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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。さらに昭和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）及び幼稚園教諭二級普通免許、保健科は歯科衛生士及び中学校教諭二級普通免許（保

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

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

に専攻分離した。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。 

このように、時代の変化とともに短期大学も改組転換を図ってきた。平成17年には食物

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

の定員を50名から70名に増員し、保健科保健専攻を廃止した。平成18年には衛生技術科と

保健科を医療衛生学科とし、医療検査専攻（定員40名）及び歯科衛生専攻（定員50名）に

専攻分離すると同時に、歯科衛生専攻は修業年限を2年から3年に変更した。また、同年か

ら看護学科設置に向けて準備室を立ち上げ、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、現在の各学科・各専攻では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 

  幼児保育学科：幼稚園教諭二種免許状、保育士資格 
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  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29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) 

764 

(29) 

高知高等学校 高知市北端町100 420 1,260 617 

高知中学校 高知市北端町100 330 990 422 

高知小学校 高知市北端町100 80 480 308 

高知学園短期大学附属 

高知幼稚園 
高知市北端町100 30 120 105 

高知リハビリテーショ

ン学院 
土佐市高岡町乙1139-3 150 600 554 

  ＊（ ）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29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 

55 130 17 7 

 

 

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97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及び保護者のニーズは今後も維持されると予想される。 

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

大規模な工業地帯等はない。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、近年は高知市役所庁建て替えに伴う周辺の整備をはじめ、中心市街地

で新たな公立博物館が開館し、公立図書館も新たに建築されるなど、再開発が進んでいる。 

 

学生の出身地別人数及び割合 

地域  

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28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 308 96.2 282 95.9 309 96.6 306 97.8 273 97.2 

愛媛県 1 0.3 3 1.0 3 0.9 1 0.3 4 1.4 

香川県 2 0.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 

徳島県 2 0.6 1 0.3 0 0.0 1 0.3 1 0.3 

中国地方 0 0.0 2 0.7 1 0.3 2 0.6 0 0 

九州地方 1 0.3 0 0.0 2 0.6 0 0.0 0 0 

近畿地方 4 1.2 0 0.0 3 0.9 0 0.0 0 0 

その他 2 0.6 6 2.0 2 0.6 3 1.0 1 0.3 
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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」を共有することができ

ている。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。 

卒業認定・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、将来像を明確に

抱く学生が増えた。その姿

勢が学外実習への主体的な

取組につながるケースも見

られる。 

(C)Yahoo Japan,(C)ZENRIN 
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「学生生活と履修の手引

き」にセクシュアル・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。あわせてポリシー・

マップを作成して常に整合

性を確認するよう努めてい

る。 

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、整合性を検証

することが定着し始めたこ

とにより、カリキュラム・

マップの充実にもつながっ

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、決算及び事業の実績

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 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 備考 

生活科学学科  入学定員 80 80 80 80 80  

入学者数 76 73 76 47 62 

入学定員 

充足率（％） 
95 91 95 59 78 

収容定員 160 160 160 160 160 

在籍者数 164 147 150 125 112 

収容定員 

充足率（％） 
103 92 94 78 70 

幼児保育学科 入学定員 80 80 80 80 80  

入学者数 82 87 85 83 88 

入学定員 

充足率（％） 
103 109 106 104 110 

収容定員 160 160 160 160 160 

在籍者数 168 166 168 167 171 

収容定員 

充足率（％） 
105 104 105 104 107 

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 44 48 46 49 42 

入学定員 

充足率（％） 
110 120 115 123 105 

収容定員 120 120 120 120 120 

在籍者数 137 140 142 139 134 

収容定員 

充足率（％） 
114 117 118 116 112 

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 20 34 34 36 35 

入学定員 

充足率（％） 
50 85 85 90 88 

収容定員 120 120 120 120 120 

在籍者数 101 95 84 97 104 

収容定員 

充足率（％） 
84 79 70 81 87 

看護学科  入学定員 60 60 60 60 60  

 
入学者数 72 78 72 66 73 

入学定員 

充足率（％） 
120 130 120 110 122 

収容定員 180 180 180 180 180 

在籍者数 228 227 230 221 214 

収容定員 

充足率（％） 
127 126 128 123 119 
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 ②卒業者数（人）  

区分 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 

生活科学学科 78 85 69 69 75 

幼児保育学科 73 84 77 81 84 

医療衛生学科 

 医療検査専攻 
36 36 36 44 37 

医療衛生学科 

 歯科衛生専攻 
33 38 41 19 23 

看護学科 73 75 66 72 77 

 

 ③退学者数（人）  

区分 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 

生活科学学科 6 6 4 4 0 

幼児保育学科 6 5 6 3 1 

医療衛生学科 

 医療検査専攻 
8 8 8 7 9 

医療衛生学科 

 歯科衛生専攻 
4 2 4 4 5 

看護学科 3 4 3 3 3 

 

④休学者数（人）  

区分 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 

生活科学学科 4 1 1 7 1 

幼児保育学科 1 4 1 1 0 

医療衛生学科 

医療検査専攻 
9 13 6 14 11 

医療衛生学科 

 歯科衛生専攻 
0 1 0 7 1 

看護学科 9 2 1 5 7 

 

⑤就職者数（人）  

区分 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 

生活科学学科 64 67 65 55 72 

幼児保育学科 70 81 77 77 82 

医療衛生学科 

 医療検査専攻 
25 23 19 28 16 

医療衛生学科 

 歯科衛生専攻 
28 35 39 17 22 

看護学科 48 53 42 50 53 
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 ⑥進学者数（人）  

区分 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 

生活科学学科 4 2 0 6 5 

幼児保育学科 0 0 0 1 1 

医療衛生学科 

 医療検査専攻 

8 
(7) 

10 
(10) 

13 
(12) 

11 
(11) 

13 
(11) 

医療衛生学科 

 歯科衛生専攻 
0 0 0 0 0 

看護学科 
20 
(17) 

21 
(21) 

20 
(19) 

21 
(21) 

18 
(18) 

（ ）・・・本学専攻科進学者数 

 

(7)短期大学設置基準を上回っている状況・短期大学の概要  （平成29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 2 2 0 7 5  2 3 24 家政 

幼児保育学科 4 6 0 0 10 8  3 0 17 教育学・保育学 

医療検査専攻 2 6 0 1 9 6  2 0 36 
保健衛生学 
（看護学を除く） 

歯科衛生専攻 2 1 2 2 7 6  2 1 17 
保健衛生学 
（看護学を除く） 

看護学科  5 4 2 0 11 10  3 2 28 
保健衛生学 
（看護学） 

（小計） 16 19 6 3 44 35  12 6 122 
 

応用生命科学専攻           
 

地域看護学専攻 1 1 2 0 4    1 8  

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） 17 20 8 3 48 40 14 7 130  

 

②教員以外の職員の概要（人）  

 専任 兼任 計 

事務職員  16 6 22 

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 1 2 

その他の職員  0 0 0 

計 17 7 24 
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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 
15,754 

〔 530 〕 

57 

〔 0 〕 

0 

〔 0 〕 
192 960 12 

幼児保育学科 
16,230 

〔 385 〕 

68 

〔 1 〕 

0 

〔 0 〕 
378 503 2 

医療衛生学科 

医療検査専攻 

10,392 

〔 292 〕 

76 

〔 3 〕 

1 

〔 1 〕 
81 868 8 

医療衛生学科 

歯科衛生専攻 

9,046 

〔 93 〕 

90 

〔 1 〕 

0 

〔 0 〕 
170 575 149 

看護学科 
5,752 

〔 112 〕 

108 

〔 17 〕 

0 

〔 0 〕 
261 505 23 

全学科共用 
28,044 

〔 1,837 〕 

188 

〔 0 〕 

0 

〔 0 〕 
302 ― ― 

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 
85,218 

〔 3,249 〕 

587 

〔 22 〕 

1 

〔 1 〕 
1,384 3,411 194 

 

 

図書館 

面積（㎡） 閲覧席数 収納可能冊数 

974 134 117,630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 

3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_29/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_29/disclosure 

_students.pdf 

学生募集要項 

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 
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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_29/shirabasu 

_kyo_sei.pdf 

「幼児保育学科」

http://www.kochi-gc.ac.jp/img/PDF/disclosure_29/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_29/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_29/shirabasu 

_kiso_shika.pdf 

「看護学科」 

http://www.kochi-gc.ac.jp/img/PDF/disclosure_29/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_29/shirabasu 

_sen_sei.pdf 

「幼児保育学科」

http://www.kochi-gc.ac.jp/img/PDF/disclosure_29/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_29/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_29/shirabasu 

_sen_shika.pdf 

「看護学科」

http://www.kochi-gc.ac.jp/img/PDF/disclosure_29/shirabasu 

_sen_kan.pdf 

「専攻科応用生命科学専攻」

http://www.kochi-gc.ac.jp/img/PDF/disclosure_29/shirabasu 

_sen_ouyou.pdf 

「専攻科地域看護学専攻」

http://www.kochi-gc.ac.jp/img/PDF/disclosure_29/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_29/disclosure 

_youken.pdf 

学生生活と履修の手引き 

大学案内 

シラバス 

高知学園短期大学要覧 

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_29/h29_ 

zigyo.pdf 

「財務情報」 

http://www.kochigakuen.ed.jp/image/financial/201601 

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「食と栄養から健康を保持・増進することで、世界の平和と

友愛に貢献できる社会人となるため、次に掲げる能力を獲得する。①健康の保持・増進に

貢献するため、食・栄養に関わる専門的知識を適切に活用することができる。②栄養に関

する専門的職業人として、栄養と健康の情報を適切に発信することができる。③地域や医

療・福祉等の組織と連携・協力して健康で豊かな生活の実現に向けた行動を起こすことが

できる。④食生活や食習慣の改善に寄与するため、自ら課題を立て、その課題の解決に取

り組むことができる。」である。そのため、生活科学学科の学習成果については、①筆記

試験やレポート等による成績評価、②栄養士免許等の資格取得状況、③一般社団法人全国

栄養士養成施設協会主催栄養士実力認定試験による評価、④栄養士免許等の資格を活かし

た進路決定状況により、向上・充実を図っている。また、栄養士免許証取得率、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等により、学習成果は、量的、質

的に測定可能である。 

幼児保育学科の学習成果は「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、次に掲げる能力を獲得する。①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能を獲得することで、問題を発見し理論的な洞察力で解決

することができる。②多様な情報を客観的に理解し社会貢献に向けて適切な判断力と自尊

感情を獲得することで、子どもの心身の発達を支援することができる。③愛情に満ちた豊

かな人間性を獲得することで、健やかな成長に適した環境を構成することができる。④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能力を獲得することで、保

育に関する指導を行うことができる。」である。幼児保育学科では、幼稚園教諭や保育士

及び保育教諭として必要な専門的能力は、教育職員免許法施行規則や児童福祉法施行規則

に基づいて本学科の教育課程を編成し、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をシラバスで明示している。社会人及び地域の人材として

不可欠な技能や態度及び志向性等の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、学外実習終了後の個人面談やポートフォリオへの記

述を通した自身の成長のふり返りとその内省化、及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。平成28年度は幼稚園教諭免許状授与式を開催した。本

学卒業生としての誇りを抱き、平和と友愛に貢献する責任感を確かなものとする節目とな

り、式典に臨む姿勢と態度は学習成果達成を示すものといえる。 

医療衛生学科医療検査専攻の学習成果は「臨床検査の専門的職業人として現代医療に貢

献できる人材を養成するため、本専攻の教育と学習を通じて次の能力を獲得することがで

きる。①臨床現場で貢献できる基本的な臨床検査の知識と技術を身に付け、その臨床的意

義について評価・説明することができる。②医療の進歩に対応するために、最新の臨床検

査学について自ら情報を収集し、臨床検査データを分析して評価することができる。③医

療従事者としての高い倫理観を培い、臨床検査技師として現代の医療に貢献できるよう自

ら行動することができる。④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

とり、多様な人々と協働しながら自らの役割を果たすことができる。」である。この学習

成果については、次の手法で向上、充実を図っている。まず、臨床検査技師に必要な知識・

技術等の専門的能力は、本専攻の教育課程編成・実施の方針の下に置かれた授業科目を体
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系的に履修することにより3年間で獲得することが可能である。シラバスには学習成果に基

づいた科目の授業目的・目標が明文化されており、その成果は、定期試験及びレポート、

実技試験、授業態度によって測り、各学年の学期毎に単位修得状況を点検し、学習成果を

向上させるよう指導に努めている。また専門的能力は総合的には臨床検査技師国家試験に

反映されることから、その合格率の向上にも努めている。汎用的能力は、生命倫理学、キ

ャリア形成セミナー等の教養科目の履修状況、専門分野の実習・演習、さらに臨地実習で

の態度やコミュニケーション力を測定し、その強化に努めている。その他、宣誓式等の行

事を通して汎用的能力を涵養している。また、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

の合格状況により学習成果を間接的に査定できる。 

医療衛生学科歯科衛生専攻の学習成果は「建学の精神と本専攻の教育目的に基づき、専

門的職業人として継続的な口腔衛生管理と支援をするため、次に掲げる能力を獲得する。

①良好な人間関係を構築し、他職種と協働・連携することにより地域貢献を推進していく

力を持つことができる。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

ることにより、コミュニケーション力を身につけることができる。③専門的知識と技能を

身につけ論理的思考を高めることにより、口腔衛生管理と健康支援をすることができる。

④自己研鑽を積み重ね、情報収集したものをまとめる力を身につけることにより、学習し

た成果をプレゼンテーションすることができる。」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及び

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

につながるよう、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倫理観を培い、論理的思考を高めさらに知識と技術につい

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、グループで行い、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各グループの支援を行っ

ている。 

看護学科の学習成果は「人々の健康生活の向上に貢献できる看護専門職者となるため、

所定の教育課程を修了することで、次に掲げる能力を獲得する。①専門的知識を用いてア

セスメントを行い、対象に必要な看護を判断することができる。②様々な健康課題を持つ

対象に応じた看護計画を立案し、習得した看護技術を用いて、安全に実施することができ

る。③実践した看護を振り返り、評価・修正を行うことができる。④看護の対象と援助関

係を築き、価値観を尊重した看護を行うことができる。⑤学習と体験をつなげて考え、学

びを統合することができる。⑥自己を客観的に見つめ、考えを適切に伝えることができる。

⑦状況に応じて、適切に報告・連絡・相談することができる。⑧ チームの一員としての自

覚を持ち、自己の役割をはたすことができる。⑨広く社会の情勢を知り、主体的・積極的

に学習に取り組むことができる。⑩看護の責任ややりがいを認識することができる。」で

ある。この学習成果については、次の手法で向上・充実を図っている。まず、各教員が担

当科目において学習成果を目指した取り組みを行い、シラバスに明記した通り、試験・レ
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ポート・小テスト・実技・観察記録等で客観的に評価している。学習成果は、看護師国家

試験の合格状況にも反映される。また、専門的知識や技術、それらを基にした汎用的能力

の測定は、臨地実習での評価がそれに当たる。さらに、対象となる人との関係性の構築・

基礎知識を基にした対象の理解・必要なケアを判断し実践すること・自己の振り返りと洞

察・チーム内で協働する力等を、評価表に基づき評価している。 

 

(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、適正な運営及び管理を確保している。毎年度開催し

ている説明会にて、科学研究費助成事業（科学研究費補助金）の制度概要等を中心に説明

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。 

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26年度～平成28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26年 5月29日 人 ％ 人  

10 

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  

9 14：45～15：30 8 88 1 2/2 

人 平成28年 5月30日 人 ％ 人  

9 
10：00～10：45 
12：10～12：15 

8 88 1 2/2 

人 平成28年 8月29日 人 ％ 人  

9 
10：30～10：35 
11：05～11：20 

8 88 0 2/2 

人 平成28年 8月29日 人 ％ 人  

10 11：25～11：35 9 90 0 2/2 

人 平成29年 1月27日 人 ％ 人  

10 15：00～15：25 10 100 0 2/2 

人 平成29年 3月28日 人 ％ 人  

10 11：10～11：50 8 80 2 2/2 
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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 

評

議

員

会 

人 人 平成26年 5月29日 人 ％ 人  

21 

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  

20 14：00～14：40 17 85 3 2/2 

人 平成28年 5月30日 人 ％ 人  

20 10：50～12：05 17 85 3 2/2 

人 平成28年 8月29日 人 ％ 人  

20 10：40～11：00 18 90 1 2/2 

人 平成29年 1月27日 人 ％ 人  

21 14：00～14：55 20 95 1 2/2 

人 平成29年 3月28日 人 ％ 人  

21 10：00～11：05 18 85 2 2/2 

 

 

(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「自己点検評価委員会規程」に基づい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・各専攻及び専攻科

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名及

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・各専攻及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・専攻長及び専攻科専攻長、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、四つの段階を経て活動することとなっている。 

まず各学科・各専攻及び専攻科各専攻、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）を作業連絡会でさらに検討し、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。 

自己点検・評価報告書は印刷製本の後、全教職員へ配付するとともに、ウェブサイトで

公表している。同時に、課題や計画等を活用して、本学及び各学科・各専攻や事務局にお

ける事業計画を策定している。また、自己点検・評価活動が日常の活動として位置付けら

れるよう、自己点検評価委員会では「自己点検自己評価報告書作成に向けた記録シート」

を作成し、各部署で日常の活動をシートへ記入することによって、常に確認と点検を行う

ことを推奨して進めている。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28年 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 

 12月 13日：  第11回評議会：自己点検評価活動の動向の確認 

平成29年 1月 24日：  第3回自己点検評価委員会＝報告書作成留意点の確認 

 4月 11日：  第1回自己点検評価委員会＝作業割当ての確認 

 8月 22日：  第2回自己点検評価委員会＝報告書案の検討 

  22日：  平成29年度第1回作業連絡会＝報告書案の検討 

  
25日： 

 
第3評価期間認証評価に関するALO対象説明会（東京） 

＝参加者…教務部長、IR推進室長 

 9月 4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 

  13日：  第4回作業連絡会＝報告書案の検討 

  15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 

 10月 17日：  平成29年度第1回自己点検評価検討会議＝報告書の決定 

  23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「世界の平和と友愛」を建学の精神として位置付けている。この

精神に基づき、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

ために教育基本方針を制定している。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獲得できる能力を学習成果として掲げている。また、各

学科・各専攻はそれぞれの専門性に基づいた具体的な学習成果を掲げ、学習生活と履修の

手引きや大学案内、ウェブサイト等で学内外に表明している。本学では、学習成果を量的・

質的データとして測定し、定期的に点検している。 

さらに、学校教育法や短期大学設置基準、その他関連する法令等についても適宜確認し、

法令順守に努めている。また、学習成果の査定手法を学則及び高知学園短期大学・学習成

果査定の方針（アセスメント・ポリシー）で示し、さらに専門性に応じた各学科・各専攻

の学習成果査定の方針に基づいて具体的な到達目標と測定方法をシラバスに明示している。

このように、教育の向上・充実を図るため、全学及び各学科・各専攻における教育目的と

具体的な教育目標の設定、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、さらに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・各専攻及び専攻科各専攻、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

業連絡会で編集を行った後、最終的には自己点検評価検討会議で自己点検・評価報告書を

まとめ公表している。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、教育向上と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

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
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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条で定めている。その

中では「平和と友愛」を柱とすることを示し、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ヵ国から贈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、学校法人高知学園の教職員、幼稚園児や小中高生、学生に対して建学

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、

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。式典で配布される栞にも世界の鐘の紹介文を記

載し、式中で建学の精神について説明することを通して学内外に表明している。保護者に

対しては、短期大学と保護者の懇談会を毎年開催し、建学の精神を説明している。さらに、

学生生活と履修の手引き、大学案内や高知学園短期大学要覧、ウェブサイト等でも学内外

に表明している。オープンキャンパスでは、本学志望者とその保護者に対して本学が果た

すべき「平和と友愛」の精神を説明して理解を求めるなど、教育目的の達成に向けて取り

組んでいる。平成28年度にはカリキュラム・マップを見直し、建学の精神に基づいた学習

成果と教育課程を明確に示すよう努めている。このように、本学は学校教育法施行規則第

172条の2に定めた「大学の教育研究上の目的」に関する情報を表明し、広く周知を図って

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

下、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

るかを常に点検している。また、学修の節目として開催している生活科学学科の飛翔式、

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、学外実習や社会へ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、入学時点で確実に建学の精神を

自覚する取組の発展及び本学で学ぶ意義と責任感を深化する指導体制の強化が課題である。 

 

■ 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、在学中の学習成果と就職後の取組と

の整合性を確認しなければならない。まずは一部の学科で卒業生の学習成果の状況を点検

している取組を拡大するよう検討を行う。 
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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。本学の教育目的及び教育基本方針は、学生生活と履修の手引き、

大学案内や高知学園短期大学要覧及びウェブサイト等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「高知学園短期大学の教育目的に関する規程」第3

条 (1)～(7)に定め、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、

学生が認識しやすいように表明している。学外に対しても大学案内や高知学園短期大学要

覧、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

説明している。このように、本学は短期大学設置基準第2条に基づいて「教育研究上の目的」

を積極的に表明している。平成28年度には、各学科・各専攻が目指す人材養成を明確にす

るために教育目的を見直して「高知学園短期大学の教育目的に関する規程」の改正を行う

など、学科・専攻会議、専攻科専攻会議、評議会、教授会で定期的に点検している。 

＜生活科学学科＞ 

生活科学学科では、建学の精神に基づき、食・栄養に関わる専門的知識と技術を多様な

講義や演習、実験・実習で習得し、総合的な学習経験を通して、健康の保持・増進に貢献

する実践的な能力を養い、さらにキャリア形成に対する意識を高め、食・栄養・健康の専

門家としての情報発信ができ、社会で活躍できる栄養士を養成するための教育目的を定め、

学生生活と履修の手引き等で表明している。また、オープンキャンパスやオリエンテーシ

ョン等でも表明している。さらに、教育目的については学科・専攻会議で定期的に点検を

行っており、平成28年度は教育目的の改正を行った。 

＜幼児保育学科＞ 

幼児保育学科では、建学の精神に基づき、保育を通して「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ことを目指した教育目的を「高知学園短期大学の教育目的に

関する規程」第3条（2）に定めている。本学科の教育目的は、学生生活と履修の手引きや

大学案内、高知学園短期大学要覧及びウェブサイト等で学内外に表明している。また、そ

の主旨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等でも表明している。 

さらに、本学科では、学科・専攻会議で教育目的と教育課程との整合性を毎年点検して

いる。平成28年度には、学生の主体的な学びを経て養成する人材像の明確化をねらいとし

た教育目的の改正を行った。その上で、具体的な目標を事業計画として高知学園短期大学

要覧に表明し、教育効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、建学の精神に基づき教育目的を「高知学園短期大学の

教育目的に関する規程」第3条（3）に定め、ウェブサイト、大学案内、学生生活と履修の
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手引き、高知学園短期大学要覧に明示し学内外に表明している。本専攻では、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を養成するこ

とを目標としている。教育目的・目標はオリエンテーションやキャリア形成の取組を通し

て学生へ周知している。また、入学前の進学説明会やオープンキャンパス等の機会にも臨

床検査技師の職業と学びの重要性を理解してもらえるよう説明し周知に努めている。平成

28年度は人材養成が明確な表現となるよう教育目的を改正するなど、定期的に学科・専攻

会議や評議会、教授会で点検している。 

＜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、建学の精神に基づき、口腔の継続管理を通して全身的

な健康を支援することができる専門的職業人を育成するため教育目的を定めている。特に、

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、学習意欲があり、協調性を持った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という職業的使命感を有する人材を育成し

ている。 

本専攻の学習成果では、教育目的に基づき「専門的職業人として継続的な口腔衛生管理

と支援」を挙げている。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。また、学科・専攻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28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できる看護師を養成す

るために教育目的を定めている。年度初めの学科・専攻会議では看護学科全教員が教育目

的を確認し、日々の教育に反映できるよう努めている。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。 

時代とともに、看護師に求められる社会のニーズ、入学者の特徴等、看護基礎教育をめ

ぐる背景が変化している。平成28年度はそれらを踏まえ、「保健師助産師看護師学校養成所

指定規則」の他に「大学設置基準」「短期大学設置基準」「専修学校設置基準」の比較検討、

さらに「学士課程においてコアとなる看護実践能力と卒業到達目標」に関する学習会を行

い、“育てたい学生像”について教員全員で徹底的に検討し、次年度に活かせるよう「高知

学園短期大学の教育目的に関する規程」の一部改正を行った。 

＜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、建学の精神に基づき、臨床検査学の専門的職業人養成のた

め、教育目的を「高知学園短期大学の教育目的に関する規程」第3条（6）に明確に定め、

学内外には、履修要項（シラバス含む）、高知学園短期大学要覧及びウェブサイト等で公

表している。3年間の臨床検査技師養成教育により専門知識と技術を習得した後、専攻科に

入学することで、さらに幅広い教養と実践力を養い、生命科学分野や保健医療分野での応

用力や問題解決能力を養うことのできる教育を目指している。幅広い教養を養うために外

国語や基礎分野の科目も設定し、その知識を基盤として応用力や問題解決能力を身につけ

た人材養成を行っている。 

また、平成28年度には、従来の臨床検査学に加えて、社会的に求められている生殖医療
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関連の資格につながる基礎教育への準備を進めた。これに伴って、教育目的・目標の点検

を行い、教育目的をさらに改正した。このように、教育目的と教育課程の整合性について

は専攻科専攻会議や評議会、教授会で逐次点検している。 

＜専攻科地域看護学専攻＞ （参考） 

専攻科地域看護学専攻は、看護学科の学修内容の上に、公衆衛生看護学の知識体系を積

み上げ、個人・家族・集団・組織を含む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。このことは高知学園短期大学要覧や大

学案内、ウェブサイト等で学内外に公表している。 

現在、我が国における医療制度改革の流れやその背景に基づき、学生は個人とその家族

を対象とした看護ケアの実践から、地域を対象とする看護への思考の転換が求められる。

そのため、には、学生個々の入学前の学習成果の達成度を確認しながら、具体的な事例を

通して対象者のもつ課題のアセスメントや支援をグループで検討し、個人から地域につな

げていく考え方が理解できるよう努めている。また、授業やフィールドワーク、臨地実習

を通して公衆衛生看護学の知識体系を段階的に積み上げていくカリキュラムを構成し、教

育目的の達成に努めている。 

 

(b) 課題 

例年、卒業生の中には資格と関係ない職種に就く者が少数いる。本学の教育基本方針に

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。 

＜生活科学学科＞ 

本学科では、栄養士免許を取得せず卒業する者が毎年数名いる。平成28年度は1名の学生

が該当していた。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。さらに、卒業後の栄養士雇用状況、業務内容

