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Ⅰ．建学の精神・短期大学の基本理念、使命・目的、短期大学の個性・特色等 

１．建学の精神 

兵庫大学短期大学部（以下、「本学」という。）は、聖徳太子が定めた十七条憲法の第一

条「和なるを以て貴しと為す（以和為貴）」に示された「和」を建学の精神としている。そ

の起源は、学校法人睦学園（以下「本学園」という。）が、大正 10（1921）年に聖徳太子

薨去 1300 年にあたり、聖徳太子の「和」を基盤とした教育を施すという目的のもと、「太

子日曜学校」を創立したことに始まる。本学は、「和」を大切にした本学園の創設者 3 人

（鶴崎規矩子・河野厳想・河野センヨ）の考えに基づき、昭和 30（1955）年に開学して

以来、これまで、多くの人材を輩出し今日に至っている。 

本学園の名称である「睦」は、十七条憲法第一条の「上和らぎ下睦みて」にその一語が

あり、創設者河野厳想、センヨ夫妻によって名づけられた。なお、聖徳太子を和国の教主

として敬い教えをひらいた親鸞聖人、そして創設者 3 人も親鸞聖人の教えにゆかりがある

ことから、本学園は浄土真宗本願寺派の宗門関係学校として龍谷総合学園に加盟している。 

 また、学園創立 80 周年の際、当時の理事長であった河野申之は、建学の精神である「和」

を学園の教職員、学生、生徒、児童に分かりやすく示すために、「感謝、寛容、互譲」を学

園訓として定めた。この学園訓は、「和」の行動規範として、学園関係者が大切にしている

ものの一つである。 

 本学園創設以来、十七条憲法第一条に由来する和の精神は、学園の精神的支柱として受

け継がれ、本学開学に際してもその建学の精神として今日まで機能してきた。しかし、学

園創立から 95年、本学開学から 61年が経過する中で、建学の精神をめぐる表現について、

また建学の精神と、学園訓及び「睦」との関係について、いくつかの解釈が併存する状況

が見られた。そのため、改めて建学の精神を全教職員が再確認することを目的として、平

成 27（2015）年度に「本学の『建学の精神』再定義のための課題整理ワーキンググルー

プ」が設置され、そこで建学の精神の表現、そして学園訓及び「睦」との関係について検

討がなされ、その文言と位置付けについて全学的な統一が提起された。現在はここで提起

された内容が、本学全体の正式見解として承認され、全教職員で共有するに至っている。 

 

２．兵庫大学短期大学部の使命・目的、個性・特色  

 本学の目的は、「兵庫大学短期大学部学則」に明文化している。学則第 1 条に、「本学は、

教育基本法及び学校教育法に則り、建学の精神である「和」を育む仏教主義に基づく短期

大学として、専門の知識、技能を教授研究するとともに、幅広い教養を養い、豊かな人間

性を涵養し、以て社会に貢献できる見識と能力を備えた職業人として有能な人材を養成す

ることを目的とする」と規定している。約言すれば、建学の精神である「和」に基づき、

「個性豊かな人間性の涵養」と「有為な人材の養成」を行なうことを本学の使命・目的と

している。 

本学では、建学の精神を学ぶ機会として、1 年次に「宗教と人生」を履修させることと

なっている。ここでは、仏教思想を基盤として「和」について学ぶほか、学内の宗教施設

である思惟館を見学し、体験的に建学の精神に触れる機会を設けている。これにより、多

様化する現代社会で、学生一人ひとりが自己を見つめ、他と共に生きることを可能とする

人間の内的成長と人間理解の涵養をめざしている。 
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Ⅱ．沿革と現況 

１．学園の沿革                                         

年 事 項 

大正 10（1921）年 聖徳太子薨去 1300 年を記念して、「太子日曜学校」をはじめる（学園の創始） 

  12（1923）年 6 月 10 日、須磨太子館が完成。附属高等裁縫部を創設（学園の創設） 

  15（1926）年 須磨幼稚園を設置 

昭和 12（1937）年 財団法人須磨太子館を設置 須磨睦高等実践女学校（現、須磨ノ浦女子高等学校）を設置  

  22（1947）年 学制改革に伴い須磨ノ浦新制中学校を併設 

  26（1951）年 法人名を学校法人睦学園に改称 

  29（1954）年 睦学園幼稚園教員養成所を設置 

  30（1955）年 睦学園女子短期大学（保育科第二部）を設置 

  32（1957）年 短期大学に保育科第一部を設置、保育科第二部を廃止 

  41（1966）年 短期大学にデザイン学科・食物栄養学科・家政学科を設置 

神戸市須磨区から加古川市に移転、短期大学名を兵庫女子短期大学に改称 

  42（1967）年 兵庫女子短期大学附属加古川幼稚園を設置 

  43（1968）年 短期大学に昼間二交替制の家政学科第三部を設置 

  45（1970）年 短期大学に初等教育学科を設置 

  46（1971）年 短期大学に保育科第三部を設置 

  48（1973）年 須磨ノ浦中学校を休校 

平成 3（1991）年 短期大学の家政学科第一部・第三部を生活科学科第一部・第三部に改称。 

須磨ノ浦中学校を再開、校名を神戸国際中学校に改称 

   4（1992）年 短期大学に専攻科（1 年課程）美術デザイン専攻・食物栄養専攻・生活科学専攻を設置 

短期大学の専攻科食物栄養専攻学位授与機構認定 

高倉台キャンパス完成、神戸国際中学校を移転 

   5（1993）年 短期大学の専攻科美術デザイン専攻学位授与機構認定 

   6（1994）年 神戸国際高等学校を設置 

   7（1995）年 兵庫大学（経済情報学部経済情報学科）を設置 

   8（1996）年 短期大学の初等教育学科を廃止 

  10（1998）年 短期大学名を兵庫大学短期大学部に改称 

短期大学附属加古川幼稚園名を兵庫大学附属加古川幼稚園に改称 

  11（1999）年 兵庫大学大学院経済情報研究科（経済情報専攻）を設置 

  13（2001）年 兵庫大学健康科学部（栄養マネジメント学科・健康システム学科）を設置 

健康科学部栄養マネジメント学科管理栄養士養成施設指定認可 

  14（2002）年 短期大学部に美術デザイン学科第三部を設置 

短期大学部の食物栄養学科、生活科学科第一部、生活科学科第三部を廃止 

専攻科（1 年課程）美術デザイン専攻、食物栄養専攻、生活科学専攻を廃止 

専攻科美術デザイン専攻（2 年課程）を設置 

専攻科美術デザイン専攻（2 年課程）大学評価・学位授与機構認定 
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年 事 項 

  15（2003）年 短期大学部に専攻科保育専攻（2 年課程）を設置 

短期大学部の専攻科保育専攻（2 年課程）大学評価・学位授与機構認定 

  16（2004）年 須磨幼稚園名を兵庫大学附属須磨幼稚園に改称 

  18（2006）年 兵庫大学健康科学部に看護学科を設置 

健康科学部看護学科保健師学校、看護師学校指定認可 

  20（2008）年 兵庫大学生涯福祉学部（社会福祉学科）を設置 

  21（2009）年 短期大学部の専攻科美術デザイン専攻（2 年課程）廃止 

  22（2010）年 短期大学部の美術デザイン学科第三部廃止 

23（2011）年 短期大学部の美術デザイン学科第一部廃止 

25（2013）年 兵庫大学生涯福祉学部にこども福祉学科を設置 

  26（2014）年 短期大学部の専攻科保育専攻（2 年課程）廃止 

須磨ノ浦女子高等学校名を兵庫大学附属須磨ノ浦高等学校に改称 

  28（2016）年 兵庫大学現代ビジネス学部現代ビジネス学科を設置 

兵庫大学に共通教育機構を設置 

※    は、兵庫大学短期大学部の沿革を示す。 

 

2．本学の現況 

・短期大学名   兵庫大学短期大学部 

・所在地     兵庫県加古川市平岡町新在家 2301 番地 

・学科の構成   保育科第一部 

保育科第三部 

          

・学生数、教員数、職員数（平成 28（2016）年 5 月 1 日現在） 

◇学生数                                         (単位：人) 

学 科 
入学 
定員 

収容 
定員 

現 員 

1 年 2 年 3 年 計 

保育科第一部 100 200 97 113  210 

保育科第三部 80 240 84 93 83 260 

合 計 180 440 181 206 83 470 

 

 ◇教員数                                                (単位：人) 

学 科 
現 員 

助手 
兼任 
教員 教授 准教授 講師 助教 計 

保育科第一部 6 1 5 0 12 0 29 

保育科第三部 1 1 6 0 8 0 23 

合 計 7 2 11 0 20 0 52 
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 ◇職員数         (単位：人) 

 計 

専任事務職員 65 

  ※専任事務職員は、併設する大学の事務を兼務している。 
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Ⅲ．評価機構が定める基準に基づく自己評価 

 

基準 1．使命・目的等 

1－1 使命・目的及び教育目的の明確性 

≪1－1の視点≫ 

1-1-① 

1-1-② 

意味・内容の具体性と明確性 

簡潔な文章化 

（1）1－1の自己判定 

基準項目 1－1 を満たしている。 

 

（2）1－1の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

1-1-① 意味・内容の具体性と明確性 

本学の使命・目的は、学則第 1 条に「本学は、教育基本法及び学校教育法に則り、建学

の精神である「和」を育む仏教主義に基づく短期大学として、専門の知識、技能を教授研

究するとともに、幅広い教養を養い、豊かな人間性を涵養し、以て社会に貢献できる見識

と能力を備えた職業人として有能な人材を養成することを目的とする」と明文化されてい

る。 

さらに学科の教育研究上の目的は、この使命・目的に基づき学則第 2 章の 2 に明確に示

されている。【資料 1-1-1】 

 

このことから、本学は建学の精神である「和」に基づき、「個性豊かな人間性の涵養」

と「有為な人材の養成」することを本学の使命・目的とし、その意味・内容は具体的かつ

明確であると認められる。 

 

1-1-② 簡潔な文章化 

本学の使命・目的及び教育目的は、1-1-①で述べたとおりであり、これらは、学則に簡

潔に文章化されている。この学則は、「兵庫大学公式ウェブサイト」（以下、「大学ウェ

ブサイト」という。）にも掲載し、学内外へ周知している。【資料 1-1-2】 

以上のことから、本学の使命・目的及び教育目的は簡潔に明示されている。 

 

（3）1－1の改善・向上方策（将来計画） 

今後についても、引き続き使命・目的及び教育目的の明確化を維持し、継続していく。 
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1－2 使命・目的及び教育目的の適切性 

≪1－2の視点≫ 

1-2-① 

1-2-② 

1-2-③ 

個性・特色の明示 

法令への適合 

変化への対応 

（1）1－2の自己判定 

基準項目 1－2 を満たしている。 

 

（2）1－2の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

1-2-① 個性・特色の明示 

本学の使命・目的及び教育目的は、教育基本法及び学校教育法に則り、建学の精神であ

る「和」に基づいているが、これをより分かりやすい形で全教職員に示し、本学の今後の

具体的な運営指針とするために、第１次中期計画（平成 22（2010）年度〜平成 26（2014）

年度）策定時に、併設する兵庫大学と同じ内容で本学の使命（ミッション）を以下のとお

り定めた。 

 

・｢和の精神」に基づく情操教育を基盤に、教養教育と専門教育による個性豊かな人間形成

と有為な人材育成をめざす。  

・幅広い職業人教育を展開し、きめ細かい職業人教育と進路指導を行なうことにより、学

生ののびしろを最大化する教育をめざす。 

・地域の生涯学習機会の拠点として社会人の受入れ推進と地域社会への貢献をめざす。 

  

この本学の使命（ミッション）を定める背景として、第1次中期計画では、これまでの本

学の歴史と教育内容などから、本学の個性・特色を以下のとおり整理している。 

1．建学の精神を仏教主義に基づく和の精神により人間教育を行なっている大学である。 

2．設置している学科の多くは、職業人養成を目的としている。 

3．半世紀前に創設した短期大学は、有為な職業人を数多く輩出し、卒業生は地域社会の

中核 構成員として存在し、短期大学のみならず大学の卒業後の進路の方向性に、多大

な影響を与えている貴重な人的資源となっている。 

4．人口約 46 万人を抱える東播磨地域の2市2町において高等教育機関は本学だけという、

極めて恵まれた希少性としての地の利を有している。  

 

こうした経緯より、本学の使命・目的及び教育目的策定にあたり、上記のような本学の

個性・特色の意識が存在しているといえる。 

 

1-2-② 法令への適合 

 本学の使命・目的は、学則第 1 条に示され、その条文には、「教育基本法及び学校教育

法に則り」と記され、法令に則っていることを明文化している。続いて同条文は、本学の

目的が「専門の知識、技能を教授研究するとともに、幅広い教養を養い、豊かな人間性を

涵養し、以て社会に貢献できる見識と能力を備えた職業人として有能な人材を養成するこ
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と」であることを明確に示している。このことから、本学の使命・目的及び教育目的は、

学校教育法第 108 条及び短期大学設置基準第 2 条の法令に適合したものであるといえる。 

【資料 1-2-1】 

 

1-2-③ 変化への対応 

「Ⅱ．沿革と現況」の「1．学園の沿革」に示すとおり、開学以来、社会に求められる

人材を輩出してきた。昭和 29（1954）年に睦学園幼稚園教員養成所を設置したことから、

本学の幼稚園教員養成は始まる。翌年の昭和 30（1955）年に、睦学園女子短期大学（保

育科第二部）を設置し、昭和 32（1957）年に保育科第二部を廃止し、保育科第一部を設

置した。その後、昭和 41（1966）年、兵庫女子短期大学に名称を改め、昭和 46（1971）

年には、勤労学生を対象とした昼間二交替制の保育科第三部を設置した。以後、本学では

建学の精神である「和」に基づき、幼児教育を担う人材を輩出してきた。 

このように、本学は開学以来、社会が求める人材養成を行なう短期大学として、「人間形

成」と「人材養成」を教育目標とし、本学の特色を活かしながら、変化への対応を行なっ

てきた。 

今後も有為な人材を輩出し、社会に求められる短期大学として発展を遂げるよう、第 2

次中期計画「Vision 2019」（実施期間：平成 27（2015）年度から平成 31（2019）年度）

を策定し、教職員が共に目標に向かって推進しているところである。【資料 1-2-2】 

今後、教育目的については、副学長（教育担当）が主宰する全学教育改革推進会議（平

成 28（2016）年 4 月設置）において、社会状況の変化等を勘案しつつ、その妥当性を確

認、必要に応じて見直しを行なっていく。 

以上のことから、本学の使命・目的及び教育目的について、本学は社会情勢の変化への

対応がなされているといえる。 

 

（3）1－2の改善・向上方策（将来計画） 

時代の変化に伴い社会が求める人材もまた、変化を伴うものであると認識している。本

学の使命・目的についても、社会の変化、求められる人材の変化に対応し、学長のリーダ

ーシップのもと、必要に応じ迅速に対応をしていく。 

 

 

 

1－3 使命・目的及び教育目的の有効性 

≪1－3の視点≫ 

1-3-① 

1-3-② 

1-3-③ 

1-3-④ 

役員、教職員の理解と支持 

学内外への周知 

中長期的な計画及び 3 つの方針等への使命・目的及び教育目的の反映 

使命・目的及び教育目的と教育研究組織の構成との整合性 

（1）1－3の自己判定 

基準項目 1－3 を満たしている。 
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（2）1－3の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

1-3-① 役員、教職員の理解と支持   

使命・目的及び教育目的は、本学学則に明文化している。学則の制定・改廃においては、

教授会及び学内での最高の意思決定機関である大学運営会議を経て、理事会に諮り承認を

得ることとなっている。大学運営会議では、使命・目的及び教育目的の有効性並びに、こ

れに基づく具現化の推進、方向性についても審議、共通理解を図っている。【資料 1-3-1】 

学則の制定及び改廃は、教授会、大学運営会議の承認を経て定められており、教職員の

理解と支持を得ている。また、大学運営会議で承認された内容は、学科及び事務組織の長

から、各部署等所属の教職員に対し説明がなされ、全教職員に周知されるとともに、その

方向性等についても共通理解を図っている。 

 また寄附行為及び学則の制定・改廃については、理事会での審議を経て承認されること

となっており、使命・目的及び教育目的は、役員の理解と支持を得ている。【資料 1-3-2】 

 

1-3-② 学内外への周知 

本学の使命・目的及び教育目的を学内外へ周知するためさまざまな手段を講じている。 

本学学則は、まず学内向けには、毎年度、入学者に配付される学生便覧「Campus Guide」

に掲載し、学生、教職員が確認できるようになっているとともに、「大学ウェブサイト」

においても公表することで、学外への周知を図っている。【資料 1-3-3、1-3-4】 

学生には、入学式に学長式辞の中で、本学の使命・目的及び教育目的について説明を行

なうとともに、全学生に対し、宗教教育ガイドブック「ぷんだりーか」や「兵庫大学創設

物語」を配付することで、学生への周知を図っている。【資料 1-3-5、1-3-6】 

また、1 年次の共通教育科目である「宗教と人生」は、全学生対象の必修科目として設

定され、本学の建学の精神である「和」について理解を深められるような配慮がなされて

いる。 

教職員には、年度始めの大学運営方針の説明会や 1 月の賀詞交歓会において、理事長、

学長より説明があり、また、新任教職員には、4 月の新任教職員研修会の際に説明を行な

うことで周知と理解を図っている。【資料 1-3-7、1-3-8】 

その他、本学の使命・目的の一つである「人間形成」を担う活動として、毎週水曜日に

定例礼拝を実施している。ここでは、毎回 1 人が自身の宗教観や人生観などを発表する「看

話」の時間を設けている。話者はこれまで本学教職員が対象であったが、平成 26（2014）

年度より、学生にも話者を依頼している。学生は、自身の体験した出来事から考えたこと、

所感等を発表している。定例礼拝は、同一キャンパスで生活を送る学生及び教職員同士が、

互いの考えていることや、経験したことを知ることに繋がり、他者を理解する良い機会と

なっている。なお、この定例礼拝は建学の精神である「和」を具現化するものとして、地

域住民にも開放されている。【資料 1-3-9】 

このほか、建学の精神の具現化のため、入学式及び卒業式は仏式の音楽法要形式で執り

行なっている。また、地域住民を対象とした、宗教セミナー（年 2 回実施）、花まつり法

要の実施、そして、本学園各設置校の宗教教育担当者が集い、宗教教育の実施状況の共有

や意見交換等を行なう成道会フォーラムを実施している。【資料 1-3-10、1-3-11、1-3-12】 

以上のことから、本学では、使命・目的及び教育目的について学内外への周知を図って
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いるといえる。 

 

1-3-③ 中長期的な計画及び 3つの方針等への使命・目的及び教育目的の反映 

本学の使命・目的及び教育目的を達成するため、中長期的な計画の策定を行なっており、

第 1 次中期計画（実施期間：平成 22（2010）年度から平成 26（2014）年度）を定めた。 

【資料 1-3-13】 

これに引き続き現在は、第 2 次中期計画「Vision 2019」（実施期間：平成 27（2015）

年度から平成 31（2019）年度）を策定し、推進しているところである。 

前述の第１次中期計画で定められた本学の使命（ミッション）は、第 2 次中期計画にお

いても継承されているが、第 2 次中期計画ではより具体的な改革像を明らかにする目的で、

「めざす大学像」を「人に寄り添う人間愛教育を基盤とした大学づくり―イノベーティブ

なヒューマンサービスの人材養成を目指して―」として規定している。 

本学の考えるイノベーティブなヒューマンサービスとは、学科の教育が有している固有

の機能と役割を果たしながら、併設の兵庫大学とともに、それぞれの互いの良さを引き出

すことで、新たな価値を生み、社会変革を起こすことと定義している。互いの良さを引き

出す基盤が、本学の建学の精神である「和」であり、固有の機能と役割とは、専門性を指

しており、本学が使命・目的において掲げる「個性豊かな人間性の涵養」と「有為な人材

の養成」を具現化するものが、この「めざす大学像」である。【資料 1-3-14】 

また、本学の使命・目的及び教育目的の達成につながる教育改革を推進する事業を学内

公募し、学長が選定のうえ、財政的支援を行なう「学長裁量経費」制度を実施している。 

同制度は、平成 26（2014）年度より併設の兵庫大学とともに開始された事業で、平成

26（2014）年度は 3 事業、平成 27（2015）年度は 5 事業がそれぞれ採択され、教育改革

に特化した事業が行なわれている。【資料 1-3-15、1-3-16、1-3-17】 

また、本学の 3 つの方針は、【図 1-3-1】のとおり構成されている。建学の精神並びに

使命・目的及び教育目的が上位概念にあり、これらを踏まえ、学科のポリシーが策定され

ている。本学の 3 つの方針は年度ごとに冊子にまとめられ、オープンキャンパスや大学祭、

教育懇談会等で配付されている。【資料 1-3-18】 
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【図 1-3-1】本学の 3 つの方針 

 
 

【兵庫大学短期大学部ポリシー】 

ディプロマポリシー 

（学位授与の方針） 

兵庫大学短期大学部では、学生が「短期大学士」の学位を取

得するにあたって、卒業時に次の力を備えていることを重視

します。 

1． 自己を認識し、物事に進んで取り組む力 

2． まわりに働きかけ、共に行動する力 

3． 学んだ知識や技術を、生涯にわたって活用できる力 

カリキュラムポリシー 

（教育課程編成・ 

実施の方針） 

兵庫大学短期大学部では、ディプロマポリシーに示した「3

つの力」を学生が身につけられるよう、次の教育プログラム

を用意して、カリキュラムを編成します。 

1． 短期大学において学ぶための基本的学習技術を習得し、自

ら考える態度を身につける教育プログラム 

2． 実践的専門家になるために必要な幅広い教養や十分な専

門的知識・技術を習得し、また、それらを活用する力を身

につける教育プログラム 

3． 社会生活・職業生活についての理解を深め、卒業後も自律

的に学習を継続する力を身につける教育プログラム 
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アドミッションポリシー  

（入学者受入れの方針） 

兵庫大学短期大学部では、本学のディプロマポリシーを理解

する、次の人を学生として受け入れます。 

1． 自ら学ぼうとする意欲のある人 

2． 自己を見つめ、自己をふり返る努力ができる人 

3． 多様な考えを受け入れ理解しようとする人 

 

【保育科第一部・第三部ポリシー】 

ディプロマポリシー 

（学位授与の方針） 

保育科第一部、保育科第三部では、学生が「短期大学士（保

育）」の学位を取得するにあたって、卒業時に次の力を備え

ていることを重視します。 

1． 保育者としての使命感を持ち、保育をめぐる諸問題を自ら

解決していこうとする力 

2． 他の保育者と連携しながら、子ども・保護者・利用者に適

切な支援を行う力 

3． 保育の専門知識・技術を持つとともに、卒業後も社会状況

の変化に対応しながら、保育者としての専門性をさらに高

めていく力 

カリキュラムポリシー 

（教育課程編成・ 

実施の方針） 

保育科第一部、保育科第三部では、ディプロマポリシーに示

した「3 つの力」を学生が身につけられるよう、次の教育プ

ログラムを用意して、カリキュラムを編成します。 

1． 短期大学において学ぶための基本的学習技術を習得し、自

ら考える態度を身につけるプログラム 

2． 保育者になるために必要な幅広い教養や十分な専門的知

識を習得し、またそれらを活用する力を身につける教育プ

ログラム 

3． 社会生活・職業生活についての理解を深め、卒業後も自律

的に学習を継続する力を身につける教育プログラム 

アドミッションポリシー  

（入学者受入れの方針） 

保育科第一部、保育科第三部では、本学科のディプロマポリ

シーを理解する、次の人を学生として受け入れます。 

1． 保育・福祉に強い関心を持ち、自ら課題を見つけ積極的に

学ぼうとする意欲のある人 

2． 豊かな人間性を持った質の高い保育者になるために、主体

的に自己成長を図ろうとする人 

3． 多様な考えを理解しようとする柔軟性を持ち、保育者にな

るための努力を継続できる人 

以上のことから、本学では、使命・目的及び教育目的について、中長期的な計画及び 3

つの方針等へ反映しているといえる。 
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1-3-④ 使命・目的及び教育目的と教育研究組織の構成との整合性 

本学は、昭和 30（1955）年、睦学園女子短期大学が幼児教育の重要性を踏まえ、幼稚

園教員の養成として、夜間教育である保育科第二部を設置したことに始まる。昭和 32

（1957）年には、昼間部である保育科第一部を設置し、保育科第二部を廃止した。その

後、昭和 41（1966）年に、名称を兵庫女子短期大学に改称し、デザイン科、食物栄養科、

家政科を設置、さらに昭和 43（1968）年には、時代のニーズを踏まえ、勤労学生を対象

とした昼間二交替制（修業年限は 3 年間）の家政科（後の家政学科）を設置した。昭和

45（1970）年には、初等教育学科を設置、さらに家政学科の中に養護教諭専攻課程を、

昭和 46（1971）年には、昼間二交替制（修業年限は 3 年間）である保育科第三部を設置

した。その後、同一キャンパスである兵庫大学の開学により、学科の領域によっては、四

年制教育へ移行し、現在は豊かな人間性を基盤とした専門的知識や技能を身につけ、実践

力のある質の高い保育者養成機関として、保育科第一部・保育科第三部を設置している。 

以上のように、本学は、建学の精神、本学の使命・目的及び教育目的を土台としながら、

社会の変化に応じて、社会が求める領域で学科を設置しており、本学の使命・目的及び教

育目的と教育研究組織は整合している。 

 

（3）1－3の改善・向上方策（将来計画） 

本学の使命・目的については、「大学ウェブサイト」や各種印刷物に記載され、学外へ

の発信を行なっているが、教育目的や第 2 次中期計画の具体的内容については、十分な周

知が図られていないのが現状である。今後は、学内外において、常に目に触れられるよう

「大学ウェブサイト」への掲載を工夫し、周知及び理解促進を図るよう努める。 

また、併設する兵庫大学とともに推進している第 2 次中期計画「Vision 2019」（実施期

間：平成 27（2015）年度から平成 31（2019）年度）においては、PDCA サイクルを機能

させて、具体的施策を着実に実行し、本学の使命・目的及び教育目的を教職員全員が共有

し、推進するよう努める。 

 

