を基にした教員配置と

なっている。栄養士養成課程の学科として、十分な教育体制を整えている。教育課程の見

直しについては、学科教員会議等で定期的に検討をし、平成27年度も点検を行った。 

＜幼児保育学科＞ 

幼児保育学科では、学位授与の方針に対応して、以下に掲げる目標を達成するための教

育課程編成・実施の方針を定めている。 

１．幼児保育学の基礎理論および技能から応用的・実践的な理論および技能への発展性

と一貫性を理解する。 

２．教育実習・保育実習を通して専門理論および技能を正しく活用した保育実践力を養

う。 

本学科の教育課程は、学位授与の方針に求められる学習成果を達成するため、幼稚園教

諭二種免許状および保育士資格を取得し、目的意識をもって履修できるように配慮した編

成となっている。特に、選択科目を広い分野から設定し、学生自身の興味・関心や保育者

を目指す責任感に基づいて選択し主体的に受講することを目指した編成となっている。そ

れゆえ、本学科の教育課程編成・実施の方針は学位授与の方針に対応しているといえる。 
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また、本学科の教育課程は幼稚園教諭と保育士、保育教諭に必要な専門的知識と技能を

習得するため、1学年では教養教育科目と並行して専門教育科目を、2学年では1年次に履修

した専門教育科目を土台としてより応用的・実践的に専門分野の教育科目を履修するよう

体系的に編成している。特に、基礎的な理論と技能の履修を経て応用的・実践的な理論と

技能の一貫性を柱として発展的に学ぶなど、体系的な教育課程を編成している。 

学習成果に対応するため、教育職員免許法施行規則に定められた科目区分および児童福

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の両課程科目の内容を吟味することで各科目の内容と

意義をわかりやすく学生に伝え、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、保育教諭養成の三つの到達レベルに準拠した本学科の教育目的を達するよう教育し、

その質的保障の維持も図りながら、試験規程に基づいて試験が行われ、シラバスに定めた

目標に到達していると確認できた場合に限って所定の単位を認定するよう厳格な評価を行

っている。その他の評価に必要な指標や基準についても、すべての教育科目でシラバスに

記載し、その方針に従って評価を厳格に行っている。 

本学科の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、

毎年度実施する業績報告に基づく確認、あるいは教員養成課程および指定保育士養成施設

として、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いる。平成27年

度は、短期大学設置基準および教職課程認定基準、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た。また、教育職員免許法施行規則、指定保育士養成施設指定基

準に基づいて、各専門分野の教育内容を教授するために必要な専任教員を配置している。 

教育課程の見直しは、学科教員会議で定期的に行っている。平成27年度には、全科目の

授業で取り上げるべき内容を学科教員全員で確認し、授業改善に努めた。また、学外実習

への学生の取組に対してより細かな評価を行い、その評価が迅速に学生指導へ還元される

ような教育課程を適用してきた。その結果は、平成27年度の学外実習懇談会における肯定

的評価にも表れ、従来から指摘されてきた実習生の課題の改善にもつながっている。 

学習成果の到達レベルの低い学生に対する個別指導については、平成26年度から幼稚園、

保育所、施設の実習事後指導時の面談を専任教員が分担して行うことによって情報を共有

し、実習評価を踏まえ教員が連携して対処する指導体制を強化している。この取組を継続

するとともに、特別な配慮が必要な学生については、学生支援課、保健室、学生寮等と情

報共有や連携を図りながら、さらに細やかな学習支援を行っている。 

平成27年度の就職実績は好況であり、幼保一体化の動向に対応した教育課程の一貫性や

発展性が有効であることを示している。特に高知県内就職率の高さが、地域保育のニーズ

に適した人材輩出にかなう教育課程編成に努めた成果を表している。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

医療衛生学科医療検査専攻は、教育課程編成・実施の方針を以下のように定めている。 

実践力をもった専門的職業人である臨床検査技師を養成するために、次のようなカリキ

ュラムを編成し、実施する。 

１．基礎分野および基礎専門分野の講義・実習をとおして、広い視野から医療従事者に

必要な基礎的知識と技術を習得する。 
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２．臨床検査の専門領域の講義・実習をとおして、臨床検査技師に必要な専門的知識と

技術を習得する。 

３．臨地実習では臨床検査の現場に身を置き、検査の日常業務を体験することによって、

臨床検査技師としての役割と責任を自覚し、実践技術の習得およびコミュニケーシ

ョン力を養う。 

４．専門的な講義・演習をとおして総合的な病態解析能力を身につけ、医療および公衆

衛生の向上に貢献できる専門的医療人としての能力を養う。 

平成27年度にこれまでの教育課程編成・実施の方針を見直し、新たな方針を掲げた。教

育課程は、本専攻の教育目的・目標、およ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、学生が目的意識をもって履修できるよう

に配慮した編成となっている。1年次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年次では1年次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年次前期では、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年次後期では、まとめとして必修科目である「臨床検査セミナー」と、発表を

主とする「臨床病理学演習」を設定しており、3年間を通して学位授与の方針にかなうよう

編成している。医療動向や学生の変化に伴い、平成28年度入学生から「医療安全管理学（必

修1単位）」「キャリア形成演習（選択1単位）」を新たに設置する予定である。また教育

効果を高めるために病理検査学実習Ⅰ（1単位）とⅡ（1単位）については病理検査学実習

（2単位）に整理統合する予定である。 

教育の質を保証するために「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」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4名（平成28年度3名）の専任教員を配置している。専門分野の

各授業科目においては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＞ 

医療衛生学科歯科衛生専攻の教育課程は、学位授与の方針に対応して、教育目的に示し

た人材を育成するために編成し、建学の精神に基づき深い教養と良識のある歯科衛生士を

養成するために、歯科医療の高度化と多様なニーズに対応するための知識と技能を習得す

る教育課程を編成している。教育課程の編成・実施の方針を以下のように示している。 

１．豊かな人間性、コミュニケーション力を養うための教養教育を行う。 

２．全人的視点からの口腔の健康支援ができるための専門教育を行う。 

３．２年生前期から３年生にかけてライフステージに対応するために保育園・幼稚園・

小学校・中学校・高等学校・特別支援学校・障害者支援施設・老人保健施設等で臨

地実習および歯科医院での臨床実習を実施する。 

４．３年生後期には、総合講義で３年間の学習の総まとめを行い、課題研究では、情報

科学を活かし課題探求能力とプレゼンテーション力を高める。 

５．歯科衛生士として求められる知識と技能を習得できる教育を行う。 

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、学内・学外実習、3学年では、講義については特に高齢者の

口腔機能面において体系的に編成し、学外実習では高齢者施設での臨地実習と歯科医院で
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の臨床実習を重視している。特にリテラシーを高くする基礎分野は医療人としても社会人

としても必要な幅広い教養を習得する科目を配置している。学内・学外実習を充実させ知

識と技術の習得に力を入れていくことが、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。 

教育の質を保証するために「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」に基づいて、入学定員40名に対して定められた人数の歯科衛生士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、歯科衛生士免許を受けた後4年以上

の業務経験を有する5名の専任教員を配置している。専門分野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。 

＜看護学科＞ 

看護学科では、学位授与の方針に対応した看護師や養護教諭を養成するための法令に則

った教育課程を基本とし、“人間”“健康”“生活”“環境”“看護”を主要概念として位置づ

け、学習成果に示される 5 つの能力を有する看護者の育成を目指して体系的に教育課程の

編成を行っている。 

１．1 年次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】を中心に編成する。また、看護の基本となる「看護

学概論」や「看護援助方法論」「人間関係論」を設定する。 

２．2 年次は主に看護の基礎的知識となる【専門基礎分野】をおき、また【専門分野】

として「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」で編成した。さらに高齢化社会に対

応した人材育成をめざし、「高次脳機能障害論」「高次脳機能障害のケア」の科目を

設定する。 

３．3 年次はより広い視点で物事を捉えられるよう、また実習での体験と講義を関連付

けて学びを深められるよう、【専門基礎分野】に「看護と政策」「医療と経済」「看護

と福祉」などを設ける。また、これまでに修得した看護知識・技術を土台として学

ぶことができる科目として【統合分野】に「在宅看護学」「看護研究」「看護管理論」

「災害看護学」「看護技術評価」「総合看護実習」を設定する。 

入学直後より、人間性を豊かにするための教養教育科目と並行し、看護学への関心を高

め、専門的知識と技術を習得するための基礎看護学を学び、学年進行に従い基礎から応用

へと専門性を深めることができるよう構成している。看護職者としての倫理観を養うこと

ができるよう、1年次より「看護学概論」「看護と倫理」の科目を設定し、2年次では各専門

領域の科目の中でそれぞれの領域に特有の倫理について学び、3年次では総合看護実習の中

で深めていく構成とするなど、学習成果に対応した授業科目を構成している。また、平成

27年度は、自己の将来の生き方や学びの意味を考えることで、モチベーションを高め、主

体的に学ぶ力を育むために「キャリア形成演習」を導入した。成績評価は、シラバスに記

載された評価基準に従って行われ、試験は試験規程に基づいて行われるなど、厳格な評価

を行っている。本学科の教員配置は、短期大学設置基準および保健師助産師看護師学校養

成所指定規則等に基づいて、教員の資格・業績を任用時に審査し、教授・准教授・講師・

助手を適切に配置している。教育課程の見直しは、学科教員会議、教務委員会、評議会、

教授会で定期的に行っている。平成27年度は、教育課程編成の方針を見直し、一部変更を



高知学園短期大学 

50 

行った。 

＜専攻科応用生命科学専攻＞ （参考） 

専攻科応用生命科学専攻の教育課程編成・実施の方針は大学改革支援・学位授与機構の

方針に基づき以下の通りに定めている。 

１．修了研究として各研究分野の研究テーマに取り組むことにより、今まで学習した理

論、技術、知識を用いた課題探究能力を習得し、修了研究の発表を通じて、コミュ

ニケーション・プレゼンテーション能力などを得られる教育を行う。 

２．高度な医療技術者であるとともに応用力のある人材を育成するため、医療分野の基

礎から臨床までの幅広いカリキュラムを構成し、保健医療分野の専門的職業人とし

て備えるべき素養と臨床現場の求める実践能力を習得できる教育を行う。 

修了研究発表会は、前期（9月）および後期（12月）の2度実施している。本専攻の指導

担当者は、研究業績、所属学会および教育実績を基に大学改革支援・学位授与機構に認定

された教員から構成されている。教育課程の見直しは、適宜行っている。その結果、平成

27年度には、これまでの教育課程編成・実施の方針を見直し、新たな方針を掲げた。 

＜専攻科地域看護学専攻＞ （参考） 

専攻科地域看護学専攻では、保健師を養成するための教育課程を基本とし、公衆衛生看

護に関する基本的知識を、講義、演習、実習と段階的に応用し、実践力を獲得する。加え

て、修了研究を単位設定し、論理的思考や表現力を高め、専門職としての自己教育力を強

化することを教育課程編成・実施の方針としている。平成27年度は、教育課程編成・実施

の方針を検討し、一部文言を変更した。また、知識と実践の統合を図るために、地域組織

活動論へのフィールドワークの導入や、公衆衛生看護実践論を公衆衛生看護学実習の事前

事後に開講するなど改善に取り組んでいる。 

 

(b) 課題 

各学科・各専攻の教育課程は、学位授与の方針に基づき、各資格取得に関する指定規則

等に則り編成されている。学生の多様化が進む中、全学生を一定のレベルまで到達させる

ことが本学の責務であり、そのためには科目担当者による個別指導、学生生活全般にわた

る支援体制、教育指導体制の充実を継続して図らなければならない。平成27年度には教務

委員会でキャップ制の導入に向けて検討の準備を始めたが、その早期実現も課題である。 

教育効果を高めるためには、こうした教員自身の意識と目標達成に向けた努力が不可欠

である。そのためには、まずは全教員が学生による授業アンケートの結果を謙虚に受け止

め、改善に向けた自己分析を行い、授業実践へ反映させていることが前提となる。特に毎

年不合格者の多い科目や学外実習・国家試験から示唆される課題を強化して克服する取組、

すなわち教員の指導力向上が最優先すべき課題となる。仮に問題が示唆されているにもか

かわらず、教員がそのことに気づいていない場合があるとすれば、授業アンケートでの質

問の仕方に加え、授業参観後の事後検討会の進め方を見直すことも課題となる。授業アン

ケートや授業参観の充実については、FD委員会で定期的に見直していることから、そこで

教育の質保証の向上を検討するとともに、あわせて学位授与の方針に適した教育課程を確

実に編成し実施するよう、教育課程の見直しを常に行わなければならない。 

あわせて、各教員は、所属学科・専攻で学生に求められる学習成果と担当する授業科目
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を通して自分が担う学習成果の部分を自覚していることが前提である。毎年常にこのこと

を確認しあいながら組織的に教育を展開しなければならない。さらに、学生の学習成果を

共通の基準で評価するアセスメント・ポリシーが機能しているかを検証し、改善に努める

ことも課題である。 

また、本学では授業時間以外の学習の指導を強化してきた。今後、本学での実態につい

て把握し、確実な理解を経て進行する順次性のある体系的な教育課程の編成に努めなけれ

ばならない。教員の配置に関しても、常に教育力向上を目指して各研修会に参加し続ける

ことが望まれる。近年はFD活動が定着し、その必要性は各教員に理解されつつある。重要

なことは、さまざまな研修会等で得られた知見を学内で共有しあう組織的体制作りである。

教務やFDが関連する各種委員会、学科・専攻教員会議等で伝達したり、教員同士による授

業参観での意見を交換しあったりすることを通して、今後も教育方法の見直しや教育改善

へ各教員が取り組んでいかなければならない。 

＜生活科学学科＞ 

クラス担任は、学生生活を充実させるために学生と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。

教科によってはオフィスアワーを利用する学生が少なく、よりいっそうの指導が必要であ

る。学外実習反省会で明らかになった課題に対して、学科教員会議で協議し、情報の共有

を行っている。対応した課題について、今後定期的に検証を行う必要がある。 

また、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

り組むことも今後検討していく必要がある。 

＜幼児保育学科＞ 

平成27年度には、実習指導の強化を図るために担当教員を変更し、関連する授業科目の

シラバスを見直すなど必要な対応を行った。これらについて教育課程編成・実施の方針に

適したカリキュラムであるか否かを今後も検証し続けなければならない。 

本学科が定める学習成果として、第一に「愛情に満ちた豊かな人間性を獲得する」こと

を掲げている。これに深く関連する教養教育科目についても今日的視点から見直しを図り、

主な就職先である幼稚園、保育所、認定こども園、施設等のニーズを踏まえた保育界の発

展に貢献できる人材輩出にかなう教育課程であることを引き続き検証する必要がある。 

また、学習成果の到達レベルの低い学生や特別な配慮が必要な学生に対する個別指導に

ついては、実習巡回指導や学外実習懇談会で明らかになる新たな課題を踏まえ、教育課程

の見直しや学科教員および学内職員が情報共有と連携を図ることによって強化しているが、

その成果を定期的に検証しなければならない。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

学生の特質や医療現場の流れに対応した教育課程の見直しを定期的に行う必要がある。

具体的には選択科目の取捨選択、必修科目への変更、授業内容の系統性の確認が課題とな

る。平成28年度入学生から新たに設置する予定である「医療安全管理学（必修1単位）」「キ

ャリア形成演習（選択1単位）」の学習成果を検証することも必要である。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

医療衛生学科歯科衛生専攻では、実習について、授業時間内で内容が消化できなかった

学生においては、オフィスアワーの時間等を利用して次週までに学生が理解するよう指導
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体制をとるようにしている。今後も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、教員と学生とのコミュニケーションをとる努力を継続して行う必要がある。

また、3年後期の「課題研究」では、3年間の集大成として、幅広くテーマを考え課題探究

能力とプレゼンテーション力を高めることができるよう、時代の流れに対応した教育を前

向きに検討し、教育改善していくことが課題である。 

＜看護学科＞ 

入学生の多様化が進み、看護への志向性の課題、基礎学力の課題等から学習成果の到達

レベルに達しえない学生がみられている。そのため、FD活動を通した授業方法の見直し等

教員の指導力向上への取組はもちろんのこと、3年間を通し、授業科目外で実施されている

学生自身の学習方法の確立や補習としてのゼミ、主体的に自ら学ぶための内発的動機づけ

を高めるためのフィールドワーキング、看護専門職として臨地実習前にその姿勢や決意を

確認し表明するための戴帽式等のプログラムを組んでいる。一方、看護学科では、3年間で

卒業要件として103単位、養護教諭二種免許状取得希望者は130単位を修得する必要があり、

そのうち約25％を実習が占めるという極めて多忙なカリキュラムとなっている。教員同士

が連携しながら授業時間外における課題の出し方を見直すこと、授業科目外での取組がど

の程度学生の負担となっているかを検証すること、これらを科目に組み入れる手立てはな

いかを検討することが課題である。 

＜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、教員の研究テーマを拡充し、向

上させ、修了研究の内容をいっそう充実させていくことも課題である。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を継続的に行っていくことも必要であり、それに

見合った新たな授業科目を設定していく。

＜専攻科地域看護学専攻＞ （参考） 

本専攻は、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」の修了要件

である修得単位数28単位以上、大学改革支援・学位授与機構の申請に必要な修得単位数に

準拠して、修了要件として必要な修得単位数を36単位としている。主に前期に集中する講

義や演習の理解を深めるために、入学後早期に見学実習を組み込むことや、自ら活動して

振り返る学習スタイルを導入することが必要である。 

 

 

基準Ⅱ-A-3 入学者受け入れの方針を明確に示している。 

 

■ 基準Ⅱ-A-3の自己点検・評価 

(a) 現状 

高知学園短期大学では、建学の精神を基本とした学位授与の方針と教育課程編成・実施

の方針に基づいて学習成果を達成するために、以下の入学者受け入れの方針を掲げている。 

本学のいずれの学科に学ぶ学生にも共通することは、①学びに熱心に取り組むこと、②

人間関係が円滑に結べること、③変化する時代、進歩する技術に敏感に対応する、常に挑

戦する心を持っていることである。本学では、各学科で、自己実現を目指し広い心を保ち
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高い理想に燃え、深く学ぶことを求め、強い意志を持った学生の入学を期待している。 

本学は、この入学者受け入れの方針をウェブサイトや大学案内、学生募集要項、学生生

活と履修の手引き等で示している。また、オープンキャンパスや大学説明会等を通じて、

受験生や保護者、高等学校教員等にも本方針の意味と根拠を詳しく説明している。さらに、

この方針を基にして、各学科・各専攻ではその専門性に求められる方針をより具体的に示

している。このように、学校教育法施行規則第172条の2に基づいて積極的に公表している。 

本学の教育科目は、各専門性の知識・技能の習得に必要な内容である。その習得には常

に熱心に学び取り組む姿勢が不可欠となる。また、習得した知識・技能を正しく活用する

ことが専門的職業人として求められる。特に変化が著しい現代社会では、進歩する多様な

技術に対して敏感に対応することが正しい活用につながってくる。それゆえ、最新の内容

を学ぼうとする意欲と挑戦する実行力が求められる。さらに、これらを実現するためには

広い教養と健全な社会性を身につけなければならない。なかでも、正しい知識や技能を他

者から学び他者へ伝えるなど、他者と協調しあいながら目標達成に向けて取り組むことが

求められる。それゆえ、人間関係の形成が重要な意味を持つこととなる。以上に述べた意

識や姿勢で学生生活を送るためには、入学前の時点で、自己実現を目指していること、広

い心を保っていること、高い理想に燃えていること、深く学ぶことを求めていること、強

い意志を持っていることが前提となる。このように、入学者受け入れの方針は本学が定め

た学習成果に対応しており、いずれの学科・専攻においてもその獲得の前提として求めら

れる汎用的能力を示している。 

入学前の学習成果の把握・評価については、各学科・各専攻とも入学者選抜制度によっ

て実施している。多様な個性を持った学生を受け入れるため、入学者選抜の方針に基づい

て多様な入学者選抜制度を設けている。 

まず、特別推薦選考では、指定校制による試験で専願となっている。高等学校もしくは

中等教育学校等（以下、高等学校）で優秀な成績を修め、模範的な学校生活を送っている

ことに加え、本学で必要な適性を幅広い学力、社会性の面から確認するとともに、明確な

目標をもって学ぶ意欲や計画的、継続的に学ぶ意欲を調査書や面接を通して評価し、入学

者を選抜している。 

自己推薦選考も専願であり、各学科・各専攻の入学者受け入れの方針に適していること

を受験生自らが保証し推薦するものである。入学者選抜では、自己推薦書と調査書および

面接を通して、受験生の学習状況や学校生活の過ごし方、課外活動や社会活動等への取組、

社会性を確認するとともに、専門分野に対する接続的な強い関心と社会へ貢献する意欲や

明確な目標をもって学ぶ意欲、計画的で継続的な意欲等を総合的に評価している。 

一方、推薦選考は公募制による試験で、調査書や面接に加えて基礎学力検査を実施し、

特に判断力や思考力、表現力および社会性を評価するとともに、明確な目標をもって学ぶ

意欲や計画的で継続的な意欲を総合的に評価して入学者を選抜している。 

試験選考では、受験生の学力を重視して試験を行っている。試験選考Aでは学力試験を課

し、調査書と面接も踏まえ、一定の学力を評価するとともに、社会性や専門分野への関心、

勉学の意欲等を総合的に評価して入学者を選抜している。試験選考Bでは小論文試験を課し、

基礎学力を通した論理力、思考力、応用力を評価するとともに、調査書や面接を通して社

会性や勉学の意欲等を総合的に評価することによって入学者を選抜している。 
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その他、社会人選考や留学生選考も実施している。専攻科についても、一定の専門性を

有し、社会性や専門分野への関心、向学心等を総合的に評価して入学者を選抜している。 

このように、入学後に期待される学習成果や入学者受け入れの方針と対応させながら、一

定の基礎学力を有するとともに適切な学生生活を送ることができる社会性を身につけてい

るかの視点から入学前の学習成果の把握・評価を行い、入学者を選抜している。 

＜生活科学学科＞ 

生活科学学科では、本学科が示す学習成果に対応するため、以下の入学者受け入れの方

針を定めている。 

生活科学学科では、食の分野から健康で豊かな生活に貢献できる栄養士養成を目的とし

ている。そのため、次の3つのことを心がけ実践している人を入学者として求めている。 

１．食と栄養および健康に強い関心を持つ人。 

２．将来への目的意識が高く、栄養士免許取得を目標に学習する意欲のある人。 

３．基礎的な学力と協調性を備え、たゆまぬ努力を継続できる人。 

さらに、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。入学者選抜の方法（自己推薦選考A・B、特別推薦選考、推薦選考（公募制）、

試験選考A・B、社会人選考）は、入学者受け入れの方針に基づいて実施している。 

＜幼児保育学科＞ 

幼児保育学科では、本学科が示す学習成果に対応するため、以下の入学者受け入れの方

針を定めている。 

幼児保育学科では、学位授与の方針にかなうために、あらゆる教育科目に精一杯取り組

む人、常に人々と協力し合いながら自分自身と仲間の成長を志す人、目標を達成するまで

絶対にあきらめない人が求められる。そのため、以下の準備ができている人を入学者とし

て求めている。 

１．全般的な基礎学力を有する人。 

２．大学生活を最優先に考えた基本的生活習慣を確立している人。 

３．規律を守る人。 

４．多様な人々とのコミュニケーションを大切にすることができる人。 

この方針は、大学案内や学生生活と履修の手引きで示すとともに、年4回開催されるオー

プンキャンパスや大学説明会、高等学校訪問等を通して十分な説明を行っている。さらに、

入学試験が終了し合格した人を対象とする合格者登校日においても、残る高校生活を有効

に過ごすために再度本学科の入学者受け入れの方針を示し、本学科で学ぶ意義の理解と保

育を学ぶ責任を自覚して入学の準備を整えるように指導している。 

本学科の教育科目は、幼稚園教諭や保育士、保育教諭としての職責を果たすために必要

な知識や技能の習得、最新の理論を備えた指導計画の立案と実践を目指した内容である。

その実現のためにはあらゆる教育科目の理解とその活用が求められる。また、保育現場で

は多様な人々とのコミュニケーションを図りながら信頼関係を築いていかなければならな

い。そして、子どもの成長を願い支援するためには、基本的生活習慣をもととする健康な

身体と規律を重んじる精神、最後までやり抜く意欲が求められる。このように、本学科の

入学者受け入れの方針は、将来幼稚園教諭や保育士、保育教諭として職責を果すことがで

きる資質をもっていることを意味しており、本学科の学習成果とも対応している。 
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つまり、本学の学習成果を獲得するためには、入学までに学ぶ科目全般の基礎学力や基

礎技能が必要である。その習得には入学前のあらゆる科目への取組や課外活動および社会

活動を通した人間関係調整と目標の実現に向けて取り組んだ活動経験が重要となる。それ

ゆえ、本学科の入学者受け入れの方針は入学前の学習成果の把握・評価を示している。 

この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。入学者

選抜制度は多様な方法によるが、内申書と個人面接による把握・評価は全ての選抜制度に

おいて実施し、主に入学者受け入れの方針に掲げた4点に関連する学習成果の状況を把握・

評価している。その上で、まずは指定校制の特別推薦選考において、幼児保育学科を強く

志し実践しうる人物であることを推薦の条件としている。また受験生自らが幼児保育学科

への適性を表明して面接が行われる自己推薦選考A・Bでは、本学および本学科の入学者受

け入れの方針の観点から自己推薦書や面接を評価している。さらに、公募制による推薦選

考や試験選考Aでは基礎学力・技能を把握・評価するために国語の基礎学力検査や学力試験、

音楽実技試験（ピアノ演奏・歌唱実技）を、試験選考Bでは小論文を課し、入学前の学習成

果を把握・評価することによって受験生の入学後の学習成果到達の可能性を予測している。

本学科では、各入学者選抜制度における入学者選抜の方針を定め、オープンキャンパスで

表明することとし、大学説明会等において十分に説明を行っている。特に音楽実技につい

ては、入学時に求められる技術水準を明確に示し、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、学生募集の段階から把握・評価の方針を十分に理解できるよう説明し、

入学試験終了後も合格者登校日で説明するなど徹底している。また、入学予定者に入学後

の学習を順調に進められるよう課題を与え、入学前の準備を促している。このように、本

学科の入学者選抜の方法は、本学科の入学者受け入れの方針に対応している。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

医療衛生学科医療検査専攻では、入学者受け入れの方針を以下のように定めている。 

建学の精神に基づいた臨床検査技師養成を目的として、次のような資質をもった人を求

めている。 

１．医学、臨床検査学を学ぶために必要な基礎学力を有し学習意欲の高い人。 

２．生命科学や医療に強い関心を持ち、将来、臨床検査技師として社会貢献をしたい人。 

３．思いやりがあり、素直で協調性のある人。 

この方針は、自己推薦選考、特別推薦選考、推薦選考、試験選考のそれぞれにおいて選

考内容と面接等でその適性を総合的に判定している。また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および入学者選抜における入試科目や面接の設問によって

確認している。自己推薦選考、特別推薦選考の入学予定者には、合格者登校日を設け、入

学後の専門教育の基礎となる化学、生物、数学・物理の基礎について課題を提示している。

入学後は提示した課題の提出と試験を実施してその成果を検証している。また、医療への

関心を高めることを目的に「病気を調べる」をテーマにレポートの提出を求めている。 

平成27年度も前年度に引き続き、本専攻の方針を周知する取組の一環として高校生を対

象とした「体験実習―臨床検査をのぞいてみよう―」（子どもゆめ基金助成活動）を開催

し、45名が参加した。意欲のある参加者の一部が本学を受験し入学している。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

医療衛生学科歯科衛生専攻では、入学者受け入れの方針は以下に示している。 
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本学の基本理念と教育目標を達成するために、高い目的意識を持ち、相手の気持ちを理

解できる人間性豊かな人を求めている。 

１．生命の尊さや喜びを感じることができる人。 

２．明朗活発で傾聴できる人。 

３．前向きな姿勢と自ら考えて学ぼうとする人。 

４．倫理観を身につけ歯科医師等とともに協調性を持ちながら医療を担うという意欲の

ある人。 

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を参考にしている。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。入学予定者の合格