等を把握し問題点について検討し、魅力的な専門職としての価値を高める対策が課題であ

る。また、栄養士の専門性をより高める教育に重点を置くこととし、一般社団法人全国栄

養士養成施設協会主催栄養士実力認定試験の対策及び医療施設等への実習等におけるマナ

ーやリスク管理等、応用から実践への指導を強化することが必要である。 

＜幼児保育学科＞ 

現代社会では、幼稚園教育要領改訂や待機児童問題等、保育や子育てに関する諸問題が

取り上げられており、今後も保育を通して平和と友愛に貢献する人材養成を柱とした点検

と見直しを継続する。その結果として確実な幼稚園教諭二種免許状と保育士資格の取得に

つながる教育研究の工夫に努める。 

今後も在学中はもちろん、入学前のオープンキャンパスや大学説明会から本学科の教育

目的の理解と浸透に努めていく。また、入学前の合格者登校日でその意識化を促し、入学

直後から円滑に学習へ取り組む体制を強化する。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

本専攻では、入学時から教育目的・目標を十分に理解し、卒業時には入学者全員が教育

目標を達成するための意識を高めるよう努め、その成果も見られている。一方、新入生の

段階で躓き、休退学する学生も存在しており、今後、その要因を分析し、休退学減少につ
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なげることが課題となっている。その対策として基礎学力の学習支援を組織的に取り組む

ことが必要である。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

本専攻では、医療の進歩に対応できる教育を行うため、特に2年次に問題抽出し、3年次

に解決・方法につなげるようにしているが、今後は解決方法を検討し、授業展開を構築す

ることが課題である。 

＜看護学科＞ 

看護専門職者への資質・能力の向上が一層求められる中、日本看護協会が、厚生労働省

に提出した「看護師養成の教育年限4年の実現」に基づいて、本学科の教育目的を常に点検

しながら、対応していくこと、そして教育の中で重要な臨地実習に携る臨床講師を含む教

員間で共有し教育に当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、教育目的を十分認識させた上で専攻科の志望学生を増やす必要がある。特

に生命科学分野や保健医療分野の幅広い学識を自ら強く求める意識の醸成が課題である。

医療検査専攻在学生へ専攻科の説明会等を催し、専攻科への意識付けを行っていく。また、

今後も、平成28年度と同様に在籍学生全員が学士（保健衛生学）を取得し、修了後の進路

で幅広く活躍することが求められる。さらに臨床検査学の広い分野にわたり、学生が修了

研究分野を選択できるように教員配置を考える必要がある。 

＜専攻科地域看護学専攻＞ （参考） 

本専攻では平成31年度に向けた看護学教育モデル・コア・カリキュラムの検討内容や社

会情勢・国の動向に目を向けながら、教育目的の点検と見直しを継続していく。 

 

 

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 

高知学園短期大学では、建学の精神に基づく教育目的及び教育基本方針に則り、学習成

果を掲げている。具体的な専門性については各学科・各専攻で教育目的に基づいて掲げ、

各専門的職業人に必要な実践的な専門的能力及び人間性等に関する汎用的能力の獲得を学

習成果として示している。この学習成果は、大学案内や学生生活と履修の手引き、高知学

園短期大学要覧及びウェブサイト等に明記し、学内外に表明している。 

まず「専門的職業人として必要な知識と技能」及び「適切な判断」等、専門的能力に関

する学習成果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条及び各種資格取得に関する法令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、及び高知学園短期大学・学習成果

査定の方針に示している。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、学生対象

の調査に加え、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、授業への出席は全て行うことを原則とし、欠席した場合
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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点満点で量的評価を行い、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、それまで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「考え抜き、自ら行動する」や「相互理解・尊重」等、汎用的能力に関する学習成

果については、学生対象の調査に加え、学生生活や社会活動における取組状況、ポートフ

ォリオ、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持っている。 

また、学習成果の測定に関することは高知学園短期大学・学習成果査定の方針を掲げ、

学生生活と履修の手引きやシラバスで具体的に示している。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を説明するとともに、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

学科・専攻会議で点検している。特に、平成28年度には高知学園短期大学ポリシー・マッ

プを作成し、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

の整合性を確認するなど、学科・専攻会議、専攻科専攻会議、評議会で点検して新たな学

習成果を定め、教授会で理解の徹底を図っている。 

＜生活科学学科＞ 

生活科学学科は、建学の精神と教育目的・目標に基づき食と栄養から健康を保持・増進

することで、世界の平和と友愛に貢献できる社会人になるために学習成果を定め、それら

の能力を身につけることとし、学生生活と履修の手引き等で表明している。 

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、各科目の評価基準や学習成果

査定の方針に基づいて、学習成果を評価している。また、学外実習については、病院、学

校、薬局等からの実習評価表、実習日誌及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、新入生及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・専攻会議で定期的に行っており、さらに教

員ミーティングを実施して、日頃から学生個々の授業態度や生活状況に関する情報を共有

し、必要に応じて支援を行っている。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、一般社団法人全国栄養士養成施設協会主

催栄養士実力認定試験を課しており、その結果から学習成果を測定、評価している。 

＜幼児保育学科＞ 

幼児保育学科では、建学の精神と本学科の教育目的に基づき、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能力を学習成果として掲げ、学生生活と履修
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の手引きや大学案内、高知学園短期大学要覧及びウェブサイト等において表明している。 

本学科の学習成果では、教育目的に掲げた「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」を具体化した能力として「問題を発見し理論的な洞察力で解決する」

こと（問題解決）や「子どもの心身の発達を支援する」こと（発達支援）、「愛情に満ちた

豊かな人間性」として「健やかな成長に適した環境を構成する」こと（環境構成）、さらに

「新たな幼児保育理論を備えた実践力」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能力を獲得することで、保育に関する指導を行う」こと（保育指

導）を掲げている。それゆえ、本学科の学習成果は教育目的を明確に示したものといえる。 

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については、以下のものが

ある。まず「問題解決」や「発達支援」に関しては、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測定している。また「環境構成」に関し

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及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。さらに「保育指導」に関しても、授業における取組や学外実習における実習園

の評価、個人面談等による量的データ及び質的データから測定している。評価に当っては

「幼児保育学科・学習成果評価のためのルーブリック」に基づいて各科目や各取組の特性

に応じた基準を作成するよう取り組んでいる。このように、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。本学科の学習成果は、オープンキャ

ンパスやオリエンテーション等においても説明している。 

本学科の学習成果の点検については、学科・専攻会議で学生の状況を含めて学習成果の

達成状況を共有し、常に点検している。特に学外実習前には「幼児保育学科・学外実習に

関する内規」に基づき、各学生が学外実習受講の条件を満たしているか否かを確認した上

で実習に関する諸手続きを行っている。ポートフォリオでは、学生自身の教育や社会的な

面における成長過程をふり返り、今後の目標を定期的に定めて、自尊感情の醸成に努めて

いる。また、本学での学びと学外実習園の評価と照らし合わせ、平成28年度には学習成果

の改正を行った。さらに、各教員が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は、建学の精神と本専攻の教育目的に基づいて学習成果を掲

げ、大学案内や学生生活と履修の手引き、ウェブサイト等に明確に示している。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、平成 28年度に教育目的に基づき卒業認定・学位授

与の方針、入学者受け入れの方針との整合性を明確にすることを目的にするよう改正した。 

学習成果は、本専攻のシラバスに示された各科目の授業目的・目標に反映されており、

定期試験及びレポート、実技試験、授業態度によって測るシステムをもっている。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

臨地実習反省会では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臨床検査技師学校養成所指定規
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則に基づいた単位一覧表を作成し、明示している。学習成果については、医療現場の動向

や現在の学生の特質等を確認しながら、学科・専攻会議で定期的に点検している。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

医療衛生学科歯科衛生専攻は、建学の精神及び教育目的に基づき、学習成果を掲げてい

る。学習成果では、教育目的に到達するために具体的には継続的な口腔管理を支援するた

めに必要な専門的知識・技術に加え、汎用能力・職業的自立に必要な基本的なコミュニケ

ーション力等を身に付け他職種と協働・連携できる倫理観を備えた歯科衛生士を育成する。

そのために授業外でも日常から声がけを行っている。 

学生の学内の学習成果は、講義は定期試験及び小テストとレポートであり、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と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やグループディスカッションは活動評価の観点を評価指標で示

し、ルーブリック評価を行っている。学外で実施される臨床実習及び臨地実習は、質的・

量的データとして測定し学習成果を評価している。また、学生の学習成果を前後期クラス

担任が学科・専攻会議等で報告し、学生個人の学習成果を点検している。 

学習成果については、合格者登校日、入学時及び在学生オリエンテーションで説明し、

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それらの能力を身

につけることを明示している。また、学科・専攻会議で報告し点検している。その結果、

平成 28年度には学習成果の一部を修正した。 

＜看護学科＞ 

看護学科では、建学の精神である「世界の平和と友愛」に基づき、人々の健康生活の向

上に貢献できる看護専門職者を養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「専門的知識を用いてアセスメントを行い、対象に必要な看護を判断する」「様々

な健康課題を持つ対象に応じた看護計画を立案し、習得した看護技術を用いて、安全に実

施する」「実践した看護を振り返り、評価・修正を行う」「看護の対象と援助関係を築き、

価値観を尊重した看護を行う」「学習と体験をつなげて考え、学びを統合する」「自己を

客観的に見つめ、考えを適切に伝える」「チームの一員としての自覚を持ち、自己の役割

をはたすことができる」「広く社会の情勢を知り、主体的・積極的に学習に取り組む」等

がこれに当たると捉えている。このように、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・相互評価等質的に測定する方法等、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。実習中及び実

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上で、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。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。さ
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らに、これらの評価の内容については学科・専攻会議で話し合い、その査定の信憑性を高

めるよう努めている。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。平成28年度は、 「育てたい学

生像」に基づいて教育目的、学習成果の一部改正を行った。 

＜専攻科応用生命科学専攻＞ （参考） 

専攻科応用生命科学専攻では、建学の精神に則り、教育目的・目標に基づいて学習成果

を明確に掲げ、大学案内や履修要項（シラバス含む）、ウェブサイト等で公表し、周知を

図っている。この学習成果は、大学改革支援・学位授与機構の仕組みに基づき、1年間の単

位数を32単位以上に定め、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、審査を受けることで評価される。学習成果を達成した者には

学士（保健衛生学）が授与される。さらに、各授業での学習成果は、発表形式の授業や、

修了研究では、前期、後期に各1回実施する全学に向けた修了研究の発表により、明確に示

される。学習成果の測定は、定期試験及びレポート等で体系的に行われ、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・質的に測っている。

学習成果の最終点検については、専攻科専攻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度の発表会で教員が評価し、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。平成28年度には

新たな学習成果を掲げ、さらに特例適用専攻科の実情に即したものとするなど定期的に点

検している。また、平成28年度より、修了研究のテーマと指導教員の専門分野がより合致

したものになるよう大学改革支援・学位授与機構に申請する個表を修正して変更届を提出

し、教員の専門性を明確にしている。 

＜専攻科地域看護学専攻＞ （参考） 

専攻科地域看護学専攻では、本専攻の教育目的に基づいた学習成果を大学案内やウェブ

サイト等で学内外に公表している。平成28年度は、本専攻の教育目的に沿って学生の現状

を確認し、学習成果の見直しを行った。その結果、他者との協働、論理的思考力と表現力

に関する視点を追加した。学習成果は、試験やレポート、小テストの結果で量的に測定で

き、また、グループワークやプレゼンテーションにおける自己及び他者評価等で質的に測

定している。修了研究においては、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の特例適用

専攻科の認定にむけて、修了研究の評価指標の見直しを行った。評価は研究に向かう学生

の態度、姿勢を含めた内容とし、それを学生とも共有できるようルーブリックを整理した。

ルーブリックの作成に当たっては、専攻科専攻会議において教員間で共有し、検討を行っ

ている。 

 

(b) 課題 

毎年、本学及び各学科・各専攻の学習成果を点検している。そのため、改正した学習成

果の到達状況を検証することが課題である。学生の学業不振や休退学を防ぐためにも授業

改善の継続は不可欠である。学習成果については、学士力と照らし合わせながら常に点検

し、本学に適した学習成果へ高めていく。 

＜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継続して行っていく
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ことが課題である。給食実務論実習等に現場経験豊富な教員を配置し、より専門性を高め

た指導体制としているが、さらに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・技術を習得し実践に備えた力をつけることが課題である。また、必要なマ

ナー及び豊かな人間性を身につけた学生を育成する指導体制が必要である。 

＜幼児保育学科＞ 

本学科では、学習成果査定の方針と評価方法との整合性を高めることが課題である。そ

のためには、一部に止まっている科目レベルのルーブリック作成を拡大しなければならな

い。また、学習成果が入学者全員の確実な獲得となっているのか、就職後の勤務状況に反

映されているのかについても継続的に点検することが課題である。平成28年度は、卒業生

を対象に調査を実施したことから、結果の詳細な分析を進めなければならない。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

本専攻では、入学者全員が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

める指導・支援体制の充実が課題となっている。3年次の臨地実習については、臨床現場か

らも一定レベル以上の学生の質が求められることから、全国の先駆的な実践から学びなが

ら臨地実習前OSCE（客観的臨床能力試験）の導入に向けて計画を具体化する。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

平成 28年度の課題であった自ら探究心を持たせることについては、入学時から教員の共通認

識のうえオフィスアワーの時間を利用して質問や相談を受け、学生が学習意欲を維持できるよ

うに体制を整えた。現状として、学習成果を測定する方法は十分とは言えない。今後は量的・

質的データとして測定する方法を検討していくことが課題である。 

＜看護学科＞ 

学習成果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、

教育課程の中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、新た

に実施されるポートフォリオが、十分に学生自身の成長過程の振り返りや今後の目標を定

期的に定めることに活用されているかを分析し、改善していく必要がある。 

＜専攻科応用生命科学専攻＞ （参考） 

本専攻修了生全員が新たな学習成果に掲げる能力を身に付けているのかを確認すること

が課題である。特に修了研究への取組に対する姿勢は学生間で差があり、その結果学習成

果の習得にも差が生じることから、その点については担当教員のより徹底した指導力も必

要となる。担当教員と学生が研究テーマについて十分なディスカッションを重ね、発表会

や論文作成について、定められているルーブリック評価の観点を確認しながら進めていく。 

＜専攻科地域看護学専攻＞ （参考） 

本専攻の修了研究では、学生と指導教員が共有するルーブリックによる評価を導入し、

学習成果と連動しているか、達成度の評価につながっているかどうかを確認しながら評価

内容を改善していくことが課題である。 
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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 

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、内閣府等の通達や中央教育審議会答申等を事務局各課及びIR推進室、各学科・各専攻

で適宜確認し、対応するなど、法令順守に努めている。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、また他の免許・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。 

また教育の質の保証について、本学は学習成果を焦点にした査定の手法を高知学園短期

大学及び各学科・各専攻の学習成果査定の方針に示し、適切に査定している。具体的な内

容は、教育目的を達成するために必要な知識や技能等に焦点を当てた学習成果に基づく到

達目標と測定方法を科目ごとにシラバスへ示し、試験規程に基づいて査定している。この

教育課程を反映し、質保証を証明するものとして各学科・各専攻で認可を受けた免許・資

格の取得がある。卒業要件については学則第25条、資格取得については学則第28条に定め

ている。学内では、学科・専攻会議、教務委員会、ファカルティ・ディベロップメント委

員会（以下「FD委員会」と表記）、評議会、教授会等を通じて査定している。 

この過程を通して教育の向上・充実を図るため、まず学校教育法、短期大学設置基準及

び資格取得に関係する法規に則り教育課程を定め、学則には教育目的、高知学園短期大学

の教育目的に関する規程には教育基本方針と各学科・各専攻の教育目的、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、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、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・専攻会議やFD委員会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、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（FD）

活動への積極的な取組、あわせて教員が所属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。以上のPDCAサイクルを有

している。 

 

 (b) 課題 

新たに掲げた学習成果、卒業認定・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する

ことが必要である。また、現行の学習成果査定の方針では、査定手法に抽象的な面が残さ

れている。特に、汎用的能力を測定する手法の開発に学科・専攻間の格差が見られること

から、その改善を進めなければならない。 

 

■ テーマ 基準Ⅰ-B 教育の効果の改善計画 

汎用的能力に関する学習成果については、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取り組んでいく。同時に、一定期間内に学習成果を達成できな
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い学生に対しても、意欲を失うことがないよう、教員による配慮と指導の工夫が必要であ

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に気づき、改善に向けて確実な取組につながるよう、FD活

動の見直しと改革を行う。 

 

 

基準Ⅰ-C 自己点検・評価 

 

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

る。 

 

■ 基準Ⅰ-C-1の自己点検・評価 

(a) 現状 

高知学園短期大学では、学則第2条第1項に自己点検・評価活動の実施を定めている。そ

して同条第2項に基づき、学科・専攻会議、専攻科専攻会議、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。 

自己点検・評価の体制は、日常的に各学科・各専攻及び専攻科各専攻、事務局各課にお

いて全教職員が自己点検・評価を行い、その内容を毎年度初めに取りまとめ、「自己点検

評価委員会規程」に基づき自己点検評価委員会で審議・検討している。委員会でまとめら

れた自己点検・評価報告書（案）は「作業連絡会規程」に基づき作業連絡会で、全学的な

視点による検討をしている。最終的には「自己点検評価検討会議規程」に基づいて自己点

検評価検討会議で審議し、自己点検・評価報告書を決定している。 

自己点検・評価報告書は印刷製本の後、全教職員へ配付するとともに、本学図書館やウ

ェブサイトで学内外に公表している。同時に、課題や計画等を活用して、本学の事業計画

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、その成果を日常の教育・研究の改善に活用している。 

 

 (b) 課題 

今後も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へ確実に

活かす取組へ強化しなければならない。特に毎年度類似した課題が続く場合、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28年度に改正した各学科・各専攻の教育目的、学習成果や三つの方針等に基づいて

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

を確かめるとともに、高知学園短期大学及び各学科・各専攻における学習成果査定の方針

の具体化を図りながら、改善へつなげていく。あわせて、その実践が教育の質の向上につ

ながるとともに、新たな目標としての課題に発展しているかを検証する必要がある。また、

自己点検・評価が日常の活動へさらに定着するため、自己点検評価委員会で推奨している

「自己点検自己評価報告書作成に向けた記録シート」の活用を徹底していく。 
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■ 基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果の行動計画 

「建学の精神」に基づいた教育活動を周知徹底するため、卒業生の効果を検証する方法

を検討し、実施を拡大していく。同時に学習成果を査定する手法の具体化を図り「教育の

効果」を高めていく。そして、その取組を積み重ねることで、これまで以上に「自己点検・

評価」が日常的な活動の中で進むよう徹底を図る。 

 

◇ 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 

高知学園短期大学が掲げる卒業認定・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。卒業認定・学位授与の条件となる卒業

要件についても単位数や成績評価の基準、資格取得の要件を定めるとともに、汎用的能力

に関する内容も含めて高知学園短期大学・学習成果査定の方針に掲げている。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。この卒業認定・学位授与の方針については定期的に点検している。 

卒業認定・学位授与の方針に適うよう、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。本学では、この教育課程を定期的に見直している。 

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掲げ、学生募集要項等を通

して積極的に公表している。また、この方針は入学者選抜の方法に対応している。 

以上の三つの方針については、全学及び各学科・各専攻の方針を学生生活と履修の手引

き、ウェブサイトや大学案内等で公表している。また、評議会や教授会、学科・専攻会議、

専攻科専攻会議で定期的に点検し、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、卒業認定・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、卒業認定・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の達成状況を把握してい

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、

授業の改善点と計画を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意見も参考にして授業・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、FDに関する研修会等も通して、

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及び卒業に至

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。事務職員が学生に助言

指導を行う機会は多く、学習成果の向上に貢献するとともに、教育目的の達成状況も把握

している。また、スタッフ・ディベロップメント活動（以下「SD活動」と表記）を通じて
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学生支援を充実させるよう努めている。このように、事務職員は学生の履修から卒業に至

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及び技術的資源を有効に活用している。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うとともに、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。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して学生による学内LANやコンピュータの利用も促進するなど、教育課

程及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。 

本学では、学生の生活支援を目的とした各種組織を整備し、健康管理やメンタルヘルス

ケア、カウンセリング等に対応している。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、女子学生専用の学生寮を設置するとともに、希望があ

れば下宿先の斡旋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。留学生に対しては授業料を減免

するなどの支援をしている。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、高知学園短期大学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、指導へ活かしている。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、学生募集要項や学生生活と履修の手引き、大学案内

及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。 
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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、卒業

認定・学位授与の方針を掲げ、学習生活と履修の手引き等で表明している。 

卒業認定・学位授与の方針では、学習成果の「知識と技能を身につけ、その内容と意義

を説明する」ことができるために「知識や技能を習得し、教育目的に合致する資質と能力

を獲得」する方針を掲げている。また学習成果の「最新の知見を導き出し、適切な判断を

下す」ために「キャリア形成基礎力」を身につける方針を、「倫理的な観点から専門的知識

と技能を活用して、考え抜き、自ら行動する」ために「平和と友愛へ貢献するために専門

的知識と技能を活用する実践力を備える」方針を掲げている。さらに学習成果の「相互に

理解し尊重しあいながら自分の役割を果たす」ため、「多様な人々と協力し連携を図る」方

針を掲げている。このように、卒業認定・学位授与の方針は学習成果と対応している。 

この方針に適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、付記する専攻分野を「高知学園短期大学学位規程」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条及び第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、資格取得の要件については学則第28条に

定めるとともに、高知学園短期大学・学習成果査定の方針を掲げている。また、本学の教

育目的や教育基本方針、各学科・各専攻の人材養成や教育研究上の目的を学則及び「高知

学園短期大学の教育目的に関する規程」に定めている。このように、本学では卒業認定・

学位授与の方針に関わる規程を定めており、短期大学設置基準第2条を満たしている。 

さらに、各学科・各専攻では専門性に基づいた独自の卒業認定・学位授与の方針を明確

に示している。以上の方針は、学生生活と履修の手引きや高知学園短期大学要覧に加え、

ウェブサイトや大学案内等も通じて学内外に表明している。また、オープンキャンパスや

保護者と短期大学との懇談会等、本学を説明する機会においても表明している。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「高知学園短期大学学位規程」に定

められた名称である。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である。この点からも、本学の

学科・専攻の卒業認定・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。

卒業認定・学位授与に関連する免許・資格や国家試験受験資格についても、関係法令に基

づいた専門的職業に従事するために必須の条件であり、社会的に通用性があるものである。 

卒業認定・学位授与の方針は、評議会や教授会、学科・専攻会議等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。平成28年度には全学及び各学科・各専攻で卒
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業認定・学位授与の方針を点検し、評議会、教授会の検討を通して新たな方針を掲げた。

あわせて、学習成果や各科目との関連性を明確に示すようカリキュラム・マップを見直し

てシラバスへ明記したりするなど、学生も教員自身も確認しやすいよう取り組んでいる。 

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

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

め、さらに本学専攻科を修了した者に独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から授与

される。専攻科における学位授与は大学改革支援・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・栄養に関わる専門的理論と技術を有するとともに、健康の保持・

増進への貢献と食・栄養・健康の専門家としての情報発信ができる栄養士を養成するため、

卒業認定・学位授与の方針を掲げて、短期大学士（生活科学）の学位を授与することを学

生生活と履修の手引き等で表明している。この方針は、学習成果に対応して掲げている。 

学習成果を証明する卒業要件及び資格取得の要件は、学則第25条及び第28条第2項、第3

項に定め、学生生活と履修の手引きに明記し、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パーセントを達成してきた。本学

科で習得する専門的知識や諸能力は、職業及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、平成28年度は、卒業認定・学位授与の方針を新たに策定

した。 

＜幼児保育学科＞ 

幼児保育学科では、教育基本方針及び幼児保育学科・教育目的に基づき、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

的職業人を育成するため、卒業認定・学位授与の方針を掲げ、学生生活と履修の手引き等

で公表している。この方針には学習成果として掲げている専門的能力、すなわち「問題を

発見し理論的な洞察力で解決する」ために「保育者に必要な専門的知識及び基本的技能を

身につける」方針を、また「子どもの心身の発達を支援する」ために「人命を預かる責任

感を身につける」方針を掲げている。さらに、学習成果に掲げた汎用的能力である「健や

かな成長に適した環境を構成する」ために「子どもの健やかな成長を願う豊かな人間性を

身につける」方針を掲げている。両能力を総合した「保育に関する指導を行う」ためには

「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」ことも方針に掲げ、

習得した知識や技能を適切に活用し実践できる保育者を養成している。このように、本学

科が掲げる卒業認定・学位授与の方針と学習成果は対応している。 

本学科の卒業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条及び学位規程に規定している。免許・資格取得の

要件も学則第28条第4項、第5項に規定している。成績評価は「幼児保育学科・学習成果評

価のためのルーブリック」で学科共通の基準を定め、幼児保育学科・学習成果査定の方針

に基づいて実施している。その方法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の

取組を総合して評価している。評定は、試験や課題の達成度、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。本学科の卒業認定・学位授与の方針は学生生活と履修
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の手引きに加えて大学案内や高知学園短期大学要覧、ウェブサイト等を通して学内外に表

明している。 

本学科の卒業認定・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、本学科で取得可能であることから、本学科の卒業認定・学位授与の方針

及び短期大学士（幼児保育学）は社会的にも国際的に通用するものである。本学科の卒業

認定・学位授与の方針は、毎年学科・専攻会議で確認し、改正する場合は評議会・教授会

で検討している。特に平成28年度には幼児保育学科・ポリシー・マップを作成し、三つの

方針や学習成果の整合性を検証している。 

＜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、学生が卒業後、現代医療に貢献できることを目的とし

た卒業認定・学位授与の方針を学習成果に対応して掲げて、短期大学士（臨床検査学）の

学位を授与することを学生生活と履修の手引きに明示し、卒業要件、成績評価の基準、資

格取得の要件についても明確に示している。卒業認定・学位授与の方針に掲げた「基本的

な知識と技術の習得」は、臨床検査技師に必要な基礎力を獲得する点から学習成果の「知

識、技術、意義の獲得」に対応している。また「実践力と問題解決能力」は、人命を預か

る責任と実践力の観点から「データを分析・評価する能力」に対応している。さらに「人

間性、倫理観」については、医療従事者の人間性に深く関連することから「医療従事者と

しての倫理観の獲得」に関する学習成果に対応している。「コミュニケーション能力」につ

いては、チームで働く能力に直接関わる点で「適切なコミュニケーション能力」に関する

学習成果と対応している。 

本専攻の学習成果を証明する卒業要件及び学位授与は、本専攻に 3年以上在学し 102単

位以上（平成 28年度入学者）を修得する必要がある。平成 28年度は、臨床検査技師学校

養成所指定規則の一部改正により専門分野の中に「医療安全管理学（1単位）」を新たに設

置した。また、学生がキャリア教育を体系的に学べるよう、基礎分野（人間と生活）に「キ

ャリア形成演習」を新設したほか、授業内容の系統性・連続性を考慮して専門分野の「病

理検査学実習」の科目変更を行った。 

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、本専攻の卒業認定・学位授与の方針は、社会的

にも通用性がある。卒業認定・学位授与の方針は、平成 28年度に他の方針との整合性を確

認して改正するなど、学科・専攻会議、評議会や教授会で定期的に点検している。 

＜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、豊かな人間性及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）の学位を授与している。本専攻の学習成果は、本専攻の教

育目的に基づいて行われ、卒業認定・学位授与の方針には学習成果として社会的・自立に

必要な基礎的・汎用的能力である「協働・連携」「傾聴する」「研究した結果をプレゼン

テーションできる」の習得を掲げ適切に活用できる歯科衛生士を養成している。本専攻の

卒業認定・学位授与の方針は学習成果と対応している。本専攻の学習成果を証明する卒業

要件は学則第25条に規定している。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、試験等の総合で判断している。 
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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。このことから、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。卒業認定・学位授与の方針は、学科・専攻会議で定期的に検