［基準 1 の自己評価］ 

本学は、教育基本法及び学校教育法を基本として、使命・目的及び教育目的、学科にお

ける教育上の目的を明確に定め、学則に明文化している。建学の精神である「和」の考え

方は、教育目的や教育課程に具体的に反映されている。その意味で内容は具体的であり、

明確かつ簡潔な文章で示されていると評価できる。 

 加えて使命・目的及び教育目的に基づき、本学の個性・特色である仏教主義に基づく「個

性豊かな人間性の涵養」と「有為な人材の養成」を全学的にめざして、学則をはじめ教育

方針を明確に定め、学内外の理解と支持を有していることからも適切かつ有効であるとい

える。 

また、第 2 次中期計画の中長期的な計画及び 3 つの方針等においても使命・目的及び教

育目的が反映され、策定されている。 

前述のとおり、本学は社会の変化に対応しながら、具体的な目標を定め、その達成に向

けた教育活動や大学運営を行なっている。 

以上のことから、基準 1 を満たしていると自己評価する。 
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基準 2．学修と教授 

2－1 学生の受入れ 

≪2－1の視点≫ 

2-1-① 

2-1-② 

2-1-③ 

入学者受入れの方針の明確化と周知 

入学者受入れの方針に沿った学生受入れ方法の工夫 

入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持 

（1）2－1の自己判定 

基準 2－1 を満たしている。 

 

（2）2-1の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-1-① 入学者受入れの方針の明確化と周知 

 本学の入学者受入れ方針（以下「アドミッションポリシー」という。）については、 

表 2-1-1 のとおりである。 

  

表 2-1-1 アドミッションポリシー 

兵庫大学短期大学部では、本学のディプロマポリシーを理解する、次の人を学生として

受け入れます。 

1．自ら学ぼうとする意欲のある人 

2．自己を見つめ、自己をふり返る努力ができる人 

3．多様な考えを受け入れ理解しようとする人 

保育科第一部 

保育科第三部 

保育科第一部、保育科第三部では、本学科のディプロマポリシー

を理解する、次の人を学生として受け入れます。 

1．保育・福祉に強い関心を持ち、自ら課題を見つけ積極的に学

ぼうとする意欲のある人 

2．豊かな人間性を持った質の高い保育者になるために、主体的

に自己成長を図ろうとする人 

3．多様な考えを理解しようとする柔軟性を持ち、保育者になる

ための努力を継続できる人 

 

アドミッションポリシーは、「大学案内」「入学試験要項」「大学ウェブサイト」に明示す

るとともに、進学説明会、教職員による高校訪問、オープンキャンパス等の機会を利用し

て周知している。 

 その他、毎年度、教育の基本方針、ディプロマポリシー、アドミッションポリシー、カ

リキュラムポリシーを掲載した「教育方針」を作成し、配付することで受験生、高校教員

等へのアドミッションポリシーの周知を図っている。【資料 2-1-1】 

以上のことから、入学者の受入れ方針の明確化と周知は十分になされているといえる。 
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2-1-② 入学者受入れの方針に沿った学生受入れ方法の工夫 

 アドミッションポリシーに沿った学生受け入れ方法については、「学生募集・入試制度

検討委員会」と保育科学科会議において選考方法等を検討し、大学運営会議で決定してい

る。 

入学試験の種別は、以下のとおりであるが、入学者の選考方法を多様化させることによ

って、受験選択肢を広げ、多様な学生の受け入れに努めている。アドミッションポリシー

に基づいた入学者選抜を行なうため、面接試験では保育科のアドミッションポリシーに基

づいた質問を用意して実施している。【資料 2-1-2】 

また、入試問題の作成については、学内の教員を中心に構成される作問委員により作成

している。作問委員の構成は本学及び併設の兵庫大学共通の委員長を置き、国語、英語、

数学、面接、小論文にそれぞれ主任、副主任及び委員を配置している。 

＜AO 入試＞ 

 本学のオープンキャンパス（または入試直前説明会）に参加して、保育科の教員、学生

及び職員（学生生活及び就職支援担当）との面談（「AO 相談」）を通じて、本学の教育

方針及びアドミッションポリシーを十分に理解することが出願の条件となっている。入試

では、エントリーシート、面接試験、調査書（点数化）の合計点により、保育科学生とし

ての適性・資質を判断している。【資料 2-1-3】 

＜推薦入試＞ 

 「指定校推薦入試（「普通科の生徒対象」、「専門学科・総合学科の生徒対象」）」や

高大連携による協定を結んだ高等学校を対象とした「協定校推薦入試（平成 27（2015）

年度対象校は 1 校）」、系列高校である兵庫大学附属須磨ノ浦高等学校の兵庫大学コースの

生徒を対象とした「兵庫大学コース入試」においては、面接試験及び調査書（点数化）の

合計点により、保育科の学生としての適性・資質を判断している。 

【資料 2-1-4、2-1-5、2-1-6】 

 本学園卒業生の親族を対象とする「ファミリー入試」、高校の吹奏楽部所属者を対象と

する「吹奏楽推薦入試」では、自己推薦書（点数化）、調査書（点数化）、面接試験の合

計点により、保育科の学生としての適性・資質を判断している。【資料 2-1-2】 

 経済的な支援を行なうことを目的とした入試である「地域密着型入試」「経済支援型特

別入試」では、小論文試験、面接試験、調査書（点数化）の合計点により、保育科の学生

としての適性・資質を判断している。【資料 2-1-2】 

 「公募推薦入試」においては、基礎学力検査（「国語総合（古文、漢文を除く）」「コ

ミュニケーション英語Ⅰ」）と調査書（点数化）の合計点により、保育科の学生としての

適性・資質を判断している。【資料 2-1-2】 

＜社会人特別入試＞ 

 本学の第 1 次中期計画（平成 22（2010）年策定）は、「地域の生涯学習機会の拠点」

として「社会人の受け入れ促進」を謳っており、このことを踏まえて、「入学時において

3 年以上の社会経験が見込まれ満 21 歳以上の者」を対象とする入試を実施している。小論

文試験、面接試験の合計点により、保育科学生としての適性・資質を判断している。 

【資料 2-1-2】 
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＜一般入試＞ 

 A 日程（2 月上旬実施）は、国語、英語、数学の 3 教科から 1 教科選択（2 教科選択も

可能でありその場合は高得点の 1 教科で判定）の学力試験、B 日程（2 月下旬実施）は、

上記 3 教科から 1 教科選択の学力試験、C 日程（3 月中旬実施）は国語 1 教科の学力試験

であり、学力試験の点数により、保育科学生としての適性・資質を判断している。 

【資料 2-1-2】 

 

以上のことから、入学者受入れ方針に沿った学生受入れ方法について、十分な工夫がな

されているといえる。 

 

2-1-③ 入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持 

 本学の過去 3 年間の入学定員、入学者数、入学定員充足率、収容定員及び在籍者数は、

表 2-1-2 のとおりであり、収容定員を満たしている。 

 

表 2-1-2 入学定員、入学者数、入学定員充足率、収容定員、収容定員充足率、在籍者数の

推移 （平成 28 年 5 月 1 日現在） 

定員 入学
充足率
①

収容 在籍
充足率
②

定員 入学
充足率
①

収容 在籍
充足率
②

定員 入学
充足率
①

収容 在籍
充足率
②

保育科第一部 100 117 117.0% 200 232 116.0% 100 114 114.0% 200 226 113.0% 100 97 97.0% 200 199 99.5%

保育科第三部 80 89 111.3% 240 255 106.3% 80 96 120.0% 240 259 107.9% 80 84 105.0% 240 254 105.8%

180 206 114.4% 440 487 110.7% 180 210 116.7% 440 485 110.2% 180 181 100.6% 440 453 103.0%

注1　定員：入学定員、入学：入学者数、充足率①：入学定員充足率、収容：収容定員、在籍：在籍者数、充足率②：収容定員充足率

注2　在籍者数には修業年限超過生は除く

平成28年度入試（平成27年度実施）平成27年度入試（平成26年度実施）

合計

学部・学科

平成26年度入試（平成25年度実施）

短期大学部

 

 

なお、保育科第三部については、連続した入学定員超過の状況にあったため、平成 28

（2016）年度入試においては入学定員管理の改善を行い、前年度よりも入学者数は減少し

ている。 

 

以上のことから、入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持について、適切な対応と

努力を行なっているといえる。 

 

（3）2－1の改善・向上方策（将来計画） 

 学生受け入れ数については、AO 入試、推薦入試の内容を整備すること、高等学校との

連携を強化することなどを通じて、適切な学生受け入れ数の維持に努める。 
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2－2 教育課程及び教授方法 

≪2－2の視点≫ 

2-2-① 

2-2-② 

教育目的を踏まえた教育課程編成方針の明確化 

教育課程編成方針に沿った教育課程の体系的編成及び教授方法の工夫・開発 

（1）2－2の自己判定 

基準項目 2－2 を満たしている。 

 

（2）2－2の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-2-① 教育目的を踏まえた教育課程編成方針の明確化 

 本学では、全体の教育目的を踏まえた教育課程編成方針（カリキュラムポリシー、以下、

「CP」という。）（表 2-2-1）のもと、学科（保育科第一部、保育科第三部）の教育課程編

成方針（表 2-2-2）を明示している。これらの教育課程編成方針については、学生に配付

する「授業計画（シラバス）」に掲載するとともに、「大学ウェブサイト」にも掲載してい

る。また、「授業計画（シラバス）」には、カリキュラムマップを掲載し、学科のディプロ

マポリシーに基づいて身につけるべき能力と各授業科目がどのように関連するのかを明示

している。 

また、単位制度の趣旨を踏まえた履修指導を行なっており、「授業計画（シラバス）」に

は「授業時間外学習」を記載し、授業時間外学習を伴った単位修得を指導している。 

標準修業年限が 2 年または 3 年という短期大学の特長により、保育科教育科目の中に免

許・資格取得に必要な科目が内包されており、その多くが免許・資格必修である。学生個々

人の免許・資格の取得希望や単位取得の状況により、Ⅰ学期あたりに履修する単位が異な

るため、履修登録単位数の上限は設定していない。しかし、学修の質を担保するため、履

修登録時には、クラス担任の教員が、登録単位の過不足などの履修状況について確認し、

履修指導を行なっている。また、GPA（Grade Point Average）制度の適用などによる厳

格な成績評価を行なうことにより、教育の成果は保証されている。 

【資料 2-2-1、2-2-2、2-2-3、2-2-4、2-2-5】 

 

表 2-2-1 兵庫大学短期大学部の教育課程編成方針（カリキュラムポリシー） 

兵庫大学短期大学部では、ディプロマポリシーに示した「3 つの力」を学生が身につ

けられるよう、次の教育プログラムを用意して、カリキュラムを編成します。 

CP1 短期大学において学ぶための基本的学習技術を習得し、自ら考える態度を身に

つける教育プログラム 

CP2 実践的専門家になるために必要な幅広い教養や十分な専門的知識・技術を習得

し、また、それらを活用する力を身につける教育プログラム 

CP3 社会生活・職業生活についての理解を深め、卒業後も自律的に学習を継続する

力を身につける教育プログラム 
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表 2-2-2 学科の教育課程編成方針（カリキュラムポリシー） 

学科 教育課程編成方針 

保育科第一部 

保育科第三部 

保育科第一部、保育科第三部では、ディプロマポリシーに示した

「3 つの力」を学生が身につけられるよう、次の教育プログラムを用

意して、カリキュラムを編成します。 

CP1 短期大学において学ぶための基本的学習技術を習得し、自ら

考える態度を身につける教育プログラム 

CP2 保育者になるために必要な幅広い教養や十分な専門的知識・

技術を習得し、また、それらを活用する力を身につける教育プ

ログラム 

CP3 社会生活・職業生活についての理解を深め、卒業後も自律的

に学習を継続する力を身につける教育プログラム 

 

以上のことから、教育目的を踏まえた教育課程編成方針について、十分な明確化を行な

っているといえる。 

 

2-2-② 教育課程編成方針に沿った教育課程の体系的編成及び教授方法の工夫・開発 

≪共通教育科目≫ 

＜保育科第一部＞＜保育科第三部＞ 

共通教育科目については、幅広い教養を身につけることを目的に幼稚園教諭二種免許、

保育士資格の取得に必要な科目を精選して配置しているが、建学の精神の具現化とした授

業科目である「宗教と人生」は、卒業必修科目として位置づけている。これらの中で、基

本的学習技術を習得し、自ら考える態度を身につけている。＜CP1＞ 

なお、「日本語（読解と表現）」及び「英語」では、プレイスメントテストを実施し習熟

度別授業を実施している。 

≪専門教育科目≫ 

＜保育科第一部＞＜保育科第三部＞ 

「学科教育科目」という名称で、57 科目（95 単位）を設定している。教育職員免許法

施行規則、指定保育士養成施設指定基準等を遵守するかたちで、教育課程を編成している。

従って、専門教育科目は、幼稚園教諭二種免許と保育士資格を取得するために必要な科目

で構成されている。 

なお、科目の学修内容の順番やつながりを分かりやすくするためカリキュラムツリーを

作成し、「授業計画（シラバス）」に掲載している。また、科目にはナンバリングを付して

いる。そのような中、「保育原理」「保育の心理学」「社会福祉」等原理系科目、「器楽」「造

形」「幼児体育」等実技系科目、「保育内容総論」「保育内容・健康」等保育内容系科目にお

いて、時代・現場に即応した知識、実践力やそれらを実際に活用する力を身に付けさせて

いる。＜CP2＞ 

また保育現場を熟知した教員による「保育実習」「教育実習」をはじめ、「保育・教職実

践演習」等において、社会生活・職業生活についての理解を深め、卒業後も自ら学ぶ力の

養成に力を入れている。＜CP3＞ 
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法令遵守の立場から、必修・選択の設定を行なっており、その意味で、専門教育科目の

必修・選択のバランスも適切であると考えている。ただし実際は、ほとんどの学生が、幼

稚園教諭二種免許と保育士資格の双方を取得することを希望しており、その場合、科目選

択の自由度は低くなっている。 

 

教授方法の工夫についての特記事項は、次のとおりである。 

正課内では、以下のものがある。 

① 習熟度別授業の実施 

「器楽 A」「器楽 B」において実施している。 

② グレード制の導入 

ピアノの能力レベルを段階に分け（グレード 1～10）、器楽の成績と連動したグレード

試験を実施し、各学生が明確な目標を持って実力を伸ばせるようにしている。 

③ 少人数制授業の実施 

複数の教員が担当する「造形 A」「造形 B」において、また、「器楽 A」「器楽 B」の習

熟度別授業においても、個人レッスン方式で、少人数制授業を実施している。 

「保育・教職実践演習（幼稚園）」では、最終学年が小グループに分かれ、ディスカ

ッションやロールプレイにより学びを深化させている。またグループごとに模擬保育を

行ない、全体でそれを参観し、意見交換する中で、実践力の強化を図っている。 

 

また、正課授業をより実りのあるものにするために、以下のことを展開している。 

① ピアノ特別講座の実施 

ピアノ初心者及びピアノ授業が開講されていない学年に対し、ピアノ特別講座（個人

レッスン）を行ない、フォローアップに努めている。 

② 「造形展」、「学生コンサート」の開催 

8 月には、「造形 A」で制作した作品を、学生自らが展示も担当し、「造形展」を開催

している。12 月には、保育科学生全員を参加させ、「音楽教育 A」「音楽教育 B」の学修

成果を発表させる「学生コンサート」を開催している。 

③ 保育現場での研修活動 

実習期間以外の通常期においても、附属幼稚園をはじめ、近隣の保育施設等で学生が

子どもたちと関わる時間を確保し、保育現場での実体験を深めさせている。 

④ 「キッズガーデン in 兵庫大学短期大学部」の開催 

 近隣の親子を募集し、季節に応じた遊びを提供する中で、子育て支援活動を展開して

いる。実習担当教員が主に指導し、学生の保育実践力の向上に努めている。 

⑤ 保育科独自の相談窓口の設置 

契約職員を配置し、実習や就職活動に関し、学生が気軽に相談できる場を設置してい

る。 

 

≪教授方法の改善のための組織的取組≫ 

授業方法の改善に向けては、各教員が、「授業アンケート」の結果を参考にするとともに、

「教員評価」の教育分野項目においても前年度の授業実施内容について振り返りを行なっ
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ている。また、授業公開により教員が相互に授業参観し合う機会を設けるとともに、学生

の能動的・主体的な学修を推進するためアクティブ・ラーニング事例発表会により、学科

を超えて授業方法の改善に向けた FD（Faculty Development）研修を行なっている。平

成 27（2015）年度から、授業改善の風土づくりとして、本学全体での教職員の交流、コ

ミュニケーション促進を目的として、授業方法や学生理解についてのテーマを中心とした

ワークショップを行なう「教員カフェ」を実施している。【資料 2-2-5、2-2-6】 

 

 以上のことから、教育課程編成方針に沿った教育課程の体系的編成及び教授方法につい

て、十分な工夫・開発を行なっているといえる。 

 

（3）2－2の改善・向上方策（将来計画） 

≪共通教育科目≫ 

＜保育科第一部＞＜保育科第三部＞ 

 平成 28（2016）年度、教養教育に関する明確な教育理念に基づいて、体系的な学びを

推進する教育課程を編成することを目的に、「共通教育機構」を設置した（併設する兵庫大

学に設置）。今後、本学は同機構と連携しながら教養教育の質のさらなる向上をめざす。幅

広い視野から物事を捉え、的確に判断し行動できる力と豊かな人間性を備えた人材を養成

することを念頭に置き、専門教育との有機的連携の強化を進める。また、幼稚園教諭二種

免許、保育士資格を取得できるだけの力を養成するよう授業内容の改善を行なっていく。 

 

≪専門教育科目≫ 

＜保育科第一部＞＜保育科第三部＞ 

教育課程は、幼稚園教諭二種免許、保育士資格を 2 年間または 3 年間で取得できるよう

に編成されている。これらの免許・資格は引き続き取得させる方針であるため、教育課程

について、大きな変更は予定していない。 

学生は、保育関係職への就職という明確な目標を持って入学するので、総じて学修意欲

は高いが、保育実践系の科目には強い関心を持ち、積極的な学修姿勢を示すものの、理論

系科目への関心・学修姿勢に消極的な面が見受けられる。よって、カリキュラムマップ、

カリキュラムツリー等を通じ各科目についての学修目的を明確化する指導体制を構築する

こと、及び施設・設備の改善を進めるとともにアクティブラーニング体制の構築を企図す

ること、以上 2 点が、改善・向上方策である。 

 

 

 

2－3 学修及び授業の支援 

≪2－3の視点≫ 

2-3-① 

 

教員と職員の協働並びに TA(Teaching Assistant)等の活用による学修支援 

及び授業支援の充実 

（1）2－3の自己判定 

基準項目 2－3 を満たしている。 
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（2）2－3の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

＜教職協働による学修支援及び授業支援＞ 

各学科にクラス担任を配置し、学生の学修状況等を把握しながら、必要に応じ指導等を

行なっている。【資料 2-3-1】 

学生への学習支援については、新入生に対しては、入学式直後の 4 日間の期間に、各種

オリエンテーションのほか、「フレッシュマンキャンプ」（学外での宿泊研修：1 泊 2 日（2

日目は主に学内））を実施している。この「フレッシュマンキャンプ」においては、学生・

教員・学生支援課職員間の親睦が深められるとともに、クラス担任や在学生による履修指

導、学修指導が丁寧に行なわれ、新入生の大学生活への円滑な導入を図るものであり、教

員と職員が協働して企画運営している。在学生に対しては、各学期の初めにオリエンテー

ションの日程を設定し、学科別・学年別に、クラス担任による履修指導を行なっている。

クラス担任は学生個々人に成績通知書を手渡しするとともに、必要に応じて学修支援関係

の種々の指導を行なっている。なお、教務課職員も、履修登録に関する質問に対応するこ

となどを通じ、この学修支援に関与している。また、オリエンテーション以外の期間にお

いても、クラス担任による個別指導、教務課員による相談等を適宜実施する体制を整備し

ている。【資料 2-3-2】 

さらに、「学習支援センター」では専門の職員がいつでも学修個別相談や指導を行なうほ

か、学力向上のための基礎講座を開設するなどの学修支援を行なっている。その他、「健康

管理センター」においては、専門の職員がクラス担任または学生支援課と連携しながら、

さまざまな相談や心身の健康問題等に関する支援を行なっている。 

保護者に対しては、学期ごとに成績通知書を送付し学生の学修状況を知らせることによ

り、家庭内での適切な対応を促し学生の学修意欲の向上を図っている。 

＜入学前教育＞ 

 AO 入試及び推薦入試で合格した生徒を対象に、高等教育への学修のスムーズな移行及

び学習意欲の維持・向上、動機付けを目的に「フォローアッププログラム」を実施してい

る。【資料 2-3-3】 

＜学習相談・学習支援＞ 

「学修基盤センター」の下部組織である「学習支援センター」では、自主学習環境を提

供し、学習についての疑問や質問・学生生活を送る上での悩みに応える体制を整備してい

る。  

自主学習環境として、平成 26（2014）年 3 月からアクティブラーニング環境を整備し、

電子黒板などの機器を備えそれらを学生が自由に利用できるようにしている。また、同セ

ンターに国語、数学・理科の教科担当スタッフを常駐させて、3 教科の基礎学力を向上さ

せ、専門科目の学習へ備えるサポートを実施している。その中でも特に国語分野について、

学科との連携を深めながら指導の支援を行なっている。保育の現場で重要な絵本を学生全

員が同センターにおいて講読したり、語彙力向上につながる「物語作り」の指導補助を行

なっている。 

この他にも、国語と数学の分野で就職試験の対策講座の実施、教員採用試験の対策に関

する個別指導、実習先への礼状の添削など、学科教育に対応した支援を実施している。さ
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らに、平成 26（2014）年度より学生によるティーチングスタッフを導入し、学生同士で

学びをサポートする体制を作っている。 

なお、同センターで対応した学生については、毎月開催する「学修基盤センター運営委

員会」で状況報告するだけでなく、どのような支援をしたかを学科へ毎月フィードバック

している。さらに、年 1 回学科代表者と同センタースタッフが集まり情報交換を行ない、

同センターの今後の支援方法を学科と共に検討するなど、学科教育との連携や学生指導に

役立てている。【資料 2-3-4、2-3-5、2-3-6】 

＜TA（Teaching Assistant）等の活用＞ 

本学では、「兵庫大学・兵庫大学短期大学部スチューデント・アシスタント規程」に基づ

き、担当教員等の指示のもと、主として情報処理・機器操作に関する教育補助業務を行な

う者を学生の中から SA（Student Assistant）として採用する制度を設けており、この制

度を学修支援の一環として位置づけている。【資料 2-3-7】 

＜オフィスアワー＞ 

 オフィスアワーは、専任教員が、学生の学修面・生活面の相談事項等について対応する

時間帯であり、専任教員全員に対して、1 週あたり 90 分以上の設定を義務付けている。学

生に対しては、各学期の授業開始前に学科の掲示板に一覧を掲示し周知を図っている。 

【資料 2-3-8】 

＜中途退学者、休学者及び留年者への対応＞ 

年度別の中途退学者数等は、表 2-4 のとおりである。退学理由はさまざまであるが、総

じて進路変更が多い。保育者をめざして入学してきたが、その後の学び、実習体験等から、

保育者に適さない自分を発見し、進路変更を決断する場合が多い。また学業不振から進路

を変更するというケースも増えている。 

退学希望者に対しては、まずクラス担任が相談を受け、退学希望の理由を聴取し、アド

バイス等を行なう。場合によっては保護者と電話による話し合いを行なうが、保護者に来

学してもらい話し合いを行なうこともある。あくまでも学生本人の意思を尊重するが、安

易な退学は思い止まるようアドバイスすることを基本にしている。その後、学長決裁の後、

最終的に教務委員会及び教授会に退学が報告される。 

休学は、体調不良が理由である場合が多い。クラス担任が、退学と同様密接な関わりを

持ち、必要に応じて学生と保護者を交えて面談を行ない、その後、休学手続きをとるよう

にしている。休学者及び留年者には、クラス担任から連絡をとり、学生が卒業するまでの

経緯を見届けるなど、きめの細かい指導を行なっている。隔週開催する学科会議において

は、学生の現状について情報交換を行ない、学生指導の内容・方法についても協議を行な

うなど、学生についての情報を共有しながら、歩調を揃えた学生指導を行なっている。 

 

表 2-4 中途退学者 

学科 平成 27 年度 平成 26 年度 平成 25 年度 

保育科第一部 9 10 10 

保育科第三部 5 21 20 
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＜学生の意見等を汲み上げる仕組み＞ 

各学期末に、開講した全授業科目（兼任教員担当の授業科目を含む）を対象にした「授

業アンケート」を実施し、その集計結果を担当教員にフィードバックし、学生の意見が反

映できるように対応している。 

また、学生が授業運営等に関し、意見等がある場合は、「授業運営に関する意見書」を教

務課に提出し、改善を求めることができる制度を設けている。この制度では、「授業運営に

関する意見書提出時の対応手順について」に従って、「共通教育科目」については、共通教

育機構と保育科が、「専門教育科目」については、保育科と教学部が連携して問題解決にあ

たり、その結果を学生にフィードバックする体制を整備している。【資料 2-3-9】 

その他、学生支援課のカウンター、学習支援センター、学生食堂に「なんでも相談箱」

を設置し、学生の意見等を汲み上げる仕組みを整えている。 

 

以上のことから、教員と職員の協働並びに TA 等の活用による学修支援及び授業支援の

充実について、十分な配慮がなされているといえる。 

 

（3）2－3の改善・向上方策（将来計画） 

多様な学修履歴をもつ学生を受け入れている本学において、特に学力が不足した学生に

対する学修・授業支援の充実が必要である。今後も引き続き、各学科でのきめ細かな学修

指導、学科教育と連動した学習支援センターでの個別指導の充実など、学修支援・授業支

援体制を整備していく。 

 なお、平成 27（2015）年度には、中途退学率が減少した。これは、中途退学の要因の

一つである学力不足・学業不振の学生への対応策が一定の成果を上げた結果と考える。さ

らに、中途退学を減少させ多くの学生を卒業へ導けるよう、学業不振の原因となる基礎学

力不足、進路・適性へのミスマッチに悩む学生への相談・支援体制の強化に加え、発達障

がいの疑いのある学生や心の悩みを抱える学生についても、学科、教学部、健康管理セン

ターが相互に連携してきめ細かな支援体制の充実を図っていく。 

 

 

 

2－4 単位認定、卒業・修了認定等 

≪2－4の視点≫ 

2-4-① 単位認定、進級及び卒業・修了認定等の基準の明確化とその厳正な適用 

（1）2－4の自己判定 

基準項目 2－4 を満たしている。 

 

（2）2－4の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

〔単位認定〕  

 授業科目を履修し、その試験に合格した者には、所定の単位を与える（学則第 25 条）。

試験は、授業時間中に行なわれる考査を意味するが、授業科目によっては、平常点、リポ

ート等を考査に代えることがある。単位認定及び成績評価については、「授業計画（シラ
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バス）」に当該授業科目における「到達目標」と「成績評価の方法」を明示している。なお、

