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1．自己点検・評価の基礎資料                            
(1)学校法人および短期大学の沿革                           

松山東雲短期大学(以下、本学という)を擁する学校法人松山東雲学園(以下、本学園

という)は、同志社に学び、松山第一基督教会(現日本基督教団松山教会)の初代牧師で

あった二宮邦次郎の熱い祈りによって明治19年9月16日に創立された、四国最初の女学

校である｢私立松山女学校｣を前身としている。二宮牧師は、聖書に基づき、人間の尊

厳を女性自らが自覚し、敬虔な信仰をもった賢明で自立的な、更には国際的な視野を

もった人物を育てる女子教育の必要性を確信し、本学園の基礎を築くこととなった。

このキリスト教精神に基づく女子教育こそが、本学園の歴史を貫いて継承されてきた

ものである。 

 第二次世界大戦後、新たに公布された教育基本法のもとで、昭和22年に松山東雲中

学校が併設され、翌23年には松山東雲高等学校が発足する。その後、昭和27年に松山

東雲カレッジが、昭和32年に松山東雲栄養学院が設置され、それらの昇格・発展の上

に、昭和39年に県下最初の女子短期大学として本学が開学した。地域の女子高等教育

におけるパイオニアとしてその歩みをすすめている。さらに、昭和43年に短期大学附

属幼稚園を開設、平成4年には松山東雲女子大学(以下、女子大学という)が開学した。

平成26年には本学開学50周年を迎え、記念礼拝、講演会、パネル展、コンサート等の

各種周年事業を実施した。 

創立130年を迎える本学園は、大街道キャンパス(中学・高等学校)、桑原キャンパス

(本学、短期大学附属幼稚園、女子大学)に置かれた所属校を通して、建学の精神をも

って地域社会に貢献することを使命とする総合学園として今日を迎えている。 

 

【学校法人松山東雲学園の沿革】 

明治19(1886)年 9月16日 私立松山女学校創立 

昭和 7(1932)年 2月10日 松山東雲高等女学校と改称 

昭和10(1935)年 2月 8日 財団法人松山東雲高等女学校を組織 

昭和22(1947)年 4月 1日 学制改革により松山東雲中学校併設 

昭和23(1948)年 4月 1日 松山東雲高等学校設置 

昭和23(1948)年 8月 6日 財団法人松山東雲高等学校に名称変更 

昭和26(1951)年 3月10日 学校法人松山東雲高等学校に組織変更 

昭和27(1952)年 4月 1日 松山東雲カレッジ設置 

昭和31(1956)年 2月16日 学校法人松山東雲学園に名称変更 

昭和32(1957)年 3月22日 松山東雲栄養学院設置認可 

昭和32(1957)年 4月 1日 松山東雲栄養学院開設 

昭和40(1965)年 3月20日 松山東雲カレッジ・松山東雲栄養学院閉校 

昭和56(1981)年 4月 1日 松山東雲高等学校全日制課程英語科設置 

平成 3(1991)年12月20日 松山東雲女子大学人文学部(人間文化学科･言語文化学科)

設置認可 
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平成 4(1992)年 4月 1日 松山東雲女子大学開設 

平成10(1998)年 4月 1日 松山東雲女子大学言語文化学科を国際文化学科に名称変

更 

平成10(1998)年12月22日 松山東雲女子大学人間心理学科設置認可 

平成11(1999)年 4月 1日 松山東雲女子大学人間心理学科開設 

平成13(2001)年 4月 1日 松山東雲高等学校英語情報科開設、英語科募集停止 

平成15(2003)年 3月31日 松山東雲高等学校英語科廃止 

平成16(2004)年 4月 1日 松山東雲高等学校英語情報科募集停止 

平成19(2007)年 4月 1日 松山東雲女子大学人文学部(人間文化学科・国際文化学科・

人間心理学科)募集停止 

平成19(2007)年 4月 1日 松山東雲女子大学人文科学部心理子ども学科・国際文化学

科開設 

 

【松山東雲短期大学の沿革】 

昭和39(1964)年 1月25日 松山東雲短期大学食物科設置認可 

昭和39(1964)年 4月 1日 松山東雲短期大学開設 

昭和41(1966)年 1月25日 松山東雲短期大学家政科・英文科・保育科設置認可 

昭和41(1966)年 4月 1日 松山東雲短期大学家政科・英文科・保育科開設 

昭和43(1968)年 1月10日 松山東雲短期大学附属幼稚園設置認可 

昭和43(1968)年 4月 1日 松山東雲短期大学附属幼稚園開設 

昭和58(1983)年12月22日 松山東雲短期大学秘書科設置認可 

昭和59(1984)年 4月 1日 松山東雲短期大学秘書科開設 

昭和61(1986)年12月23日 松山東雲短期大学生活科学科設置認可 

昭和62(1987)年 4月 1日 松山東雲短期大学生活科学科開設、食物科・家政科募集停

止 

平成元(1989)年10月12日 松山東雲短期大学食物科・家政科廃止認可 

平成10(1998)年12月22日 松山東雲短期大学生活文化学科設置認可 

平成11(1999)年 4月 1日 松山東雲短期大学生活文化学科開設、英文科・生活科学

科生活文化専攻募集停止 

平成11(1999)年 4月 1日 松山東雲短期大学生活科学科生活環境専攻を生活科学科生

活デザイン専攻に名称変更 

平成12(2000)年 3月31日 松山東雲短期大学生活科学科生活文化専攻廃止 

平成12(2000)年 7月28日 松山東雲短期大学英文科廃止認可 

平成13(2001)年12月20日 松山東雲短期大学専攻科福祉専攻設置認可 

平成14(2002)年 4月 1日 松山東雲短期大学専攻科福祉専攻開設 

平成20(2008)年 4月 1日 松山東雲短期大学生活文化学科募集停止 
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松山東雲短期大学生活科学科に介護福祉専攻開設 

平成21(2009)年 3月31日 松山東雲短期大学専攻科福祉専攻廃止 

平成23(2011)年 3月31日 松山東雲短期大学生活科学科生活デザイン専攻廃止 

平成26(2014)年 4月 1日  松山東雲短期大学秘書科を現代ビジネス学科に名称変更 

 平成27(2015)年 4月 1日 松山東雲短期大学生活科学科介護福祉専攻募集停止 

 

 

(2)学校法人の概要 

学校法人が設置するすべての教育機関の名称、所在地、入学定員、収容定員及び在

籍者数 

 

教育機関名 所在地 
入学 

定員 

収容 

定員 

在籍 

者数 

松山東雲女子大学 愛媛県松山市桑原3丁目2-1 110 460 393 

松山東雲短期大学 愛媛県松山市桑原3丁目2-1 250 540 584 

松山東雲高等学校 愛媛県松山市大街道3丁目2-24 140 420 303 

松山東雲中学校 愛媛県松山市大街道3丁目2-24 50 150 91 

松山東雲短期大学 

附属幼稚園 
愛媛県松山市桑原3丁目2-7 − 190 178 

総  計 550 1,760 1,549 
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(3)学校法人・短期大学の組織図 

(平成28年5月1日現在) 
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 (4)立地地域の人口動態・学生の入学動向・地域社会のニ－ズ              

 立地地域の人口動態 

  本学の所在地である松山市の人口等は次のとおりである。 

位  置 松山市の南東の郊外に位置 

面積・人口 

面積 429.37km2   

人口 515,828人(世帯233,895世帯)  

[平成28年1月1日現在] 

高等教育機関 

松山東雲女子大学・松山東雲短期大学(私立)、愛媛大学(国立)、

松山大学・松山短期大学(私立)、聖カタリナ大学・聖カタリナ短

期大学部(私立) 

沿  革 

松山市は、愛媛県の中央部、松山平野に位置し、東は西日本の

最高峰石鎚山に代表される四国山地があり、西は海岸線の美しい

国立公園瀬戸内海があるという自然に恵まれた環境にある。明治6

年愛媛県庁が設置され、県都となり、明治22年より市政を施行以

来、政治・経済の中心都市として成長し、また、俳人正岡子規を

はじめ、多くの文人を輩出するなど地方文化の拠点としての役割

を果たしている。 

平成12年4月には総合的な都市機能を備え、中核市へと移行し、

平成17年1月には北条市・中島町と合併し四国初の50万都市へと成

長した。 

(松山市HPから引用) 

 

1)所在地 

学校法人松山東雲学園所在地 愛媛県松山市桑原3丁目2番1号 

松山東雲短期大学所在地   愛媛県松山市桑原3丁目2番1号 

 

2)位置および周囲の状況 

松山市は、愛媛県の中央部、松山平野に位置し、東は西日本の最高峰石鎚山に代表さ

れる四国山地があり、西は海岸線の美しい国立公園瀬戸内海があるという自然に恵まれ

た環境にある。明治6(1873)年愛媛県庁が設置され、県都となり、明治22年より市政を

施行以来、政治・経済の中心都市として成長し、また、俳人正岡子規をはじめ、多くの

文人を輩出するなど地方文化の拠点としての役割を果たしている。 

平成12年4月には総合的な都市機能を備え、中核市へと移行し、平成17年1月には北条

市・中島町と合併し四国初の50万都市へと成長した。 

本学は、松山市の南東の郊外に位置し、かつては松山藩主松平定行公の隠居所があっ

た東野の隣接地で、昔の面影を僅かにしのぶことができる閑静な地域にある。本学の2

㎞北には、わが国最古の温泉といわれる道後温泉がある。また、近隣には四国霊場第50

番札所繁多寺があり、第51番札所石手寺に至る遍路道沿いに本学がある。 

 

 

http://www.city.matsuyama.ehime.jp/sikihaku/1179367_1181.html
http://www.soumu.go.jp/cyukaku/seido.html
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/seisaku/1179162_907.html
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/sikihaku/1179367_1181.html
http://www.soumu.go.jp/cyukaku/seido.html
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/seisaku/1179162_907.html
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 学生の入学動向 

地域 

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

人数 

(人) 

割合 

(％) 

人数 

(人) 

割合 

(％) 

人数 

(人) 