討し、平成28年度には見直しを行った。本専攻の卒業認定・学位授与の方針は大学案内や

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明確に示している。 

＜看護学科＞ 

看護学科では、教育目的に基づいた教育課程の中での学習成果の獲得により、五つの要

件を満たすと認められる者に短期大学士（看護学）の学位を授与する。「専門的知識を用い

てアセスメントを行い、対象に必要な看護を判断することができる」「様々な健康課題を持

つ対象に応じた看護計画を立案し、習得した看護技術を用いて、安全に実施することがで

きる」「実践した看護を振り返り、評価・修正を行うことができる」という学習成果の獲得

は「看護の専門的知識や技能を習得し、根拠に基づいた看護を実践する能力を有している」

という卒業認定・学位授与の方針に結び付いている。また「看護の対象と援助関係を築き、

価値観を尊重した看護を行うことができる」は「看護専門職者としての倫理観を持ち、対

象を尊重した看護を実践する能力」につながり、同時に「自己を客観的に見つめ、考えを

適切に伝えることができる」「状況に応じて、適切に報告・連絡・相談することができる」

「チームの一員としての自覚を持ち、自己の役割をはたすことができる」という学習成果

と合わせて「他者との協働関係を構築するために、自己を客観的に理解し、表現する能力

を有している」という学位授与の方針にも結び付いている。さらに「学習と体験をつなげ

て考え、学びを統合することができる」という学習成果の獲得は「学習と体験を統合し、

対象の健康レベルと生活の質の向上のために深く思考する能力を有している」につながっ

ている。そして「広く社会の情勢を知り、主体的・積極的に学習に取り組むことができる」

「看護の責任ややりがいを認識することができる」ことにより「看護の価値を見出し、生

涯学び続ける力を有している」という学位授与の方針に結び付く。このように本学科の卒

業認定・学位授与の方針と学習成果には整合性がある。 

本学科の卒業認定・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、新年度初回の学科会議にて明示し、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条に規定している。そして、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、教育職員免許法及び教育

職員免許法施行規則に定められた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、小テスト等に加え、実習・演習

では技術や取組の姿勢等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、本学科の卒業認定・学位授

与の方針は、社会的にも通用性がある。さらに「育てたい学生像」に基づき、卒業認定・

学位授与の方針についても一部改正を行った。 

＜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
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ることである。本専攻では、大学改革支援・学位授与機構の審査に合格することを目指し、

学習成果に対応した卒業認定・学位授与の方針を定め、大学案内や、履修要項（シラバス

含む）、ウェブサイト等で公表している。卒業認定・学位授与の方針に掲げた「生命科学・

保健医療分野の高度な知識と技術の習得」は、教育目的である広く応用できる問題解決能

力を有する点から学習成果の「高度な専門的知識・技術を習得し、内容・意義について評

価し説明する能力」に対応している。また「問題解決に必要な知識・技術を融合的に応用

できる能力」は、学習成果の「最新の知見を情報収集して問題点・研究課題を抽出し、解

析・考察する能力」に対応している。「責任感と倫理観」については、「研究課題や演習

の遂行における倫理的配慮」の学習成果に対応している。さらに「コミュニケーション能

力」については、医療に携わる者としての資質を備える観点から「他者とのディスカッシ

ョンを通じたコミュニケーション能力」の学習成果と対応している。

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。同機構への申請は専攻科専攻会議において点検・

確認を行っている。平成28年度に、これまでの卒業認定・学位授与の方針を見直し、社会

的に通用する専門的職業人を輩出するため新たな方針を掲げるなど、専攻科専攻会議、評

議会や教授会で定期的に点検している。 

＜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できるよう卒業認定・学位

授与の方針を定め、ウェブサイトや大学案内等で公表している。本専攻の修了要件は学則

第52条に規定し、保健師国家試験受験資格を得ることができる。加えて学則第53条に基づ

き、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。さらに、養護教諭二種免許状取得者で、教育職員免許法及び教育職

員免許法施行規則に規定する単位を修得した者は、養護教諭一種免許状を取得できる。本

専攻の資格は法令で定められたものであり、社会的に通用性がある。 

平成 28年度は、特例適用専攻科への移行に向けて、学位授与に関する現在までの課題を

検討した上で、年間計画や指導体制について、専攻科専攻会議で教員間の共通認識を図り、

円滑に移行できるよう準備した。また、卒業認定・学位授与の方針を見直し、対象理解の

ための基盤となる知識や他者と連携・協働するために必要な技術等の内容を追加すること

で具体性をもたせている。さらに、平成 28年度は卒業認定・学位授与の方針及び学習成果

を相互の整合性の観点から見直した。卒業認定・学位授与の方針として掲げる「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能力」の獲得につい

ては、学習成果の「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」

に対応させている。また、「地域の健康課題を明確にし、他者と連携・協働して組織的に問

題を解決する企画力や調整力」は、学習成果の「個や集団を統合的に理解し、健康課題を

明確にできる」や「健康課題の対処する力を育成するための自主活動を理解できる」、「地

域の中のケアシステムを理解できる」と対応させている。さらに、「論理的思考や表現力を

高め、看護の質向上に向けたリーダーシップ」の獲得には、学習成果の「状況にふさわし

い方法でリーダーシップが発揮できる」や「収集したデータについて論理的に解釈できる」、

「研究結果を他者に理解できるよう表現し、伝えることができる」と対応している。 
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(b) 課題 

本学で作成した高知学園短期大学ポリシー・マップを活用しながら、全学及び各学科・

各専攻における三つの方針と学習成果との整合性を高めることが課題である。同時に、専

門性に基づいた学科・専攻のポリシー・マップの活用がまだ十分ではないことから、全学

科で適切に活用することも求められる。また、成績評価の基準に関しては、卒業認定・学

位授与の方針を柱として教員間で学習成果の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。そのためにも、

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しなければならない。 

＜生活科学学科＞ 

本学科では、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に対応

でき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。また、食の

専門性を強化するために、新たに定めた卒業認定・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＞ 

本学科卒業生を対象とした調査によれば、肯定的評価の割合が高く、本学科の卒業認定・

学位授与の方針に基づく学習成果の獲得が就職後の成果にもつながっていると推察される。

しかし、少数ながら、一定期間後に離職するケースが見られる。今後も就職先と連携しな

がら卒業生の勤務状況と卒業認定・学位授与の方針に示した人間像との整合性をさらに強

化していく。 

＜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の高度化の状況を正

確に把握し、学習成果、教育課程編成・実施の方針と同時に卒業認定・学位授与の方針を

定期的に見直す必要がある。本専攻では、新設・変更の科目の一部が平成28年度から開講

されており、その効果について点検する必要がある。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

本専攻の学生には入学時に周知を図り、各学年の期ごとに卒業認定・学位授与の方針を

確認する。平成28年度は、実習先への巡回指導時及び1月に開催している就職フェアを通し

て卒業認定・学位授与の方針に示した歯科衛生士としての必要な知識・技術の習得の有無

と人物像であるかどうか卒業生の評価を聴取し、教員間で情報を共有することを強化した。

今後は卒業生に対する評価表を作成し授業内容等の点検と検討を行うことが課題である。 

＜看護学科＞ 

看護基礎教育の社会的背景と社会のニーズに見合う看護専門職者を育てるために、今後

も情勢の動向を注意深く確認しながら、卒業認定・学位授与の方針を点検していく。 

＜専攻科応用生命科学専攻＞ （参考） 

特例適用専攻科へ移行した本専攻としては、卒業認定・学位授与の方針が大学改革支援・

学位授与機構の学位審査基準を満たすことを確認し、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） 

学士（看護学）の学位取得に関しては、特例適用専攻科への移行に伴い、新たに学修総

まとめ科目の指導体制を確立させていくと共に、卒業認定・学位授与の方針に対する学生

の最終的な到達状況を評価して方針を見直していくことが課題である。 
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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掲げた卒業認定・学位授与の方針に適う

ため、学則第1条第2項に教育基本方針を定めている。教育基本方針を実現するため、教育

課程編成・実施の方針を掲げ、学生生活と履修の手引きや高知学園短期大学要覧、大学案

内やウェブサイト等で公表している。 

本学では、教育課程編成・実施の方針に基づき、各学科・各専攻の教育課程で学習成果

を獲得するため、卒業認定・学位授与の方針に対応して体系的に編成している。具体的に

は、卒業認定・学位授与の方針に掲げた「専門性における知識と技能を習得する」ため、

「教養教育、専門教育から教育課程を編成し、責任感と倫理観、確実な知識と技能及び実

践力を習得する教育を実施する」方針を掲げている。次に「キャリア形成基礎力」に関す

る方針を達成するため、「具体的な授業内容と授業以外で学習すべき内容を示す教育課程を

編成し、主体的に学ぶ姿勢を育む教育を実施する」方針を掲げている。また「専門的知識

と技能を活用する実践力」に関する方針を達成するため、「教養教育の教育課程等を学科・

専攻別に編成し、多様な視点から専門性を高める教育を実施する」方針を掲げている。さ

らに「多様な人々と協働し学び続ける力を有する」方針を達成するため、「基礎から応用へ

と段階的に発展する教育課程を編成し、学生自らが新たな目標を定め主体的に学ぶ」教育

を実施する方針を掲げている。なお、専攻科教育課程についても、応用生命科学、地域看

護学各専攻が掲げる教育目的と大学改革支援・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。以上の概要はオリエンテーションで学生へ説明している。 

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・

実施の方針を独自に掲げている。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。その概要をカリキュラム・マップに示し、

学生生活と履修の手引きに記載して学生へ説明している。成績評価は全学及び各学科・各

専攻の学習成果査定の方針に基づき、試験や平素の取組状況、レポート等も総合して行っ

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

に示し、その基準に照らして厳格な成績評価を実施している。それでも到達目標を達しな

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」「授業の方法」「テキスト（教

科書）」「参考文献」「評価方法」「授業時間外に必要な学習」「オフィスアワー」「履修上の

注意事項」の13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に定められた「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順守している。平成28年度には、教務委員会でシラバスの見直しを

図り、学則第22条で定める学修時間を徹底する内容に構成して指導に当たることとしてい

る。特に、学生が授業時間外で確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29年度からのCAP制導入を決定し、「高知学園短期大学における履修登録単位
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上限に関する規程」を定めている。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。配置に当っては、教員の資格や教育研究業績を基にして専門性を判

断している。また、教育課程の見直しについては、毎年学科・専攻会議や専攻科専攻会議

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・実施するための方針を掲げ、学生生

活と履修の手引き等で表明している。この方針は、卒業認定・学位授与の方針に対応して

掲げている。 

また、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 56科目（87単位）、教職専門科目 12科目（19単位）の合計 99科目(148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。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。 

教員配置に関しては、教員の資格・業績を基にして行い、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・専攻会議等で定期的

に検討をしている。給食実務論実習等に現場経験豊富な教員を配置し、専門性を高める教

育を実施している。平成28年度には教育課程編成・実施の方針を新たに策定した。 

＜幼児保育学科＞ 

幼児保育学科では、卒業認定・学位授与の方針が掲げる資質を身につけた幼稚園教諭と

保育士、保育教諭を養成するための教育課程編成・実施の方針を定め、学生生活と履修の

手引きや大学案内、ウェブサイト等で公表している。 

本学科の教育課程は、卒業認定・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及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、卒業認定・学位授与の方針に対応

しているといえる。 

また、本学科の教育課程は1年次で教養教育科目と並行して専門教育科目を、2年次では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及び児童福祉

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

稚園教諭二種免許状と保育士資格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、学習内容の保証を維持しながら、試験規程に基づいて試験が



高知学園短期大学 

46 

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、全て

の教育科目でシラバスに記載し、また、平成28年度には「幼児保育学科・学習成果評価の

ためのルーブリック」を作成し、それらの基準に照らし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及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28年度

は、短期大学設置基準及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10

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・専攻会議で定期的に行っている。特に教養教育科目につい

ては保育者養成課程に対する保育現場（幼稚園、保育所、認定こども園、施設等）のニー

ズを踏まえて今日的視点から見直しに着手しており、平成28年度からは学外実習や就職に

資する倫理的責任感やマナーを学習する科目として「キャリア形成演習」を位置付けてい

る。このような継続的な教育課程見直しの成果は、平成28年度の学外実習懇談会における

肯定的評価として表れ、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、学科教員及び学内職員が情報共有と連携を図り、より細やかな学習支援を行う取組を

強化してきた。その結果は、平成28年度卒業生の全員が幼稚園教諭二種免許状及び保育士

資格を取得したことにも表れている。 

＜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、教育課程編成・実施の方針を学生生活と履修の手引き

に明示している。平成 28 年度には、他の方針との整合性を明確にするために教育課程編

成・実施の方針を改正した。教育課程編成・実施の方針は、卒業認定・学位授与の方針、

学習成果に対応した授業科目を編成しており、学生が目的意識をもって履修できるように

配慮している。1年次では基礎分野と並行して臨床検査の専門基礎分野を、2年次では専門

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、臨地実習を

行うことで実践力と応用力が獲得できるよう体系的に編成している。さらに 3年次後期で

は、総合演習としての「臨床検査セミナー」及び、発表を主とする「臨床病理学演習」を

設定しており、3 年間を通して卒業認定・学位授与の方針に適う編成をしている。また、

医療の動向や学生の特質の変化に対応し、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）」を新たに設置した。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）

に整理統合した。シラバスには、授業目的・到達目標、授業内容、授業時間外に必要な学

習、授業時間数、評価方法・基準、教科書・参考書を明示している。また成績評価につい

ては科目担当者の報告を受け、本学科・専攻会議で点検し、厳格に適用している。 

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

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

以上の学識経験を有する専任教員を配置している。また、臨床検査技師免許を受けた後5

年以上の業務経験を有する3名の専任教員を配置している。さらに専門分野の各授業科目に
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おいては教育内容を教授するのに必要な業績と能力を有した教員を配置している。 

教育課程は、医療及び生命科学の進歩に対応できる効果的な教育を実施するために、定

期的に本学科・専攻会議及び評議会、教授会において点検している。 

＜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、卒業認定・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。教育課程編成・実施の方針は大学案内や学生生活

と履修の手引きに公表し明確に示している。 

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

門基礎分野と専門分野の講義、学内・学外実習、3年次では、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た。学外実習では高齢者施設での臨地実習と歯科医院

で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ために平成28年度入学生から「キャリア形成演習

（選択1単位）」を新たに設置した。各科目の達成目標と成績評価方法は「シラバス」に記

載し整合性を持つよう授業内容についても見直しを行い改善も図った。また、平成28年度

には学習成果と教育課程との関連をカリキュラム・マップで確認できるように作成し活用

している。具体的には、「豊かな人間性と倫理観」については、教育内容の基礎分野での

科学的思考の基盤及び人間と生活で培い、人間性とコミュニケーション力及び表現力につ

ながっている。また、「他職種との協働・連携」や「全身的観点から口腔衛生管理・支援

に対する知識・技術」については専門基礎分野・専門分野・選択必修分野での疾病の成り

立ち及び予防法や健康に関わる社会の構造や他職種の理解を学ぶことにより培い良好な人

間関係を構築することや保健医療人としての論理的思考に基づく口腔衛生管理・支援がで

きることにつながる。「学び続ける意欲と問題解決」については、選択必修分野等で総合

的な学びによりプレゼンテーションする力を培い自立的な教育につながる。このことから

卒業認定・学位授与の方針とも関連している。 

教育の質を保証するために「短期大学設置基準」及び「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。 

＜看護学科＞ 

看護学科では、卒業認定・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

して位置付け、学習成果に示される 10の能力を有する看護専門職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「基

礎看護援助方法論」「人間関係論」を設定する。 

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」
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「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 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」等

を設ける。また、これまでに習得した知識・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。看護専門職者としての倫理観を養うよう、

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「キャリア形成演

習」は、自己の将来の生き方や学びの意味を考える重要な機会となっている。 

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、短期大学設置基準及び

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。平成 28年度は、教育課程編成・実

施の方針についても、「育てたい学生像」に基づいて一部改正を行った。 

＜専攻科応用生命科学専攻＞ （参考） 

専攻科応用生命科学専攻の教育課程編成・実施の方針は、本専攻の卒業認定・学位授与

の方針に対応し、大学案内や、履修要項（シラバス含む）、ウェブサイト等で公表している。

教育課程は学習成果に対応し、大学改革支援・学位授与機構の定める単位認定を満たすよ

うに、授業科目を設定している。各授業のシラバスには教育の達成目標等が明確に示され、

成績評価は教育の質を担保するため厳格に運用されている。 

高度な専門的知識や技術を習得できるように生命科学・保健医療分野の幅広いカリキュ

ラムを編成し臨床検査の専門的職業人として備えるべき素養と実践力を習得できるように

している。また、問題解決に必要な知識・技術を融合的に応用できる能力を身に付けるた

め、「修了研究」として各研究分野のテーマに取り組み、課題探究能力を主体的に習得でき

るようにしている。さらに、責任感と倫理観を養うために、「移植医療」、「遺伝子解析学演

習」の授業や「修了研究」において対象者への倫理的配慮を習得できる教育を実施してい

る。さらに、コミュニケーション能力を培うため「医学検査セミナー」等のゼミ形式の授

業でプレゼンテーションとディスカッションを行っている。さらに、学習総まとめ科目で

ある修了研究では、前期（9月）及び後期（12月）の2度発表会を実施し評価している。本

専攻の指導担当者は、研究業績、所属学会及び教育実績を基に大学改革支援・学位授与機

構に認定された専門性の高い教員から構成されている。教育課程の見直しは適宜行い、平

成28年度には、これまでの教育課程編成・実施の方針を見直し、卒業認定・学位授与の方

針により対応するように新たな方針を掲げるなど、定期的に点検している。 
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＜専攻科地域看護学専攻＞ （参考） 

専攻科地域看護学専攻は、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、

修了研究を科目設定し、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。これらは卒業認定・学位授与の方針に対

応したものであり、教育課程編成・実施の方針はシラバスや大学案内、ウェブサイト等に

公開し、学生が確認できるようにしている。成績評価はシラバスに記載された基準で行わ

れ、教育の質保証に向けて厳格に行っている。さらに、教育課程の見直しは、本専攻の教

員間で定期的に行っている。平成28年度は、前期の講義や演習の理解を深めるために地域

組織活動論にフィールドワークを導入した。学生は入学後の早期に地域に出て活動を行う

ことで、地域に住む人々の生活の理解や組織活動の実際を体験から学んだ上で、グループ

で体験の振り返りをして学びを深めていく構成となっている。また、科目の目的及び到達

目標とフィールドワークの目的と効果を見直した結果、フィールドワークを実施する科目

を地域組織活動論から公衆衛生看護学概論に変更した。さらに公衆衛生看護実践論では、

公衆衛生看護学実習の事前と事後に開講し、事前はケースメソッドの手法を用いて保健師

活動のイメージ化を図り、事後には実習での学びの意味づけを行うことで、公衆衛生看護

における実践力を高めている。 

 

(b) 課題 

学生の多様化が進む中、全学生の学習成果を一定のレベルまで到達させることが本学の

責務である。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29年度から導入するCAP制の実

用性の向上とその検証が課題となる。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を強化するとともに、卒業認

定・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、改革案をまとめる。 

また、学生の学習成果を共通の基準で評価する上で高知学園短期大学・学習成果査定の

方針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。さらに、FD活動が定着

してきたことから、さまざまな研修会等で得られた知見を学内で共有を深める組織的体制

作りも課題である。 

＜生活科学学科＞ 

学外実習反省会や学外実習巡回指導等で指摘された課題として、コミュニケーション能

力や積極性に欠けることが挙げられていた。指摘された課題については学科・専攻会議等

で協議し、情報の共有を行い、課題に対してきめ細かい指導を行う。 

＜幼児保育学科＞ 

平成28年度に見直した新たな教育課程編成・実施の方針に適したカリキュラムとなって

いるかどうかを今後検証していく。また、保育を通して平和と友愛に貢献するために有益

な教養教育科目についても、保育現場（幼稚園、保育所、認定こども園、施設等）のニー

ズを踏まえて今日的視点からの見直しに着手してきたが、その結果としてのカリキュラム

改正が保育者養成課程として適正なものであるかどうかを検証していかなければならない。 

近年好況で安定を維持している県内保育界における就職実績や、学習成果到達レベルの低
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い学生や特別な配慮が必要な学生に対する個別指導の成果についても、定期的に検証して

いくことが必要である。平成28年度には「学科・専攻会議規程」を改正して、教員と事務

職員が指導上の連携強化を図ることとしたが、その結果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＞ 

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引き続き

課題となっている。シラバスは、記載項目の統一がなされているものの、内容については

不十分な部分がありさらに学生が利用しやすい内容に改善する必要がある。また、卒業生

の約3割が進学をしていることを考慮し、本学の専攻科応用生命科学専攻の教育課程との系

統性・整合性についても定期的に点検する必要がある。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

本専攻では、実習の課題について授業時間内で内容が消化できなかった学生が、オフィ

スアワーの時間等を利用して次週までに理解するよう指導していく体制を整えた。今後も

教員間で共有を行う。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、検討と教育改善

していくことが課題であった。しかし、スライドの内容をまとめることに時間を要したた

め、プレゼンテーション力を高めるには至らず今後もさらなる教育改善に努める。各科目

のシラバスに予習・復習についての要する時間を明記し、レポート課題についてはフィー

ドバックを行い課題の評価の指標を作成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への対応が課題である。本学科では、ゼミや戴帽式等のプログラ

ムを組んでいる。しかし、多忙なカリキュラムとなっており、各科目の内容の検討と科目

間の連携によって、より効果的な学びにつながるよう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、生命科学分野から保健医療分野まで幅広く応用できる知識・技術を養うために、

開設科目をより充実させる必要がある。また、教員の研究テーマを拡充・向上させ、修了

研究の内容を一層充実させていくことも課題である。広い専門分野を包含するために新た

な教員による修了研究のテーマの構築も行っていく必要がある。現代社会のニーズに合わ

せた新規の資格取得の検討もさらに継続することが求められる。生命科学・保健医療分野

の幅広いカリキュラム編成の目的のため、新たに「生殖発生生物学」の授業科目を設置す

る。

＜専攻科地域看護学専攻＞ （参考） 

平成29年度は、前期の講義や演習の教育効果を高めるために導入したフィールドワーク

が2年目を迎える。そのため、学生の学びや導入による効果を検証することが課題である。 
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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卒業認定・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、入学者受け入れの方針を掲げてい

る。この方針は、学生募集要項やウェブサイト、学生生活と履修の手引きや高知学園短期

大学要覧、大学案内等で示している。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」を習得するために不可欠な内容である。

この学習成果の習得には常に「学びに熱心に取り組む」姿勢が必要である。また、習得し

た知識・技能を正しく活用して「最新の知見を導き出し、適切な判断を下す」学習成果が

専門的職業人として求められる。そのためには「変化が著しく進歩する多様な技術に対し

て敏感に対応」できなければならない。さらに、これらを実現するためには、学習成果の

「論理的な観点から考え抜き、自ら行動する」ことが求められる。それゆえ、「常に挑戦す

る心を持つ」ことが重要である。その過程では、学習成果の「正しい知識や技能を他者か

ら学び他者へ伝える」等、他者と協調し合いながら目標達成に向けて取り組むことも求め

られる。それゆえ、「人間関係を円滑に結ぶ」ことが重要な意味を持つこととなる。 

以上の意識や姿勢で学生生活を送るためには、入学前の時点で、「深く学ぶことを求めて

いること」「自己実現を目指していること」「強い意志を持っていること」「広い心を保ち高

い理想に燃えていること」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掲

げ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。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」と表記）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、専門分野への強い関心を抱き、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及び面

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計画的で継続的に学ぶ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、

特に基本的な判断力や思考力、表現力及び社会性を評価するとともに、明確な目標をもっ

て計画的で継続的に学ぶ意欲や姿勢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
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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や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。 

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

いるかを多様な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、食の分野から健康で豊かな生活に貢献するための人材を入学者とし

て求めることを入学者受け入れの方針として掲げ、学生募集要項や学生生活と履修の手引

き等で表明している。また、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本学科の入学者受け入れの方針を示し、

栄養士免許を取得する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。 

この方針は、学習成果に対応して掲げており、教育科目は栄養士としての責務を果たす

ために必要な知識や技能の習得を目指した内容となっている。また、医療施設等の現場で

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く必要があることから、

コミュニケーション能力を有し、多様な人々と協働しながら学ぶことが必要となる。 

本学科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

が必要となる。このため、入学前の学習成果の把握・評価は、入学者受け入れの方針に基

づいた入学者選抜制度によって実施している。全ての入学者選抜制度において、提出書類

と個人面接による把握・評価を実施し、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、面接及び提出書類の評価を通して、模範的な学校生活と社会性を有し、学力基準を満

たし、食と栄養及び健康に強い関心を持ち、健康の保持・増進に貢献する意欲のある人を

選抜している。また受験生自らが生活科学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、自己推薦書や面接及び提出書類の評価を通して、自ら目標をもって主体

的に学習に取り組み、食と栄養及び健康に強い関心を持ち、健康の保持・増進に貢献する

意欲のある人を選抜している。さらに、公募制による推薦選考や試験選考Aで学習習慣や基

礎学力を把握・評価するために国語、数学Ⅰ・化学基礎・生物基礎・英語いずれかの科目

による基礎学力検査や学力試験、面接及び提出書類の評価を通して、食と栄養及び健康に

強い関心を持ち、健康の保持・増進に貢献する意欲のある人を選抜している。また、試験

選考Bでは小論文、面接及び提出書類の評価を通して、食と栄養及び健康に強い関心を持ち、

健康の保持・増進に貢献する意欲のある人を選抜している。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。 

＜幼児保育学科＞ 

幼児保育学科では、本学科の学習成果に対応するよう、入学者受け入れの方針を掲げ、

学生募集要項や大学案内、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
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ト等で示している。本学科の教育課程を実施する過程で、学習成果に掲げた「問題を発見

し理論的な洞察力で解決する」能力を獲得するためには「あらゆる教育科目に精一杯取り

組む」ことが不可欠である。そこで、入学前には「全般的な基礎学力を有する」ことを求

めている。次に「適切に判断し自尊感情を獲得して、子どもの心身の発達を支援する」能

力を獲得するためには「常に模範的な行動と態度を心がける」ことが必要である。それゆ

え、入学前から「規律を守る」ことを求めている。また「健やかな成長に適した環境を構

成する」能力を獲得するためには、健やかな成長を願う人間性とともに、さまざまな問題

を幼児保育の観点から発見し克服する力を備えることが求められ、そのためには「絶対に

あきらめない」取組が不可欠となる。それゆえ、入学前から「大学生活を最優先に考えた

基本的生活習慣を確立する」意識を求めている。さらに「保育に関する指導を行う」能力

を獲得するためには、保育現場で「人々と協力しあいながら自分自身と仲間の成長を志す」

ことが必要である。そこで、入学前より「多様な人々とのコミュニケーションを大切にす

る」ことを求めている。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たす資質を持つことを意味しており、本学科の学習成