「授業計画（シラバス）」は全学生に冊子で配付するほか、教学情報システムからも確認す

ることができる。成績評価方法は、表 2-4-1 のとおりで、成績評価基準は、表 2-4-2 のと

おりである。【資料 2-4-1】 

なお、学生が本学入学前に他大学等で修得した単位については、申請があった授業科目

について、教務委員会及び教授会の議を経て、学長が当該単位の認定を行なっている。既

修得単位数の上限は、30 単位を超えない範囲と学則で定めており、認定された授業科目の

成績評価に関する評語は、「認定」としている。【資料 2-4-2】 

このほか、授業実施における出欠基準等の申し合わせを定め、遅刻・早退の取り扱いに

ついて明確化した。 

 

表 2–4–1 成績評価方法 

学科 成績評語の種類 合格とする評語 

保育科第一部 

保育科第三部 
秀・優・良・可・不可 秀・優・良・可 

 

表 2–4–2  成績評価基準 

学科 成績評語 点数 

保育科第一部 

保育科第三部 

秀 90 点～100 点 

優 80 点～89 点 

良 70 点～79 点 

可 60 点～69 点 

不可 60 点未満 

 

〔卒業認定〕 

卒業要件については履修規程に定められており、全学生に配付する「学生便覧（キャン

パスガイド）」に明示している。卒業要件の詳細は、表 2–4–3「各学科における卒業要件単

位数等」のとおりである。卒業認定及び学位授与は、在学期間及び卒業要件単位を充足し

た者について、教務委員会及び教授会の審議を経て、学長が卒業を認定し、学位規程に定

める短期大学士の学位を授与する。【資料 2-4-3、2-4-4】 

 

表 2–4–3 各学科における卒業要件単位数等 

（保育科第一部）〔2 年以上在学〕 

科 目 区 分 卒業必要単位数 

共通教育科目 6 単位 

専門教育科目 48 単位 

その他上記科目区分のいずれかから 8 単位 

合 計 62 単位以上 
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（保育科第三部）〔3 年以上在学〕 

科 目 区 分 卒業必要単位数 

共通教育科目 6 単位 

専門教育科目 48 単位 

その他上記科目区分のいずれかから 8 単位 

合 計 62 単位以上 

 

 以上のことから、単位認定、進級及び卒業認定等の基準の明確化とその厳正な適用につ

いて、十分な配慮がなされているといえる。 

 

（3）2－4の改善・向上方策（将来計画） 

今後についても、社会状況の変化を鑑みながら、ディプロマポリシーに沿った成績評価、

単位認定が行なわれているかどうかを、学科並びに教学部において逐次点検を行ない、必

要に応じて改善・向上を図っていく。また、GPA（Grade Point Average）制度について

は、平成 28（2016）年度入学者より導入し、さらに厳格な成績評価を行なうこととする。 

 

 

 

2－5 キャリアガイダンス 

≪2－5の視点≫ 

2-5-① 教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する指導のための体制の整備 

（1）2－5の自己判定 

基準項目 2－5 を満たしている。 

 

（2）2－5の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

本学では、「個性豊かな人間性の涵養」と「有為な人材の養成」を教育目標として掲げ、

生涯を通じた持続的な就業力の育成と専門職業人の育成をめざし、教育課程内外を通じて

社会的・職業的自立に向けたキャリア教育、進路支援を行なっている。 

1）教育課程内の取り組み 

保育士養成、教員養成を行なう短期大学として、専門教育・教養教育の中で、職業人と

して必要な知識、技術、判断力等を獲得できるよう指導に努めているが、短期大学での教

育活動全体が、キャリア教育を担っており、卒業後の職業との関わりを重視して構成され

ている。キャリア形成については、1 年次のうちから意識をさせ、実習等を通じ、学生が

自己発見、自己実現できることをめざしている。 

さらに、免許・資格取得必修の「教育実習」「保育実習」等の学外実習を職業体験の場

として活用し、自己の適性と進路を見極めると同時に、就業意識を養っている。そのため、

入学時より「実習指導」を充実させ、ある種インターンシップとして、得るものの多い実

習となるよう学生指導を行なっている。 
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2）教育課程外の取り組み 

教育課程外において進路・就職相談、キャリア支援を行なう組織として、教学部学生支

援課を設置し、10 人のスタッフ（専任職員 8 人、補助職員 1 人、派遣職員 1 人）を配置

している。教学部学生支援課では、全学年に対する支援・指導体制を整えており、学生自

らが学んだことを活かすことができる進路支援やキャリアアップを図る上で必要な能力を

身につけることができる資格取得講座、公務員試験対策講座の開講など、さまざまな支援

を随時行なっている。 

また、「学生の進路が決定するまで徹底的にサポートする」という目標のもと、支援を担

当する学生支援課のスタッフを決め、就職活動を行なう対象学生全員と個人面談を行ない、

学生の顔と名前を覚えるとともに、希望進路を把握した上で、学生の進路に責任を持った

サポート体制で、常時学生の動向を把握して支援にあたっている。 

 

さらに、学生の就職及び進学に関する事項やキャリア支援に関する事項を協議する全学

的な体制として、教学部長を委員長とする「就職推進委員会」を設置している。本委員会

は、学長が委嘱する教員と、教学部事務部長、教学部次長及び学生支援課長で構成され、

隔月で 1 回定例会議を開催している。 

なお、卒業年次の進路・就職に関する状況（人数等）は、毎月「教職員専用ページ」で

公開するとともに、就職推進委員にもメールで状況を配信し、情報を共有しつつ教員と学

生支援課のスタッフが密に連携をとりながら、学生への支援・指導にあたっている。 

このような体制のもと、教学部学生支援課では具体的に次のような支援を展開している。

【資料 2-5-1、2-5-2、2-5-3、2-5-4、2-5-5、2-5-6】 

 

＜キャリアガイダンスの開催＞ 

入学後のオリエンテーション期間中に、新入生を対象としたキャリアガイダンスを開催

している。卒業後の進路を見据え、学生生活をどのように過ごすのかについてアドバイス

を伝え、学生生活において、学生自身のキャリアを考える気づきを与えている。【資料2-5-7】 

＜就職ガイダンスの実施＞ 

毎年 7 月に保育科第一部 1 年生、保育科第三部 2 年生を対象に大学の学生と合同で第 1

回就職ガイダンスを開催している。第 1 回目の就職ガイダンスでは、就職活動に向けての

心構えや進め方、それぞれの進路に応じた支援内容を伝え、学生の就職に対する意識を高

めている。 

平成 27（2015）年度の第 1 回目の就職ガイダンスについては、学生が授業により就職

ガイダンスに参加できない状況を回避するため、同内容の就職ガイダンスを 4 回開催し、

学生がいずれか 1 回に出席できる機会を設け実施している。平成 27（2015）年度の第 1

回目の就職ガイダンスの参加率は、86.9％であった。 

その後、学生の希望する進路に応じた就職ガイダンスを展開している。 

また、卒業最終学年（保育科第一部 2 年生、保育科第三部 3 年生）の 7 月に幼保就職ガ

イダンスを開催し、保育科で取得できる幼稚園教諭二種免許・保育士資格を活かした就職

先への具体的な就職活動に向けた就職ガイダンスを実施している。【資料 2-5-8】 
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＜卒業生講演会及び内定学生による就職活動体験談の開催＞ 

学生の職業観や就職意識を高めるため、卒業後就職した卒業生を講師として招聘し、卒

業生による講演会を開催している。在学生が、先輩にあたる卒業生から現在の仕事内容や

社会人に向けた心構えなどを聞き、卒業後の進路を考えるきっかけや働くことに対する具

体的なイメージを掴んでもらうことを目的としている。 

また、内定学生による就職活動体験談では、初めて経験する就職活動に向けてより具体

的に活動の進め方を理解してもらうため、内定を獲得し、就職活動を終えた先輩学生から

後輩へ、就職活動の体験談を語ってもらう機会を設けている。 

＜幼稚園・保育所等との就職懇談会の開催＞ 

平成 26（2014）年度から幼稚園・保育所等の園長等の代表者を招き、就職に関する懇

談会を開催している。学長をはじめ、学科長や就職推進委員、実習担当教員、学生支援課

職員が出席しており、本学の教育内容や人材育成等について理解していただくとともに、

本学の教育や就職に向け情報交換を行ない、幼稚園・保育所等と本学との連携を深め、友

好的な関係構築に努めている。平成 27（2015）年度は、33 園から 34 人の出席があった。

【資料 2-5-9】 

＜仏教系 幼稚園・保育所就職予定者に対する就職前教育の実施＞ 

本学は浄土真宗本願寺派の宗門関係学校であることから、浄土真宗本願寺派兵庫教区加

盟園をはじめ、仏教系の幼稚園・保育所に就職予定の学生に対し、就職先で必要な知識や

作法を本学宗教教育推進委員長が就職前に再教育している。就職前教育によって、学生の

質の向上を図り、就職後活かすことができる力を身につけることを目的としている。 

平成 27（2015）年度は、仏教系の幼稚園・保育所に就職予定の学生 14 人に教育を行な

った。【資料 2-5-10】 

＜学内合同企業説明会・選考会の開催＞ 

学生の職業観を醸成し、職業適性や学生自身のキャリアについて考える機会とするため、

12 月と 2 月に「学内合同企業研究セミナー」を開催している。平成 27（2015）年度は、

12 月に 24 社、2 月に 60 社の企業から参加があり、延べ 224 人の学生が参加した。「学

内合同企業研究セミナー」に参加した企業 84 社のうち、23 社が本学へ新規に研究セミナ

ーに参加した企業であり、外部で開催されるさまざまな情報交換会や企業訪問によって、

企業の新規開拓へつながっている。【資料 2-5-11】 

また、学生の就職活動における負担の軽減及び就職に結びつける施策として、本学と友

好的な関係にある企業を招き、学内において企業説明会と併せ 1 次採用選考試験まで行な

う学内企業選考会も開催している。 

＜ハローワークとの連携による就職相談、および求人紹介＞ 

就職環境の厳しさを鑑み、平成 23（2011）年度から、地元のハローワーク加古川と連

携し、学内において、大卒者等支援の専門職員「大卒就職ジョブサポーター」による出張

就職相談及び求人紹介を実施（毎週 1 回）している。 

平成 27（2015）年度は、計 33 回実施し、21 人の学生が求人紹介・就職相談を受けた。

最終的にハローワークとの連携・紹介により 6 件が就職に結びついた。【資料 2-5-12】 
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＜各種資格取得講座の開催＞ 

学生が社会人に向けて、スキルアップやキャリアアップが図れるよう、学内においてさ

まざまな資格取得講座を開講している。この資格取得講座は、学科の専門性とも関連させ、

学内で受講でき、かつ比較的安価な受講料で受講できるよう学生の利便性を重視した内容

を準備し提供している。【資料 2-5-2】 

＜保護者対象就職説明会の開催＞ 

 経済情勢の変化とともに、学生の就職環境が激変し、就職戦線の厳しさが続く中、保護

者の方に就職を取り巻く環境や本学の就職支援等について理解していただき、家庭の中で

の就職活動生に対する支援等の一助となることを目的として、さらに学生の就職活動に関

して、保護者と本学との連携を図るため、平成 22（2010）年度より、保護者対象就職説

明会を開催している。 

 従来、保育科第一部 1 年生、保育科第三部 2 年生の保護者を対象に 7 月に開催していた

が、平成 27（2015）年度については、例年 10 月に開催している全学年の保護者を対象に

した教育懇談会のプログラムに組み入れ、保護者が参加しやすくなるよう改善した。 

 

以上のことから、教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する指導のための体

制を十分に整備しているといえる。 

 

（3）2－5の改善・向上方策（将来計画） 

教員全体の共通理解を深め、各々の授業の中で、学生のキャリア形成支援を意識しなが

ら社会的・職業的自立に必要な能力を身につけさせるよう取り組むことが重要である。 

過去 5 年間の推移を見ると、卒業生の幼稚園教諭免許や保育士資格の取得率は、年々向

上している。学科としての努力や担当者の細かいケアがそれを支えていると思われるが、

一方で多様な学生の状況や適性から、進路変更を考えざるを得ない学生は微増の傾向にあ

る。そのような学生が社会への視野を広げ、免許・資格取得に目覚めたり、免許・資格の

取得をしなくとも他分野でのキャリア形成に興味を持ち、学業を続けられるような方策を

今後検討していく必要がある。また、教育課程外においては、活躍する卒業生を活用し、

幼稚園教諭や保育士の魅力を伝え、めざすべき姿を具体的にイメージさせるとともに、社

会に出て必要となる能力を早期に認識させ、在学中に力を育むさまざまな機会を提供して

いく。 

 

 

 

2－6 教育目的の達成状況の評価とフィードバック 

≪2－6の視点≫ 

2-6-① 

2-6-② 

教育目的の達成状況の点検・評価方法の工夫・開発 

教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての評価結果のフィードバック 

（1）2－6の自己判定 

基準項目 2－6 を満たしている。 
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（2）2－6の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-6-① 教育目的の達成状況の点検・評価方法の工夫・開発 

 本学では、ディプロマポリシーに示された力がどの授業科目の学修によって身につくの

かが一覧できる「カリキュラムマップ」を作成し、「授業計画（シラバス）」に記載してい

る。授業科目担当者は、教育課程の中で担当科目がどのような役割を持っているのかを理

解しながらシラバスを作成している。また、各授業科目担当者から提出されたシラバスに

ついては、保育科内の教務担当教員（各学年に 1 人配置）が内容等を確認し、教育目的と

齟齬がないようにするため可能な範囲で点検を行なっている。【資料 2-6-1】 

平成 23（2011）年度Ⅱ期より「保育・教職実践演習(幼稚園)」という科目の授業が始

まり、学生には、「履修カルテ」を作成させ、自己の学修履歴についてのリフレクションを

強く促すことになった。またこの科目の担当教員(複数)は、授業開始前の時期に、分担し

て個々の学生と面談し、今後の学修についての細かいアドバイスを行なっている。このよ

うな学生のリフレクション、教員によるアドバイスは、保育科における学修指導の質的向

上につながっている。 

 各種実習については、事後指導の授業において、学生に実習先で学んだことの報告を行

なわせたり、また、グループディスカッション等を通じ、自己の課題を認識させたりする

ことにより、卒業までに少しでも保育の実践力が身につくよう指導を重ねている。 

 平成 25（2013）年度には、前述した「履修カルテ」をもとに、ディプロマポリシーを

盛り込んだ学科独自の「ふりかえりシート」を作成した。平成 27（2015）年度には、第

一部と第三部の全学生を対象に、「ふりかえりシート」への記入を実施した。今後、学生が

ディプロマポリシーに示された力をどの程度獲得しているかについて、教員が判断する際

の材料としていく。 

 以上のことから、教育目的の達成状況の点検・評価方法について、十分な工夫・開発を

行なっているといえる。 

 

2-6-② 教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての評価結果のフィードバック 

教育目的の達成状況を点検・評価する取り組みとしては、全授業科目（兼任教員担当の

授業科目を含む）を対象にして実施される、学生による「授業アンケート」を挙げること

ができる。このアンケート結果は、担当教員にフィードバックされ、担当科目の授業改善

に役立てられている。平成 27（2015）年度についても例年通り、前述の「授業アンケー

ト」を実施した。その後アンケート結果を担当教員に返却し、授業改善に役立てるように

取り組んでいる。【資料 2-6-2】 

また、学科カリキュラムの再確認と科目間連携及び学生情報の共有を主眼として、平成

26（2014）年度から、「授業公開」を行なった。初年度である平成 26（2014）年度は、専

任教員のみが授業公開を行なったが、Ⅰ期、Ⅱ期の授業公開を通し、兼任講師の授業参観

への参加が得られたことから、平成 27（2015）年度は兼任講師の担当科目も授業公開の

対象としている。公開後に提出される「授業参観報告書」「授業公開報告書」などを通して、

科目間連携と学生情報の共有の点で一定の成果がみられた。 

その他、各学期の成績発表時、クラス担任は、学生個々人に対し「成績通知書」を配付
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するとともに必要に応じて面談を行ない、学生の授業理解度等を把握することにしている。 

資格取得状況については、学生が提出する「進路登録カード」において学生の希望する

資格を把握し、卒業式において、免許・資格取得者等の報告を行なっている。過去 3 か年

の免許・資格等取得者数等は表 2-6-1 のとおりである。【資料 2-6-3】 

 

表 2-6-1 免許・資格等取得者数 

学科 免許・資格等 平成 27 年 平成 26 年 平成 25 年 

保育科第一部 幼稚園教諭二種免許 96 98 123 

 保育士資格 97 100 121 

保育科第三部 幼稚園教諭二種免許 59 64 73 

 保育士資格 64 67 74 

 

 先に述べたように、「履修カルテ」に基づく学生へのアドバイスは、学生が自らの学修課

題を意識し、その解決に向かうためのモチベーション形成に寄与しているといえる。 

 専任教員は、隔週 1 回、2 時間余りの時間をとって開催される「学科会議」を通じて、

担当授業や学生指導についての情報共有や協力体制づくりを行なっている。また、各種実

習の事前事後指導担当者は、別の時間帯に「実習委員会」を開き、情報共有や協力体制づ

くりを行なっている。 

 毎年 10 月に開催される教育懇談会では、面談希望の保護者に対して、単位取得状況や 

学生生活についての情報提供を行なうとともに、保護者からは、学生の家庭での状況等に

ついて情報を収集し、学生指導に反映させている。 

以上のことから、教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての評価結果のフィード

バックについて、十分な配慮がなされているといえる。 

 

（3）2－6の改善・向上方策（将来計画） 

教員間の情報共有、協力体制づくりという点について述べれば、幼稚園教諭養成、保育

士養成の学科であるということから、現在は、保育内容系科目、実習指導関係科目での情

報共有等が中心になっているが、学生の質的変化に対応し、今後は、教育課程全般にわた

る情報共有と協力体制づくりが必要になると考えている。また「履修カルテ」を質的に向

上させることにより、学生のリフレクションの深化をめざすこととする。ディプロマポリ

シーに関する「ふりかえりシート」については、引き続き実施する中で、その内容・方法

等について、さらに検討を加えていく。 

毎年度はじめに「講師懇談会」を開催し、兼任教員との協力体制づくりを企図している

が、今後もその充実を図っていく。 
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2－7 学生サービス 

≪2－7の視点≫ 

2-7-① 

2-7-② 

学生生活の安定のための支援 

学生生活全般に関する学生の意見・要望の把握と分析・検討結果の活用 

（1）2－7の自己判定 

基準項目 2－7 を満たしている。 

 

（2）2－7の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-7-① 学生生活の安定のための支援 

本学では、教学部学生支援課、学習支援センター、健康管理センターが中心となり、学

科のクラス担任と連携するとともに、各組織が所管する「学生委員会」、「学修基盤センタ

ー運営委員会」、「健康管理センター運営委員会」の組織が相互に連携しながら、学生生活

の安定のための支援、厚生補導を行なっている。 

 

＜経済的支援（奨学金）＞ 

学生に対する経済的支援に関しては、それぞれの事情を確認した後、日本学生支援機構

奨学金や本学独自の奨学金、公的機関の奨学金、教育ローンなどを紹介している。 

日本学生支援機構の奨学金については、学内応募割合が年々高まる中、希望に応える事

ができるように密接な対応を行なっている。その結果、平成 27（2015）年度においては

日本学生支援機構奨学金申請者の 72.2％が、奨学生として採用され、経済的支援に成果を

上げている。 

本学独自の奨学金は、経済的困窮度が高く、成績優秀な学生を対象に、一定金額を給付

する「河野教育振興基金奨学金」や「兵庫大学短期大学部給付奨学金」、そして「兵庫大学

短期大学部保護者会」が支援している「むつみ奨学金 A」「むつみ奨学金 B」の制度がある。 

また、学修活動（学業）、課外活動または社会活動のいずれかで、優れた功績をあげた学

生に対して、学長表彰と共に年間 5 万円を給付する「優秀学生表彰制度」がある。平成 27

（2015）年度は 8 人（学修活動 5 人、社会活動 3 人）に対して表彰状と共に奨学金を給付し

ている。 

その他、経済的支援として、特別な事情により、緊急にお金が必要になった学生を対

象に「学生貸出金制度」を設け、学生支援課が対応している。 

学費納入に関しては、Ⅰ期・Ⅱ期それぞれの期日までの学納金の納入が困難である場合

において、毎学期約 4 ヶ月間の猶予を与える延納制度を導入している。平成 27（2015）

年度はⅠ期 10 件、Ⅱ期 14 件の利用申請があった。 

他にも、株式会社オリエントコーポレーションと提携した教育ローン「学費サポートプ

ラン」を用意している。平成 27（2015）年度は 4 件の利用があった。 

また、入試においても経済的支援として、「経済支援型特別入試」を導入し、その入学者

に対して授業料等を全額免除している。その他にも、学費の経済的負担の軽減と地域貢献

として、兵庫県内在住もしくは、兵庫県内の高等学校に在籍する受験生を対象に「地域密

着型特別入試」を導入し、その入学者に対しては授業料を半額免除している。平成 27（2015）

年度の経済的支援、奨学金の給付・貸与の実績については、表 2-7-1 のとおりである。 
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【エビデンス集（データ編）表 2-13】【資料 2-7-1】 

 

表 2–7–1 経済支援及び奨学金給付・貸与状況（平成 27（2015）年度実績） 

奨学金の名称 学内外 給付等 
対象 

学生数（人） 

支給または 

貸与総額（円） 

むつみ奨学金 A 学内 給付 5 1,500,000 

地域密着型入試入学者授業料免除 学内 免除 21 8,800,000 

経済支援型入試入学者授業料免除 学内 免除 5 5,230,000 

優秀学生表彰制度 学内 給付 8 400,000 

学生貸出金制度 学内 貸与 1 15,000 

日本学生支援機構奨学金（第一種） 学外 貸与 90 55,970,400 

日本学生支援機構奨学金（第二種） 学外 貸与 172 143,416,000 

三木市奨学金 学外 給付 1 108,000 

あしなが大学奨学金 学外 貸与 1 480,000 

学費サポートプラン 学外 貸与 4 1,870,000 

 

＜課外活動への支援＞ 

本学が承認して活動している学内団体は、体育系で 31 団体、文化系で 20 団体の合計

51 団体が活動しており、延べ 64 人（加入率 13.1％）の学生が課外活動（クラブ活動）に

参加している。その学内団体を統括・支援発展させる学生自治組織として学生会が組織さ

れている。 

各学内団体の活動においては、指導者として専任教員・事務職員が顧問または監督とな

り、学内団体の活動支援を行なっている。そして学内団体課外活動にかかる費用についい

ては、兵庫大学短期大学部保護者会・学生会などの後援団体が、各種目における連盟や団

体に加盟・登録するための費用や、活動における経費の一部を負担している。また、課外

活動活性化を目的に、優勝・準優勝など好成績を挙げた団体または個人を対象に、奨励金

を給付している。 

学生支援課では、全学内団体を対象にクラブ運営に関する面談を年 1 回行ない、各学内

団体の現状を把握し、部室を含んだ施設設備の充実や実際の活動に対するさまざまな支援

を行なっている。事故対応としては「事故発生時の連絡網」を作成し、本学の健康管理セ

ンターが医療機関などと連携し、課外活動中の学生の危機管理体制を整えている。 

なお、学内団体 51 団体の内、漕艇部・女子駅伝部・ウエイトリフティング部・女子バ

レーボール部・吹奏楽部の 5 団体を強化指定クラブとしている。強化指定クラブの支援方

法としては、他の学内団体と同様の支援の他、さらに上位の大会をめざすために必要な指

導者の雇用、練習環境の整備、また、合宿や遠征などに係る経済面での支援等行なってい

る。これら支援により、平成 27（2015）年度においては、以下のような活動記録を残し

た。【エビデンス集（データ編）表 2-14】【資料 2-7-2、2-7-3】 

 

 



兵庫大学短期大学部 

33 

 

【平成 27（2015）年度 強化指定クラブの主な活動記録】 

《女子バレーボール部》 

・関西大学バレーボール連盟 春季リーグ戦 4 部リーグ（7 勝 0 敗）1 位（3 部昇格） 

・関西大学バレーボール連盟 秋季リーグ戦 3 部リーグ（2 勝 5 敗）5 位（3 部残留） 

《吹奏楽部》 

・第 62 回兵庫県吹奏楽コンクール 銀賞 

・アンサンブル・フェスティバルひょうご 2015  in 加東「（公財）加東文化振興財団賞」受賞  

 

ボランティア活動支援については、平成 27（2015）年 6 月に本学の地域連携の窓口で

あるエクステンション・カレッジ内にボランティアセンターを設置し、学生支援課とボラ

ンティアセンターが連携しながら、ボランティア活動に参加する学生の支援を積極的に行

なっている。 

まず、ボランティア活動に興味のある学生に対しては、ボランティア活動の情報を直接

伝えるメール配信サービスを導入し、サービス登録学生にボランティア関連情報を月 1 回

程度配信している。また、ボランティア活動に参加を希望する学生には、ボランティア関

連情報を提供するとともに事前・事後指導を含めた活動支援を行なっている。その他にも、

経済支援として、現地までの交通費の一部を支給するなど、学生がより参加しやすいよう

に、さまざまな支援を行なっている。 

地域にある自治体や各種施設からの学生ボランティア活動の要請は、ボランティアセン

ターが窓口となり活動範囲や安全面を確認したうえで、受理をする。また、学生派遣の際

も、学内団体として課外活動の目的に合致するか、個人の参加の場合の可否等、そのボラ

ンティア活動に合わせた募集活動を検討したうえで学生への呼びかけを行ない、必要に応

じて学生派遣の段取りから現地の活動支援まで行なっている。 

これら活動支援による活動実績は、平成 27（2015）年度では、地域の祭やマラソン大

会、イベント運営補助、施設での福祉ボランティアなど、短期大学及び大学をあわせて 77

件にのぼり、延べ 752 人の学生が参加している。 

【エビデンス集（データ編）表 2-14】【資料 2-7-4】 

＜スクールバスの運行＞ 

学生の通学における利便性向上のため、大学の最寄駅から大学を往復する無料送迎バス

（スクールバス）を運行している。（利用申請時に、利用許可証発行手数料として 500 円

必要） 

運行について、学年暦に準じ、月曜日から金曜日は、7 時 30 分から 21 時 00 分、土曜

日は、7 時 50 分から 18 時 40 分の時間帯において定期運行しており、2 路線（①JR 東加

古川駅～大学、②山陽電鉄別府駅経由高砂駅～大学）でスクールバスを運行している。 

平成 28（2016）年 4 月からは、従来運行している 2 路線に加え、新たに 1 路線（神戸

市営地下鉄名谷駅経由学園都市駅～大学）を追加、合わせて 3 路線でスクールバスを運行

し、さらなる学生の通学における利便性向上を図っている。 

＜健康管理・学生相談（カウンセリング）＞ 

学生に対する健康管理、相談・心的支援については、健康管理センターが中心となり対

応している。 
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健康管理センターには医師及び専門の職員（医師 2 人、看護師 2 人、資格をもったカウ