割合 

(％) 

人数 

(人) 

割合 

(％) 

人数 

(人) 

割合 

(％) 

岡山県 2 0.7％         

広島県 1 0.3％ 1 0.3％ 2 0.7％ 2 0.7％   

山口県     1 0.3％     

徳島県     1 0.3％     

香川県 2 0.7％ 2 0.7％     3 0.9％ 

愛媛県 265 92.3％ 278 96.9％ 278 96.2％ 263 94.3％ 312 95.4％ 

高知県 5 1.7％ 3 1.0％ 3 1.0％ 3 1.1％ 5 1.5％ 

熊本県 1 0.3％ 1 0.3％       

大分県   1 0.3％ 1 0.3％     

宮崎県 1 0.3％     2 0.7％   

沖縄県     1 0.3％ 1 0.4％ 2 0.6％ 

その他 10 3.5％ 1 0.3％ 2 0.7％ 8 2.9％ 5 1.5％ 

合計 287 100％ 287 100％ 289 100％ 279 100％ 327 100％ 

 

 地域社会のニーズ 

本学全体の就職・進学希望者の進路決定率は、過去10年にわたり97%を超える高い

就職率を継続している。本学の学生は愛媛県内での就職希望が多く、本学全体の決

定者のうち、約9割の学生は、愛媛県内への就職を決めている。特に愛媛県内の保育

所・幼稚園、医療・福祉の分野では、保育士、幼稚園教諭、栄養士、介護福祉士と

して重要な役割を果たし、一般企業でも事務職、サービス・販売職など様々な分野

で活躍している。平成26年には短期大学開学50周年を迎え、地元の企業・団体、施

設などでは高く評価され、安定したニーズがある。 

 

 地域社会の産業の状況 

みかんに代表される農業や、日本最古の道後温泉や松山城などを中心とした観光

業、化学繊維を中心とした製造業などが基幹産業である。空港や港湾付近の沿岸部

には工業地帯が広がり、工業生産額は四国地方で上位となっている。情報・通信に

ついては、四国を統括している主要な機関として総務省四国総合通信局、NTT西日本

愛媛支店、日本郵政四国支社、NHK松山放送局(四国統括局)等があり、その関連で情

報通信の基盤整備も進んでいる。四国最大の人口を持つ都市として、サービス業な
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ど第三次産業も発達しており、周辺の市町をも圏域とする利便性の高い商業集積が

見られる。 

 

 短期大学所在の市区町村の全体図 

  

1)松山市の概略図 

愛媛県のほぼ中央にある松山平野に位置している。市役所は、東経132度46分、北

緯33度50分。東京に比べて経度で7度の差があり、夜明けと日没ともに28分ほど遅く

なる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(松山市HPから引用) 

2)本学周辺の概略図 
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(5)課題等に対する向上・充実の状況                        

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

項への対応について 

改善を要する事項 

(向上・充実のための課題) 
対 策 成 果 

評価領域Ⅳ 教育目標の達

成度と教育の効果 

○退学、休学、留年等の学生

へのケアについては、初年次

教育を徹底し、また学科や教

員として求められているこ

とを明確にするとともに、教

育課程の改善が望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近年、本学の退学理由とし

て多いのが｢就学意欲の低

下｣であり、基礎学力が十分

に備わっていない学生が授

業についていけないことに

起因すると推察される。この

状況を踏まえ、短期大学全体

の取り組みとしては、平成22

年度より入学予定者を対象

とした入学準備プログラム

の一環として国語テストを

実施することで日本語運用

能力を把握し、初年次教育の

 

 

平成20年度の自己点検・評

価報告時における入学生の

卒業までの退学・除籍者(退

学率)の合計は、平成18年度

入学生は7.4％、平成19年度

入学生は9.2％、平成20年度

入学生では 8.8％ (1年間 )と

なっているのに対し、近年の

動向は、平成25年度入学生は

9.3％、平成26年度入学生は

6.1％、平成27年度入学生で

は4.0％(1年間)である。平成

25年度は高い退学率となっ
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評価領域Ⅴ 学生支援 

○短期大学に対する信頼度

を高めることの一つは、今日

の卒業生の離職率を下げる

ことであるが、そのために

は、アドバイザー制度による

入学から就職までのきめ細

かなサポートと共にキャリ

アサポートの一層の充実に

よって、学生の社会人として

の職業意識を更に高め、仕事

への責任感等を育てていく

努力が望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

充実を図っている。学科・専

攻課程における取り組みは

様々であるが、主には少人数

で運営されるゼミナールや

レポート課題の添削等を通

した指導を行っている。さら

に、平成27年度より｢成績不

振の学生への対応について｣

を｢教務の手引｣に示し、それ

まで学科・専攻課程、教員に

おいて成績不振者への対応

が異なっていたものを制度

化した。その中では、成績不

振者の早期発見および学生

と保護者への対応について

記し、よりきめ細かい学生指

導を目指している。 

 

本学に対する信頼度を高

めることの一つは、卒業生の

早期離職率を下げることで

ある。そのために、学生の現

状を正確に把握し、適切なキ

ャリア教育を提供すること、

さらには入学から就職まで

のきめ細やかなサポートを

拡充することに力を入れて

きた。文部科学省の｢産業界

のニーズに対応した教育改

善・充実体制整備事業｣に採

択され実施した地元企業、卒

業生、在学生を対象としたア

ンケート結果をもとに、キャ

リア支援課が提供するキャ

リアプログラムを再構築し

た。県内企業と協働したキャ

リアプログラム等により、愛

媛県における人材育成に連

携して取組む基盤もできつ

つある。さらに、平成26年度

ているものの、その後は改善

が見られる。一人ひとりを大

切にしたこれまでの地道な

取り組みが、成果としてあら

われたものと思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

順調な就職決定率を維持

している。平成27年度の就職

率は、景気回復等により平成

26年度を上回った。就職率

は、平成27年度99.2％、平成

26年度97.9％であった。就職

決定率は平成27年度95.3％、

平成 26年度 92.2％という結

果である(平成28年5月1日現

在)。卒業生の離職率につい

ては、データとしての蓄積は

していないが、定期的に行っ

ている企業訪問等の機会を

利用して勤務状況の確認を

行い、離職者がいる場合はそ

の原因を聴取し、キャリアプ

ログラムに反映させるよう

にしている。 
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評価領域Ⅸ 財務 

○｢学園再建計画に係る中期

資金計画｣の実施など努力は

しているが、短期大学部門及

び学校法人全体が支出超過

であり、財務体質の改善が望

まれる。 

 

 

 

 

 

より学生自身のキャリア形

成支援とアドバイザーによ

るきめ細かなサポートをよ

り強化するために、キャリア

ポートフォリオを導入した。

平成27年度からは、学習ポー

トフォリオと合わせ、eポー

トフォリオとして運用して

いる。 

 

指摘以降、財政基盤を改善

すべく、帰属収支差額の黒字

化を図るため、平成21年度か

ら経営改善計画を立案し、遊

休土地の売却、不採算部門

(女子大学学科・本学専攻)の

募集停止とそれに伴う教員

組織のスリム化および人件

費施策の導入等を平成 21年

度から平成 25年度まで実施

し、収支バランスを改善し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

帰属収支差額は、平成21年

度から平成 23年度を除き収

入超過を果たすことができ

た。平成23年度は文部科学省

の通知に沿った退職給与引

当金の繰入を実施したこと

により支出超過となったも

のである。 

 

 

 

②上記以外で、改善を図った事項について 

特になし 

 

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

期大学は、留意事項及びその履行状況と記述する｡ 

該当なし 

 

(6)学生デ－タ 

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

学科等の名称 事項 
24 

年度 

25 

年度 

26 

年度 

27 

年度 

28 

年度 
備考 

 

 

保育科 

 

入学定員 100 100 100 100 100 

 入学者数 110 108 101 127 108 

入学定員充足率(％) 110 108 101 127 108 
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収容定員 200 200 200 200 200 

在籍者数 227 210 205 227 231 

収容定員充足率(％) 113 105 102 113 115 

現代ビジネス 

学科 

(旧秘書科) 

入学定員 70 70 70 70 70 

平成26年度 

名称変更 

入学者数 79 86 75 87 76 

入学定員充足率(％) 112 122 107 124 108 

収容定員 140 140 140 140 140 

在籍者数 151 162 159 157 164 

収容定員充足率(％) 107 115 113 112 117 

生活科学科 

食物栄養専攻 

入学定員 80 80 80 80 80 

 

入学者数 69 79 86 89 73 

入学定員充足率(％) 86 98 107 111 91 

収容定員 160 160 160 160 160 

在籍者数 151 151 166 181 167 

収容定員充足率(％) 94 94 103 113 104 

生活科学科 

介護福祉専攻 

入学定員 40 40 40 40 
募集 

停止 

 

入学者数 29 16 17 24 0 

入学定員充足率(％) 72 40 42 60 0 

収容定員 80 80 80 80 40 

在籍者数 41 43 33 44 22 

収容定員充足率(％) 51 53 41 55 55 
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② 卒業者数(人)  

区分 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

保育科 105 112 96 101 99 

現代ビジネス学科(旧秘書科) 81 69 70 81 66 

生活科学科食物栄養専攻 70 69 63 66 77 

生活デザイン専攻 21 － － － － 

介護福祉専攻 14 11 26 13 17 

合 計 291 261 255 261 259 

 

③ 退学者数(人)  

区分 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

保育科 8 13 10 4 5 

現代ビジネス学科(旧秘書科) 5 6 9 8 3 

生活科学科食物栄養専攻 6 10 7 8 10 

    生活デザイン専攻 3 － － － － 

    介護福祉専攻 4 3 1 0 5 

合 計 26 32 27 20 23 

 

④ 休学者数(人)  

区分 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

保育科 5 6 5 2 2 

現代ビジネス学科(旧秘書科) 1 1 2 2 2 

生活科学科食物栄養専攻 3 6 2 6 7 

    生活デザイン専攻 0 － － － － 

    介護福祉専攻 0 0 1 1 3 

合 計 9 13 10 11 14 
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⑤ 就職者数(人)   