果と対応している。同時に、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・

評価も示している。特に、入学前に有することが望まれる教科・科目の内容や知識・技能

を明確に示している。 

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

提出書類と個人面接による把握・評価は全ての選抜制度で実施している。いずれも入学者

受け入れの方針に掲げた「全般的な基礎学力」「規律を守る」「基本的生活習慣」「コミュニ

ケーションを大切にする」に関する学習成果の状況を把握・評価することを基本としてい

る。その上で、まず指定校制の特別推薦選考において、幼児保育学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、面接で意欲的かつ継続的な努力の可能性を評価してい

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を行う自己推薦選考A・Bでは、

本学及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通して、意欲や目

標等を評価している。さらに、公募制による推薦選考では学習習慣の確立や表現基礎力を

把握・評価するために国語の基礎学力検査、音楽実技試験（ピアノ演奏・歌唱実技）を課

し、入学前の学習成果を把握している。試験選考Aでは保育に必要な一定の学力と豊かな表

現基礎力を評価するために国語の学力試験、音楽実技試験を、試験選考Bでは論理力や幼児

保育への応用力を評価するために小論文を課し、入学前の学習成果を評価している。この

ように、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、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すると

ともに、入学者受け入れの方針で明確に示している。 

また、本方針の詳細はオープンキャンパスや大学説明会等で説明を行っている。特に音

楽実技は、入学時に必要な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と体験を実践するなど徹底している。入学予定者に

は入学後の学習を順調に進められるよう課題も与え、入学前の準備を促している。 

＜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、本専攻の学習成果に対応する入学者受け入れの方針を
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掲げ、学生募集要項、学生生活と履修の手引き、大学案内、ウェブサイト等に明示してい

る。入学者受け入れの方針は、学習成果との整合性を検討し平成 28年度に改正した。 

本専攻が掲げる学習成果を獲得するために、入学前に次の準備ができている人物を求め

ている。第一に「臨床検査の知識と技術を身に付け、その臨床的意義について説明できる」

能力を獲得するためには、「基礎学力を有し、学習意欲を継続できる人」でなければならな

い。第二に「最新の情報を自ら収集し、臨床検査データを分析して評価する」能力を獲得

するためには「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できる人」で

ある必要がある。第三に「高い倫理観を培い、臨床検査技師として自ら行動することがで

きる」能力を獲得するためには、「強い意志を持つとともに思いやりと協調性が有する人」

が相応しい。第四に「適切なコミュニケーションをとり、多様な人々と協働しながら自ら

の役割を果たす」能力を獲得するためには、「自らの考えを有し、多様な人々とコミュニケ

ーションをとれる人」が望まれる。 

本専攻の入学者受け入れの方針は、将来臨床検査技師としての職責を果たすことができ

る資質をもった人物を求めており、本専攻の学習成果に対応している。同時に、方針には

入学前の学習成果の把握・評価に関連して、獲得すべき教科・科目の内容や知識・技能に

ついても明示している。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

しており、全ての選抜制度で提出書類の確認と個人面接を実施し、臨床検査への関心・意

欲・態度を有していることを評価している。指定校制である特別推薦選考では、明確な目

標もった模範的な人物であることを推薦の条件とし、計画的、継続的に学ぶ意欲を評価し

ている。また自己推薦選考 A・Bでは、受験生自らが本専攻への適性を表明し、活発で持続

的な強い意志力と意欲を有していることを評価している。さらに、公募制による推薦選考

では、英語・化学基礎・生物基礎・数学Ⅰの基礎学力検査（一科目選択）を課し、学習習

慣が確立し科学的な思考力・判断力を有していることを評価している。試験選考 A では、

英語（必須）と化学基礎・生物基礎・数学Ⅰ（一科目選択）の学力検査を課し臨床検査を

学ぶための学力を有していることを評価している。試験選考 B では小論文を課し、臨床検

査を学ぶための論理力・思考力・判断力を有していることを評価している。 

本専攻の入学者受け入れの方針は、オープンキャンパスや大学説明会等において説明を

行っている。また、合格者登校日では、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課している。入学後は課した課題を提出させた上で基礎診断テ

ストを実施し、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28年度も、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、36名が参加し

た。結果、意欲のある参加者が本学を受験し入学することにつながっている。また日本学

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している。さらに日本臨床衛生

検査技師会中四国支部医学検査学会において「中高生のための職業紹介」に参加し、多数

の高校生に臨床検査の職業体験と学校紹介を行うなど、高大接続に努めている。 

＜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、本学の基本理念と卒業認定・学位授与の方針及び教育
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目的に即した学生を受け入れる。入学者受け入れの方針としては、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。具体的には、倫理観を持ち相手

の立場に立って考え気持ちを共有することができる態度は協働と連携すなわちコミュニケ

ーション力と表現力と対応し、専門職として学ぶ意欲は自己研鑽につながり、これらは社

会的・職業的自立に必要な社会的基礎的・汎用的能力であり、入学者受け入れの方針は本

専攻の定めた学習成果に対応している。この方針は、学生募集要項やウェブサイト、大学

案内、学生生活と履修の手引き等で明示している。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。 

また、この方針に基づいた方法で入学者選抜を実施している。まず、特別推薦選考では、

提出書類を通して、学校生活での活動に対しての積極性や目的意識が高いかどうかを評価

し、面接においては、歯科衛生士としての理解度と医療を担うものとしての協調性及び自

主性と学ぶ意欲を面接を通して評価して、入学者を選抜している。自己推薦選考 A・Bでは、

自己推薦書と提出書類を通して、本専攻への志望の動機と学校生活での活動の状況を把握

し面接では、目的意識が高く、社会貢献に対しても意欲的な人を総合的に評価して入学者

を選抜している。推薦選考では、調査書や面接に加えて基礎学力検査、面接及び提出書類

を通して、評価し必要な判断力や思考力、表現力及び社会性を評価するとともに、学ぶ意

欲を総合的に評価して入学者を選抜している。試験選考 A では、学力試験、面接及び提出

書類の評価を通して、必要な学力と目的意識のある人及び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、小論文や面接及

び提出書類の評価を通して、思考力・表現力及び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。社会人選考では、小論文と面接及び提出書類を通

して、社会情勢や本専攻の専門分野に関心をもち、主体性のある人及び社会性や専門分野

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。留学生選考では、作文や

面接及び提出書類の評価を通して、歯科衛生士に対する理解と日本語の読解力及び学習意

欲のある人及び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。 

また、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、学習成果に対応し、卒業認定・学位授与の方針を達成するために、入学

者受け入れの方針を掲げている。この方針は、学生募集要項に示すとともに、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、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。
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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、看護専門職者として

職責を果たす資質を持つ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

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。 

平成28年度は、入学者受け入れの方針についても「育てたい学生像」に基づいて一部改

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では、本専攻の学習成果に対応する入学者受け入れの方針を示

し、大学案内や履修要項（シラバス含む）、ウェブサイト等で公表している。この中で、

本専攻の入学前に備えるべき能力が明確に把握できる。 

本専攻では、学習成果である以下の四つの事項を習得するため、次の人を求めている。

まず、高度な専門的知識と技術を習得するため、「臨床検査学の基礎的な知識や技術を有

し、さらに高度な知識・技術を学びたい人」を求めている。また、生命科学・保健医療分

野の進歩やそれに対する社会の状況を把握し、問題点・課題を抽出し、解析・考察できる

ために「論理的な思考力を備えた人」が望ましい。さらに、倫理的配慮を行いながら研究

課題や演習の遂行ができるように「明確な目的意識を持ち意欲と主体性を持って努力を継

続できる人」を受け入れたい。そして、コミュニケーション能力を培いより良い人間関係

を構築できるように「他の人と協調し社会や医療の対象者に貢献する意欲のある人」を求

めている。以上の人材として、入学するまでに「臨床検査技師学校養成所指定規則」別表

に掲げられた教育内容の理解を前提として次の科目の知識・技能を深めることがもとめら

れる。化学、生物学、物理学等の生命科学分野の理解力、英語の文献の読破のための外国

語の能力、生命倫理に関する分野で倫理的配慮ができる判断力や応用力が備わっているこ

とが求められる。このような入学者受け入れの方針を満たす目的意識のある学生を選抜す

るため、書類選考と面接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、卒業認定・学位授与の方針を達成するために、入学者受け

入れの方針を定めている。平成28年度は、卒業認定・学位授与の方針の見直しに基づき、

入学者受け入れの方針の見直しを行った。主な改正点として、本専攻が求める人物像のみ

でなく、そのための準備性や入学までに有することが望ましい教科・科目の知識と技能を

明示した。さらに、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し、入学者
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受け入れの方針に沿った選抜方法についても新たに示した。 

本専攻の学習成果に掲げる「個や集団を統合的に理解し、健康課題を明確にできる」や

「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」、「状況にふさわし

い方法でリーダーシップが発揮できる」、「健康課題の対処する力を育成するための自主活

動を理解できる」、「地域の中のケアシステムを理解できる」ことを習得していくためには、

「看護学の基礎的な知識と技術を持ち、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」が必要である。また、「収集したデータについて論理的に解釈できる」や「研

究結果を他者に理解できるよう表現し、伝えることができる」ようになるために、「論理的

な思考力を備え、人々の健康や看護に関する課題について探求する意欲のある人」を求め

ている。さらに本専攻における学習成果獲得のための基盤としては、「人々と協力しながら

主体的に学び続ける意欲のある人」であることが不可欠となる。 

特別入試では、面接と提出書類で選考を行っている。看護学の基礎的な知識と技術の獲

得については提出書類で選考し、面接により論理的な思考力や地域全体の健康への関心度、

主体的に学び続ける意欲等について把握し評価する。 

一般入試では、学力試験と面接、小論文試験、提出書類で総合的に選考する。看護学の

基礎的な知識を学力試験や提出書類で査定し、面接や小論文試験で、地域で生活する人々

や地域全体の健康課題への関心の高さ、論理的思考力、表現力を把握し、評価する。 

またオープンキャンパスでは、本専攻の特徴や取得できる資格、将来のキャリアアップ

の可能性の広がり等について説明をし、本学以外からの志願者に広報活動を行っている。 

 

(b) 課題 

高大接続をより円滑に進めるためには、入学前と入学後の「学力の3要素」に基づいて、

さらに具体的な内容を提示することが必要である。各学科・各専攻で入学者受け入れの方

針に適う人材が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で

あるかを検証しなければならない。 

＜生活科学学科＞ 

オープンキャンパスや入試説明会、高等学校訪問を通じて入学者受け入れの方針の理解

を深めるよう、さらに努力する必要がある。 

＜幼児保育学科＞ 

本学科では、他の方針等との整合性をさらに高めていく。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

本専攻では、入学後の学生の学力と意欲が多様であり、入学者受け入れの方針を受験希

望者、保護者、高等学校側に理解してもらえる活動を継続する必要がある。その取組の一

環として、今後も高校生を対象とした企画を通して、明確な目的意識をもった入学者の確

保に努める。また、日本臨床衛生検査技師会中四国支部医学検査学会における臨床検査技

師養成校の案内企画にも積極的に参加するなど、広く中高校生に本専攻の入学者受け入れ

の方針を知ってもらう活動も重視する必要がある。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

本専攻では、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、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、卒業認定・学位授与
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の方針と関連づけながら、継続して追跡をすることが課題である。 

＜看護学科＞ 

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、卒業認定・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。また、

入学者受け入れの方針に示される人物像であるか、より正確に評価できるような出題の工

夫が必要である。 

＜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を十分に理解して入学する学生が強く求められる。今後

もさらに目的意識の高い志願者を増やすため、医療検査専攻在学生と本専攻学生との交流

会や説明会を充実させ、より一層アピールをしていくことが必要である。 

＜専攻科地域看護学専攻＞ （参考） 

本専攻では、本学看護学科以外からの志願者が少ないため、本専攻が求める入学者を幅

広く確保できるよう、本学以外から志願者に対しての広報活動を検討していくことが課題

である。異なる背景をもつ学生同士が共に学び合う環境は、学習への意識を高めるきっか

けになることから、特に看護師としての臨床経験を持った人材を確保するため、県内医療

機関への広報活動等工夫をしていくことが課題である。 

 

 

基準Ⅱ-A-4 学習成果の査定（アセスメント）は明確である。 

 

■ 基準Ⅱ-A-4の自己点検・評価 

(a) 現状 

高知学園短期大学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。学習成果に示した「論理的な観点」や「相互理解・尊重」、すなわち汎用的能力に

関する査定については、本学全体及び各学科・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や目標をまとめるポートフォリオ

等を通して査定している。本学キャリアセンターにおいてもキャリアデザイン・ノート、

キャリアビジョン・ノート、キャリアチャレンジ・ノートを活用して査定している。 

また「必要な知識と技能」や「適切な判断」、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・各専攻の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、各教育科目に示した到達

目標の状況を測定している。平成28年度には「高知学園短期大学におけるグレード・ポイ

ント・アベレージに関する規程」を定め、平成29年度よりGPAによる評価を導入することと

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を「平和と友愛」
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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・各専攻では具体的に示している。最終的にその能力を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・各専攻では免許・資格取得に必要な科目を

中心に教育課程を編成している。そこで習得すべき概要を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で求めら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卒業認定・学位授与の方針に適うために編成

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、及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。平成28年度には各学科・各専攻で学習

成果査定の方針を掲げ、学習成果の客観的な査定に取り組んでいる。 

＜生活科学学科＞ 

生活科学学科では、食と栄養から健康を保持・増進することで、世界の平和と友愛に貢

献できる社会人となるため、学生生活と履修の手引き等で表明している能力を獲得するこ

とを学習成果としている。学習成果の査定は、①筆記試験や課題、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、②栄養士免許・栄養教諭二種

免許状等の取得状況、③2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主

催栄養士実力認定試験による全国における評価、④栄養士免許証、栄養教諭二種免許状等

の資格を活かした進路決定状況により行っている。 

卒業生は、本学科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、実質的な成果が得られている。平成28年度は、栄養士免許証取得率は99パーセント、

学生支援課との連携により就職率は100パーセントであり、そのうち栄養士希望者は全員栄

養士の職に就いている。また、栄養士免許証取得率、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等により、学習成果は、量的、質的に測定可能である。 

＜幼児保育学科＞ 

幼児保育学科の学習成果は、本学科の卒業認定・学位授与の方針に掲げる「専門的知識

及び基本的技能」を身につける専門的能力として「問題を発見し理論的な洞察力で解決す

る」こと、及び「人命を預かる責任感」を身につける汎用的能力として「子どもの心身の

発達の支援」、「子どもの健やかな成長を願う豊かな人間性」を身につけるための「健やか

な成長に適した環境の構成」、さらに「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」ために身につける総合的能力として「保育に関する指導」を掲げている。

専門的能力は幼稚園教諭や保育士及び保育教諭として必要な内容であること、汎用的能力

は社会人及び地域の人材として不可欠な技能や態度及び志向性等の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

に査定する能力として具体性がある。 

この学習成果の達成状況を査定するため、専門的能力は教育職員免許法施行規則や児童
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福祉法施行規則に基づいて本学科の教育課程を編成し、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をシラバスで明示している。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、学外実習終

了後の個人面談やポートフォリオへの記述を通した自身の成長のふり返りとその内省化、

及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。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幼児保育学科カリキュラム・マップに基づき、学習成果を達

成するための評価基準を定め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有益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。このように、本学科の学習成果は一定期間内で獲得可能である。 

さらに、本学科の教育課程編成・実施の方針では、専門的知識として「保育者として果

たす責務を認識し、専門性を向上する」ことや「倫理的な責任感に基づいて広い知識から

保育活動を実践する」こと、及び汎用的能力として「子育て支援の重要性を理解し、自ら

計画を立てて主体的に取り組む」こと、さらに総合的能力として「チームで子どもの最善

の利益を尊重する」ことを掲げ、均衡のとれた学習成果獲得の達成に努めている。特に、

専門的能力の獲得に当たっては、「幼児保育学の基礎理論・技能から応用的・実践的な理論・

技能への発展性と一貫性」を重視し、保育者としての知識・技能を適切かつ確実に活用す

る能力の育成に努めている。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、幼児保育学科・学習成果評価のためのルーブリックに基づいて各教科科目の

評価基準と測定方法をシラバスで明示するとともに、幼児保育学科・学習成果査定の方針

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、その成果を報告している。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行っている。つまり、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個

人面談の実施や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。さらに、平成28年度は幼稚園教諭免許状授与式を開催

した。本学卒業生としての誇りを抱き、平和と友愛に貢献する責任感を確かなものとする

節目となり、式に臨む姿勢と態度は学習成果達成を示すものといえる。このように、本学

科の学習成果は、教員側や学生側及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では、専門的職業人として現代医療に貢献できる人材を育成

するため、学習成果に示した能力を獲得できるシステムを確立し、本専攻の学習成果査定

の方針に基づいて査定している。専門的能力である「臨床検査の知識と技術を身に付け、

臨床検査データを分析できる能力」は、本専攻の教育課程編成・実施の方針の下に置かれ

た授業科目を体系的に履修することにより3年間でその能力を達成することが可能である。

シラバスには授業科目の学習の目的・目標、習得すべき学習内容、評価方法を具体的に明
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示しており、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学則に基づく成績評

価を行っている。卒業時には本専攻で定めた修得単位を確認することで学習成果を把握し

ている。また、汎用的能力である「医療従事者としての倫理観を培い、多様な人々と協働

できる」は、基礎分野の生命倫理学、キャリア形成セミナー、その他の教養科目の履修状

況、専門分野の実習・演習における授業態度の観察、さらに臨地実習における医療従事者

とのコミュニケーションを実習評価表で測定できている。その他、1、2年次の病院見学実

習、在学生オリエンテーション、宣誓式、臨地実習報告会等の行事を通して汎用的能力を

涵養し、アンケート調査等で達成度を測定している。 

本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。この教育課程は本専攻の卒業認定・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、社会性の獲得も可能であることから実際的な価値

がある。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に反映される。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

攻では、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も取得でき、

これらの合格状況により間接的に査定できる。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

医療衛生学科歯科衛生専攻の学習成果は、歯科衛生士として必要な知識・技術・態度の

習得であり、これらは就職及び国家試験の結果から学習成果の達成状況を査定する。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、3年間の教育課程の内容を明確にし、平成28年度は、カリキュラム・ツリーを改

正した。各々の教科が点ではなく線状になることの説明を行っている。評価はシラバスに

教科ごとに明記している。 

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

ークの結果、テストでは困難な「思考・判断」や「関心・意欲・態度」「技術」の評価に

はルーブリック評価を取り入れ、学習成果の確認を行っている。また、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。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。学習成果をより理解しやすくするために、平成28年度には

カリキュラム・マップで説明を行うなど、学習成果の査定について周知を強化している。 

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。教育課程における卒業要件達成状況と教育課程全体を通した学習成果

の達成状況を査定する。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、歯科

衛生士国家試験の合格率に反映される。歯科医療従事者として就職し、社会に輩出してい

る結果から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
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検討会報告書」に示されている看護実践を構成する五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、教育職員免許法及び教育職

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上で、担当科目のシラバスの中で授業の目

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。間接的には、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。 

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当たると捉える。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上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。また、学習成果を学生自身が評価できるため

のしくみとして「ポートフォリオ」の活用を検討し、平成29年度より実施するよう準備を

進めている。さらに、平成28年度には、学習成果査定の方針を、機関レベル、教育課程レ

ベル、科目レベルの3段階に分けて新たに掲げた。平成29年度からは、卒業要件達成状況と

してGPAを導入していく。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

家試験受験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、臨床検査学のさらに高度な知識と技術を習得し、

研究課題を抽出・解析・考察することであり、実践力・コミュニケーション力を養い、さ

らに、生命倫理に関する倫理観を養うものであり具体性がある。また、本専攻の講義・演

習の授業はこの学習成果を専攻科の年限である1年間で達成できるように編成されており、

獲得可能である。学習成果の4項目の査定として、高度な専門的知識と技術の習得は、講義

や演習における課題の遂行状況と単位修得状況及び修了研究の評価で達成状況を査定する。

次に問題点・研究課題の抽出、解析・考察する能力については、修了研究の評価で査定す

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度の研究発表で本専攻の全教員

による評価を行うと同時に、修了論文は主査のみでなく副査による評価も加え、より客観

的で公平なものとなった。修了研究の成績評価に関しては、評価指標として、評価用ルー

ブリックを作成し、履修要項（シラバス含む）に掲載し、明確に定めている。また、倫理

的配慮については講義・演習、修了研究での生命倫理に関する理解力や判断力・応用力を
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学習成果として査定する。さらに、コミュニケーション能力については、修了研究の問題

解決能力とプレゼンテーション能力を学習成果として査定している。修了研究以外の科目

の学習成果の査定は、履修要項（シラバス含む）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を総合して測定が可能である。本専攻では、応用生命科学専攻・

学習成果査定の方針に基づいて、より明確な基準で学習成果を査定している。 

＜専攻科地域看護学専攻＞ （参考） 

専攻科地域看護学専攻では、本専攻の卒業認定・学位授与の方針に掲げる「対象と関係

を築き、行動変容に導くことのできる豊かな人間性」を身につけるために、本専攻の教育

課程を通して習得する専門的能力として「主体的な生活習慣改善への援助ができる」こと

を学習成果として掲げている。また、「他者と連携・協働して問題を解決するための企画力

や調整力」を習得するために、専門的能力として「地域の健康課題が診断できる」、「自主

活動活性化への支援ができる」、「地域の中のケアシステムの活用ができる」ことを学習成

果として掲げている。さらに、「論理的思考力を高め、看護の質の向上に貢献する」ために、

修了研究を通して「データの洗練化と新たな知見を導き出すことができる」ことを学習成

果としている。これらの学習成果は、公衆衛生看護の知識や技術の習得に関する内容及び

看護の研究論文の作成に関する内容であり、保健師や学士（看護学）に求められる内容で

あることから具体性は高い。 

学習成果のうち、公衆衛生看護学の専門的能力は、本専攻では、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」に基づいて教育課程を編成している。各教育科目

について授業の目的や具体的な到達目標、授業時間外に必要な学習についてもシラバスに

明示し、学生に周知している。シラバスの内容は学生の傾向や学習の進度を検討し、毎年、

見直しを行っている。学生の学習成果に対する到達度は、シラバスに評価方法を明示して

評価している。またレスポンスカードや授業アンケートにより学生の理解度を把握し、次

の授業に結果を反映していくことや、次年度の授業の改善計画をまとめて実施することで、

学生が学習成果を獲得できるよう改善している。さらには、保健師国家試験の合格状況も

学習成果の査定の参考にしている。また、修了研究において、ルーブリックに基づいた成

績評価に取り組んでおり、それとともにプレゼンテーションにより学習成果の達成状況を

査定している。また、汎用的能力に関しては、公衆衛生看護学実習の日誌やレポート、実

習先での態度や指導者からの評価から他者との関係の築き方や課題への対応、公衆衛生看

護学の学びの統合と論理的思考等の視点で学習成果を査定している。加えて、実習の事後

には自己の成長を振り返るシートを記入することにより、自己の成長や今後の課題の発見

に取り組んでいる。したがって、本専攻の学習成果は達成が可能である。 

本専攻の学習成果は1年間で獲得可能であり、単位修得によって保健師国家試験受験資格

が得られ、さらに大学改革支援・学位授与機構の認定により学士（看護学）の学位が取得

できる。また、養護教諭二種免許状取得者は、選択により所定の科目の単位を修得するこ

とで養護教諭一種免許状も取得が可能であり、実際的な価値がある。平成28年度には、学

習成果査定の方針を機関レベル・教育課程レベル・科目レベルの3段階に分けて新たに定め

た。さらに修了要件達成状況としてGPAの導入を検討した。 
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(b) 課題 

本学では、資格を取得せずに卒業する学生や留年する学生、さらには休退学や進路変更

につながる学生が少数ながら存在している。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い難いことから、その予防対策を今後も検討しな

ければならない。平成28年度に本学でも実施した一般財団法人短期大学基準協会「短期大

学生の調査研究」の分析を、より詳細に進めることが必要である。 

本学では高知学園短期大学・学習成果査定の方針を掲げた上で、より具体的な評価方法

を各授業科目で示すとともに、教育課程全体における各科目の位置付けを各学科・各専攻

のオリエンテーション等でカリキュラム・マップやカリキュラム・ツリーを活用しながら

説明している。その基準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。 

例えば、一定の学習期間終了時に学習者が習得しておくべき学習成果を確認できるよう、

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

る学習成果査定の客観性や質保証の提示方法の具体性に課題が残されている。それゆえ、

学習成果の可視化に取り組むことが必要である。 

＜生活科学学科＞ 

本学科では平成28年度において栄養士実力認定試験におけるA判定（栄養士として必要な

知識・技能に優れていると認められた者）とB判定（栄養士として必要な知識・技能のあと

一歩の向上を期待する者）が合わせて85パーセントであった。しかしながら、C判定（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する者）の割合が15パーセントで

あったことから、学生全員がA・B判定を獲得するため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る必要がある。また、学習成果の測定方法を検討するため、

学科教員でルーブリックに基づく成績評価基準、ポートフォリオを実施することが課題で

ある。 

＜幼児保育学科＞ 

本学科では、カリキュラム・マップとカリキュラム・ツリーの見直しを行った。学習成

果獲得の状況を検証しながら、活用価値を高めなければならない。あわせて、他の科目間

との連携を深める上で協議が十分とはいえない面もあることから、今後も広い視野から事

象を捉える能力の育成を実現できる組織的教育の整備を進める必要がある。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

休退学者・留年者数は学習成果の重要な査定結果となるものであり、厳格な成績評価と

同時に低減に向けた指導体制の改善が求められている。特に入学者の進路希望と専攻内容

にミスマッチ、不適応が生じないよう十分な対応が必要である。 

また、間接的には臨床検査技師国家試験合格率という形で、学習成果が客観的に全国で

比較されるため、国家試験合格率の向上が必要である。今後も分野別の問題点を明らかに

して教育改善を図る必要がある。さらに臨床現場で求められる実際的な知識、技術、社会

性については卒業後の状況や職場評価を組織的に情報収集し、教育に還元する必要がある。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

 本専攻では、評価について、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

評価基準の精査に努めた。今後は、各項目の詳細を具体化することが課題である。 
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＜看護学科＞ 

平成28年度は、ポートフォリオの実施について検討したことから、これらの評価を可視

化し、客観的に活用することが今後の課題である。 

＜専攻科応用生命科学専攻＞ （参考） 

本専攻では、修了研究の学内における評価基準の具体化、客観化の点検・評価を行って

いく必要がある。また、臨床検査に対する社会のニーズに合わせた授業科目の設定を進め

ているので、新たな科目について教育目標、学習成果、それに対する評価を定期的に確認

し、より高度な臨床検査の専門的職業人を社会へ輩出していく。 

＜専攻科地域看護学専攻＞ （参考） 

本専攻の大学改革支援・学位授与機構の特例適用専攻科への移行で作成したルーブリッ

クについて、見直し、改善を図ることが課題である。また、本専攻の学習成果査定の方針

に基づいて、評価を実施しながら、修了研究以外でもルーブリックによる成績評価の活用

を拡大するなど、さらに評価基準を具体化することが課題である。 

 

 

基準Ⅱ-A-5 学生の卒業後評価への取り組みを行っている。 

 

■ 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に

加え、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・専攻会議等を通して共有し、授業やオリエンテーション