者登校日では、入学後の学習内容にすぐに対応できるように口腔への意識付けとして基本

的な口腔清掃評価のレポート課題と専門用語集を渡し入学前の準備として促している。 

＜看護学科＞ 

看護学科では、豊かな人間性、専門職としての倫理観に基づき、看護の知識と技術をも

とに自ら判断し行動できる看護職者の育成を目指しており、学習成果に対応し、学位授与

の方針を達成するために、以下の入学者の受け入れの方針を定めている。 

１．人間の心と身体の健康、生活に関心がある人。 

２．看護学を学ぶために必要な基礎学力を有し、自ら学ぶ意欲と態度を備えている人。 

３．積極的にものごとに取り組み自分の力を高めていける人。 

４．人とのコミュニケーションを大切にし、ともに成長できる人。 

５．社会の一員としての意識を高くもつことができる人。 

この方針は、大学案内に示すとともに、入学試験説明会やオープンキャンパス、高校訪

問等を通じて説明している。 

本学科の教育課程は、看護職者として、人間を対象として心身の健康の視点から生活を

支えるという職責を果たすために必要な内容である。その実現のためには国語力をもとに

専門書を読み込む力、他者の意見を理解できる力、自分の意見を伝える力、また人の心身

の状態を理解するための科学的な思考力等が求められる。そして、人間を対象とし、協働

しながら取り組んでいくためには、多様な人々とのコミュニケーション力も必要となる。

変化の激しい医療の中で、その職責を果たすためには、自己研鑽でき自分を高めていける

人物が求められる。このように、本学科の入学者受け入れの方針に示される入学者像は、

看護職者として職責を果たすことができる資質をもっていることを意味しており、本学科

の学習成果とも対応している。 

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。入学者選抜

制度は多様な方法があるが、本学科は全ての入学者選抜制度において調査書や個人面接を

実施し、入学前の基礎学力の確認や看護への志向性、入学前の課外活動や社会貢献の状況

等から入学者の受け入れの方針に示される人物像であるかどうかの把握・評価を行い確認

している。高等学校長推薦による指定校制の特別推薦選考では、看護学科を強く志し本学

科の教育課程に対応できる基礎学力を有している人物であることを推薦の条件としている。

また、自己推薦選考A・Bでは、受験生自らが自己の適性や能力を表明し作成する自己推薦

書で、本学科の入学者受け入れの方針の観点から評価している。さらに公募制による推薦

選考や試験選考A・Bでは、基礎学力や小論文を組み合わせながら、入学前の学習成果を把
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握・評価している。このように、本学科の入学者選抜の方法は、それぞれ入学前の学習成

果の把握・評価を示しており、入学者受け入れの方針に対応しているといえる。 

＜専攻科応用生命科学専攻＞ （参考） 

専攻科応用生命科学専攻では、以下の3つの入学者受け入れの方針を掲げている。 

１．臨床検査学の基礎的な知識と技術を持ち理論的な思考力を備えている人。 

２．明確な目的意識を持ち、かつ、意欲と主体性を持って勉学に励むことができる人。 

３．自ら学び、自ら課題を探求し、それを解決する努力を継続できる人。 

これらに基づき、オープンキャンパスや入試説明会に加えて、医療衛生学科医療検査専

攻の卒業後の進路として専攻科の説明をしている。また、専攻科修了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、専攻科の修了研究発表会には医療検査専攻1、2、3年生も参加

を促し、学習意欲の啓発を行っている。さらに、“Work in Progress”と称して行ってい

る修了研究（前期）の途中経過の発表会には、1、2年生にも参加を勧め、専攻科進学への

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） 

専攻科地域看護学専攻では、学位授与の方針を達成するために、以下の人を入学者とし

て求めている。 

１．看護学の基礎的な知識と技術を持ち論理的な思考力を備えている人。 

２．地域で生活する人々や地域全体の健康に関心を持っている人。 

３．人々の健康や看護に関する課題について看護研究に取り組む意欲のある人。 

４．生涯に渡って主体的に学び続ける意欲のある人。 

また、一般入試を設定し、異なる背景をもつ学生同士が刺激しあいながら共に学ぶ環境

づくりにつなげている。 

 

(b) 課題 

高大接続をより円滑に進めるためには、入学者選抜の方針が入学希望者の動機付けにつ

ながるように工夫を図りながら伝えていくことが課題となる。本学では、高等学校で育成

された「生きる力」「確かな学力」を踏まえ、入学後に求められる能力を具体化し、その基

準と評価方法を検討してきた。その結果が現在定めている三つの方針と学習成果である。

今後も「学力の3要素」に基づいた具体的な内容を提示することによって、各学科・各専攻

で入学者受け入れの方針に適う人材がより入学しやすいよう方針を点検するとともに、そ

れに適した入学試験制度を整備していくことが必要である。 

＜生活科学学科＞ 

生活科学学科に入学してくる学生は、入学前に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。今後もさらに高等学校現場での説明会への参加等、

広報活動を強化し、理解促進に努力する必要がある。 

＜幼児保育学科＞ 

本学科では、入学後の学生生活から卒業後の社会生活までの動向に基づいて、定期的に

入学者受け入れの方針を点検している。その中で、入学者が入学後に勉学意欲を喪失した
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り進路変更を希望したりすることを防止することが最大の課題と捉えている。そのために

は、入学者全員が本学科の三つの方針を自覚して入学し、学習成果獲得に向けた学生生活

を送ることが不可欠である。現在、さまざまな機会を通じて、入学希望者とその保護者お

よび高等学校側に周知しているが、さらにその周知を確かなものにすること、同時に入学

者選抜の方法と入学者受け入れの方針の整合性を検証することが課題である。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

入学者受け入れの方針の周知については、学生募集のための広報活動、入試説明会への

参加、高校訪問を積極的に行う中で実施している。また、オープンキャンパスでは説明に

加えて施設見学、体験実習、個別相談等を実施している。しかし入学後の学生の学力と意

欲は多様であり、本専攻の入学者受け入れの方針を受験希望者、保護者、高等学校側に理

解が深まるようさらに努力する必要がある。 

平成28年度も昨年度に引き続き、本専攻の方針を周知する取組の一環として高校生を対

象とした「体験実習―臨床検査をのぞいてみよう―」（子どもゆめ基金助成活動）を申請

し、明確な目的意識をもった入学者の確保に努める。さらに日本学術振興会の「ひらめき・

ときめきサイエンス」（研究成果の社会還元普及事業）等にも積極的に応募し臨床検査学

の理解を中学生段階から広げる活動も重視する。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

本専攻では、入学者受け入れの方針を、オープンキャンパス、入試説明会、高校訪問等

学生募集活動の中で周知を図っているが、受験希望者が入学者受け入れの方針と合致して

いるかどうか、説明内容を考えていくことが今後の課題である。 

＜看護学科＞ 

入学者受け入れの方針の周知については、入試説明会、オープンキャンパス等の広報活

動の中で積極的に行っている。しかし、入学者の中には、入学後に進路変更を希望したり、

勉学意欲が喪失したりするケースが若干みられる。その中には入学前からの看護への志向

性の課題も含まれることから、入学後の学生生活や学習状況、また卒業後の就学状況まで

含む動向に基づいて、学位授与の方針とリンクさせながら入学者受け入れの方針について、

入学希望者、保護者、高等学校教員の理解を深めてもらう努力が必要である。 

＜専攻科応用生命科学専攻＞ （参考） 

本専攻の入学者受け入れの方針のさらなる理解促進を図った結果、本専攻志願者の一定

の増加がみられたが、今後、研究的思考に富む意識レベルの高い志願者の選別方法を考え

ていく必要がある。 

＜専攻科地域看護学専攻＞ （参考） 

入学者選抜の方法と入学者受け入れの方針の整合性を検証し、改善することが課題であ

る。また、看護師に加え保健師の資格を有することによって、看護の対象や場について視

野が広がること、修了研究に取り組むことによって生涯に渡って成長するための論理的思

考力や批判的な分析力を身につけ、学士（看護学）の学位取得によって、将来のキャリア

アップの可能性が広がることを、本学の看護学科学生はもとより、本学以外からの志願者

に対しても伝えることができるよう広報活動の工夫をしていくことが課題である。 
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基準Ⅱ-A-4 学習成果の査定（アセスメント）は明確である。 

 

■ 基準Ⅱ-A-4の自己点検・評価 

(a) 現状 

高知学園短期大学の各学科・各専攻における教育課程は、教育目的に基づいた学習成果

の達成を目的としている。学習成果に定めた「健全な社会性」、すなわち汎用的能力に関す

る学習成果の査定については、本学全体および各学科・各専攻が参加する教育・社会活動

等への取組状況や学生との面談、学生が学習や活動等のふり返りをまとめるポートフォリ

オ等を通して査定している。また、「広い教養」や「専門的職業人として必要な知識と技能」、

つまり専門的能力に関する学習成果の査定としては、各学科・各専攻における専門性に基

づいた測定が中心となっている。具体的には、直接的な評価として試験やレポート、授業

への取組等が挙げられ、各教育科目に掲げられた到達目標の状況を測定している。学科に

よっては、独自にルーブリックを形成して直接的な評価を行っている。一方、間接的な評

価としては学生による授業アンケートも挙げられる。授業アンケートは成績評価とは無関

係であるが、学生自身がどのように認識しどのような価値観を抱いたかなど、授業を通し

た経験や関与を評価する上で意義がある。こうした専門的能力の学習成果の達成は、各種

の免許や資格、国家試験受験資格に必要な知識や技能、およびその能力や技能を「平和と

友愛」へ貢献するために正しく活用しようとする意欲や態度に関する人間性等が挙げられ、

各学科・各専攻ではそれを具体的に定めている。最終的にその能力を反映し獲得したこと

を証明するものとして免許や資格等の取得が挙げられ、各学科・各専攻ではそれらに必要

な科目を中心に教育課程を編成している。そこで習得すべき概要についてはシラバスに明

示していることから、その学習成果には具体性がある。教育課程の各教育科目において、

期待される到達目標と評価方法をシラバスに明示し、学習成果は達成可能なものとなって

いる。各教育科目では半期あるいは通年にわたる各回の実施計画と評価方法についてもシ

ラバスで明示していることから、一定期間内で獲得可能なものとなっている。 

このように、各学科・各専攻の教育課程は学位授与の方針にかなうために編成したもの

であるとともに、免許・資格取得や国家試験受験資格取得に必要な専門性に関わるもので

あること、加えてそれぞれの専門分野で職責を果たすために必要な社会性に関する事項も

取り上げていることから、その学習成果には実際的な価値がある。すなわち、学習成果と

して習得すべき能力や評価すべき目標、およびその評価方法をシラバス等で示しているこ

とから、学習成果は測定可能なシステムとなっている。 

＜生活科学学科＞ 

生活科学学科では、学習成果の査定（アセスメント）として、筆記試験のみならず課題

提出や実験・実習におけるレポート、小テスト等、各科目でその特性に応じた成績評価を

しており、学習成果の把握に具体性がある。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、さらにクラス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。また、2年次の12月に実施される一般社団法人全国栄養士養成施設協会による

栄養士実力認定試験により、全国における評価ができる。生活科学学科では、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級等の資格を活かして就職しているこ

とから、学習成果は一定期間内で獲得可能である。 
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本学で取得した資格をベースにした職業に従事し社会で活躍していることから、実際的

な価値があり成果が上がっている。栄養士免許証取得率は97％、学生支援課との連携によ

り就職率は100％であり、そのうち栄養士希望者は全員栄養士の職に就いている。平成27

年度は栄養士実力認定試験におけるA判定の割合は15％、フードコーディネーター3級資格

取得率は82％である。栄養士免許証取得率、フードコーディネーター3級資格取得率、各種

資格取得状況、栄養士実力認定試験におけるA判定の割合、栄養士としての就職率により、

学習成果は、量的、質的に測定可能である。 

＜幼児保育学科＞ 

幼児保育学科では、学習成果を本学科の学位授与の方針に掲げる「子どもの健やかな成

長を願う豊かな人間性と人命を預かる責任感」を身につける汎用的能力としての「愛情に

満ちた豊かな人間性」と、本学科の教育課程を通して習得する専門的能力としての「教育・

保育に必要な知識と技術を習得」から構成している。そして、学位授与の方針における「社

会の諸問題に対して、子どもの教育・保育に基づいた考えをまとめ、表現し、行動するこ

とができる」資質に関する能力としては、両能力を総合した「最新の教育・保育理論を備

えた保育の指導計画を立案し実践する」ことを学習成果として掲げている。汎用的能力は

社会人および地域の人材として不可欠な技能や態度および志向性等の内容であること、専

門的能力は幼稚園教諭や保育士および保育教諭として必要な内容であることから、いずれ

も具体性は高い。また総合的能力は、専門的能力と汎用的能力の均衡状態を多面的に査定

する具体的能力として明確である。 

この学習成果を獲得するため、汎用的能力に関しては、平素の取組状況や社会活動等へ

の参加と取組を推進するとともに、本学科で取り組んでいるポートフォリオへの記述を通

して自身の成長のふり返りとその自覚化、および課題発見と新たな自己成長を目指した目

標の具体化に取り組んでいる。専門的能力について本学科では教育職員免許法施行規則や

児童福祉法施行規則に基づいて教育課程を編成している。各教育科目で習得すべき具体的

到達目標や科目概要、授業時間外に必要な学習等についてもシラバスで明示している。し

たがって、学生自身が受講を通して期待される学習成果は達成可能である。 

また、本学科の教育課程は学習成果を達成するための評価基準に基づいて半期あるいは

通年にわたる教育科目を開講している。さらに、長期間継続して受講することが学習成果

の達成につながると予測される教育科目については、必修科目に加えて選択科目として開

講するなど、2年間の教育課程で学習成果を獲得できるよう計画している。 

学習成果を獲得するために、本学科の教育課程編成・実施の方針では、専門的知識に該

当する「幼児保育学の基礎理論から応用的・実践的な理論への発展性と一貫性」の理解と、

汎用的能力も含めた総合的能力に該当する「教育実習・保育実習を通して専門理論を正し

く活用した保育実践力」の養成を掲げ、均衡のとれた学習成果獲得の達成に努めている。

「幼児保育学の基礎・応用理論」および「実践力」は保育者として職務を遂行していくた

めに必要不可欠な要素である。それゆえ、本学科の教育課程の学習成果を獲得することに

は実際的な価値がある。 

本学科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教育課程の学習成果を

評価している。学生も、授業アンケート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、学生が自由記述することによって、その成果
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を報告している。各教員は、これらの評価を謙虚に受け止め、課題と見つめあいながら次

年度の改善計画をまとめ実行している。なお、学外実習についても実習先である幼稚園・

保育所・施設からの評定に基づいて最終的な評価を下していることから、本学科の学習成

果には実習先が測定した評価も含まれている。また、本学科では定期的にポートフォリオ

の作成と提出を求め、その内容に基づいて汎用的能力を中心に学習成果の測定を行ってい

る。したがって、本学科の教育課程の学習成果は、教員側や学生側および実習先からも査

定することができ、PDCAサイクルに基づいて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＞ 

医療衛生学科医療検査専攻における教育課程は、本専攻の教育目的に基づき臨床検査技

師国家試験受験資格の取得に必要な科目を中心に編成している。本専攻の教育課程方針の

もとに置かれた教育科目には、習得すべき学習内容、学習の目的、目標をシラバスをもっ

て具体的に明示しており、学習成果は達成可能なものとなっている。また、この教育課程

は本専攻の学位授与の方針にかなうものであり、その学習成果は臨床検査技師国家試験受

験資格に加えて、臨床現場で求められる基本的知識、技術、社会性も有しており、実際的

な価値がある。本専攻の教育課程は、臨床検査技師養成学校指定規則に準拠し3年間で到達

できるよう編成している。各教員はシラバスに示した学習の目的と目標に照らして定期試

験、小テスト、発表、レポート、実技試験等で学則に基づく成績評価を行っている。 

本専攻の教育目標である臨床検査技師に必要な知識と技術の学習成果については臨床検査

技師国家試験合格状況で査定できる。また、臨床検査技師に必要な社会性やコミュニケーショ

ン能力は日常的な教員側の評価と臨地実習指導者の評価によって査定できる。さらに本専攻の

カリキュラムを履修することで、健康食品管理士、バイオ技術者認定、赤十字救急法救急

員の受験資格を取得でき、これらの学習成果は各試験の合格状況により査定できる。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

医療衛生学科歯科衛生専攻は、授業ではレポート提出や試験結果、学内実習ではレポー

ト提出や実技判定、グループワークの経過と結果、学外の実習は実習先に評価法の記載方

法について要項で説明している。また、併せて実習終了後の学生の実習日誌等で、その成

果は明確に査定している。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。 

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

評価を行っている。各教員は、学生による授業アンケートの結果より授業の意義や成果を

測ることができる。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歯科衛生士養成を目的としたものであり、個人の

資格として終生変わることはなく、社会的にも普遍性がある。 

＜看護学科＞ 

看護学科の学習成果は、文部科学省の「大学における看護系人材養成の在り方に関する

検討会報告書」に示されている看護実践を構成する5つの能力群の内容と関連しており、看

護専門職者として求められる実践内容であり具体性がある。この学習成果の獲得の為に、

本学科の教育課程は、保健師助産師看護師養成学校指定規則、教育職員免許法および教育

職員免許法施行規則に準拠し3年間で到達できるよう編成している。各教員は自分の担当科

目が教育課程上どの位置付けにあるかを理解したうえで、担当科目のシラバスの中で授業
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の目的や到達目標、授業の進度内容を明記し、学生に周知して授業を展開している。試験、

レポート、小テスト、実技、観察記録等の方法で、知識、技術、態度の視点から客観的な

評価基準に従い、自己評価や他者評価を用いながら評価しており、学習成果の測定は可能

である。また、学習成果の査定の一つとして、看護師国家試験の合格状況も含まれる。 

また、汎用的能力の測定に関しては、専門的知識・技術を学内で学んだあとに経験する

臨地実習での評価がこれにあたると捉える。臨地実習という学びの場は、対象者の疾病の

理解とともに対象者の発達段階に応じた身体的・心理的・社会的状態を理解し統合させて

いくという基礎的知識をもとにしながら一人の個別的な人間としての理解を深め、さらに

その人固有の課題に対して根拠に基づいた必要な看護を提供すること、対象となる人と援

助的関係を形成すること、人々との協働を学ぶ過程であり、まさに汎用的能力が求められ

る教育課程である。すなわち、臨地実習における成績評価とは、専門的知識・技術はもち

ろんのこと、それをもとに取り組む汎用的能力の測定を含むものとなっている。さらに、

汎用的能力が関連する自己・他者の理解を深めたうえで他者と協力して乗り越えていく力

や、日常生活の中での規範やルールに従いながら責任のある行動がとれる倫理観等につい

ては、授業でのグループワークの状況や学内行事での取組状況、日常生活の様子等を通し、

どの程度育成されているかを測定・評価している。 

本学科の教育課程の学習成果は3年で獲得可能であり、看護師国家資格が得られること、

また、選択により養護教諭二種免許状の取得も可能であり、実際的な価値がある。 

＜専攻科応用生命科学専攻＞ （参考） 

専攻科応用生命科学専攻の学習成果は、臨床検査技師としてさらに高度な知識と技術を

獲得し実践力を養うものであり具体性がある。学習総まとめ科目としての修了研究は、学

内における2度の研究発表で教員による評価を行うと同時に、大学改革支援・学位授与機構

への履修計画書と成果の要旨の提出およびその審査で学習成果の評価を明確に行うことが

できる。修了研究以外の科目の学習成果の査定は、学生生活と履修の手引きに示された成

績評価基準に基づいて行い、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） 

専攻科地域看護学専攻の学習成果は、いずれも公衆衛生看護の具体的な実践内容である。

シラバスの中で、科目ごとに、習得すべき項目を明示し学生に徹底することによって、学

生自らも学習成果を評価できるようにしている。実践については、知識・技術・態度の3

つの側面について評価基準に基づく自己評価と他者評価を用いて評価している。 

1年間の履修年数で必要な単位を修得することにより保健師国家試験受験資格が得られ、

さらに大学改革支援・学位授与機構に修了研究Ⅰを提出し、論文試験に合格すれば学士（看

護学）の学位が取得できる。また、選択により養護教諭一種免許状の取得も可能（養護教

諭二種免許状取得者のみ）であり、学習成果には具体性があり、実際的な価値がある。 

 

(b) 課題 

本学では、資格取得をせずに卒業する学生や留年を余儀なくされる学生、さらには休退

学や進路変更につながる学生が存在している。こうした学生については、本学で定めた学

習成果の獲得を証明することが十分とはいえない面も残されることから、その予防対策を

さらに検討しなければならない。そのためには、学習行動や学生生活への満足度、期待度
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等を調査することも検討しなければならない。 

本学では全体のアセスメント・ポリシーを記載した冊子等は作成していないが、評価方

法の基準等については各授業科目で定め、教育課程全体における各科目の位置づけを各学

科・各専攻のオリエンテーション等で説明している。そのアセスメント・ポリシーが適切

に機能しているのかを定期的に確認することも求められる。各教員においても、授業参観

や授業アンケートで得られた課題をシラバス作成へ反映させるとともに、その計画を実現

することによってPDCAサイクルを継続し、質保証の向上に努めなければならない。 

また、平成27年度は本学全体の退学者数に減少が見られたものの、今後も各学科・各専

攻は入学者の興味・関心が入学後に薄れることがないよう、専門性の魅力と意義を学生に

如何に伝え理解できるよう工夫を図っていく必要がある。そのため、学習成果を細分化し

て一定の学習期間終了時に学習者が習得しておくべき事項を確認できる内容へ修正するな

ど、ルーブリック評価の拡大も課題である。さらに、態度や志向性を含めた汎用的能力に

関する学習成果の査定の客観性や質保証の提示方法も検討しなければならない。 

＜生活科学学科＞ 

生活科学学科では平成27年度において、栄養士実力試験の認定証A割合が前年度の30％か

ら15％と減少がみられた。しかし、認定証B割合は、42％から64％に増加し、認定証C割合

が28％から21％と減少がみられた。認定証Bでは、栄養士としての知識・技能を習得してい

るが、なおいっそうの資質の向上が期待されており、今後も通常の授業を中心に、必要に

応じて、補習等で資質の向上を図り、認定証A割合の増加に努める。また、認定証Cでは、

栄養士としての知識・技能が不十分で、さらに研鑽を必要とされており、きめ細やかな指

導内容を検討していく必要がある。 

＜幼児保育学科＞ 

幼児保育学科では、専門教育だけでなく教養教育も含めた各科目レベルの査定結果を今

後も集約し、教育課程の改善に向けた見直しを継続する必要がある。そのため、平成27年

度にはカリキュラム・マップの見直しを行った。その結果を検証しながら、さらなる改善

を進める必要がある。あわせて、他の科目間との連携を深めながら、広い視野から事象を

捉える能力の育成を実現できる組織的教育の整備が課題である。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

医療衛生学科医療検査専攻では、学科の学習成果は最終的には臨床検査技師国家試験合

格率という形で、客観的に全国比較で査定されるため、国家試験合格率のよりいっそうの

向上に向けた努力が必要である。さらに臨床現場で求められる実際的な知識、技術、社会

性については卒業生の状況や評価を把握し、教育に還元することも課題となっている。 

修学途上での休退学者・留年者の低減に向けた指導体制の改善が必要である。そのため

には、各科目において学習成果を高めることを基本に、休退学の現状分析を組織的に行い、

改善しなければならない。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

 医療衛生学科歯科衛生専攻では、学習成果を達成するために入学時に基礎分野・専門基

礎分野・専門分野・選択必修分野のクロスを行い、点ではなく線状になるよう3年間の教育

課程の内容を明確にし、評価はシラバスに教科ごとに明記している。実習科目においては
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複数の教員が担当しており、評価については、学生の意欲を向上させるために教員間で差

が生じないよう評価基準の精査を行い、学習成果の査定を具体化することが課題である。 

＜看護学科＞ 

学習成果獲得の保証に向け、学習成果と各科目の学習目標との関係を検討し、教育内容

の整理と統合をしていくこと、教育課程編成の見直しを行っていく必要がある。また、本

学科は演習や実習など学生参加型の科目が多数ある。その中で、学生自身で既習の知識を

統合し、学習成果に到達できるような仕掛け作りが必要である。 

＜専攻科応用生命科学専攻＞ （参考） 

専攻科応用生命科学専攻においては、特例適用専攻科への移行で、修了研究の学内にお

ける評価基準の具体化が図られた。今後、専門性を持った教員複数による主査・副査を選

定し、より客観性の高い評価システムを構築する必要がある。 

＜専攻科地域看護学専攻＞ （参考） 

シラバスに示された学習成果について具体的内容を明示し、評価の根拠がより明確であ

るように改善する必要がある。また、修了研究の学内における評価基準のさらなる具体化

が必要である。 

 

 

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。 

 

■ 基準Ⅱ-A-5の自己点検・評価 

(a) 現状 

高知学園短期大学は各学科・各専攻の専門性が明確であることから、学外実習先が卒業

生の就職先になることが多い。そのため、就職を担当する事務局学生支援課による訪問は

もちろん、各学科・各専攻も学外実習期間中の実習訪問先や学外実習の反省会・懇談会等、

さらには関連団体との会議、社会活動等を利用して卒業生の評価を聴取している。その内

容については、就職委員会や学科・専攻教員会議を通して共有し、授業やオリエンテーシ

ョンの改善、および教育課程の見直しの参考にするなど、学習成果の点検に活用している。

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＞ 

生活科学学科における卒業生の就職先は、病院・集団給食、学校、保育園等の栄養士や

調理関係、また、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、

例年行われている学外実習反省会や栄養士会また講習会等を通じて卒業生についての評価

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して、卒

業生についての評価を聴取している。卒業生は就職先から良い評価を得ているが、指摘さ

れた問題点等については、その都度、学科教員会議で情報を共有し、各種授業やオリエン

テーション等で反映し改善を図っている。また、指摘された内容等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。 
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＜幼児保育学科＞ 

幼児保育学科では、卒業生のほとんどが高知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、学外実習の期間において就職先の大部分を占める実習園を本学科教員

が訪問したり、学外実習懇談会や求人依頼で就職担当職員が訪問したりする機会を利用し

て、卒業生の様子を聴取している。また、教員の研究・社会活動で幼稚園、認定こども園、

保育所やその他の児童福祉施設等を訪問する際も卒業後評価の機会として取り組んでいる。

卒業生は就職先より良好な評価を得ているが、課題を指摘されることもある。聴取した結

果は巡回指導報告書へ記載して取りまとめ、巡回指導以外で得られた情報も学科内で共有

し、授業や各種オリエンテーションに反映させながら学習成果の点検に活用している。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

医療衛生学科医療検査専攻の卒業生のほとんどが、高知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ことから教員と卒業

生の関係は身近であり、学生の卒後評価について把握しやすい状況にある。また、3年生の

臨地実習病院訪問、臨地実習反省会、臨床検査技師会との交流、就職先からの声から卒業

生の評価を聴取している。高い評価が得られた事例は、「ようこそ先輩」等のキャリアセ

ミナーを通して在学生に紹介し、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＞ 

医療衛生学科歯科衛生専攻のほとんどの卒業生は、高知県内の歯科医院に勤務している。

また、近年は病院や高齢者施設にも勤務するようになった。卒業生の評価は、学生の学外

実習の期間内に各教員が実習先への訪問時に聴取している。また、就職担当職員を通じて

の情報や高知県歯科衛生士会および年1回開催している高知県歯科医師会との意見交換会

等で評価を得ている。聴取した内容については、専攻教員会議等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、意識レベルの向上を図っている。 

＜看護学科＞ 

看護学科では、卒業生の多くが高知県内医療機関に就職しており、実習病院が多い傾向

にある。そのため、卒業生の評価は、臨地実習期間内に現場のスタッフや師長から、ある

いは看護部長や教育担当者等から個別に聴取できている。また、定期的に実施している臨

地実習反省会、実習施設連絡調整会議等の機会を利用し本学科卒業生全体の傾向を捉える

ことも可能である。また、それ以外の卒業生においても、求人依頼で来学される就職担当

者との面談の機会を捉え、積極的に聴取している。また、就職先から送付されてくるニュ

ースレター等でも情報が得られている。卒業生の評価は良好であるが、個別に課題など連

絡をいただくこともある。いただいた課題については、必要に応じて学科内で共有し、学

生の教育や進路指導等に活用している。 

＜専攻科応用生命科学専攻＞ （参考） 

専攻科応用生命科学専攻では、在学時には学会、勉強会への参加を促し、修了研究等の

研究活動に生かせるよう努めている。本専攻の修了生は、専攻科修了後も学会発表や勉強

会へ参加し、活躍している。また、応用生命科学専攻で学んだ授業科目を生かし、更なる
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資格（医療情報技師や超音波検査士）取得を成し遂げる修了生も現れている。当該学会や

当該勉強会等を通じて、修了生の様子を聴取している。 

＜専攻科地域看護学専攻＞ （参考） 

専攻科地域看護学専攻では、臨地実習期間の実習先訪問や実習反省会、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」、就職先から

送付していただく修了生の様子を捉えたニュースレター等の機会を捉えて、修了生の状況

把握を個別に行っている。また、修了後も修了生が訪ねて来やすい環境を整え、修了生自

身による評価も聴取している。 

 