区分 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

保育科 100 103 93 96 94 

現代ビジネス学科(旧秘書科) 67 56 55 65 60 

生活科学科食物栄養専攻 61 52 47 58 69 

    生活デザイン専攻 19 － － － － 

    介護福祉専攻 13 7 25 11 16 

合 計 260 218 220 230 239 

 

⑥ 進学者数(人)  

区分 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

保育科 1 2 1 1 3 

現代ビジネス学科(旧秘書科) 0 4 5 4 0 

生活科学科食物栄養専攻 4 6 3 1 3 

    生活デザイン専攻 0 － － － － 

    介護福祉専攻 0 2 1 1 0 

合 計 5 14 10 7 6 
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(7)短期大学設置基準を上回っている状況・短期大学の概要 

① 教員組織の概要(人)                    

学科等名 

専任教員数 設置基準 

で定める 

教員数 

〔イ〕 

短期大学全体の

入学定員に応じ

て定める専任教

員数〔ロ〕 

設置基

準で定

める教

授数 

助
手 

非
常
勤
教
員 

備
考 

教
授 

准
教
授 

講
師 

助
教 

計 

保育科 3 3 4 0 10 8 
 

3 1 19 
教育学・ 

保育学関係 

現代ビジネス学科 6 0 1 0 7 7  3 1 15 経済学関係 

生活科学科 

食物栄養専攻 
2 4 1 0 7 5 

 
2 3 11 家政関係 

生活科学科 

介護福祉専攻 
2 0 2 0 4 0 

 
0 1 3 家政関係 

(小計) 13 7 8 0 28 20  8    

〔その他の組織等〕 0 0 0 0 0     10  

短期大学全体の入学

定員に応じて定める

専任教員数〔ロ〕 

      4 2    

(合計) 13 7 8 0 28 24 10 6 58  

※ 学長は除く。 

 

② 教員以外の職員の概要(人)    

 専任 兼任 計 

事務職員 37 4 41 

技術職員 0 0 0 

図書館・学習資源センター等の専門事務職員 0 0 0 

その他の職員 0 5 5 

計 37 9 46 

 

 

③ 校地等(㎡) 

校
地
等 

区分 
専用

(㎡) 

共用

(㎡) 

共用する

他の学校

等の専用

(㎡) 

計 

(㎡) 

基準面積

(㎡) 

在籍学生

一人当た

りの面積

(㎡) 

備考 

(共用の

状況等) 
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校舎敷地 75 5,883 － 5,958  

本学 

5,860 

女子大学 

4,600 

合計 

10,400 

〔イ〕 

12.96 

 

 

松山東雲

女子大学 

運動場用地 － 6,867 － 6,867 

小計 75 12,750 － 
〔ロ〕 

12,825 

その他 − 22,805 － 22,805 

合計 75 35,555 － 35,630 

 

④ 校舎(㎡) 

区分 
専用

(㎡) 

共用 

(㎡) 

共用する他の

学校等の専用

(㎡) 

計(㎡) 
基準面積

(㎡) 

備考 

(共用の状況等) 

校舎 50.58 21,414.31 － 21,464.89 

本学 

5,450 

女子大学 

3,553 

合計 

9,003 

松山東雲 

女子大学 

 

⑤ 教室等(室)  

講義室 演習室 実験実習室 
情報処理 

学習室 
語学学習施設 学習支援室 

18 33 42 5   

 

⑥ 専任教員研究室(室) 

専任教員研究室 

49 

 

⑦ 図書・設置     

学科・専攻 

課程 

図書 

〔うち外国書〕 

学術雑誌 

〔うち外国書〕(種) 
視聴覚 

資料 

(点) 

機械・器具 

(点) 

標本 

(点) 
(冊) 

 電子ジャーナル

〔うち外国書〕 

全学科 
177,978 

[21,179] 

395 

[126] 
0 3,141 0 0 

※女子大学と共用している。 

※視聴覚資料は、CD、LD、VHS、DVD等の総計。 
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図書館 
面積(㎡) 閲覧座席数 収納可能冊数 

1,196.53㎡ 174席 179,000冊 

体育館 
面積(㎡) 体育館以外のスポーツ施設の概要 

1,597.74 テニスコート、柔道場、弓道場 

 

(8)短期大学の情報の公表について                           

 平成28年5月1日現在 

①教育情報の公表について   

 事 項 公表方法等 

1 
大学の教育研究上の目的に関

すること 

・履修要覧 

・本学公式ウェブサイト 

http://www.shinonome.ac.jp/site/college/jrcoll

ege-outline-purpose.html 

2 
教育研究上の基本組織に関す

ること 

・本学公式ウェブサイト 

http://www.shinonome.ac.jp/uploaded/attachment

/758.pdf 

3 

教員組織、教員の数並びに各

教員が有する学位及び業績に

関すること 

・本学公式ウェブサイト

http://www.shinonome.ac.jp/site/college/resear

cher-jrcollege-2016.html 

http://www.shinonome.ac.jp/uploaded/attachment

/758.pdf 

4 

入学者に関する受け入れ方針

及び入学者の数、収容定員及

び在学する学生の数、卒業又

は修了した者の数並びに進学

者数及び就職者数その他進学

及び就職等の状況に関するこ

と 

・学生募集要項 

・本学公式ウェブサイト

http://www.shinonome.ac.jp/site/college/jrcoll

ege-outline-policy.html 

http://www.shinonome.ac.jp/uploaded/attachment

/759.pdf 

5 

授業科目、授業の方法及び内

容並びに年間の授業の計画に

関すること 

・履修要覧 

・時間割表 

・本学公式ウェブサイト 

http://syllabus.shinonome.ac.jp/SyllabusWeb/KM

LIG0012.aspx 

6 

学修の成果に係る評価及び卒

業又は修了の認定に当たって

の基準に関すること 

・履修要覧 

・本学公式ウェブサイト

http://www.shinonome.ac.jp/uploaded/attachment

/760.pdf 

7 

校地、校舎等の施設及び設備

その他の学生の教育研究環境

に関すること 

・キャンパス・ガイド 

・本学公式ウェブサイト 

http://www.shinonome.ac.jp/site/college/life-c

ampuslife-map.html 

8 
授業料、入学料その他の大学

が徴収する費用に関すること 

・学生募集要項 

・本学公式ウェブサイト 

http://www.shinonome.ac.jp/site/nyushi/jrcolle
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ge-examinfo.html 

9 

大学が行う学生の修学、進路

選択及び心身の健康等に係る

支援に関すること 

・キャンパス・ガイド 

・本学公式ウェブサイト 

http://www.shinonome.ac.jp/site/college/life-s

cholarship.html 

http://www.shinonome.ac.jp/site/college/list11

.html 

http://www.shinonome.ac.jp/site/college/life-c

ampuslife-counseling.html 

 

 

②学校法人の財務情報の公開について  

事 項 公開方法等 

財産目録、貸借対照表、収支計算

書、事業報告書及び監査報告書 

・本学公式ウェブサイト 

http://www.shinonome.ac.jp/soshiki/2/disclosur

e-financial-information.html 

 

 

 (9)各学科・専攻課程ごとの学習成果について                     

 学習成果をどのように規定しているか。 

 本学では、建学の精神を基盤にして、各学科・専攻課程の教育目的に基づき設定さ

れたディプロマポリシーを卒業時までに修得すべき学習成果として捉え、学生に示し

ている。 

 

〈保育科〉 

 保育科の学習成果は、以下に示されるディプロマポリシーにおいて確認することが

できる。 

1.人としての教養、感性、生命への畏敬、人格への尊厳など常に自己を磨こうとする

努力ができる。 

2.自ら進んで保育者として必要な知識や技能を身につけるとともに、自己の課題を見

つけ、それに取り組むことができる。 

3.核家族化、少子化が進む現代社会の中で、子どもや家庭が置かれている状況を理解

し、今何が必要かを考えることができる。 

4.子どもが育つ社会環境や自然環境の意味や他児と出会い生活する幼稚園や保育所の

意義、保育者の役割について理解することができる。 

5.各授業で学んだ考え方や知識、技能を総合化し、子どもと積極的にかかわることが

できる。 

6.子どもの年齢による発達やその順序、心身の特性などについて基本的な内容を理解

し、子どもとの生活を作りだすことができる。 

学習成果は、学科会において毎年行われるディプロマポリシーとカリキュラムポリ

シーの見直しを通して定期的に点検されている。 
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〈現代ビジネス学科〉 

 現代ビジネス学科がディプロマポリシーにおいて求める学習成果は、次のとおりで

ある。 

1.現状を分析し、問題を発見し、その解決策を考え出して実行することができる。 

2.情報を収集・分析し、提案することができる能力を身につけている。 

3.自分と周囲の人々や物事の関係性を理解し、主体的に行動することができる。 

4.他者の意見を尊重し、自身の考えを的確にわかりやすく伝えることができる。 

 学習成果を定期的に点検する機会としては、学科会において年度ごとに行われるデ

ィプロマポリシーとカリキュラムポリシーの見直し、定期的に実施されている愛媛県

内の事業所を対象にしたアンケート調査、キャリア支援課のスタッフによる企業訪問

等を挙げることができる。 

 

〈生活科学科食物栄養専攻〉 

生活科学科食物栄養専攻がディプロマポリシーにおいて求める学習成果は、次のと

おりである。 

1.食べ物と栄養について理解する。 

2.人との交流を大切にし、人びとから信頼される幅広い人間性とコミュニケーション

能力を備える。 

3.組織や地域にあって他職種と協調・協働して社会に貢献しようとする意識と責任感

を身につける。 

4.病院、学校、市町村、事業所、福祉施設などにおける栄養士の仕事を理解し、食と

健康に関する専門知識と確かな技術を身につける。 

5.栄養士として現場や地域において活躍できる実践力を身につける。 

学習成果は、専攻会において毎年行われるディプロマポリシーとカリキュラムポリ

シーの見直しを通して定期的に点検されている。 

 