の改善、及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。また、

学科によっては卒業生を対象としたホームカミングデイや学習成果に関する調査を実施す

るなど、幅広い評価に取り組んでいる。 

＜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・給食委託会社の栄養士や調理関係、一

般企業等、多岐にわたっている。栄養士（栄養教諭含む）の場合は、例年行われている病

院・福祉施設・学校等での学外実習期間や学外実習反省会、あるいは公益社団法人高知県

栄養士会を通じて会員からの情報や講習会等で卒業生からの評価をそれぞれ聴取している。 

一般企業については、本学科教員と就職担当職員が共に求人依頼で訪問する等して、卒業

生からの評価をそれぞれ聴取している。 

卒業生は就職先から良い評価を得ているが、コミュニケーション能力や、適応性等不十

分である学生の評価もあることから指摘された問題点等については、その都度、学科・専

攻会議で情報を共有し、それぞれの授業やオリエンテーション、セミナー等で活用し改善

を図っており、次年度への参考としている。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＞ 

幼児保育学科の卒業生は、ほぼ全員が幼稚園教諭免許状及び保育士資格の双方を取得し

ており、その大部分は高知県内において幼稚園教諭、保育士あるいは保育教諭として就職

している。毎年度、5種の学外実習では、各実習期間内に卒業生就職先の大部分を占めて

いる実習園を巡回指導のために幼児保育学科教員が訪問したり、学外実習後における実習

園職員を対象とした各実習懇談会や、求人依頼で就職担当職員が訪問したりする機会を通

じて、可能な限り卒業生である職員の様子について聴取している。さらに、教員の研究活

動及び社会活動において幼稚園、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。 

卒業生は各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。聴取さ

れた内容は巡回指導報告書へ記載して取りまとめ、また巡回指導以外で得られた諸々の情

報も学科内教員で共有し、授業や各種オリエンテーションで反映させながら学習成果の点

検にも活用している。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

医療衛生学科医療検査専攻では、卒業生のほとんどが高知県内外の病院あるいは検査セ

ンター等で臨床検査技師として就職し、卒業後に本学を訪問する卒業生も多い。また、県

内においては、臨床検査技師の多数が本学の卒業生で、卒業生は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、学生の卒業後評価については把握し

やすい状況にある。医療検査専攻では、臨地実習施設訪問、臨地実習反省会、臨床検査技

師会との交流、さらに就職先から卒業後評価を意識的に聴取し、学科・専攻会議で報告し

ている。一部には問題点を指摘されることもあるが、高い評価が得られた事例は、毎年「よ

うこそ先輩」等のキャリア形成セミナーを通して在学生に紹介し、在学生の意識レベルや

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及び病院や高齢

者施設に勤務しているため卒業生の評価は、学生の学外実習の期間内に各教員が実習先へ

の訪問時に歯科医師及び主任歯科衛生士、病院においては部長等に聴取しているが、良い

評価を得ている。また、就職担当職員を通じての情報や年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、学科・専攻会議等を通

じてその分析を行い、良い点についてもさらなる改善を図り、在学生に良い事例や高い評

価を受けた事例に関しては紹介し、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。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、積極的に聴取しており、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。さらに「生涯学習」や「ようこそ先輩」といった行事を利用し、

全ての卒業生に文書を発送し、接点をより多く作ることで、情報収集に努めている。 
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卒業生の評価は良好であるが、個別に課題等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、在学時も学会や研修会への参加を促し、修了研究等の研

究活動や就職先での業務に生かせるよう努めている。本専攻の修了生は、就職後、専門の

学会での発表や研修会活動に積極的に参加し、指導的立場に立って活躍できる者も現れて

いる。また、本専攻で学んだ授業科目を生かし、更なる資格（医療情報技師や超音波検査

士、細胞検査士）取得を成し遂げる修了生も現れている。修了生に対して、個別に修了後

の状況を聴取し把握に努めている。 

＜専攻科地域看護学専攻＞ （参考） 

専攻科地域看護学専攻では、就職先からの修了生の評価として、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、看護学科と連携して実

施している生涯学習やようこそ先輩において卒後教育及び修了生の状況等を把握している。

さらに、退職や転職等の相談の受け入れ、近況報告に来学した修了生への対応を行い、修

了後の学生の職場への適応や求められる能力が備わっているか等を確認している。 

 

(b) 課題 

本学の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。中でも

早期退職の原因や対策について検討することは、卒業時に学習成果を確実に獲得できるた

めの対策だけでなく、特定分野の人材不足問題の解消や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することが課題である。 

＜生活科学学科＞ 

学内外から聴取した評価等については、学科・専攻会議を通じて分析を行い、問題点に

ついては早い段階で改善策を講じるよう取り組んだが、成果が十分ではなく、計画の見直

しが必要である。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

作成していくために計画策定を進めており、今後実施できるよう努めていく。さらに、現

在全ての進路先から評価を得られていないため、卒業生の動向を迅速に把握するアンケー

トの実施を行い、就職先にフィードバックし、情報共有することが課題である。 

＜幼児保育学科＞ 

学生の卒業後評価は、学内関係者が学外実習巡回指導、教員の研究・社会活動や求人依

頼等において就職先訪問時に聴取する場合が多く、全ての進路先を網羅して得られている

とは言えない状況であり、学習成果の点検という観点からも今後さらに多くの進路先から

の評価を得ていく方策の構築が求められる。また、年度途中における既卒者を対象とした

幼稚園教諭、保育士、保育教諭の求人が増える傾向にあり、当該有資格卒業生の動向につ

いて迅速かつ的確に把握することも喫緊の課題である。 
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＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

医療現場の状況より、学生の意識高揚を図るためには、就職セミナーや臨床検査技師会

と連携した活動等、在学生と社会との交流の場を多く設定する必要がある。その対策の一

環として、在学中に健康教育演習における学外授業、歯っぴいスマイルフェア、イキイキ

健康フェア、オープンキャンパス、子どもゆめ基金助成活動等の行事に学生の参加を積極

的に位置付け、専門性を生かした活動を推進し社会性を涵養することも重要である。就職

セミナーについては説明を受けるだけでなく学生が主体となるセミナーになるよう方法を

改善する必要がある。また、卒業生の状況や職場評価を具体的にデータとして分析し、指

摘された問題点を解決できるしくみを構築しなければならない。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

平成28年度の課題として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

実態調査を課題として挙げていたが、今も検討中であり早急に取り組むことが課題である。 

＜看護学科＞ 

早期離職者の状況に関しては情報が集まりにくいこと、その後の進路が掴みにくいこと

から、今後は卒業生の情報を集約するシステムの構築と、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む必要がある。 

＜専攻科応用生命科学専攻＞ （参考） 

今後、関連学会、臨床検査技師会等と連携し、修了生の動向を調査し、就職先での評価

も把握することが重要であり、修了生の追跡調査等の取組をより体系的に企画・実施して

いく必要がある。調査結果を学習成果の点検、在学生の教育・就職活動に生かすと共に本

専攻修了の意義も確認していく。 

＜専攻科地域看護学専攻＞ （参考） 

本専攻では、1年間の公衆衛生看護に関する知識・技術の習得及び修了研究での学びが、

卒業後にどのように生かされているかを把握し、教育課程編成や教育内容、教育方法等に

フィードバックする必要がある。 

 

■ テーマ 基準Ⅱ-A 教育課程の改善計画 

平成28年度に改正した卒業認定・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、さらに食・教育・医療各専門分野の発展へ貢献できる方針であるかを引き続き点検し

ていく。その上で卒業認定・学位授与の方針に基づく体系的な教育課程の編成が効果的に

機能しているか、また学習成果が社会的に確かな通用性があるのかについても、高知学園

短期大学ポリシー・マップを活用しながら点検する。 

特に、学習成果の到達レベルが十分とはいい難い学生が存在することから、入学前の学

習成果の把握や評価のあり方を点検することに加え、教員自身が試みた授業方法の改善を

確認する取組も必要である。それゆえ、平成28年度に改正した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

いるかを確認しなければならない。学習成果査定の方針についても、全学及び各学科・各

専攻で汎用的能力に関する査定方法の具体化を進めることが必要である。さらに、学内外
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から聴取した評価について、就職先からの卒業生評価に加え、卒業生からの聴取を交えた

分析にも取り組む。平成29年度より実施するCAP制やGPA制度の効果も検証する。 

 

 

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 

高知学園短期大学では、学習成果の獲得に向けた責任を果たすため、教員は卒業認定・

学位授与の方針に示した「専門性における知識や技能」「キャリア形成基礎力」「責任感と

倫理観」「学び続ける力」の習得を基準として学習成果を評価している。その指標は全学及

び各学科・各専攻の学習成果査定の方針に基づき、各科目の到達目標をシラバスに記載し

て、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、卒業認定・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・専攻会議や専攻科専攻会議

でその情報を共有するとともに、検討の必要性がある場合は課題発見や改善計画を策定す

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ことで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。専任教員は、授業アンケートの結果に基づいて自己分析

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、学科長・専攻長

が全科目の授業評価の結果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。 

平成28年度は、授業アンケートの質問内容を見直し、新たな視点で実施した。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。 
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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。また、授業参観で授業に対するコメントを文書でもら

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することができる。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している。このように、教員は学生一人

ひとりの内容を十分に把握し、履修及び卒業に至る指導を行うなど、各学科・各専攻の学

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、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を知り得るなど、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。特に、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。さらに庶務課及び図書課、IR

推進室の職員も教授会や各種委員会の構成員及び担当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、学生に対して履修及び卒業に至る学生支援に努めて

いる。このように、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

攻の教育目的や学習成果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（SD）委員会規程（以下

「SD委員会規程」と表記）」を定め、その規程に基づいて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、教職員が施設設備及び技術的資

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1名、兼任職員1名及び非専任職員1名の計3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。また、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・各専攻の教員と図書課長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全ての図書館購入図書は図書館運営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 17
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台のパソコンからも蔵書検索ができる。また、インターネットを通じて、各研究室や学生

用のパソコン実習室等のパソコンはもちろん、家庭のパソコンや携帯電話からも蔵書検索

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図書課事務職員が端末

を操作しながら口頭での説明も行っている。 

現在の図書館システムでは、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、IDとパスワードを配付し、パス・ファインダーでも使い方

を示している。資料の予約や利用状況の確認等がオンラインでできる利用者ポータル機能

や携帯 OPAC機能が加わったことにより利便性が向上している。 

教育・研究に活用するために、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、各種データベースを導入してい

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。 

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年間の件数について、学外からの図書借

り受け冊数は、平成26年度18冊、27年度21冊、28年度19冊であった。また、学外からの文

献複写取寄件数は、平成26年度396件、27年度194件、28年度191件であった。 

夏期休業中には長期貸出、実習期間中には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、視聴覚資料、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-1-1）。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、インターネットを活用する科目を開講している（表Ⅱ-B-1-2）。 

 

表Ⅱ-B-1-1 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 
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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 

専攻科応用生命科学専攻 医療情報学 専門教育科目 

医療情報学演習 専門教育科目 

専攻科地域看護学専攻 情報科学Ⅲ 専門教育科目 

 

表Ⅱ-B-1-2 パソコン実習室を利用した主な専門教育科目 

学科・専攻 科目名 コンピュータ利用の概要 

生活科学学科 

 

 

 

 

 

 

給食計画論実習 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 栄養指導のためのデータベース作成、データ分

析、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 

 応用生命科学専攻 

医療情報学 医療の特質をふまえ、最適な情報処理技術に基

づいた医療情報を安全かつ有効に活用・提供す

ることができる能力の習得 

医療情報学演習 医療の特質をふまえ、最適な情報処理技術に基

づいた医療情報を安全かつ有効に活用・提供す

ることができる能力・技能の実践的習得 

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普及している。 

また、図書館では学術情報データベースを検索して、学術情報を基に進める形式の授業
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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の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することができる。これらの教育・学習を通じて学生

の情報活用能力を高め、本学が掲げる学習成果を獲得するよう取り組んでいる。 

教職員は、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、全ての授業について、授業の目的と到達目標を明示し、卒業認定・

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。 

クラス担任及び副担任は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

集しており、学科・専攻会議や教員ミーティング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・専攻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、学内及び学

外の研修会等への参加を積極的に行っている。 

学外実習では、担当教員が事前に実習先を複数回訪問して指導者との連携を持ちながら

実施している。学外実習終了後は学外実習反省会を開催して、各実習施設からの評価、意

見を収集している。また、学外実習反省会事前検討会、学外実習反省会事後検討会を開催

して、教員間で情報を共有し、実習先からの指摘について、改善の検討をしている。 

学科・専攻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、学生に対して履修及び卒業に至るまで、個別指導を行っている。 

＜幼児保育学科＞ 

幼児保育学科は、学習成果の獲得に向けて卒業認定・学位授与の方針に対応した成績評

価基準に従ったルーブリックを作成し、さらに各教科科目に対応する具体的な規準と基準

を定め、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。自学自習用の課題

を提供したり、個別に補講を実施して個々の到達度に応じた助言を行ったりして、学習成

果の向上を図るとともに、学科・専攻会議で、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、学科の学習成果の一つに掲げた「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。学生の

授業時間外学習を促進させる取組では、シラバスにその時間を示した。 

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
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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。 

授業内容の協力・調整については、学科・専攻会議を定期的に開催するとともに必要に

応じて授業担当者で打ち合わせを行っている。学科・専攻会議で、文部科学省及び保育士

養成課程等検討会が示す内容を、学科教員が確認しあい、幼稚園教育要領改訂について学

習を進め、授業内容のさらなる充実に努めている。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。学生の履修及び卒業に至る指導は、クラス担任及び副担任を通じて、学生一人ひとり

の内容を十分に把握し、適宜、クラス担任及び副担任が学生や保護者と連絡できる体制を

確立しており、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、教育目的を達成できるよう支援し

ている。実習園の実習評価を基に、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。学外実習懇談会で実習園から指摘される課題に対しては、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及び成果を報告している。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

医療検査専攻では、授業科目間の協力・調整を密に行い、授業内容に関する意思の疎通

を図っている。各科目においては、卒業認定・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し把握している。さらに学生の出席・学習・生活状況を把握するた

め、相互に連絡しあって指導に努め、学科・専攻会議でも学習成果や生活状況について定

期的に報告し認識を共有している。教員は、学生による授業評価アンケートの結果や、教

員による授業参観のコメント等を参考に、授業改善に努めている。さらに教員は、FD研修

会に積極的に参加し、わかりやすい授業を目指して実践している。特に全教員が日本臨床

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。 

教員は現代医療に貢献できる臨床検査技師養成を目的として、国家試験合格率の向上と

質の高い臨床検査技師養成に向けて努力している。また、個々の学生に目標達成を認識さ

せるため、クラス担任による個人面談等を定期的に実施し、きめ細かな達成状況の把握と

指導に努めている。定期試験終了後には、学科・専攻会議で在学生の単位履修状況を点検

するほか、卒業年次には履修単位の修得状況を確認している。 

学外実習については、学生が記入する臨地実習ノートの実習記録や自己評価、出席表、

レポート及び臨床現場の担当者の評価表と学内で実施する試験により総合的に評価してい

る。臨地実習中は、毎週土曜日を登校日とし臨地実習の問題点や達成状況を点検している。

さらに各施設を毎月教員が訪問して臨床現場と密に連絡を取り、学生の状況を把握してい

る。臨地実習終了後は、施設との反省会に加えて、医療検査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。 

到達度の低い学生に対しては、授業時間外の補講等により学習成果を上げるよう促して

いる。また、新入生にはクラス担任による丁寧なオリエンテーションや面接指導、新入生

歓迎行事を開催するなど、学習成果を獲得できるよう間接的な支援も行っている。 

＜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、平成28年度にカリキュラム・マップを改善し、ポリシ

ー・マップも作成することで学習成果の具体化を図った。クラス担任が非常勤講師と連携
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しており、出席状況を把握している。教員は、卒業認定・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、試験、実技、レポート・グループワーク（科目の一部はルーブリック

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）で評価している。また、複数

教員で担当する実習においては、授業担当者間で教育課程編成・実施の方針に基づいた役

割と評価基準を確認したり見直したりするなど、意思の疎通と調整を図っている。 

学外実習においては、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している。また、学内外の

FDに関する研修にも積極的に参加して専攻内での共有を図り、教育活動へ反映させている。

このように、学生の学習成果と教員の授業評価の両面から教育目的の達成状況を把握し評

価することによって、本専攻では、履修及び卒業に至る指導を行っている。 

＜看護学科＞ 

看護学科は、学習成果の獲得に向けて、卒業認定・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。臨地実習は文部科学省及び厚生労働省より出されて

いる実践能力の到達度も参考にしながら、学習成果の到達度を反映する成績評価基準とし

ている。科目においては、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・専攻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。 

平成28年度は、FD活動として専攻科地域看護学専攻と合同で学外講師による授業改善の

取り組み（授業設計、授業計画、授業評価、授業教材の開発等）の学習会を行った。 

また、第106回看護師国家試験を分析し、各科目で押えるべき点が充分であるかどうか各教

員が検討し、自身の科目あるいは実習内容の改善点をまとめた。 

＜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、定期試験や小試験を行い、演習の課題学習に当たっ

てはレポート提出や発表の形で、卒業認定・学位授与の方針に基づいた成績評価を行って

いる。特に、基軸となる修了研究では、各教員がそれぞれの分野で、マンツーマン体制を

とり、文献探索、調査や実験展開、データ解析、論文作成等に、綿密な準備と指導を行っ

ている。本専攻教員や医療検査専攻学生に対し、本専攻学生は、前期には『Work in Progress』

として修了研究の内容や途中経過の報告を行い、また、年2回の修了研究発表会やポスター

ボードの掲示等の機会を通じて学習成果を発表し、評価を受けている。このような評価シ

ステムで、学習成果の獲得状況は適切に把握されている。オムニバス授業では、各担当教

員の連携で円滑な意思の疎通が密に行われているため相互分野を認識し、シラバスに従っ

て厳密に評価を行っている。また、学生による授業評価を定期的に受けることやFD活動を
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通じて、教員は自身の授業についてふり返り、授業・教育方法の改善を行っている。本専

攻の教育目的・目標の達成状況は専攻科専攻会議で把握し、相互評価している。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の要旨の申請等は全

て各指導教員と学生間の綿密な情報交換と専攻科専攻会議での確認を通して行い、修了や

学習成果獲得に向けた指導は徹底している。 

＜専攻科地域看護学専攻＞ （参考） 

専攻科地域看護学専攻は、学習成果の獲得に向けて卒業認定・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。本専攻の科目担当教員（専任教員及び兼

担教員）は教育目的・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

行っている。教員は、毎回の授業における学生の反応、レスポンスカード、小テストをも

って学習成果の状況を把握している。さらに学生の基礎的な知識や理解力に差が大きい科

目では、複数教員担当方式をとり、担当教員が2名体制で講義を行うことで、個々の学生の

理解度や学習の進行状況の把握に努め、支援が必要な学生に対してサポートを行っている。

また、学生個々の学習の進度を考慮したグループを構成し、学生同士が相互に学び合える

体制を整え、支援している。全学的に行っている授業アンケートでは、その結果も踏まえ

て、担当授業を評価し改善策を立案し実施している。平成28年度は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を行った。 

 

(b) 課題 

平成28年度に見直した授業アンケートの質問内容が授業改善や教育の向上につながっ

ているのかを検証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、それらに対する答弁として機能しなければなら

ない。そのためには、教員自身の授業改善計画の具体化や、改善後の評価システムの確立

が課題である。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や授業計画等、内的要因に帰属して教育効果

の向上を目指すよう授業改善や学生指導に取り組むことが必要である。 

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合い、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。近年はSDの

内容に広がりがみられることから、教職員全体によるSD活動の充実が課題となる。 

図書館では、利用頻度に応じた資料の配置換えを実施することにより、学習環境を整備

し、学生の有効活用につなげることが必要である。また、学生図書館委員の活動を活性化

し、学生の図書館利用を促進させることが必要である。 

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＞ 

本学科では、マナー等の習得に取り組んでいるが、目標到達には至っていない。このた

め、きめ細やかな指導ができる時間を確保し、専門職として活躍できる人材育成につなげ

る必要がある。 
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＜幼児保育学科＞ 

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

制を示すカリキュラム・マップやカリキュラム・ツリーを平成28年度に見直したが、その

効果的な活用が課題となっている。また、学習成果の向上を目指し、学生の授業時間外学

習を促進させるようシラバスにその時間を示したが、定着に向けた工夫が必要である。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

教員は、現在の学生の特質に見合った有効な対応力や指導方法を継続して実践しなけれ

ばならない。授業改善の取組のためには教育資源の基盤となる教員の授業研究時間や専門

分野の研究時間等、物理的な教育研究時間に配慮することも重要である。そのためには現

状の学生に十分対応できる合理的な教育研究システムを構築することが課題である。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、授業アン

ケート等を活用して授業改善を促すことも必要である。一方、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。特に学習環境に戸惑

う1年次では入学当初の対応に一層の工夫が求められている。さらに3年間を通して学生相

互の交流を高め、学習成果の獲得に向けた環境づくりをすることも重要である。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

平成28年度の課題である「授業アンケートを参考に教員の授業・教育方法の改善」及び

「学生の図書館の利用が少ない」については改善傾向にあることから、さらなる学習成果

を目指し、学生自身が自主的に授業時間外学習に取り組むように促進していく。教員にお

いてもFD活動等に積極的に参加し、新しい情報を取り入れ、学生に対しての指導方法を実

践していくことが必要である。 

＜看護学科＞ 

平成28年度に見直しを行った、教育目的、学習成果、三つの方針を教員間で共有するこ

とができたことから、今後は学年毎の到達レベルの決定や、科目毎に担う役割について検

討する必要がある。さらに、非常勤講師とも引き続き連携していくことが必要である。 

国家試験の分析結果より授業や実習内容の改善がされつつあり、それについても学生の

模擬試験の結果と照らし合わせるなど評価の必要がある。また、一部で導入しているルー

ブリックは、本年度も継続して行われたが、十分に活用されているとは言い難く、内容の

洗練化、科目の拡大については今後の課題である。 

＜専攻科応用生命科学専攻＞ （参考） 

本専攻学生は、理科系の基礎学力、文献を読むための英語力、自発的に研究に取り組ん

でいく姿勢に、学生による個人差が大きい。特に、英語力に関しては不十分な学生が多く、

学生の能力向上は今後の大きな指導上の課題である。また、実験データの解析に活用する

統計学的知識の習得も課題となっている。医療検査専攻と本専攻での統計関連の授業への

学生の取組を徹底させることも必要である。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） 

今後、ルーブリック評価を実際に活用しながら適切な評価につながるよう見直し、改善

することが課題である。さらには、授業や臨地実習、国家試験の学習等に支援が必要な学

生や、自己管理が困難な学生の指導に際して、担任と研究指導教員のガイドライン作成を



高知学園短期大学 

78 

課題としていたが、関わる全教員での情報共有が必要であるため、情報共有や連携のため

のシステムを専攻内で構築していくことが課題である。 

 

 

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、入学者受け入れの方針において入学までに望まれる学習レベル

を明記したり、入学予定者を対象に設けられた合格者登校日で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したりすることで、円滑

な高大接続を目指し、学習への動機付けを高めるよう取り組んでいる。この合格者登校日

は、全学科で実施し、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交えながら、

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・配付し、

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、単位制度やCAP制、授業と授業以外の学習、試験やGPA等

成績評価に関すること、奨学金や学生相談、キャリアセンター及び図書館の利用等、学生

生活に関する事項及び学則や関連規程等が記載されている。学習支援で重要な内容や日常

の連絡事項については、学内掲示や印刷物を用いて学生への周知徹底を図っている。 

基礎学力が不足すると思われる学生に対しては、授業の工夫の他、教員が補習を実施し

たり自学自習用の課題を提供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

みや不安がある場合には、クラス担任を中心に各学科・各専攻さらに学生相談室や事務局

各課で相談にのり、適切な指導助言を行っている。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、組織的な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、本学では通信教育を実施していない。 

留学生の受け入れに関しては、「高知学園短期大学外国人留学生規程」に基づき、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。受け入れに際しては留学

生選考を制度化して対応している。また「高知学園短期大学外国人留学生授業料減免規程」

も整備して学習成果を高めるよう配慮している。なお、留学生の派遣について組織的に特

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、合格者登校日では学科の概要や学習に

対する心構えを説明している。また、必要とされる課題を複数示し、入学後の学習意欲や
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目的意識を高める取り組みを行っている。課題については、入学時に担当教員及びクラス

担任が確認し、学科・専攻会議にて個々の学生における問題点を共有し、指導方法を検討

するよう努めている。年度当初に行われるオリエンテーションや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でき

るようきめ細かく指導している。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、就職担当教員を交えて

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やシラバスを発行している。また、新入生

及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、習得できるよう支援し、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、補習を行うことで学習成果を獲得している。担任に限らず学科教員は、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っている。体制としては、クラス担任、副担

任制をとっており、常に学生と連絡を取り随時相談に乗り、適切な指導助言を行い問題の

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が芳しくない学生に

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、リアルタイムで学科

教員が共有し、学科・専攻会議等にて情報収集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などの対応をしている。 

＜幼児保育学科＞ 

合格者登校日では、自分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。また、入学者受け入れの方針に基づき、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。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、学習成果の獲得及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、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・優秀な学生で、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。平成28年度には、幼児保育に関する

キャリア教育の一環として、学生が現職の保育関係者（幼稚園教諭、保育士、保育教諭、

行政担当者等）と共に学ぶことができる二つの催しに参加した（高知県教育委員会主催「高
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知県幼児教育の推進体制シンポジウム～キャリアステージに応じた人材育成研修の充実

～」、及び、本学科主催「今、幼児期にどのような教育及び保育が求められるのか―平成30

年幼稚園教育要領改訂に向けて―」）。 

学習上の悩み等の相談及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26～

28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。 

平成28年度には、在学中の学習成果の獲得に関して本学科卒業生（1年目及び2年目）を

対象とした追跡調査を実施した。また、本学科の生涯学習講座「ホームカミングデイにあ

つまれ！」では卒業生（1年目）が就職後の保育現場でのやりがいや悩みを共有し、教員

と共に考える取組を実施した。いずれもこれまでにない新たな組織的取組であり、今後も

調査や講座を継続していくための予備調査として位置付けられる。 

＜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、教育目的、学習成果、三つの方針について学校説明会

やオープンキャンパスで参加者を対象に大学案内等を用いて説明し周知している。また、

入学予定者には合格者登校日を設定し、医療衛生学科医療検査専攻の教育目的、学習成果、

入学後の学習計画について説明し、入学後の学習に必要な基礎科目である「生物学、化学、

物理学、数学」の課題及び「病気について調べる」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

題学習の成果を検証している。 

在学中の学生に対しては医療衛生学科医療検査専攻の全学年において前期と後期の試験

成績渡しの機会に定期的に個人面談を行い単位修得状況と卒業後の進路を確認し、学習成

果の獲得に向けた指導を行っている。特に、新入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及びシラバスを配付し、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。また、学習の動機付けとなる病院見学実習（半日）を新入生を対象に

実施している。さらにクラス担任・副担任による個別面接を行い、学習状況や生活上の悩

み等に対応している。全在学生を対象に3月に在学生オリエンテーションを行い、これまで

の単位修得状況を点検させると同時に卒業要件や資格取得の方法等を説明し、学生に臨床

検査技師国家試験受験に向けた姿勢を確立させている。2年次ま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。また、2年次の夏期休業中には希望者に病院体験実習（1週間）を推奨し、2/3程度