(b) 課題 

本学が関係する専門分野では一定レベルの専門的知識・技術が求められることから、卒

業後の就職先からの評価については教職員一体となって共通認識を持たなくてはならない。

なかでも早期退職の原因や対策について検討していくことは、卒業時に学習成果を確実に

獲得できるための対策や特定分野の人材不足問題の解決だけでなく、長期にわたる信頼関

係形成と維持においても不可欠である。したがって、より貴重な意見を伺うことができる

よう、学外実習機関の関係者との反省会や訪問時の聴取内容等のあり方を工夫し、信頼関

係をいっそう固いものにするよう、さらに改善を検討しなければならない。 

＜生活科学学科＞ 

学内外から聴取した評価等は、学科教員会議で分析を行い、問題点については早い段階

で改善策を講じなければならない。また、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。さらに、現在すべての進路先から評価を得ら

れていないため、より多くの進路先から卒業生の動向を迅速に把握することも課題である。

早期離職者に関しての情報把握にも努め、教育改善に活かしていく必要がある。 

＜幼児保育学科＞ 

卒業生の評価は、学内関係者が就職先訪問時に聴取する場合が多く、すべての進路先か

ら得られているわけではない。今後、より多くの進路先から評価を得ていく必要がある。 

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

することも重要な課題となっている。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

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、卒後評価は専門性のみならず社会性、協調性、コミュニケーション能力、しっ

かりした職業観など総合力が求められている。今後、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多く設定す

る等の工夫が必要である。また、卒業生の状況や動向を具体的なデータとして組織的に確

認することが重要な課題である。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

学生の学外実習の期間内に教員が実習先へ訪問した時に卒業生について良い評価を得て

いるが、全て把握しているわけではなく、今後は、卒業後の追跡を行うために卒業後1年・

3年・5年・10年後の勤務実態調査を行い学習成果の点検に活用していくことが課題である。 
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＜看護学科＞ 

卒業生は、就職先より良好な評価を得ているが、すべての進路先の状況が把握できてい

るわけではない。特に、早期離職者の状況に関しては情報が集まりにくいこと、その後の

進路が掴めにくいことが課題である。今後は卒業生、就職先の双方から聴取した内容を踏

まえ、学習成果の点検に取り組んでいく必要がある。 

＜専攻科応用生命科学専攻＞ （参考） 

関連学会や臨床検査技師会等を通じた学生の専攻科修了後の動向とその評価等を、より

積極的に行っていく必要がある。応用生命科学専攻修了生の追跡調査を行い、専攻科修了

の意義を確認していきたい。また、そのようにして得た修了生の動向や評価を学内教育に

反映させていく必要がある。 

＜専攻科地域看護学専攻＞ （参考） 

修了生は就職先より良好な評価を得ているが、自ら学ぶ主体性や社会人基礎力の観点か

ら詳細に把握する必要がある。また、学生のキャリアの経緯について把握し、入学者受け

入れの方針やカリキュラム編成等にフィードバックしていく必要がある。 

 

■ テーマ 基準Ⅱ-A 教育課程の改善計画 

引き続き本学が定める学位授与の方針が社会のニーズや変化に対応しているか、さらに

は食・教育・医療各専門分野の発展へ貢献しうる方針であるかを点検していくことが必要

である。その上で学位授与の方針に基づいた体系的な教育課程が編成されているか、また

そこでの学習成果は社会的に通用性があるのかについても、社会のニーズや変化、および

卒業後の就職先での貢献等に基づいて点検しながら改正していかなければならない。特に、

学習成果については到達レベルに十分とはいい難い学生が存在することから、例えば入学

前の学習成果の把握や評価を厳格に行うことに加え、その評価に基づいて授業方法を工夫

したり改善したりするなど、教員自身の多様な努力も必要である。それゆえ、入学者受け

入れの方針が高等学校段階で培われた学力を基礎とし、さらに社会のニーズや変化に対応

しながら社会の発展に貢献できているか、本学が求める学習成果に適した入学者受け入れ

の方針になっているかを継続して点検しながら、定員確保に努めなければならない。また、

学内外から聴取した評価について、各学科・各専攻教員会議や専攻科教員会議等を通じて

その分析を行い、問題点について改善を図ることも必要である。特にアセスメント・ポリ

シーに基づいた評価体制の見直しが求められる。今後は、就職先からの評価に加えて、一

部の学科・専攻だけでも卒業生からの聴取を交えた分析を実施できるよう検討を進める。

さらに、キャップ制の早期導入に向けて準備を進めるためには、各学科・各専攻で教育課

程の構造が異なることから、それぞれで適した指標を定める必要がある。以上の検証を通

して、平成27年度に新たに定めた各学科・各専攻の学習成果や三つの方針が現状に対応し、

かつ整合性があるかを点検していく。 
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基準Ⅱ-B 学生支援 

 

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

 

■ 基準Ⅱ-B-1の自己点検・評価 

(a) 現状 

高知学園短期大学における学習成果の獲得に向けた責任を果たすため、各学科・各専攻

の教員は学位授与の方針に掲げられた「専門的な深い知識」「広い教養」「健全な社会性」

の習得を基準として学習成果を評価している。その指標はシラバスで教育科目ごとに到達

目標として記載し、より具体的な学習成果を授業で説明するとともに、その基準に照らし

て評価を行っている。それゆえ、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。 

学生の学習成果については、担当教員が把握するだけでなく、その状況を教務課で取り

まとめてクラス担任と学科長・専攻長へ報告している。学科・専攻教員会議や専攻科専攻

教員会議においてその情報を共有するとともに、必要のある場合は課題発見や改善計画策

定を検討するなど、学習成果の獲得状況を適切に把握している。特に卒業判定会議までに

は、まず各学科・各専攻で卒業予定者一人ひとりの単位修得状況を確認し、その結果を評

議会で審議し、さらに教授会で卒業判定を行うなど、その状況を確実に把握している。 

授業評価についても、前期、後期の各授業終了後に学生による授業アンケートを実施し、

学生から授業評価を受け、その内容を吟味するとともに、集計された内容について自己分

析を行い、その内容と改善計画を教務課へ文書で報告している。具体的には、まず各授業

の最終回終了後に授業アンケートを事務職員が学生に実施し、担当教員が授業評価を学生

側から受けている。担当事務局である教務課は、学生による各授業科目の評価結果を取り

まとめて各担当教員へ返却する。各専任教員については、授業アンケートの結果に基づい

て「学生が満足していると思われるところ」「自分自身で課題があると感じているところ」

「来年度／来学期以降の改善計画」について自己分析を行いながら点検を進め、その概要

を報告書にまとめ教務課へ提出することとなっている。教務課は、教員による閲覧可能な

状態で報告書を保管するとともに、学長や教務部長など管理職者が全科目の授業評価の結

果および自己分析の内容を確認したり、教員同士も参考にしたりしながら改善を図ってい

る。このように、教員は学生による授業評価の結果を十分に認識している。授業アンケー

トに対する自己分析の報告によると、各教員は授業評価の内容を認識し、学生からの声を

謙虚に受け止め、自己分析を基にして課題を内省するとともに改善点を抽出するなど、よ

り満足度の高い授業に向けて自己研鑽を重ね、授業改善のために活用していることが示唆

される。また、複数教員で担当する授業や関連性・発展性のある授業においては、学科・

専攻教員会議を中心に授業担当者間で教育課程編成・実施の方針に基づいた役割を確認し

たり見直したりするなど、意思の疎通、協力・調整を図っている。 

FD活動について、本学は四国地区大学教職員能力開発ネットワーク（SPOD）に加盟し、

研修プログラムに参加して教育力の開発と向上に努めている。学内でも、毎年全教員を対

象としたFD研修会を実施している。この研修会では、FD委員会を中心に、SPODに紹介を依

頼し学外講師を招いた研修会を行っている。また、教員による授業参観を行い、授業に対
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するコメントを文書で他の教員からもらうとともに、授業終了後には事後検討会を開催し

て、直接意見交換を行いながら授業・教育方法の改善を図っている。この取組は、授業担

当者だけでなく、授業参観者も自身の授業改善に向けた糸口を得るよう努めている。事後

検討会の概要は、所属学科のFD委員がまとめて教務課へ報告し、教務課ではその報告書を

閲覧ができることとしている。このように、教員は授業参観も通じて授業担当者間で意思

の疎通、協力・調整を図っている。以上のことから、本学では短期大学設置基準第11条の3

に基づいてFD活動を実施している。 

各学科・各専攻では、学科長とクラス担任を中心に、各期の教育目的・目標の達成状況

を把握し、確立した教育目的・目標に向かって教育活動に取り組んでいる。特に教育目的・

目標を達成できず再履修を要する学生がいる場合は、学科・専攻内の教員が確実に把握し、

担当教員やクラス担任教員が個別指導計画を検討するなど、教員は学生一人ひとりの内容

を十分に把握し、履修および卒業に至る指導を行っている。以上のことから、教員は、学

科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて責任を果たすよう努めている。 

また、学習成果の獲得に向けた事務職員の責任についても、本学では所属部署の職務を

通じて学習成果の獲得状況を認識している。事務職員においても、就学指導や就職支援等

において学生の抱える問題点や学習成果について知り得る立場にある。教務課は授業科目

の履修登録等の就学指導や学生の成績処理、シラバスの編集、奨学金等教務全般の職務を

通じて、また学生支援課は就職指導、さらには中途退学や休学等学生異動、カウンセリン

グ、キャリア教育の企画立案、キャリアセンターのキャリア形成に関する業務等を通じて、

直接的もしくは間接的に学生と係わりながら学習成果の獲得状況を認識することができて

いる。さらに庶務課および図書課の職員も教務課、学生支援課の職員と同様に教授会や各

種委員会の事務局を担当しており、学生に関する情報を得ながら学習成果を認識し、学生

に対して履修および卒業に至る学生支援に努めている。このように教員だけでなく、事務

職員も就学指導や就職支援等を通して、学生に入学時の学習意欲を喚起させるよう助言し

ながら、学習成果の向上に貢献している。同時に、各学科・各専攻の教育目的・目標の達

成状況を把握し、認識することに努めている。 

SD活動についても、本学では「スタッフ・ディベロップメント委員会規程（SD委員会規

程）」を定め、その規程に基づいてスタッフ・ディベロップメント委員会（SD委員会）を設

置し、適切に行っている。特に、SPODや日本私立短期大学協会各委員会が実施する研修会

を中心に活動している。また、学内においても事務職員のスキルアップのための研修会を

実施するなど、短期大学設置基準第35条の3に基づいて、SD活動を実施している。 

本学では、各学科・各専攻の学習成果の獲得に向けて、教職員が施設設備および技術的

資源を有効に活用できるよう、主に以下の取り組みを行っている。 

まず、本学の図書館には専任職員 2名、兼任職員 1名および非専任職員 2名の計 4名が

配置され、学生の学習成果の向上のために支援を行っている。あわせて、教職員全体で学

生の図書館の利便性を向上させるよう配慮している。本学には、各学科・各専攻の教員か

らなる図書館運営委員会があり、各学科・各専攻からの図書館への要望を検討し、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を含むすべての図書館購入図書は

選書委員会において選書している。 

 図書館内に蔵書検索用専用端末（パソコン）を 1 台配置しており、館内にある他の 15
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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

学生用の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行っている。 

また、平成 27年 10月に導入した新しい図書館システムにより、学生、教職員各自の貸

出情報等の確認や文献複写依頼も可能な“My Library”が稼働した。学生、教職員には ID

とパスワードを配布し、パス・ファインダーでも使い方を示している。 

教育・研究に活用するために、各種データベース（JDreamⅢ（G-Search）、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

物の取り寄せ等のサービスを実施している。過去3年間の件数は表Ⅱ-B-1-1の通りである。 

 

表Ⅱ-B-1-1 過去3年間における学外からの図書借受冊数と文献複写依頼件数 

 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25年度 38冊 417件 

平成26年度 18冊 396件 

平成27年度 21冊 194件 

 

また、夏期長期休暇中の長期貸出、実習期間中の貸出期間延長等により利便性の向上に

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・各専攻の教員は、図書館や情報機器に関して学科内で議論・

検討した成果を全学的な議論に反映させることができる。各学科・各専攻から寄せられた

意見・要望を各種委員会で検討し、図書館の活動や情報機器の整備に役立てている。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。 

情報機器についても、教員は授業資料作成に情報機器を使用することが多い。情報収集

においてもインターネットを活用するケースが多くなっている。このため、全教職員が学

内LANを通じてインターネットやファイルサーバ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することができる。 

電子メールシステムも、教育・学校運営に活用している。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・情報交換に活用している。各学

科・各専攻、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し、教育・学校運

営の双方で積極的に活用している。 

各学科・各専攻には、現代社会に対応できるようコンピュータ・リテラシーを主な目的

とした科目を教養教育科目や基礎分野として開講している（表Ⅱ-B-1-2）。語学教育では語

学教育ソフトを用い、積極的に情報機器を授業に取り入れている。 

また、専門教育においても、情報機器や学内LANおよびインターネットを活用する科目を

開講している（表Ⅱ-B-1-3）。 
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表Ⅱ-B-1-2 各学科・各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 

情報科学ゼミⅠ 教養教育科目 

情報科学ゼミⅡ 教養教育科目 

情報科学ゼミⅢ 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 

情報科学ゼミⅠ 教養教育科目 

情報科学ゼミ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 

 

表Ⅱ-B-1-3 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 給食実務論実習のための、献立作成、資料作成、

アンケート分析 

情報処理論 情報通信技術の基本的な項目の習得 

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 

栄養指導実習Ⅱ 栄養指導における媒体作成 

医療文書実務 医療機関で用いられる資料の理解と、資料作成

のための知識・技能の習得 

医療情報学 診療情報の管理と調剤報酬算定に関する知識・

技能の習得 

医療秘書総論 病院の秘書業務に関する知識・技能の習得 

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 

検査管理学演習 検査法の評価と検査データの妥当性評価の具体

的方法を、表計算ソフトを用いて習得 

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を広く行っている。また、専門的な事項について調査した内容を、

コンピュータ上でプレゼンテーション資料としてまとめ、教室で発表するという形態の授

業もあり、学生のコンピュータ活用が日常化している。 

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
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元に進めていく形式の授業も開講している。このため、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、学生の情報活用能力が高まっている。 

教職員は、教育課程および学生支援をより効果的なものにするため、FD・SD研修会への

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。就職支援対策としても、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。 

＜生活科学学科＞ 

生活科学学科では、すべての授業について、授業の目的と到達目標を明示し、学位授与

の方針に対応した成績評価基準（授業態度・レポート・試験等）により学習成果を評価し

ている。また、学外実習については、実習担当者が学習成果を評価している。 

クラス担任および副担任が、学生の履修状況を確認し、日常の学習状況等に関する情報

を収集し、学科教員会議等の際に情報交換や意見交換を行うことで、学習成果の状況を適

切に把握している。また、各教員は、学生による授業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、説明等を通して直接学生にフィ

ードバックを行っている。そして、分析したデータを通して教員自身にもフィードバック

が行われている。教員は学科教員会議や授業担当者間で連携を図り、意思の疎通、協力、

調整を図っている。教員間で授業参観を実施し、参観後の事後検討会を実施する等FD活動

を通して授業・教育方法の改善を行っている。また、学内および学外の研修会等への参加

を積極的に行っている。 

学科教員会議等で進路状況の報告を行い、即戦力のある栄養士の養成を目指して教育目

的・目標の達成状況を把握・評価している。また、クラス担任と副担任と学科内の教員は、

学生に対して履修および卒業に至るまで、それぞれの学生にあった指導ができている。 

＜幼児保育学科＞ 

幼児保育学科は、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。教員は、定期的に実施する試験、レポート、制作物や実技や

学生発表等で学生の学習成果の獲得状況を適切に把握している。到達度の低い学生に対し

ては、課題の追加や補講等により、学習成果を上げる努力をするとともに、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、学科の学習成果の

ひとつに掲げた「愛情に満ちた豊かな人間性」についても定期的に提出されるポートフォ

リオを基にしてその状況を把握している。 

各教員は、学生による授業アンケートを定期的に受け、その結果に対する自己分析の内

容、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、学習成果を

高めるため、教員相互の授業参観や学内・学外のFD関係等の研修会に参加し、収集した情

報を共有することで工夫を図り、成果を上げている。 

授業内容の調整については、学科教員会議を定期的に開催するとともに必要に応じて授

業担当者会議を開催し、教育体制を確立している。平成27年度には、学科教員会議で、文

部科学省が示す「幼稚園教諭養成課程における授業科目のシラバスの例」、および保育士養

成課程等検討会が示す「保育士養成課程等の改正について（中間まとめ）」の内容を、学科
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構成員全員が確認しあい、授業内容のさらなる充実に努めた。また、非常勤講師も含めた

授業担当者間での意思の疎通、協力・調整を図っており、教員相互の理解を得て連携が強

化されている。学生の履修および卒業に至る指導は、クラス担任および副担任を通じて、

学生一人ひとりの内容を十分に把握し、何か問題が起きた時も、クラス担任および副担任

が学生や保護者と連絡できる体制を確立するとともに、学科で情報共有を図っている。 

教育実習・保育実習についても実習園職員と連携し、学生が学科の教育目標を達成でき

るよう努めている。また、学外実習の実習園や施設等からの実習評価を基に、実習事前事

後指導への取組も勘案して総合的に評価している。学外実習懇談会において実習園から指

摘される課題に対して、学科教員が連携して改善に努め、次年度の懇談会ではその取組の

過程および成果を報告している。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

医療衛生学科医療検査専攻の教員は、学生の日常の出席・学習・生活状況を把握するた

め、相互に連絡を取り指導に努めている。また、適宜小テストやレポート提出等を課すこ

とにより、学位授与の方針に対応した成績評価基準で、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、課題の追加や補講等により学習成果を上げるよう促

し、その責務に向け努力している。また、本専攻教員会議で、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、FD研修会に積極的に参加し、学生にわ

かりやすい授業を目指している。また、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。全教員が、日本臨床検査学教

育学会に加入し、全国の教育実践から学び授業に還元している。 

学外実習については、学生が記入する臨地実習ノートの各部署の実習記録や自己評価、

出席表、レポートおよび各部署担当者の評価表と学内で実施する試験により、学内の科目

担当教員が評価している。臨地実習中は、各施設を毎月教員が訪問して密に連絡を取り、

学生の状況を把握している。また臨地実習終了後は、施設との反省会に加えて、本専攻の

全学生が参加した臨地実習報告会を開催し、先輩から後輩へのアドバイスを行っている。 

臨床検査技師養成教育では、医療専門分野の著しい進歩に対応した教育を行うため、特

に授業科目間の協力・調整が必要となることから、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、教員は国家試験合格と質の高い臨床検査技師養成を目的とす

ることを自覚している。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等を実施し、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＞ 

医療衛生学科歯科衛生専攻では、クラス担任が非常勤講師と連携しており、出席状況を

把握している。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・実習ともに学内では、授業態度・レ

ポート・試験・実技・グループワークの経過と結果に加えて、学外実習の評価担当者等の

査定から総合的に学生の学習成果を評価している。学生による授業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、教員は自己分析を進めながら授業・教育方法の改

善に努め次の授業に生かされている。 

＜看護学科＞ 

看護学科は、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
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学習成果を評価している。臨地実習は文部科学省および厚生労働省より出されている実践

能力の到達度も参考にしながら、学習成果の到達度を反映する成績評価基準としている。

平成27年度は一部でルーブリックを導入し、学生自らが目標に対する到達度を客観的に評

価でき、教員と評価基準を共有できるよう整え始めている。 

教員は毎回の授業において、授業の中での学生の反応やリフレクションシート、小テス

ト等によりその科目における学習成果の獲得状況の把握を行っている。特にリフレクショ

ンシートの活用は学生の考える力の醸成につながっており、15回の授業の中での学生の成

長が評価でき有効である。学生の状況によってはクラス担任と学科長に報告し、学科内で

情報共有を図る必要性がある場合には、学科教員会議において情報交換している。特に、

オムニバス形式の授業では科目担当者間で話し合いの場をもち、授業の目的・目標に向け

て授業の連続性や学生の到達度等を確認しながら意思疎通、協力・調整を図っている。各

授業科目について、定期的に学生の授業評価や教員による授業参観を行い、その結果を受

け、自己分析し授業改善に努めている。全教員を対象としたFD研修会や高知県看護教育研

究会など研修にも積極的に参加し、授業・教育方法の改善に努めている。平成27年度は、

外部講師を招聘し、教育理論を用いた授業設計のためのFD活動を実施している。 

＜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、

基軸となる修了研究にあっては、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。前期には『Work in Progress』として、修了研究の内容や途中経過を他の専攻科

学生や本科学生・教員に向けて発表する機会を設けている。年2回の修了研究発表会を開催

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、円滑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改革支援・学位授与機構

への履修計画書や成果報告書の申請等はすべて各指導教員と学生間の綿密な情報交換を通

じて行うよう、指導を徹底している。 

＜専攻科地域看護学専攻＞ （参考） 

学習成果は、「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て評価している。本専攻の科目担当教員（専任教員および兼

担教員）は専攻科設置の趣旨および教育方針、教育課程の編成方針、特色、履修方法等を

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ごとにシラバスを具体的に

明記して授業を行い、毎回の授業における学生の反応、レスポンスカード、ミニテストを

もって学習成果の状況を把握している。また、全学的に行っている授業アンケートの結果

も踏まえて、担当授業を評価し改善策を立案し実施している。 

また、平成27年度は修了研究に対するルーブリックを作成し、個別指導である修了研究

の評価基準を整えた。授業改善やルーブリック作成に関しては、FD活動として看護学科と

合同で外部講師による授業設計の講義も計画している。 
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(b) 課題 

本学の専任教員は、毎学期終了後、授業アンケートに対する自己分析を報告している。

その際、自己分析に示した観点が授業改善につながっているのかを常に検証し、必要に応

じて自己分析の観点を修正・変更することも必要である。授業アンケートで質問する内容

が、今の課題に対応できる内容へ修正していくことも検討することが課題である。あわせ

て、授業参観後の事後検討会で議論する内容が、授業改善につながる質問や助言、および

それらに対する答弁として機能するよう調整する教員自身の資質向上も課題となる。その

上で、教育資源を有効に活用してFD活動の効果を高めるためにも、まずは全教員が課題の

原因を自分自身の指導力等、内的要因に帰属して授業改善に取り組まなければならない。 

SD活動についても、各種研修会に参加した職員が情報を共有しあい、また必要に応じて

FD活動と連携しながら、教育活動全般で活性化を図り続けなければならない。また、近年

はSDとして関わる内容に広がりがみられることから、従来の事務職員対象を主とする活動

だけでなく教員も含めた教職員全体によるSD活動の充実が課題となる。そのため、最新の

動向を常に検証し、活動すべき問題の整理を徹底することも課題である。 

以上の活動を充実させる上で、教育資源を安定して有効的に活用できる体制を常に整備

し続けることが必要である。 

＜生活科学学科＞ 

生活科学学科では、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ことから、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、生活科学学科では、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級等の資格が取得できる。これらの資格の多く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、今後もソフトウェア環境の充実、更新を常に心

がけていかなければならない。 

＜幼児保育学科＞ 

授業連携を強化し、指導案の作成・指導など教員間で統一を図ることで、幼児保育学の

基礎理論から応用的・実践的な理論への発展性と一貫性を理解する教育体制をさらに構築

していくことが必要である。そのためには、教員相互の授業参観に参加し、学科教員会議

の定期的な開催を継続するなど共通部分の把握に努めるとともに、日常的な情報交換の場

を持つことが必要である。また、授業参観の担当者は継続して評価を受けることで、授業

改善の効果が期待される。さらに、学習成果の向上を目指し、学生の授業時間外学習を促

進させる取組が必要である。 

＜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

対し実際どう対応するかは大きな課題である。授業科目ごとの徹底した授業改善の取組が

必要であるが、同時にこの課題を解決するための合理的な教育システムを構築しなければ

ならない。また、非常勤講師の担当科目においても学習成果の獲得が困難な学生が存在し

ており、非常勤講師を含めた組織的な調整が必要である。一方で、学習面以外に対人関係

の苦手な学生への対応等、より綿密な学生との対話・指導が必要である。特に1年次学生は
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学習環境に戸惑う様子がみられ、それ以後の学校生活に影響が出る場合があることから、

入学当初の対応が重要である。また3年間を通して学生相互のコミュニケ―ションを高める

具体的な企画が必要となっている。また、教員は、FD活動等を通じて、昨今の学生に対し

てさらに有効な対応や指導方法を学び実践しなければならない。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

歯科衛生専攻では、人間性を含めた質の高い「歯科衛生士養成」を目的にしている。教

員は学生の質を高めるために、授業アンケートを参考に教員の授業・教育方法の改善に取

り組んでいるが、専攻としての体制を今後は整えていくことが課題である。また、学生に

図書館の利用を促しているが少ないことから、今後は図書館をよりいっそう利用し、文献

検索の方法や幅広い知識を自ら学び身に付けるよう自覚させることも課題である。 

＜看護学科＞ 

平成27年度は、授業改善を目指し学科内FD活動を開始したが、全教員が参加できておら

ず、今後は授業設計の共通理解を図りながら教員の教育力の底上げが必要である。また、

ルーブリックを一部の科目で導入したが十分とは言えず、内容の洗練化、科目の拡大につ

いては今後の課題である。かねてからの課題であった非常勤講師との連携については、教

務委員を中心に学生の実態を伝えながら授業改善に結びつくよう情報提供をしてきており、

非常勤講師の理解も得られつつあるが、学生の評価を反映させた授業・教育方法の改善ま

でには至っておらず、今後も引き続き連携していくことが必要である。 

＜専攻科応用生命科学専攻＞ （参考） 

修了研究指導時の文献検索等において必要とする外国文献の読破に対応できる語学力が

十分でない学生がいるが、各担当教員との論文読み合わせ等を行い綿密な指導を行ってい

る。そのため、英文での論文抄読の能力は少しずつ向上している。しかし、学生による個

人差も大きく、この点をいかに改善していくかということは今後の指導上の課題である。

また、実験データの取り扱いに関する統計学的知識の習得も指導上の課題である。さらに、

修了研究の進展を自ら企画していく能力を養わせることも併せて行う必要がある。 

＜専攻科地域看護学専攻＞ （参考） 

平成27年度は、修了研究Ⅰ・Ⅱに関する学修内容を客観的に評価するための評価基準と

してルーブリックを作成したが、取組の姿勢や態度を反映したものに改善する必要がある。

次年度は特例適用専攻科の指定を目指しており、学内で修了研究の評価を行うための評価

システムや研究指導支援体制を構築する必要がある。さらには、授業や演習、臨地実習、

修了研究、国家試験の準備など自己管理が困難な学生の指導に際して、クラス担任と研究

指導教員の連携方法についてガイドラインの作成と洗練化が課題である。 

 

 

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。 

 

■ 基準Ⅱ-B-2の自己点検・評価 

(a) 現状 

高知学園短期大学では、入学予定者を対象とした合格者登校日を設け、入学に対する心

構えと入学直後に始まる学びの内容、そのために準備すべき学習課題を提示することで、
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円滑な高大接続を目指して学習への動機付けを高めるよう努めている。この合格者登校日

は、全学科・全専攻で実施し、入学試験の種類に応じて二度開催している。毎年4月には新

入生に対する短期大学全体のオリエンテーションを開催し、大学における学習の方法と科

目履修、選択等についての説明を行っている。全体による説明後、学科・専攻別にオリエ

ンテーションを行い、専門性に基づいた学習方法や教育課程の意義、資格取得に関する事

項、学生生活のあり方等を具体的に説明している。在学生に対しても、全学的には2月上旬

と3月下旬にオリエンテーションを行い、各学科・各専攻におけるオリエンテーションを加

えながら、学生が翌年度の学習を円滑に始まることができるよう努めている。 

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、シラバスを発行・配布して

いる。これらはオリエンテーションや授業で説明する際に利用している。学生生活と履修

の手引きには教育目的や三つの方針、学習成果、また単位制度、授業や試験、成績等教育

に関する事項、奨学金やキャリアセンターおよび図書館の利用等、学生生活全般に関する

事項、さらに学則等が記載されている。本学では、学習支援で重要な内容や日常の連絡事

項については、必要に応じて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。 

基礎学力が十分とはいい難い学生に対しては、各学科・各専攻で教員が補講を実施した

り追加の課題練習を課したりして学習成果の獲得を図っている。また、学習上の悩みなど

がある場合には、クラス担任を中心に各学科・各専攻さらに事務局各課で相談にのり、適

切な指導助言を行うよう取り組んでいる。学生の悩みの状況に応じて、カウンセリング委

員会が対応することもある。他方、学習成果の進度の早い学生や優秀な学生に対しては、

組織だった配慮や支援は行っていないものの、学生の希望に応じて科目担当教員が個別に

対応している。なお、本学において通信教育は実施していない。 

留学生の受け入れに関しては、平成25年度に1名、平成26年度に3名、平成27年度に1名の

外国人留学生を受け入れている。受け入れにあたっては留学生選考を制度化して対応して

いる。なお、留学生の派遣については、組織だった特別な対応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している。 