〈生活科学科介護福祉専攻〉 

生活科学科介護福祉専攻がディプロマポリシーにおいて求める学習成果は、次のと

おりである。 

1.介護福祉士としての専門的な知識を修得し、身につけることができる。(知識・理解) 

2.確かな視点に基づき、冷静に状況を判断することができる。(思考・判断) 

3.社会問題に関心を持ち、積極的に解決しようとすることができる。(関心・意欲) 

4.人間の尊厳性を踏まえながら、他者を思いやることができる。(態度) 

5.介護福祉士としての専門的な技能を修得し、社会に活かすことができる。(技能・表 

現) 

学習成果については、毎年の卒業認定へ向けた成績の評価、特に｢介護実習Ⅳ｣の成

績評価を通し、定期的に介護福祉士としての資質を含めた点検を行っている。また、

介護福祉士養成の基準が変更された場合には、その都度に学習成果の見直しを行って

いる。近時では、医療的ケアの導入などに対応し、卒業生の学習成果を高めている。 
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 どのように学習成果の向上・充実を図っているか。 

 学習成果の向上・充実は、授業と学生指導におけるPDCAサイクルを挙げることがで

きる。 

 授業については、教員はシラバス(授業概要)に記される授業の到達目標を達成する

ために、シラバスに即した授業運営をし、学習成果の測定を総合評価の観点から実施

し、成績評価を行う。全授業科目において｢学生による授業評価アンケート｣が実施さ

れ、教員はアンケート調査結果を受け、その反省点などを改善策に結びつけることで、

より充実した授業運営を目指す。また、平成27年度より｢学生による授業評価アンケー

ト｣において、評価の高い教員には顕彰を、低い教員には授業改善計画の提出を義務付

けることとし、さらなる教育の質向上に向けた新たな取り組みを始めた。 

  学生指導については、次のようなPDCAサイクルを採用している。各学期における学

習成果の評価である成績通知は、担当教員が学生に成績通知表を配付することで行わ

れる。成績通知後、学生はeポートフォリオシステムを利用して、該当学期の振り返り

と次学期の目標設定を行う。その後、担当教員はそれに対するフィードバックを与え

ることになっている。また、平成27年度より｢教務の手引｣に成績不振学生への対応に

ついて、成績不振と判断される基準、該当学生とその保護者への対応について明文化

している。具体的には該当学生に面談後、学生支援記録を作成し、必要ならば保護者

との面談も実施する。学科長・専攻主任は必要に応じて学科会・専攻会において情報

共有をし、その後の学生指導へと生かしている。 

 

(10)オフキャンパス、遠隔教育、通信教育その他の教育プログラム 

実施していない 

 

(11)公的資金の適正管理の状況 

｢研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)｣(平成19年2

月15日文部科学大臣制定)に基づき、本学では規程等を整備し、責任体系やルール、職

務権限の明確化を図り、適正な運営及び管理を確保している。責任体系、公的研究費

の相談窓口及び不正に関する通報窓口、主要な規程をウェブサイトに公開し、公的研

究費の管理体制について学内外に周知している。同実施基準の改正(平成26年2月)に基

づき、不正行為に対する理解を深め、不正防止対策の意識を高める目的で、コンプラ

イアンス教育を実施している。また、毎年度1回公的研究費に関する監査を実施し、適

正な執行を確認している。 

なお、関係する規程等のうち、主なものは以下のとおりである。 

 

・松山東雲女子大学・松山東雲短期大学研究倫理綱領 

・松山東雲女子大学・松山東雲短期大学公的研究費の運営・管理に関する規程 

・松山東雲女子大学・松山東雲短期大学公的研究費の不正防止に関する規程 

・松山東雲女子大学・松山東雲短期大学不正防止委員会規程 

・松山東雲女子大学・松山東雲短期大学公的研究費取扱実施要領 

・松山東雲女子大学・松山東雲短期大学公的研究費に関する監査実施要領 
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(12)理事会・評議員会の開催状況(平成25年度～平成27年度)  

区

分 

開催日現在の状況 

開催年月日 

開催時間 

出席者数等 
監事の

出席 

状況 定員 
現員

(a) 

出席 

理事数 

(b) 

実出席

率 

(b/a) 

意思表示 

出席者数 

平

成

25

年

度   

理

事

会 

10～12人 

11人 
平成25年4月15日 

10：00 ～ 12：30 
10人  90.9% 1人 2／2 

11人 
平成25年5月29日 

13：00 ～ 14：25 
11人 100% 0人 2／2 

11人 
平成25年5月29日 

16：00 ～ 17：00 
11人 100% 0人 2／2 

11人 
平成25年7月9日 

16：10 ～ 19：20 
11人  100% 0人 1／2 

11人 
平成25年7月16日 

16：10 ～ 20：10 
11人 100% 0人 2／2 

11人 
平成25年7月29日 

14：30 ～ 18：30 
11人 100% 0人 1／2 

11人 
平成25年8月29日 

13：00 ～ 13：55 
11人 100% 0人 1／2 

11人 
平成25年8月29日 

15：15 ～ 16：45 
11人 100% 0人 1／2 

11人 
平成25年9月18日 

13：30 ～ 16：40 
11人 100% 0人 1／2 

11人 
平成25年10月16日 

12：10 ～ 12：55 
11人 100% 0人 1／2 

11人 
平成25年10月23日 

14：40 ～ 16：00 
11人 100% 0人 2／2 

11人 
平成25年11月27日 

14：40 ～ 16：45 
11人 100% 0人 1／2 

11人 
平成25年12月17日 

13：00 ～ 13：45 
11人 100% 0人 1／2 

11人 
平成25年12月17日 

15：05 ～ 17：00 
11人 100% 0人 1／2 

11人 
平成26年1月14日 

14：40 ～ 17：00 
10人 90.9% 1人 1／2 

11人 
平成26年2月4日 

16：30 ～ 18：40 
11人 100% 0人 1／2 

11人 
平成26年3月4日 

14：00 ～ 16：25 
10人 90.9% 1人 1／2 

11人 
平成26年3月28日 

13：00 ～ 13：55 
11人 100% 0人 2／2 

11人 
平成26年3月28日 

15：10 ～ 18：15 
11人  100% 0人 2／2 

 

 

 

 
11人 

平成26年4月15日 

14：40 ～ 15：30 
9人  81.8% 2人 1／2 
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平

成

26

年

度  

理

事

会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10～12人 

 

11人 
平成26年5月28日 

13：00 ～ 13：50 
9人 81.8% 2人 2／2 

11人 
平成26年5月28日 

15：00 ～ 16：35 
9人 81.8% 2人 2／2 

11人 
平成26年6月27日 

13：00 ～ 14：50 
11人  100% 0人 2／2 

11人 
平成26年7月31日 

15：00 ～ 17：50 
11人  100% 0人 2／2 

11人 
平成26年8月27日 

14：30 ～ 16：40 
11人 100% 0人 2／2 

11人 
平成26年9月10日 

13：30 ～ 14：40 
11人 100% 0人 1／2 

11人 
平成26年9月26日 

13：00 ～ 13：50 
11人 100% 0人 1／2 

11人 
平成26年9月26日 

15：35 ～ 16：05 
11人 100% 0人 1／2 

11人 
平成26年10月27日 

14：40 ～ 15：50 
10人 90.9% 1人 1／2 

11人 
平成26年12月3日 

13：00 ～ 15：10 
10人 90.9% 1人 1／2 

11人 
平成26年12月19日 

13：00 ～ 13：50 
9人 81.8% 2人 2／2 

11人 
平成26年12月19日 

15：35 ～ 16：15 
10人 90.9% 0人 2／2 

11人 
平成27年1月20日 

14：40 ～ 17：20 
11人 100% 0人 2／2 

11人 
平成27年2月2日 

14：00 ～ 15：25 
10人 90.9% 0人 1／2 

11人 
平成27年2月24日 

15：00 ～ 17：10 
11人 100% 0人 1／2 

11人 
平成27年3月25日 

13：00 ～ 13：45 
11人 100% 0人 2／2 

11人 
平成27年3月25日 

15：05 ～ 15：10 
11人 100% 0人 2／2 

11人 
平成27年3月25日 

15：25 ～ 17：25 
11人 100% 0人 2／2 

 

平

成

27

年

度   

理

事

会 

 

 

 

 

 

 

 

 

10～12人 

 

 

11人 
平成27年4月15日 

14：40 ～ 15：55 
10人 90.9% 1人 2／2 

11人 
平成27年5月25日 

13：00 ～ 14：20 
11人 100% 0人 2／2 

11人 
平成27年5月25日 

15：40 ～ 16：40 
11人 100% 0人 2／2 

11人 
平成27年6月29日 

14：40 ～ 16：15 
11人 100% 0人 1／2 

11人 
平成27年7月27日 

14：40 ～ 16：50 
11人 100% 0人 2／2 
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11人 

平成27年8月31日 

14：40 ～ 16：40 
11人 100% 0人 2／2 

11人 
平成27年9月28日 

13：00 ～ 13：50 
11人 100% 0人 2／2 

11人 
平成27年9月28日 

14：50 ～ 15：50 
11人 100% 0人 2／2 

11人 
平成27年10月26日 

14：40 ～ 16：30 
11人 100% 0人 1／2 

11人 
平成27年11月30日 

14：40 ～ 17：00 
11人 100% 0人 2／2 

11人 
平成27年12月8日 

14：00 ～ 16：15 
10人 90.9% 0人 1／2 

11人 
平成27年12月22日 

13：00 ～ 13：55 
10人 90.9% 1人 2／2 

11人 
平成27年12月22日 

15：30 ～ 16：20 
9人 81.8% 2人 2／2 

11人 
平成28年1月25日 

14：40 ～ 15：40 
10人 90.9% 1人 2／2 

11人 
平成28年2月29日 

14：40 ～ 16：50 
9人 81.8% 2人 2／2 

11人 
平成28年3月28日 

13：00 ～ 13：50 
10人 90.9% 0人 2／2 

11人 
平成28年3月28日 

15：10 ～ 16：20 
10人 90.9% 0人 2／2 

平

成

25

年

度

評

議

員

会 

21～25人 

23人 
平成25年5月29日 

14：30 ～ 15：50 
22人 95.7% 0人 2／2 

23人 
平成25年8月29日 

14：00 ～ 15：00 
21人 91.3% 0人 1／2 

23人 
平成25年12月17日 

14：00 ～ 15：00 
21人 91.3% 0人 1／2 

23人 
平成26年3月28日 

14：00 ～ 15：05 
21人 91.3% 0人 2／2 

平

成

26

年

度

評

議

員

会 

21～25人 

23人 
平成26年5月28日 

14：00 ～ 14：50 
21人 91.3% 0人 2／2 

23人 
平成26年9月26日 

14：00 ～ 15：30 
21人 91.3% 0人 1／2 

23人 
平成26年12月19日 

14：00 ～ 15：25 
21人 91.3% 0人 2／2 

23人 
平成27年3月25日 

14：00 ～ 15：00 
19人 82.6% 0人 2／2 

23人 
平成27年3月25日 

15：10 ～ 15：20 
19人 82.6% 0人 2／2 

平

成

27

年

 