ンセラー2 人、非常勤カウンセラー1 人、派遣職員 1 人）を配置し、心身の健康管理、相

談を行なっている。健康管理センターでは、傷害や疾病に対する適宜応急処置、定期健康

診断、禁煙サポート、学生教育研究災害傷害保険手続き等を行なうとともに、近隣医療機

関と連携した対応を行なっている。また、感染症予防対策として、学外実習に備えて、抗

体検査、ワクチン接種勧奨を行なっている。 

心的支援・生活相談等については、健康管理センターが相談受付を行ない、同センター

内のカウンセリングルームにおいて、専門のカウンセラーがメンタルヘルスケアやカウン

セリングを行なっている。平成 27（2015）年度の相談件数は 26 件であった。相談のあっ

た学生については、必要に応じて、クラス担任と情報共有して連携し、相談した学生の学

修環境の整備に努めている。 

その他にも、教職員対象の研修会を健康管理センターで企画・実施している。平成 27

（2015）年度においては、発達障がい学生の対応について理解を深めることを目的に 10 月

に、外部講師を招き、発達障がいの対応についての講演会を開催（教職員 33 人参加）し

た。さらに、中学・高校といじめを受け、心の痛みや対人関係に悩みを持つ学生が大学へ

進学している状況を理解することを目的に 2 月に、本学カウンセラーが「いじめを考える」

と題した講演会を開催（教職員 25 人参加）した。【資料 2-7-5】 

なお、学生生活全般的な相談については学生支援課が窓口となり、適宜状況に応じて、

学習支援センターや健康管理センターと連携している。【エビデンス集（データ編）表 2-12】 

＜その他相談＞ 

セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメント、

ジェンダー・ハラスメント、モラル・ハラスメントの対策については、学内に相談員を配

置し、適宜相談を受け付け対応できる体制を整えている。【資料 2-7-6】 

また、教学部では、学生が学生生活における問題、修学上の問題、進路の問題、交友関

係の問題、心や健康に関する不安などを解消するために、どんなことでも気軽に相談でき

る「なんでも相談コーナー」を設置している。 

 

以上のことから、学生生活の安定のための支援は十分に行なっているといえる。 

 

2-7-② 学生生活全般に関する学生の意見・要望の把握と分析・検討結果の活用 

学生サービスに対する学生の意見等を汲み上げるシステムについては、教学部の各課並

びに学習支援センターでの窓口対応の他に、定期的に実施しているアンケート調査（「学

生生活実態・意識調査」ほか）がある。また、学生が大学に対するさまざまな意見・要望

を提出し、解決するための協議機関として、「キャンパス・リフォーム委員会」がある。 

 

＜窓口対応＞ 

教学部の各課（学生支援課、教務課、学事課、入学課）には、それぞれ学生対応の窓口が

設置され、学生からの意見・要望に対応している。その中でも授業に関する意見・要望は教

務課で対応し、教学部長が速やかに学科長または共通教育機構長、共通教育副機構長に報

告・照会のうえ、状況確認を行なった後に、学生へ回答する体制をとっている。その他にも、
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学生生活を有意義に送ることができるように、学生支援課においては、生活上の問題や交友

関係などの相談を中心に「なんでも相談コーナー」を、また学習支援センターには、勉学上

の相談やその他相談に対応する「よろず相談」を設置するなど、組織間連携をしながら学生

の悩みに対応している。【資料 2-7-7】 

＜アンケート調査＞ 

 学生生活の実態や意識及び学生の意見・要望を調査するため、原則として 3 年に 1 度、

全学生を対象に「学生生活実態・意識調査」を実施している。平成 25（2013）年度は、

第 6 回目の同調査を平成 26（2014）年 2 月に実施した。今回は第 5 回までに調査した項

目を活かしつつ、近年の学生の動向を把握するため、全ての調査項目の見直しを実施した。

【資料 2-7-8】 

 また、平成 27（2015）年度卒業生を対象に、本学の学びに対する卒業時満足度や成長

度等を把握するため「卒業時アンケート」を実施した。【資料 2-7-9】 

＜キャンパス・リフォーム委員会＞ 

本学では、教育環境の充実・改善に役立てるために、平成 13（2001）年度から「キャン

パス・リフォーム委員会」を毎年 2 回開催している。同委員会は、教育運営や課外活動等を

テーマにして、学生の代表者と学長をはじめとする大学側とが忌憚なく意見交換を行なう場

として設定している。授業の改善、学生生活の充実、施設設備の改善等について、学生から

出された意見・要望に対しては、大学側の考え方や対応等をその場で回答するとともに、改

善できるものについては、速やかに対応することを心がけている。 

また、平成 27（2015）年度は、本学に入学して良かったところやもっと整備して欲しい

事等の忌憚のない意見を聞き、今後の大学運営に役立てることとした。 

同委員会で話し合われた内容については、在学生へ周知・情報発信するため「キャンパス・

リフォーム委員会新聞」として作成し、全学生に対して配付している。【資料 2-7-10】 

 

以上のことから、学生生活全般に関する学生の意見・要望を把握する体制を整えるとと

もに、分析・検討結果の活用についても十分な配慮がなされているといえる。 

 

（3）2－7の改善・向上方策（将来計画） 

学生生活の充実、大学運営の向上に役立てるため、今後も引き続き、「学生生活実態・意

識調査」によって、学生の生活状況や意識の実態を調査し、学生が抱えている問題や悩み・

不満などを大学組織全体として把握する。その上で、学生委員会において支援体制の検討

や改善を行なっていく。さらに、キャンパス・リフォーム委員会で出された学生からの意

見・要望を真摯に受け止め、対応できることは速やかに対応していく。 

学生に対する経済的支援については、さまざまな奨学金等の情報を整理し、学生が分か

りやすく利用しやすいように情報提供に努めていくとともに、本学独自の奨学金制度の充

実を図っていく。 

健康管理センターにおいては、教職員が多様な学生への相談・支援に対応するため、発

達障がい学生への支援も含めたセミナーの開催や研修を継続して行なっていく。さらに、

大学生活に対してなんらかの不安や悩みを抱えている学生を早期に見出し、カウンセリン

グ相談・支援へつなぐため、健康管理センター長が中心となり、学科長を交えた懇談会の
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開催や大学生活不安尺度検査の実施等を行なっていく。 

 

 

 

2－8 教員の配置・職能開発等 

≪2－8の視点≫ 

2-8-① 

2-8-② 

 

2-8-③ 

教育目的及び教育課程に即した教員の確保と配置 

教員の採用・昇任等、教員評価、研修、FD(Faculty Development)をはじめと

する教員の資質・能力向上への取組み 

教養教育実施のための体制の整備 

（1）2－8の自己判定 

基準項目 2－8 を満たしている。 

 

（2）2－8の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-8-① 教育目的及び教育課程に即した教員の確保と配置 

本学における教員配置は、短期大学設置基準上の必要専任教員数及び教授数を確保して

いる。【エビデンス集（データ編）（表 F-6）】 

 また、教職課程（幼稚園教諭二種免許状）及び指定保育士養成施設における必要専任教

員数は、教職課程認定基準及び指定保育士養成施設指定基準に定める人数を確保している。 

以上のことから、教育目的及び教育課程に即した教員の確保と配置を適正に行なってい

るといえる。 

 

2-8-② 教員の採用・昇任等、教員評価、研修、FD(Faculty Development)をはじめとす

る教員の資質・能力向上への取組み 

 教員の採用・昇任については、「兵庫大学短期大学部専任教育職員選考規程」に、教授、

准教授、専任講師、助教、助手の選考基準が明示されている。教員の採用・昇任について

は、教授会が大学運営会議に提案を行なう。専任教員の採用は原則として公募により行な

う。また、「兵庫大学等任期を定めて任用する教員に関する規則」を制定し、任期を定め

て任用する教員の採用を実施している。さらに、「兵庫大学等特別任用教員規則」を制定し、

本学の教育方針に賛同し教育研究遂行上または講義編成上特に必要とする者を特別任用教

員として採用している。【資料 2-8-1、2-8-2、2-8-3】 

採用・昇任の具体的手続きについては、「兵庫大学短期大学部専任教育職員選考実施取

扱要領」及び「兵庫大学短期大学部専任教育職員採用の手続きについて」に規定している。

その他、昇任候補者の選出については、「兵庫大学短期大学部専任教職員の昇任候補者選出

に関する内規」を規定している。運用に関しては、教授会及び大学運営会議において審議

決定された候補者について、①資格審査委員会における審査、②資格審査委員会の審査結

果を基に教授会において採用または昇任の可否について審議、③教授会において「可」の

判定を受けた場合、大学運営会議において採用または昇任の可否について審議決定を行な

う。【資料 2-8-4、2-8-5、2-8-6】 

 なお、採用の場合、学長は教授会において「可」の判定を受けた候補者に対して面接を
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行なう。さらに理事長は大学運営会議において「可」の判定を受けた候補者に対して面接

を行ない、最終的に候補者の採用を決定する。 

 また、任期を定めて任用する教員及び特別任用教員の採用についても、前述の手続きを

経て採用を決定している。 

教員の資質・能力向上への取組みとしては、平成 13（2001）年度に「授業評価アンケ

ート」を開始し、その後種々検討・改善を行なったのち、平成 25（2013）年度より現在

の「授業アンケート」に至っている。この「授業アンケート」は、各学期末に開講した全

授業科目を対象に実施しており、その結果については担当教員へのフィードバック及び

「大学ウェブサイト」への掲載を行なっている。また、担当教員は集計結果を踏まえ学生

に対するコメントを学内から閲覧可能なホームページに掲載することができる。 

【資料 2-8-7、2-8-8】 

 なお、平成 16（2004）年度から「教員評価制度」を導入した。この「教員評価制度」

は各年度を評価対象期間とし、教育の領域では実施したすべての授業科目の振り返りを行

なうとともに、研究の領域、組織運営の領域、社会貢献の領域について教員個々が所定の

「個人評価調査票」を作成し、自己評価を行なっている。評価結果については、全体の集計

結果を公表し、教員個々に対して、学科長から、文書でフィードバックしている。また、

教員評価結果を反映した処遇については、賞与に加算している。 

【資料 2-8-9、2-8-10、2-8-11】 

FD 活動については、平成 17（2005）年度に、授業の内容・方法等の改善を図ることを

目的に組織的な活動を実施するために、また、授業の内容・方法等についての学生による

評価を実施するために、「兵庫大学・兵庫大学短期大学部 FD・授業評価実施委員会」を

設置した。その後、種々改編を経て、平成 21（2009）年度からは、FD、授業評価、カリ

キュラム開発、学習支援（初年次教育などのカリキュラム開発及び履修指導）、教育技法の

習得を所掌事項とする「兵庫大学・兵庫大学短期大学部 FD 委員会」を設置し、平成 28（2016）

年度から「SD」も含めた「兵庫大学・兵庫大学短期大学部 FD・SD 推進委員会」として

全学の教育の質の向上をめざした取り組みを実施している。【資料 2-8-12】 

平成 22（2010）年度から、新任教職員を対象に、「新任教職員研修」を実施し、建学の

精神の説明、教育分野及び研究分野、地域貢献分野に係る本学の方針及び施策に関する理

解を深める機会としている。また、平成 28（2016）年 4 月には、全教職員が集まる機会

を利用し、教育と研究の両立に関する講演会を実施し、教職協働への道筋の第一歩として

いる。【資料 2-8-13】 

また、平成 25（2013）年度からアクティブ・ラーニング推進の取り組み（講演会の実

施 2 回）、平成 26（2014）年度のアクティブ・ラーニングに関する事例（公開授業）の検

討を開始した。平成 26（2014）年度からは全学で「授業公開」を実施し、平成 27（2015）

年 9 月には「学生の能動的・主体的な学修をいかに作り出すか」を主眼とした「アクティ

ブ・ラーニングに関する研修会」（学内事例発表会）を実施するとともに、11 月及び 3 月

に教職員間の情報共有・交流を促進し、組織を活性化することをめざした「教員カフェ」

を開催した。【資料 2-8-14、2-8-15】 

以上のことから、教員の採用・昇任等、教員評価、研修、FD など教員の資質・能力向

上への取組みは十分になされているといえる。 
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2-8-③ 教養教育実施のための体制の整備 

教養教育の充実を目的とし、平成 28（2016）年 4 月に「共通教育機構」を設置した（併

設する兵庫大学に設置）。機構では学長の方針を受け、本学全体の教養教育のあり方につい

ての検討、カリキュラムの編成、科目の運営などの役割を中心的に担う。教養教育のため

の科目として共通教育科目を設定し、それらを「建学の精神」、「コミュニケーション」、「歴

史と文化」、「現代社会を読み解く」、「くらしと健康」の 5 つの群に分類し運営している。

また、専門教育との有機的連携を図るため、副学長（教育担当）を委員長に、共通教育機

構長、学科長、教学部長、教学部事務部長、教学部次長で構成されている「学科長会議」

を通して、専門教育を担う教員とカリキュラム編成にかかる意見交換を行なっている。カ

リキュラムの決定は、「学科長会議」の後、共通教育機構の教務委員会を経て、共通教育機

構の教授会でなされてる。 

以上のことから、教養教育実施のための体制は十分に整備されているといえる。 

 

（3）2－8の改善・向上方策（将来計画） 

専任教員数については、現在の適切な状態を維持し、さらに充実を図る。また、教員新

規採用時には教員構成のバランスを考慮しながら教員配置を行なうように進める。 

教員の採用・昇任については、教育環境等の変化に伴い、研究業績や教育業績のみなら

ず、社会活動等の業績を考慮し資格審査を行なっていく必要がある。今後は社会活動等の

業績を評価できる選考基準の策定を進める計画である。 

学内の FD 活動や「授業アンケート」の実施については認知されているが、授業改善の

重要性や具体的な方策についての理解は教員により差があることは否めない。まず、「授

業アンケート」はその結果の活用が個々の教員レベルにとどまっていることから、今後、

結果の集約方法や学科教育へのフィードバックの方法について検討を行なう。次に、新任

教職員研修については、来年度に向けて全教職員の情報共有の観点から内容・形態の見直

しを図っていく。 

今後は、FD 活動の方針として、まず、学習履歴や意欲等において多様化している本学

の学生の実態を把握し、次に、これを踏まえた教員主体の教授（ティーチング）から学生

主体の学び（ラーニング）を主軸とした授業実施を促進する。このために、教員の能力を

引き出すためにどのような組織的取組が効果があるのか、他大学の事例も参考にして、本

学の教育目標に合った FD 活動事業の計画・実施を急ぎ進める。 

「教員評価制度」は、平成 18（2006）年度に「教員評価制度のあり方検討委員会」により、

平成 18（2006）年度と平成 21（2009）年度にそれぞれ見直しを行ない、平成 22（2010）

年度からは一部変更を行なった内容で実施している。同制度の評価項目及び実施体制につ

いては、毎年見直しを実施することとしており、今後も継続して完成度の高い「教員評価

制度」をめざす。 
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2－9 教育環境の整備 

≪2－9の視点≫ 

2-9-① 

2-9-②  

校地、校舎、設備、実習施設、図書館等の教育環境の整備と適切な運営・管理 

授業を行なう学生数の適切な管理 

（1）2－9の自己判定 

基準項目 2－9 を満たしている。 

 

（2）2－9の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-9-① 校地、校舎、設備、実習施設、図書館等の教育環境の整備と適切な運営・管理 

1）教育環境の整備の現状 

本学の校地及び校舎については、校地面積は加古川キャンパスに併設の兵庫大学との共

用として 83,565 ㎡あり、設置基準上必要とされる面積 4,400 ㎡を満たしている。また、

校舎面積は、本学専用として 2,310 ㎡、併設の兵庫大学との共用として 21,888 ㎡あり、

設置基準上必要とされる面積 3,470 ㎡を満たしている。 

また、教育目的を達成するために、講義室、演習室、学生自習室、学部の学生用実験室、

実習室及びその他の施設を整備し、教育研究に有効に活用している。 

【エビデンス集（データ編）表 2-18】 

 

【学修基盤センター】 

本学の学修基盤センターは、図書館サービスとコンピュータサービスを提供している。 

＜図書館サービス＞ 

図書館は学内外の研究機関と情報ネットワークを介した学術情報を集積・活用するため

の中軸として機能し、本学と併設の兵庫大学との共同施設である。5 号館に設置され、総

延べ床面積 1,885 ㎡を有し、270 席の閲覧席を設けている。図書館 1 階は開架閲覧室、書

庫、個人キャレル席、情報検索コーナー、新着図書コーナー、ラーニングコモンズ、事務

室などからなっている。2 階は開架閲覧室、書庫、メディア情報コーナー、情報検索コー

ナー、学術雑誌コーナーなどからなっている。3 階にはグループ学修室がある。 

蔵書は平成 27（2015）年度末で 143,215 冊、学術雑誌 1,932 種、視聴覚資料 6,918 点

である。シラバスに掲載された参考図書は揃えており、教員が特に推薦するものは指定図

書コーナーを設け教員名ごとに揃えている。また、非常勤を含めた全教職員からの希望図

書を受け付けている。学生からは、「購入希望制度」により受け付けている。これら図書の

検索は、OPAC（蔵書検索）から、教員名または科目名からも検索可能である。一般新着

図書は、新着書架に別に展示するほか、館外の電子掲示板においても案内している。 

平成 27（2015）年度の図書館開館日数は 266 日である。開館時間は、平日は午前 9 時

から午後 8 時（土曜日は午後 4 時）までで、学生及び教職員の他に、卒業生、地域住民（加

古川市・高砂市・稲美町・播磨町）にも開放している。平成 27（2015）年度の図書館利

用者数は 38,141 人である。【資料 2-9-1、2-9-2】 

図書館の利用については、入学時に初年次教育の一環として図書館の概要、図書の利用

方法などの「図書館ツアー」を実施している。その他にも希望により資料の検索方法等に

ついてのガイダンスを実施している。【資料 2-9-3】 
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図書館内には 6 台の利用者用検索端末、28 台の自学自修用のコンピュータを設置してい

る。 

図書館サービスで提供している学術情報ネットワークは、学内外の利用者の学術情報資

源利用サービスの充実と、学内外への研究成果などの発信を目的として、平成 8（1996）

年度に『HARMONIS（Hyogo University Academic Resources Service for Multimedia 

Open Network Information System（以下、「HARMONIS」という。））』を構築した。平

成 16（2004）年度には新たな機能、すなわち図書館情報管理機能、学術情報検索機能、

自学自習機能とその基盤となるネットワークシステムで構成された『新 HARMONIS』に

リプレースした。更に平成 22（2010）年度に学生及び教職員等のオンライン利用者への

更なるサービスの質の向上を目的とした『新統合 HARMONIS』に発展し、コンピュータ

サービスの学内情報ネットワーク『HUMANS2014（Hyogo University Multimedia 

Autonomous Network System）教育研究用システム』と連携して稼働している。 

学外の図書館とは、国立情報学研究所の ILL を介して閲覧、文献複写、現物貸借など相

互協力を行なっている。さらに、兵庫県大学図書館協議会や私立大学図書館協会西地区部

会阪神地区協議会に加盟し、相互協力を進めている。 

また、平成 28（2016）年 3 月には、学生の主体的な学びの支援と授業の「事前の準備」

「事後の展開」を通じた学修時間確保のため、図書館閲覧ホールに可動式什器、ホワイト

ボード、電子黒板等の ICT 機器を備えた「ラーニングコモンズ」を開設した。 

＜コンピュータサービス＞ 

情報サービス施設としては、2 号館 3 階のコンピュータ実習室にデスクトップパソコン

を 218 台設置している。コンピュータ実習室のコンピュータはすべて学内ネットワークに

接続されており、「コンピュータ演習」、「アプリケーションソフト」、「情報処理と栄養統計」

をはじめとしたさまざまな授業で利用されている。学生は授業時間以外でも自由にコンピ

ュータを利用できる。【資料 2-9-4】 

情報教育の中心的な役割を果たす、コンピュータやネットワークの設備については、平

成 7（1995）年の大学開学時から『HUMANS』を整備し、平成 14（2002）年には、利用

の拡大及び高速ネットワークのアクセス環境を改善し機能向上を図るため、『新

HUMANS』をリプレースした。平成 20（2008）年度には、近年のブロードバンド環境に

対応し、教育研究・教学情報サービス（『新 HARMONIS』や『教学システム』等）との

連携を図り、学生・教職員がより安全で快適に活用できる学内情報ネットワークシステム

の整備・運営を行なうことを目的とした『新統合 HUMANS』を構築した。更に、平成 26

（2014）年に全学的学修環境の改善による学生の学修時間向上と ICT 機器の活用による

教育の質的向上を目的とした『HUMANS2014』を構築した。 

学内ネットワークは 2 号館を中心に 1 号館（東）、1 号館（西）、3 号館、4 号館、5 号館、

10 号館、11 号館、12 号館、13 号館、14 号館、17 号館、体育館と学内全域で利用可能で

ある。また、学内 37 ヶ所に無線 LAN を設置している。【資料 2-9-5】 

このようなシステムが十分に利用されるために、本学では図書館にノートパソコンを 50

台整備して学生への貸出しを行なっている。ノートパソコンの利用を通じて情報活用技術

の習得や学生と教員とのコミュニケーション、講義資料の閲覧や課題・レポートの提出等

が円滑に行なえるようになっている。【資料 2-9-4】 
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【体育施設】 

 体育施設として、夜間照明付グラウンド（6,035.8 ㎡）、テニスコート４面（オムニコー

ト、照明付）、体育館、ウェルネスルーム、リズム室を備えている。 

  体育施設の使用については原則、月～土曜日の 9 時 00 分から 17 時 50 分までは授業で

の利用を中心とし、空き時間については一般学生にも開放している。月～土曜日の 18 時

00分～21時00分と休業日の 9時00分～21時00分については課外活動で利用しており、

各クラブで時間の割り振りをして利用している。 

  また、本学学生の授業と課外活動での使用以外に、一般市民向けの公開講座を実施する

場合や、本学と同一法人の運営で同じ加古川キャンパス内に設置している兵庫大学附属加

古川幼稚園が保育、行事、課外活動で利用する場合がある。さらに本学周辺地域の中学校・

高等学校、少年スポーツクラブ、自治会を中心に、地域住民にも開放している。 

【学生寮】 

キャンパス内には、女子学生専用の学生寮（和幸寮）を設置し、地方出身学生に対する

住居として提供をしている。学生寮は全室冷暖房を完備した個室で、定員 80 人に対し、

平成 27（2015）年度は短期大学生 12 人、大学生 53 人の計 65 人が生活を送っている。学

生寮内の共同設備として、食堂、ミニキッチン、浴室、洗濯機を備えている。 

また、学生寮には住込みの管理人 2 人を配置し、夜間は、学生寮の周囲を機械警備シス

テムによって防犯対策を行なっており、正門警備に加え、安全面には万全の体制を整えて

いる。学生寮には、さまざまな学科や学年の学生が生活を送っており、年間を通した学生

寮ならではの行事によって、交流し学生の成長を促している。 

【メディカルシミュレーションセンター】 

平成 27（2015）年 3 月に開所した「メディカルシミュレーションセンター」は、自治

体や地域の医療機関と連携し、救急対応など医療技術のブラッシュアップを希望する医療

専門職者等を対象として、シミュレーション教育システムを用いたトレーニングの機会を

提供し、再び地域医療の担い手として送り出すための研修機会を提供している。 

シミュレーション教育においては、シミュレーター（人体全身模型）を使用しながら、

実際の症例シナリオ等に基づき実践を想定したトレーニングを行なうことができる。トレ

ーニングにおいては、それぞれの症例に応じた適切な対応を行なうことによりシミュレー

ターが示した症状は回復するが、不適切な対応を行なうとそのようにはならない等、臨床

現場を模擬的に再現した環境でのトレーニングが可能となる。【資料 2-9-6】 

【看護・介護研修センター】 

平成 28（2016）年 3 月に開所した「看護・介護研修センター」は、訪問介護、訪問看

護に関わる介護・看護専門職、介護支援専門員（ケアマネージャー）、主任介護支援専門

員等を対象として、体験学習等の機会を提供し、従事者等の在宅ケアスキルの向上と新た

なスキルの開発支援を行なう。 

「入浴エリア」は、実際の病院や施設等で使用されている介護利用者のための 3 種類の

介護浴槽（浴槽上昇タイプ、シャワー浴タイプ、運搬車連結タイプ）、自立及び要支援利

用者のための個別シャワーコンパートメント、洗髪スペースを整備している。これにより、

従事者等は、あらゆる介護度の利用者の入浴、保清について、自らが要介護者の役割を演

じながら、利用者が何を感じ、どのような要望を持つかを体験・学習することができる。 
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「在宅生活支援エリア」は、6 畳和室（廊下、押し入れ、調理台付）を中心に、LDK（リ

ビング、ダイニング、キッチン）を想定した生活空間を整備している。これにより、従事

者等は、その空間での要介護者に合わせた介護機器等の導入の可否が検討でき、QOL（生

活の質）の向上と、ADL（日常生活動作）の維持・向上をめざした生活のありかた、支援

の仕方を体験・学習することができる。【資料 2-9-6】 

 