＜生活科学学科＞ 

生活科学学科の定める学習成果の獲得に向けて、入学予定者を対象に合格者登校日を設

け、学科の概要や学習に対する心構えを説明している。また、必要なる課題を複数示し、

入学後の学習意欲や目的意識を高める取組を行っている。課題については、入学時に担当

教員およびクラス担任が確認し、学科教員会議にて問題点を明らかにするよう努めている。 

年度当初に行われる学科オリエンテーションでは、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指導している。その中で、進路に即し

た学習の方法や科目選択についても説明している。また、進路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。 

学習成果の獲得に向けて、学生生活と履修の手引きやシラバスを発行している。また、

新入生および在学生オリエンテーションで単位修得や資格取得等の説明に活用し、学生の

学習意欲を高めている。また、ウェブサイトで学科の紹介も行っている。 

基礎学力が不足する学生に対しては、各担当教員が必要に応じて、授業時間内あるいは

授業時間外に個別に指導を行い、レベルアップを図っている。また、授業を欠席した学生

には、補習・補講等で学習成果を獲得している。 
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学生の学習上の悩み等の相談に乗り、適切な指導助言を行う体制としては、クラス担任

制をとっている。クラス担任あるいは副担任が随時相談に乗り、適切な指導助言を行うこ

とで、問題の早期発見と解決を図っている。また、修得単位数の少ない学生や成績不振者

には、クラス担任が個別指導を実施している。学生の状況については、学科教員会議にて

情報の共有化に努めている。個別の授業に関する学習については科目担当教員が、各資格

については各担当教員が対応している。 

学習成果の獲得に向けて、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

は行っていないが、外部の講演会や研究会等への参加を促す、あるいは四年制大学への編

入学を希望する学生に対し情報を提供する等の対応をしている。 

＜幼児保育学科＞ 

入学予定者を対象とした合格者登校日を設定して、自分自身の将来像をイメージさせな

がら、入学後の学習に対する心構えを説明している。入学前教育として準備すべき複数の

課題を提示し、入学後の学習を円滑に進められるよう指導している。課題については、入

学時に提出し、担当教員がその取組を確認することによって、授業における課題を明確化

するように努めている。この取組を通して教育・保育実習に臨む意識を高めるよう指導し

ている。また、新入生オリエンテーションでは、学生生活と履修の手引きやシラバスを活

用しながら具体的な学習の方法や科目の選択について詳細な説明している。在学生も含め

定期的なオリエンテーションを通して、授業や試験・単位修得に関する説明等を行い、学

習成果の獲得および資格取得に向けた積極的な態度を確立するよう取り組んでいる。 

基礎学力が不足する学生に対しては、学生の空き時間を利用したグループ指導や個人指

導の機会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・スキルアップを

図っている。また、授業を欠席した学生に対してはその内容の補講を実施し、その上で該

当授業内容に関する課題を課している。さらに、学生の夏期や冬期・春期休暇中をも含め、

必要に応じて補講を行い、学士力の育成に取り組んでいる。一方、進度の早い学生・優秀

な学生に対しては、公務員試験受験対策を支援している。また、平成27年度からは、希望

者の中から高知県保育士修学資金貸付対象者に推薦したりするなど、高知県の幼児保育界

の地域リーダーを目指すキャリア形成の視点を提供し組織的に支援している。 

学習上の悩み等の相談および適切な指導助言を行う体制については、学生が個人的に相

談する上において、クラス担任・副担任が窓口となる環境作りに取り組んでいる。ただし、

学生が個人的に相談しやすいように、相談する教員をクラス担任・副担任に限定せず、科

目担当教員や学生支援課、保健室、学生寮等とともに個々に対応している。 

なお、本学科ではポートフォリオ評価を導入し、教育に対する自己評価を学生に促すと

ともに、学生の学習到達度の確認や教員自らの教育活動の評価、そして授業以外で学生と

のコミュニケーションを図るツールとして活用している。学外実習事後指導時も面談を専

任教員全員で分担して実施しており、実習評価を踏まえた情報共有と連携指導を図り、キ

ャリア教育面からも個々に配慮した指導体制の構築に努めている。本学科では、平成25～

27年度において留学生の受け入れを行っていない。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学生に対して周知を行っている。 

＜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、入学後の学習
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に必要な基礎科目である生物学、化学、物理学、数学の課題や、個別疾患調べ等のレポー

ト課題を提示し、入学までに学習の準備ができるように促している。そして、入学後「基

礎診断テスト」を実施し、課題学習の成果を査定（アセスメント）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を説明し、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および模擬

試験を行い、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

検査技師会と連携した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・実習や学内教員による臨地実習準備実習を行っている。 

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。また、教員は学力向上に向けて放課後に勉強会を開き、希望学生が

自主的に参加している。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。特に入学当初は新しい環境に戸

惑う様子がみられ、欠席が多くなり休退学に繋がるリスクが高いため、平成28年度から1

年次前期に「キャリア形成演習」を教育課程に導入し、将来設計への支援をする予定であ

る。学習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応用生命科学専攻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、課題を出題し基礎学力を身に付けるとともに医療人を目

指す心構えと歯科衛生士としての意識付けを促している。年度当初のオリエンテーション

では、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。 

オフィスアワーの時間を利用して、学生が自由に教員のもとを訪れやすい環境を作り、

学習上の質問や相談について応じており、クラス担任および授業担当教員は適時学習上の

悩み等を聞き、助言・対応を行っている。国家試験対策としては、グループで取り組み、

教員もローテーションで強化を行い、学習意欲を失わないように支援している。 

＜看護学科＞ 

看護学科では入学前合格者登校日において、看護学を学ぶために必要な基礎学力を身に

付けるための課題と共に、高等学校と大学での学習の違いや身に付けてほしいスタディス

キル等を説明している。入学後の3年間でなすべきことは何か、そのために入学までにして

きておいてほしいことは何か等、入学時にスタートに立てるための準備を促すことで、入

学後のキャリア教育につながるようプログラムを組んでいる。 

また、新入生と在学生の対象別にオリエンテーションを行っている。学科オリエンテー

ションは学生生活と履修の手引きやシラバス、本学科で独自に作成した印刷物を活用し、

説明をより具体的に行い、学生自身が主体的に取り組めるよう支援している。 

また、継続して1年次より国家試験対策としてゼミ形式による学習方法の指導や基礎学力
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が不足している学生はその中で個別指導を行っている。看護学科ではゼミの指導教員が長

期間臨地実習のため大学を不在にすることが多く、ゼミの開催に偏りがあったが、平成27

年度からは教員の体制をペアにすることにより調整できるようになった。学習成果の獲得

が困難な状況の学生を早期に把握し、学生の履修すべき科目の単位修得や卒業時の看護師

国家試験受験資格の取得に向けて、長期休暇を利用した補習や個別指導等、個々の学生の

進捗状況に合わせた指導を徹底して行っている。平成27年度からは、その延長として学生

が自主的に学習できる力をつけるためのサークル活動を開始した。 

各科目担当者も気になる学生や自ら申し出があった学生に対しては個別指導を行ってい

る。学習上の悩みなどはクラス担任や副担任が中心となり相談に乗っているが、担任以外

の教員も把握した場合は、必要に応じクラス担任・副担任をはじめとする各教員間で情報

共有し適切な指導が行える体制を整備している。 

優秀学生については、キャリアアップの方法を示しながら将来の目標を描きそれに向か

えるよう、進路の選択肢を広げられるキャリア支援を行っている。また、グループワーク

等のアクティブラーニングの中で、学生の進度を評価しつつ個別的な介入を行い、到達目

標を引き上げながら学生の学習への満足感、達成感につながるよう取り組んでいる。 

本学科は平成24年度から留学生の受け入れを毎年行い4年が経過している。留学生への支

援は、学内の教職員によるサポートチームによる学習支援と学生生活支援、心理的サポー

トなど個別支援を行っている。また、日本人学生たちからもインフォーマルサポートを日々

の生活の中で受けている。日本人学生たちは留学生から外国の状況を聞くことにより視野

を広げ、グローバルな感覚を養っている。 

＜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、教育課程編成・実施の方針の説明を行い、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、本専攻は大学改革支

援・学位授与機構特例適用専攻科であることから、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、修了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、修了研究で

は、担当教員により、優秀学生には学会発表を促す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） 

専攻科地域看護学専攻においては入学予定者に対して合格者登校日を設け、カリキュラ

ムと修了研究についてオリエンテーションを行い、修了研究においては、提出された研究

テーマに基づいて指導教員を決定し、早期から指導体制を整えている。 

入学時オリエンテーションにおいては、「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教育方針、教育課程編成・実施の方針、特色、履修方

法についてガイダンスを行っている。加えて学位授与申請との関連についても説明をし、

申請手続きのオリエンテーションを行っている。 

学生の生活指導や精神的支援は、クラス担任を中心に、定期的に学生と個別面談を行い、

将来展望や学習上の悩み等を把握している。修了研究担当教員も学生の個性を把握して個
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別に対応するが、その場合もクラス担任と連携を取りながら行う。必要な内容については、

専攻教員会議で共通認識したうえで、役割分担を明確にして学生を混乱させることのない

ようかかわっている。また、定期的に補講を行い、学習成果の達成に向けて支援している。

特に支援が必要な学生に対しては、特別補講を行い、意欲の向上を図っている。 

 

(b) 課題 

平成27年度は退学者数の減少が見られた。それでも、少数ながら入学後に興味関心が薄

れたり進路変更を希望したりする学生がいる。そのため、各授業内容に興味をもつことが

でき、学習への関心をいっそう惹く工夫を追求することが教員に求められる。特に、入学

時の興味・関心を維持し向上することができる指導力が不可欠である。また、基礎学力が

不足すると思われる学生に対しては、原因の克服だけでなく、得意な分野の承認とその範

囲の学習成果向上に寄与する配慮や学習支援のあり方を充実させることも望まれる。この

ことは、進度の早い学生や成績が優秀な学生に対しても同様で、学生の意欲と向上心を高

める学習支援体制の確立が課題である。平成26年度から27年度にかけては、評議会で各学

科・各専攻の学習成果の見直しを図り、新たな学習成果を定めて教授会で共有した。また、

休退学者数が著しく多い学科・専攻について原因の分析を行い、その結果を評議会で報告

して改善策を討論するなど、全学的に改善の必要性を共有するよう取り組んでいる。今後

は授業改善に加えて、多様化しつつある学習上の支援へ早目に対応しなければならない。

さらに、各学科・各専攻が定めた学習成果に基づいて、入学前の準備と入学後の学習に整

合性と発展性を持たせる指導体制を確立し、高大接続を強化することが求められる。 

＜生活科学学科＞ 

基礎学力が不足している学生に対して、学科の定める学習成果を達成できるような「効

果的な学習支援体制」の一つとして、担任が窓口となり、学習方法のガイダンスを進めて

いる。また、多様化した学生への配慮と対応を確立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に対する基礎学力の向上を図るだけでなく、進度の早い学生・

優秀な学生に対してのより高い応用力の向上も図るため、学士力育成を踏まえたリメディ

アル教育およびキャリア形成の視点に立った組織的な「学習支援体制」の構築を引き続き

検討していく必要がある。また、進度の早い学生に対して、教育効果をさらに高める具体

的方法を確立することが課題である。学科で実施している学生による「ポートフォリオ評

価」に基づいて、個々に配慮した組織的指導体制の確立が引き続き求められる。また、在

学中の学習成果の獲得に関して、卒業生を対象に追跡調査を実施する等の新たな組織的取

組にも着手していく必要があろう。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

入学前から基礎学力を高めるよう努めているが、入学後の授業において基礎科目に対す

る知識不足を克服しなければならない。入学後にも基礎学力を身につけられる学習支援や

授業改善の工夫が課題である。また、専門教育においても学びを中心とした生活の中で自

学自習の姿勢を確立できる指導方法の工夫が課題となっている。臨床検査技師の業務や具

体的進路を考えるための3年間を見越したキャリア教育の充実を図ることが必要である。 
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＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

学習成果の獲得に向けての授業改善と学生の進度に応じた学習上の配慮も考えた学習支

援フォローアップ体制が課題である。 

＜看護学科＞ 

学習の到達度が特に低い学生に対しては、ゼミ担当教員や科目担当者が個別指導をして

いるが、学習進度や学習方法の確立、学習意欲の個人差が大きく、効果的な学習支援体制

の構築には至っていない。また、留学生の派遣についてはカリキュラム的に困難であり、

特別な取組はできていない。 

＜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

を行い、進学を働きかけ、短期大学での学びを充実させた優秀な学生が応用生命科学専攻

に入学するようにしなければならない。さらに、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） 

特に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は、効果的な

学習支援体制を工夫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。 

 

■ 基準Ⅱ-B-3の自己点検・評価 

(a) 現状 

学生の生活支援を行う組織として各学科・各専攻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。学生の生活環境や人間関係は様々な状況にあり、学生が抱え

る不安等の対応は個別に実施し、大学全体で不安要因を取り除くよう、学生が学習に専念

できる環境構成に努めている。これらの窓口は学生支援課が担当している。また、全学生

に対する健康診断を毎年3月末から4月にかけて一斉に実施している。各学科・各専攻にお

ける学生の生活支援では、クラスごとに担任教員を配置し、クラス担任を中心に各学科・

各専攻で対応している。 

学生が主体的に参画する活動について、まず学園行事である学園祭では学生が学園祭実

行委員会を主体的に運営し、準備や実施に取り組んでいる。また、クラブ活動では各クラ

ブに本学教員を顧問として配置し、学生が自主的に活動しているが、近年、徐々にクラブ

に入部する学生は減少傾向にある。これらの活動は、学生支援課を担当事務として、クラ

ス担任を中心に全教職員が支援を行っている。その他、ボランティア活動や地域活動等へ

の学生の自主的な参加についても学生支援課を中心として教職員が指導支援を行っている。 

学生の福利厚生面では、食堂で学生の健康面を心がけたメニューの提供に努めている。

自動販売機コーナーを設置するとともに、空き時間に活用する憩いの場を整備し、ベンチ・
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椅子・ガーデンパラソル等学生のキャンパス・アメニティに配慮している。また女子学生

を対象とした学生寮を学園敷地内に設置するとともに、希望があれば下宿先のあっせんを

行うなど、宿舎が必要な学生に支援を行っている。また、学生の意見や要望は意見箱およ

び聴取するように努めている。支援組織は学生支援課が担当している。 

学生の通学手段としては全般的に自転車やオートバイによる通学が多い状況である。オ

ートバイは登録制にしており、毎年200名程度が利用している。自転車も含め、この台数に

見合う駐輪場は確保している。遠方の学生には鉄道を利用する者も多い。なお、本学は自

動車の駐車場が狭隘なため自動車での通学は禁止している。 

学生への経済的支援のための制度として、本学独自の奨学金制度は設けていないが、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

指導を教務課が行っている。また、経済的に困難な学生には延納制度がある。本学では、

学則第33条第4項に基づき、授業料等納入金は前期・後期の期別に納入することになってい

る。ただし、特別に事情があると認められた場合は、学則第33条第4項に基づき延納を認め

ることがある。教務課は「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援助を行っている。 

学生からの意見聴取について制度化されたものはないが、クラス担任と学科長を通じて、

また学生支援体制の中でさまざまな意見を聞き、できるだけ対応をしている。 

留学生の学習および生活支援に関する体制としては、当該学科の教員および学生支援課

の職員を中心に支援担当者を決め、日本語教育等の支援を行ったり生活相談に対応したり

している。また、生活支援に関連して、本学では「外国人留学生授業料減免規程」を設け、

授業料の30%を上限に減免できる体制をとっている。なお、本学では在学年限を学則第5条

の2に定め、長期履修生受け入れに関する制度化は行っていない。 

社会人経験者の学生に対して組織的な学習支援は行っていないものの、要望があれば個

別に対応している。社会人経験者は、社会人選考による入学だけでなく、現職の社会人に

ついては科目等履修生、聴講生、さらには歯科衛生士の復職支援も行うなど、積極的に受

け入れている。また、障がい者の受け入れのための設備としては、障がい者用トイレ、施

設の階段への手摺りの設置、建物入り口のスロープ等が設置されている。 

学生の社会的活動については、地域活動や地域貢献、ボランティア活動に関する情報を

本学の専用掲示板やITシステムを利用して奨励している。ITシステムとは、学生が携帯電

話を通じて即座に求人情報を得られるよう構築されたシステムであり、社会的活動に関す

る情報においても利用されている。各学科・各専攻の学生は、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、月1回の周辺地域の一

斉清掃、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、教育科目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の対象として吟味し顕彰することもある。 

なお、教育活動を通じた地域貢献として、本学が取り組む健康教育が挙げられる。具体

的には、県内の幼稚園、保育園、小・中・高等学校等を訪問し全学的な取組として学生が

児童・生徒の歯みがき指導にあたるなど、その専門性を生かした地域貢献活動を行ってい

る。また、高齢者の健康作りに貢献できるよう、老人ホームを訪問する活動も行っている。 
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(b) 課題 

学生生活支援は充実しているが、経済的に困難な学生に対する短期大学独自の奨学金制

度の整備が課題である。また、丘陵地に校舎を次々と建て増ししているため、建物の構造

上、重度障がい者が校舎間の移動や校舎内の上下階への移動が困難であるため、徐々に整

備を行っているが、バリアフリーのさらなる整備も課題である。 

 

 

基準Ⅱ-B-4 進路支援を行っている。 

 

■ 基準Ⅱ-B-4の自己点検・評価 

(a) 現状 

就職支援のための教職員の組織は、各学科・各専攻、専攻科の教員で構成する就職委員

会と事務担当である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。この

ように、本学では「学生の修学、進路選択」に関する活動を積極的に支援する教職員の組

織を整備し、活動している。 

キャリアセンターでは、キャリア形成支援をキャリア教育として活動できるよう取り組

んでいる。これまで、文部科学省の「産業界のニーズを反映した教育改善・充実事業」の

選定を受け、幹事校である高知大学を中心に中国・四国の計14校が連携する「中国・四国

産業界の人材ニーズに対応した協働型人材育成事業」にも取り組んだ。 

学生の就職支援を行う学生支援課では、就職担当職員を配置するとともに、就職資料の

整備、設備の拡充を行いパソコンで学生が積極的に求人検索できるよう設置し、求人票も

閲覧できるようテーブルを置いている。さらには「学生支援システム（ITシステム）」を構

築している。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ながら、学生の希

望する企業や病院等に就職することができるよう努めている。また、各学科・各専攻の就

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、就職委員会でさ

らに検討を加え、次年度の就職指導に活かしている。平成25年度から27年度までの3年間に

ついては、各学科・各専攻とも就職希望者全員の就職率100%を達成している。今後も引き

続きこれらの取組の改善を図りながら、さらに充実した取組を進めていく。 

なお、本学の各学科・各専攻は「食」「教育」「医療」の分野の専門的職業人の養成を目

指しており、それぞれの学科では免許・資格取得や国家試験受験資格等が得られるように

なっている。また、各学科・各専攻では主たる資格に付加する資格も取得できる教育課程

を編成している。なかでも、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

を目指して授業以外でも特別な指導にあたっている。その他、就職支援対策として公務員

試験受験希望者を対象にセミナーや専門領域のセミナーを開催するなど、教職員は学生の

要望に可能な限り協力し指導するよう努めている。 

学生支援課によ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、企業等の求める人材の調査、公務員試験受験者に対する特
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別講座の実施等きめ細かく指導している。また、これまでに受験した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、分野別に就職に関するデー

タの整理と分析を行う体制を整えている。その結果、学生に就職に関する的確な情報を提

供しながら就職指導を行っている。学科によっては、「就職フェア」を開催し、在学生には

キャリア形成の重要性や就職に対する意識付けとして参加を促し、卒業年次生には面談時

の心構えについて学ぶ機会を提供するなど支援を行っている。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ケースも多くなってきている。 

進学、留学に対する支援については、4年制大学への編入学指定校等の情報を全学的に提

供している。担当事務は教務課であるが、各学科・各専攻によって進学傾向が異なるため、

各学科・各専攻の教員も積極的に指導にあたっている。今後は、海外の大学との交流が促

進されると考えられる。留学については、案内があれば掲示を通じて情報を提供している。 

 

(b) 課題 

本学では、学生自らが目的意識を持ち就職活動に積極的に挑戦するための総合的支援に

取り組んでいる。今後本取り組みの機能がいっそう高まるよう努めるとともに、その結果

として全学生が主体的に就職活動を展開し、職業的自立に向けて活動するよう就業力育成

のための取組が必要である。また、本学の取組と産業界のニーズとの整合性を図るととも

に、その概要を教育活動に盛り込むよう継続して努めなければならない。さらに、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や社会人基礎力の習得を目指した科目

を全学科・専攻でカリキュラム化して取り組むことも課題である。 

 

 

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。 

 

■ 基準Ⅱ-B-5の自己点検・評価 

(a) 現状 

入学者受け入れの方針は大学案内や学生募集要項、ウェブサイトに示している。また、

それに伴う入学制度や出願資格等総合的な内容を学生募集要項に記載している。このよう

に本学では、学校教育法施行規則第172条の2に基づいて入学者受け入れの方針を明確に示

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

学校で開催される進路説明会や学習会、その他の募集活動を通じても説明している。 

受験の問い合わせに対しては、学生支援課が入学試験の事務関係の担当となり、懇切丁

寧に対応している。広報についても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ウェブサイト、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、大学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。 

さらに、多様な選抜を公正かつ正確に実施するため、各学科・各専攻の掲げる教育目的

に沿った学生を受け入れるため、多様な入学試験を実施している。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）、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、学業・人物を重視した推薦選考（公募制）、学力や学習意欲
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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

をするための社会人選考、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。選抜にあたっては、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、合否の判定など公正を期して実施している。 

なお、入学手続き者に対しては、合格者登校日を12月、2月の二回実施し、入学までに学

習すべき課題を指導するとともに、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。また、学園祭や外部講師による講演会、医療衛生学科医療検査専攻の宣誓式

等の式典にも案内するなど、円滑に入学後の学習、学生生活ができるように対応している。

入学前後には、複数回の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不安

等も取り除く支援をするとともに、意欲を高める取組をしている。 

 

(b) 課題 

入学者の確保を継続するためには、学位授与の方針にかなう教育課程を編成し実施する

ことはもちろん、現在の入学者受け入れの方針を各専門分野に沿った具体的な方針として

明確に示し、それに応えられる準備を入学前から意識づけていくことが必要である。その

入学前の準備が円滑な修学へと導くための方法となり、入学後の学習意欲を高め、専門的

職業人としての資質を備えた学生として育成できると思われる。 

 

■ テーマ 基準Ⅱ-B 学生支援の改善計画 

学習成果の獲得において、特に学生の休退学防止を図るため、学習成果の向上に向けた

教員の授業・教育方法の改善や、場合によっては教育課程の見直し等が必要である。特に、

FD活動で導入した授業アンケートに対する教員の自己分析が実際に授業改善や学習成果の

向上につながっていない場合には、その原因を検証し対策を講じなければならない。もし

教員自身が抱えている課題が現在使用している授業アンケートの質問事項では発見しづら

い場合、必要に応じた修正が求められる。あるいは、教員が改善の必要性を意識している

にもかかわらず、教育の成果に反映されていない場合、組織的に教員を支援していく方法

を開発することも必要である。GPAを制度化するためには、教員による確かな指導力が前提

になるからである。また、教育効果を高める上で学習の体系性や段階性に問題がないかと

いう観点から、教育課程を点検することも必要である。さらに、基礎学力が不足する学生、

学習進度が早い学生や優秀学生に対する学習上の配慮や学習支援をより効果的なものへと

発展させなければならない。SD活動においても、各部署での職務の共有と他部署との連携

の強化、それぞれで求められるスキルの向上を図る必要がある。図書館では、学生の図書

館の活用をさらに促す方策を進めていく。 

なお、本学では独自の奨学金制度を設けていないことから、まずは学生への経済的支援

のために本学ができる制度について検討する必要がある。障がい者の受け入れに関しても、

施設の整備について計画を立てる必要がある。 

 

■ 基準Ⅱ 教育課程と学生支援の行動計画 

まず、平成27年度に定めた各学科・各専攻の新しい学位授与の方針が社会のニーズや変

化に対応しているかを点検していく。そのためには、学生自身が学位授与の方針や教育課
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程編成・実施の方針を理解して学習成果を達成していることが前提となる。さらに、その

前提には各学科・各専攻で入学者受け入れの方針に基づいた入学者選抜を行っていること

が挙げられる。そのため、入学者選抜の方針と入学者受け入れの方針との整合性を確認し

ていく。また、入学後のオリエンテーションや日々の授業の中でも、これらの理解と学生

生活と履修の手引きやシラバスに記載された事項について理解を深めるよう今後も継続す

る。あわせてキャップ制やGPA制度の導入を早期に実現できるよう取り組んでいく。また、

学外から聴取した意見が見直しに反映されているかどうかも引き続き検証していく。 

なお、休学した学生が退学したり免許・資格を取得せずに卒業したりする場合があるこ

とから、教員が取り組んでいる授業改善が学習成果の向上につながっているかどうかを確

認することも必要である。そのためにも、まずは授業アンケートの質問項目の点検と必要

に応じた改正を検討する。他方、基礎学力が不足する学生、進度の速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工夫を図っていく。また学生の

生活支援については、近年の学生の悩みや不安が多様化し、従来の支援体制で十分である

かどうかを検討している。生活全般に関する相談や教育に関する相談が混在する場合もあ

るため、これまで以上に専任教員や事務職員と専門性を有する教職員による連携を密にし

ていく。さらに、奨学金制度のさらなる充実に向けて検討する。障がい者の受け入れにつ

いても、施設の改善について計画を立てて検討する必要がある。平成28年3月には、中央教

育審議会より、三つの方針に関するガイドラインが出された。本学も、こうした動向を常

に確認しながら、本学に適した三つの方針の点検および見直しを図っていく。 

 

◇ 基準Ⅱについての特記事項 

(1)以上の基準以外に教育課程と学生支援について努力している事項。 

事項なし。 

 

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

事項なし。 
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基準Ⅲ 教育資源と財的資源 

 

■ 基準Ⅲの自己点検・評価の概要 

人的資源については、短期大学設置基準および高知学園短期大学の各学科・各専攻の教

育課程編成・実施の方針に基づいて真正な学位、教育実績、研究業績、経歴等を有する専

任教員と非常勤講師、また必要に応じて助手等による教員組織を整備している。教員の採

用、昇任等は「高知学園短期大学教員選考基準」や「高知学園短期大学教員の採用・昇任

の手続き」に基づいて行っている。各教員は、本学で定めた各種規程に基づいて教育研究

活動に意欲的に取り組み、その状況を公表している。毎年度高知学園短期大学紀要を発行

するとともに、研究室を整備し、研究や研修を行う機会や時間を確保している。FD活動に

ついても「ファカルティ・ディベロップメント委員会規程（FD委員会規程）」に基づいて適

切に行っている。また、学内の関連部署と連携しながら専任教員は学習成果向上に向けた

取組を行っている。事務組織については「高知学園短期大学教育組織規程」に基づいて各

課の事務室を整備し、各課における人員を適正に配置するとともに、責任体制を明確にし

ながら事務をつかさどっている。事務局各課の事務室には職務に必要な情報機器や備品等

を整備し、防災対策や情報セキュリティ対策も講じている。SD活動についても「SD委員会

規程」に基づいて適切に行っている。このように、事務組織と教員組織が両輪で外部関係

者との調整を図りながら、日常的に業務の見直しや事務処理の改善を適切に行っている。

教職員の人事管理についても「高知学園就業規則」を教職員に周知して適切に行っている。 

物的資源について、本学の校地面積、運動場用地の面積および校舎面積は、いずれも短

期大学設置基準の規定を満たしている。校地と校舎には、障がい者へ対応できるよう6棟す

べての玄関口にスロープを整備し、車椅子用トイレを3カ所に設置している。また、本学は

教育課程編成・実施の方針に基づいて授業を行う講義室、演習室、実験・実習室、情報処

理学習室を有している。各学科・各専攻では諸規則で指定された施設・設備、機器・備品

等を整備し、必要に応じて年度予算に計上して随時更新を図っている。 

本学の図書館の面積は974㎡であり、閲覧・貸出・レファレンスサービス等が支障なく行

えるよう配慮している。図書館では、各学科・各専攻の教育課程編成・実施の方針に基づ

いた参考図書や関連図書等を常に整備している。図書の選書にあたっては、「高知学園短期

大学図書館選書要領」に基づき、図書館運営委員会の審議を経て購入している。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、資料の廃棄を「高知学園短期大学図書館