の学生が参加し、臨床現場からの刺激で学習意欲を高めている。さらに春期休業中には、

高知県臨床検査技師会と連携した学生支援活動や学内教員による臨地実習前補講を行い、
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臨地実習への対応力の定着に努めている。3年次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及び模擬試験を行い、国家試験合

格に向けた学習成果の獲得を目指している。 

学習上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

任にも連絡し連携して指導に努めている。必要に応じて保護者との面談も行っている。ま

た、教員の中には学力向上に向けた勉強会を放課後に開き、希望学生が自主的に参加して

いる。学科・専攻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されている。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つな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行っている。学習進度の早い学生

や優秀学生に対しては特別な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

望する学生には在学中に専門資格を取得することや本学専攻科応用生命科学専攻への進学、

大学への編入学等を推奨している。また、在学中に専門学会等への参加を呼びかけ、一部

の学生は積極的に参加している。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

入学予定者には、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。また、年度当

初のクラスでのオリエンテーションでは、学生生活と履修の手引きでは事務案内の内容や

キャリアセンター及び図書館の利用等、教育目的や三つの方針、学習成果を明確に示し、

履修登録の確認と重要性についてはシラバスを使用し説明をしている。クラス担任が過去

の事例や経験を踏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。 

学習上の質問や相談については、オフィスアワーを中心に、クラス担任及び授業担当教

員は適時学習上の悩み等を聞き、助言・対応を行っている。また、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を考えた「学習支援フォローアップ体制」

は、学内実習について、授業時間内に到達目標に至らない学生に空き時間を利用し、フォ

ローアップを行う体制を整えた。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

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
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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、添削指導、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。 

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。学習上の悩み等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5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

ト等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履修要項（シラバス含む）を配付し、本専攻の教育

目的、学習成果、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。また、大学改革支援・学位授与機構への学位

授与申請のための教育課程の説明も行っている。学習上の悩みを抱える学生に対しては、

修了研究担当教員が対応するとともに、専攻長が適宜面接を行って学生と課題を共有し、

解決に向けて取り組んでいる。また、専攻科専攻会議において、学生の状況を報告し、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対し、特別に学習支援は行って

いないが、授業科目の幅を広げ、専門性の高い選択科目を用意し、それを受講することで

幅広い知識と高度な臨床検査の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、優秀学生に対し、学会発表を促すなど積極的な学習支援を行っている。 

＜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、学士（看護

学）の取得とそれに関連する修了研究について説明を行っている。また、修了研究を進め

るに当たって必要となる課題を提示し、学生が提出した研究テーマに基づき、早期から研

究指導教員を決定して、学習成果の獲得に向けて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、クラス担任と副担任、教務委員が中心となって、

専攻科地域看護学専攻履修要項を配付し、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。また、学

位授与に関する申請等の説明は、申請時期に合わせて別途に複数回、説明を行っている。 

学生の生活指導や精神的支援は、担任・副担任が複数体制で学生と個別面談を定期的に行

い、学習や生活上の悩み、進路等の相談に対応している。 

保健師国家試験合格に向けては、国試対策時間を確保し、出題基準に準拠した領域別授
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業や模擬試験、強化授業を行っている。さらに担任と国試担当教員が学生と個別面談を行

い、学習の進行状況や理解力の確認や、学習方法に対する助言や生活指導を行っている。

そこで支援の必要な学生を把握し、国試担当教員が主となり、個別対応や苦手科目の強化

学習を行っている。学生の状況については、専攻科専攻会議において教員間で共有し、組

織的なサポート体制をとっている。優秀な学生に対する学習支援については、特別な取組

は実施していないが、修了研究や公衆衛生看護学実習は個別の指導体制をとるため、学生

の力量に合わせて指導の方法を変え、学習成果の獲得に向けて支援している。 

 

(b) 課題 

本学では、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、授業内容に興味をもつことができ、学習への関心を高める指導が全教員に

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構築しな

ければならない。自身の指導に悩みを感じている教員もおり、学内で直接的指導や情報交

換し合える機会を設けたり、研修へ参加しやすい配慮をしたりするなど、指導力向上や組

織的支援を目指した体制を検討する。 

他方、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。また、授業改善に加えて、授業以外における学習

支援も工夫しなければならない。さらに、各学科・各専攻が掲げた入学者受け入れの方針

と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取組の成果

が十分とはいい難いことから、見直しが必要である。また、欠席数の多い学生に対しては

個別に指導を行い、生活状況を踏まえた授業への取組を指導強化する必要がある。多様化

した学生への配慮と対応については、これまでの取組を分析して、向上を図っていく。 

＜幼児保育学科＞ 

入学前課題を活用した合格者対象の指導、新入生オリエンテーションにおける入学者へ

の説明、基礎学力が不足する学生や進度の早い学生・優秀な学生に対する対応等、様々な

形で実施してきた学習成果の獲得に向けた組織的学習支援の取組を継続し、引き続きその

成果を検証していく必要がある。学科で実施している「ポートフォリオ評価」を活用した

学習支援については、平成28年度の成果や課題を踏まえ、学生個々に配慮したより効果的

な組織的指導体制の確立を引き続き検討していかなければならない。本学科卒業生を対象

とした追跡調査や生涯学習講座についても、卒業後の実情や課題を踏まえて在学中の組織

的学習支援のあり方を考える機会として貴重であることから、今後も継続しその成果を検

証していく必要がある。 

＜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課題を課しているが、入学後の基礎診断テストの結果

では専門科目の基礎となる学力が不足する学生が存在しているのが現実である。そのため
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各科目では授業導入や授業内容に工夫をしているが、さらに基礎学力の向上を図る学習支

援体制や授業改善が必要である。また、専門教育においても学びを中心とした生活を定着

させ自学自習の姿勢を確立させる指導方法の工夫が課題となっている。 

ようこそ先輩、宣誓式、臨床実習報告会、専攻科応用生命科学専攻修了研究発表会等に

加えて、さらに臨床検査技師の魅力や具体的進路を紹介し、卒業後を見通した系統的なキ

ャリア教育の充実を図ることが必要である。現在まで留学生を受け入れた実績はないが、

国際化の時代の中で、受け入れを想定した体制づくりや、休業中を利用した短期留学生の

派遣への道を開くことも今後の課題となる。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

平成28年度は退学者が見られた。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。入学時の興味・関心を維持し向上させる。 

＜看護学科＞ 

学習の到達度が特に低い学生に対しては、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、心理的サポートの必

要な学生が増えており、マンパワーの不足から、十分な支援体制があるとは言い難い。今

後、業務整理を検討し、限りある人員の中で、最大の支援を行うことができるよう検討す

る必要がある。留学生の受け入れについてはカリキュラム的に困難であり、個別での丁寧

な支援以外の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） 

1年間という短い時間でのより高い学習成果を実現させることが必要である。教育課程の

中で修了研究の比重が高いため、学生と担当教員は十分にコミュニケーションをとること

が重要となる。また、基礎学力の充実や学習への意欲を刺激する取組も必要で、医療検査

専攻学生に本専攻修了の意義を十分理解させ、入学志願者を増やし、臨床検査学の高度な

レベルを目指し、主体性の高い学生の入学を求めなければならない。 

＜専攻科地域看護学専攻＞ （参考） 

本専攻は定員が20名となるため、少人数制のメリットを生かして、修了研究における個

別指導や授業・演習等を通じて、学習上・生活上に支援が必要な学生を早期につかみ、学

生の特性に応じた学習支援のフォローアップ体制の構築を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 

学生支援課では、健全な学生生活を行うための支援を行っている。証明書の発行や学外

活動やクラブ、福利厚生、就職活動等の全般を支援している。学生の生活支援を行う組織

として学生委員会、カウンセリング経験の豊富な教職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学生相談室があり、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
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な状況にあり、学生の不安等へ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。

常に全学科・全専攻の教員と連携し情報の共有を図っている。また、全学生対象の健康診

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、クラス担任教員を配置して対応している。 

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、近年は、徐々にクラ

ブへ入部する学生が減少傾向にあり、現在は文化部9部、運動部2部が活動している。これ

らの活動は学生支援課を担当事務として、クラス担任や顧問教員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、平成28年度は空き時間に活用する憩いの場（中

庭）を改修整備し、ベンチ・椅子・ガーデンパラソル等を増加し学生のキャンパス・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し、平成28

年度は外部からの不審者対策の一環として入口の改修を行った。また、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

望は意見箱及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・専攻長

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。 

留学生の学習及び生活支援に関する体制としては、当該学科の教員及び学生支援課の職

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
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ついては科目等履修生や卒後研修生、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。 

平成28年度には、障がい者用トイレを含む3号館トイレの改修を行い、設備の整備に努め

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。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、保育所、老人ホーム等の施設や学校、高知県主

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、同窓会規定に基づき高知学園短期大学同窓会表

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健康教育が挙げられる。具体的には、高知県内

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

歯みがき指導に当たるなど、その専門性を生かした地域貢献活動を行っている。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。「イキイキ健

康フェア」では健康長寿県高知を支えるために本学周辺の65歳以上の方を対象に全学科の

希望学生が、全学科・全専攻の特色を活かし健康教育に取り組んでいる。 

 

(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

度の整備も引き続き課題である。また、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、現状としてはバリ

アフリーの拡大整備が急務である。さらに、玄関付近は段差を整備したが、扉の開閉が重

く今後の課題である。 

 

 

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、就職委員会と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。 

また、学生支援課では、就職担当職員を配置するとともに、就職支援のための窓口や求

人情報及び関連書籍、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ITシス

テムを構築している。職員は、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
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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26年度から28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パーセントを達成している。今後もこれらの取

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、各学

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

特別な指導に当っている。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

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当っている。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 

今後も本学の総合的支援の機能を一層高めるとともに、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に向けた取組が必要で

ある。平成28年度の課題であった「キャリア形成演習」を全学科・全専攻でカリキュラム

化を行うことができ、今後は当該科目だけでなく科目間の連携や学生生活全般における指

導の充実に努めていく。 

 

 

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とそれに伴う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
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に示している。これらの内容はオープンキャンパスや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、広報活動並びに学

生支援組織に関する規程に基づいて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）、強い関心と意欲を有する学生を受け入れるための

自己推薦選考A・B、判断力や思考力、表現力及び社会性を重視した推薦選考（公募制）、学

力や学習意欲のある学生を受け入れる試験選考A・Bの4種類、そして社会人として職業経験

者の受け入れ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

者選抜制度を公正かつ正確に実施している。選抜に当っては、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にも案内するなど、入学後の円滑な学

習、学生生活に向けて対応している。入学前後には複数回のオリエンテーションを実施し、

学生生活への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、新たな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ることが必

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、教員の授業・教育方法の

改善や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。そのため、FD活動の成果が確実に活かされる

よう、活動のあり方を見直していく。平成29年度より導入するGPAの検証も行わなければな

らない。また、新たに掲げた教育課程編成・実施の方針の効果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やスキルの向上を図る必要がある。図書館

では、授業と連動する形での学習支援等、学生の図書館利用の促進に有効な方策を進めて

いく必要がある。 
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なお、本学が取り組む「健康教育」は地域貢献だけではく、各学科・各専攻の専門性を

軸に幅広い研究分野を活かした付加価値を有する専門的職業人として有益であることから、

その育成の工夫を図っていく。 

 

■ 基準Ⅱ 教育課程と学生支援の行動計画 

まず「教育課程」について、平成28年度に改正した各学科・各専攻の三つの方針と学習

成果の整合性を検証する。そのため、まずは汎用的能力に関する学習成果の具体的な査定

方法を明確にし、全学及び各学科・各専攻の学習成果査定の方針の充実を図る。 

「学生支援」については、FD活動を見直し、授業参観後には授業改善計画をまとめて内

省を深め、翌年度には改善を試みた実践を公開するなど、授業担当者と授業参観者が相互

に学び合える組織的取組を推進する。学内で参考になる取組例も積極的に発信していく。 

また学生の生活支援に関しては、近年の学生の悩みや不安が多様化し、支援体制の見直

しを検討している。生活全般に関する相談や教育に関する相談が関連し合う場合もあるた

め、これまで以上に専任教員や事務職員による全学的な教学マネジメントの強化を行う。

平成28年度には、全学的な会議だけでなく、学科・専攻会議や専攻科専攻会議も教員と事

務職員が構成員となるよう各会議規程の改正を行った。平成29年度はその組織の下で取り

組んでいく。 

 

◇ 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、短期大学設置基準及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、運動場用地の面積及び校舎面積は、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棟全て

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平方メートルであり、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。図書の選書に当っては、「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。

蔵書量の増加に伴うスペースの狭隘化への対応として、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。 

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

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、学内の全てのコンピュ
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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・学生への周知及び啓蒙については、

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。 

技術的資源やその他の教育資源は、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。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、及び各学科・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、法人内設置の各学校の存続を可能とする財政が維持されるように努め

ている。財的資金管理については資金収支及び事業活動収支は、教育研究用の施設設備及

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26年度から28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項及び第22条に基づく

とともに、さらに各学科・各専攻の教育課程編成・実施の方針に基づいて教員組織を整備

している。平成29年5月1日現在における本学の専任教員は教授16名、准教授19名、講師6

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17名、准教授20名、講師8名、

助教3名、合計48名となる。短期大学設置基準第22条別表第一イ及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。教員の採用、昇任は「人事委員会規程」

に基づいて人事委員会を開催し、そこで「高知学園短期大学教員選考基準」及び「高知学

園短期大学教員の採用・昇任の手続き」に照らして検討している。 
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＜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 博士（生活科学） 教育実績：H28/10.5 

研究業績：有 

谷  智子 

（H28～  

教 授 文学士 教育実績：H28/5.4 

研究業績：有 

中山 和子 教 授 栄養学士 教育実績：H26/14.0 H27/14.0 H28/13.0 

研究業績：有 

下元 智世 

（H28～  

准教授 修士（学術） 教育実績：H28/12.9 

研究業績：有 

古屋 美知 准教授 修士（生活科学） 教育実績：H26/13.3 H27/13.3 H28/13.3 

研究業績：有 

森岡 美帆 

 

講 師 家政学修士 教育実績：H26/13.3 H27/13.3 H28/12.8 

研究業績：有 

片山 美穂 講 師 博士（文学） 教育実績：H26/12.0 H27/12.0 H28/12.0 

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2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）では、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及び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、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、必要に応じて助手を配置している。 

＜幼児保育学科＞ 

氏名 職名 学位 教育実績・研究業績・製作物発表 

池澤眞由美 教 授 体育学士 教育実績：H26/10.6 H27/10.6 H28/10.6 

研究業績：無 

末田 光一 教 授 教育学士 教育実績：H26/11.7 H27/11.7 H28/11.7 

研究業績：有 

竹村  正 

 

教 授 芸術学士 教育実績：H26/13.5 H27/13.5 H28/13.4 

研究業績：有 

吉村  斉 教 授 博士（教育学） 教育実績：H26/17.3 H27/14.1 H28/14.2 

研究業績：有 

浜田 幸作 

（H29～ 

准教授 修士（教育学） 教育実績：－ 

研究業績：無 

有田 尚美 

 

准教授 家政学士 教育実績：H26/11.1 H27/11.3 H28/11.3 

研究業績：有 

祐東 孝好 

 

准教授 修士（人間科学） 教育実績：H26/8.1 H27/14.0 H28/14.0 

研究業績：有 

寺尾  康 

（H27～  

准教授 理学士 教育実績：H27/13.4 H28/13.0 

研究業績：有 

坂本 ひとみ 

（H28～  

准教授 博士（学術） 教育実績：H28/2.2 

研究業績：有 
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山本 英作 准教授 修士（地域研究） 教育実績：H26/12.1 H27/12.1 H28/12.1 

研究業績：有 

短期大学設置基準では8名の専任教員、うち教授3名が必要である。本学科は幼稚園教諭

ならびに保育士の養成校であり、前者に関連して教職課程認定基準では、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として4名を

配置している。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

ての審査を行った上で配置している。また、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」と定められている中、本学科では10名の専任教員、う

ち教授4名で編成しているため基準を満たしている。児童福祉法施行規則別表第1各系列に

専任教員を配置していることから指定保育士養成施設の指定基準も満たしている。 

＜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：H26/21.9 H27/20.8 H28/19.6 

研究業績：有 

富永 麻理 教 授 医学博士 教育実績：H26/19.6 H27/19.6 H28/21.6 

研究業績：有 

森田 尚亨 准教授 修士（理学） 教育実績：H26/17.8 H27/16.7 H28/17.7 

研究業績：有 

武市 和彦 准教授 農学士 教育実績：H26/20.4 H27/14.1 H28/14.6 

研究業績：有 

中村 泰子 

 

准教授 修士（医科学） 教育実績：H26/20.2 H27/21.3 H28/21.3 

研究業績：有 

小野川 雅英 

（H29～ 

准教授 

 

博士（医学） 教育実績：－ 

研究業績：有 

村上 雅尚 

（H28～  

准教授 

 

博士（生命科学） 教育実績：H28/18.5 

研究業績：有 

三木友香理 

 

准教授 博士（保健学） 教育実績：H26/14.7 H27/19.6 H28/20.9 

研究業績：有 

岩本 昌大 

（H29～ 

助 教 修士（保健学） 教育実績：－ 

研究業績：有 

医療衛生学科医療検査専攻では、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2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基づき、臨床検

査技師の業務経験5年以上の者は3名で、本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 

弘田 克彦 

（H29～ 

教 授 歯学博士 教育実績：－ 

研究業績：有 

大野 由香 教 授 準学士 教育実績：H26/13.8 H27/16.8 H28/16.7 

研究業績：有 

中石 裕子 准教授 準学士 教育実績：H26/16.8 H27/16.7 H28/16.6 

研究業績：有 

野村 加代 助 教 学士（教養） 教育実績：H26/17.6 H27/19.0 H28/19.0 

研究業績：有 

坂本まゆみ 

 

講 師 準学士 教育実績：H26/16.1 H27/19.1 H28/18.8 

研究業績：有 
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濱田 美晴 助 教 修士（理学） 教育実績：H26/11.0 H27/13.0 H28/13.0 

研究業績：有 

和食 沙紀 助 教 学士（福祉経営学） 教育実績：H26/18.1 H27/18.0 H28/18.2 

研究業績：有 

歯科衛生専攻の教員は、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6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、各教員の教育的専門性に応じた適切な科目を担当している。また、専任教員を補助す

る助手1名を配置している。非常勤講師については、担当科目に関する研究教育歴等教員要

件について適正に審査を行った上で配置している。 

＜看護学科＞ 

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：H26/14.9 H27/14.6 H28/16.7 

研究業績：有 

梶本 市子 

(H28～ 

教 授 修士（教育学） 教育実績：H28/16.0 

研究業績：無 

今村 優子 

 

教 授 修士（看護学） 教育実績：H26/20.6 H27/20.6 H28/21.6 

研究業績：有 

髙藤 裕子 教 授 修士（看護学） 教育実績：H26/15.5 H27/15.6 H28/18.1 

研究業績：有 

和泉 明子 

 

教 授 修士（看護学） 教育実績：H26/18.1 H27/18.1 H28/18.5 

研究業績：有 

山本 和代 

 

准教授 修士（教育学） 教育実績：H26/14.4 H27/14.5 H28/14.5 

研究業績：有 

井上 美智子 

(H29～ 

准教授 修士（看護学） 教育実績：－ 

研究業績：有 

中岡 亜紀 

 

准教授 修士（看護学） 教育実績：H26/16.8 H27/16.8 H28/19.0 

研究業績：無 

吉田亜紀子 

 

准教授 修士（看護学） 教育実績：H26/21.6 H27/20.9 H28/25.1 

研究業績：有 

大西 昭子 

 

准教授 修士（看護学） 教育実績：H26/19.3 H27/19.3 H28/23.1 

研究業績：有 

小野 文子 

 

講 師 修士 

（心身健康科学） 

教育実績：H26/18.9 H27/18.9 H28/25.9 

研究業績：有 

政平 憲子 

 

講 師 修士（看護学） 教育実績：H26/15.8 H27/15.9 H28/16.7 

研究業績：有 

山西亜紀子 

 

講 師 修士（看護学） 教育実績：H26/15.9 H27/15.9 H28/18.0 

研究業績：無 

野村 美紀 

(H28～ 

講 師 修士（看護学） 教育実績：H28/8.5 

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

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
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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

実習指導を行うことから、本学教員の平均担当時間数を上回る状況にある。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、専任教員と助手及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） 

専攻科応用生命科学専攻の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

兼担及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を配置している。

臨床検査学の高度化・専門化に対応し、また、本専攻の教育課程編成・実施の方針と大学

改革支援・学位授与機構の特例適用専攻科の認定に即した教員組織を整備している。 

＜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。また、助手1名を専攻科地

域看護学専攻の専属で配置している。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：H26/2.3 H27/1.2 H28/1.3 

研究業績：有 

（看護学科所属教員は省略） 

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 

教員数が短期大学設置基準を満たしているとしても、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常に検討することが必要である。

そのため、今後も全専任教員が学生の学習成果獲得を高める指導性を有する根拠として、

専門性の向上に努めなければならない。 

＜生活科学学科＞ 

本学科の教育課程編成・実施の方針に基づいて教員を配置しているが、年度ごとの見直

し・点検が必要である。特に、各専任教員は教育の成果と研究業績を高めなければならな

い。個々の科目についてシラバスの内容を精査することや、学科教員同士の教育における

連携等も考慮していく必要がある。また、専任教員と非常勤講師との連携強化についても

検討していかなければならない。 

＜幼児保育学科＞ 

各専任教員は、幼稚園教育要領や保育所保育指針改訂の最新の動向を踏まえ、授業や学

生指導に反映するよう、工夫改善に努める。また、自身の研究成果を継続的に公表し、教

育課程編成・実施の方針に基づいて教員としての資質向上を図る。 
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＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

臨床検査技師の業務範囲の拡大に伴う教育内容の改正を受け「人体の構造と機能」の分

野の科目間で教育内容の整合性を確認する必要がある。また「医療安全管理学」について

は、経験豊かな教員を配置しており、今後、学習成果の獲得状況を確認しながら授業改善

を図っていく。さらに、新カリキュラムの内容に基づく国家試験の実施が予定されており、

各分野で対応できる教員組織の弾力的な整備が必要である。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

教員の臨床経験をさらに充実させるため、歯科用貴金属合金・歯科メタルセラミック修

復用陶材・歯冠用硬質レジンの製造過程等、新たな材料の特性を知るために積極的に工場

を視察した。また、臨床現場との連携を発展させるため、この成果を教育に活かすことが

課題である。 

＜看護学科＞ 

本学科では、実習における教員の教育力の向上が求められる。臨地実習指導には専任教

員と非常勤臨床講師が協力して当っている。今後も質の高い教員の確保と非常勤臨床講師

数の安定した人員確保、そして個人と、また組織としての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） 

各教員の専門分野の研究及び教育に関して、さらに業績を上げなければならない。また

修了生の活躍分野を広げるために教育課程編成をさらに考え、かつ専門性の高い教員確保

等も検討していく必要がある。平成29年度から新たに開講する「生殖発生生物学」につい

ては、発生学の専門家と体外受精を実際に行う医師を非常勤講師として配置するなど、教

育課程編成・実施の方針に基づいた教員組織の編成を継続する。 

＜専攻科地域看護学専攻＞ （参考） 

本専攻では、学生が公衆衛生看護のイメージを高めて、知識・技術の習得を支援すると

ともに、年々変化する法律や制度に対応し、公衆衛生に求められる役割を学ぶため、今後

も非常勤講師の継続的な確保と教育の質の担保に努める。 

 

 

基準Ⅲ-A-2 専任教員は、学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて教育研

究活動を行っている。 

 

■ 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」を毎年度公表している。各教員は研究活動計画書を提出し、担当授業科目に基づいた

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知識基盤情

報部が提供するresearch mapに登録して公開している。本学ウェブサイトで公開している
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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。このように、各教員の専門分野や研究活動の状況がわかりやすいよう学外に公開して

いる。したがって、本学は学校教育法第113条並びに学校教育法施行規則第172条の2に基づ

いて「教育研究活動の状況」を公開している。 

本学では、組織的な教育研究活動の活性化を目指し、まず国際的交流・連携について歯

科衛生専攻を中心とする本学は北京大学口腔医学院と「北京大学口腔医学院と高知学園短

期大学との間における学術交流に関する協定」を締結している。この協定を通じて、留学

生の受け入れや本学教員の派遣等、教育及び学術交流の拡大に取り組んでいる。また教育

研究の連携については、本学と同じ学校法人傘下の高知リハビリテーション学院が高知

県・高知市病院企業団立高知医療センターと連携して医療、健康、福祉、栄養分野におけ

る知的・人的資源の交流連携を推進するため、平成28年度に「高知医療センターと高知学

園短期大学並びに高知リハビリテーション学院との包括的連携に関する協定」を締結して

いる。さらに、学内において優れた取組に対しては、学長裁量経費に基づく研究奨励費を

運用するなど、積極的に支援をしている。なお、科学研究費補助金等外部資金の獲得につ

いて、平成28年度に研究代表者として獲得した専任教員は2名、平成29年度に向けた新規課

題申請者は4名であった。申請者増と研究計画の質的向上を図るため、平成29年3月14・15

日に高知学園短期大学・平成28年度科学研究費助成事業セミナーとして名古屋市立大学理

事長兼学長・郡健二郎氏による『「科研費」採択されるための実践講座』を開講した。参加

した教職員は初日が45名、2日目は43名であった。 

専任教員の研究活動については、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規程」、研究倫理申請について検討する「研究倫理審査委員会規程」

を定め、各委員会で対応する体制を組んでいる。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、研究の実施に当たっては「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」及び「研究活動の不正行為に係る通報（告

発）処理に関する規程」を定め「高知学園短期大学研究倫理審査申請要項」に基づいて審

査を行っている。また「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」「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を整えている。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、

研究費や研究旅費を「学校法人高知学園予算編成方針」や「旅費規程」等に基づいて支給

しており、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があり、毎年1

回発行している。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。投稿から査読、編集も「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。 

ほとんどの専任教員には、個室の研究室を用意している。専門性に応じて複数教員によ

る研究室を用意している場合もある。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。専任教員の研究、研修等を行う時間について、教
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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で研究・

研修活動を認めている。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28年度のSPOD加盟校内講師派遣プロ

グラムによるFD・SD研修会では、平成28年5月31日（火）に吉田一惠氏（愛媛大学教育学生

支援部長）、倉田千春氏（愛媛大学教育学部事務課副課長）による「事例から考えるハラス

メント」を開催した。参加者数は本学教職員55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、教授会で理解を深めた上で実施している。

実施に当っては、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28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28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 

谷  智子 

教職実践演習(栄養教諭)＜生活2＞ 

7/19(火)･3 限 

7/19(火)4 限 

531 講義室 
15 名 11 名 

２ 
幼児保育 

祐東 孝好 

障害児保育＜幼保 1Ａ＞ 

5/31(火)･1 限 

5/31(火)2 限 

132 講義室 
7 名 8 名 

３ 
医療検査 

村上 雅尚 

微生物検査学＜検査 2＞ 

6/8(水)･2 限 

6/8(水)11:50～ 

532 講義室 
14 名 12 名 

４ 
歯科衛生 

中石 裕子 

歯科衛生士概論＜歯科 1＞ 

5/25(水)･2 限 

5/25(水) 5 限 

543 講義室 
7 名 4 名 

５ 
看 護 

中岡 亜紀 

小児看護学概論＜看護 2＞ 

5/18(水)･3 限 

5/18(水)4 限 

641 講義室 
15 名 9 名 

 