2）教育環境の管理・運営 

加古川キャンパス内で本学と併設する兵庫大学に関する校舎 31,059 ㎡の内、昭和 56

（1981）年以前に建設され、耐震補強を必要とする旧耐震基準の校舎が 19,316 ㎡（全校

舎面積の 62％）あり、早期に安全対策を講じることが必要となっている。 

本学は平成 25（2013）年から 6 ヶ年計画で対象校舎の耐震診断及び補強工事の実施を

計画し、平成 26（2014）年は 10 号館を、平成 27（2015）年は 17 号館の耐震補強工事を

実施した。さらに平成 27（2015）年には 5 号館閲覧ホールの特定天井工事も実施した。 

【資料 2-9-7】 

バリアフリー化については、平成 18（2006）年に既設建物である 10 号館と 17 号館に

身体障害者対応のエレベーターを新設した。また、17 号館の各フロアーのトイレについて

もバリアフリー化と、身体障害者用トイレを設置する改修工事を行ない、平成 22（2010）

年には体育館にスロープと身体障害者用トイレを設置する改修工事を行なった。さらに、

平成 26（2014）年には 10 号館にスロープと、自動扉及び身体障害者用トイレを平成 27

（2015）年には 17 号館にオスメイト対応トイレ及びスロープ、自動扉の設置工事を行な

い、順次バリアフリー化を進めている。 

施設の維持、管理等に関する業務は、事務局管理課が行なっており、建築、設備等の専

門的な技術・知識をもつ経験豊かな職員を配置するとともに、建物、電気設備、給排水・

衛生設備、空調設備、消防設備、昇降機などの保守点検業務並びに警備業務、樹木等植栽

の維持管理、清掃業務を専門業者に委託し、管理統括している。各保守点検については、

専門業者との委託契約により関係法令を遵守し、安全管理に努めている。 

防火対策については、管理課及び管理職職員による防火及び防災管理者講習会への参加

及び管理者資格の取得等を通して、防火及び防災に関する情報・知識を学び、「防災管理規

程」に基づき対応している。現在、学生及び教職員対象の防災訓練を年 1 回実施している。

寮生についても、年 1 回避難訓練を実施している。【資料 2-9-8、2-9-9】 

なお、平成 26（2014）年度には、大地震が起きた場合に備えて、学生や教職員がどの

ような行動をとるべきなのか、安否確認はどのように行なうかなどを掲載した「大地震対

応マニュアル（ポケット版）」を作成し、学生及び教職員に配付した。【資料 2-9-10】 

学内防火システムについては、発火地点や火災通報箇所が一元的に確認できる体制がと

られている。 

防犯については、正門に警備員を 365 日 24 時間常駐させ、不法侵入者等の取締りを強

化している。また、夜間については警備員による巡回の徹底、学生寮には住込みの管理人

を配置し、さらに、4 号館、5 号館及び学生寮に機械警備システムを設置し、盗難、痴漢

等の対策に配慮している。特に、盗難対策として、図書館には入館ゲートシステムを、2

号館 3 階情報教室には入退管理システムを導入している。 
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構内における自動車等の交通規制に関し、「兵庫大学等構内自動車交通規制実施要領」を

平成 19（2007）年度に制定し、構内における交通の安全を図っている。【資料 2-9-11】 

教育研究等に使用する薬品等については「薬品類の取り扱い、管理及び廃棄等に関する

規程」に基づき、薬品類の購入、取扱い、保管管理及び廃棄に関して、安全管理体制を整

備し、事故防止に万全を期している。【資料 2-9-12】 

省エネルギー対策については、4 号館にエコアイス（氷蓄熱式空調システム）を導入し、

使用電力の効率的な活用と低減を図り、環境にも配慮している。また、電力使用量が年間

で最も増大する夏季については削減目標を設定し、学内掲示や Web ページへの掲載をとお

して、目標値の達成を図っている。【資料 2-9-13】 

施設・設備に関する適切な運営及び学生の意見等の汲み上げについては、本学ではキャ

ンパス・アメニティの形成、支援のために、教学部と管理課が連携を図ることによって、

日々、教学部に上がってくる学生の意見が管理課に伝わるようになっている。 

また、学生の満足度の向上、教育運営の充実、キャンパスの改善を目的とし、学生会長

やクラブ学生等の学生と学長や学科長及び事務局長等の大学執行部との意見交換を行なう

「キャンパス・リフォーム委員会」を毎年開催している。この「キャンパス・リフォーム

委員会」を通じて出された学生の要望や意見を大学執行部が真摯に受け止め、本学の教育

及び大学生活支援の方針に基づく計画を策定している。【資料 2-9-14】 

さらに、3 年に 1 度、全学的に「学生生活実態・意識調査」を実施し、学生生活状況や

意識、要望等を把握することで、今後のキャンパスライフの充実・向上に役立てている。 

 

以上のことから、校地、校舎、設備、実習施設、図書館等の教育環境は十分に整備され、

適切な運営・管理が行なわれているといえる。 

 

2-9-② 授業を行なう学生数の適切な管理 

  1 授業科目あたりのクラスサイズ（人数）については、履修登録者人数を踏まえ、可能

な限り教育効果に配慮した編成を行なっている。 

また、保育科では、児童福祉法施行規則において、保育士養成に係る授業科目について

は、50 人以下であることと規定されているので、それに従いクラス編成をしている。 

 さらに、教育効果に配慮し、クラス分けを行なうよう工夫しており、「日本語（読解と表

現）」及び「英語」は、年度初めにプレイスメントテストを実施し、習熟度別クラス編成を

行なっている。 

以上のことから、授業を行なう学生数は適切に管理されているといえる。 

 

（3）2－9の改善・向上方策（将来計画） 

良好なキャンパス環境の形成を図るため、教育研究活動に支障をきたさないよう既存施

設及び設備の整備を段階的に実施していくとともに、教育研究の将来構想を踏まえためざ

すべきキャンパス像を具現化するため、中長期的な事業計画を進める。 

学生寮については、老朽化が進んでいるところもあるため、状況に応じて随時修繕を行

ないながら、寮生が快適な生活を送れるよう整備していく。また、寮生と学生支援課担当

者がコミュニケーションを図りながら、学生寮に関する意見・要望を汲み上げ、寮生が満
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足のいく学生生活を過ごせるよう、施設、設備における改修や充実を図っていく。 

耐震補強工事については、平成 28（2016）年度に 11 号館の耐震補強工事により全体の

25％が完了するが、今後も耐震補強工事計画表に基づいて耐震補強工事を順次実施してい

く。また、バリアフリー化については、今後も未整備の箇所について順次計画的に整備を

進めていく。 

 

 

［基準 2 の自己評価］ 

 本学は、学生の受入れについては、アドミッションポリシーに基づいた入学試験を行な

っている。 

教育課程及び教授方法については、本学全体の教育目的を踏まえたカリキュラムポリシ

ーのもと、各学科のカリキュラムポリシーを明確にし、それに沿った体系的な教育課程を

編成し、学生が自ら学び、その課題を解決していく力を身につける教育活動を展開してい

る。 

学修及び授業の支援については、新入生に対する「フレッシュマンキャンプ」や、クラ

ス担任による履修･学習指導、学習支援センターによる学習個別相談や指導等、全学的な支

援を行なっている。また、「授業アンケート」や「なんでも相談箱」などの学生の意見等を

汲み上げる仕組みをつくり支援体制の整備に努めている。 

単位認定、卒業認定については、「兵庫大学短期大学部学則」に定めるとともに、ディプ

ロマポリシーに基づいた進級及び卒業・修了要件を定めて厳正な運用を行なっている。 

キャリアガイダンスについては、教育課程内では学科でキャリアへの意識付けを行なっ

ている一方、教育課程外においても、オリエンテーション期間中の「キャリアガイダンス」、

「就職ガイダンス」、「卒業生講演会及び内定学生による就職活動体験談」、「幼稚園・保育

所等の就職懇談会」、「仏教系 幼稚園・保育所就職予定者に対する就職前教育」、「企業説明

会・選考会」、「就活バックアップセミナー（就職支援合宿）」、「ハローワークとの連携によ

る就職相談、および求人紹介」、「保護者会対象就職説明会」等々、多様なプログラムを実

施し、きめ細かな支援を行なっている。 

教育目的の達成状況の評価とフィードバックについては、「授業アンケート」や「ふりか

えりシート」をもとに学生の学修状況を把握し、卒業判定や、免許･資格取得結果、就職状

況結果等を通じて、その達成状況を把握するとともに、その改善に努めている。 

学生サービスについては、教学部学生支援課、学習支援センター、健康管理センターが

中心となり、学科と「学生委員会」、「学修基盤センター運営委員会」、「健康管理センター

運営委員会」等の委員会が互いに連携しながら学生支援を行なっている。具体的には、奨

学金等の経済的支援、課外活動への支援、各種啓発講習会の開催、スクールバスの運行、

健康管理・学生相談（カウンセリング）の実施等、各種サービスを行なっている。また、

それらのサービスについても、「各種窓口相談」や「学生生活実態・意識調査」、「キャンパ

ス・リフォーム委員会」等を通じて学生からの意見を汲み上げ、現状を把握し、改善に努

めている。 

教員の配置・職能開発については、専任教員数及び教授数は短期大学設置基準上の必要

人数を確保しており、採用・昇任の選考基準については、「兵庫大学短期大学部専任教育職
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員選考規程」等で規定し適切に運用している。FD 活動については、「授業アンケートの実

施」や、「教員評価制度の導入」の他、「兵庫大学・兵庫大学短期大学部 FD・SD 委員会」

が中心となって、各種研修会や授業公開を実施するなど積極的な活動を行なっている。 

教養教育については、学科と共通教育機構が連携しながら、カリキュラムの編成を行な

っている。 

教育環境の整備について、校地及び校舎については、短期大学設置基準上必要な面積を

満たしている。また、図書館サービス、コンピュータサービスなどを有する「学修基盤セ

ンター」、その他体育館や学生寮等についても、教育研究施設として十分な整備を行なって

いる。また、1 授業科目あたりのクラスサイズについては、履修登録者人数を踏まえ、教

育効果に配慮した教室配当を行なっている。 

以上のことから、基準 2 を満たしていると自己評価する。 
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基準 3．経営・管理と財務 

3－1 経営の規律と誠実性 

≪3－1の視点≫ 

3-1-① 

3-1-② 

3-1-③ 

 

3-1-④ 

3-1-⑤ 

経営の規律と誠実性の維持の表明 

使命・目的の実現への継続的努力 

学校教育法、私立学校法、短期大学設置基準をはじめとする短期大学の設置、

運営に関連する法令の遵守 

環境保全、人権、安全への配慮 

教育情報・財務情報の公表 

（1）3－1の自己判定 

基準項目 3－1 を満たしている。 

 

（2）3－1の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-1-① 経営の規律と誠実性の維持の表明 

学校法人睦学園（以下、「本学園」という。）は、建学の精神である「和」に基づき、そ

の使命を達成するために、「理事会」を最高意思決定機関、「評議員会」を諮問機関として

位置付け、「学校法人睦学園寄附行為」（以下、「寄附行為」という。）、「理事会業務委任規

則」、「学校法人睦学園組織規則」、及びそれに基づく関連規程により事業を執行している。

【資料 3-1-1、3-1-2、3-1-3、3-1-4】 

寄附行為第 3 条には、「この法人は、教育基本法及び学校教育法に従い、「建学の精神」

に基づく学園の教育目的のもと、学校教育を行ない、社会に貢献出来る人材を育成するこ

とを目的とする。」と経営の規律と誠実性の維持を明確に表明している。 

 理事会及び評議員会は定期的に開催され、監事は、理事会･評議員会に毎回出席し、適宜

意見を述べるとともに、毎会計年度には、本学園の業務及び財産の状況について「監査報

告書」を作成し、理事会及び評議員会に提出する職務を担っている。 

 また、監事は本学園が設置する各学校（以下、「設置校」という。）の事業計画の進捗状

況について、毎年 2 回の業務監査を実施し、この監査に基づく監査結果を「業務監査報告

書」として作成し、設置校に明示することにより、設置校の適正な業務執行に寄与してい

る。 

 組織倫理については、「就業規則（加古川団地）」において服務規律を明確にし、「学校法

人睦学園個人情報の保護に関する規則」、「個人番号及び特定個人情報取扱規則」、「公益通

報等に関する規則」等を定め、適切な運営を行なっている。 

【資料 3-1-5、3-1-6、3-1-7、3-1-8】 

以上のことから、経営の規律と誠実性の維持についての表明は十分になされているといえ

る。 

 

3-1-② 使命・目的の実現への継続的努力 

本学園の使命、目的を達成するため、理事会のもとに「拡大常任理事会」（月 1 回定例

開催）を設置し、設置校の業務運営に関する事項について連絡調整を行ない、設置校間の
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業務の統一的な遂行を図っている。【資料 3-1-9、3-1-10】 

本学園は「建学の精神」に基づき、基本目標を『地域に愛される学園』、『質を重視する

学園』と定め、その実現へ向けた具体的方策として、平成 26（2014）年に財政健全化に

向けて「第 8 次財政中期計画」を策定し、平成 27（2015）年から実行している。本学で

は、教育、研究、社会貢献等を軸にした「第 2 次中期計画」を平成 26（2014）年に策定

し、平成 27（2015）年からこの中期計画に基づき、確実な業務の遂行と努力を継続して

いる。 

以上のことから、使命・目的の実現への継続的努力は十分になされているといえる。 

 

3-1-③ 学校教育法、私立学校法、短期大学設置基準をはじめとする短期大学の設置、運

営に関連する法令の遵守 

前述の寄附行為第 3 条のほか「就業規則（加古川団地）第 3 条」にも「職員は、教育基

本法及び学校教育法に従うとともに、「建学の精神」に基づく学園の教育目的を尊重しなけ

ればならない」、「職員は、この規則及びその他の大学内の諸期則を守り、誠実にその職務

を遂行しなければならない」と定めている。本学園の運営について「監事監査規則」に基

づき、監事による「業務監査」や「会計監査」を定期的に実施し管理運営の自己点検機能

の強化を図り、ガバナンスの機能性を保っている。また、大学の設置、運営に関連する学

校教育法、私立学校法、短期大学設置基準等の関係法令の遵守はもとよりそれらが改正さ

れた場合も速やかに対応し、法令の遵守に努めている。【資料 3-1-11】 

以上のことから、学校教育法、私立学校法、短期大学設置基準をはじめとする短期大学

の設置、運営に関連する法令は確実に遵守されているといえる。 

 

3-1-④ 環境保全、人権、安全への配慮 

＜環境保全への配慮＞ 

本学は、開学当時から周辺自然環境と調和したキャンパス作りに努めており、とりわけ

校地には緑葉樹を多く育成し、自ずと周辺地域における二酸化炭素削減にも資している。

また、従来からの取組みに加え、東日本大震災を契機に、大幅な消費電力の削減をめざし

一層の省エネルギー対策に取組んでいる。具体的には、クールビズの実施等による夏期の

電力削減対策、照明設備の消灯の徹底、空調設備の効率運転、OA 機器備品等の効率的使

用等を実施している。 

また、喫煙については受動喫煙防止法に基づき、学内には分煙措置を講じている。 

＜人権への配慮＞ 

「兵庫大学・兵庫大学短期大学部人権教育推進委員会規程」を制定し、同委員会によっ

て毎年活動方針を策定し、人権教育の活動方針を策定している。取り組みの内容としては、

同委員会の委員が中心となって各種研修会への参加、学生や教職員対象の人権教育講演会

の開催等を定期的に行なうことで全学的な人権意識の向上に努めている。 

【資料 3-1-12、3-1-13、3-1-14】 

「兵庫大学・兵庫大学短期大学部ハラスメントの防止等に関する規程」を制定し、同規

程により、「ハラスメント防止対策委員会」を設置している。同委員会では、全教職員（派

遣職員等含む）に配付する小冊子「ハラスメントの防止等に関するガイドライン」を作成



兵庫大学短期大学部 

48 

 

し、教職員及び学生に各種ハラスメントの防止並びに問題が生じた場合に適切に対応する

ための措置について必要な事項を周知し、教職員及び学生の教育研究、就業及び学習の公

正で安全な機会及び権利の保障に努めている。また、同委員会の企画により、全教職員へ

のハラスメント防止に関する研修会を開催している。平成 28（2016）年度は同研修会に

加え、相談員の研修も実施する予定である。さらに、学科の専門性において学生の学外実

習の機会が多いことから、「ハラスメント防止に向けて<実習編>」のリーフレットを作成し、

同リーフレットを各実習施設等へも配付を行なうことで理解と協力を得ながら、学外実習

先でのハラスメントの防止にも努めている。 

【資料 3-1-15、3-1-16、3-1-17、3-1-18】 

＜安全への配慮＞ 

「兵庫大学・兵庫大学短期大学部における危機管理に関する規程」に基づき、本学及び

本学の周辺、また本学の構成員の身の上において、緊急に対処すべき危機事象が発生した

場合には、学長は、危機対策本部を設置し、その対応にあたることになっている。さらに

「危機管理ガイドライン」に基づき、危機管理対策本部の役割や危機事象事例とその担当

部署を明確にし、危機事象発生の場合の対応に備え、連絡網や責任者を明確にしている。

【資料 3-1-19、3-1-20】 

火災、地震等の災害については、「兵庫大学等防災管理規程」により、防火管理者、防災

責任者、火元責任者を置き、その災害に備えている。【資料 3-1-21】 

火災発生のための訓練として、毎年、教職員や学生を対象に加古川市消防署の協力のも

と防災訓練を実施している。【資料 3-1-22】 

なお、平成 26（2014）年度には、もし災害が起こった時に各個人が取るべき行動を確

認し、その災害でパニックにならないよう、また各個人の日頃からの防災に関する意識を

高めていく目的で、持ち歩きができるポケット版の「大地震対応マニュアル」を作成し、

全学生及び全教職員に配付している。【資料 3-1-23】 

人命の緊急事態に備えて、学内に「AED」装置を 4 台配置するとともに、毎年 1 回学生・

教職員対象に「AED」講習会（普通救命講習）を開催し、「AED」装置を扱える「AED」

講習修了者を増やしている。なお「AED」装置については、近隣の住民にも対応できるよ

う体制を整えている。【資料 3-1-24、3-1-25】 

薬品類の取扱いについては、「薬品類の取り扱い、管理及び廃棄等に関する規程」により、

管理責任者、取扱い責任者、総括取扱責任者を置き、薬品類の購入、取扱い、保管、管理

及び廃棄に関して、事故防止を万全に行なうよう安全管理体制を整備している。 

【資料 3-1-26】 

コンピュータ関連のセキュリティー対策としては、学内と学外のネットワーク接続点に

「ファイアーウォール」を設置、通信を制御し、学内ネットワークの安全を維持している

他、電子メールのウイルス対策としてメールサーバー上で「ウイルス対策ゲートウェイ」

を稼働させ、送受信されるすべての電子メールに対してウィルススキャンを行ない、ウイ

ルス付きの電子メールが送られることを防止している。また、急な停電等に対応できるよ

う各種サーバー及びネットワークには「無停電電源装置」を整備している。 

個人情報の保護に関しては、「学校法人睦学園個人情報の保護に関する規程」を制定し、

マイナンバー法に関しては、「個人番号及び特定個人情報取扱規則」を制定しており、法令
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の遵守はもちろんのこと、学園及び教職員が果たすべき責務を明確にしている。 

【資料 3-1-27】 

その他、学内の警備体制は、守衛を常時 2 名以上配置し、365 日、24 時間管理体制を確

立させている。学生や教職員の健康面については、「健康管理センター」を設置し、カウン

セリングが必要な場合、カウンセラー等が対応できるシステムを整えている。また、教職

員の安全衛生の維持向上、健康障害防止等については、「衛生委員会規程」に基づき、「衛

生委員会」が対応している。【資料 3-1-28】 

以上のことから、環境保全、人権、安全について十分な配慮がなされているといえる。 

 

3-1-⑤ 教育情報・財務情報の公表 

教育情報は、学校教育法施行規則で定められたとおり、教育情報の 9 項目について「大

学ウェブサイト」において教育・研究及び学生支援関係の情報を公開している。また、平

成 26（2014）年度から導入した「大学ポートレート」にも参画し、教育に関する幅広い

情報提供を行なっている。 

財務情報は、毎年学園の広報紙「別冊あおぞら」で事業報告書、資金収支計算書、事業

活動収支計算書、貸借対照表及び財産目録等を公表するとともに、学園のホームページ上

においても毎年、経年度分を含め同様に公開している。 

財務書類の閲覧に関しては、「学校法人睦学園財務情報等の閲覧に関する規則」を制定し

適切な開示に努めている。【資料 3-1-29、3-1-30】 

以上のことから、教育情報・財務情報の公表は確実に実施されているといえる。 

 

（3）3－1の改善・向上方策（将来計画） 

学校教育法、私立学校法、短期大学設置基準等をはじめとする短期大学の設置、運営に

関する法令を遵守し、経営の規律と誠実性は継続的に維持できている。安全への配慮につ

いては将来予想される大規模地震や台風等の自然災害、失火、停電、新型ウイルス感染や

学生事故にまで多岐に至ることから、これらの危機管理体制の実効性を検証するとともに

地域との連携協力を視野に入れた広域的な危機管理体制の構築へ向けさらに努力していく。

教育情報、財務情報の公表については、短期大学の公共性という観点から、より理解しや

すいように工夫を加え公開内容を深化させるとともに、積極的な公表を推進していく。 

 

 

3－2 理事会の機能 

≪3－2の視点≫ 

3-2-① 使命・目的の達成に向けて戦略的意思決定ができる体制の整備とその機能性 

（1）3－2の自己判定 

基準項目 3－2を満たしている。 

 

（2）3－2の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-2-① 使命・目的の達成に向けて戦略的意思決定ができる体制の整備とその機能性 

本学園は、寄附行為第 17 条において明確に理事会を最高意思決定機関として位置づけ
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ている。理事会は、｢理事会会議規則｣、「理事会業務委任規則」に則り、法人及び設置校の

管理・運営に関する重要事項を審議することとし、定例の 5 月及び 3 月に加え必要に応じ

て年間 5、6 回開催し、適切かつ円滑に運営している。現在、理事は 12 人（大学長 1 人、

大学の他設置校の長 2 人、評議員からの選任者 2 人、学識経験者 4 人、法人職員 3 人）の

構成で寄附行為に基づき、適正に選任されている。理事会への理事の出席率は、83％から

100％で推移しており、良好な出席状況のもと、適切な意思決定が行なわれている。 

【資料 3-2-1、3-2-2、3-2-3】 

使命、目的の達成に向けて意思決定がより適切にできるよう「理事会会議規則」に基づ

き「常任理事会」を設置し、設置校の日常業務に関する事項の連絡調整や業務の統一的か

つ速やかな遂行等を図っている。 

常任理事会は、理事長、学長及びその他の学内理事に加え、大学の部局長、併設校の教

頭及び事務長等で構成する「拡大常任理事会」として、理事会の議案の他、学校法人の日

常業務全般について機動的に協議・決定を行なえるよう月 1 回定例開催している。その決

定事項は次の理事会において理事長から報告を行なっている（理事会会議規則第 19 条）。 

【資料 3-2-4、3-2-5】 

この他に理事会の諮問機関として「学園協議会」を備え、学園運営の諸課題について審

議・立案等を適宜行なっている。 

管理運営に係る事務は法人事務局（企画調整室、総務室、財務室）が担い、「法人事務局

事務分掌規定」に基づき、経営方針、財務及び人事面の企画調整等を行なっている。 

【資料 3-2-6、3-2-7、3-2-8】 

 

 以上のことから、使命・目的の達成に向けて戦略的意思決定ができる体制は整備されて

おり、その機能性も十分に確保されているといえる。 

 

（3）3－2の改善・向上方策（将来計画） 

平成 17（2005）年 4 月の私立学校法改正に伴い、管理運営体制の改善・強化に努めて

きた。今後も急速に変化する社会情勢に迅速かつ的確に対応し、安定した経営を行なうた

め、意思決定機関として理事会機能を充実させるとともに、監事機能を十分に稼働させる

ことで法人経営の充実を図る。さらに、「建学の精神」に照らしつつ、本学園の基本目標

である『地域に愛される学園』、『質を重視する学園』を確固たるものにするため、経営

と教学の一体感を醸成する体制を整備していく。 

 

 

3－3 短期大学の意思決定の仕組み及び学長のリーダーシップ 

≪3－3の視点≫ 

3-3-① 

3-3-② 

短期大学の意思決定組織の整備、権限と責任の明確性及びその機能性 

短期大学の意思決定と業務執行における学長の適切なリーダーシップの発揮 

（1）3－3の自己判定 

基準項目 3－3 を満たしている。 
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（2）3－3の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-3-① 短期大学の意思決定組織の整備、権限と責任の明確性及びその機能性 

本学の運営に関しては、「兵庫大学短期大学部組織運営規程」において、校務に関する最

終的な決定権が学長にあることを明確にしている。本学内での最高意思決定機関として「大

学運営会議」（学長、副学長、学長補佐（事務局長兼務）、学部長、学科長、事務部署の部

長、附置機関の長等で構成）を置き、「兵庫大学等大学運営会議規程」において、その権限、

審議事項等を明確に定めて、原則毎月 2 回定例開催し、本学の基本的事項を審議決定して

いる。大学運営会議は、学科長も構成員であることから、教授会、学科会議との意思疎通

も適切に図られている。 

「兵庫大学短期大学部学則」及び「兵庫大学短期大学部教授会規則」において、学長は、

教授会に意見を聞くことが必要な教学に関する重要事項を次のとおり定め、適切に周知を

図っている。 

①学生の入学、卒業 ②学位の授与 ③教育課程の編成 ④教員の教育研究業積の審査 

⑤そのほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとし

て学長が定めるもの【資料 3-3-1、3-3-2、3-3-3、3-3-4】 

以上のことから、短期大学の意思決定組織の整備、権限と責任の明確性及びその機能性

は十分に確保されているといえる。 

 

3-3-② 短期大学の意思決定と業務執行における学長の適切なリーダーシップの発揮 

理事会は、「理事会業務委任規則」及び「理事会業務委任規則に関する申し合わせ」に基

づき本学の管理運営に関する業務のうち、教育・研究に関する業務を学長に委任している。

【資料 3-3-5、3-3-6】 

学長は、大学運営会議において議長を担い本学の意思決定のとりまとめを行なうと同時

に、常任理事として必要に応じて理事会に本学での決定事項を提案し、理事会としての審

議決定を受けている。 

学長の下には副学長（教育担当、研究･社会連携担当）2 人と学長補佐 1 人を置き、それ

ぞれの職務の範囲内において機動的に学長を支援・補佐する体制を敷いている。 

また、本学の業務全般に係る基本的事項については、「業務推進検討会議」（学長、副学

長、事務局長、学長室長、教学部長・同事務部長で構成）を毎週 1 回定例開催し、学長が

リーダーシップを適切に発揮するための補佐体制として機能している。【資料 3-3-7】 

さらに、本学組織に学長室を置くことで、各担当（企画・地域連携・宗教）間で有機的

に業務上の連携を行ない、大学運営会議等で決定した本学の中期計画をはじめとした各種

重点施策の実効性と推進力を維持・発揚する役を担っている。 

以上のことから、短期大学の意思決定と業務執行において、学長は適切なリーダーシッ

プを発揮しているといえる。 

 

（3）3－3の改善・向上方策（将来計画） 

本学の意思決定の仕組み及び学長のリーダーシップが発揮できる組織体制の整備・構築

は整ったが、現状の運営を継続するだけではなく、社会の変化のスピードに適切に対応で

きる意思決定機能へと改善・向上を図っていく。 
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3－4 コミュニケーションとガバナンス 

≪3－4の視点≫ 

3-4-① 

 

3-4-② 

 

3-4-③ 

法人及び短期大学の各管理運営機関並びに各部門の間のコミュニケーション

による意思決定の円滑化 

法人及び短期大学の各管理運営機関の相互チェックによるガバナンスの機能

性 

リーダーシップとボトムアップのバランスのとれた運営 

（1）3－4の自己判定 

基準項目 3－4 を満たしている。 

 