文献管理内規」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。また、図書館

では図書館運営委員会が編集する図書館報「らぶっく」を発行している。 

なお、本学は通信による教育課程および学科は設置していない。また、本学では体育館

を保有しておらず、授業等で利用すべき時には同一敷地内にある学校法人高知学園高知

中・高等学校が保有する体育館を利用している。 

施設設備の維持管理については、各学科・各専攻からの申請を基にして担当事務部署に

情報が集約するシステムとなっており、短期大学内で解決可能なものは短期大学で処理し

ている。高知学園組織全体で対処を要するものは、理事会で検討し、維持管理している。

固定資産管理規定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。本学では「高知学
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園短期大学災害対策委員会規程」を整備し、その規程に基づいて災害対策委員会を設置し

ている。火災・地震対策、防犯対策のための定期的な点検・訓練を、それぞれ毎年実施し

ている。コンピュータについて、セキュリティの向上を図るため、学内のすべてのコンピ

ュータに本学で指定するウイルス対策用ソフトを配付して強化に努めている。省エネルギ

ー・省資源対策、その他地球環境保全に関する教職員・学生への周知および啓蒙について

は、節電や省エネの徹底を教授会や授業、さらにはメール・掲示等により行っている。 

技術的資源をはじめとするその他の教育資源については、各学科・各専攻で「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している。日々進展をする

IT機器の更新については計画的に整備するよう取り組んでいる。教員もスキルアップを図

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、および各学科・各専攻の教育目的・目標に応じた技術教育を行うための

施設的環境を整備している。 

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および事業活動収支は、教育

研究用の施設設備および図書費等の学習資源への資金配分を適切に行っている。その結果、

平成25年度から27年度の3ヶ年は収入超過となっている。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等の積み増しを進め、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Ⅲ-A 人的資源 

 

基準Ⅲ-A-1 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて教員組織を整備して

いる。 

 

■ 基準Ⅲ-A-1の自己点検・評価 

(a) 現状 

高知学園短期大学では、短期大学設置基準第20条の2の第1項と第2項および第22条に基づ

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。平成28年5月1日現在における本学の専任教員は教授15名、准教授19名、講師7名、助教

3名の計44名である。また、専攻科も加えると教授は16名、講師は10名、合計48名となる。

短期大学設置基準第22条別表第一イおよびロで定める教員数は40名、うち教授数は14名で

あることから、本学はいずれの基準も満たしている。 

専任教員の職位は、真正な学位、教育実績、研究業績、制作物発表、その他の経歴等に

基づいて配置していることから、短期大学設置基準第23条、24条、25条、25条の2、26条を

満たしている。非常勤講師についても、各学科・各専攻の教育課程編成・実施の方針に基

づいて配置している。補助教員を必要とする学科・専攻では、その教育課程編成・実施の

方針や各種法令に基づいて助手を配置している。 
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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。 

＜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 

渡邊 慶子 

（H28～  

教 授 修士（学術） 教育実績：－ 

研究業績：有 

谷  智子 

（H28～  

教 授 文学士 教育実績：－ 

研究業績：有 

中山 和子 教 授 栄養学士 教育実績：H25/10.1 H26/14.0 H27/14.0 

研究業績：有 

下元 智世 

（H28～  

准教授 修士（学術） 教育実績：－ 

研究業績：有 

寺尾  康 

（H27～  

准教授 理学士 教育実績：H27/13.4 

研究業績：有 

古屋 美知 准教授 修士（生活科学） 教育実績：H25/12.1 H26/13.3 H27/13.3 

研究業績：有 

森岡 美帆 

 

講 師 家政学修士 教育実績：H25/7.8 H26/13.3 H27/13.3 

研究業績：有 

片山 美穂 講 師 博士（文学） 教育実績：H25/11.0 H26/12.0 H27/12.0 

研究業績：有 

生活科学学科の教員組織は、上記表に示すように教授3名、准教授2名、講師3名で編成さ

れている。加えて、助手3名を配置している。うち2名は管理栄養士の資格を有している。

専任教員は短期大学設置基準に定める教員数（専任教員5名以上、うち教授2名以上）を満

たしている。また、栄養士養成施設の指定基準（栄養士法施行規則第9条）として、専任教

員4名以上（①社会生活と健康、人体の構造と機能又は食品と衛生のいずれかを担当する教

員、②栄養と健康を担当する教員、③栄養の指導を担当する教員および④給食の運営を担

当する教員については、それぞれ1人以上が専任であること）、専任の助手3名以上（うち管

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、いずれの基準も満たしている。 

非常勤講師については、担当科目に関する教育研究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。教育課程編成・実施の方針に基づき、必要に応じて助手が補助

的役割を担っている。 

＜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 

池澤眞由美 教 授 体育学士 教育実績：H25/10.6 H26/10.6 H27/10.6 

研究業績：無 

末田 光一 教 授 教育学士 教育実績：H25/12.3 H26/11.7 H27/11.7 

研究業績：有 

竹村  正 

 

教 授 芸術学士 教育実績：H25/12.7 H26/13.5 H27/13.5 

研究業績：有 

吉村  斉 教 授 博士（教育学） 教育実績：H25/14.3 H26/17.3 H27/14.1 

研究業績：有 

山下 文一 

（H27～ 

准教授 修士（学術） 教育実績：H27/10.8 

研究業績：有 

有田 尚美 

 

准教授 家政学士 教育実績：H25/10.1 H26/11.1 H27/11.3 

研究業績：有 
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祐東 孝好 

（H26～ 

准教授 修士（人間科学） 教育実績：H26/8.1 H27/14.0 

研究業績：有 

坂本 ひとみ 

（H28～  

准教授 博士（学術） 教育実績：－ 

研究業績：有 

山本 英作 准教授 修士（地域研究） 教育実績：H25/13.1 H26/12.1 H27/12.1 

研究業績：有 

濱田 美晴 助 教 修士（理学） 教育実績：H25/11.0 H26/11.0 H27/13.0 

研究業績：有 

幼児保育学科では、教育課程編成・実施の方針に基づいて10名の教員、うち教授4名を配

置している。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、前者に関する教職課程認定基準

に基づくと、①教科に関する科目を担当する専任教員として4名、②教職に関する科目を担

当する専任教員4名の配置をしている。後者に関する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。加えて、児童福祉法施行規

則における告示別表1の各系列に専任教員を配置していることから、いずれの基準も満たし

ている。非常勤講師についても、担当科目に関する教育研究歴等の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。 

＜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 

髙岡 榮二 教 授 修士（理学） 教育実績：H25/20.9 H26/21.9 H27/20.8 

研究業績：有 

田村 隆教 教 授 医学博士 教育実績：H25/17.9 H26/17.8 H27/17.9 

研究業績：有 

富永 麻理 教 授 医学博士 教育実績：H25/19.4 H26/19.6 H27/19.6 

研究業績：有 

森田 尚亨 准教授 修士（理学） 教育実績：H25/16.7 H26/17.8 H27/16.7 

研究業績：有 

武市 和彦 准教授 農学士 教育実績：H25/20.0 H26/20.4 H27/14.1 

研究業績：有 

村上 雅尚 

（H28～  

准教授 

 

博士（生命科学） 教育実績：－ 

研究業績：有 

三木友香理 

(H26～ 

准教授 博士（保健学） 教育実績：H26/14.7 H27/19.6 

研究業績：有 

中村 泰子 

 

講 師 修士（医科学） 教育実績：H25/13.5 H26/20.2 H27/21.3 

研究業績：有 

短期大学設置基準で定められている6名以上の教員を配置し、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、医療検査専攻はこの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 

三島 弘幸 教 授 歯学博士 教育実績：H25/12.8 H26/12.8 H27/12.8 

研究業績：有 

大野 由香 教 授 準学士 教育実績：H25/14.1 H26/13.8 H27/16.8 

研究業績：有 
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中石 裕子 准教授 準学士 教育実績：H25/15.4 H26/16.8 H27/16.7 

研究業績：有 

坂本まゆみ 

 

講 師 準学士 教育実績：H25/15.6 H26/16.1 H27/19.1 

研究業績：有 

野村 加代 助 教 学士（教養） 教育実績：H25/16.1 H26/17.6 H27/19.0 

研究業績：有 

和食 沙紀 助 教 学士（福祉経営学） 教育実績：H25/18.1 H26/18.1 H27/18.0 

研究業績：有 

歯科衛生専攻の教員は、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）を満たしている。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（指定規則では3名以上）を4名配置することに

より、安全対策を考慮した実習を行っている。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＞ 

氏名 職名 学位 教育実績・研究業績・製作物発表 

矢野 智恵 教 授 修士（看護学） 教育実績：H25/23.5 H26/14.9 H27/14.6 

研究業績：有 

今村 優子 

 

教 授 修士（看護学） 教育実績：H25/20.5 H26/20.6 H27/20.6 

研究業績：有 

池田恵美子 

 

教 授 修士（看護学） 教育実績：H25/15.5 H26/13.7 H27/14.4 

研究業績：有 

山本 和代 

 

准教授 修士（教育学） 教育実績：H25/14.7 H26/14.4 H27/14.5 

研究業績：有 

髙藤 裕子 准教授 修士（看護学） 教育実績：H25/18.5 H26/15.5 H27/15.6 

研究業績：有 

中岡 亜紀 

(H26～ 

准教授 修士（看護学） 教育実績：H26/16.8 H27/16.8 

研究業績：無 

和泉 明子 

 

准教授 修士（看護学） 教育実績：H25/17.8 H26/18.1 H27/18.1 

研究業績：有 

吉田亜紀子 

 

准教授 修士（看護学） 教育実績：H25/25.0 H26/21.6 H27/20.9 

研究業績：有 

下元 理恵 

(H28～ 

准教授 修士（看護学） 教育実績：－ 

研究業績：有 

小野 文子 

 

講 師 学士（教養学） 教育実績：H25/24.0 H26/18.9 H27/18.9 

研究業績：有 

政平 憲子 

 

講 師 修士（看護学） 教育実績：H25/16.4 H26/15.8 H27/15.9 

研究業績：有 

二本柳 圭 

 

講 師 修士（看護学） 教育実績：H25/13.5 H26/21.5 H27/21.5 

研究業績：有 

山西亜紀子 

 

講 師 修士（看護学） 教育実績：H25/16.8 H26/15.9 H27/15.9 

研究業績：無 

大西 昭子 

 

講 師 修士（看護学） 教育実績：H25/22.0 H26/19.3 H27/19.3 

研究業績：有 

野村 美紀 

(H28～ 

講 師 修士（看護学） 教育実績：－ 

研究業績：有 

看護学科教員組織は、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の規

定に準拠している。短期大学設置基準では7名の専任教員数のうち教授が3名、また保健師
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助産師看護師学校養成所指定規則では8名以上の看護師資格を有する専任教員と定められ

ているが、本学科はそれらの基準を満たしている。また、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、担当科目に対する研

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、学生ととも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。そのため、臨地実習中の非常勤臨床講師として臨地実習指導者をのべ10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および臨床講師があたり、臨

床側の臨床実習指導者ととも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） 

専任教員としては医療検査専攻の教員が所属している。また兼担および非常勤講師につ

いても専門分野について高い学識を有する専門家に依頼している。 

＜専攻科地域看護学専攻＞ （参考） 

専攻科地域看護学専攻の専任教員は看護学科に所属している。さらに、養護教諭一種免

許状取得のため、看護学科専任教員に加えて1名の教職担当教員を配置している。 

氏名 職名 学位 教育実績・研究業績・制作物発表 

小島 一久 教 授 工学士 教育実績：H25/5.9 H26/2.3 H27/1.2 

研究業績：有 

（看護学科所属教員は省略） 

このように、専攻科地域看護学専攻教員組織は、保健師助産師看護師学校養成所指定規

則や教職課程認定基準を満たしている。専任教員の職位である教授・准教授・講師の資格

である学位、教育実績、研究業績、その他の経歴等についても短期大学設置基準を満たし

ている。 

 

(b) 課題 

本学では、今後も学生の学習成果獲得に寄与する教育体制を充実させるため、短期大学

設置基準や免許・資格に関わる法令等に基づいた教員配置の状況を検証していく。特に、

短期大学設置基準に定められている教員数は満たしているものの、学外において実習を必

要とする学科では、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。また、人数は短期大学設置基準を満たしているとしても、各専任

教員が自身の専門性を適切に学習成果獲得へつなげていなければならない。そのため、各

学科・各専攻で中心となる分野、特に学習成果を高めるために重点的に強化すべき分野に

専任教員を配置できているかどうかなど、学外実習先や就職先、関連団体等とも連携して

検討していく必要がある。まずは、全専任教員が自身の教育指導力の課題を積極的に発見

し、その課題を克服するとともに、学生の学習成果獲得をさらに高める工夫を図りながら

授業改善に努めることが求められる。 
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＜生活科学学科＞ 

今後も各専任教員は、教育の成果を上げるために、FD活動や授業参観等を通して幅広い

教育活動と活発な研究活動を継続する必要がある。個々の科目についてシラバスの内容を

精査することや、専任教員と非常勤講師との連携も強化していかなければならない。 

＜幼児保育学科＞ 

本学科では、平成27年4月に施行された「子ども・子育て支援新制度」等の最新の動向を

踏まえ、授業や学生の指導に反映するよう、各専任教員は研究成果を継続的に公表し、討

論を積み重ねていかなければならない。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

法改正により、平成27年度から臨床検査技師の業務範囲が拡大された。これに伴い教育

内容も「人体の構造と機能」が7単位から8単位に改められるとともに、新たに「医療安全

管理学」1単位が追加され、平成28年度入学生から適用となっている。これに対応したカリ

キュラム改正を平成28年度に行う予定である。「人体の構造と機能」（8単位）は既に満たさ

れているが、教育内容が確立されているか検証する必要がある。また、「医療安全管理学」

1単位については平成29年度（2年次後期）に開講が予定されており、この分野を担当でき

る教員配置を行う必要がある。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

教育の効果をあげるために各教員が「専任教員認定歯科衛生士」資格を取得し、教育の

質をあげるよう努力している。今後は、教員の臨床経験をさらに充実させるため臨床現場

との連携を強めていくことが課題である。 

＜看護学科＞ 

本学科では卒業要件単位数の1/4を実習が占めているように、看護基礎教育における実習

の位置づけは重要であり、実習における教員の教育力がいっそう問われることとなる。本

学科の専任教員数のみでは臨地実習指導には限界があり、非常勤臨床講師を雇用している

状況であるが、平成27年度は臨床講師数が減少し、担当外の本学科・専攻科教員を充て実

習を継続した。また、新たに雇用した臨床講師については、臨床での現任教育の経験は豊

かであっても、看護基礎教育においては初心者であること等が課題となっている。今後は

非常勤臨床講師数の安定した人員確保と教育力の担保の維持が課題である。 

＜専攻科応用生命科学専攻＞ （参考） 

今後も各教員の専門分野の研究および教育に関するいっそうの努力が必要である。また

修了生の活躍分野が広がるための科目編成の再考および教員の確保等も検討していく。 

＜専攻科地域看護学専攻＞ （参考） 

地域看護学専攻では、少人数制で公衆衛生看護学の知識と技術を習得するため、アクテ

ィブラーニングの手法を発展させ、FDやピアカウンセリングを通じて成人学習に基づく自

立的学習に導くための教育力を高めていく必要がある。 
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基準Ⅲ-A-2 専任教員は、学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて教育研

究活動を行っている。 

 

■ 基準Ⅲ-A-2の自己点検・評価 

(a) 現状 

高知学園短期大学各学科・各専攻では、教育課程編成・実施の方針を達成するため専門

性に基づいた教育研究分野へ専任教員を配置し、高知学園短期大学要覧で「分野別担当教

員」として毎年度公表している。各教員は、担当授業科目に基づいて研究活動を進め、そ

こで得られた知見を教育活動や社会活動等へ積極的に還元して成果を上げている。教育研

究活動の状況については、毎年3月に各教員が当該年度の業績報告書を提出し、業績の概要

は本学ウェブサイトや国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）が提供するresearch map

に登録して積極的に公開している。本学ウェブサイトで公開している専任教員の教育研究

活動は、担当授業科目、学位、近年の主な研究業績、社会貢献等である。したがって、各

教員が専門とする分野や研究活動の状況がわかりやすいように学外に対しても公開してい

る。このように、本学では学校教育法第113条並びに学校教育法施行規則第172条の2に掲げ

られた「教育研究活動の状況」を公開している。 

＜生活科学学科＞ 

生活科学学科では、栄養調理学分野に教授1名（渡邊慶子）と准教授2名（古屋美知、下

元智世）および講師1名（森岡美帆）、食品学分野に教授1名（中山和子）がそれぞれの研究

活動等に取り組んでいる。また、情報科学分野に准教授1名（寺尾康）、教育学分野では教

職専門を教授1名（谷智子）、英語を講師1名（片山美穂）が取り組んでいる。 

＜幼児保育学科＞ 

幼児保育学科では、音楽美術学分野に教授2名（末田光一、竹村正）、福祉・教育学の分

野に准教授4名（山下文一、有田尚美、祐東孝好、坂本ひとみ）、また心理身体学分野に教

授2名（池澤眞由美、吉村斉）と准教授1名（山本英作）、さらに情報科学分野に助教1名（濱

田美晴）が、それぞれの研究活動等に取り組んでいる。平成25～27年度の国際的活動には

山本英作が取り組んだ。本学科では、研究活動で得られた成果を、教員同士および他学科

教員や事務局各部署と連携して学習成果の向上に努めている。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

医療衛生学科医療検査専攻では、人体構造機能学分野に教授1名（髙岡榮二）と准教授1

名（三木友香理）および講師1名（中村泰子）、感染防御学分野に准教授2名（武市和彦、村

上雅尚）、また生物化学分析学分野に教授1名（富永麻理）と准教授1名（森田尚亨）、さら

に公衆衛生学分野では教授1名（田村隆教）が、それぞれの研究活動等に取り組んでいる。

平成25～27年度の国際的活動には村上雅尚、三木友香里の2名が取り組んだ。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

医療衛生学科歯科衛生専攻では、口腔疾患学分野に教授1名（大野由香）と講師1名（坂

本まゆみ）および助教1名（和食沙紀）、口腔保健学分野に准教授1名（中石裕子）と助教1

名（野村加代）、また人体構造学分野に教授1名（三島弘幸）が、それぞれの研究活動等に

取り組んでいる。平成25～27年度の国際的活動には大野由香、三島弘幸、中石裕子、坂本

まゆみ、和食沙紀の5名が取り組んだ。 
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＜看護学科＞ 

看護学科では、基礎看護学分野に教授1名（池田恵美子）と講師3名（政平憲子、山西亜

紀子、大西昭子）、小児看護学・母性看護学分野に教授1名（矢野智恵）と准教授1名（中岡

亜紀）および講師1名（小野文子）、また成人看護学・老年看護学分野に教授1名（今村優子）

と准教授2名（吉田亜紀子、下元理恵）および講師1名（二本柳圭）、さらに精神看護学・在

宅看護学分野に准教授2名（髙藤裕子、和泉明子）と講師1名（野村美紀）が、それぞれの

研究活動等に取り組んでいる。また、学校保健分野に准教授1名（山本和代）が取り組んで

いる。 

＜専攻科応用生命科学専攻＞ （参考） 

本専攻の専任教員による研究活動等は、医療衛生学科医療検査専攻に準ずる。 

＜専攻科地域看護学専攻＞ （参考） 

本専攻専任教員による研究活動等は看護学科に準ずるが、それに加えて教育学分野で教

授1名（小島一久）が研究活動等および平成25～27年度の国際的活動に取り組んでいる。 

 

平成27年5月には、歯科衛生専攻を中心とする本学と北京大学口腔医学院との教育および

学術研究の分野における協力関係を進めるため、学術交流協定書調印式を執り行うなど、

国際的交流・連携の拡大にも努めている。また、専任教員は、科学研究費補助金等外部資

金の獲得のため、積極的に申請している。研究代表者として科学研究費補助金を獲得した

専任教員は平成25年度に1名であった。 

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

として研究に関する不正防止委員会、研究倫理申請について検討する研究倫理審査委員会

が設けられ、各委員会規程に基づいて適正に執行するよう確認している。また、科学研究

費に関しては、「高知学園短期大学科学研究費補助金事務取扱要領」に基づいて適正に執行

するよう取り組んでいる。さらに、研究の実施にあたっては「研究者等の行動規範」「研究

活動における不正防止計画」および「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申請要項」に基づいて審査を行っている。

また、平成27年度には「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」を全面的に見直すとともに、「研究に係る不正行為防止に関する基本方針」「研究活動

及び研究費適正使用に関する行動規範」「公的研究費の運営・管理に関わる調査委員会規程」

「公的研究費等の使用に関する不正防止計画」を定め、適正に執行する体制の強化を図っ

た。なお、本学では「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

必要性を示している。また、研究費や研究旅費についても「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も確保している。 

本学で専任教員が研究成果を発表する機会として、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。この紀要の編集は、「紀要編集委員会規程」に基づいて紀要編集

委員会が担当している。紀要の投稿から査読、編集においても、「高知学園短期大学紀要投

稿規程」「高知学園短期大学紀要査読要領」「高知学園短期大学紀要原稿執筆要領」等を定

めて実施している。 

専任教員が研究を行う研究室として、ほぼ全員に個室を用意している。なお、助手は教

授等の研究室、もしくは複数の助手による研究室で研究を行う体制となっている。専任教
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員の研究、研修等を行う時間については、教員の研修日数に関する上限は特に定めていな

いが、授業等職務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で「高知学園職員の長期研修に関する規程」を定めて

いる。また、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

園で「海外教育視察助成要項」を定め整備している。 

本学のFD活動に関しては、学則第3条に基づいてFD委員会規程を整備し、その規程に基づ

いてFD委員会を設置し、適切に行っている。具体的には毎年度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、学外講師を招いて講演会やセミナーを開催している。平成27年度の研

修会では、平成27年9月15日（火）に仲道雅輝氏（愛媛大学講師）による「学生の学びやす

さと学習意欲を高める授業計画～課題分析図の活用～」をFD研修会として開催した。参加

者数は本学教職員40名であった。 

教員による授業参観については、毎年度FD委員会で「授業参観の目的」と「授業参観の

進め方」を検討し、作成された方針を評議会、教授会で承認を得た上で実施している。実

施にあたっては、各学科・各専攻より前期と後期各1名（専攻科については前期または後期

に1名）の教員が、学科内外の他の教員に授業参観の機会を提供している。授業参観終了後

には、当該学科のFD委員会委員が事後検討会を開催し、参加した教員から意見を求めると

ともに担当教員との意見交換を行っている。事後検討会の概要は、FD委員が授業参観報告

書をまとめ、教務課に提出している。作成された報告書は教務課内で閲覧することができ

る。なお、平成27年度に実施した授業参観について、前期を表Ⅲ-A-2-1に、後期を表Ⅲ-A-2-2

に示す。また、表中の事後検討会参加人数には授業担当者も含む人数である。 

 

表Ⅲ-A-2-1 平成27年度前期授業参観 

№ 
学科・専攻 
担当者 

科目名＜学科 学年＞ 
月／日（曜）時限 

事後検討会 
参加人数 

授業 検討会 

１ 
生活科学 

森岡 美帆 

臨床栄養学概論Ⅱ＜生活 2＞ 

5/11(月)･2限 

5/11(月)3限 

532教室 
9名 10名 

２ 
幼児保育 

竹村  正 

音楽Ⅰ(器楽)＜幼保 1A＞ 

7/7(火)･2限 

7/7(火)3限 

音楽室 
9名 10名 

３ 
医療検査 

富永 麻理 

生物学＜検査 1＞ 

6/1(月)･2限 

6/1(月)11:50～ 

533教室 
8名 8名 

４ 
歯科衛生 

野村 加代 

診療補助実習Ⅲ＜歯科 2＞ 

5/21(木)･1-2限 

5/21(木)授業終了後 

歯科臨床実習室 
5名 7名 

５ 
看 護 

池田 恵美子 

看護学概論＜看護 1＞ 

6/26(金)･2限 

6/26(金)13:00～ 

532教室 
13名 11名 

６ 
応用生命 

中村 泰子 

超音波診断学 

6/25(木)･3限 

6/25(木)5限 

臨床生理学実習室 
7名 5名 

 

表Ⅲ-A-2-2 平成27年度後期授業参観 

№ 
学科・専攻 
担当者 

科目名＜学科 学年＞ 
月／日（曜）時限 

事後検討会 
参加人数 

授業 検討会 

１ 
生活科学 

寺尾  康 

情報科学Ⅱ＜生活 1A＞ 

10/29(木)･3限 

10/29(木)･4限 

第 2パソコン実習室 
8名 8名 
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２ 
幼児保育 

祐東 孝好 

障害児保育＜幼保 1B＞ 

10/7(水)･4限 

10/7(水)5限 

131教室 
15名 11名 

３ 
医療検査 

武市 和彦 

免疫検査学演習＜検査 3＞ 

11/17日(火)･2限 

11/17日(火) 

2限終了後・641教室 
8名 6名 

４ 
歯科衛生 

坂本 まゆみ 

歯周病予防処置＜歯科２＞ 

10/19(月)･4-5限 

10/19(月)5限終了後 

歯科実験室Ⅱ 
8名 9名 

５ 
看 護 

山西 亜紀子 

終末期看護論＜看護２＞ 

10/15(木)･4限 

10/15(木)･5限 

623教室 
7名 6名 

 

平成27年8月26～28日の期間に愛媛大学でSPODフォーラム2015が開催され、本学からは研

修プログラムに教職員4名が参加し、教育力の開発と向上に努めた。また、希望者に対して

は他大学からの遠隔講義配信による受講も行っている。さらに、平成28年3月24日には愛媛

大学でSPOD総会が開催され、教職員1名がFD分科会に、職員1名がSD分科会に出席し、本学

の取組を報告するとともに、質疑応答を通して得られた知見を学内に持ち帰り、全学的に

さらなる教育力の向上に努めている。このように、本学は規程に基づき、以上の活動を短

期大学設置基準第11条の3に基づいて実施している。 

短期大学の関係部署との連携についても、専任教員はFD委員会と連携しあいながら学科

の枠を越えて授業参観を行い、学習成果の向上を図っている。また、各専任教員は、FDに

関する学外研修に対しても個々で積極的に参加している。さらに、専任教員はFD委員会以

外の各種委員会や事務組織、図書館と協調・連携して教育改善と教育力向上に努めている。 

 

(b) 課題 

本学の教育目的に基づくと、専任教員が最優先して果たすべき職責は受け入れた学生を

各分野の専門性を有した専門的職業人を育成し、社会に輩出することである。これまで以

上にその成果を高めるためには、各専門教員の教育力向上が不可欠となる。従来、研究活

動は教員個人の研究テーマに基づく活動が中心であった。その研究に裏付けられた専門的

知見・技能が教育活動の基盤となる。しかし、現状では専任教員が研究、研修等を行う時

間の確保は専門性や研究組織体制はもちろん、学内における学外実習指導のあり方や各学

科の勤務体制の違い等によっても格差が生じている。研究業績の質量との関連も予想され

ることから、職務の連携体制をさらに効率良く整備することが課題である。 

その中で、各学科・各専攻が抱える課題について組織的に研究し、教育活動へ還元する

体制づくりも課題である。すなわち、専任教員が個々に進めた研究活動の成果を持ち寄り、

各学科・各専攻の専門的職業人育成のための総合的な研究と教育の充実が求められる。そ

れゆえ、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

上げることができるよう、研究遂行のための全学的な環境整備が課題である。また、科学

研究費補助金等、外部資金を獲得する教員数および研究課題数の増加は早急の課題である。 

＜生活科学学科＞ 

生活科学学科では、各教員が研究時間をさらに確保し、教育研究活動をいっそう推進し

ていく必要がある。また、科学研究費補助金等の外部資金獲得に向けて、研究活動を活発

化させていくことが課題である。 
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＜幼児保育学科＞ 

本学科の各教員が、教育研究活動のさらなる充実を図るためには、引き続き外部資金獲

得が課題である。また、これまでの研究成果を踏まえ教育活動の推進と効率的な教育体制

の整備、そしてより活発に研究活動の成果を上げなければならない。従来は、各教員の専

門分野に特化した研究が中心であったが、現在本学の抱える課題に対して、専門分野の枠

を超えた共同研究を推進し、解決を目指すことも必要である。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

本専攻の各教員が、さらに成果をあげるよう効率的な教育活動の整備を推進するととも

に、科学研究費補助金等の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。そのために学内外でプロジェクトを組み、組織を挙げて社会的課