表Ⅲ-A-2-2 平成28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 

古屋 美知 

栄養学Ⅱ＜生活 1＞ 

11/21(月)･5 限 

11/21(月)17:40～ 

533 講義室 
6 名 7 名 

２ 
幼児保育 

濱田 美晴 

情報科学Ⅱ＜幼保 1B＞ 

10/26(水)･1 限 

10/26(水) 2 限 

第 1 パソコン実習室 
6 名 7 名 

３ 
医療検査 

髙岡 榮二 

血液学＜検査 1＞ 

10/4(火)･1 限 

10/4(火)12:00～ 

臨床生理学実習室 
10 名 6 名 
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４ 
歯科衛生 

大野 由香 

口腔衛生学Ⅰ＜歯科 1＞ 

10/20(木)･1 限 

10/20(木)2 限 

543 講義室 
8 名 7 名 

５ 
看 護 

今村 優子 

老年看護援助論Ⅰ＜看護 2＞ 

11/25(金)･1 限 

11/25(金)2 限 

641 講義室 
5 名 5 名 

６ 
地域看護 

池田 恵美子 

保健統計学Ⅱ 

10/11(火)･4 限 

10/11(火)5 限 

622 講義室 
5 名 6 名 

 

平成28年8月24～26日の期間に愛媛大学でSPODフォーラム2016が開催され、本学からは研

修プログラムに教職員18名が参加し、教育力の開発と向上に努めた。研修内容は学外研修

受講報告書を提出し、学内で共有を図っている。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可能である。さらに、平成29年3月30日には愛媛大学でSPOD総会が

開催され、教員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、全学的な教育力の向上に努め

ている。このように、本学は短期大学設置基準第11条の3に基づいて「FD委員会規程」を定

め、多様なFD活動を実施している。 

短期大学の関係部署との連携についても、専任教員はFD委員会と連携し合いながら学科

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、専任教員がFDに関す

る学外研修に参加した際には、学外研修受講報告書を提出して学内で共有し合えるよう取

り組んでいる。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。 

＜生活科学学科＞ 

生活科学学科では、スキルアップ研究会を開催し、授業及び研究に関する活動に取り組

んでいる。平成28年度は、SPODフォーラム2016に教員3名が参加した。また、学会やセミナ

ー、研修会にも積極的に参加している。さらに、学内で開催された科学研究費補助金申請

に向けた研修会に参加するなど、積極的に研究計画の具体化へ努めている。 

＜幼児保育学科＞ 

幼児保育学科では、教育課程編成・実施の方針に基づいて研究活動や教育活動を行い、

教員同士及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。各教員

は、意欲的に研究活動や社会的活動等にも取り組んでいる。平成26～27年度の国際活動に

は山本英作が取り組んだ。また、平成28年度からは新たに、共同研究の分析考察を行い、

より質の高い保育者養成の在り方についても研究を深めている。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

医療検査専攻の各専任教員は、教育課程編成・実施の方針に基づいて研究活動を行い、

その状況についてはウェブサイトに公開している。また、専任教員には研究を行う研究室

が整備されている。平成26年～28年の国際的活動では富永麻理、武市和彦、村上雅尚、三

木友香理、岩本昌大の5名が、論文投稿、学会発表等に取り組んだ。本専攻では、研究活動

で得られた成果を、本専攻の研究セミナーや専攻科修了研究発表会等を通して本学の教職

員にも公開し、関係部署と連携しながら学習成果の向上に取り組んでいる。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

平成26～28年度の国際的活動には大野由香、中石裕子、坂本まゆみ、和食沙紀の4名が取

り組んだ。また、教員の研究活動等は、本学ウェブサイトで公開している。科学研究費補
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助金、外部研究費等について、獲得はしていないが、平成28年度は科研費に関する学内研

修会を受講した。授業アンケートの実施結果を基に各教員は「授業アンケートに対する自

己分析」を行い報告している。また、授業内容のふり返りと授業改善を行っている。学習

成果を向上させるために、事務局と連携し強化に努めている。 

＜看護学科＞ 

看護学科では、平成28年度は科学研究費の採択や国際的活動については実施できていな

い。その中で、各領域の研究の動向を探ったり、現状の課題から研究のテーマの探索を行

なったり、看護研究の実践に向けての準備は行ってきた。さらに各教員には考案中の研究

テーマについての確認を行い、次年度に向けて学科全体で取り組めるテーマを二つに絞り、

共同研究活動を推進している。大学主催の外部資金獲得に向けての研修会にも参加し、教

員個人の実績を作るとともに、外部資金獲得に向けて具体的に活動するよう努めている。 

＜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）が研究活動等及び平成26～28年度の国際的活動に取り組んでいる。 

 

(b) 課題 

毎年、FD委員会では授業参観や授業改善に向けた取組の工夫と改善を検討している。平

成29年度はこれまでの成果と計画を具体化し、教育効果の向上を実現するFD活動の改革を

課題としている。特に教員個人の研究テーマに基づく研究活動を中心に、その研究に裏付

けられた専門的知見・技能による教育活動の実現が可能である。他方、職務の連携体制を

さらに効率良く整備することで、研究成果の向上が期待される研究課題もあることから、

その組織体制作りが課題である。なお、research mapへ登録していない教員もいることか

ら、積極的に登録し更新していくことが必要である。また、各教員や組織による最新の研

究成果を教育へ還元する体制の強化も課題である。そのためにも、専任教員が研究意欲を

高め、活発な研究活動と成果を積極的に発信するよう、研究遂行のための全学的な環境を

整備していく。特に、紀要への投稿件数、外部資金を獲得する教員数及び研究課題数の増

加が最大の課題である。 

＜生活科学学科＞ 

本学科の各教員は、学科内でスキルアップ研究会を開催し、授業及び研究に関する活動

に取り組んでいるが、さらに全体的なバランスを考えながら、適切な授業時間数や時間割

の見直し等で研究時間の確保に努め、教育研究活動を一層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、学科教員全員が共同して取り組む研究活動

を活発化させていくことが課題である。 

＜幼児保育学科＞ 

本学科の各教員は、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。特に、外部資金申請や本学紀要投稿を推進するため、教員同士の学習会を開催して

相互支援を行い、学科の共同研究を推進することが必要である。まずは、平成28年度から

始めた共同研究の具体的考察を進め、課題を分析し改善と発展に今後つなげていく。 
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＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

本専攻では、科学研究費補助金等の外部資金の獲得が一部の教員に偏っており、組織的

に専任教員の研究活動を活発化させていくことが重要である。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

本専攻の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。また、効率

的な教育研究体制を構築し、研究時間を確保することも課題となっている。 

＜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少ないため、研究活動にかける時

間と体制づくりが継続した課題である。また、外部資金獲得に向けての積極的な申請が課

題であったが、現状は前向きに努めている。今後、申請と採択の実績を上げることが課題

である。 

＜看護学科＞ 

本学科では、今後も効率的な教育体制の整備を図り、研究時間の確保に努める。さらに、

専任教員の研究意欲を高めるための工夫をし、学科長をはじめとする教授らがリーダーシ

ップを取り、二つに絞ったテーマについて取り組んでいく。 

＜専攻科応用生命科学専攻＞ （参考） 

今後、質の高い研究の取組を構築し、外部資金獲得の実現性を高める必要があり、研究

活動を活発化させる。また、各専門分野の修了研究における成果を活かした形で研究テー

マを横につなげ、新たな枠組みで研究を企画することも考えていく。また、臨床検査学の

分野を軸に医療・食・教育の多様な視点による総合的な研究分野を新たに開発する。 

＜専攻科地域看護学専攻＞ （参考） 

本専攻では、科学研究費補助金等外部資金の獲得に向けて、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

発化させる。 

 

 

基準Ⅲ-A-3 学習成果を向上させるための事務組織を整備している。 

 

■ 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、キャリアセンター、IR推進室を設置することを定め、平成28年度

には情報企画部を新たに設置している。さらに、事務局は庶務課、教務課、学生支援課、

図書課の4課体制で事務執行をしている。責任体制は事務組織の総括として事務局長、各課

課長及びIR推進室長、各係長、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」
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「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委員会を設置しており、事務職員も各委員会規程に基

づいてそれぞれの構成員や事務担当員となっている。施設設備の管理は庶務課、学生生活

や就職指導、入学試験及び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、データ収集と管理をIR推進室でそれぞれの事務を担当し、専任事務職

員は各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「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付している。情報セキュリティ対策

についても「情報企画委員会規程」に基づいて情報企画委員会を設置し、学生支援課を担

当事務として学内LANのセキュリティ強化に努めている。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「SD委員会規程」に基づい

てSD委員会を設置し、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であることから、平成28年度には教員と事務職員

が委員会の構成員となるよう各種委員会等の規程を改正し、また各学科・各専攻の教員で

行っていた会議についても「学科・専攻会議規程」「専攻科専攻会議規程」を改正して、

教員と事務職員を構成員としている。このように、教員と事務職員が協働する体制が確立

して学習成果の向上に取り組んでいる。また「広報活動並びに学生支援組織に関する規程」

に基づいて設置したキャリアセンターを中心に各種セミナーの開催等、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 

近年はSDの内容が拡大していることから、教職員一体となったSD活動の向上が課題であ

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、今後は情報管理に関する規
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程の見直しも課題である。今後の災害対策としても、非常用備蓄品や強化ガラス等の整備

等を継続しなければならない。 

 

 

基準Ⅲ-A-4 人事管理が適切に行われている。 

 

■ 基準Ⅲ-A-4の自己点検・評価 

(a) 現状 

専任教職員及び非常勤、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

務職員については事務局各課長やIR推進室長を職務命令にて委任し、各学科・各専攻及び

事務局全体で「高知学園就業規則」の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

程や内規及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、全教職員が高い志をもって「高知学園就業規則」を順守して職務に専念するよ

う、適正に管理していくことが必要である。その上で、事業計画に合わせて強化すべき配

置等を進めるなど、人事管理については適切に行っていく。また、引き続き各種法令や規

程を確認し必要に応じて迅速に対応することが必要である。 

 

■ テーマ 基準Ⅲ-A 人的資源の改善計画 

平成28年度には、情報企画部の設置、「キャリア形成演習」の全学科開講、三つの方針

や学習成果の見直し等を行ったことから、引き続き各学科・各専攻の教育目的や方針を教

職員が互いに共有し、本学の組織を有機的に活用するとともに、各教職員がその自覚を高

めるよう取り組んでいく。特に、新たに掲げた三つの方針や学習成果との整合性を重視し、

授業改善を単独の授業のみに止まらず、卒業後も意識した体系的で組織的な教育活動につ

ながる授業改善に向けた改革を進める。 

また、FD及びSDの内容も最新の動向に基づいた定義やテーマの見直しを図らなければな

らない。教職員の資質を高めるためにも専門部会、研修会等へ積極的に参加し、その成果

を学内全体へ確実に報告して共有し合うなど、適切に活用する体制を強化する。 
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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

については48,531平方メートルであることから、短期大学設置基準第30条の規定を満たし

ている。運動場用地についても25,840平方メートルの適切な運動場が同一敷地内に設けて

おり、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

14,014平方メートルであることから、短期大学設置基準第31条の規定も満たしている。な

お、施設・設備・その他の物的資源の面積については579平方メートルである。校地と校舎

には、障がい者へ対応できるよう6棟全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。平成28年度は車椅子用トイレを含

む3号館トイレの改修や中庭の整備を行い、施設設備の整備に取り組んでいる。 

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。 

平成27年度に導入した図書館の新システムについては、新入生に利用方法の周知をしてい

る。なお、本学は通信による教育課程及び学科は設置していない。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。 

全学共通の施設として、本学では短期大学設置基準第 28条及び第 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 974平方メートルであり、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及び関連図書、

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。図書の選書に当っては、

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 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、28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し、専門領域の叢書類を貴重な

コレクションとして購入した。また、平成 27年度の図書館システムリニューアルにより、

所蔵検索結果から資料の配架場所が確認できるようになっており、かつ資料の予約や利用

状況の確認等がオンラインでできる利用者ポータル機能や携帯 OPAC 機能が加わったこと

等により、よりきめ細かな利用者サービスが提供できるようになった。 

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。
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「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28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29年3月31日現在） 

 種類 冊数等 

蔵書数 図書 77,607冊 

雑誌（製本） 7,611冊 

年間受入数 

（平成28年度） 

図書 1,838冊 

雑誌 78種 

視聴覚資料 60種 

学術雑誌種類数  588種 

視聴覚資料数 DVDほか 1,384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（17台） 

パソコン 蔵書検索専用 1台 

一般用 17台 

座席  134席 

 

表Ⅲ-B-1-2 過去3年間の図書館利用状況（平成26年度～平成28年度） 

 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

開館日数（日） 260 270 264 

入館者数（人） 66,434 67,491 63,764 

貸出冊数（冊） 8,352 7,327 7,296 

 

＜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。平成28年度は、給食管理実習室に併設した実習室を改修し、実習・演

習ができるよう改善した。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、定期的に補充、管理を行っている。 

＜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（16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に整備している。また、本学他学科の協力も得て施設や機器・

備品を活用するなど、教育効果を高める工夫を図っている。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、及び「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。高知学園敷地内にある附属高知幼

稚園とは連携を密にし、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＞ 

医療衛生学科医療検査専攻の実習室は、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）、臨床検査

学分析系（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。

実験実習機器・備品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。平成28年度は、分析化学系でデンシトメーター、pHメーターが更新され、形態

検査系では実習用顕微鏡（34台）の取替え、顕微鏡保管室の整備（Ⅰ、Ⅱ）、自動血球計数

装置、骨格モデルが更新された。その他、採血練習キット、純水装置フィルター等が整備

されるなど、施設・設備の充実に努めている。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

実習室は、歯科臨床実習室、歯科基礎実習室、歯科実験室（2室）を整備している。歯科

臨床実習室は18台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、模型及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。各実習室には物品準

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28年度は、筋肉注射の穿刺部位をより的確にするために「殿筋注射2ウェイモ

デル」2個を購入した。さらにWHOの指針に基づいて、平成28年度は計画通り水銀レス血圧

計への切り替えが完了した。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、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） 

専攻科応用生命科学専攻では、教育課程編成・実施の方針に基づいて講義室を整備して

いる。演習や修了研究に使用する実習室や機器・整備については、医療検査専攻と共有で

ある。 

＜専攻科地域看護学専攻＞ （参考） 

専攻科地域看護学専攻では、「保健師助産師看護師学校養成所指定規則」に定められた

保健師養成に必要な機器・備品を整備している。また、学生が主体的に学習を進められる

ように、授業時間以外に研究活動や課題・グループ活動ができるようゼミ室として本専攻

科専用の教室を確保している。さらに実習室は、公衆衛生看護学の演習や実習に必要な機

器を設置している。その他、公衆衛生看護に関する備品や物品を収納管理している。 

 

(b) 課題 

本学の障がい者への対応としては玄関口のスロープや車椅子用トイレのみであり、その

拡充が課題となっている。また、機器・備品については耐用年数・保守費用を考慮しなが

ら、教育効果を維持・向上するよう計画的に運用しなければならない。 

図書館については、書架の狭隘化が進行しているため、資料のスリム化を推進する。ま

た、10月1日からの開館時間の延長、12月から2月末までの土曜日、日曜日の開館も実行し、
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学習環境の確保を図っており、今後はグループ学習室の整備等、図書館利用者の学習形態

の多様化に応じた環境整備を検討する必要がある。 

また、図書館の新システムにより利便性は向上しているが、本学学生への周知がまだ十

分ではない。利用者ポータル機能に貸出更新機能を追加するなど、より魅力的なシステム

となるよう、利用者のニーズを踏まえた機能の検討が今後の課題である。 

＜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。また、実習・演習における必要な備品を再検討し、学

習成果につなげるために、整備する必要がある。 

＜幼児保育学科＞ 

機器・備品については、学生の学習効果を高めるために非常に重要なものであり、常に

充実に努めなくてはならない。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

本専攻では、新たな臨床検査技師養成所指導ガイドラインに準じて、機器備品の充実整

備を進めている。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を検討する。また、災害等を念頭においた安全に配慮した機器備品の

点検については、具体的な整備が今後の課題となっている。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

本専攻として、今後は在宅訪問を想定した実習室の必要性も考えなければならない。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＞ 

本学科では、現在注目されている「シミュレーション教育」についても研修を進め、今

後も時代に即応し、学生の能力に合わせた機器・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） 

現在、学外の施設のものを借用しながら、学外授業として出向いて実験するなどの工夫

を図っている。臨床検査の高度化・専門化に応じて教育に必要となる機器を拡充していく

ことが課題である。また、修了研究のデータ解析に、専門性の高いソフトを搭載したパソ

コンが必要であり、今後整備に向けた計画を検討する。 

＜専攻科地域看護学専攻＞ （参考） 

機器・備品については、学生数に対して十分に整備できているかどうかを毎年確認する。

また、機器等のメンテナンスについては計画を立て、定期的に点検していく。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本学で処理している。高知学園全体で対処を
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要するものは理事会で検討し、学校法人高知学園寄附行為（以下「寄附行為」と表記）第5

章「資産及び会計」に基づいて維持管理している。固定資産管理や消耗品及び貯蔵品管理

等については「高知学園資産管理運用規程」「学校法人高知学園会計規程」を整備してい

る。さらに「会計規程施行細則」「物品管理要領」「物品購入審査規程」「高知学園購買

事務処理規程」等に基づいて施設設備や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」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。毎年1回、教職員と学生を対象

に、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、全教職員に配付して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。コンピュータ・ネットワークのセキュリ

ティ対策としては、最新のセキュリティ対策ソフトを導入し、機器の更新を実施した。 

実験室及び実習室の安全対策については「実験室安全管理委員会規程」に基づいて実験

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、入学生に配付して説明し、事故防止対策を講じている。コンピュータ

については情報企画部を中心に、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や啓蒙について

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 

現在は災害対策を防災マニュアルとして検討しているが、今後は規程の整備、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。また、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、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・ネットワークのセキュリティ対策につい

ては、ハード・ソフト両面の最新の動向に対応した情報セキュリティーポリシーの策定、

PDCAサイクルを含んだ研修の企画・実施が課題である。 

 

■ 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では、上下階の円滑な移動について課題が

残されている。本学は、地域の方々に利用していただく機会もあることから、3号館のトイ

レを改修する際には高齢者も想定して実施した。その整備を他の校舎においても進めるよ

う取り組んでいく。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、利用者が膨大な数の蔵書から必要な資料を迅速に見つけられるよう、

物理的環境と人的サービスの両面から支援する。環境面ではコレクション、コーナーを利

用した配架の工夫を図る。さらに、授業と連動する形での学習支援と図書館利用の促進に

努め、図書館利用者の学習形態の多様化に応じた環境整備を検討する。さらなる図書館利

用促進を図っていく。 
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毎年、災害対策の訓練を実施しているが、日本列島の地震の多発化に鑑み、これまでの

方法を見直す必要がある。省エネルギーや省資源対策、新エネルギー対策としては、LED

や省エネタイプの機器を全館に導入するよう整備を継続していく。コンピュータのセキュ

リティ対策についても、常に最新の動向に対応できるよう、情報企画部を中心に情報管理

の強化を図るとともに、セキュリティ対策のための研修のシステム化を図っていく。 

 

 

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、ハードウェア及びソフトウ

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、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、情報企画委員会で整

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、研究活動、図書検索、就職活動等に活用している。 

学内には、光ファイバーによる1000MbpsのLAN幹線が整備され、ほぼ全ての研究室・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、教員研究室、学内サーバ群、インターネットが

相互に接続しており、教育に必要な学内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

情報技術の向上と活用に努めている。学内には、教育課程編成・実施の方針に基づいて、

教育研究に資するスキャナーやデジタルカメラ等の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。また、専攻科室に6台のパソコンを整備している。 

＜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て、学習成果を獲得できるため

に必要な実験・実習室及び機器・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。特に栄養士及

び栄養教諭では、情報技術が必須となる。情報技術の向上を図るため教養教育科目である
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「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」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、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

用している。さらに、給食実務論実習等に現場経験豊富な教員が加わり、指導を強化して

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

習方法及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及び教材の効果的な活用方法を習得している。他に

も子どもの健康、運動遊びに関する科目では、模擬保育の様子を撮影し、授業の振り返り

と分析を行うため、積極的に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、教育課程編成・実施の方針に基づいて臨床検査技術に

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。また、臨床検査技師養成所ガイドラインで定められた教育上必要な機械器具につ

いても点検し整備を進めている。情報技術の向上を図るため「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、教育効果も上がっている。 

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、習得させている。教職員に対しては教員同士による技術向上に努め、情報

担当教員や情報企画委員会、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。 
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＜看護学科＞ 

看護学科は複数の実習室を設置し、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も毎年実験実習費及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。 

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及び情報モラルを習得している。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、学生に図書館の積極的な利用を勧め、1年前期には、文献検

索方法について、ゼミ活動では、グループ単位で図書課職員の指導を受けている。 

＜専攻科応用生命科学専攻＞ （参考） 

専攻科応用生命科学専攻の授業に必要な実習機器は、医療検査専攻と共用して、教育課

程編成・実施の方針に基づき整備されている。学生には、医療情報学、医療情報学演習の

授業及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、情報技術の向上を

図っている。教員も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、各教員間で機器の

保有状況の情報を交換し、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、少人数対面・演習形式の授業が多く、プレゼンテーションでパソ

コンを活用し、学生の情報技術向上にも役立っている。 

＜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。看護学科と連携の下、修了研究における研究活動や授業課題への取組等、学習支援

のためにゼミ室には学生が自由に使用できるデスクトップパソコンやプリンターを常時、

設置している。また、使用時に借用できるノートパソコンは学生 2名に対し 1台を看護学

科と共有で整備している。それにより、教育目的にある学生の表現力の獲得につなげると

共に、健康課題の明確化や人々の主体性を支え行動変容に導く力等は、情報処理機器を用

いた方法も取り入れながら獲得できるよう環境を整えている。 

また、公衆衛生看護実践論では、信州大学との連携の下、講義前の事前課題をインター

ネット上に提示し、課題をクリアすれば次に進むシステムを活用した。さらに、確認テス

ト等も所定のURLにアクセスして解答できるようにし、集計された結果を管理するなど、情

報機器を用いた学習指導体制の導入に向けて取り組んだ。 

 

(b) 課題 

各教員は、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

入を計画的に導入していくことが必要である。特に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例の拡充、ICT技術の基礎学力定着への活用環境とコンテンツの構築が

必要となっている。 
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＜生活科学学科＞ 

本学科では、専門職としてより実践現場に沿った機器・備品の整備を行うため、具体的

な更新計画を立てることが課題である。 

＜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、引き続き最新技術を活用した情報機

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。授業技術の向上を目指して、教員にはプレゼンテー

ションの技術、マルチメディア機器の研修が必要である。また、学生の授業時間外学習を

促進させるための情報機器の活用の仕組みづくりが課題である。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

本専攻では、高度化する臨床検査学教育に対応するため、機器備品の計画的な点検と整

備を継続する。また、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、教員が多

様な活用法を習得する必要がある。形態学検査分野についてはIT機器を利用した活用が飛

躍的に発展していることから、顕微鏡投影システムの導入を予定している。今後、導入機

器を用いた効果的な授業展開を行い、学習成果を向上させる必要がある。 

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

平成28年度の課題としていた入院中や要介護者の方への口腔のケアを行うための口腔内

と口腔の周辺器官を再現したシミュレーターを2体導入したことから、口腔保健管理法等の

実習で使用することにより、知識と技術の向上につなげなければならない。また、医療に

実践できる情報科学の教科目の導入も視野に入れて考えていかなければならない。 

＜看護学科＞ 

学習における情報環境の変化に伴い、教員は情報技術の向上を目指した研修へ参加し、

新しい情報技術を必要に応じて選択的に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） 

医療検査専攻と共に、今後も実習設備・機器の更新を計画的に検討していく必要がある。

効果的な授業を行っていくために、教員の情報技術の向上・活用が必要である。 

＜専攻科地域看護学専攻＞ （参考） 

本専攻の特性上、講義でインターネット情報を検索して学習を進めることも多いため、

学習成果の獲得に向けて、学内LANの整備やWi-Fi環境の整備を検討する必要がある。 

 

■ テーマ 基準Ⅲ-C 技術的資源をはじめとするその他の教育資源の改善計画 

情報企画部を中心に、情報機器の利用と情報に関する指導力の向上に努めていく。また、

各学科・各専攻で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、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研鑽に努める。 
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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及び事業活動収支は、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は続いており、学生数確保の努力が学納金等収入の増加につ

ながった結果である。貸借対照表においても、特定資産の積み増しを行いつつ、長期借入

金を計画的に返還し、確実にその額を減らしている。また、学校法人傘下の所属長と法人

本部で構成する幹部会を「学園幹部会規程」に基づいて開催し、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している。 

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

22.3～23.0パーセントで推移している。短期大学のみでは決算ベースで経常収支の20.5～

21.6パーセント、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

用の施設設備及び学習資源（図書等）への資金配分についても、経営計画で適切に配分さ

れている。過去3年における平均は入学定員充足率101.6パーセント、収容定員充足率103.5

パーセントであり、妥当な水準である。平成26、27、28年度における事業活動収支比率は、

それぞれ9.4パーセント、12.4パーセント、6.8パーセントを推移し、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 

近年の教育研究経費の経常収支に対する割合は予算ベース、決算ベースともに20パーセ

ント以上であるが、今後も確実に確保するよう努めていく。また、今後とも学生数の確保

及び経費の節減の努力を継続し、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将来像は、今後も平和と友愛の発展に貢献できる専門的職業人を育

成することである。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



高知学園短期大学 

114 

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。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。 

本学は、四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

知県外の四年制大学に進学する場合に比べると経済的負担が少ない中、専門的職業人を育

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、本学の専攻科は大学改革支援・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、さらには大学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、本学及

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。 

本学では収容定員を確保し、総合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、毎年度初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及

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 

外部資金獲得として、まずは科学研究費補助金の申請数を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。経費のバランスについては、人件費率に課題を残しているため、その改善に向けた計

画を整備しなければならない。現状の客観的な分析と将来的な本学の構想について、さら

に具体化を図る。 
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■ テーマ 基準Ⅲ-D 財的資源の改善計画 

今後も少子化が進行する中、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。そのためには、本学の学習成果が地域で果たす役割の意義を

明確にし、教職員が共有し合うことで、地域に発信できる体制を整備する。研究面では、

科学研究費補助金申請を促す組織体制を学内で構築する。 

 

■ 基準Ⅲ 教育資源と財的資源の行動計画 

「人的資源」については、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を計画的に進める。また「物的資源」については

災害対策に必要な備蓄品等の点検を強化し、避難訓練のあり方もより実践的なものへ工夫

を図っていく。情報企画部では情報管理の向上を検討する。「技術的資源をはじめとする教

育資源」については、引き続き各学科・各専攻の機器備品を本学予算内で計画性をもって

整備していく。「財的資源」については、特に科学研究費補助金の申請と採択の向上に向け

たセミナーの充実に努めていく。 

 