（2）3－4の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-4-① 法人及び短期大学の各管理運営機関並びに各部門の間のコミュニケーションに

よる意思決定の円滑化 

＜法人と短期大学との連携＞ 

本学園全体の日常業務の連絡調整及び決定は、月例開催の「拡大常任理事会」で行なっ

ている。また、この場において、学園方針の周知徹底を図るとともに本学における個別の

問題についても協議を行なっている。 

理事会には、構成員として本学の教学部門から学長、副学長（教育担当、研究･社会連携

担当の 2 人）計 3 人の教員（理事会構成員の四分の一）が、さらに、拡大常任理事会には

事務局長、学長室長、教学部長（教員）、教学部事務部長の 4 人も構成員として加わって

いる。 

「評議員会」には、本学から、学長、副学長（2 人）に附属総合科学研究所長が加わる

ことで教学部門の責任者 4 人が構成員となっている。 

前述の評議員会構成員の 4 人は本学の最高意思決定機関の大学運営会議の構成員でもあ

り、結果、「理事会」及び｢評議員会｣は本学内の管理部門と教学部門の責任者が構成員とし

て参画することで、共通に学園の現状を把握、理解するとともに、諸問題の分析や将来に

向けての計画について検討協議を行なっている。 
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表 3-4-1 理事長・学長等の主な会議の出席状況   （○：構成員 △：同席） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

＜理事長と学長との連携＞ 

理事長と教学部門の統督者である学長とが個別に教学面及び管理運営面の諸課題につい

て意見交換する「月例懇話会」（副学長、法人事務局長、事務局長含む。）を月 1 回定例開

催しており、機動的かつ適切な連絡調整が行なえる機会として、法人及び本学間の意思疎

通と連携強化の面を補完している。【資料 3-4-1】 

 

以上のことから、法人及び大学の各管理運営機関並びに各部門の間において、十分なコ

ミュニケーションが確保され、意思決定の円滑化が図られているといえる。 

 

3-4-② 法人及び短期大学の各管理運営機関の相互チェックによるガバナンスの機能性 

本学園の管理運営機関では、議決機関としての「理事会」、日常業務等の協議・決定機関

としての「拡大常任理事会」、諮問機関としての「評議員会」、監査機関としての「監事」

を設置し、ともにそれぞれの位置付けを明確にし、役割を果たすことで意思決定過程にお

ける適切性及び円滑化を図っている。 

理事会の構成は、学内理事と学外理事の比率が「8 人：4 人」、また評議員会は、理事の

12 人の他、学園の教職員、卒業生、学識経験者及び保護者の幅広い範囲から選任された計

30 人で構成している。理事及び評議員については、いずれも寄附行為の定めに基づき、適

正に選任している。寄附行為第 22 条に規定する諮問事項については、理事長において、

あらかじめ評議員会の意見を聞いて適切に運営しており、また、評議員の評議員会への出

席状況は 80％から 93％と良好である。 

監事の 2 人（公認会計士と弁護士）は、寄附行為第 7 条の定めに則り適正に選任され、

理事会・評議員会に毎回出席し、学校法人の業務や財産の状況について適宜意見を述べる

とともに、公認会計士との連携による会計監査、本学を始めとする設置校に対する業務監

査等を行ない、毎年度「監査報告書」及び「業務監査報告書」を作成して理事会及び評議

員会に提出している。さらに、監事による業務監査報告書は大学運営会議において示し活

用することで、本学における業務改善機能の一端を担っている。【資料 3-4-2、3-4-3】 

     職位 

会議 

理 

事 

長 

法 

人 

事 

務 

局 

長 

学 

長 

副 

学 

長 

事 

務 

局 

長 

学 

長 

室 

長 

教 

学 

部 

長 

教
学
部 

事
務
部
長 

学 

科 

長 

附 

総 

研 

所 

長 

理事会 ○ ○ ○ ○ △ △     

拡大常任理事会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   

評議員会 ○ ○ ○ ○ △ △    ○ 

月例懇話会 ○ ○ ○ ○ ○ △     

大学運営会議   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

業務推進検討会議   ○ ○ ○ ○ ○ ○   

教授会         ○  
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以上のことから、法人及び短期大学の各管理運営機関の相互チェックによって、ガバナ

ンスの機能性は十分に確保されているといえる。 

 

3-4-③ リーダーシップとボトムアップのバランスのとれた運営 

本学園における学校法人業務の最高意思決定機関としての「理事会」、さらに本学におけ

る本学業務の最高意思決定機関としての「大学運営会議」を設置し、これらは、責任と権

限を明確にして法人運営と教学運営の機能分担・相互の連携を率先して図っている。 

教育研究に関する運営は、「教授会」、「学科会議」、「各種委員会」が適切に機能すること

で行なっている。原則、全教職員が何れかの会議体に参加することで教学運営に関する企

画・立案及び情報共有に係っており、教員と職員との連携・協働については適切に機能し

ている。 

事務運営における本学方針の周知と連絡調整は、毎月 1 回、事務局長が議長となり、全

課長出席のもとで「課長連絡会議」を開催し情報共有化を図っている。【資料 3-4-4】 

「各種委員会」には、教員と職員がそれぞれ適性に応じて構成員として参画しており、本

学全体の運営に関して有機的に機能している。各種委員会をはじめとして、各会議体の構

成員からの情報や提案も議事録等を通じて理事長や学長に的確かつ円滑に届く仕組みが整

っており、本学の運営に活かしている。また、毎年新年には、全教職員が参集する「賀詞

交歓会」を開催し、理事長・学長からその年の運営方針を交えた所信表明があり、また、

年度の初めである 4 月には、学長から毎年度の運営方針の説明を行なっている。 

さらに毎年 6 月 10 日（学園の創立記念日）に設置校全教職員参加のもと開催する『進

睦 610 会（しんぼくろくてんかい）』や全教職員対象の懇親会（年 2 回開催）等を通じて、

理事長や学長のリーダーシップを発揮する場とするとともに、同時に教職員からの意見や

提案を汲み上げる場としても活用している。【資料 3-4-5】 

以上のことから、リーダーシップとボトムアップのバランスのとれた運営がなされてい

るといえる。 
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図 3-4-2  学園の管理運営体系図 
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（3）3－4の改善・向上方策（将来計画） 

今後についても学園として、また、本学として高等教育を取り巻く環境の変化に迅速に

対応できるよう機能的、斬新的かつ効率的な意思決定を図っていくために、法人部門と大

学部門の連携を強め、経営と教学が一体となった運営に努めていく。 

また、この過程においては、学園運営の展望に立った多岐に亘る諸課題への審議・企画・

立案が必要であり、その一環として、学園の次世代教職員（平均年齢 43 歳。設置校に入

職後一定期間の経験を経た者で、原則、非管理職の中から理事長が委嘱した教職員 11 人）

で構成する「学園協議会」等、理事会の諮問機関機能のさらなる充実等も図っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 



兵庫大学短期大学部 

56 

 

3－5 業務執行体制の機能性 

≪3－5の視点≫ 

3-5-① 

 

3-5-② 

3-5-③ 

権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した組織編制及び職員の配置による

業務の効果的な執行体制の確保 

業務執行の管理体制の構築とその機能性 

職員の資質・能力向上の機会の用意 

（1）3－5の自己判定 

基準項目 3－5 を満たしている。 

 

（2）3－5の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-5-① 権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した組織編制及び職員の配置による業

務の効果的な執行体制の確保 

事務組織については、「兵庫大学短期大学部組織運営規程」により、組織及びその運

営に関して必要な事項を定め、本学の業務の統一的かつ能率的な遂行を図っている。ま

た、「兵庫大学短期大学部事務分掌規程」により、事務の能率的な遂行のために必要な事

務分掌を定めている。【資料 3-5-1、3-5-2】 

事務組織は、図 3–5–1「事務組織図」で示すとおりである。職員数は、専任職員 65 人、

契約職員等 3 人、派遣職員 9 人である。なお、職員は併設する兵庫大学の事務を兼務して

おり、兵庫大学短期大学部及び兵庫大学全体の業務を効果的に執行している。 

 

図 3–5–1 事務組織図 
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また、専門的な警備・清掃・食堂・購買・学生寮・スクールバス運行の業務については、

外部の専門業者に業務委託し、管理課及び学生支援課がそれぞれの業務遂行状況や業務内

容の点検などを行ない、配置している。【資料 3-5-3】 

教員の研究支援については、学事課が担当し、あわせて附属総合科学研究所の運営事務

も担当している。また、学事課は、科学研究費補助金や民間助成金の申請事務等のサポー

トに当たっている。さらに、平成 25（2013）年度からは、教員の教育研究活動の支援の

一つとして、教員の研究費に係る出張旅費の精算や物品の購入に必要な事務処理を代行し

ている。 

その他、学科の運営支援として、学科の全般的な事務を処理するために、事務サポート

室を設置し、この業務については派遣会社に業務委託している。なお、事務サポート室は、

総務課の管轄として配置しており、学科の事務業務以外にも各事務部署にあるノンコア業

務（印刷、封入封緘、データ入力など）を毎年発生する定型的なルーティン業務から突発

的な業務まで、必要に応じて業務委託し、事務部署の負担を軽減している。委託する業務

内容は、毎年見直しを行なっている。【資料 3-5-4】 

 学生の教育支援については、主に教学部と学修基盤センターが担当し、履修指導、課外

活動等の指導、就職支援、健康相談、生活相談などは、「学生委員会」、「教務委員会」、「就

職推進委員会」等で学科教員とも連携を図り、学生一人ひとりをサポートするよう努めて

いる。 

     また、学生の学修指導及び学生生活に関する各種相談に応じ、学生の教育活動及び学生

生活の充実を図ることで、学生をスムーズに学科専門教育へ接続させることを目的に、学

修基盤センターに「学習支援センター」を設置しており、その業務に必要な教職員を配置

している。 

学生の学外実習支援については、各学科の学外実習担当教員を中心に学科内で検討する

とともに、教務課内の実習事務室も学外実習に係る相談業務等を行ない、学生をサポート

している。 

 

過去 3 ヵ年の S ／ S（学生と職員）比率は、下表のとおりである。 

年度 a 学生数(短大) b 学生数(大学) c 専任職員数 S/S 比率((a+b)/c) 

平成 26 年度 494 人 1,279 人 62 人 28.6 

平成 27 年度 488 人 1,302 人 61 人 29.3 

平成 28 年度 472 人 1,241 人 65 人 26.4 

 ※専任職員は、併設する兵庫大学の事務を兼務している。 

 

 職員は経営・教学組織へも参画している。本学の最高意思決定機関である大学運営会議

には、事務局長及び事務部署の各部長（学長室長、教学部事務部長）が構成員となってお

り、「教務委員会」や「学生委員会」などの各種委員会には、36 委員会に、延べ 88 人が構

成員として参画しており、1 委員会に約 2.4 人の職員が関与していることになる。なお、

教授会については、教務課が事務を担当し、運営をサポートしている。【資料 3-5-5】 

  以上のことから、権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した組織編成及び適切な職員
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の配置による業務の効果的な執行体制が十分に確保されているといえる。 

 

3-5-② 業務執行の管理体制の構築とその機能性 

本学の管理運営に関する業務のうち、教育・研究に関する業務執行における体制は 3-3-②

で、事務的な業務執行における体制は 3-4-③で述べたとおりである。 

なお、職員の業務については、上長がその執行を管理しており、最終的には、法人事務

局長及び大学事務局長が執行を管理している。 

また、「学校法人睦学園稟議規則」及び「稟議に関する申し合わせ」により、理事長の専

決事項や学長の専決事項について定め、管理運営能率の向上を図るとともに、学長の専決

事項については権限委譲による専決者を定め、業務執行の機能性を図っている。 

【資料 3-5-6、3-5-7】 

 以上のことから、業務執行の管理体制が十分に構築され、その機能性は確実に確保され

ているといえる。 

 

3-5-③ 職員の資質・能力向上の機会の用意 

 本学における職員の採用・昇任については、「事務職員の採用等に関する任用規程」に基

づき適正に運用している。また、職員の資質向上のための取り組みは、図 3–5–2「研修（SD

（Staff Development）等）の取り組みチャート図」のとおりである。【資料 3-5-8】 

 

図 3–5–2 研修（SD 等）の取り組みチャート図 
 
 SD 活動の推進 教員との協働（FD 活動） 

 

 業務の見直しや業務処理の改善 事務職員の能力開発 

 

 各課の役割 目標管理 内部研修 外部研修 
 
  ①役割の明確化 HMBO（兵庫大学人事考 ○事務職員研修 ○大学院修士課程（通信教 

  ②課題発見 課制度）の推進と充実 （年 1 回、全員対象）  育）への派遣（アドミニ 

  ③課題解決策の策定    ストレーター養成） 

  ④実行  ○事務職員管理職研修 ○私学研修福祉会主催研修 

 ○各課業務マニュアル作成    への参加（私大協、日短 

 ○チェックシステムの構築  ○各部署の OJT  協） 

    ○各種研修会への参加 

     （文科省、事業団 etc.） 

 

＜HMBO（兵庫大学人事考課制度）＞ 

 本学は、平成 7（1995）年から「職員人事考課制度」を導入した。また、逐次、この「人

事考課制度」の見直しを行ない、平成 18（2006）年に第 2 段階として現在の「HMBO（Hyogo 

university Management By Objectives and Self-control）」を構築した。 

 この「HMBO」の内容は、全職員に対して人事考課基準、職位のあり方、処遇システム

などを公表し透明性をはかり、考課結果の処遇への反映については、夏季及び冬季賞与に

プラス処遇または、マイナス処遇の形で反映させている。【資料 3-5-9】 

＜内部研修＞ 

 年（夏季）に 1 回、2 日間にわたり、職員全体で研修会を実施している。この全体研修

会では、職員の資質向上を目的に実施するが、一方、職員相互の親睦を図る目的で、レク
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リエーションや懇親会なども盛り込んだ内容で実施している。この全体研修会ではテーマ

を毎年定め、外部講師による講演、班別討議と発表等の内容で実施している。【資料 3-5-10】 

 なお、平成 27（2015）年度には、職員の課長以上を対象とした管理職研修を実施した。

一つは、「本学において求められる職員像とその人材育成のあり方」をテーマにした冬季の

1 日研修であり、もう一つは、毎月の課長連絡会議開催日に社会保険労務士資格を有する

講師を招き、8 回実施した「労務管理の理論と実践」の研修である。【資料 3-5-11、3-5-12】 

 また、本学園の創立記念日（6 月 10 日）に開催される「進睦 610 会」では、理事長を始

め、設置校の学長や校長等から学園や設置校の方針、課題、重点施策などの発表があり、

教職員相互の情報収集・交歓の場として活用している。平成 27（2015）年度は、第 10 回

という節目でもあり、学園創立 100 周年に向けて今後さらに教職員が一丸となって学園の

維持・発展に取り組めるよう本学から「建学の精神についての一考察と兵庫大学の取り組

み」を発表し、学園全体で建学の精神について理解を深め、共通認識する機会をもった。

【資料 3-5-13】 

＜外部研修＞ 

 外部研修会については、多様な機会を利用して各職員の階層に応じた研修に派遣してい

る。（表 3–5–3「参加した研修・セミナー等の主な主催団体一覧（平成 27（2015）年度）」）

これらの研修の内容については、参加した職員がレポートにまとめ、「課長連絡会議」に

おいて研修会報告を行なっている。また、その研修会報告を各課長から課員へ報告するこ

とにより、職員全体で情報を共有している。 

 平成 24（2012）年度からは、一般社団法人日本能率協会が開催する「JMA 大学 SD フ

ォーラム」に原則として 1 セミナーにつき 3 人（現在は 2 人）が参加している。このセミ

ナーは、『コンセプチュアル・ナレッジ（企画・改革力）』、『ヒューマン・ナレッジ（人間

力）』、『テクニカル・ナレッジ（業務知識・遂行力）』、『トピックテーマ（新課題・重要テ

ーマ研究』の 4 分類、年間約 20 種類で構成され、階層別研修や企画力などの実践的スキ

ルを身につけるための研修となっている。同様に受講後は、参加者のレポートを義務付け、

当該レポートを課長連絡会議の資料として配付し、全職員で共有している。 

その他、高度な専門性を持った職員の養成を目的に、大学院（通信課程）への職員派遣

制度を平成 19（2007）年度に導入し、平成 22（2010）年度に職員 1 人を派遣した。 
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表 3–5–3「参加した研修・セミナー等の主な主催団体一覧（平成 27（2015）年度）」 

分類 主 催 

大学等団体 

日本私立短期大学協会 

私学研修福祉会（日本私立短期大学協会） 

日本私立学校振興・共済事業団 

官公庁 
文部科学省・厚生労働省 

独立行政法人日本学生支援機構 

各種学会 大学行政管理学会 

人権教育関係 
加古川市企業人権・同和教育協議会 

ハローワーク加古川 

民間研修機関 

関西経済連合会 

私学経営研究会 

私学高等教育研究所 

株式会社 エデュース 

民間研修機関 
新日本有限責任監査法人 

有限責任監査法人トーマツ 

民間研修機関 日本能率協会 

その他 
仏教系大学会議 

龍谷総合学園 

 

[その他] 

新規採用の職員に対しては、入職前に「就労等に関する説明会」や「学内見学会」を開

催するとともに、事前に私学人として必要な基礎知識の修得に努めてもらうため、「大学

教職員の基礎知識」（学校経理研究会刊）の冊子を事前教材として配付している。入職直

後には新任教職員対象の研修会を開催し、建学の精神や教育研究支援体制、地域連携など

の本学の取り組みについての理解を深めるよう努めている。 

入職後はさらに、社会人としての基本的なビジネスマナー等の研修を行なっている。 

【資料 3-5-14】 

また、平成 28（2016）年度からは、新入職員の支援（ケア）を組織的、計画的、教育

的に実施することにより、その定着率向上を図ることを目的に、「メンターの活用を含め

た新入職員ケアシステム」を導入した。【資料 3-5-15】 

 

以上のことから、職員の資質・能力向上の機会は十分に用意されているといえる。 

 

（3）3－5の改善・向上方策（将来計画） 

本学職員は、本学の管理運営、教員の教育研究活動の支援など重要な役割を担っており、

私立大学を取り巻く環境、特に大学経営をめぐる問題が高度化・複雑化する中、本学にお

いても職員の職能開発（SD）は重要な課題である。教員と職員との協働関係を強化するた

めにも、SD を推進して専門性の向上を図り、教育・経営などさまざまな面で活躍できる

職員を養成するため、引き続き、各種研修や大学院への修学派遣を積極的に行なっていく。

また、職員のメンタルヘルス対策や若手職員の育成などの観点から、課長を始めとした管
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理職の資質・能力をさらに向上させる必要があり、「管理職研修」も内容を充実させなが

ら実施していく。 

一方、限られた人材の中、大学改革のための中期計画の実行や地域とのさらなる連携強

化、建学の精神の具現化などを進めていく必要があることから、今後も事務処理の効率化、

定型的なルーティン業務のアウトソーシング化、雇用の多様化（派遣職員等）を図り、さ

らに効率的な事務組織を編成していく。 

 

 

 

3－6 財務基盤と収支 

≪3－6の視点≫ 

3-6-① 

3-6-② 

中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保 

（1）3－6の自己判定 

基準項目 3－6 を満たしている。 

 

（2）3－6の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-6-① 中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

本学園は、平成 21（2009）年度に「適正財政の実現」に重点を置いた「第 7 次財政中

期計画（平成 22（2010）年度～平成 26（2014）年度）」を策定した。【資料 3-6-1】 

また、平成 26（2014）年度に「第 7 次財政中期計画」の財政運営の基本方針の継続を

前提に、平成 27（2015）年度から本格化する耐震改修工事、新学部設置、学校教育法等

改正に伴うガバナンス改革、その他種々の教学改革や募集強化等の諸課題に取組み、学園

の経営基盤強化に重点を置いた「第 8次財政中期計画（平成 27（2015）年度～平成 31（2019）

年度）（以下、「財政中計」という。）」を策定した。【資料 3-6-2】 

「財政中計」は、「期間中の各年度における基本金組入前収支差額の黒字確保」と「人事

構成・適正人員等を見直し、平成 31（2019）年度人件費比率 50％台の達成」を基本方針

としており、設置校はこの財政中計の基本方針に基づき、毎年度の予算を編成し、実行し

ている。 

以上のことから、中長期的な計画に基づく適切な財務運営が確立されているといえる。 

 

3-6-② 安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保 

本学では、財政中計を基本として、年度ごとの事業計画の下、年度予算を編成している。 

財政中計の最終年度（平成 31（2019）年度）の人件費比率の目標達成に向けて、学生

募集の強化による学生納付金の確保、「教員定数・職員定数のガイドライン」の設定によ

る人件費の抑制及び平成 28（2016）年度には経費の大幅な見直しを図った。本学の平成

27（2015）年度決算では事業活動収入は 6億 3,235万円で事業活動支出は 6億 3,253万円、

結果として基本金組入前当年度収支差額はほぼ収支均衡状態の支出超過（18 万円）となっ

ている。過年度の推移をみると、帰属収支差額（旧会計基準）は、平成 25（2013）年度

では 1 億 1,580 万円の収入超過、平成 26（2014）年度では 3,744 万円の支出超過で推移
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しており、年度によって若干の支出超過の年度があるものの概ね安定した水準を維持して

いる。一方、法人全体では、平成 27（2015）年度の決算では、事業活動収入は 48 億 902

万円で事業活動支出は 48 億 4,933 万円、結果として基本金組入前当年度収支差額は、支

出超過の 4,031 万円となっている。法人全体の総資産から総負債を引いた正味財産は、平

成 27（2015）年度で 154 億 6,694 万円である。【資料 3-6-3、3-6-4、3-6-5】 

現行、直接学生の安全確保に直結する耐震補強工事や将来に備えて教育環境の整備に必

要である大型投資事業を推進しているため、このことに伴う支出は継続しているものの、

一方では、収入増加策として、学生募集の強化による学生確保は勿論のこと、「エクステン

ション・カレッジ」による講座収入及び科研費等外部資金の獲得を、抑制策としては「教

員定数・職員定数のガイドライン」の徹底、経費圧縮を図り、安定した財務基盤の確立を

めざしていく。【エビデンス集（データ編） 表 3-5、3-6、3-7、3-8、3-9、3-10、3-11】 

 以上のことから、安定した財務基盤が確立され、収支バランスの確保にも十分な配慮が

なされているといえる。 

 

（3）3－6の改善・向上方策（将来計画） 

安定した財務基盤の確立については、今後も入学定員充足が必須となる。平成 29（2017）

年度からは、附属校の「兵庫大学附属須磨ノ浦高等学校」から、各学科入学定員の最大 2

割（計 36 人）を受入れる予定であり、入学定員充足へ向けた効果が期待できる。 

一方、人件費については「教員定数・職員定数のガイドライン」を機軸に教職員の採用

を進めていくことで、人件費を抑制していく。また、経費おいては、費用対効果を最大限

に考慮した予算編成を行い、厳正な予算執行管理を実施していく。 

 

 

 

3－7 会計 

≪3－7の視点≫ 

3-7-① 

3-7-② 

会計処理の適正な実施 

会計監査の体制整備と厳正な実施 

（1）3－7の自己判定 

基準項目 3－7 を満たしている。 

 

（2）3－7の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-7-① 会計処理の適正な実施 

本学では、教育研究活動の具体的計画について、学校法人会計基準に基づく形態科目別

の予算編成の原則のもと、経費を中心とした業務計画別の予算編成を採用している。業務

計画の内容、期待される効果、新規業務についてはその取組状況、成果などを記載し、業

務計画別に予算額を把握することができる仕組みとなっている。 

予算執行についても業務計画毎に予算管理をしており、予算の適正な運用を図っている。

本学の予算は、本学園の「財政中計」に基づき単年度予算編成を行なっている。毎年度の

予算編成は、まず、設置校の財務担当者と法人事務局の財務担当者で原案を策定し、法人
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事務局で協議の後、予算年度の前年 12 月に「拡大常任理事会」の審議を経て、1 月に開催

される「理事会」で学園の予算編成方針を審議決定する。その予算編成方針に基づいて、

本学の予算編成方針を「大学運営会議」において審議決定する。その後、本学の予算編成

方針に基づき各部署から予算要求の提出があり、学長、副学長、事務局長、経理課長と各

関係部署による個別ヒアリングの後、大学運営会議において予算査定を行なう。単年度予

算編成は、各部署における「教育研究の充実」策を綿密に策定するとともに、それに要す

る財源確保に係わる基本方針を定めるものであり、重点項目については重要度や緊急度に

照らし、教学計画全体の中で重点項目をどのように盛り込んでいくかなど、具体的に検討

している。【資料 3-7-1】 

最終的には法人事務局において、設置校の予算をとりまとめ、事業計画案とともに「評

議員会」の意見を聞いて、「理事会」に諮り審議決定している。 

予算決定後は、各部署の所属長宛に業務計画毎の予算額を学長名で通知している。各部

署は所掌の予算について速やかに実行計画を作成し、効率的で効果的な予算執行をするよ

う努めている。 

また、当該年度予算については、前年度に確定した決算数値に基づく補正予算を編成し、

評議員会の意見を聞いて理事会に諮り審議決定している。さらに、当該年度内に変更・追

加のあった事業で大幅に予算を超過する場合についても、適宜、補正予算を編成し、評議

員会の意見を聞いて理事会に諮り審議決定している。 

予算執行に係る経理については「稟議規則」、「経理規則」、「固定資産及び物品管理規則」、

「資産の運用に関する取扱規則」などの諸規程を整備しており、これらに則った会計処理

が行なわれ、最終的には、経理課において諸活動の内容、証憑書類のチェックを行ない、

学校法人会計基準に基づく正確な会計処理を行なっている。 

【資料 3-7-2、3-7-3、3-7-4、3-7-5】 

会計年度終了後は、2 ケ月以内に決算（案）を作成し、公認会計士による監査及び監事

による監査を受け、理事会で審議決定した後、評議員会に報告している。【資料 3-7-6】 

以上のことから、会計処理は適正に実施されているといえる。 

 

3-7-② 会計監査の体制整備と厳正な実施 

本学では、公認会計士(監査法人)による会計監査と監事による「会計監査」及び「業務

監査」を行なっている。年度当初には、公認会計士による「理事者とのディスカッション」

において、監事と理事者及び設置校等の経理担当責任者が年度の会計監査計画等の打ち合

わせを行なっている。会計監査は年間を通し、平成 27（2015）年度は公認会計士等 9 人

による延べ 62 日間であり、各取引の内容、会計帳簿書類及び決算書類の監査を受けてい

る。また、内部統制の整備運用有効性を検証する手続きとして、諸規程の整備状況、専決

決裁権限による上位者承認の実施状況などのチェックを受けている。 

一方、監事監査は、2 人の監事（非常勤）により、「財産の状況に関する監査」はもとよ

り、私立学校法に基づいて、「業務監査」を年に 2 回設置校毎に実施し、それぞれの組織

の経営・教育運営状況等を監査している。また、監事は理事会、評議員会にも毎回出席し、

法人の業務や財産の状況について意見を述べるとともに、設置校の経営・教育運営状況に

ついても、理事会及び評議員会で監査報告を行なっている。【資料 3-7-7】 
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また、決算が終了した後、公認会計士、監事、理事者及び設置校の財務担当者による「監