題に応える研究をめざす活動や、毎年開催している医療検査専攻研究セミナーをさらに充

実させ、研究活動を活性化する必要がある。IT機器を利用した教育方法に取り組み関連す

る科目間で授業改善を進めることも研究課題としている。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

本専攻では、研究を活性化させるために海外派遣も考慮に入れているが、実習指導時間

の多い助教等が教育者・研究者として発揮できる機会が減少しない体制づくりが課題であ

る。また、外部資金獲得に向けての積極的な申請が今後の課題である。 

＜看護学科＞ 

看護学科では、特に1年の中でも6月～3月まで何らかの実習が展開されており、各教員が

担当する実習において臨地での学生への直接指導、助手や臨床講師の指導等、多大な時間

を費やしている。平成27年度は臨床講師の不足等で担当外の実習指導が入り、実質的な研

究時間の確保が困難な状況であった。今後は、教育体制の整備を図り、研究時間の確保に

努めるとともに、専任教員の研究意欲を高めるための工夫、外部資金獲得に向けての研究

体制づくりが課題である。 

＜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、研究活動を活発化させていく。 

＜専攻科地域看護学専攻＞ （参考） 

教育・臨地実習における事務的作業の効率化を図り、また看護学科との円滑な連携シス

テムを構築し、研究活動を活発化させていく。 

 

 

基準Ⅲ-A-3 学習成果を向上させるための事務組織を整備している。 

 

■ 基準Ⅲ-A-3の自己点検・評価 

(a) 現状 

高知学園短期大学の事務局体制は、学校法人高知学園「組織規程」第3条に事務局、学生

部、教務部、図書館を設置することを定め、事務執行をしている。現在の事務組織は、庶

務課、教務課、学生支援課、図書課の4課体制となっている。責任体制は事務組織の総括と

して事務局長および各課課長、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。学則改正等は、
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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、短期大学事

務局の事務分掌は「組織規程」第3条の2に定めており、その責任体制は明確である。 

事務に関しては、就業に関する「高知学園就業規則」「定年に関する規程」「給与規程」

「旅費規程」「退職手当に関する規程」等、財務に関する「学校法人高知学園会計規程」、

処務に関する「高知学園文書取扱規程」「高知学園公印取扱規程」「高知学園文書保存規

程」等、その他通則・内規等も整備して適切に事務処理を行っている。なお、本学規程等

は高知県の条例規則に準じて制定しており、労働基準法等の基準を満たしている。また、

本学の規定にない場合は高知県の条例、規則を準用している。さらに、本学では「高知学

園短期大学教育組織規程」を定め、その規程に基づいて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・各専攻の教員で構成する委員会を設置してお

り、4課の事務職員は各委員会規程に基づいて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、さらに情報管理等は学生支援課、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、専任事務職

員はそれぞれの部署で専門的な職能を有している。このように、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。新規採用職員に対しては、毎年4月に新規採用者オリエンテーションを行い、SD活動と

あわせて資質向上に向けた取組を組織的に行っている。 

事務局各課は、それぞれの事務室を有し、事務処理に必要なネットワークが構築され、

各職員にパソコンを与えている。この他に電話やファックス、コピー機、プリンター、書

庫や金庫、全般的な文房具等事務処理に必要な情報機器や備品等を整備している。なお、

防災対策は庶務課を中心に、教員と事務職員で「高知学園短期大学災害対策委員会規程」

を定めて災害対策委員会を設置している。主な震災対策としては学生ヘルメット（タタメ

ット）約900個、職員用ヘルメット約100個を常備している。また、本学における防災で必

要な事項を「防災マニュアル」として定め、携帯版の防災マニュアルを全教職員と全学生

に配布している。情報セキュリティ対策についても、学内LANについては学生支援課を中心

にその強化に努めている。また重要書類の保管に関するセキュリティ対策としても、事務

局各課は耐火金庫に保存することを徹底している。 

事務局では、定期的に課長会を開催するなど、日常的に業務の見直しや事務処理や改善

に努めている。さらに、事務職員の事務能率の向上を図るためにSD委員会を設置し、「SD

委員会規程」に基づいて職務に関する国の関連団体、研究会の主催する会議等への参加、

またSPOD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。 

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、学習成果を向上させるために教員と事務

職員が協働する体制が確立できつつある。また、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。 

 

(b) 課題 

今後も継続して事務改善を進めるためには、事務職員の多様な資質向上が不可欠であり、

その達成に向けた具体的な目標設定が必要である。また、情報セキュリティ対策のさらな

る強化を図るためにも情報企画部の設置とその役割の明確化が急務である。防災対策とし
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も、非常用備蓄品や強化ガラス等の整備等を継続することが必要である。 

 

 

基準Ⅲ-A-4 人事管理が適切に行われている。 

 

■ 基準Ⅲ-A-4の自己点検・評価 

(a) 現状 

専任教職員および非常勤、臨時職員の人事管理に関する諸規程は、労働基準法第89条に

基づき、学校法人高知学園の規程として「高知学園就業規則」を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、教員については各学科・各専攻の学科長・専攻

長、事務職員については各課の課長に職務命令にて委任し、「高知学園就業規則」を各学

科・各専攻および各課で周知を徹底している。 

また、教員の採用、昇任については、「高知学園短期大学の教員人事に関する規程」「高

知学園短期大学教員資格」「高知学園短期大学教員資格に関する内規」「高知学園短期大

学教員選考基準」「高知学園短期大学教員の採用・昇任に係る手続き」「教員人事に係る

選考委員会に関する規程」等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。事務職員の採用は「新採職員選考委員会内規」等、事務職員対象の規程

や内規および要領により対応している。職員の時間外勤務についても「時間外勤務の管理

に関する内規」を定め適正に管理・運営を行っている。また、長期研修を希望する職員が

いる場合は「高知学園職員の長期研修に関する規程」に基づいて対応している。 

 

(b) 課題 

今後も事業計画に合わせて強化すべき配置等を常に検討していくことが求められる。そ

の上で人事管理が適切に行われるよう、今後も各種法令や規程を確認し必要に応じて迅速

に対応しなければならない。 

 

■ テーマ 基準Ⅲ-A 人的資源の改善計画 

現代社会の情勢に適した専門的職業人育成が、本学全体に共通したテーマである。その1

つに情報化への対応が挙げられる。教育だけでなく事務部門も含め、情報化の急激な発達

に対応すべく、情報に特化した部門を整備していくことが必要と思われる。平成28年度以

降は情報企画部を設置してその充実を図ることができるよう準備する。また、本学ではキ

ャリア・ポリシーを定め、「キャリア形成演習」を開設する学科を拡大したり、多くの授業

で反映したりするよう取り組んできたが、教育効果をさらに高めるためにキャリア形成を

担当する専任教員配置も検討していく。その上で、引き続き各学科・各専攻の教育目的や

方針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、各教職員が

その自覚を高めていなければならない。また、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・各専攻で関連する指定規則等を順守し、人的資

源としての教職員の質的・量的確保を図り、今後もよりよい学生の教育環境を構築してい

く。さらに、近年はFDおよびSDの内容も大きく発展し、最新の動向に基づいた定義やテー

マの見直しも図らなければならない。教職員の資質を高めるためにも専門部会、研修会等
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へ積極的に参加し、その成果を生かすとともに、FD/SD活動を活発化し、本学の教育目的を

達成するよう全教職員が一丸となって努める。 

 

 

基準Ⅲ-B 物的資源 

 

基準Ⅲ-B-1 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて校地、校舎、施設設

備、その他の物的資源を整備、活用している。 

 

■ 基準Ⅲ-B-1の自己点検・評価 

(a) 現状 

高知学園短期大学の学生定員は740名、専攻科を含めると770名である。本学の校地面積

は48,531m2であることから、短期大学設置基準第30条で定められた学生1人あたり10m2に基

づく校舎面積は7,700m2であり、この規定を満たしている。運動場用地についても25,840m2

の適切な運動場が同一敷地内に設けられ、短期大学設置基準第27条第2項の規定を満たして

いる。本学の校舎面積については14,014m2である。短期大学設置基準第31条に基づくと、

本学で必要な校舎面積は8,650m2であることから、この規定を満たしている。なお、施設・

設備・その他の物的資源の面積については579m2である。校地と校舎には、障がい者へ対応

できるよう6棟すべての玄関口にスロープを整備し、車椅子用トイレを1号館1階、3号館1

階、7号館1階の3カ所に設置している。 

本学は、短期大学設置基準第28条に基づいて講義室19室、演習室4室、実験・実習室27

室、情報処理学習室に当たるパソコン実習室2室を有し、各学科・各専攻の教育課程編成・

実施の方針に基づいて授業を行っている。また、各学科・各専攻では、短期大学設置基準

第33条、施行規則等で指定された施設・設備、機器・備品等を整備し、必要に応じて年度

予算に計上して随時更新を図っている。これらに状況は、備品台帳を通じて把握している。 

＜生活科学学科＞ 

生活科学学科では、教育課程編成・実施の方針に基づいた授業を行うための実験・実習

室を整備している。実験・実習室としては、食品学実験室、食品学実習室、調理実習室、

給食管理実習室、栄養指導実習室、食品加工実習室を整備している。さらに、「栄養士法施

行規則」に定められた機器・備品についても整備している。 

＜幼児保育学科＞ 

幼児保育学科では、演習室を造形演習室、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等の実技

に利用できるよう整備している。さらに、本学科指定申請時に示した機器・備品や「短期

大学設置基準」「指定保育士養成施設指定基準」等に示された内容に関連するもの、および

「教育職員免許法施行規則」「児童福祉法施行規則」で定められた教育課程に必要な機器・

備品についても整備している。学校法人高知学園敷地内にある附属高知幼稚園との連携を

図っており、幼稚園の園舎・ホール・園庭において実践的な演習授業を行っている。 
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＜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、臨床検査学基礎実習）、生理機能検

査学系（生理検査学実習、画像診断検査学実習）、分析系（免疫検査学実習、臨床検査学実

習、公衆衛生学実習）、形態検査学系（病理検査学実習、血液検査学実習、解剖学実習）、

微生物検査学実習のように分野別に整備している。実験実習の拡充のために耐用年数を迎

えた分析機器の更新を中心に整備が行われている。生理機能検査系では超音波診断装置、

脳波計が整備され、分析化学系では分光光度計、遠心機、薬品保管庫が整備された。また

形態検査系ではミクロトーム、クリオスタット、人体モデルが整備された。 

＜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）を整備している。歯科

臨床実習室は最新の歯科診療台を設置している。「歯科衛生士学校養成所指定規則」にあ

る教育上必要な機械器具、標本、模型および図書を整備している。 

＜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、老年・在宅看護

実習室、精神看護実習室、モデル人形収納室、標本室を有している。実習室にはそれぞれ

に物品準備室を設け、「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

品を整備している。平成27年度は、学内演習を充実させるためにコーケンベビーを2体購入

した。さらに水銀を使った機器の使用を2020年までに中止するようWHOが指針を発表してお

り、看護学科が所有している水銀血圧計を、平成28年度までに水銀レス血圧計に切り替え

が完了するよう、計画的に購入した。また演習で使用しているモデルの部品交換、老年・

在宅看護実習室の移動用リフト点検を毎年行い（平成27年度は1回/3年のバッテリー交換を

実施）、効果的にかつ安全な演習が実施できるよう整備を行っている。 

＜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） 

「保健師助産師看護師学校養成所指定規則」に定められた保健師養成に必要な機器・備

品を整備している。実習室は看護学科と共有であるが、公衆衛生看護学に関する演習や実

習に必要な備品は公衆衛生看護実習室に収納管理している。 

 

全学共通の施設として、本学では短期大学設置基準第 28条および第 29条に基づき、図

書館を有している。本学の図書館の面積は 974m2 であり、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配慮している。図書館では、各学科・

各専攻の教育課程編成・実施の方針に基づいた参考図書や専門図書および関連図書、社会

人の基礎として有効と思われる一般図書を常に整備している。図書の選書にあたっては、

高知学園短期大学図書館選書要領に基づき、選書委員会の審議を経て 1 年間に 3回購入し

ている。常に学習や研究に適切な資料を拡充できるよう、書架の配置やスペースを考慮し、

利用価値が認められなくなった資料の廃棄を高知学園短期大学図書館文献管理内規に基づ

き、図書館運営委員会の審議を経て随時行っている。平成 27年度には図書（製本雑誌を含

む）の一部廃棄を行ない、書架スペースの確保を行った。また、新しく導入した図書館シ

ステムにより、よりきめ細かく利用サービスができるようになっている。 
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また、図書館では図書館運営委員会が編集する図書館報「らぶっく」を発行している。

「らぶっく」では、教員と学生が推薦図書の紹介、学習や研究に活用できる話題等につい

て執筆し、新着図書の情報も記載するなど、図書館の利用を促進するよう努めている。平

成27年度の蔵書数を表Ⅲ-B-1-1、過去3年間の図書館利用状況を表Ⅲ-B-1-2に示す。 

 

表Ⅲ-B-1-1 蔵書等の概要（平成28年3月31日現在） 

 種類 冊数等 

蔵書数 図書 87,775冊 

雑誌（製本） 7,126冊 

年間受入数 

（平成27年度） 

図書 1,415冊 

雑誌 76種 

AV資料 20種 

学術雑誌種類数  112種 

AV資料数 DVDほか 1,537種 

AV設備 ビデオ視聴用機器 1台 

CDプレイヤー パソコンで代用（15台） 

パソコン 蔵書検索専用 1台 

一般用 15台 

座席  104席 

 

表Ⅲ-B-1-2 過去3年間の図書館利用状況（平成25年度～平成27年度） 

 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

開館日数（日） 247 260 224 

入館者数（人） 60,188 66,434 60,950 

貸出冊数（冊） 7,470 8,352 6,805 

 

なお、本学は通信による教育課程および学科は設置していない。また、本学では体育館

を保有しておらず、授業等で利用すべき時には同一敷地内にある学校法人高知学園高知

中・高等学校が保有する体育館を使用している。 

 

(b) 課題 

本学の障がい者への対応は、玄関口のスロープや車椅子用トイレのみであることから、

さらなる拡充が課題である。また、機器・備品については耐用年数を考慮しながら、予算

案を計画し実行していく必要がある。 

図書館については、昨年度実行した図書の一部廃棄により書架スペースを生かすため、

専門領域の叢書類を購入するよう計画している。また、平成26年度より引き続き10月1日か

らの開館時間の延長、1月下旬から3月末までの土曜日、日曜日の開館も実行し、学習環境

の確保を図った。それ以外の改善策も総合して、教員・学生の要望を十分反映しているの

か、学生の図書館利用促進につながっているかどうかを検証していくことも課題である。 

また、平成27年度に導入した図書館の新システムにより、教職員・学生が個々に利用状

況の確認や文献複写の依頼等が可能となっているが、その利用方法についての周知はまだ

まだ不十分な状況であるので、改善していかなければならない。 
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＜生活科学学科＞ 

「栄養士法施行規則」に定められた機器・備品を整備しているが、今後も時代に即応し

た機器・備品の導入が課題である。 

＜幼児保育学科＞ 

機器・備品については、学生数に対して十分に整備しているかを点検しなければならな

い。また、学生の学習効果を高めるため、計画的に導入、更新を進めていく。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

平成27年度から新たに臨床検査技師養成所指導ガイドラインが定められ、教育上必要な

機器備品についても見直されたことから、これに基づいた機器備品の点検整備が必要であ

る。今後も耐用年数の近い機器の更新と新しい検査法等に即応できる機器・備品の計画的

な導入が必要である。また、災害等を念頭においた安全に配慮した施設設備の日常的な点

検整備も重要な課題である。 

＜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・

備品を整備している。今後も時代に即応した更新を計画的に検討することが課題である。 

＜看護学科＞ 

「保健師助産師看護師学校養成所指定規則」に基づいて物的資源を整備しているが、今

後も時代に即応し、教育課程に必要とされる機器・備品を拡充していくことが必要である。 

＜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に準ずる。 

＜専攻科地域看護学専攻＞ （参考） 

今後も社会状況に応じて、基礎教育課程に必要とされる機器・備品を拡充していく。 

 

 

基準Ⅲ-B-2 施設設備の維持管理を適切に行っている。 

 

■ 基準Ⅲ-B-2の自己点検・評価 

(a) 現状 

施設設備の維持管理については各学科・各専攻からの申請を基にして担当事務部署に情

報を集約し、短期大学内で解決可能なものは短期大学で処理している。高知学園組織全体

で対処を要するものは、理事会で検討し、維持管理している。固定資産管理規程等の諸規

程については、学校法人高知学園が定めた「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」に基づいて施設設備、物品等の維持管理をしている。 

また、本学では「高知学園短期大学災害対策委員会規程」を整備し、その規程に基づい

て災害対策委員会を設置し、防災マニュアルを作成している。火災・地震対策、防犯対策

のための定期的な点検については、消防設備等の点検を毎年2回実施している。平成25～27

年度の3年間には教職員と学生を対象とし、地震を含めた総合的な災害対策に関する講演会

と避難訓練を実施している。また、携帯版の防災マニュアルを全学生、全教職員に配付し、

常時携帯するよう周知し、毎年度初めのオリエンテーションで避難場所やその経路につい

て説明を行っている。防災マニュアルの内容についても毎年見直して更新している。 
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実験室および実習室における安全対策については、「実験室安全管理委員会規程」を整

備して実験室安全管理委員会を設置し、実験室安全のためのマニュアルを作成している。

マニュアルは毎年製本化して、入学生に配付し事故防止対策を講じている。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て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関する周知および啓蒙については、

節電や省エネの徹底を教授会や授業、さらにはメール・掲示等により行っている。なお、5

月下旬～9月にはクールビズ、11月～3月にはウォームビズを全学的に実施している。 

 

(b) 課題 

校舎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。ただし、施設全体

の再点検については継続していく必要があることから、今後も順次点検と改修に取り組ん

でいく。また、学生を含めた総合的な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整いつつあるものの、防災マニ

ュアルだけでなく規程の整備、またその周知徹底を向上させるよう取り組む必要がある。 

さらに、省エネルギーや省資源対策、新エネルギー対策としては、随時LEDや省エネタイ

プの機器を導入しているが、すべてには行き届いていない。今後も施設・設備の改修等の

際に導入していく。コンピュータのセキュリティ対策についても常に強化の継続が必要で

あるため、情報企画管理等に特化した組織の整備が課題である。 

 

■ テーマ 基準Ⅲ-B 物的資源の改善計画 

本学の校地・校舎における障がい者への対応は玄関口のスロープや車椅子用トイレのみ

であることから、特に上下階の移動を円滑に行えるよう継続して検討していく。また、地

域の方々に本学を利用していただく機会もあることから、高齢者も想定したトイレの設備

を進めなければならない。教育設備や備品についても、各学科・各専攻の教育課程編成・

実施の方針に基づいて常に耐用年数を考慮した予算計画を実行していく。図書館について

は、利用者がより資料を探しやすいように館内のレイアウトを検証し、資料の配置換えを

計画し、利用者の必要に応じて開館時間延長を行い学習環境の確保に努め、それ以外の改

善策も総合して、今後さらなる学生の図書館利用促進を図っていく。 

省エネルギーや省資源対策、新エネルギー対策としては、今後の施設・設備の改修等の

際にLEDや省エネタイプの機器を導入していく。コンピュータのセキュリティ対策について

も最新の動向に対応できるよう絶えず強化を図っていく。同時に、セキュリティ対策も含

めて総合的に情報企画を検討する専門部の設置を図っていく。 
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基準Ⅲ-C 技術的資源をはじめとするその他の教育資源 

 

基準Ⅲ-C-1 短期大学は、学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて学習成

果を獲得させるために技術的資源を整備している。 

 

■ 基準Ⅲ-C-1の自己点検・評価 

(a) 現状 

高知学園短期大学は、技術サービス、専門的な支援、施設、ハードウェアおよびソフト

ウェアの向上・充実を図るため、計画的な整備に努めている。教務課では、昨年度導入し

た教務システムの活用に努めている。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いる。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している。このように、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とともに、教育課程編成・実施の方針に基

づいて技術的資源の分配を常に見直し、活用している。 

また、学生の就職支援のためのITシステムを導入し、学生支援を充実させるために活用

している。さらに、学内からJDreamⅢやCiNii等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を提供している。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、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コネクタを提供している。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

ットが相互に接続しており、教育に必要とされる学内LANを整備している。授業においても、

教員は学外の研修会等で習得した新しい情報技術を活用して、教育課程編成・実施の方針

に基づいた情報技術の向上に努めている。学内には、教育課程編成・実施の方針に基づい

て、教育研究に資する情報機器を設置したパソコン実習室を2室整備している。各実習室で

保有するパソコンの台数は、第1パソコン実習室が57台、第2パソコン実習室が47台である。 

＜生活科学学科＞ 

生活科学学科では、学科の教育課程編成・実施の方針に基づいて、学習成果を獲得でき

るために必要な実験・実習室および機器・備品類を整備している。また、機器・備品類は、

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図っている。 

学科の教育課程の根幹となる栄養士および選択可能な栄養教諭等のすべてにおいて情報

技術が必須となる。情報技術の向上に関するトレーニングに関して、学生は教養教育科目

である「情報科学Ⅰ」「情報科学Ⅱ」の必修化により基本的な情報技術を習得する。また、

専門教育科目である「給食計画論実習」「栄養指導論実習Ⅱ」「教育の方法及び技術」「情

報処理論」等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

るなど、情報技術の向上を図っている。技術的資源と設備の両面において、年度ごとの予

算要求で計画的に維持、整備を図り、授業の実施に適切な状態を保持している。技術的資

源の分配については、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常に見

直し、あるいは、可能なものは共有するなどの効率的な運用を図りつつ、計画的に活用し
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ている。 

＜幼児保育学科＞ 

幼児保育学科では、教育課程編成・実施の方針に基づき、学生は情報技術の効果的な学

習方法および実践的な内容を履修するなど、基礎から応用へと発展させることで、情報技

術の向上を図っている。本学科では、教養教育科目に「情報科学Ⅰ」「情報科学Ⅱ」の必修

科目をおき、実務に役立つ知識と基礎的な情報技術の獲得を目指している。また、専門教

育科目である「教育媒体の研究」で、制作体験やディスカッション、発表体験等を行う中

で、幼児教育の現場で用いられる情報機器および教材の効果的な活用方法を習得している。 

情報技術のいっそうの活用のために、コンピュータに関連した科目以外でも積極的に情

報の技術を取り入れている。子どもの健康、運動遊びに関する科目では、模擬保育の様子

をビデオ撮影し、授業の振り返りを行うための視聴覚器材としてコンピュータを活用して

いる。その他の教育科目においても、プレゼンテーションソフトやビデオ教材を用いて子

ども理解を深める工夫を取り入れている。さらに、学生の学習支援のために必要な学内LAN

を用いて、効果的な授業を行っている。技術的資源と設備の両面において、計画的に維持、

整備を図り、常に適切な状態で授業や学校運営を行っている。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

医療衛生学科医療検査専攻では臨床検査に関する多様な教育に対応できる学生実習室・

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、「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る。技術的資源の分配に関して、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。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

医療衛生学科歯科衛生専攻の機器備品関係は整備できており、教育効果を発揮している。

歯科臨床実習室には、テレビモニター実習システムを導入しており、学生は教員のデモン

ストレーションを各歯科診療台に設置してあるパソコンで見ることができるようになって

いる。その映像は繰り返し見ることができるので、教育効果もあがっている。 

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、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、基礎的なものであり、医療に実践で

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＞ 

看護学科は基礎看護実習室、母性看護実習室、成人看護実習室、老年・在宅看護実習室、

精神看護実習室を設置し、各領域別学内演習を円滑に行うように看護用具、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。視聴覚教材としてDVDやCD

も毎年実験実習費および研究費の枠内で補充を図っている。各領域で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等を予算を獲

得し補充するなど、技術的資源と設備の両面において計画的に維持、整備を図っている。 
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情報技術に関する科目としては、1年次に「情報科学Ⅰ」、2年次に「情報科学Ⅱ」を設

け、看護師の業務に必要な情報通信技術の知識と技術および情報モラルについてトレーニ

ングを行っている。学生は臨地実習に出る前に、電子カルテシステムを理解でき、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の個別指導を受けてい

る。教員の中には、新しい情報技術の活用を試み、予習・復習として時間外学習を促す取

組を行っている。 

＜専攻科応用生命科学専攻＞ （参考） 

専攻科応用生命科学専攻における修了研究およ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、通常の授業および修了研究を通して、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。教員に

おいてもFD研修会等を通じて情報技術の向上に努めている。 

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、医療衛生学科医療検

査専攻に準ずる。技術的資源の分配に関して、共同利用可能な機器備品については、教員

間での資源分配を行っている。新しい情報技術等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く、プレゼンテー

ションなどでパソコンを多用している。 

＜専攻科地域看護学専攻＞ （参考） 

専攻科地域看護学専攻では、公衆衛生看護実習室に演習に必要な教材、物品を配置して

いる。また、視聴覚教材としてDVDやCDも毎年実験実習費や研究費の枠内で補充を図り、学

習を支援している。 

授業に使用する機器は看護学科とのシステム化に基づき効果的・効率的に使用している。

また、ノートPCは学生2名に1台を保有し（看護学科と共有）、統計手法の演習や修了研究に

活用している。さらに、本専攻科専攻学生専用のゼミ室にもデスクトップPCを整備して、

随時、使用できる環境を整え、学生のコンピュータ使用技術の向上を図っている。 

 

(b) 課題 

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いっそう努力しなければならない。特に、新しい技術に

対応し活用できるよう、教員自身の研鑽や最新の実習機器の導入を計画的に準備していく

ことが必要である。医療系学科を中心とした視聴覚機材を活用した授業の展開の拡充、ICT

技術の基礎学力定着への活用環境の構築が必要となっている。 

＜生活科学学科＞ 

機器・備品等の技術的な教育資源を長期的な視野に立って整備・運営するため、予算編

成において具体的な更新計画を立て検討を進めている。 

＜幼児保育学科＞ 

ＭＬ教室と音楽室、小型備品や教育備品については、計画的に分配を見直していく必要

があり、引き続き情報機器の整備・充実を図っていく。また、幼児教育の現場で用いられ

る応用的・実践的な情報技術の習得を目指し、専門教育科目の授業担当者との連携を強化
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することで、学生の情報技術と目的意識の向上を図っていく。学校運営においても、学科

の教員が技術的資源を活用できるよう、プレゼンテーションの技術、マルチメディア機器

の積極的な利用を目指していくことが課題である。さらに、学習成果のさらなる獲得を目

指し、学生の授業時間外学習を促進させる取組が必要である。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

高度化する臨床検査学教育に対応するため、最新の機器備品の整備が望まれる。新しい

情報技術を活用した効果的な授業を進めるために、情報機器の導入と同時に教員が多様な

活用法を習得する必要がある。形態学検査についてIT機器を利用した活用が飛躍的に発展

しており具体的な授業改善を促進する必要がある。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

近年、歯科衛生士は、入院中や要介護者の方への口腔衛生管理等が求められている。実

習において技術を習得させるためには、口腔内と口腔の周辺器官を再現したシミュレータ

ーが必要となる。今後、シミュレーター導入を計画的に検討していく必要がある。 

＜看護学科＞ 

医療や教育を取り巻く情報環境は変化している。教員は情報技術の向上を目指した研修

へ参加し、新しい情報技術を活用できる力をつけ教育力向上に努めることが課題である。 

＜専攻科応用生命科学専攻＞ （参考） 

今後も最新の実習機器の導入を計画的に検討していく。 

＜専攻科地域看護学専攻＞ （参考） 

看護学科と連携して、技術的資源の配分の見直しを、常に行うことが課題である。また、

教員の情報技術の向上を目指した計画的なトレーニングが課題である。 

 

■ テーマ 基準Ⅲ-C 技術的資源をはじめとするその他の教育資源の改善計画 

本学全体で情報化の充実を図るため、平成28年度より情報企画に特化した組織体制の確

立を計画し準備を進めている。その上で、情報に関する研修を開催し指導力の向上に努め

ていく。また、引き続き各学科・各専攻が教育効果の高い技術的資源となる機器備品を配

置できるよう、その必要性と意義を十分に認識して準備を行う。さらに、各教員も情報技

術を活用した指導力の向上に努める。あわせて、外部資金の導入によりさらなる充実がで

きるよう、本学全体また学科・専攻ごとで獲得できるよう努力する。 

 

 

基準Ⅲ-D 財的資源 

 

基準Ⅲ-D-1 財的資源を適切に管理している。 

 

■ 基準Ⅲ-D-1の自己点検・評価 

(a) 現状 

高知学園短期大学における資金収支および事業活動収支は、過去3年間に渡り均衡してい

る。事業活動収支の収入超過が続いているが、これは継続して取り組んでいる学生数確保

の努力により、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
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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ている。 

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、短期大学のみならず、

法人全体の存続が可能な財政を維持している。退職給与引当金等は「退職手当に関する規

程」に基づき、目的通りに引き当てている。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おり、資産運用も「高知学園資産管理運用規