 

21～25人 

 

23人 
平成27年5月25日 

14：30 ～ 15：30 
23人 100% 0人 2／2 

23人 
平成27年9月28日 

14：00 ～ 14：40 
19人 82.6%  0人 2／2 
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度 

 

評

議

員

会 

 

 

 

23人 
平成27年12月22日 

14：00 ～ 15：20 
20人 87.0% 0人 2／2 

23人 
平成28年3月7日 

15：30 ～ 16：20 
18人 78.3% 0人 1／2 

23人 
平成28年3月28日 

14：00 ～ 15：00 
20人 87.0% 0人 2／2 

 

 

(13)その他                                                                      

上記以外に、評価員が理解を深めるのに役立つ情報があれば記述する。 

特になし 
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2．自己点検・評価の組織と活動                 

 自己点検・評価委員会(担当者、構成員) 

○印は委員長 

 
自己点検・評価委員会 

構成 平成27年度 平成28年度 

学長 棟方 信彦  塩崎 千枝子 

ALO ○亀岡 篤 ○亀岡 篤 

学科長・専攻主任 

保育科 

  市河 勉 

現代ビジネス学科 

  吉川 研一 

生活科学科 

 食物栄養専攻 

  大塚 暢幸 

 介護福祉専攻 

  森  正康 

保育科 

  市河 勉 

現代ビジネス学科 

  吉川 研一 

生活科学科 

 食物栄養専攻 

  大塚 暢幸 

 介護福祉専攻 

  森  正康 

教務部長   水代 仁   水代 仁 

事務局(ALO補佐) 
総務課長 

  岡田 洋人 

総務課長 

  岡田 洋人 

 

 自己点検・評価の組織図(規程は提出資料) 

自己点検・評価は下図の流れで機能を果たしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教授会 

松山東雲短期大学 

自己点検・評価委員会 

・補佐会  ・拡大補佐会 

・学科・専攻会 ・キリスト教センター 

・教務部  ・FD 委員会 

・入試部  ・連携交流センター 

・学生支援部  ・研究論集委員会 

・キャリア支援部 ・カウンセリングルーム 等 

学長 理事会 

業務計画・実施報告会 



松山東雲短期大学 

26 

 

 組織が機能していることの記述(根拠を基に)  

本学では、学校教育法第109条に基づき､松山東雲学園自己点検・評価規程第2条第2

号、第3条および松山東雲短期大学学則第1条の2第3項により、自己点検・評価規程を

定めている。 

本学の教育研究水準の向上を図り、その目的および社会的使命を達成するため、本

学における教育研究活動等の状況について点検および評価を行う自己点検・評価委員

会を設置している。 

自己点検・評価委員会は、学長および学長により委嘱された学長補佐を委員長に、

各学科長および専攻主任、教務部長、総務課長により構成されるが、報告書の取り纏

めに関する基礎原稿の作成を通した自己点検・評価活動が学科・専攻課程および各執

行部等で行われることで、全学的な教職員の関与がなされている。また、報告書の作

成にあたっては、教職員を対象とした説明会を実施し、全学的なコンセンサスを得る

ように努めている。 

さらに、組織が機能している根拠として、日常的な自己点検・評価活動として、平

成23年度より毎年行われている業務計画・実施報告会がある。ここでは、学長、学長

補佐、学科長、専攻主任、執行部長などが年度初めにそれぞれの業務における現状お

よび課題を分析し、年度目標の設定と具体的な実施計画について全教員に対して説明

した後、質疑応答の時間がとられる。また、年度半ばには進捗状況の説明、年度末に

は実施計画の達成度についての報告会も開催されており、日常的な自己点検・評価活

動におけるPDCAサイクルが確立している。 

本学自己点検・評価規程の職務事項として、認証評価機関による外部評価を受ける

ことを規定している。本学は、一般財団法人短期大学基準協会による第三者評価を平

成21年度に受け、平成22年3月18日付で｢適格｣と認定され、ウェブサイト上に自己点

検・評価報告書として公表している。 

また、相互評価に関する事項も含まれ、他大学との相互評価は、本学保育科と聖和

短期大学保育科との間で相互評価協定書を交わし実施している。授業方法の工夫と改

善、学生の指導体制、附属幼稚園や子育て広場および卒後教育などについて相互に訪

問しての評価が行われている。近年では、平成25年3月に聖和短期大学の評価、そして

平成26年3月に本学の評価を実施し、平成27年3月には｢相互評価報告書｣の発刊を行っ

ている。 

 

 自己点検・評価報告書完成までの活動記録 

○平成27年度第1回自己点検・評価委員会 平成27年4月23日 16：30～15：10 

平成28年度に本学が短期大学基準協会による第三者評価を受けるための枠組み

について話し合われた。今後の方向と方針を確認した。 

○平成27年度第2回自己点検・評価委員会 平成27年5月14日 17：05～17：55 

自己点検評価にかかる担当部署の割り振り、第三者評価スケジュールの枠組み

(教授会への周知徹底、関連部署への原稿依頼)、資料収集と資料室の整備、前回

(平成20年度)評価の課題事項(関連部署への原稿依頼)について協議決定した。 

○平成27年度第3回自己点検・評価委員会 平成27年6月4日 17：15～18：45 
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自己点検評価にかかる担当部署の割り振りと委員の役割分担、資料室の活用方

法について協議決定した。 

○平成27年度第4回自己点検・評価委員会 平成27年7月15日 10：30～11：40 

平成28年度第三者評価の申し込み、自己点検・評価にかかる担当部署への原稿

シート依頼、平成28年度第三者評価ALO対象説明会への参加について協議決定し

た。 

  ○平成27年7月23日    

平成27年度自己点検・評価報告書の作成にかかる基礎原稿・資料の提出方を学

内各部署および全教員に依頼した。 

○平成27年度第5回自己点検・評価委員会 平成27年10月6日 18：00～18：40 

自己点検・評価委員長およびALO(第三者評価連絡調整責任者)の変更、自己点

検・評価委員会委員の変更、自己点検・評価報告書の進捗状況等について協議決

定した。 

○平成27年度第6回自己点検・評価委員会 平成27年12月4日 17:00～18:40 

各領域の原稿作成進捗状況の確認と今後の作業日程について相互確認を行った。 

 ○平成27年度第7回自己点検・評価委員会 平成28年1月28日 18：00～18：40 

自己点検・評価報告書作成の進捗状況、今後の日程調整を行った。 

 ○平成27年度第8回自己点検・評価委員会 平成28年2月9日  10:00～11:30 

自己点検・評価報告書の記載内容の確認を行い、今後の日程について協議した。 

 ○平成27年度第9回自己点検・評価委員会 平成28年2月15日 14:00～16:30 

自己点検・評価報告書の記載内容の確認を行い、報告書の完成に向けた最終作

業日程について決定した。 

 ○平成28年2月～4月 

自己点検・評価報告書の記載内容について、委員および学内各部署での相互チ

ェックを行う。 

 ○平成28年度第1回自己点検・評価委員会 平成28年5月12日 17:00～18:00 

   平成28年度の数値データの確認および訪問調査の受け入れ態勢について協議 

決定した。 

○平成28年度 事務担当者打ち合わせ会 平成28年6月1日 14：00～15：40 

6月末提出資料の最終確認、訪問調査日の日程調整についての打ち合わせ、訪問

調査日に必要な備え付け資料の分担の確認等を行った。 

○平成28年度第2回自己点検・評価委員会 平成28年6月2日 16:00～17:00 

自己点検・評価報告書の教授会への上程等に関し協議し、決定した。 

〇平成28年6月6日 

 『平成27年度松山東雲短期大学自己点検・評価報告書』(案)が完成、教授会にて

審議し、これを承認した。 

 〇平成28年度第3回自己点検・評価委員会 平成28年6月6日 12:30～12:50 

   教授会による承認を受け、今後の最終スケジュールについて協議し決定した。 

 〇平成28年6月15日、『平成27年度松山東雲短期大学自己点検・評価報告書』完成。 
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3．提出資料・備付資料一覧 
<提出資料一覧表> 