査結果説明会」を開催している。 

以上のことから、会計監査の体制は十分に整備され、厳正な実施がなされているといえ

る。 

 

（3）3－7の改善・向上方策（将来計画） 

予算執行管理については、本学の各部署から毎年度 10 月頃に上半期の執行状況及び下

半期の執行見込額の中間報告があり、更に 2 月には最終の執行状況の報告により、効率的

及び適正な予算執行が実行されているかを検証している。 

また、会計処理の適正な実施及び会計監査の体制整備については、引き続き、公認会計

士の会計監査及び監事による業務監査及び会計監査の実施はもとより、職員の会計知識の

向上、設置校間の連携を深めていくことにより適正な会計処理を実施していく。 

 

 

［基準 3 の自己評価］ 

本学園は、「学校教育法」、「私立学校法」、「短期大学設置基準」、「私立学校振興助成法」、

「学校法人会計基準」等の関係法令の遵守を明確に定め、財政及び本学運営の中期計画や

基本方針に沿って、単年度ごとの事業計画を立案し、将来目標に向け着実に改革・改善等

を推進し、経営基盤の安定化に努めている。 

 これらの計画等を達成するため適切に業務執行が行なわれているかをチェックするため、

本学の管理運営機関が機能することで、適正なガバナンス維持に努めている。 

 職員の能力開発については、夏季の職員研修会をはじめ、外部研修にも積極的に参加し、

実践的スキルを身に付け、能力・資質の向上を図っている。 

 会計処理は、学校法人会計基準に従い、監査法人のチェックのもと適正かつ厳正に実施

している。 

 前述のとおり、本学の「経営・管理と財務」については、理事長及び学長のリーダーシ

ップのもと、中期計画の達成に向けた適切な組織、監査体制、厳正な会計処理を行なって

いる。 

 以上のことから、基準 3 を満たしていると自己評価する。 
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基準 4．自己点検・評価 

4－1 自己点検・評価の適切性 

≪4－1の視点≫ 

4-1-① 

4-1-② 

4-1-③ 

短期大学の使命・目的に即した自主的・自律的な自己点検・評価 

自己点検・評価体制の適切性 

自己点検・評価の周期等の適切性 

（1）4－1の自己判定 

基準項目 4－1 を満たしている。 

 

（2）4－1の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-1-① 短期大学の使命・目的に即した自主的・自律的な自己点検・評価 

本学では、大学の使命・目的を実現するため、「兵庫大学・兵庫大学短期大学部自己点

検実施委員会規程」に基づき、学内の教育研究活動等の状況について、自主的な「自己点

検・評価」を行なってきた。自己点検評価項目等については、より客観的な指標とするた

め、「短期大学基準協会」の評価基準を準用し、平成 25（2013）年度（平成 24（2012）

年度事業分）の自己点検・評価からは、併設する兵庫大学が準用している「日本高等教育

評価機構」の評価基準を準用している。また、同年度から独自基準として「地域の核とな

る大学の役割」と「研究活動」の 2 つの基準を設定し、本学の使命・目的を再認識しなが

ら自己点検・評価活動を継続的に実施している。よって、本学の使命・目的に即した自己

点検・評価活動であると考えている。 

以上のことから、短期大学の使命・目的に即した自主的・自律的な自己点検・評価の体

制が整備されているといえる。 

 

4-1-② 自己点検・評価体制の適切性 

平成 13（2001）年 4 月に併設の兵庫大学と合同して、「兵庫大学・兵庫大学短期大学部

自己点検実施委員会」を発足させ、キャンパス全体の自己点検・評価についての項目及び

実施体制についての検討を進めた。 

平成 16（2004）年 4 月には、自己点検・評価を行なうため、本学と併設の大学を横断

した「第三者評価委員会」を設置し、自己点検・評価を実施するにあたっての研修、また

全教職員に対し、「自己点検・評価制度」導入の背景やその意義及び今後の本学での取り組

み方等の説明会を開催して、自己点検・評価制度に関する対応について周知徹底を図った。 

平成 17（2005）年 4 月から「第三者評価委員会」を改組して「自己点検実施委員会」に改

め、さらに、平成 19（2007）年 7 月には平成 21（2009）年度に認証評価を受審するにあ

たって「認証評価プロジェクト」を設置した。認証評価受審後の平成 22（2010）年度か

らは、再び「自己点検実施委員会」を柱とする実施体制へと再編成を行ない、平成 21（2009）

年度事業分、平成 22（2010）年度事業分の自己点検・評価を実施した。 

さらに、平成 24（2012）年度分の自己点検・評価の実施からは、これまでの自己点検・

評価の実施体制を振り返ったうえで、自己点検・評価をより実質化させるために組織体制

を見直し、できるだけ多くの教職員が自己点検・評価に関わる体制へと移行し、本学全体

で取り組むようにした。また、各評価項目等の点検・評価・改善担当機関、主担当者を定
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めることによって、責任の所在を明確にしている。【資料 4-1-1】 

 以上のことから、自己点検・評価体制は適切に整備されているといえる。 

 

4-1-③ 自己点検・評価の周期等の適切性 

本学のこれまでの自己点検・評価活動は、平成 18（2006）年 6月に発行した平成 17（2005）

年度分の「自己点検・評価報告書」に始まり、表 4-1-1「自己点検・評価報告書の作成経

過」のとおり実施してきた。平成 21（2009）年度に「短期大学基準協会」による認証評

価を受審してから後は、恒常的に自己点検・評価報告書を作成し、適切な自己点検・評価

活動を行なっている。なお、平成 24（2012）年度は自己点検・評価報告書の作成を行な

っていないが、この年度については、自己点検実施委員会において、過去の自己点検・評

価活動を振り返り、今後の自己点検・評価活動の方針や実施体制、評価項目などを見直す

こととしたためである。 

 

表 4-1-1 自己点検・評価報告書の作成経過 

報告書内容 評価実施年度（発行年月） 

平成 17 年度事業分 平成 18 年度（平成 18 年 6 月） 

平成 18 年度事業分 実施せず 

平成 19 年度事業分 実施せず 

※平成 20 年度事業分 平成 21 年度（平成 21 年 6 月） 

平成 21 年度事業分 平成 22 年度（平成 22 年 12 月） 

平成 22 年度事業分 平成 23 年度（平成 24 年 3 月） 

平成 23 年度事業分 実施せず（評価体制の見直し等を検討） 

平成 24 年度事業分 平成 25 年度（平成 26 年 2 月） 

平成 25 年度事業分 平成 26 年度（平成 26 年 11 月） 

平成 26 年度事業分 平成 27 年度（平成 27 年 11 月） 

※は、認証評価受審にあたり、評価機関に提出した報告書。 

 

 以上のことから、自己点検・評価の周期等は適切であるといえる。 

 

（3）4－1の改善・向上方策（将来計画） 

今後も自己点検実施委員会において検討してきた本学の自己点検・評価の方針に基づき、

さらなる自主的・自発的な自己点検・評価を実施し、その結果を本学の教育水準の一層の

向上、活性化に活かすことができるよう自己点検・評価を実質化させるとともに、高等教

育機関として社会への説明責任も果たしていく。 

また、実施体制についても自己点検・評価活動にできるだけ多くの教職員が関わること

で、本学の現状と課題について問題意識を共有し、課題に向かって日常的及び組織的な改

善努力への取組みに繋がるよう努めていく。 
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4－2 自己点検・評価の誠実性 

≪4－2の視点≫ 

4-2-① 

4-2-② 

4-2-③ 

エビデンスに基づいた透明性の高い自己点検・評価 

現状把握のための十分な調査・データの収集と分析 

自己点検・評価の結果の学内共有と社会への公表 

（1）4－2の自己判定 

基準項目 4－2 を満たしている。 

 

（2）4－2の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-2-① エビデンスに基づいた透明性の高い自己点検・評価 

本学の「自己点検・評価報告書」は 4-1 で述べたとおり、これまで「短期大学基準協会」

の評価基準を準用して作成してきたが、平成 25（2013）年度（平成 24（2012）年度事業

分）の自己点検・評価からは、「日本高等教育評価機構」の「新評価基準」を準用した内

容としている。本編と併せ、エビデンス集（データ編）においても同様に準用しているた

め、各種データ及び根拠資料に基づいた自己点検・評価を実施している。 

以上のことから、エビデンスに基づいた透明性の高い自己点検・評価が実施されている

といえる。 

 

4-2-② 現状把握のための十分な調査・データの収集と分析 

自己点検・評価活動に限らず、現状把握のための必要な調査とデータ収集及びその分析

は、教務、入試・広報、学生生活、進路支援、財務等、さまざまな業務を担当する各種委

員会や事務組織の各部署がそれぞれ必要に応じて実施している。 

学生による「授業アンケート」は、平成 13（2001）年 12 月から平成 14（2002）年 4

月にかけて本学と併設の兵庫大学の全学部・全学科で実施した。そして、各回の反省点を

踏まえ、改善を重ねながら、平成15（2003）年7月、平成16（2004）年1月と、学期ごと（年

2回）に実施し、同年 7 月には第 6 回目を実施した。その後、質問項目等の見直しを図り、

平成 17（2005）年度からは、「自己点検実施委員会」から分離して「FD・授業評価実施委

員会」（のちに「授業改善アンケート実施委員会」）を設置し、兼任教員を含む、全教員、

全授業科目について上記アンケートを実施し、その後も同委員会の下で改善を重ね実施し

てきた。 

平成 21（2009）年度からは、教員相互の公開授業も行なう「FD 委員会」と統廃合（平

成 28（2016）年度からは「FD・SD 推進委員会」）し、「授業アンケート」を実施すること

で、授業の改善・水準向上策の一翼を担っている。また、平成 22（2010）年度からは、

教員の業績については、業績データを業績管理システム「業績プロ」により一括管理して

いる。【資料 4-2-1】 

一方、「授業アンケート」とは別に、平成 13（2001）年度からは学生から学生生活にお

けるさまざまな意見を聞くため、大学執行部と学生代表が話し合いの場を持つ「キャンパ

ス・リフォーム委員会」と、原則として 3 年に 1 度実施する「学生生活・実態意識調査」

を通じて、学生生活の実態を把握するための重要なデータを収集し、現状把握のための適

切な調査を行なっている。【資料 4-2-2】 
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なお、平成 26（2014）年 4 月から「大学の IR（Institutional Reserch）に関すること」

を学長直轄の事務部署である学長室の業務として位置付け、本学における IR 機能のあり

方について検討を開始した。 

また、平成 27（2015）年 6 月には、IR 導入を踏まえた教育活動等の改善を検討するた

めに、「IR 推進委員会」（特別委員会）を設置し、同委員会により平成 28（2016）年 3 月

卒業者を対象に卒業時の満足度、学びの充実度などを調査する卒業時アンケートを実施し、

アンケート集計、分析を行なった。【資料 4-2-3】 

以上のことから、現状把握のための十分な調査・データの収集と分析が実施されている

といえる。 

 

4-2-③ 自己点検・評価の結果の学内共有と社会への公表 

「授業アンケート」の結果については、学内の専用サイト上で全教職員が閲覧することが

でき、さらに教員相互で問題点を共有し合い、授業の内容及び方法並びにカリキュラムの

改善に向けた施策展開の一助としている。 

「自己点検・評価報告書」は教職員への配付及び「教職員専用ページ」上に掲載、並び

に「大学ウェブサイト」に公表している。【資料 4-2-4、4-2-5】 

また、「自己点検・評価に係る評価結果」及び「自己点検・評価に係る評価結果に対する

改善状況報告」を「教職員専用ページ」上に掲載し、学内共有を図っている。 

【資料 4-2-6、4-2-7】 

平成 22（2010）年度から導入した業績管理システム「業績プロ」の利用により、教員

の業績等についても「大学ウェブサイト」上で社会に公表している。【資料 4-2-8】 

なお、平成 21（2009）年度に受審した 1 回目の認証評価結果についても、大学運営会

議等によりその評価結果を学内で共有し、「大学ウェブサイト」上に掲載することで社会

に公表した。【資料 4-2-9】 

以上のことから、自己点検・評価の結果の学内共有と社会への公表は確実に実施されて

いるといえる。 

 

（3）4－2の改善・向上方策（将来計画） 

本学の自己点検・評価活動は、基本的には定期的に発行する「自己点検・評価報告書」

により行なっているが、点検・評価のエビデンスとなる調査・データの目的設定や利用方

法は、各部署の独自の判断に委ねられているのが現状である。近年の大学への教育研究活

動等の情報に対する社会的なニーズの高まりや、データに基づく学内の意思決定の重要性

の高まりなどの背景からも、IR 担当部署である学長室を中心に、本学の IR 機能の構築を

さらに推進させ、さらなる自己点検・評価活動の向上に努める。 
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4－3 自己点検・評価の有効性 

≪4－3の視点≫ 

4-3-① 自己点検・評価の結果の活用のための PDCAサイクルの仕組みの確立と機能性 

（1）4－3の自己判定 

基準項目 4－3 を満たしている。 

 

（2）4－3の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-3-① 自己点検・評価の結果の活用のための PDCAサイクルの仕組みの確立と機能性 

「兵庫大学・兵庫大学短期大学部自己点検実施委員会規程」第 8 条（点検・評価結果の

活用）に、「委員会は、自己点検・評価の結果を教授会に諮った後、関係諸機関に報告する

とともに、本学の教育水準の一層の向上、活性化に資さなければならない。」と定めている。 

【資料 4-3-1】 

「自己点検実施委員会」では、自己点検・評価結果等を本学の教育水準の一層の向上、

活性化に資するよう自己点検・評価を実質化させるべく、図 4-3-1「本学における自己点

検・評価（PDCA サイクル）」の仕組みとしている。 

 

図 4-3-1 本学における自己点検・評価（PDCA サイクル） 

 

 

 

 

 

 

・担当基準項目を点検・評価（自己判定） 

⇒自己点検評価報告書の提出 

・自己点検評価報告書・改善状況報告一覧の取り纏め（全基準） 

・当該年度の点検評価結果及び前年度の改善状況を学長等に報告 

・大学運営会議に当該年度の点検評価結果及び改善状況を報告し、改善事

項等の指示⇒学科長は、教授会等で報告し、改善事項等を説明 

・自己点検評価報告書の印刷及び「大学ウェブサイト」で公表 

・改善事項の点検・評価 

⇒改善状況報告書の提出 

計
画
・
予
算
の
確
定 

計
画
・
政
策
の
実
行 

・学長方針、中期計画、事業計画（重点施策）を作成するうえでの根拠資料として活用 

・各学部・学科、各事務部署等での予算編成や年度計画の作成の根拠資料として活用 

かく 

・自己点検・評価の実施計画の策定 

・評価項目や実施スケジュール等の作成 
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このように、自己点検実施委員会において作成した点検・評価結果は、学長から大学運

営会議や教授会等に報告し、改善が必要な担当部署等に指示を行ない、次年度以降に改善

が図られるような仕組みとなっている。 

また、その改善状況や進捗状況については、その状況を改善報告一覧に記載し、自己点

検実施委員会に提出することとなっている。さらに、その一覧は大学運営会議や教授会等

に報告することになっている。【資料 4-3-2】 

なお、自己点検・評価の結果（認証評価結果も含む）に対するその改善状況等は下表の

とおりとなっており、評価結果を活用しながら教育水準の一層の向上、活性化を図ってい

る。 

以上のことから、自己点検・評価の結果の活用のための PDCA サイクルの仕組みが十分

に確立され機能しているといえる。 

 

（3）4－3の改善・向上方策（将来計画） 

前述したように、本学は、自己点検実施委員会を中心に自己点検・評価活動を行なって

いる。今後も自己点検実施委員会を中心に、自己点検・評価活動を推進し、自己点検・評

価報告書の作成などの作業が形式的なものにとどまらないよう、PDCA サイクルを十分に

稼動させ、本学の教育水準の一層の向上、活性化に自己点検・評価結果を有効に活用して

いく。そのためには、全教職員が学士課程教育を含め、大学教育の質の維持・向上及び学

位の水準の保証については、それらを提供する大学の責任であることを自覚し、自己点検・

評価の意義に対する理解を深めることが重要であり、全学体制で取組んでいく。 

 

［基準 4 の自己評価］ 

本学における自己点検・評価活動は、平成 21（2009）年度の「短期大学基準協会」に

よる認証評価を契機に、改めて本学全体で取り組む意識が高まった。また、問題点や改善

すべき課題に対する認識が共有されたことで、教職員の間で活発な議論が行なわれるよう

になり、同活動は進歩してきている。さらに、平成 24（2012）年度から「自己点検実施

委員会」において、本学の過去の自己点検・評価活動を振り返るなど、今までの問題や課

題を共有し、さらなる改善を進めている。 

以上のことから、基準 4 を満たしていると自己評価する。 
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Ⅳ．短期大学が使命・目的に基づいて独自に設定した基準による自己評価 

基準 A．地域の核となる短期大学の役割 

A－1 地域の核となる短期大学の役割に関する方針の明確化と学内外への周知 

（情報の共有） 

≪A－1の視点≫ 

A-1-① 使命・目的に基づき地域の核となる短期大学の役割に関する方針の明確化と学

内外への周知 

（1）A－1の自己判定 

基準項目 A－1 を満たしている。 

 

（2）A－1の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

本学は、建学の精神である「和」を敷衍し具現化するために、使命・目的及び教育目的

を策定し、教育活動を行なっている。こうした使命・目的及び教育目的をより分かりやす

い形で全教職員に示し、今後の具体的な大学運営指針とするために、第１次中期計画（平

成 22（2010）年度〜平成 26（2014）年度）策定時に、本学の使命（ミッション）が以下

の通りに定められた。 

 

・｢和」の精神に基づく情操教育を基盤に、教養教育と専門教育による個性豊かな人間形成

と有為な人材育成をめざす。  

・幅広い職業人教育を展開し、きめ細かい職業人教育と進路指導を行なうことにより、学

生ののびしろを最大化する教育をめざす。 

・地域の生涯学習機会の拠点として社会人の受入れ推進と地域社会への貢献をめざす。 

  

この本学の使命（ミッション）のひとつとして掲げられているのが、この基準 A でとり

あげる、地域に根ざす大学として自らを位置づけ、地域に根ざした、共に生き、共に学ぶ

大学として、地域を志向した諸活動である。この本学の使命（ミッション）を達成するた

め、「生涯学習機会の拠点確立」と「地域社会との連携促進」を掲げ、公開講座の充実や

社会人の受け入れ推進、地域行事への積極的な参加推進、施設などの開放を積極的に行な

っている。【資料 A-1-1】 

なお、本学の地域連携、地域貢献の方針及び実施計画の策定等は、「地域連携推進委員会」

が中心的な役割を担っている。【資料 A-1-2】 

第 2 次中期計画（平成 27（2015）年度～平成 31（2019）年度）においても、この本学

の使命（ミッション）は引き継がれており、それを達成するための具体的施策として、「生

涯学習ニーズへの積極的対応」「シティズンシップ教育の推進」「リカレントプログラム

の推進」、そして「地域社会との連携推進」があらたに定められた。これに従い兵庫大学

エクステンション・カレッジでの講座の展開や近隣行政との連携協定に基づく事業等を進

めているところである。【資料 A-1-3】 

「第 1 次中期計画」「第 2 次中期計画」とも、冊子にまとめられ、全教職員に配付して

いるほか、大学内で共有している「教職員専用ページ」においても掲載し、学内への周知

を図っている。加えて、地域志向の視点に立った諸行事について、行事概要や実施内容等
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を年度ごとに取り纏め、大学運営会議において、その実施状況を報告するなど、情報の共

有に努めている。【資料 A-1-4】 

また、学外に対しては、毎年実施している「大学と地域との連携推進懇談会」において、

「第 2 次中期計画」に関するパンフレットを作成し、参加者に配付しているほか、このパ

ンフレットを PDF 化し公式サイトにおいても公開している。加えて、公式サイトでは「学

長メッセージ」として「地域に根ざした大学」を明確に示している。【資料 A-1-5】 

以上のことから、本学では地域の核となる大学の役割に関する方針を明確に定め、学内

外へ周知している。 

 

（3）A－1の改善・向上方策（将来計画） 

今後の課題としては、学外広報の強化が挙げられる。現在、本学の使命（ミッション）

及び地域志向の諸活動については、「大学ウェブサイト」での掲出や各種行事でのパンフ

レット等の配付を行なうことで告知をしている。しかし、活動実績についての情報発信に

は課題がある。今後は、「大学ウェブサイト」上で、過去の成果を閲覧できるページを作

成するなど、諸活動の実績についても積極的に情報発信できる仕組みを構築する必要があ

る。これらを積極的に公開することで、本学への関心や期待を高め、本学に対するニーズ

を確認する機会を得ることができると考えている。そして、本学に対するニーズに応える

ことで、地域に向けた諸活動の質の向上をもたらすことができる。このことを踏まえ、こ

れまでの本学の地域連携事業の整理を行ない、より詳細かつ具体的な実績等を掲載できる

よう、「大学ウェブサイト」を改定するとともに、地域連携に関する広報物の制作を計画

している。 

 

 

A－2 地域の核となる短期大学の具体的な役割の内容 

≪A－2の視点≫ 

A-2-① 地域における生涯学習の拠点となる活動（エクステンション・カレッジ事業） 

A-2-② 地域での学びや活動（課程外教育、ボランティアなどを含む）を通しての 

学生の成長 

A-2-③ 加古川市をはじめとする近隣の自治体や各種団体、及び企業との連携 

（1）A－2の自己判定 

基準項目 A－2 を満たしている。 

 

（2）A－2の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

A-2-① 地域における生涯学習の拠点となる活動（エクステンション・カレッジ事業） 

A－1 で述べたとおり、本学の使命（ミッション）において、「地域の生涯学習機会の

拠点として社会人の受け入れ推進と地域社会への貢献」を掲げ、地域志向の諸活動を展開

している。平成 21（2009）年 4 月に地域の生涯学習機会の拠点機能と社会貢献機能の充

実を図るため、地域連携を担う事務組織として学長室を発足させた。これまで各事務組織

が分担して行なってきた地域連携事業を一つに集約し、地域と大学の窓口としての役割を

担うことになった。学長室の発足により、これまで本学が実施していた公開講座や近隣の
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自治体との連携活動について、いっそうの強化を図ることになった。 

生涯学習事業については、建学の精神である「和」の醸成のための「仏教入門講座」を

はじめ、健康増進など生活の基礎となる講座としての「料理教室」、「介護予防講座」、

0〜2 歳児と保護者のより良い関係づくりのために遊びの場を提供する「こども大学」など

を開講してきた。これらは、本学の建学の精神や、本学が有する学科の特性を生かしたも

のである。この公開講座は、学生の学びの場としての役割も担っている。学生が各種講座

のスタッフとして参加し、さまざまな年齢層の地域住民と触れ合うことは、正課授業や同

世代の学生同士の関わりからは得ることのできない、貴重な経験となっている。 

さらに、平成 26（2014）年 3 月には、これまで学長室で実施していた生涯学習機会の

提供を積極的に推進していくため、エクステンション・カレッジを開設しシティズンシッ

プ教育の推進という理念のもとに、講座名も「エクステンション・カレッジ講座」と改め、

平成 27（2015）年には、前期・後期を合わせて 87 講座を企画した。平成 28（2016）年

度は、120 講座の企画を予定している。 

同講座では、講座の領域を表 A-2-1 のとおり定め、それぞれのテーマに合わせた講座を

展開している。【資料 A-2-1、A-2-2、A-2-3】 

 

表 A-2-1 エクステンション・カレッジ講座の領域 

領域 内容 

人文・教養 歴史、哲学、文学、詩歌、宗教等、人間の生き方にまつわる

文化や営みを学ぶ講座 

播磨学・地域学 播磨の自然・産業、歴史・文化、藝術、輩出した人物などを

学ぶ講座 

現代社会 政治、経済・消費、国際関係、社会福祉、環境など現代社会

のさまざま問題を、学問的な観点から学ぶ講座 

生活・ウェルネス 日々の生活の基礎となる健康や、食生活、運動といった、生

活に潤いを与える趣味などを実践する講座 

キャリア支援 資格取得講座、就労支援 

 

以上のことから、地域における生涯学習の拠点となる活動（エクステンション・カレッ

ジ事業）は十分な成果をあげているといえる。 

 

A-2-② 地域での学びや活動（課程外教育、ボランティアを含む）を通しての学生の成長 

学生の成長を促す目的で、学生主体による地域での学びや活動紹介の機会を積極的に設

けている。加古川市長をはじめ本学と強い関わりのある地域の方々を招いて毎年 8 月に実

施している「大学と地域との連携推進懇談会」において、「学生の、学生による、学生の

ための」懇談会と銘打ち、司会、地域貢献の事例報告であるプレゼンテーション、地域の

課題について話し合うワークショップ及び、教育研究活動の展示ブースでの紹介等を学生

が担当するなど、地域貢献に関する取り組み発表を学生主体で行なっている。 

【資料 A-2-4、A-2-5】 



兵庫大学短期大学部 

74 

 

また「熟議 in 兵庫大学」では、高校生、本学学生及び地域住民が、地域課題を共有し

ながら、課題解決に向けて話し合うワークショップを実施し、地域活性化をテーマに世代

間交流を図っている。【資料 A-2-6、A-2-7、A-2-8】 

このほか、学科独自で実施する事業においても、教育課程を通じて学んだ知識を地域で

実践し、その諸活動の発表やまとめを、時には地域住民を前に学生自身が行なうことで学

びの定着と深化を図っている。 

また、学生の課外活動として、毎年 8 月に地元町内会で開催される 2 つの夏まつりに、

大学祭実行委員会の学生や学内団体の学生が模擬店の出店やダンスや和太鼓、人形劇等の

ステージ出演を行ない、地域の方々との交流を図っている。 

 11 月には、大学祭実行委員会の学生が中心となり、地域の方々が気軽に大学へ足を運ん

でもらう機会として、大学祭「聚萌祭」を 2 日間開催している。同日開催の「加古川ツー

デーマーチ」（加古川商工会議所観光協会主催）にキャンパス開放するとともに、学生によ

るボランティアサービスも実施している。平成 27（2015）年度は、第 51 回目を迎え学生

が運営する模擬店やフリーマーケット、展示等学内外合わせて計 60 団体が参加、2 日間で

5,766 人の方が来場し、地域の方々と学生が交流した。【資料 A-2-9、A-2-10、A-2-11】 

 さらに 12 月には、学生が電飾を用いキャンパス内をイルミネーションで彩る「兵大イ

ルミネーション」を開催。キャンパスを幻想的な雰囲気に包み、地域の方々との交流を目

的に軽音楽部による弾き語りやダンス部・チアダンス部によるパフォーマンスを披露して

いる。【資料 A-2-12、A-2-13】 

また、強化指定クラブのひとつでもある吹奏楽部は、地域のイベントにも積極的に参加

し、日頃の練習の成果を披露している。また、学生のボランティア活動については、地域

の中でのさまざまな企画に数多くの学生が参加している。【資料 A-2-14】 

その他、学生及び教職員のボランティア活動の支援を目的として、平成 27（2015）年 6

月に、「ボランティアセンター」を設置した。 

以上のことから、地域での学びや活動（課程外教育、ボランティアを含む）を通して学

生の成長が図られる体制が十分に整っているといえる。 

 