◇ 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、理事

会を適切に構成している。さらに、学校法人運営全般にリーダーシップを発揮し、寄附行

為に基づいて理事会を開催して、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は建学の精神に基づいて、短期大学運営に関する明確な運営方針

を提示している。その中で、学長は学則等の規程に基づいて教授会を開催し、学長が議長

となって重要事項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を目指して「学科・

専攻会議規程」「専攻科専攻会議規程」を改正し「情報の共有と意識の統一」の下で教学運

営に当たっている。 

監事は、学校法人の業務及び財産の状況について適宜監査を行い、理事会に出席して意

見を述べている。また、毎会計年度に監査報告書を作成し、理事会及び評議員会に提出し

ており、寄附行為に基づいて業務を行っている。評議員会は理事の定数の2倍を超える数の

評議員をもって組織し、寄附行為に基づいて開催している。さらに理事長は、予め評議員

会の意見を聞くなど理事会の諮問機関として運営している。 

学校法人及び短期大学は、中・長期計画に基づいた毎年度の事業計画と予算を、関係部

門の意見を集約した上で理事長が判断し、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

況及び財産状態を適正に表示している。また、資産及び資金（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ウェブサイトで公開している。 

 

 

基準Ⅳ-A 理事長のリーダーシップ 

 

基準Ⅳ-A-1 理事会等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、長期間行政の立場から高

知学園を客観的に評価してきた。寄附行為第14条に基づいて、理事長は法令等に規定され

る職務を行い、法人本部を総括するとともに、法人を代表して業務に当たっている。それ

ゆえ、理事長は学校法人高知学園の建学の精神及び教育方針を理解し、高知学園全体の発

展に寄与している。また、寄附行為第13条第3項に基づいて、理事長は理事会を招集する立

場にあり、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「学校法人高
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知学園会計規程」第4条及び寄附行為第34条に基づいて、理事長は会計年度終了後2月以内

に監事の監査を受け理事会の議決を経た決算及び事業の実績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。

理事会では、寄附行為第13条第7項に基づいて、理事長が招集し、議長を務めている。 

過去の一般財団法人短期大学基準協会による機関別認証評価は、事業計画として理事会

に諮られており、理事会は認証評価に対する役割を果たし責任を負っている。その後も継

続して本学及び本学園の課題に基づき、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及び学校教育法に従

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、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、学校法人運営や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）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、理事は法令に

基づき適切に構成されている。 

 

(b) 課題 

今後も理事会を学校法人高知学園の意思決定機関として円滑に運営し、役割を適切に果

たすよう取り組む。 

 

■ テーマ 基準Ⅳ-A 理事長のリーダーシップの改善計画 

学校法人の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。 
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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、長年にわたる教育行政と教育活動の経験や研究蓄積によって

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き、伝統

ある本学の運営全般について新時代に対応できる改革へ積極的に取り組み、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、教

育の質的保証と時代の変化に対応できる大学のあり方を追求し、教育環境の整備、教育体

制の強化・充実及び研究環境の向上に努めている。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、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

の任命を行っている。それゆえ、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。 

短期大学運営に当たり、学長は学則及び「高知学園短期大学教授会規程」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付け、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、管

理職教員の協力を得て、学則に定められる審議議題を提案し、構成員の意見を聴取してい

る。学習成果や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、教授会はその認識を有している。このように、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おり、学校教育

法第93条及び学校教育法施行規則第143条を満たしている。 

教授会における全ての審議内容は学長の指示により事務局職員が記録し議事録としてま

とめ、次回教授会に提案し承認を求めている。また、学長は「高知学園短期大学評議会規

程」に基づいて教授会に上程する議題の事前協議機関である評議会を開催し、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、各規程に基づいて学長が主導し、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、事務組織

の長であることから、学長が逐次各組織の現状を聴取し、把握することができている。 

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、適切に運営されている。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、短期大学教学運営の一翼を担っている。また「学科・専

攻会議規程」「専攻科専攻会議規程」に基づき、各学科・各専攻等に所属する専任教員と
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事務職員が構成員となり、学科・専攻、専攻科の運営を行っている。 

 

(b) 課題 

本学は開学以来50年間、教育分野が多様化していることから、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今も課題となっている。その中で、受け入れた学生

が汎用的能力を身につけ、専門的能力を活用しながら社会で活躍できる人材となる支援体

制を構築するためにも、各教員のFD活動に重点を置いた組織的取組の工夫と実践が求めら

れる。事務組織についても、学生部、教務部、情報企画部、IR推進室、図書館、キャリア

センターがそれぞれの機能・役割を確実に果たし、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いく。そのためにも、SD活動のさらなる活性化が求められる。 

 

■ 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、本学経営の基本として次の4点を掲げている。①本学の目指

す目標に向けた教員と事務職員の対等な立場での協働、②卒業認定・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、学習成果査定の方針の考えに基づく教

育の実施、③報連相の徹底等、組織の機能的な活用、④FD・SDの充実、研究活動の活性化

による個々の教職員のキャリアアップ、である。今後も4点を中心に強化を進めていく。 

学長は、現在の本学を取り巻く環境として、①開学以来「食」「医療」「教育」の3分野

に「創造性と情操を培い広い教養と社会性、人間性を備えた専門的職業人」を育成し高知

県内を中心に輩出してきた歴史があること、②社会が少子高齢化、情報化、グローバル化、

科学技術の発達等大きく変化している中、高知県は特に少子高齢化が進行していること、

③18歳人口はさらに減少が進むこと、④高知県が「日本一の健康長寿県構想」を打ち出し、

高知県の活性化（地方創生）のための担い手を養成することが必要であること、⑤子育て

支援対策、認定こども園制度の充実等への対策として幼稚園教諭、保育士の資質向上が求

められること、⑥以上の課題は本学で養成する「食」「医療」「教育」の分野での「人財育

成」が大きな役割を担うことと分析している。この6点の状況で本学の存在価値を高めるた

めには、変化する社会に対応でき、社会から評価される専門的職業人を育て、地域の「人

財」として送り出すことが不可欠である。そのためには受け入れた学生を適切に教育しな

ければならない。そこで、詳細な改善計画を教育、研究、社会貢献の観点から示している。 

教育では、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が主な計画である。特に基本的生活習慣につ

いては、例えば挨拶や遅刻・早退の防止、話を静かに聴くこと、相手の立場に立って考え

る思いやりの心等を平素の授業や学生生活で養わなければならない。必要に応じて特別授

業を計画することも必要である。あわせて、教員の適切な言動や指導力も求めていく。 

研究では、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を求

め、優れた取組については学長裁量経費を活用した研究奨励費を特別な予算措置で支援し

ていく。特に、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。科学研究費補助金獲得に向けた申請もさらに促していく。 
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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、

特に学生の教育活動や教職員の専門性を活かした幼児・児童・生徒及び高齢者に対する「食」

の改善や健康教育の普及促進に重点を置く。また、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も引き続き推進していく。

同時に、少子化を受けての短期大学としての将来構想をさらに具体化させていく。さらに、

本学は創立50周年を迎えることから、高知学園短期大学同窓会、高知学園短期大学後援会

と連携強化を図りながら、創立50周年記念式典に関する準備を進める。 

 

 

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

の業務及び財産の状況について適宜監査を行い、理事会に出席して意見を述べている。ま

た「学校法人高知学園会計規程」第4条及び寄附行為第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と評議員会に提出している。このように寄附行為に基づ

いて適切に業務を行っている。 

 

(b) 課題 

今後も、監事が寄附行為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整え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、理事会を含め役員の諮問機関

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、寄附行為に基づいて開催している。また、私立学校法第42条

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 

今後も、評議員会が理事会の諮問機関として適切に機能するよう、私立学校法等各種法

令に基づいて運営していく。 
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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 

学校法人高知学園及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経理責任者である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及び財産状態を

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、監事と学園本部

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

資産台帳及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。本法人の教育情報は、学校教育法施行規則第172条の2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 

地域に根差し地域で安定した事業を今後も実施するため、情報公開を迅速に進めて、本

学園に関する理解をさらに深めてもらうよう努めていく。 

 

■ テーマ 基準Ⅳ-C ガバナンスの改善計画 

監査に関する情報を監事が的確に収集できるよう、今後も工夫を図って取り組む。 

 

■ 基準Ⅳ リーダーシップとガバナンスの行動計画 

「理事長のリーダーシップ」の下、学校法人及び本学は社会情勢の変化に応じた教育環

境を整備する。また「学長のリーダーシップ」の下で教職員が一体となり、授業と学生生

活を通して基本的生活習慣を養うとともに、授業で確かな学習成果を獲得するよう、キャ

リア教育等を通じて将来に対する明るい展望を持たせるなど学生の意欲を高めるとともに

研究活動・教育活動の中での教職員の学生への対応能力・意識の向上に努める。特に、教

職員の教学運営への積極的な参加とその体制の充実を強化する。さらに、今後も学校法人

及び短期大学の役割を常に確認して健全な「ガバナンス」の体制の維持と向上に努める。 

 

◇ 基準Ⅳについての特記事項 

(1)以上の基準以外にリーダーシップとガバナンスについて努力している事項。 

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「広い教養」の習得を教育目的及び教育基本方針で定めるととも

に、教育課程編成・実施の方針の中で教養教育の目的を「広い視野から思考し実行する力

を育む」と掲げている。さらに、その目的には「平和と友愛に貢献できる専門的職業人を

育成する」ことが全学的な教育課程への願いとして込められている。 

以上を総合し、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

目の理解と活用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、教員と学生及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。 

これまで、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教育課程改正を

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。 

平成28年度より、本学の卒業認定・学位授与の方針にキャリア形成基礎力を身につける

ことを掲げた。そのため、学習成果が本学及び各学科・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しなければならない。まずは平成28年度に一部の学

科で実施した卒業生の動向と関連させた調査結果の分析を行う。 

 

 

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
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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、着付け等、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。さらに、平成28年度より全学科で「キャリア形成

演習（演習・1単位）」を開講し、社会人基礎力の育成やマナーの向上を踏まえ、特に「感

じ、広げる力」の育成を目指している。そのため、専任教員を1名配置し、専門的職業人

を目指す自己像の明確化及び理解の深化を図っている。 

教育課程編成・実施の方針では「学習成果に有益な教養教育の教育課程を学科・専攻別

に編成する」ことを掲げ、各学科・各専攻の学習成果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及び

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26年度～平成28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26年度 平成27年度 平成28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 15 31 7 15 31 8 14 

幼児保育学科 26 8 13 26 8 13 26 9 12 

医療検査専攻 17 2 16 17 2 15 18 4 15 

歯科衛生専攻 13 2 9 13 2 9 14 4 10 

看護学科 23 8 15 24 10 16 24 12 14 

〔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 
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(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。 

教養教育の教育課程が、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。特に「キャリア形成演

習」を中心に、入学当初から自己成長や職業意識の向上を目指した工夫を図っていく。 

 

(c) 自己点検・評価を基に改善計画を記述する。 

平成28年度には、本学の専門的職業人育成の方針（キャリア・ポリシー）に関する内容

を卒業認定・学位授与の方針へ反映させた。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。また、学習成果

も見直したことから、それに適した教育課程の編成も検討する。 

 

 

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。 

高知学園短期大学の教育課程編成・実施の方針では、教養教育を「広い視野から思考し

実行する力を育む」教育として位置付け、学科・専攻の教育目的に即した方法で実施して

いる。その方法については、担当教員がシラバスに示し、年度当初に学生へ説明している。

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。 

教養教育を行う方法については、教務委員会において教養教育と専門教育の学習成果を

総合的に検証し、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基本方針に定めた「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」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28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。 

各学科・各専攻が掲げる教育課程編成・実施の方針に基づいて、教養教育と専門教育の

学習成果を総合的に検証し、必要に応じて教育課程の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、専門性が多様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。教養教育の効果は、教員による成績評価、学生による授業アンケートから得ら

れる評価等で測定・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、教員が示した評価基準に応じて評定し、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、詳細については学科・専攻会議で討

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、学科・

専攻会議で検討している。平成28年度には、学科の学習成果や社会の動向も参考にして教

育課程の改正を実施した。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

員に返却され、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、教育課程の見直しを図る必要がある。 

 

(c) 自己点検・評価を基に改善計画を記述する。 

本学は、高知県内の大学と産業界が協働で取り組む「大学連携まち・ひと・しごと創生

推進本部会議」へ協力参加し、地域貢献につながる教育プログラムの開発に協力している。

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する。 
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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。 

高知学園短期大学では、教育目的に基づいて、全学科・全専攻は、社会に通用する専門

的職業人を育成し、卒業生は食、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めて

いる。本学の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・養護教諭等の養成を目的とし、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。 

本学卒業生が、建学の精神である「平和と友愛」に確実に貢献していくため、教職員の

指導力に求められる汎用的能力を明確にするとともに、その能力を高めることが課題であ

る。 

 

(c) 自己点検・評価を基に改善計画を記述する。 

就職先のニーズと新たに掲げた卒業認定・学位授与の方針との整合性を確認していく。 

 

 

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。 

高知学園短期大学では、入学者受け入れの方針で入学までに求められる学習内容を明示

し、合格者登校日ではその内容に基づいて各学科・各専攻の専門性に関連した課題を提供

し、入学に備えて後期中等教育との連携を図っている。本学の職業教育の具体的な内容に

ついては、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も、高校生やその保護者に、職業

資格取得に必要な教育内容を提示している。また、高校の要請により各学科・各専攻の教

員が出前授業を行い、職業教育内容を紹介する機会も多い。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。以上のような多様な取組をし、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、目的意識の曖昧な学生が存在することから、入学後専門教育へより円滑
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に移行できるよう、職業教育内容の理解と本学で学ぶ意義を明確にして受験に臨めるよう

広報活動のあり方を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を深める工夫をしていく。 

 

 

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・全専攻の教育内容は、基準(1)に示す資格取得につながる教育課程を編成し、実

施する体制を確立している。本学では、全学科・全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、全学科・全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、キャリアセミナー及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指導方法の工夫を図ることが課題である。 

就職状況においては、社会情勢の変化を的確に把握し、情報収集と活用に努めていく。 

 

(c) 自己点検・評価を基に改善計画を記述する。 

キャリアセミナー等を通して「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、科目等履修生規程に基づく科目等履修生、卒後研修生規程に基づく卒後研修

生の各制度がある。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、各専門

性を活かした講座を開講している。特に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」、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継続して開講し、各分野の人材育成に寄与して

いる。 

 

(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。 

現在実施している分野以外でも、リカレントの場を充実させ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。 

講座内容及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調整を図る。 

 

 

基準(5) 職業教育を担う教員の資質（実務経験）向上に努めている。 

 

■ 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～Ⅵ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。 

 

(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。 

授業で取り扱う内容がどの実務へどのように寄与するのかを的確に学生へ伝えることが

できるよう、教員の資質向上を図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。 

実務経験の豊富な教員による学内の指導体制を確立することを検討する。 
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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、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、平成27年度から文部科学省の「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（Ｃ

ＯＣ＋）」である「大学連携まち・ひと・しごと創生推進本部」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。こうした組織と協働しながら、地域におけ

る本学の貢献度も聴取することができている。 

 

(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。今後

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が重要になる。

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。 

そのためには卒業後の様子を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

ことを通して職業教育の効果を測定し評価するとともに、改善計画をたてている。特に、

定着率の向上に寄与する計画へ精練させることが求められる。他方、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。それゆえ、

卒業生を対象とした調査を拡大して実施することを検討する。 
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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。また、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28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。さらに、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、「高知学園短期大学科目等履修生規程」

や「高知学園短期大学卒後研修生規程」等に基づき、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並びに健康分野の発展に貢献することを目的

として、公開講座、生涯学習講座に取り組んでいる。平成28年度の公開講座は、地域住民

を対象として「健康で長生き、元気の源は食事から」のテーマで食事のとり方や調理の仕

方等について講話を行い、参加者は12名であった。生涯学習講座は、一般の管理栄養士国

家試験受験希望者や本学の卒業生・在学生を対象に「管理栄養士国家試験準備講座」を開

催している。平成28年度は、本学教員8名が18講座（各2時間）を担当して、参加者は延べ

107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28年度の生涯学

習「ホームカミングデイにあつまれ！」では、就職して1～ 2年の若年幼稚園教諭・保育

士を対象にリアリティショックについての講座を開講し18名の参加があった。また、教育

要領改訂に伴う公開講座として、園長、現職教員、保育士、教員、学生を対象に文部科学

省の視学官湯川秀樹氏を講師に迎え、「幼稚園教育要領の改訂について―幼稚園教育要領等

改訂における課題と方向性―」の演題で講演会を行い、300名以上の参加があった。 

さらに、本学科では「平成28年度教員免許状更新講習」を本学科の教員を中心に他学科

の教員と必修領域・選択領域をあわせて17科目の講座を開講している。また、「平成28年度

保育士資格取得特例講座」の講師として、本学科の教員を中心に他学科の教員と協力し4

講座を担当し各講座15名程度の参加があった。さらに高知県教育委員会主催の「平成28年

度子育て支援員研修」の講師として、本学科の教員を中心に他学科の教員と協力し20講座

36回の講義を担当し各講座100名前後の参加があり、保育士不足の解消に向けて側面的な協

力を行っている。さらに「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
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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28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「イキイキ講座で、健康Get」の一環として「ヒトと微生

物～健康をGetするには敵？味方？」を開講した。身近な微生物の基礎的から話題の微生物

まで、人との関わりを解説し、市民の健康意識の向上に貢献した。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。 

＜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、一般の方を対象として公開講座に取り組んでいる。平

成28年度は、テーマ「イキイキ講座で、健康Get」講座Aは「はえかわりのこの時期の歯の

模型を作ってみよう」には4組の親子が参加した。講座Eは「歯の形や口腔の働きから考え

る口腔の健康」には16名が参加した。講座Fは「口腔衛生管理・口腔機能について～基礎編

Part2～」は平成28年に引き続き講座を開催し10名参加した。 

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」に歯科衛生専攻教

員も協力している。 

また、高知県の委託事業として「高知県在宅歯科医療連携推進事業研修会」を5回実施し、

258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

療に関する研修及び口腔ケアの実技研修を行い、専門知識及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28年度は、全学的な公開講座の一環として、一般の方を対

象に「災害後の健康を守る―避難生活で起こりやすい高齢者の病気と予防について」をテ

ーマに計画をした。4名が参加した。少人数ではあったが、和気藹々と和やかに学びを深め

ることができた。また、生涯学習では、本学卒業生・修了生を対象に「リフレクションで、

看護実践力を高めよう」をテーマに準備を進めたが、卒業生の参加はなかった。7期生まで

の卒業生を輩出しており、今後、卒業生に対する生涯学習が系統的かつ継続的に実施でき

るような体制作りが必要である。 

 

(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卒後研修生が中心である。そのため、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は不明である。また、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。

さらに、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

り方によって受講者数が左右される面もある。特に広報活動については、生涯学習や公開
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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、かつては行政と協働で専門職の研修を

兼ねた講座を開講したところ、募集人数を大幅に超える希望者が集まり、会場を学外へ変

更した例もある。講座の内容だけでなく広報活動や実施体制も工夫の余地がある。 

 

(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っていく。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連携を図ることも強化しな

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。 

 

 

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、教育機関及

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。とりわけ、歯科衛生専攻を中心

に、本学は一般社団法人高知県歯科医師会と「災害時の歯科医療救護に関する協定」を締

結し、災害時の歯科医療救護を支援することとしている。また、高知県歯科医師会、国立

大学法人高知大学、国立大学法人徳島大学、高知県及び本学は「歯科保健医療対策に関す

る協定」を締結し、歯科保健医療対策における相互の連携を強化することとするなど、交

流しながら地域貢献に寄与するよう努めている。 

＜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及び各種団体が主催する研修会や研究会議等の講師を務

めるなど、地域に貢献している。 

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、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、地場産物活用の授業を実践している。 

他にも、高知市歯科医師会主催による「歯っぴいスマイルフェア」等に参加し交流活動

を行っている。平成28年度は学生2名、教員2名が参加した。 

＜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
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催する研修会・研究会・保育巡回指導・助言等の講師を務めて地域に貢献している。また、

本学科教員・事務局職員及び本学科の学生は、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当って

いる。

平成28年11月1日から2日にかけて開催された、文部科学省委託事業：幼児教育の推進体

制構築事業として高知県教育委員会が主催の「平成28年度高知県幼児教育の推進体制シン

ポジウム～キャリアステージに応じた人材育成の充実～」では、本学科教員2名がパネリス

トとして参加した。この2日間の研修会にはパネリスト2名を含む10名の本学科教員が参加

するとともに、本学科学生84名も参加し、高知県下の幼稚園及び保育所の職員、高知県教

育委員会職員とも研修を通して交流を行った。 

＜医療衛生学科医療検査専攻＞ 

医療衛生学科医療検査専攻及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交流が

できている。平成28年度は日本臨床衛生検査技師会中国四国支部医学検査学会において受

付を行うなど、学会活動に貢献するとともに医療現場の臨床検査技師との交流を深めた。

（場所：高知市文化プラザかるぽーと、参加学生50名）。また、高知市歯科医師会主催によ

る「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。（場所：イオン高知、参加学生36名）。また教員は、臨床検査技師会、健康食

品管理士会等、県内の医療関係団体の役員や研修会講師を務めるなど、地域に貢献してい

る。

＜医療衛生学科歯科衛生専攻＞ 

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、保育所、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28年度の指導数は3,186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。教員も子育て支援等で4箇所、「子どもの歯

の話」講話を実施している。また、高齢者を対象に「口腔ケア」1講話を実施している。 

さらに、高知市歯科医師会主催による「歯っぴいスマイルフェア2016」（来場者数2,310

名）にも積極的に参加し交流活動を行っている。 

＜看護学科＞ 

専攻科地域看護学専攻と連携し、高知県看護協会等、県内関係団体の委員や講師を務め、

地域に貢献している。高知県看護教育研究会では、県内の看護基礎教育に携わる教員とと

もに学習会の機会を持ち、平成28年度は「臨床現場とともに取り組む看護基礎教育の充実」

「臨床現場とともに取り組む臨地実習の充実」の2回のシンポジウムを実現している。 

 

(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。 

今後は、組織としての本学と各自治体や地域各種団体との連携による取組の充実が望ま

れる。その場合、責任の主体を明確にし、チェック体制を厳格にした上で、ルールに基づ

いた連携強化が必要である。 
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(c) 自己点検・評価を基に改善計画を記述する。 

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。今後も、行政や公的機関が

主催する各種イベントへ本学として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及び学生は、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へ還元している。

平成26～28年度も多くの保育・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年度からは全学科参加による「イキイ

キ健康フェア」を本学で開催し、地域の高齢者と健康推進の重要性と意義について理解を

深めるよう取り組んだ。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2016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。こ

の活動は、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、教員及び学生がボランティア活動を積極的に行っている。平成28年

度は、「リレー・フォー・ライフ・ジャパン2016高知」に参加し、がん患者、家族、支援者

とともにがん撲滅運動へ寄与する活動に取り組んだ。「イキイキ健康フェアin学短」におい

ては、学生が作成した献立素案を基に昼食の提供（ガクタン特製栄養バランスカレー）と、

栄養相談（栄養チェック・食事バランスチェック）を行い、地域の高齢者の方の健康維持

増進につながる活動に取り組んだ。平成28年度は学生47名、教員10名が参加した。 

また、本学周辺の住宅街清掃を行い、地域における環境整備を意識した活動にも取り組

んだ。 

＜幼児保育学科＞ 

高知県内の放送局が主催する「子育て応援団・すこやか2016」のイベントに教員5名、学

生29名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。幼

稚園や保育所、福祉施設での運動会や学芸会、夏祭り等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に取り組

んでいる。また、学園全体で取り組んでいる「イキイキ健康フェアin学短」が平成29年2

月26日（日）に開催され、簡単なダンスと皆が知っている童謡とともに合唱しながら楽し

い時間を共有し、健康について再確認している。また平成29年2月11日（土）には、文部科

学省視学官湯川秀樹氏を招いた「幼稚園教育要領改訂と今後における幼児教育の在り方」

の講演会を開催し、高知県教育委員会事務局幼保支援課チーフ（幼児教育担当）、本学科教

員とともに幼稚園教育要領を読み解くポイント等質問形式で進められ、本学科学生167名、
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本学科教員10名や参加した幼稚園教諭、保育教諭、保育士、行政担当者とともに幼児教育

についての認識確認を深める機会を設けるなど、地域貢献に努めている。さらに平成28年

10月8日、9日の「リレー・フォー・ライフ・ジャパン2016高知」へ本学科学生17名、教員6

名が参加し、命を預かる責任感を高めた。 

他の学科との共同の活動として、本学周辺の定期的な地域清掃へも本学科学生及び教員

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、定期的にボランティア活動に参加している。 

「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下に健康フェスタにボランティア

として参加し、専門性を活用して地域貢献している（実施日：平成 28年 5月 16日、場所：

独立行政法人国立病院機構高知病院、学生参加数 7 名）。「リレー・フォー・ライフ・ジャ

パン 2016高知」では、教職員と学生がこの活動を通して、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 28 年 10 月 8 日〜9 日、場所：高知

城西公園、参加数学生 82名、教員 6名）。骨髄移植推進活動では骨髄移植講演会を聴講す

るほか、ボランティアとして受付等の役割を果たしている。（実施日：平成 28 年 10 月 15

日、場所：高知県民文化ホール、学生参加数 45名）。さらに一部の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 28年

10月 22日～23日、場所：高知学園短期大学）。「イキイキ健康フェア in 学短」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、健康食品のアドバイス

を行い、地域の人々の健康に貢献した（実施日：平成 29年 2月 28日、場所：高知学園短

期大学、参加学生数 8名）。 

その他、自治体病院から「健康フェア」ボランティアの募集もあり、学生が専門性を生

かして地域の人々と関わりができる行事には参加を推奨している。 

＜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4名の学生が「リレー・フォー・ライフ・ジャパン2016

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28年10月8日〜9日、場所：高知城西公園）。 

＜看護学科＞ 

看護学科では、教員及び学生が以下のボランティア活動を行っている。 

まず「リレー・フォー・ライフ・ジャパン 2016高知」への参加である。参加者は看護学

科 2-3年生 10名、教員 7名で、期間は平成 28年 10月 8～9日、場所は高知市城西公園で

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。 

次に「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年生5名、期間は平成28年12月7日～8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。 

さらに「第31回日本がん看護学会学術集会」にも参加した。参加者は、学生4名、教員6
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名、期間は平成29年2月4日～5日、会場は高知県立県民文化ホールをはじめとする4会場で

行われた。ボランティアとしての業務に当たる一方で、看護学会という学びの場を体験す

ることができた。 

最後に「高知龍馬マラソン2017」への参加である。平成29年2月19日、学生10名が医療救

護ロードスタッフとして大会の運営を手伝い、競技者の応援に参加した。 

 

(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。 

本学の教職員及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ことを測定し評価するシステムに課題が残され

ている。一部の科目では、ボランティア活動の要素を教育科目における活動へ反映させて

いるが、科目の単位修得へ直接取り入れるまでには至っていない。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が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、教職員及び学生が独自に取り組むだけでなく、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等、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。 