程」「学校法人高知学園会計規程」に基づき、安全を第一に適切に運用している。 

「教育研究経費比率」については、3ヵ年計画の経営指針の下では、法人全体で経常収支

の21.6～23.7％で推移している。短期大学のみでは決算ベースで経常収支の18.5～20.8％、

程度を推移し、学生の教育に必要な経費の資質に努めている。教育研究用の施設設備およ

び学習資源（図書等）への資金配分についても、経営計画において適切に配分されている。 

過去3年における平均は入学定員充足率103％、収容定員充足率106％であり、妥当な水準

である。平成25、26、27年度における事業活動収支比率は、それぞれ104.2％、104.1％、

108.5％を推移し、事業活動収入超過である。このように、本学は収容定員充足率に相応し

た財務体質を維持している。 

 

(b) 課題 

教育研究経費の経常収入に対する割合は予算ベースで20％となっているものの、平成25

年度の決算ベースでは結果的に20％を割った。そのため、決算ベースで確実に20％以上に

なるよう、さらなる努力が必要である。また、今後とも学生数の確保および経費の節減の

努力を重ね、着実に財務計画を遂行していく。 

 

 

基準Ⅲ-D-2 量的な経営判断指標等に基づき実態を把握し、財政上の安定を確保するよう

計画を策定し、管理している。 

 

■ 基準Ⅲ-D-2の自己点検・評価 

(a) 現状 

高知学園短期大学の各学科・各専攻で求められる専門的知識や技能の高度化に伴い、教

育に関わる資質のさらなる向上が求められる現在、本学が平和と友愛の発展に貢献しうる

専門的職業人を将来にわたって育成していくことがゆるぎない将来像である。現在、本県

の地理的・経済的事情や高知県内志向、本学が果たしてきた人材輩出や地域貢献の伝統等

から、本県では本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

等振興策を講じることにより短期大学として存在感を高めることとしている。ただし、養

成課程の規則改正や地域が求める人材像の高度化等へ迅速に対応できる準備は必要である。

今のところ4年制大学への移行について組織的には検討していないものの、例えば中央教育

審議会答申等の動向と本学の建学の精神を踏まえながら、将来像を具体化するよう検討の

準備を進めている。 
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本学は、4年制大学と同じ資格を取得できる学科・専攻を構成し、その専門性が地域で果

たしている役割の意義も大きい。特に高知県が抱える地理的・経済的課題によって、高等

教育は受けたいものの高知県外の4年制大学に進学する場合に比べると経済負担が少ない

中で、専門的職業人を養成し、将来にわたって高知県の食・教育・医療の発展に貢献でき

る体制を整備している点が本学の強みであると分析している。さらに、本学の専攻科応用

生命科学専攻は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から特例適用専攻科の認可を、

また地域看護学専攻も認定専攻科の認可を受けている。このように、専門性の質だけでな

く、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も有している。 

一方、本学の伝統へ過度に固執すると、少子高齢化の流れから逸脱する事態を招く恐れ

もある。あらゆる変化に対応するためにも、特に教員の教育研究業績の状況、その中でも

科学研究費補助金の採択件数が近年は停滞している点に弱みを感じている。 

本学の学生募集対策としては、オープンキャンパスの他、随時見学希望者を受け入れ、

説明会や施設見学会を行っている。また、高等学校への出張講義や説明会、高等学校から

の本学訪問、さらには業者主催の説明会への参加を行っている。毎年度初めには高知県内3

地域で高等学校教員対象の説明会を開催し、本学の特色の説明に努めている。 

学納金計画に直結する対策として、学生確保だけでなく、中途退学防止も挙げられる。

本学では、①学生に学習意欲を高めるためのキャリア教育の推進、②教員の指導力の向上、

③中途退学に至るまでの各クラス担任や学生支援担当職員を中心とした学生への相談体制

の充実、④学科・専攻内の全教員の共通理解に基づく指導、⑤経済的困難学生に対する相

談体制の充実等に努めている。 

人事計画については、年齢構成のバランスを考慮しながら進めている。施設設備の将来

計画についても、各学科長・各専攻長からのヒヤリングを経て学内における優先順位を設

定するなど、将来計画は明瞭である。遊休資産の処分等も含め、これらの計画は、本学お

よび各学科・各専攻の事業報告や事業計画とも照らし合わせながら立案している。さらに、

全学的に取り組む特徴的な助成事業や教員の科学研究費等への申請を積極的に行うことで

外部資金の獲得に努めている。 

本学では収容定員の確保はできているため、全学的にはそれに見合う経費のバランスが

とれている。財務情報においては、学校法人高知学園のウェブサイトで公開している。ま

た、学内に対する経営情報を、毎年度はじめに学校法人高知学園全教職員対象の全学職員

会において決算および予算の概要や経営方針等が報告され、危機意識の共有ができている。 

 

(b) 課題 

現状では学生確保ができており、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し対応するため、

情報提供を継続していく必要がある。特に科学研究費補助金の申請を現状より増加させる

ための体制づくりが急務である。その上で、採択に結びつける組織的支援体制を図らなけ

ればならない。また、遊休資産の処分等の計画や省エネ対策等経費節減についても努力し

なければならない。さらに、各学科・各専攻および専攻科各専攻によっては定員確保に不

安定な場合もあり、今後もすべての学科・専攻および専攻科で定員に見合う経費のバラン

スがとれるよう整備しなければならない。そのためにも現状の客観的な分析と将来的な本
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学の構想について、さらに具体化していく必要がある。 

 

■ テーマ 基準Ⅲ-D 財的資源の改善計画 

平成28年度の入学者数は、平成27年度に比べて若干減少する傾向にある。今後も少子化

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経営計画を策定し

管理していく。特に本学の学習成果が地域で果たす役割の意義を明確にし、地域でいっそ

うの理解が得られるよう努めていく。 

 

■ 基準Ⅲ 教育資源と財的資源の行動計画 

人的資源に関する行動計画は、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

拠しつつ改善を図っていく。また、研究活動の活性化と教育改善を図るため、学科内での

組織的研究を推奨し、学科で統一した問題解決に向けて努める。物的資源に関する行動計

画については、今後はマニュアルだけでなく具体的な規程の整備も進めていく。さらに、

技術的資源をはじめとする教育資源に関する行動計画は、各学科・各専攻ともに機器備品

を本学予算内で計画性をもって整備していく。最後に、財的資源に関する行動計画につい

て、これまでも少子化の進展に対処するために定員充足率を維持・向上する方策の検討を

行い、対策を講じ、改善に努めてきた。今後は、現在の教育課程が地域のニーズに対応し、

地域の発展に貢献する上で必要な内容が整っているかを検証し、必要に応じて改正を検討

することも進める。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・各専攻づくり

を目指して学生支援・キャリアアップに向けた取組を行うため、事務組織やキャリアセン

ターの充実・発展にも努める。あわせて、地域看護学専攻も独立行政法人大学改革支援・

学位授与機構へ特例適用専攻科としての許可申請を検討していく。 

 

◇ 基準Ⅲについての特記事項 

(1)以上の基準以外に教育資源と財的資源について努力している事項。 

事項なし。 

 

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

事項なし。
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基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス 

 

■ 基準Ⅳの自己点検・評価の概要 

学校法人高知学園理事長は、理事会等の学校法人の管理運営体制を確立しており、法令

に基づき理事会を適切に構成している。さらに、学校法人の運営全般にリーダーシップを

発揮しており、「寄附行為」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。 

高知学園短期大学学長については、長年の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、高知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

ている。教授会では学長が議長となって重要事項で学長が必要と定めたものについて意見

を述べるとともに、教授会構成員からの意見を聴いてリーダーシップを発揮し、最終的な

判断を行っている。また、学長は「情報の共有と意識の統一」を掲げて、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と促し、

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、あわせて郷土の教育振興をめざしている。 

監事については、学校法人の業務およ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、理事会および評議

員会に提出しており、寄附行為の規程に基づいて業務を行っている。また、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、寄附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運営している。 

学校法人および短期大学は、中・長期計画に基づいた毎年度の事業計画と予算を、関係

部門の意見を集約した上、理事長が判断し、理事会の議を経て決定する。決定した事業計

画と予算を速やかに関係部門に適正に執行するよう指示し、業務を円滑に実施している。

その実施内容については本部長を経て理事長に報告している。月次試算表についても毎月

作成し、本部長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

状況および財産状態を適正に表示している。 

また、資産および資金（有価証券を含む）の管理と運営は「高知学園資産管理運用規程」

に基づいて記録し、安全かつ適正に管理している。教育情報や財務情報については、学校

教育法施行規則第172条の2、私立学校法第47条の規定に基づき、ウェブサイトで公開して

いる。 

このように、理事長、学長の意思決定やリーダーシップの発揮についても、それぞれの

職責を果たせるよう組織体制を整備し、法人および短期大学を適正に運営している。 
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基準Ⅳ-A 理事長のリーダーシップ 

 

基準Ⅳ-A-1 理事会などの学校法人の運営管理体制が確立している。 

 

■ 基準Ⅳ-A-1の自己点検・評価 

(a) 現状 

学校法人高知学園理事長は、高知学園出身者であるとともに、行政の立場からも長期間

高知学園を客観的に評価してきた。学校法人高知学園寄附行為（以下、寄附行為）第14条

に定められているように、理事長は法令等に規定される職務を行い、この法人内部の事務

を総括し、法人を代表して業務にあたっている。それゆえ、理事長は学校法人高知学園の

建学の精神および教育理念・目的を理解し、高知学園全体の発展に寄与している。あわせ

て理事長は理事会を招集する立場であることが寄附行為第13条第3項で定めていることか

ら、学校法人高知学園の代表としてその業務を総理している。さらに理事長は、「学校法

人高知学園会計規程」第4条および寄附行為第34条に基づき会計年度終了後2月以内に、監

事の監査を受け理事会の議決を経た決算および事業の実績を評議員会に報告し、その意見

を求めている。このように、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い

る。また、理事会は学校法人高知学園の業務を決し、理事の職務の執行を監督している。

具体的には、寄附行為第13条第7項で定めているように、理事会では理事長が議長を務めて

いる。 

平成24年度に行われた一般財団法人短期大学基準協会による第三者評価（機関別認証評

価）は、事業計画として理事会に諮られており、理事会は第三者評価に対する役割を果た

し責任を負っている。受審年度以降も継続して本学および本学園の課題をもとに、理事会

で迅速に改善へ努めている。本学が行う自己点検・評価活動においても、理事長や本部長

の見解を反映しながら進めている。 

理事会には、本学園の各学校から随時必要な事項が議案として発議され、情報の伝達は

円滑に行われている。関係法令の改正等学外からの情報についても報告されており、理事

会は本学の発展のために学内外の必要な情報を収集している。寄附行為第3条では、本学園

が教育基本法および学校教育法に従い、学校教育を行うことを定めていることから、理事

会は本学の運営に関して法的な責任があることを認識している。さらに、学校法人高知学

園は私立学校法第47条に基づき、ウェブサイトで事業報告と財務情報（資金収支計算書、

事業活動収支計算書、貸借対照表、財産目録、監査報告書、財産比率比較等）を公開して

いる。理事会は学校法人高知学園寄附行為をはじめ、高知学園理事会会議規則、高知学園

短期大学学則、組織規程、高知学園就業規則等、学校法人運営および短期大学運営に必要

な規定を整備している。このように、理事長は寄附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。 

理事については、私立学校法第38条（役員の選任）の規定に基づき、寄附行為第6条（理

事の選任）を定めて、本学の建学の精神を理解し、学校法人高知学園の健全な経営につい

て有意義な見識を有している者を選任している。また、学校教育法第9条（校長及び教員の

欠格事由）の規定は、寄附行為第12条（役員の解任）に準用されている。このように、理

事会は法令に基づき適切に構成されている。 
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(b) 課題 

今後も理事会を学校法人の意思決定機関として円滑に運営し、役割を適切に果たしてい

くよう努めていく。 

 

■ テーマ 基準Ⅳ-A 理事長のリーダーシップの改善計画 

今後も法令に基づいて適切な学校法人の運営に努めるとともに、さらなる発展を目指し

て高知学園内各校の連携を強化していく。 

 

 

基準Ⅳ-B 学長のリーダーシップ 

 

基準Ⅳ-B-1 学習成果を獲得するために教授会等の短期大学の教学運営体制が確立してい

る。 

 

■ 基準Ⅳ-B-1の自己点検・評価 

(a) 現状 

高知学園短期大学学長は、長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。それゆえ、短期大学設置基準第22条の2を満たしている。 

教育研究面については、学長は本学の建学の精神に基づく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、および研究環境の向上に努めている。このように、学長は短期大学の運

営全般にリーダーシップを発揮している。 

学長は、「高知学園短期大学学長選考規程」に基づいて任命される。その過程は、まず

理事会から推薦された者3名、評議員会から選出された者2名、短期大学評議会から選出さ

れた者4名の合計9名で学長選考会議を構成し、理事会、短期大学評議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、その選考に基づき理事長が学長の任命

を行う流れとなっている。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。 

大学運営にあたって、学長は、学則および教授会規程に基づき、教授会を短期大学教育

の重要な事項について学長へ意見を述べる機関と位置づけ、この事項を学則第41条に定め

るとともに、教授会に周知している。毎月1回の定例会議を開催し、副学長、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、学

習成果および三つの方針に基づいた構成員の意見を聴取している。学習成果および三つの

方針については評議会で具体的に検討した上で教授会へ示していることから、教授会はそ

れらの認識を有している。学長は、教授会の意見を聴いて、リーダーシップを発揮し、最

終的な判断を行うなど、適切な運営を行っている。このように学校教育法第93条および学

校教育法施行規則第144条を満たしている。 
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教授会における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、教務部

長、図書館長、各学科長・各専攻長、およ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。評議会は人事委員会、地域貢献

推進会議、医療事故等対策会議、個人情報保護委員会をも兼ねており、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、評議会の他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

または各委員会規程に基づいて設置され、学生部長、教務部長、図書館長および学長が指

名した者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が学則第41条（教授会

の審議事項）に該当する場合等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。 

 

(b) 課題 

本学は開学以来49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。これまでの変化に対応す

るため「高知学園短期大学教育組織規程」の見直しも継続して進めなければならない。ま

た、既設の学科・専攻で目指す学習成果および三つの方針を絶えず確認し、社会状況に応

じた検討を重ねていく必要がある。そのため、規程の確認と必要に応じた見直しを継続し

ていかなければならない。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必要がある。 

本学では組織が拡大し、教育分野が多様化したことから、それに対応した適材適所の人

員配置や教育課程の見直しと必要に応じた改正が継続的な課題となる。その中で、本学へ

受け入れた学生がしっかりと汎用的能力を身につけ、社会で活躍できる支援体制を確かな

ものとなるよう、教員一人ひとりの教育実践力の向上が不可欠である。その実現に向けた

組織的取組の具体化と実践が求められる。 

事務組織についても、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・役割を明確にするとともに、現代社会の変化に伴う大学運営や教育力の向上を目指し

て、情報企画に特化した部を設置し充実を図ることを準備する。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も、従前に基づくのみで

なく課題に対して積極的に向き合い改善していく姿勢と実行力が求められる。その権限の

明確化と適切な管理運営を徹底しなければならない。 

少子高齢化が著しい高知県における唯一の私立短期大学として、今後も活動していくた

めには、継続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。 

 

■ テーマ 基準Ⅳ-B 学長のリーダーシップの改善計画 

高知学園短期大学学長は、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
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生サービス能力の向上に資するよう努めてきた。今後も教員、事務職員が対等な立場で協

働し、本学の目指す目標を実現できるようリーダーシップを発揮していく。 

本学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、さらに教職員の学生への対応能力の向上を図り、教職員一

人ひとりが適切な倫理観に基づいて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。そのためにも、本学と各学科・各専攻が定めた学習成果および三

つの方針の間に全般的な内容と専門性に特化した具体的内容が見られ、実行できているか

を吟味していく。学内組織においても、各管理職者が全体を把握し、組織内の連携が円滑

に進むよう、機能的な活用を目指していく。そのためにも、学生が知識理解と創造（自ら

学ぶ姿勢）を習得できる能動的学習へ結びつける教育力の向上、教育に連動した研究活動

の充実、人材や知の創造に基づく社会的還元を目指した社会貢献の充実に重点を置く。 

まず、教育について、授業時間内で学生が満足できる授業の展開、「知識・理解」＋「仕

事・社会」での評価の観点から能動的な学習になるための工夫、道徳観・倫理観・基本的

生活習慣を身に付けた専門的職業人の育成を日常の授業の中で指導する取組、キャリア教

育の充実、情報教育の充実、教育環境の整備充実、国家試験等の対策強化、FDおよびSD活

動の活性化等が挙げられる。具体的には、社会の要請・時代の変化に即した方針を明確に

立て、常に教育課程の見直しと教育内容の精査を図っていく。授業改善はもちろん、教育

力の向上に取り組み、学生の学士力、キャリア形成支援をさらに向上させるよう取り組ん

でいく。また、学生の就業力や社会性の醸成に努めるとともに、キャリア形成基礎力のさ

らなる向上・充実を図っていくこと、および指導の充実を図るために専任教員の配置も準

備する。同時に入学者確保のためにも、入学希望者、高等学校および保護者に向けたより

効果的な募集活動を行う。特に、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、高等学校や保護者、生徒の要望も把握しながら、オープンキャンパスへの参

加者が確実に本学への入学意思を固めるよう工夫を図る。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。施設・設備についても、学習効果を高めるための施設・設備の拡充、およ

び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進める。あわせて、震災対策

等の体制の強化を図っていく。その上で、教職員一人ひとりがFD活動、SD活動を通して、

教員の教育力向上および事務職員の事務遂行能力の向上に努めていく。特に、国家試験受

験者全員の合格を目指し、当該学科・専攻教員は教員同士の連携の強化を図り取り組んで

いく体制を確かなものにする。 

次に研究について、適切な手続きに基づく個人、学科・専攻、グループ等での積極的な

取組に対しては予算の範囲内で支援していく。それは、専門的な研究だけでなく、教育方

法の工夫改善の研究等、多様な視点から教育や社会への貢献に寄与する研究を対象とする。

特に、科学研究費補助金獲得に向けて積極的に申請することを促していく。 

社会貢献については、高知県の地方創生や少子高齢化を支える有為な「人財」の養成、

食・教育・医療の専門性を活かした子どもから高齢者までの「食」の改善や健康教育の普

及促進、高知県産学官民連携センター（ココプラ）を通じた貢献、教職員の専門性を活か

した公共的な貢献等へ努めていく。同時に、少子化を受けての短期大学としての中長期的
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な将来構想についてさらなる具体化を図る必要がある。本学は平成29年度に創立50周年を

控えており、伝統の節目と次への発展に向けた本学の将来像を定めていく。 

 

 

基準Ⅳ-C ガバナンス 

 

基準Ⅳ-C-1 監事は寄附行為の規定に基づいて適切に業務を行っている。 

 

■ 基準Ⅳ-C-1の自己点検・評価 

(a) 現状 

監事は、寄附行為第8条に基づいて選任され、職務を遂行している。それゆえ、学校法人

の業務およ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「学校法人高知学園会計規程」第4条および寄附行為第34条に基づき会計年度に監査報

告書を作成し、5月末日までに理事会および評議員会に提出している。このように寄附行為

の規定に基づいて適切に業務を行っている。 

 

(b) 課題 

引き続き監事が寄附行為の規定に基づいて適切に業務を行えるよう、より理解しやすい

学校会計報告書を作成して監事による監査業務の支援体制を強化することが課題である。 

 

 

基準Ⅳ-C-2 評議員会は寄附行為の規定に基づいて開催し、理事会の諮問機関として適切

に運営している。 

 

■ 基準Ⅳ-C-2の自己点検・評価 

(a) 現状 

評議員会は21名の評議員をもって組織することを寄附行為第20条で定めている。理事の

定数が10名であることから（寄附行為第5条第1項）、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、寄附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条の規定に基づいて諮問事項を寄附行為第22条に定め、理事会の諮問機関として運営

している。 

 

(b) 課題 

評議員会は理事会の諮問機関として今後も適切に運営していくことができるよう、私立

学校法等各種法令に基づいた運営を徹底していくよう努めていく。 
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基準Ⅳ-C-3 ガバナンスが適切に機能している。 

 

■ 基準Ⅳ-C-3の自己点検・評価 

(a) 現状 

学校法人高知学園および高知学園短期大学は、中・長期計画に基づいた毎年度の事業計

画と予算を、関係部門の意見を集約した上、理事長が判断し、理事会の議を経て決定する。

決定した事業計画と予算を速やかに関係部門へ適正に執行するよう指示し、業務を円滑に

実施している。その実施内容については本部長を経て理事長に報告し、実態の把握に努め

ている。計算書類、財産目録等は、学校法人の経営状況および財産状態を適正に表示して

いる。本学園では公認会計士4名による体制で、学校法人会計基準や私立学校振興助成法に

準拠した会計処理の監査が年2回行われている。監査では、監事および学園本部職員が立ち

会っており、公認会計士の監査意見へ適切に対応している。 

また、資産は固定資産台帳および備品台帳に基づいて管理している。資金（有価証券を

含む）の運用についても「高知学園資産管理運用規程」に基づいて、安全かつ適正に管理

している。月次試算表については「学校法人高知学園会計規程」第53条に基づいて毎月作

成し、本部長を経て理事長に報告している。本法人の教育情報については、学校教育法施

行規則第172条の2の規定に基づき、各学校のウェブサイトで公表している。また財務情報

については、私立学校法第47条の規定に基づき、学校法人のウェブサイトで公開している。

なお、本学では寄付金の募集や学校債の発行は行っていない。 

 

(b) 課題 

安定した事業の実施を進めるため、毎年度の事業計画や予算を指示し、社会の変化や国

の動向を見極めながら、迅速に対応する必要がある。 

 

■ テーマ 基準Ⅳ-C ガバナンスの改善計画 

今後も監事が監査に関する情報をより的確に収集できるよう努めていく。 

 

■ 基準Ⅳ リーダーシップとガバナンスの行動計画 

現代社会はグローバル化や少子化等の変化が著しいことから、法人および本学もその変

化に応じた組織規程の見直しや教育環境の整備に努めていく。同時に、教育課程の点検と

充実、教職員の学生への対応能力・意識の向上を引き続き図っていく。同時に、教職員の

教学運営へのさらなる積極的な参加とその体制の充実を徹底していく。また、今後も法人

および短期大学の役割を常に確認して健全な体制の維持と向上に努めていく。 

 

◇ 基準Ⅳについての特記事項 

(1)以上の基準以外にリーダーシップとガバナンスについて努力している事項。 

事項なし。 

 

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

事項なし。
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選択的評価基準 

 

教養教育の取り組みについて 

 

基準(1) 教養教育の目的・目標を定めている。 

 

■ 基準(1)の自己点検・評価 

(a) 自己点検・評価を基に現状を記述する。 

高知学園短期大学では、教育課程編成・実施の方針の中で「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」を目的として定めている。さらに、その目的には「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、創造性と情操を培う」ことが全

学的な教育課程への願いとして込められ、より具体化して定めている。それゆえ、本学の

教養教育では、広い教養を身につけることによって、専門教育科目の理解を促進するとと

もに、思考力やコミュニケーション能力、さらには実行力を養うことによって、社会に求

められる教養ある人間を育成することを目的としている。具体的には「社会と自然」「芸術

と文化」「運動と健康」の多様な分野から教養教育科目を履修し、教員と学生および学生同

士のコミュニケーションを通して、現代社会における様々な事象の洞察力、国際化に対応

できるための外国語と異文化の基礎的理解、活動に対する主体性と体力・精神力の向上を

図るよう努めている。 

 

(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。 

平成25年度から27年度にかけて各学科・各専攻の専門課程で学ぶ意義を自覚し、その学

習成果を現代社会で活用できる意識や実践力の向上を目指して、各学科・各専攻で教養教

育のカリキュラム改正を検討してきた。その検討や改正後に実施された教養教育の学習成

果が、本学の教育目的である「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」

を達成するよう機能しているかを引き続き確認していかなければならない。 

 

(c) 自己点検・評価を基に改善計画を記述する。 

教養教育のカリキュラム改正の中心であるキャリア形成の学習成果が、本学および各学

科・各専攻の教育目的に到達し卒業後の職業生活に反映されているかを確認するため、卒

業生の動向と関連させた調査方法を検討する。 

 

 

基準(2) 教養教育の内容と実施体制が確立している。 

 

■ 基準(2)の自己点検・評価 

(a) 自己点検・評価を基に現状を記述する。 

高知学園短期大学の教養教育では、社会に求められる教養ある人間を育成するため、「社

会と自然」「芸術と文化」「運動と健康」の多様な分野から広い教養を身につけることによ

って、専門教育科目の理解を促進するとともに、思考力やコミュニケーション能力、さら
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には実行力を養うことにつながる教育を実施している。 

教養教育の内容については、「社会と自然」の分野において開学当初から開設されている

哲学や化学等、現代社会の情報化への対応を目指す情報科学等、「芸術と文化」の分野にお

いては国際化を視野に入れた英語や文化比較、茶道やペン書道、礼儀、着付けなど実技を

主として総合的に社会的マナーを学ぶ日本の伝統美学Ⅰ・Ⅱ等、「運動と健康」の分野にお

いては現代スポーツ論や生涯スポーツ実技等を設けている。また、少人数教育による英語

ゼミⅠ～Ⅲ、スポーツ科学ゼミⅠ～Ⅲ、情報科学ゼミⅠ～Ⅲからなる教養ゼミを設け、知

的生産能力の養成にも取り組んでいる。 

本学の各学科・各専攻では、その教育科目に即した教養教育科目を開設している。なお、

生活科学学科と幼児保育学科は2年制課程、医療衛生学科医療検査専攻、同学科歯科衛生専

攻、看護学科は3年制課程である。そのため、学科ごとに必修選択科目、修得単位数が異な

っている。その実施体制は以下の通りである。 

生活科学学科では12単位以上修得（うち必修2単位）、幼児保育学科では12単位以上修得

（うち必修8単位）、医療衛生学科医療検査専攻では14単位以上修得（うち必修10単位）、同

学科歯科衛生専攻では12単位以上修得（うち必修4単位）、看護学科では教養教育科目およ

び専門教育科目の中の基礎分野の中から13単位以上修得（うち必修10単位）である。なお、

歯科衛生専攻では科学的思考の基盤から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単位が必要である。 

なお、過去3年間の各学科・各専攻における教養教育科目数と担当教員の人数について表

1-1に示す。 

 

表1-1 平成25年度～平成27年度までの各学科・各専攻の教養教育科目数と担当教員数 

学科・専攻 

平成25年度 平成26年度 平成27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 31 7 14 31 7 15 31 7 15 

幼児保育学科 26 8 12 26 8 13 26 8 13 

医療検査専攻 17 2 14 17 2 16 17 2 15 

歯科衛生専攻 13 2 9 13 2 9 13 2 9 

看護学科 23 9 13 23 8 15 24 10 16 

〔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、基礎分野の科目数 

 3. 看護学科は、教養教育科目と専門教育科目の基礎分野の科目数 

 

(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。 

教養教育のカリキュラムが、専門教育科目を有効に活用して「平和と友愛」に貢献でき

る人材育成につながっているかを引き続き検証することが課題である。 
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(c) 自己点検・評価を基に改善計画を記述する。 

この3年間でもっとも強化を図った科目として「キャリア形成演習（演習・1単位）」があ

る。この科目は生活科学学科と幼児保育学科、看護学科において、社会人基礎力の育成や

マナーの向上を目的とした科目である。入学当初から自己成長やさらには職業意識の向上

を図ることを目指して、さらなる向上を検討する。また、未開講の医療衛生学科において

も平成28年度よりカリキュラム化を行う予定である。さらに、平成27年度には本学の教育

目的に適した「専門的職業人育成の方針（キャリア・ポリシー）」を定めた。それゆえ、そ

の方針に基づいたキャリア形成の実施方法や教員配置、さらには学習成果の検証を全学的

に進めていく。 

 

 

基準(3) 教養教育を行う方法が確立している。 

 

■ 基準(3)の自己点検・評価 

(a) 自己点検・評価を基に現状を記述する。 

教養教育を担当する教員は、シラバスを作成し、年度当初に学生へ配布している。記載

事項は各学科・各専攻の専門科目と同じである。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

について教務部長と教務課職員が説明している。また、教養教育の選択方法、取得を目指

す資格との関連等については、各学科・各専攻で行われるオリエンテーションにおいて教

務委員会委員やクラス担任が説明を行っている。 

本学における教養教育を行う方法については、平成25年度より、教養教育と専門教育の

学習成果を総合的に検証するため、従来は教養教育委員会で審議してきた内容を教務委員

会で取り扱うこととし、教養教育の専門教育に対する効果や両者の相乗効果を総合的に検

討するよう努めている。また、本学では放送大学と単位互換協定を結び、希望者が履修で

きる方法も確立している。 

 