A-2-③ 加古川市をはじめとする近隣の自治体や各種団体、及び企業との連携 

本学では、近隣の自治体等への講師派遣や委員委嘱受け入れ等も積極的に行なっており、

平成 27（2015）年度は併設の兵庫大学と合わせて、講師派遣件数 260 件、委員委嘱受入

数は 73 件であった。また、平成 18（2006）年 3 月には加古川市、加古川商工会議所及び

兵庫大学との連携協力に関する協定書を、同年 5 月には稲美町と兵庫大学との連携協力に

関する協定書を、平成 23（2011）年 9 月には、加古川市教育委員会・兵庫大学の協力覚

書を締結し、平成 28（2016）年 1 月には、稲美町商工会と兵庫大学・兵庫大学短期大学

部との連携協定を締結した。【資料 A-2-15、A-2-16、A-2-17、A-2-18】 

特に稲美町と本学の連携協定では、地域の活性化と相互の人材育成を目的とした官学連

携事業を平成 18（2006）年度から実施しており、平成 27（2015）年度には 2 件（通算

26 件）の連携事業を実施するなど、地元自治体や産業界との協力体制を構築し、地の拠点

としての役割を果たしている。 

各種団体、企業等との連携では、公益財団法人である兵庫県生きがい創造協会、社会福
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祉法人はりま福祉会せいりょう園と連携協定を締結し、地域社会に貢献するための取り組

みをさらに深化させようとしているところである。【資料 A-2-19、A-2-20】 

また、東播磨生活創造センター「かこむ」への学生の派遣、かつめし PR 事業における

本学の学生及び教職員の積極的参加、地元商店街におけるチャレンジショップなどを展開

している。【資料 A-2-21】 

公開講座、自治体等との連携事業、学科における取り組み事業、講師派遣・委員委嘱等

の受入れ、学生のボランティア活動や施設開放など、実施した本学の地域連携・地域貢献

事業は多岐に亘る。特に自治体等との連携事業、学科における取り組み事業については、

教員が中心となって学生も参加しており、人との触れ合いにとどまらず、さらなる専門的

知識を得る貴重な機会となっている。【資料 A-2-22】 

本学の地域貢献活動の沿革は表 A-2-2 のとおりである。 

 

表 A-2-2 本学の地域貢献活動の沿革 

年月 事項 

平成 18 年 3 月 加古川市、加古川商工会議所及び兵庫大学との連携協力に関する

協定書を締結 

平成 18 年 5 月 稲美町と兵庫大学との連携協力に関する協定書締結 

平成 20 年 12 月 キッズオープンキャンパスを開催 

平成 21 年 1 月 特定非営利活動法人シーズ加古川と兵庫大学及び兵庫大学短期大

学部との連携協力に関する協定書締結 

平成 21 年 4 月 地域連携を担う事務組織として学長室が発足 

平成 21 年 11 月 兵庫大学・兵庫大学短期大学部 公開講座シリーズ 

（仏教入門講座等）を開始 

平成 22 年 5 月 寺家町商店街にチャレンジショップ「兵庫大学かつめし LABO」

を開設 

平成 23 年 9 月 加古川市教育委員会・兵庫大学の協力覚書締結 

平成 23 年 10 月 加古川のご当地グルメ「かつめし」を PR のためのイメージ 

ソング「かつめし・LOVE」が CD 化 

平成 23 年 11 月 兵庫県いなみ野学園と兵庫大学・兵庫大学短期大学部との連携に

関する協定書締結 

平成 27 年 4 月 兵庫大学・兵庫大学短期大学部と公益財団法人 兵庫県生きがい

創造協会との連携に関する協定書締結 

平成 27 年 10 月 福祉・介護人材養成に係る社会福祉法人はりま福祉会せいりょう

園と兵庫大学・兵庫大学短期大学部との連携に関する協定書締結 

平成 28 年 1 月 稲美町商工会と兵庫大学・兵庫大学短期大学部との連携協力に関

する協定書締結 

 

以上のことから、加古川市をはじめとする近隣の自治体や各種団体、及び企業との連携

に十分な配慮がなされているといえる。 

 

 



兵庫大学短期大学部 

76 

 

（3）A－2の改善・向上方策（将来計画） 

地域における生涯学習機会の拠点形成を推進するため、前述のとおり、平成 26（2014）

年 3 月に「エクステンション・カレッジ」を開設した。エクステンション・カレッジは、

シティズンシップ教育を学びの基礎に置き、各種講座で獲得した知識や技術をもとに、市

民がよりよい社会づくりに参加・貢献するための学習プログラムを提供することを目的と

した生涯学習機関である。大学の附置機関ならではの学びと実践により、個人ひとり一人

が地域での役割を見出し、まちづくりに積極的に取り組めるよう、幅広い教育機会を提供

することを計画している。 

地域を学生の正課外教育の場としてより積極的に捉え直すことも重要である。前述の「大

学と地域との連携推進懇談会」や「熟議 in 兵庫大学」への参加をはじめ、ボランティア

活動や町内会の各種行事への学生参画を一層促す仕組みづくりを検討・推進していくこと

にしている。 

さらに、本学の所在する加古川市をはじめ、近隣の高砂市、播磨町、稲美町を中心とし

て、各種委員委嘱受け入れや講師派遣等、本学の所有する知的財産を最大限に活用した地

域貢献活動を推進するなど、地域とともに成長を遂げ、地域に根ざし、地域に愛される大

学として、より広範な連携活動を進めていく。 

上記の取り組みは、文部科学省が示した「大学改革実行プラン」中の「地域再生の核と

なる大学づくり（COC＜Center of Community＞）」の理念とも軌を一にした活動として

実施されるものである。 

 

 

A－3 短期大学の役割に関する評価 

≪A－3の視点≫ 

A-3-① 地域での学びや活動に対する学生への評価（評価方法の確立を含む） 

A-3-② 生涯学習、産学官連携等、地域での活動に対する短期大学内部及び、外部評       

価（評価方法の確立、PDCAサイクルの実現を含む）学生の成長 

（1）A－3の自己判定 

基準項目 A－3 を満たしている。 

 

（2）A－3の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

A-3-① 地域での学びや活動に対する学生への評価（評価方法の確立を含む） 

A－2 で述べたように、本学では学生の積極的な地域連携活動を実施している。その成

果は前述の通り「大学と地域との連携推進懇談会」及び「熟議 in 兵庫大学」において公

表しているが、これら活動に対する自己評価（検証）を行なうため、参加学生に対する事

前・事後研修を実施している。行事の前後において、参加学生の意識がどのように変化し、

成長したのかを検証するため、アンケート調査を実施している。アンケートは記名式で行

ない、「自主性」「思考力」「実行力」「対応力」「交渉力」「会話力」「計画力」「規

律性」「運営力」「貢献性」の 10 項目の能力指標を測定し、本学独自で開発した「自己

認識シート」を用いて、学生が自己評価を行なう。【資料 A-3-1、A-3-2、A-3-3】 

アンケート結果は集計され、行事を通じて学生がどのように変化、成長したのかを分析
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し、その結果は大学の最高意思決定機関である大学運営会議において報告され、全学的に

確認を行なっている。 

以上のことから、地域での学びや活動に対する学生への評価（評価方法の確立を含む）

の体制整備への十分な配慮がなされているといえる。 

 

A-3-② 生涯学習、産学官連携等、地域での活動に対する短期大学内部及び、外部評価 

（評価方法の確立、PDCA サイクルの実現を含む）学生の成長 

「自己認識シート」では、学生の学びを、事前研修（Plan）→行事への参加（Do）→事

後研修（Check）→今後の学生生活（Action）のサイクルで捉える。行事参加に際し、学

生それぞれが目標設定を行ない、事前研修で得た知識を行事の中で実践し、事後研修にお

いて振り返りを行なうことで、自己の成長や今後補っていくべき項目を認識することがで

きる仕組みになっている。こうしたことから、大学内部での評価方法や、PDCA サイクル

は確立されているといえる。 

「自己認識シート」を用いることで、同世代での学生との触れ合いのみならず、幅広い

年齢層の地域住民と触れ合うことで、多様な考え方や、自己の立ち位置などを客観的に見

つめ直すことができるようになり、ひいては、異なる考え方や他者を認める心を涵養する

ことにも繋がる。「自己認識シート」によって、自己の力と他者の力が集結し、社会が構

成されていることを学ぶ。事前事後研修を含めた諸行事への参加によって、参加学生には

学びに対する意識や姿勢などに変化が見られ、周囲の学生へも良い影響を与えることが期

待できる。 

以上のことから、生涯学習、産学官連携等、地域での活動に対する短期大学内部及び、

外部評価について十分な配慮がなされているといえる。 

 

（3）A－3の改善・向上方策（将来計画） 

今後の課題として、学生の地域での学びや活動に対する外部評価の導入、積極的な産官

学連携等の実施が挙げられる。また、教育課程における地域志向の学びの位置づけについ

ても、今後の検討が必要であると認識している。学生の地域での学びや活動に対する外部

評価については、諸事業毎に関係機関との調整が必要となるが、本節で掲げた本学の担う

べき役割、教育的観点に鑑みれば、導入に向けた検討が必要になる。また、産官学連携で

は、現在実施している官学連携事業や、特定の機関との連携のみならず、「地域の大学」

として地域の活性化に資するべく、本学の所在する加古川市と包括連携協定に基づく協議

を行なっているところである。 

 

 

［基準 A の自己評価］ 

「地域の核となる短期大学」としての役割を果たすためには、全学的な取り組みが必要

になる。そのため、第 1 次中期計画（実施期間：平成 22（2010）年度～平成 26（2014）

年度）及び第 2 次中期計画（実施期間：平成 27（2015）年度～平成 31（2019）年度）で、

社会貢献の領域における学長方針として、「生涯学習機会の拠点確立」「地域社会との連携

促進」の 2 つが掲げられた。この方針に基づき、公開講座の充実、科目等履修生・社会人
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の受入れ、施設利用といった大学開放を推進し、エクステンション・カレッジ、ボランテ

ィアセンターの設置など制度の整備をすすめてきた。また、学生ボランティアの地域行事

への積極的な参加や産官学連携の強化、自治体等への講師・委員派遣など、本学の学生・

教職員が地域に出向き地域の活性化を図る諸活動にも協力・参画している。加えて、学科

が主体的に実施している地域を対象とした取組事業や「大学と地域との連携推進懇談会」

及び「熟議 in 兵庫大学」は、教職員はもとより、学生にとっても有益な実践の学びの場

としても活用されている。このように、地域住民と本学関係者は学内外で、さまざまな交

流を図っており、本学の有する知的資源や施設等の開放を行なうことで、地域の活性化や

課題解決を共に考える仕組みを確立している。 

以上のことから、基準 A を満たしていると自己評価する。 
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コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

【資料 2-8-3】 兵庫大学等特別任用教員規則  

【資料 2-8-4】 兵庫大学短期大学部専任教育職員選考実施取扱要領  

【資料 2-8-5】 兵庫大学短期大学部専任教育職員採用の手続きについて  

【資料 2-8-6】 兵庫大学短期大学部専任教職員の昇任候補者選出に関する内規  

【資料 2-8-7】 授業アンケート 【資料 2-6-2】と同じ 

【資料 2-8-8】 
授業アンケート集計結果 

http://web.lab.hyogo-dai.ac.jp/tenken/ 
 

【資料 2-8-9】 教員評価制度（平成 22 年 6 月改正） 【資料 2-2-7】と同じ 

【資料 2-8-10】 教員評価の公表について  

【資料 2-8-11】 教員評価の結果について（通知）  

【資料 2-8-12】 兵庫大学・兵庫大学短期大学部 FD 委員会規程  

【資料 2-8-13】 平成 28 年度 第 1 回教職員 FD 研修プログラム（次第） 【資料 1-3-8】と同じ 

【資料 2-8-14】 平成 27 年（2015）年度 FD 活動事業について（報告） 【資料 2-2-6】と同じ 

【資料 2-8-15】 平成 27（2015）年度 FD 活動事業計画  

2-9．教育環境の整備 

【資料 2-9-1】 平成 27（2015）年度図書館開館カレンダー  

【資料 2-9-2】 平成 27（2015）年度図書館入館者年間集計表  

【資料 2-9-3】 平成 27（2015）年度図書館ガイダンス実施結果  

【資料 2-9-4】 コンピュータの整備状況  

【資料 2-9-5】 学内 LAN 配線図  

【資料 2-9-6】 地域医療福祉研修センター リーフレット  

【資料 2-9-7】 耐震補強工事計画表  

【資料 2-9-8】 兵庫大学等防災管理規程 
 

【資料 2-9-9】 平成 27 年度防災訓練計画書 
 

【資料 2-9-10】 大地震対応マニュアル（ポケット版）  

【資料 2-9-11】 兵庫大学等構内自動車等交通規制実施要領 
 

【資料 2-9-12】 薬品類の取り扱い、管理及び廃棄等に関する規程  

【資料 2-9-13】 
平成 27 年度今夏における電力需要抑制に対する 

本学の対応結果について 
 

【資料 2-9-14】 平成 27 年度キャンパス・リフォーム委員会実施要領  
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基準 3．経営・管理と財務 

基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

3-1．経営の規律と誠実性 

【資料 3-1-1】 学校法人睦学園寄附行為 【資料 F-1】と同じ 

【資料 3-1-2】 理事会業務委任規則 【資料 1-3-2】と同じ 

【資料 3-1-3】 学校法人睦学園組織規則  

【資料 3-1-4】 主な関連規程の整備状況  

【資料 3-1-5】 就業規則（加古川団地）  

【資料 3-1-6】 学校法人睦学園個人情報の保護に関する規則  

【資料 3-1-7】 個人番号及び特定個人情報取扱規則  

【資料 3-1-8】 学校法人睦学園公益通報等に関する規則  

【資料 3-1-9】 拡大常任理事会に関する申し合わせ  

【資料 3-1-10】 拡大常任理事会構成員  

【資料 3-1-11】 就業規則（加古川団地） 【資料 3-1-5】と同じ 

【資料 3-1-12】 兵庫大学・兵庫大学短期大学部人権教育推進委員会規程  

【資料 3-1-13】 平成 27 年度人権教育推進委員会活動について（報告）  

【資料 3-1-14】 平成 28 年度人権教育推進委員会活動方針について（報告）  

【資料 3-1-15】 
兵庫大学・兵庫大学短期大学部ハラスメントの 

防止等に関する規程 
【資料 2-7-6】と同じ 

【資料 3-1-16】 ハラスメントの防止等に関するガイドライン  

【資料 3-1-17】 ハラスメント防止における啓発講演会の開催について（案内）  

【資料 3-1-18】 ハラスメント防止に向けて＜実習編＞  

【資料 3-1-19】 兵庫大学・兵庫大学短期大学部における危機管理に関する規程  

【資料 3-1-20】 危機管理ガイドライン  

【資料 3-1-21】 兵庫大学等防災管理規程 【資料 2-9-8】と同じ 

【資料 3-1-22】 平成 27 年度防災訓練計画書 【資料 2-9-9】と同じ 

【資料 3-1-23】 大地震対応マニュアル（ポケット版） 【資料 2-9-10】と同じ 

【資料 3-1-24】 学内「AED」装置 設置場所（4 台）  

【資料 3-1-25】 学生・教職員対象の「AED」講習会  

【資料 3-1-26】 薬品類の取り扱い、管理及び廃棄等に関する規程 【資料 2-9-12】と同じ 

【資料 3-1-27】 学校法人睦学園個人情報の保護に関する規則 【資料 3-1-6】と同じ 

【資料 3-1-28】 兵庫大学・兵庫大学短期大学部衛生委員会規程  

【資料 3-1-29】 睦学園ニュース 別冊あおぞら  

【資料 3-1-30】 学校法人睦学園財務情報等の閲覧に関する規則  

3-2．理事会の機能  

【資料 3-2-1】 学校法人睦学園寄附行為 【資料 F-1】と同じ 

【資料 3-2-2】 理事会会議規則  

【資料 3-2-3】 理事会業務委任規則 【資料 1-3-2】と同じ 
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基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

【資料 3-2-4】 学校法人睦学園常任理事会会議規則  

【資料 3-2-5】 拡大常任理事会に関する申し合わせ 【資料 3-1-9】と同じ 

【資料 3-2-6】 学校法人睦学園協議会規則  

【資料 3-2-7】 学校法人睦学園法人事務局事務組織規定  

【資料 3-2-8】 学校法人事務局事務分掌規定（第 2 号）  

3-3．短期大学の意思決定の仕組み及び学長のリーダーシップ 

【資料 3-3-1】 兵庫大学短期大学部組織運営規程  

【資料 3-3-2】 兵庫大学等大学運営会議規程 【資料 1-3-1】と同じ 

【資料 3-3-3】 兵庫大学短期大学部学則 【資料 F-3】と同じ 

【資料 3-3-4】 兵庫大学短期大学部教授会規則  

【資料 3-3-5】 理事会業務委任規則   【資料 1-3-2】と同じ 

【資料 3-3-6】 理事会業務委任規則に関する申し合わせ  

【資料 3-3-7】 業務推進検討会議の設置に関する内規  

3-4．コミュニケーションとガバナンス 

【資料 3-4-1】 月例懇話会に関する申し合わせ  

【資料 3-4-2】 学校法人睦学園監事監査規則  

【資料 3-4-3】 業務監査報告書  

【資料 3-4-4】 兵庫大学・兵庫大学短期大学部課長連絡会議規程  

【資料 3-4-5】 第 10 回進睦 610 会案内文書  

3-5．業務執行体制の機能性 

【資料 3-5-1】 兵庫大学短期大学部組織運営規程 【資料 3-3-1】と同じ 

【資料 3-5-2】 兵庫大学短期大学部事務分掌規程  

【資料 3-5-3】 
兵庫大学・兵庫大学短期大学部事務体制について 

（平成 28 年 5 月 1 日現在） 
 

【資料 3-5-4】 

事務サポート室の業務内容が分かる資料 

・学部・学科への周知用チラシ 

・事務部署の委託したい業務とその委託状況 

・事務サポート室の委託実績報告（派遣会社作成） 

 

【資料 3-5-5】 平成 28 年度各種委員会等一覧  

【資料 3-5-6】 学校法人睦学園稟議規則  

【資料 3-5-7】 稟議に関する申し合わせ  

【資料 3-5-8】 事務職員の採用等に関する任用規程  

【資料 3-5-9】 
［HMBO（Hyogo university Management By Objectives and 

Self-control）（兵庫大学人事考課制度）］ 
 

【資料 3-5-10】 平成 27 年度事務職員研修  

【資料 3-5-11】 平成 27 年度管理職研修  

【資料 3-5-12】 平成 27 年度「管理職研修 part1 ～労務管理と理論と実践～」  

【資料 3-5-13】 第 10 回進睦 610 会（当日資料）  
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基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

【資料 3-5-14】 ビジネスマナー研修資料  

【資料 3-5-15】 
「メンターの活用を含めた新入職員ケアシステム」 

導入について 
 

3-6．財務基盤と収支 

【資料 3-6-1】 第 7 次財政中期計画（平成 22 年度～平成 26 年度）  

【資料 3-6-2】 第 8 次財政中期計画（平成 27 年度～平成 31 年度）  

【資料 3-6-3】 教員定数・職員定数のガイドライン  

【資料 3-6-4】 

・資金収支計算書、消費収支計算書、貸借対照表 

（平成 25 年度～平成 26 年度） 

・資金収支計算書、活動区分資金収支計算書、 

事業活動収支計算書、貸借対照表(平成 27 年度) 

【資料 F-11】と同じ 

【資料 3-6-5】 財産目録（平成 27 年度）  

3-7．会計 

【資料 3-7-1】 平成 28 年度収支予算書（学園・短期大学）  

【資料 3-7-2】 学校法人睦学園稟議規則 【資料 3-5-6】と同じ 

【資料 3-7-3】 学校法人睦学園経理規則  

【資料 3-7-4】 学校法人睦学園固定資産及び物品管理規則  

【資料 3-7-5】 学校法人睦学園資産の運用に関する取扱規則  

【資料 3-7-6】 監査報告書（監事、公認会計士） 【資料 F-11】と同じ 

【資料 3-7-7】 監査結果説明書  
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基準 4．自己点検・評価 

基準項目 
備考 

コード 該当する資料名及び該当ページ 

4-1．自己点検・評価の適切性 

【資料 4-1-1】 
平成 26 年度自己点検・評価報告書作成に係る手引き 

（平成 27 年度実施版） 
 

4-2．自己点検・評価の誠実性 

【資料 4-2-1】 業績管理システム「業績プロ」  

【資料 4-2-2】 第 6 回学生生活実態・意識調査 結果 【資料 2-7-8】と同じ 

【資料 4-2-3】 卒業時アンケート集計・分析結果  

【資料 4-2-4】 平成 26 年度「自己点検・評価報告書」  

【資料 4-2-5】 
兵庫大学公式ウェブサイト「大学評価」 

http://www.hyogo-dai.ac.jp/guide/shokai/jiko_index.html  
 

【資料 4-2-6】 平成 26 年度「自己点検・評価に係る評価結果」  

【資料 4-2-7】 
自己点検・評価に係る評価結果に対する改善状況報告一覧表 

（過去 3 ヵ年） 
 

【資料 4-2-8】 

兵庫大学公式ウェブサイト 

「教育情報」⇒「学位、業績」 

http://www.hyogo-dai.ac.jp/guide/shokai/ichiran_27.html 

 

【資料 4-2-9】 
兵庫大学公式ウェブサイト「機関別認証評価」 

http://www.hyogo-dai.ac.jp/guide/shokai/jiko_ninsho.html   
 

4-3．自己点検・評価の有効性 

【資料 4-3-1】 兵庫大学・兵庫大学短期大学部自己点検実施委員会規程  

【資料 4-3-2】 
自己点検・評価に係る評価結果に対する改善状況報告一覧表 

（過去3ヵ年） 
【資料 4-2-7】と同じ 
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基準 A．地域の核となる短期大学の役割 

基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

A-1．地域の核となる短期大学の役割に関する方針の明確化と学内外への周知 

【資料 A-1-1】 兵庫大学・兵庫大学短期大学部 第 1 次中期計画 【資料 1-3-13】と同じ 

【資料 A-1-2】 兵庫大学・兵庫大学短期大学部地域連携推進委員会規程  

【資料 A-1-3】 兵庫大学・兵庫大学短期大学部 第 2 次中期計画「Vision 2019」 【資料 1-2-2】と同じ 

【資料 A-1-4】 兵庫大学教職員専用ページ「中期計画」  

【資料 A-1-5】 
兵庫大学公式ウェブサイト 「学長メッセージ」 

http://www.hyogo-dai.ac.jp/guide/shokai/president.html 
 

A-2．地域の核となる短期大学の具体的な役割の内容 

【資料 A-2-1】 兵庫大学エクステンション・カレッジ リーフレット  

【資料 A-2-2】 
兵庫大学エクステンション･カレッジ 

2015 年度〈前期〉〈後期〉講座案内パンフレット 
 

【資料 A-2-3】 
兵庫大学エクステンション･カレッジ 

2016 年度〈前期〉講座案内パンフレット 
 

【資料 A-2-4】 平成 27 年度大学と地域との連携推進懇談会開催案内  

【資料 A-2-5】 
平成 27 年度大学と地域との連携推進懇談会 

ワークショップ報告書 
 

【資料 A-2-6】 「熟議 2015 in 兵庫大学」案内チラシ  

【資料 A-2-7】 「熟議 2015 in 兵庫大学」実施要領  

【資料 A-2-8】 「熟議 2015 in 兵庫大学」速報  

【資料 A-2-9】 

兵庫大学公式ウェブサイト 

「第 51 回兵庫大学大学祭「聚萌祭」について」 

http://www.hyogo-dai.ac.jp/campus/news/festival/2015/1029833.html  

 

【資料 A-2-10】 

兵庫大学公式ウェブサイト 

「第 51 回兵庫大学大学祭「聚萌祭」の開催のお礼について」 

http://www.hyogo-dai.ac.jp/campus/news/festival/2015/1117875.html  

 

【資料 A-2-11】 第 26 回加古川ツーデーマーチ 開催要項  

【資料 A-2-12】 第 16 回兵大イルミネーションの実施結果について  

【資料 A-2-13】 兵大イルミネーション神戸新聞記事  

【資料 A-2-14】 平成 27（2015）年度ボランティア活動一覧 【資料 2-7-4】と同じ 

【資料 A-2-15】 
加古川市、加古川商工会議所及び兵庫大学との連携協力に関する

協定書 
 

【資料 A-2-16】 稲美町と兵庫大学との連携協力に関する協定書  

【資料 A-2-17】 加古川市教育委員会・兵庫大学の協力覚書  

【資料 A-2-18】 
稲美町商工会と兵庫大学・兵庫大学短期大学部との連携協力に関

する協定書 
 

【資料 A-2-19】 
兵庫大学・兵庫大学短期大学部と公益財団法人兵庫県生きがい創

造協会との連携に関する協定書 
 

【資料 A-2-20】 
福祉・介護人材養成に係る社会福祉法人はりま福祉会せいりょう

園と兵庫大学・兵庫大学短期大学部との連携に関する協定書 
 

【資料 A-2-21】 兵庫大学かつめし LABO 奮闘記  

http://www.hyogo-dai.ac.jp/guide/shokai/president.html
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基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

【資料 A-2-22】 
平成 26 年度における兵庫大学・兵庫大学短期大学部 地域連携・

地域貢献事業の概要 
 

A-3．短期大学の役割に関する評価 

【資料 A-3-1】 自己認識シート（事前評価）  

【資料 A-3-2】 自己認識シート（事後評価）  

【資料 A-3-3】 熟議 2015 in 兵庫大学報告書  

 