報告書作成マニュアル記載の提出資料 資料番号・資料名 

基準Ⅰ：建学の精神と教育の効果 

A 建学の精神 

建学の精神・教育理念についての印刷物 1.学生募集要項2016年度 

2.大学案内(Campus Guide)2015 

3.ウェブサイト｢大学概要｣ 

 http://www.shinonome.ac.jp/site/college/list7.html 

4.キャンパス・ガイド2015 

B 教育の効果 

学則 5.履修要覧2015年度 

教育目的・目標についての印刷物 1.学生募集要項2016年度 

5.履修要覧2015年度 

6.ウェブサイト｢教育の目的｣ 

http://www.shinonome.ac.jp/site/college/jrcollege-ou

tline-purpose.html 

学生が獲得すべき学習成果についての印刷

物 

5.履修要覧2015年度 

7.ウェブサイト｢教育方針｣ 

http://www.shinonome.ac.jp/site/college/jrcollegeout

line-policy.html#jrc-diploma-policy 

C 自己点検・評価 

自己点検・評価を実施するための規程 8.松山東雲短期大学自己点検･評価規程 

9.松山東雲学園自己点検･評価規程 

基準Ⅱ：教育課程と学生支援 

A 教育課程 

学位授与の方針に関する印刷物 5.履修要覧2015年度 

教育課程編成・実施の方針に関する印刷物 5.履修要覧2015年度 

入学者受け入れ方針に関する印刷物 1.学生募集要項2016年度 

カリキュラムに対応した授業科目担当者一

覧 

10.授業科目担当者表2015年度 

11.2015年度時間割表 

シラバス 12.シラバス2015年度 

B 学生支援 

学生便覧等(学則を含む)、学習支援のために

配付している印刷物 

5.履修要覧2015年度 

短期大学案内・募集要項・入学願書(2年分) 1.学生募集要項2016年度 

13.学生募集要項2015年度 

2.大学案内(Campus Guide)2015 

14.大学案内(Campus Guide)2016 

基準Ⅲ：教育資源と財的資源 

D 財的資源 

様式 5－提出資料・備付資料一覧 
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報告書作成マニュアル記載の提出資料 資料番号・資料名 

｢計算書類等の概要(過去3年間)｣ 

｢資金収支計算書の概要｣［書式1］、 

｢活動区分資金収支計算書(学校法人)｣［書式

2］、 

｢事業活動収支計算書の概要｣［書式3］、 

｢貸借対照表の概要(学校法人)｣［書式4］、 

｢財務状況調べ｣［書式5］、 

｢資金収支計算書・消費収支計算書の概要｣

［旧書式1］及び｢貸借対照表の概要(学校法

人)｣［旧書式2］ 

15.資金収支計算書の概要 

16.活動区分資金収支計算書(学校法人) 

17.事業活動収支計算書の概要 

18.貸借対照表の概要(学校法人) 

19.財務状況調べ 

20.資金収支計算書･消費収支計算書の概要 

21.貸借対照表の概要(学校法人)[旧書式] 

資金収支計算書・資金収支内訳表・貸借対照

表(過去3年間) 

22.資金収支計算書･資金収支内訳表(平成25年度～平成27

年度) 

23.貸借対照表(平成25年度～平成27年度) 

活動区分資金収支計算書・事業活動収支計算

書・事業活動収支内訳表 

24.活動区分資金収支計算書(平成27年度) 

25.事業活動収支計算書・事業活動収支内訳表(平成27年度) 

消費収支計算書・消費収支内訳表 

(過去2年間) 

26.消費収支計算書・消費収支内訳表(平成25年度～平成26

年度) 

中・長期の財務計画 27.財務計画について 

事業報告書 28.事業報告書(平成27年度) 

事業計画書／予算書 29.事業計画書(平成28年度) 

30.収支予算書(資金収支予算書・事業活動収支予算書) 

(平成28年度) 

基準Ⅳ：リーダーシップとガバナンス 

A 理事長のリーダーシップ 

寄附行為 31.学校法人松山東雲学園寄附行為 
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<備付資料一覧表> 

報告書作成マニュアル記載の備付資料 番号 資料番号・資料名 

基準Ⅰ：建学の精神と教育の効果 

A 建学の精神 

創立記念、周年誌等 

1 

･キリスト教教養講座パンフレット 

･松山東雲学園百年史〈通史編〉 

･松山東雲学園百年史〈資料編〉 

･松山東雲学園創立120周年記念誌 

･松山東雲短期大学開学50周年記念の軌跡 

･2015年度チャペルアワースケジュール 

･｢高等教育現場におけるキリスト教主義教育のこれから｣

松山東雲女子大学人文科学部紀要第21巻(2013年3月) 

C 自己点検・評価 

過去3年間(平成25年度～平成27年度)

に行った自己点検・評価に係る報告書

等 

 

 

 

2 

･2013年度業務実施報告書 

･2014年度業務計画･実施計画書 

･2015年度業務計画･実施報告書 

･学校法人松山東雲学園中長期計画一覧表 

･松山東雲女子大学･松山東雲短期大学中長期計画 

･2008年度自己点検･評価報告書 

･学校法人松山東雲学園松山東雲短期大学機関別評価結果 

･松山東雲短期大学自己点検･評価報告書(平成23年6月) 

第三者評価以外の外部評価についての

印刷物 
3 ･聖和短期大学 松山東雲短期大学 相互評価結果報告書 

［報告書作成マニュアル指定以外の備

付資料］ 

4 

･教務の手引 

･ペープサート発表風景写真 

･松山東雲短期大学保育科教職課程教職履修カルテガイダ

ンス 

･教職履修カルテ 

･科別展示写真 

･第55回中・四国保育学生研究大会発表要旨集表紙、発表

要旨46-47頁、奥付 

･現代ビジネス学科教育課程系統図(2015年度入学生用) 

･ポートフォリオ学習支援総合システム学習ポートフォリ

オ取扱説明書 

･｢若年層の女性の視点から考える松山中央商店街の活性

化｣報告書 

･インターンシップ報告書 

･｢ビジネス実務教育に関する企業実態調査(Ⅷ)｣松山東雲

短期大学研究論集第44巻(2014年3月) 

･卒業研究要旨集 

･介護実習報告会 

･学生による授業評価アンケート 

･ウェブサイト｢学生による授業評価アンケート｣教員コメ

ント 

 http://gih.shinonome.ac.jp/kyoumu/fd/fd.php 
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報告書作成マニュアル記載の備付資料 番号 資料番号・資料名 

･社会福祉主事任用資格単位修得証明書取得に関する履修

細則(保育科)の変更について 

･地方自治体・地元産業界等からの意見聴収機会に関する

実施報告(保育科) 

･ウェブサイト｢教育の目的｣ 

http://www.shinonome.ac.jp/site/college/jrcollege

-outline-purpose.html 

･シラバス2015年度 

基準Ⅱ：教育課程と学生支援 

A 教育課程 

単位認定の状況表 

5 

･単位認定の状況表 

 平成26年度入学生 平成26年度  

 平成26年度入学生 平成27年度 

学習成果を表す量的・質的データに関

する印刷物 
6 

･科別専攻別進路状況一覧表2015年度(2016年5月1日現

在) 

B 学生支援 

学生支援の満足度についての調査結果 7 ･学生生活に関する調査 

就職先からの卒業生に対する評価結果 
8 

･企業訪問報告書(教員用)イントラネット 

･仕事力玉成プロジェクト報告書 

卒業生アンケートの調査結果 −  該当なし 

入学志願者に対する入学までの情報提

供のための印刷物等 
9 ･入学前情報(学科・専攻課程) 

入学手続者に対する入学までの学習支

援のための印刷物等 
10 

･大学案内(Campus Guide)2015 [提出資料2] 

･大学案内(Campus Guide)2016 [提出資料14] 

学生の履修指導(ガイダンス、オリエン

テーション)等に関する資料 

11 

･2015年度オリエンテーションガイド 

･履修要覧2015年度 [提出資料5] 

･キャンパス・ガイド2015 [提出資料4] 

･教育課程系統図(学科・専攻課程) 

･2015年度時間割表 [提出資料11] 

･オリエンテーションマニュアル 

学生支援のための学生の個人情報を記

録する様式 12 

･環境調査票 

･キャリア支援進路登録票 

･eポートフォリオ 

進路一覧表等の実績についての印刷物 

(過去3年間) 
13 ･科別専攻別進路状況一覧表2013年度〜2015年度 

GPA等の成績分布 

14 

･単位認定の状況表[備付資料5] 

 平成26年度入学生 平成26年度 

 平成26年度入学生 平成27年度 

学生による授業評価票及びその評価結

果 
15 

･授業評価アンケート 

･授業評価アンケート集計結果 

社会人受け入れについての印刷物等 16 ･学生募集要項2016 年度[提出資料1] 

海外留学希望者に向けた印刷物等 17 ･キャンパス・ガイド2015 [提出資料4] 
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報告書作成マニュアル記載の備付資料 番号 資料番号・資料名 

FD活動の記録 
18 ･FD・SD研修会実施一覧表 

SD活動の記録 

基準Ⅲ：教育資源と財的資源 

A 人的資源 

専任教員の個人調書 
19 

･教員個人調書(平成28年5月1日現在) 

･教育研究業績調書(平成23年度〜平成27年度) 

非常勤教員一覧表 20 ･非常勤教員一覧表(平成28年5月1日現在) 

教員の研究活動について公開している

印刷物等(過去3年間) 
21 

･松山東雲女子大学・松山東雲短期大学研究者ガイド2013、

2014(該当なし)、2015 

･松山東雲短期大学教員組織研究者情報 

http://www.shinonome.ac.jp/site/college/researche

r-jrcollege-2016.html 

専任教員の年齢構成表 22 ･専任教員年齢構成表(平成28年5月1日現在) 

科学研究費補助金等、外部研究資金の

獲得状況一覧表 (過去3年間) 
23 

･科学研究費補助金および外部研究資金獲得状況一覧表

(平成25年度～平成27年度) 

研究紀要・論文集(過去3年間) 24 ･松山東雲短期大学研究論集(平成25年度～平成27年度) 

教員以外の専任職員の一覧表 

(氏名、職名) 
25 ･専任職員一覧表(平成28年5月1日現在) 

B 物的資源 

校地、校舎に関する図面 

 全体図、校舎等の位置を示す配置

図、用途(室名)を示した各階の図

面、校地間の距離、校地間の交通

手段等 

26 
･桑原キャンパス配置図 

･キャンパス・ガイド2015 [提出資料4] 

 図書館、学習資源センターの概要 

平面図、蔵書数、学術雑誌数、AV

資料数、座席数等 

27 
･図書館概要 

http://www.shinonome.ac.jp/site/library/ 

C 技術的資源 

学内LANの敷設状況 28 ･学内LAN系統図 

マルチメディア教室、コンピュータ教

室等の配置図 
29 ･コンピュータ教室配置図 

[報告書作成マニュアル指定以外の備

付資料] 

 

30 

･学校法人松山東雲学園中長期計画一覧表 [備付資料2] 