(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。 

高知学園短期大学の教育目的に掲げられている「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」を果たすためには、教養教育と専門教育の相互作用による効果が求

められる。平成27年度には各学科・各専攻で新たに三つの方針と学習成果を定めたことか

ら、現行の教養教育が適しているのかを検証しなければならない。 

 

(c) 自己点検・評価を基に改善計画を記述する。 

各学科・各専攻における新たな方針に基づいて、教養教育と専門教育の学習成果を総合

的に検証し、必要に応じてカリキュラム改正も実施していく。 
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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。 

 

■ 基準(4)の自己点検・評価 

(a) 自己点検・評価を基に現状を記述する。 

教養教育担当の教員は、専門性がまちまちな学生を対象に実施する科目もあることから、

複数の学科・専攻の三つの方針や学習成果を踏まえて多様な視点から授業計画を立案し実

行している。その結果は、教員による成績評価の課程、学生による授業アンケートから得

られる評価等で教養教育の効果を測定・評価している。例えば、教員側からの成績評定を

授業態度やレポート、試験等を基準に、教員が定めた評価の割合に応じて評定し、授業の

到達目標と比較しながら課題を発見して改善に取り組んでいる。また、学生側からの授業

アンケートより、授業に対する学生の反応と効果を読み取ることで課題を積極的に発見し

改善に努めている。さらに、教養教育のゼミを履修した学生が作成するレポートからも授

業効果の習熟度や養成された知的生産能力のレベルの程度を理解することが可能である。 

教養教育を改善する際、全学的には教務委員会で、詳細については各学科・各専攻教員

会議で討議を交えながら検討している。また、就職先からの卒業生評価や学外実習におけ

る実習受け入れ先側からの意見を参考に、教養教育に課せられた課題についても教務委員

会、各学科・各専攻教員会議で検討してきた。学生の授業アンケートに関する問題は、集

計された内容が各教員にフィードバックされ、各専任教員は授業アンケートに対する自己

分析を速やかに行っている。その自己分析書をまとめる過程において、改善点を自ら内省

し改善方法を見出すなど、修正を行っている。 

 

(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。 

本学が目指す専門的職業人育成における教養教育の意義は、社会で求められる人間を育

成することである。変化の激しい現代社会のニーズを常に照らし合わせながら、本学が目

指す人材育成に適した教養教育の内容を追求し、既存の教育科目に反映させること、カリ

キュラム改正を通して新たな科目を開設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。 

本学は、これまでに高知県内の大学等や中小企業と「中国・四国産業界の人材ニーズに

対応した協働型人材事業」や「地域中小企業人材バンク事業高知連携会議」へ参加し、高

知県内の企業の代表者と意見を交換しあったり、産業界のニーズを直接伺ったりすること

ができた。また、高知県内の大学が協働で取り組む「大学連携まち・ひと・しごと創生推

進本部会議」へも協力参加し、地域貢献につながる教育プログラムの開発を検討している。

地元で就職する卒業生が多い本学に適した「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」に必要な教養教育のあり方を具体化する上で、これらの会も活用を継続し

ながら、地域のニーズに適するだけでなく、それを踏まえて真に社会の発展へ貢献しうる

人材育成を目指した教養教育のあり方を追求していく。 
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職業教育の取り組みについて 

 

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。 

 

■ 基準(1)の自己点検・評価 

(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、15,000有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。教職員は、学生が卒業後も職業教育の研修会を実

施し社会の発展に貢献し活躍できるよう育成に努力している。 

生活科学学科では栄養士・栄養教諭、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

科では看護師・養護教諭などの養成を目的とし、短期大学の各学科・各専攻は各々の職業

教育の役割と機能分担を明確に定めている。 

 

(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。 

本学の職業教育を受けた卒業生が、本学の建学の精神である「平和と友愛」に確実に貢

献していくよう、教職員の指導力をさらに高めていくことが必要である。 

 

(c) 自己点検・評価を基に改善計画を記述する。 

就職先のニーズと本学の学位授与の方針との整合性を高めていく。 

 

 

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。 

 

■ 基準(2)の自己点検・評価 

(a) 自己点検・評価を基に現状を記述する。 

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。大学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、後期中等教育と

の連携は高校の要請により各学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。

さらに、入学予定者を対象とした合格者登校日においても各学科・各専攻で求められるキ

ャリア形成の意義を説明している。その他、医療衛生学科医療検査専攻は高校生を対象と

した事業に取り組んでいる。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。 

 

(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。 

少数ながらも、入学直後から目的意識の曖昧な学生が存在することから、入学後専門教

育により円滑に移行できるよう、職業教育内容のさらなる理解と本学で学ぶ意義を明確化
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して受験に臨めるよう工夫しなければならない。 

 

(c) 自己点検・評価を基に改善計画を記述する。 

後期中等教育機関や社会への説明の機会を増加し、本学が養成している専門的職業が果

たす社会的役割と需要について理解してもらえるよう工夫していきたい。 

 

 

基準(3) 職業教育の内容と実施体制が確立している。 

 

■ 基準(3)の自己点検・評価 

(a) 自己点検・評価を基に現状を記述する。 

全学科・各専攻の教育内容は、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・各専攻より任命された教員で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・

各専攻において学生の就職に関する情報交換や、就職指導を行っている。学生支援課の職

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

を行い教職員との連携を密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、入学当初に就職に関するガイダンスを実施し、就職支援システム

に登録するよう指導している。このことにより、求人情報等が広く平等に学生達に伝わり

浸透するよう「ITシステム」の充実を図っている。 

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、キャリア形成の充実を図るためのセミナーや、入学直後にキャリ

アデザインノート、2年次キャリアビジョンノート、3年次キャリアチャレンジノートを配

付し、キャリアセミナーおよびキャリア形成演習の際や日常の講義や生活の中で浸透させ、

目的・目標・フィードバック等、自分自身が将来を見据え活用できるようになっている。 

 

(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。 

学習成果に関わる免許・資格を取得せずに卒業する学生が存在することから、学習成果

達成に向けた意識を高め維持することができるよう指導方法を工夫しなければならない。 

就職状況においては、社会情勢の変化を的確に把握し、情報収集にいっそうの努力をし

なければならない。 

 

(c) 自己点検・評価を基に改善計画を記述する。 

キャリアセミナーなどを通して、社会が求める「社会人」とは何か。基本的（共通）な

社会人像を具体的に教育に反映させ、「社会人として身に付けておく力」についても教職

員の意思統一を図り改善していきたい。 

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。 
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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。 

 

■ 基準(4)の自己点検・評価 

(a) 自己点検・評価を基に現状を記述する。 

本学には、科目等履修生、卒後研修生制度がある。また、生涯学習として、特に現職者

のニーズに対応するため、以下の講座を毎年開講している。生活科学学科では栄養士の有

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・保育士お

よ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」、同学科歯科衛

生専攻では歯科衛生士免許取得者を対象とした「復職支援」としてリカレント教育を行っ

ている。 

 

(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。 

専門的職業人の社会的ニーズに確実に応えられるよう、最新の情報を取り入れながら講

座内容の工夫を図る必要がある。また、リカレントの場を充実させることも課題である。 

 

(c) 自己点検・評価を基に改善計画を記述する。 

講座内容および開講時期や時間帯等、要請に応えられるよう学び直しについて検討をし

たい。また、周知方法として広報活動の工夫も図っていく。 

 

 

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。 

 

■ 基準(5)の自己点検・評価 

(a) 自己点検・評価を基に現状を記述する。 

全学的に各分野における研修会等へ教員が参加するなど、職業教育の向上に努めている。

特に医療系では、システムが確立しつつあり、例えば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。また、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歯科衛生士専任教員講習会Ⅰ～Ⅳを受講し、認定歯科衛生

士教員の資格を取得しその経験を活かしてさらなる資質向上（実務経験）に努めている。

さらに、看護学科では、学生の医療現場での看護実習に関する事前研修を担当教員が行う

など、資質（実務経験）の向上に努めている。また、毎年1～3回は、FD研修会等に教職員

が積極的に参加し、情報の共有化を図り資質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。 

 

(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。 

資質向上への取組がさらに多くの教員に拡充し成果が得られるよう努めていく。 
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(c) 自己点検・評価を基に改善計画を記述する。 

実務経験の豊富な教員が、他の教員の資質向上につなげる学内の指導体制を確立するよ

う努めていきたい。 

 

 

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。 

 

■ 基準(6)の自己点検・評価 

(a) 自己点検・評価を基に現状を記述する。 

職業教育の効果は、資格取得者の人数や割合だけでなく、就職後の就職先からの意見等

も聴取しながら職務への取組状況、貢献状況、卒業生の課題等を測定している。また、国

家資格である臨床検査技師、歯科衛生士、看護師は国家試験合格率からも効果を測定・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。 

本学は、文部科学省の「産業界のニーズを反映した教育改善・充実事業」に平成26年度

までの3年間参加した。これは高知大学を幹事校とする中国・四国の14大学・短期大学およ

び産業界が連携して中国・四国地区協働型人材育成ネットワーク（CoHRD）を組織し取り組

んだ事業である。特に地域コラボ会を通して、連携校と産業界との間で各地域の社会に貢

献する人材育成のあり方についての共通理解を図ることができた。学生が参加するプログ

ラムでは、終了後のアンケートに基づいて職業教育の効果を測定・評価し、改善に取り組

んだ。 

平成27年度は、CoHRD参加大学に加えて、他大学が中心となる4つの地域コミュニティと

連携して、「産学協働人材育成コンソーシアム」を設立し、各地域における産学協働による

実践の新たな取組の創出を検討している。また、高知県内においても、CoHRDで連携を深め

た大学や地域中小企業と協働して四国経済産業局補助事業の平成26年度補正予算「地域中

小企業・小規模事業者人材確保等支援事業」および平成27年度「地域中小企業・小規模事

業者UIJターン人材確保等支援事業」へ参加して「地域中小企業人材バンク事業 高知連携

会議」を設立し、検討を継続している。 

また、平成27年度からは、文部科学省の「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業

（ＣＯＣ＋）」へ協力参加している。これは、高知大学を中心に高知県内高等教育機関や高

知県、高知県内企業と連携して学生の高知県内への就職率の向上を目指す事業である。 

 

(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。 

これまでの取組では、産業界や地域のニーズを反映することに重点を置いていた。しか

し、本当に重要なことはニーズの反映だけではなく、ニーズを考慮して社会の発展の貢献

する取組である。本学の教育目的や方針等と地域のニーズの整合性を検証することはもち

ろん、食・教育・医療の専門的分野の発展へつながる職業教育のあり方を具体化させるこ

とが課題である。CoHRDを引き継いだ各事業や大学連携まち・ひと・しごと創生推進本部も

活用しながら、地域の特徴も継続的に把握していかなければならない。また、そのために

は卒業後の様子も的確に把握する必要がある。本学では、各学科・各専攻において学生の
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在学中の取組だけでなく、卒業後も主な就職先から卒業生の様子を聴取することによって

職業教育の効果を測定し評価することを通じて、改善計画を立てている。これに合わせて

卒業生の視点からの測定・評価も行い、総合的に考察することが今後の課題となる。 

 

(c) 自己点検・評価を基に改善計画を記述する。 

卒業生が本学で獲得した学習成果の意義を、就職後はどのように判断しているのかを確

認することも、今後の職業教育の効果を把握する上で必要である。あわせて、卒業生が各

学科・各専攻の教育課程で習得した知識や技能等が確実に活用できていると自覚できてい

るか、あるいは物足りなさを感じているか、なども確認することが求められる。 
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地域貢献の取り組みについて 

 

基準(1) 地域社会に向けた公開講座、生涯学習授業、正規授業の開放等を実施している。 

 

■ 基準(1)の自己点検・評価 

(a) 自己点検・評価を基に現状を記述する。 

高知学園短期大学各学科・各専攻では、地域の発展に貢献するため、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いる。その内容は、各学科・各専攻で工夫し企画

して行っている。なかでも本学は幼稚園教諭を対象とした教員免許状更新講習を開講して

いる。平成27年度の講習担当者は、生活科学学科の専任教員が1名、幼児保育学科の専任教

員が7名、看護学科の専任教員が2名、専攻科地域看護学専攻の専任教員が1名、外部講師が

3名の計14名であった。また、平成26年度からは厚生労働省による「幼稚園教諭免許状を有

する者における保育士資格取得特例の講習」も開講している。講習担当者は、幼児保育学

科の専任教員が2名、看護学科の専任教員が1名、外部講師が2名の計5名であった。 

なお、本学における正規授業の開放に関しては、科目等履修生や卒後研修生等の制度に

基づき、必要に応じて開放している。 

＜生活科学学科＞ 

生活科学学科では、地域の栄養分野の発展を目指し、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。平成27年度は、8名の教員（うち本学教員7名）が担当し、

18講座（各2時間）を開講した。全体を通しての参加者は90名であった。 

＜幼児保育学科＞ 

幼児保育学科では、高知県内の保育界の発展に貢献することを目的として、現職教員・

保育士、その他県民を対象に公開講座・生涯学習に取り組んでいる。平成27年度の公開講

座は、現職教員・保育士・高校生を対象に「保育におけるピアノ講座」を開講した。生涯

学習では「保育の基礎を振り返る」をテーマに、乳幼児の育ちに関心をもっている方々や

家庭的保育者・保育従事者等を対象に、他学科と連携し、高知県教育委員会との協働で家

庭的保育基礎研修を行い11の講座を開講した。参加者は全体を通して149名の参加を得た。

さらに、本学科では「保育士資格取得者を対象とした幼稚園教諭の普通免許状に係る所要

資格の特例」に対応するため、希望者に対して科目等履修生として対象科目の受講が可能

になるよう体制整備をしている。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

平成27年度は生涯学習として臨床検査技師を対象に「初心者のための超音波検査」をテ

ーマに講義と実習を行った。医療現場では超音波検査を学びたい臨床検査技師は多いが、

超音波検査の実習を含めた基礎を学ぶ機会は少なく、学べる場所を求める声がよく聞かれ

る。本講座はそういった学びを求める声に応じた講座であり、臨床検査技師の卒後教育と

して貢献している。公開講座では「Wellness Happiness Every day! 豊かで豊かな生活の

ために」の一環として「長生きしてきた人達の生活習慣・生活スタイルを学ぶ」を開講し

た。健康長寿を伸ばすためにどうすればよいのか歴史から学ぶ講座で、市民の健康生活の

啓発に貢献した。また、生活科学学科が実施している生涯学習「管理栄養士国家試験準備

講座」に医療検査専攻教員が協力している。 
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＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

医療衛生学科歯科衛生専攻では、公開講座に取り組んでいる。平成27年度は、テーマ「口

腔衛生管理・口腔機能について～基礎編～」を一般の方を対象として実施した。 

また、高知県の委託事業として「高知県在宅歯科医療従事者研修会」を3回実施し、245

名の参加者を得た。事業の目的は、歯科衛生士等の歯科医療従事者を対象に訪問歯科医療

に関する研修および口腔ケアの実技研修を行い、専門知識および専門技術の習得による資

質向上を図ることであり、高知県に協力している。 

＜看護学科＞ 

専攻科地域看護学専攻と連携し、看護教育による地域貢献を目的として、公開講座・生

涯学習に取り組んでいる。平成27年度は、全学的な公開講座の一環として、スマートフォ

ンを利用できる中学生以上を対象に「看護におけるウェアラブルコンピュータ（身に着け

て歩くコンピュータ）の未来」をテーマに計画をした。2名の事前申し込みがあったが、当

日は参加がなかった。また、生涯学習は、本学卒業生・修了生を対象に「ワールド・カフ

ェにおいでよ」をテーマに行い、在学生6名を含めた15名の参加があった。 

 

(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。 

正規授業の開放に関しては、対象者が絞られており、地域のニーズに十分応えられてい

るかどうかは不明である。科目等履修生では免許や資格取得に関わることも多いが、受け

入れの状況によっては受講者数の過多を招く恐れもある。学生の教育効果と合わせて総合

的に吟味して受け入れの可否を検討しなければならない。また、公開講座や生涯学習につ

いては、講座内容や学習内容、実施時期や広報活動のあり方によっては受講者数の多少が

ある。その原因を究明し改善を積み重ねながら、地域文化の担い手として地域から支持さ

れるよう継続してさらなる工夫を図らなければならない。なかでも、広報活動については、

生涯学習や公開講座の開講時期が長期に分散しているため、一括した広報活動のみでは開

講時期の遠い講座に対する効果が薄い傾向も見られてきた。他方、行政と協働で実施した

場合は募集人数を大幅に超える希望者が集まり、その要望に応えるため会場を学外へ変更

したものもある。時期に応じた広報活動のあり方を調整することや、広報の対象を拡大も

しくは限定した活動のあり方も工夫しなければならない。 

 

(c) 自己点検・評価を基に改善計画を記述する。 

教員免許状更新講習や保育士資格取得特例講座、管理栄養士国家試験準備講座等、免許・

資格取得が関連する場合は常に最新の動向を取り入れながら充実を図るよう努めていく。

また、広報のあり方については、従来の新聞広告やウェブサイト等への掲載に加え、特定

の分野に関わる人を対象者とする場合には当該分野の組織団体との連携を図ることも検討

しながら進める。学校法人高知学園全体とも連携して、本学の講座を活用しながら相乗効

果を図るシステムの構築にも努める必要がある。その他、行政や地域、関連団体等と連携

した講座の開発についても積極的に取り組んでいく。 
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基準(2) 地域社会の行政、商工業、教育機関及び文化団体等と交流活動を行っている。 

 

■ 基準(2)の自己点検・評価 

(a) 自己点検・評価を基に現状を記述する。 

各学科・各専攻では、それぞれの専門性や教育で関連する地域社会の行政、教育機関お

よび職能団体等と活発な交流活動を行っている。こうした活動は、地域貢献を直に感じる

ことができ、教職員だけでなく関わりのある学生にとっても自尊感情の高まりが期待され

る。また、学生の社会参加と教育の面においても有益である。 

＜生活科学学科＞ 

生活科学学科の教員は、高知県各自治体の専門会議や委員会等の委員、各種団体の役員

や理事を務めるとともに、各自治体および各種団体が主催する研修会や研究会等の講師を

務めるなど、地域に貢献している。平成27年度にはインスタントラーメン「健康と栄養」

セミナー（平成28年1月9日、公益社団法人高知県栄養士会・公益社団法人日本栄養士会主

催）では、講師を務め、本学学生29名を含む65名の参加者があった。 

また、調理実習室を、集団給食受託企業や高知県下の栄養士および調理師の研修会の場

として提供している。さらに、給食実務論実習において使用する食材は可能な限り高知県

産とすることで、地産地消の授業を実践している。 

＜幼児保育学科＞ 

幼児保育学科の教員は、高知県内外各自治体の専門会議・委員会の委員、各種団体の役

員や理事、委員を務めるとともに、幼稚園教諭・保育士等で組織する団体や各自治体が主

催する研修会・研究会・保育巡回指導・助言等の講師を務め地域に貢献している。また、

本学科教員・事務局職員および本学科の学生は、毎年一般社団法人全国保育士養成協議会

が実施する保育士試験（筆記試験、実技試験）の高知県会場スタッフとして運営にあたっ

ている。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

医療衛生学科医療検査専攻および専攻科応用生命科学専攻の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、学会等に参加し臨床現場の技師と学び交

流ができている。また教員は、臨床検査技師会、健康食品管理士会等、県内の医療関連団

体の研修会講師および役員を務めるなど、地域に貢献している。高知県・高知県歯科医師

会、高知市・高知市歯科医師会と共同して「歯っぴいスマイルフェア」に参加し体組成、

骨密度測定を通して一般の人と交流活動をしている。

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

医療衛生学科歯科衛生専攻の学生は教員とともに、10年以上前から行政や教育機関と深

く連携した事業に取り組んでいる。小学校や幼稚園、保育園、中学校、高等学校で歯科口

腔健康指導を実施している。平成27年度の指導数は3389名であった。このことについては、

学校関係者や保護者から高い評価を得ている。教員も子育て支援で「歯の健康」講話や高

齢者を対象に「口腔ケア」講話を実施している。また、高知県・高知県歯科医師会、高知

市・高知市歯科医師会と共催し「歯っぴいスマイルフェア」等にも積極的に参加し交流活

動を行っている。 
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＜看護学科＞ 

専攻科地域看護学専攻と連携し、高知県看護協会、高知県看護教育研究会、県内関係団

体の委員や講師を務め、地域に貢献している。 

また、平成27年度は九州看護福祉大学看護福祉学部看護学科の教員2名が来学し、保健

師・看護師統合カリキュラムと専攻科における保健師教育のカリキュラム等について検討

し、今後の保健師教育について意見交換を行った。 

 

(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。 

近年は、組織として本学と各自治体や地域各種団体との連携による取り組みも増えてい

る。その場合、責任の主体はどこになるのか明確にしておかなければならない。今後もこ

うした連携の充実が望まれるからこそ、平素の「馴れ」からの見落としがないよう、チェ

ック体制を厳格にし、ルールに基づいた連携強化が課題である。 

 

(c) 自己点検・評価を基に改善計画を記述する。 

地域貢献を果たす上では行政との連携が重要な意味をもつ。今後、行政や公的機関が主

催する各種イベントへ本学としても積極的に関わっていく。 

 

 

基準(3) 教職員及び学生がボランティア活動等を通じて地域に貢献している。 

 

■ 基準(3)の自己点検・評価 

(a) 自己点検・評価を基に現状を記述する。 

高知学園短期大学の教職員および学生は、各学科・各専攻の特性を活かした食・教育・

医療の分野でボランティア活動を通じて地域に貢献すると同時に学生の教育に活かしてい

る。平成25～27年度の間も多くの保育・教育機関等、また社会福祉施設へも出向いて健康

教育に関する活動を展開し、地域貢献に努めている。平成27年度には全学科・専攻参加に

よる「イキイキ健康フェア in 学短」を本学で開催し、健康推進の重要性と意義ついてい

っそうの理解を深めた・また、本学教職員と学生は公益財団法人日本対がん協会が主催す

る「リレー・フォー・ライフ・ジャパン2015高知」へ参加し、がん患者、家族、支援者と

ともにがん撲滅運動へ寄与するとともに、生命の尊さの理解を深めている。さらに、近年

は、毎月1回、休日の朝を利用して学生が本学周辺の住宅街を清掃する活動を行っている。

平成27年度は教職員も多く参加し、学生と一体になりながら清掃活動に取り組むことで、

地域の平和と友愛への意識を高めている。 

＜生活科学学科＞ 

生活科学学科では、教員および学生がボランティア活動を積極的に行っている。平成27

年度は、第5回キッズ☆バリアフリーフェスティバル（障害者向け福祉機器展）（平成27年

11月21日～11月22日）、リレー・フォー・ライフ・ジャパン2015高知（平成27年10月10日～

10月11日）に参加し、地域貢献活動の意義を体感した。「イキイキ健康フェア in 学短」（平

成28年2月28日）では、食育SATシステムを使って食事バランスチェックを基に、学生によ

る栄養指導を行うとともに、学生がつくったおやつ（豆乳プリン黒蜜かけ、抹茶の和のク
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ッキー）の試食も行った。 

＜幼児保育学科＞ 

高知県内の放送局が主催する子育て応援に関するイベントへ教員と学生が参加し、高知

県内外から訪れる保護者と子どもたちに保育活動を展開している。また、高知県社会福祉

協議会主催のイベントへ学生がボランティアとして参加し、県内の障害児や保護者の活動

の補助を行った。幼稚園や保育所、福祉施設での運動会や学芸会、夏祭りなどにも多くの

学生が参加している。さらに、長期休業中に学生が地域の幼稚園や保育所等でボランティ

アとして保育活動を行っている。以上の活動を通じて、学生は子育てに貢献する意義の理

解を深めている。教員も同様に、専門分野に関連するさまざまなボランティア活動へ積極

的に取り組んでいる。 

他の学科との協同の活動として、平成27年度には「リレー・フォー・ライフ・ジャパン

2015高知」へ本学科学生2名と教員5名が参加し命を預かる責任感を高めた。さらに、本学

周辺の定期的な地域清掃へも本学科学生および教員が参加し、地域を意識する精神を養っ

ている。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

 医療衛生学科医療検査専攻では、以下の活動へ定期的に参加している。 

まず「独立行政法人国立病院機構高知病院健康フェスタ」におけるボランティア活動へ

の参加が挙げられる。この活動では、臨地実習中の 3年次生が同病院臨床検査科職員の指

導のもとに健康フェスタにボランティアとして参加し、専門性の理解を深めている（実施

日：平成 27年 5月 16日、場所：独立行政法人国立病院機構高知病院）。 

次に「リレー・フォー・ライフ・ジャパン 2015高知」への参加が挙げられる。教職員と

学生は、この活動を通して、がん患者、家族、支援者とともに歩き、がん撲滅運動に寄与

している（実施日：平成 27年 10月 10日〜11日、場所：高知大学物部キャンパス）。 

さらに「骨髄バンク説明員」としてのボランティア活動にも参加している。学生は骨髄

バンク説明員として必要な講習を受け学園祭で骨髄バンクの PR活動をしている（実施日：

平成 27年 10月 24日～10月 25日、場所：高知学園短期大学）。 

 また、平成 27年度は「イキイキ健康フェア in 学短」を開催した。この事業では、教職

員と専攻科学生が本学周辺地域の高齢者を対象に骨密度測定を行い、地域の人々の健康に

貢献した（実施日：平成 27年 2月 28日、場所：高知学園短期大学）。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

医療衛生学科歯科衛生専攻では「リレー・フォー・ライフ・ジャパン2015高知」に参加

した。本活動では、教職員と学生が、がん患者、家族、支援者と共に歩き、がん撲滅運動

に寄与している（実施日：平成27年10月10日〜11日、場所：高知大学物部キャンパス）。 

＜看護学科＞ 

看護学科では、教員および学生が以下の活動へのボランティア活動を行っている。 

まず「学生主体によるネパール支援募金活動」が挙げられる。平成 27年 4月 25日に発

災したネパール地震に対し、看護学科 2年生 3名が中心となり、本学学生、教職員に働き

かけ募金活動を行った。集まった支援金は、日本赤十字社を通じて寄付をし、世界の平和

と友愛の精神をいっそう培った。 

また「高知県立高知若草養護学校修学旅行介助ボランティア」へ参加している。参加者



高知学園短期大学 

135 

は看護学科 1-2年生 9名（小学部 4名、中学部 4名、高等部 1名）で、期間は平成 27年

9月 9日～11日（高等部）、9月 16日～18日（中学部）、9月 17日～18日（小学部）であ

った。参加にあたり、学生のボランティアへの意識を高め障害をもつ子どもと家族のイメ

ージがもて、よりよい支援につながるよう、看護学科教員より事前オリエンテーションを

行っている。また、ボランティア活動による学生の学びを事後レポートとして作成し、若

草養護学校にフィードバックしている。 

さらに「リレー・フォー・ライフ・ジャパン 2015高知」へも参加した。参加者は看護学

科 1-2年生 26名、教員 4名で、期間は平成 27年 10月 10～11日、場所は高知大学農学部

グラウンド（物部キャンパス）であった。本事業への参加を通じて、がん患者やその家族

の気持ちに寄り添う精神を深めている。 

最後に「第5回キッズ☆バリアフリーフェスティバル」への参加も挙げられる。参加者は

看護学科1-2年生16名、期間は平成27年11月21日～22日、場所は高知県立ふくし交流プラザ

であった。参加にあたり、フェスティバルの意義を考え事故なく安全に参加できるよう、

事前にオリエンテーションを行っている。フェスティバルへの参加を通じて、学生は障害

をもつ子どもや保護者を支援する意義の理解を深めている。 

 

(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。 

本学の教職員および学生によるボランティア活動が、その後の学習成果を高めるととも

に、社会で求められる人材育成に寄与している印象を抱いているが、そのことを測定し評

価するシステムが十分とはいえない。例えば、ボランティア活動を教育科目における活動

へさらに反映させることも検討事項として考えられるが、実現には至っていない。授業が

行われている平日にボランティア活動を行うことは困難な状況において、授業時間確保と

ボランティア活動の調整を図ることが課題である。同時に、学生は専門分野に関連する機

関へのボランティア活動へ積極的に参加していることから、参加者の拡大もあわせて工夫

を図っていく。 

 

(c) 自己点検・評価を基に改善計画を記述する。 

ボランティア活動への参加にあたり、教職員および学生が独自に取り組むだけでなく、

例えば本学が行政や各種団体の事業と連携し、情報提供や参加可能な日の調整など、ボラ

ンティア活動に取り組みやすい環境をさらに整備するよう検討していく。 