･学校法人松山東雲学園中長期計画2015年度進捗状況報

告書(法人・理事会事項)  

･松山東雲女子大学・松山東雲短期大学中長期計画 [備付

資料2] 

･学校法人松山東雲学園中長期計画2015年度進捗状況報

告書(女子大・短大) 

･授業評価アンケートとその集計結果 

･学修時間・学修行動アンケートとその集計・分析文 

･キャンパス・ガイド2015 [提出資料4] 

･防災ポケットマニュアル 

･松山東雲学園諸規程 [備付資料37] 
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報告書作成マニュアル記載の備付資料 番号 資料番号・資料名 

･松山東雲短期大学諸規程 [備付資料38] 

D 財的資源 

寄附金・学校債の募集についての印刷

物等 31 

･寄附金募集について 

http://www.shinonome.ac.jp/soshiki/2/kifukin.h

tml 

財産目録及び計算書類 

(過去3年間) 
32 ･財産目録及び計算書類(平成25年度～平成27年度) 

[報告書作成マニュアル指定以外の備

付資料] 

33 

･学校法人松山東雲学園中長期計画一覧表 [備付資料2] 

･学校法人松山東雲学園中長期計画2015年度進捗状況報

告書(法人・理事会事項) [備付資料30] 

･松山東雲女子大学・松山東雲短期大学中長期計画 [備付

資料2] 

･学校法人松山東雲学園中長期計画2015年度進捗状況報

告書(女子大・短大) [備付資料30] 

･Vision2020+ 2015年度業務計画・実施報告書 

･経営改善に関わる経費削減数値目標について 

･SWOT分析(学園) 

･桑原キャンパスSWOT分析 

基準Ⅳ：リーダーシップとガバナンス 

A 理事長のリーダーシップ 

理事長の履歴書 34 ･理事長履歴書(平成28年5月1日現在) 

学校法人実態調査表(写し) 

(過去3年間) 
35 ･学校法人実態調査表(写し)(平成25年度～平成27年度) 

理事会議事録(過去3年間) 36 ･理事会議事録(平成25年度～27年度) 

諸規程集 

組織・総務関係 

組織規程、事務分掌規程、稟議規程、

文書取扱い(授受、保管)規程、公印取

扱規程、個人情報保護に関する規程、

情報公開に関する規程、公益通報に関

する規程、情報セキュリティポリシー、

防災管理規程、自己点検・評価に関す

る規程、ＳＤに関する規程、図書館規

程、各種委員会規程 

 

 

 

人事・給与関係 

就業規則、教職員任免規程、定年規程、

役員報酬規程、教職員給与規程、役員

退職金支給規程、教職員退職金支給規

程、旅費規程、育児・介護休職規程、

懲罰規程、教員選考基準 

 

37 

○松山東雲学園諸規程 

(1)寄附行為 

(2)寄附行為施行細則 

(5)松山東雲高等学校校長候補者選考規程 

(6)役員報酬規程 

(7)役員退職手当支給規程 

(9)自己点検・評価規程 

(14)国際文化交流委員会規程 

(15)事務組織規程 

(18)就業規則 

(19)給与規程 

(20)退職手当支給規程 

(21)非常勤教職員就業規則 

(22)育児休業等に関する規程 

(23)介護休業等に関する規程 

(24)旅費支給規程 

(25)教職員特別調整手当に関する規程 

(27)永年勤続者表彰規程 

(28)懲戒委員会規程 

(29)職員の人事評価に関する規程 
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報告書作成マニュアル記載の備付資料 番号 資料番号・資料名 

 

 

財務関係 

会計・経理規程、固定資産管理規程、

物品管理規程、資産運用に関する規程、

監査基準、研究費(研究旅費を含む)等

の支給規程、消耗品及び貯蔵品管理に

関する規程 

 

 

 

教学関係 

学長候補者選考規程、学部(学科)長候

補者選考規程、教員選考規程、教授会

規程、入学者選抜規程、奨学金給付・

貸与規程、研究倫理規程、ハラスメン

ト防止規程、紀要投稿規程、学位規程、

研究活動不正行為の取扱規程、公的研

究費補助金取扱に関する規程、公的研

究費補助金の不正取扱防止規程、教員

の研究活動に関する規程、ＦＤに関す

る規程 

 

(30)退職手当支給規程の特例について 

(32)退職手当計算要領の確認 

(34)大学設置に伴う人事、給与について 

(36)中・高等学校教員の俸給について(運用内規) 

(37)公立学校定年退職後採用時の待遇基準 

(38)外国人講師採用に関する基準 

(39)大学・短大外国人講師の住居に関する自己負担額 

(40)松山東雲短期大学教務職員について 

(41)教職員特別昇給基準 

(42)給与規程第22条(休職中の給与)第4項の内留学に伴

う給与支給基準 

(43)入試手当支給基準 

(44)退職者の退職後における給与等の変更に係る取扱基

準 

(45)就業規則第9条第1項第7号(特別の事情により休職)

に伴う休職期間中の給与等の取り扱いについて 

(46)就業規則第38条(就業禁止)の特例について 

(47)業務上傷害の取扱いについて 

(48)｢就業規則第33条(特別休暇)7.女子の産前6週間、産

後8週間｣の取扱いについて 

(49)昇任・昇格・定昇・特昇に関する取扱いについて 

(50)最高号俸を超える昇給の取扱いについて 

(51)学園臨時職員(パートタイマー)の給与取り扱い基準 

(52)臨時職員(パートタイマーを含む)の雇用保険の取り

扱い基準 

(54)臨時職員(パートタイマーを含む)の社会保険の取り

扱い基準 

(55)経理規程 

(56)〔経理事務取扱い要領〕固定資産の資本的支出と修繕

費支出の経理区分基準 

(57)教職員研修・研究規程 

(58)教職員研修・研究費支給基準 

(59)専任教職員等の子女に対する学費減免規程 

(60)二宮邦次郎賞授与規程 

(61)ジレット賞授与規程 

(62)人間ドック利用料補助規程 

(63)稟議規程 

(64)稟議申請基準 

(65)文書取扱規程 

(66)公印取扱規程 

(67)固定資産および物品調達規程 

(68)建物、構築物の調達基準 

(69)物品購入心得 

(70)固定資産および物品調達規程の契約書省略基準 
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(71)固定資産及び物品管理規程 

(72)弔慰金規程 

(73)有価証券等保管に関する内規 

(74)教職員貸付規程 

(75)施設等使用規程 

(78)100周年記念館管理使用規程 

(79)100周年記念館使用細則 

(80)学園車使用内規 

(81)スプーン贈呈基準 

(83)愛媛県私立高等学校就学促進事業に係る授業料減免

規程 

(84)人権問題委員会規程 

(85)セクシュアル・ハラスメント等人権問題に係る相談窓

口に関する規則 

(86)セクシュアル・ハラスメント等人権問題に係る調査委

員会に関する規則 

(87)中学校・高等学校非常勤講師の給与支給基準 

(88)業務監査規程 

(89)事務局業務監査実施細則 

(90)事務協議会規則 

(91)就業規則第14条第1項第1号(70歳定年)適用者に対

する退職後の非常勤教員として雇用する場合の給与

取扱い基準 

(92)学内理事会規程 

(93)ホームページ運用に関する規程 

(94)契約職員に関する規程 

(95)学内理事会に関する申し合わせ 

(97)職員研修会規程 

(98)松山東雲高等学校特別奨学金規程 

(99)財務委員会規程 

(100)松山東雲女子大学･松山東雲短期大学桑原キャンパ

ス合同運営会規程 

(101)松山東雲女子大学及び松山東雲短期大学契約教員に

関する規程 

(102)松山東雲短期大学附属幼稚園契約教員に関する規程 

(103)松山東雲中学校及び松山東雲高等学校契約教員に関

する規程 

(104)松山東雲学園(桑原キャンパス)危機管理に関する規

程 

(105)松山東雲学園(大街道キャンパス)危機管理に関する

規程 

(106)松山東雲女子大学・松山東雲短期大学調整会議規程 

(107)衛生委員会規程 

(108)学園監事の監査実施要領 
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報告書作成マニュアル記載の備付資料 番号 資料番号・資料名 

(109)職員採用等に関する規程 

(110)松山東雲女子大学および松山東雲短期大学特任教員

に関する規程 

(111)個人情報の保護に関する規程 

(112)公益通報者の保護に関する規程 

(113)嘱託職員に関する規程 

(114)財務等の情報公開規程 

(115)松山東雲女子大学および松山東雲短期大学 期間付

き特任教員Ａに関する規程 

(116)松山東雲女子大学および松山東雲短期大学期間付き

特任教員Ｂに関する規程 

(117)資金運用規程 

(118)事務組織規程に関する細則 

(119)しののめ広場｢たんぽぽ｣に関する規程 

(120)臨時手当の支給基準について 

(121)松山東雲女子大学学長・松山東雲短期大学学長選考

規程 

(122)経営企画委員会規程 

(123)特定個人情報等の適正な取り扱いに関する基本方針 

(124)特定個人情報取扱規程 

(125)ストレスチェック制度実施規程 
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○松山東雲短期大学諸規程 

(1)教授会規程 

(2)教育職員役職規程 

(4)学科会・専攻会規程 

(5)教員任用規程 

(6)任用資格調査委員会規程 

(7)教員の資格に関する規程 

(8)任用資格審査細則 

(9)任用資格調査委員会細則 

(13)教務部規程 

(18)入試部規程 

(20)特待生規程 

(21)特待生選考会議規則 

(22)入学者選抜規程 

(23)特別選抜(社会人および帰国生)入学者選考会規則 

(42)松山東雲女子大学・松山東雲短期大学図書館規程 

(44)研究論集委員会規程 

(45)研究論集投稿規則 

(54)防火規程 

(55)自衛消防隊規程 

(56)学費減免・延納規程 

(65)自己点検・評価委員会規程 

(69)貸与奨学金規程 
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報告書作成マニュアル記載の備付資料 番号 資料番号・資料名 

(72)人事教授会規程 

(74)学長賞に関する規程 

(81)松山東雲女子大学・松山東雲短期大学外国人留学生規

程 

(82)外国人留学生学納金減免規程 

(83)学納金等に関する規程 

(84)共同研究費規程 

(88)しののめ給付奨学金規程 

(93)松山東雲女子大学・松山東雲短期大学カウンセリング

ルーム規程 

(95)社会人の学納金等に関する規程 

(96)外国人留学生選抜入学者選考会規則 

(97)運営委員会規程 

(98)学科長・専攻主任会規程 

(101)名誉教授称号授与規程 

(103)松山東雲女子大学・松山東雲短期大学教職課程委員

会規程 

(106)特別推薦｢スポーツ推薦｣｢生徒会活動推薦｣入学者選

考会規則 

(107)アドミッションズセンター規則 

(108)松山東雲女子大学・松山東雲短期大学ＦＤ委員会規

程 

(109)自己点検・評価規程 

(111)松山東雲女子大学・松山東雲短期大学学生支援部規

程 

(112)松山東雲女子大学・松山東雲短期大学キャリア支援

部規程 

(114)松山東雲女子大学・松山東雲短期大学職業紹介業務

運営規程 

(115)松山東雲女子大学・松山東雲短期大学教養・学部共

通教育研究会規程 

(116)松山東雲女子大学・松山東雲短期大学学長付戦略企

画室規程 

(117)松山東雲女子大学・松山東雲短期大学外部資金導入

推進室規程 

(118)松山東雲女子大学・松山東雲短期大学｢外部団体等奨

学生｣候補者選考規程 

(119)動物実験規程 

(120)松山東雲女子大学・松山東雲短期大学連携交流セン

ター規程 

(121)松山東雲女子大学・松山東雲短期大学学生懲戒規程 

(122)松山東雲女子大学・松山東雲短期大学キリスト教セ

ンター規程 

(123)松山東雲女子大学・松山東雲短期大学情報メディ
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ア・センター規程 

(124)松山東雲女子大学・松山東雲短期大学ＩＲ推進委員

会規程 

(125)松山東雲女子大学・松山東雲短期大学研究倫理綱領 

(126)松山東雲女子大学・松山東雲短期大学研究倫理規程 

(127)松山東雲女子大学・松山東雲短期大学における公的

研究費の運営・管理に関する規程 

(128)松山東雲女子大学・松山東雲短期大学における公的

研究費の不正防止に関する規程 

(129)松山東雲女子大学・松山東雲短期大学不正防止委員

会規程 

(130)松山東雲女子大学・松山東雲短期大学教員評価規程 

(131)松山東雲女子大学・松山東雲短期大学教員定年後再

雇用に関する細則 

(132)松山東雲女子大学・松山東雲短期大学合同教授会の

運営に関する細則 

(133)松山東雲女子大学・松山東雲短期大学合同人事教授

会の運営に関する細則 

B 学長のリーダーシップ 

学長の個人調書 
39 

･教員個人調書［書式1］(平成28年度5月1日現在) 

･教育研究業績書［書式2］(平成23年度～平成27年度) 

教授会議事録(過去3年間) 40 ･教授会議事録(平成25年度～平成27年度) 

委員会等の議事録(過去3年間) 41 ･委員会等議事録(平成25年度～平成27年度) 

[報告書作成マニュアル指定以外の備

付資料] 

42 

･松山東雲女子大学・松山東雲短期大学中長期計画 [備付

資料2] 

･学校法人松山東雲学園中長期計画 2015 年度進捗状況報

告書(女子大・短大)  [備付資料33] 

･Vision2020+ 2015年度業務計画・実施報告書 [備付資料

33] 

C ガバナンス 

監事の監査状況(過去3年間) 43 ･監事監査報告書(平成25年度～平成27年度) 

評議員会議事録(過去3年間) 44 ･評議員会議事録(平成25年度～平成27年度) 

選択的評価基準 

教養教育の取り組みについて 

45 

･履修要覧2015年度 [提出資料5] 

･2015年度時間割表 [提出資料11] 

･キャンパス・ガイド2015 [提出資料4] 

･2015年度チャペルアワースケジュール [備付資料1] 

･東雲文化講演会パンフレット 

職業教育の取り組みについて 

46 

･キャリアデザインガイド2013～2015 

･2015年度大学コンソーシアムえひめインターンシッププ

ログラム実施報告書 

･仕事力玉成プロジェクト報告書 [備付資料8] 
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･キャンパス・ガイド2015 [提出資料4] 

地域貢献の取り組みについて 

47 

･松山東雲女子大学・松山東雲短期大学研究者ガイド2015 

[備付資料21] 

･聖和短期大学 松山東雲短期大学 相互評価結果報告書

[備付資料2] 

･仕事力玉成プロジェクト報告書 [備付資料8] 

･松山東雲短期大学開学50周年記念の軌跡[備付資料1] 

･2010年度愛媛県福祉の仕事イメージアップ推進事業実施

報告書 

･桑原地区まちづくり協議会｢大学との連携による福祉の

地域力向上事業｣中間報告会資料2012.3.31 

･桑原福祉マップ 

･キャンパス・ガイド2015 [提出資料4] 
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【基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果】 

 基準Ⅰの自己点検・評価の概要 

学校法人松山東雲学園(以下、本学園という)は、建学の精神を｢信仰・希望・愛｣で

あらわされるキリスト教の精神に基づき、神を畏れ、神による希望に生き、神と隣人

を愛する、自立した女性を育成する教育を目指している。建学の精神は、大学案内、

ウェブサイトなどを通して学外に周知するとともに、キャンパス・ガイド、キリスト

教関連科目や行事、教職員研修会などを通して学内における共有を図っている。しか

しながら、本学園の建学の精神の学外における浸透度は十分とはいえず、更なる理解

に向けた努力が必要である。平成28年度より建学の精神に関わる｢キリスト教学｣と｢チ

ャペルアワー｣を松山東雲エクステンションセンターの公開授業科目として地域に開

放し、本学園の建学の精神と触れ合う機会を増やすことで改善を試みる。 

 学科・専攻課程はディプロマポリシーにおいて修得すべき学習成果を明示している。

このポリシーは、教育の向上・充実のためのPDCAサイクルの起点となるべきものであ

り、どのような学習成果をあげれば学位が授与されるのかをステークホルダーに対し

て具体的に示すことが必要である。さらに、カリキュラムポリシーやアドミッション

ポリシーとの整合性を確認することも必要であり、平成28年度からこれに取り組む予

定である。 

 自己点検・評価は、｢松山東雲短期大学自己点検・評価規程｣を整備し、全教職員の

関与をもって実施している。日常的な自己点検・評価活動としては、平成23年度より

開始した｢業務計画・実施報告会｣がある。これにより自己点検・評価活動におけるPDCA

サイクルが確立しており、今後、6か年計画(中長期)のマネジメント・サイクルと調整

することになる。平成21年度に制定された｢松山東雲短期大学自己点検・評価規程｣は、

実際の運用面との整合性がとれない部分がでてきており、平成28年度には自己点検・

評価に関わる規程と組織の見直しを通し、実施体制の確立を図る予定である。 

 

[テーマ 基準Ⅰ-A 建学の精神] 

[区分 基準Ⅰ-A-1 建学の精神が確立している。] 

 基準Ⅰ-A-1の自己点検・評価 

(a)現状 

 本学園は、同志社に学び、松山第一基督教会(現日本キリスト教団松山教会)の初代

牧師であった二宮邦次郎によって明治19年9月16日に開設された、四国最初の女学校で

ある｢私立松山女学校｣を前身としている。二宮牧師は、聖書に基づき、人間の尊厳を

女性自らが自覚し、敬虔な信仰をもった賢明で自立的な、更には国際的な視野をもっ

た人物を育てる女子教育の必要性を確信し、キリスト教の精神に基づく教育を基盤と

し、学園の運営に着手した。このキリスト教の精神に基づく女子教育こそが、学園の

歴史を貫いて継承されてきた精神である。現在にあっても、松山東雲短期大学(以下、

本学という)は建学の精神と教育理念を次のとおり学生募集要項において示している

[提出資料1]。 

様式 6－基準Ⅰ 
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 ｢松山東雲学園の建学の精神は、『信仰・希望・愛』であらわされるキリスト教精神

です。本学園は、この精神にもとづき、神を畏れ、神による希望に生き、神と隣人を

愛する、自立した女性を育成する教育を目指します。｣ 

 このように建学の精神は教育理念を明確に示しており、平成20年度にはその解釈を

次のように見直した。 

 ｢本学の教育理念は、この建学の精神に立ち、社会、特に地域社会に真に貢献しうる

人材を育成する教育を行うことです。その第一は、実社会における職業業務を遂行す

るために必要な高度の専門知識・技能を身につけさせることであり、そのためには2年

間という短い修業年限を、特別な緊張感をもって真剣に学業に励むよう指導します。

第二に、修得した知識などを十分に生かすために不可欠な、豊かな人間性と総合的判

断力を養う教養教育を重視します。第三に、幅広い有益な働きをするためには、他の

人との協調性が大切です。学内外の人々との人格的なふれ合いをもつための場を提供

し、その涵養をはかります。｣ 

建学の精神は、学外に対しては、大学案内やウェブサイト、｢キリスト教教養講座｣

などを通して公表している。学生に対しては、新入生オリエンテーション時に｢キャン

パス・ガイド｣を通して知らせるとともに、全学必修科目である｢キリスト教学Ⅰ｣と｢キ

リスト教学Ⅱ｣の授業によって周知を図っている。教職員については、『松山東雲学園

百年史』、『松山東雲学園創立120周年記念誌』や『松山東雲短期大学開学50周年記念

の軌跡』、また、毎年、学園創立記念日に行われている教職員研修会などにより、建

学の精神およびその歴史に触れる機会を持っている。 

本学園の建学の精神である｢信仰・希望・愛｣は、新約聖書コリントの信徒への手紙

一13章1～13節より採られたものであり、本学の学章はこれを象徴する三つ葉のクロー

バーと松葉をもって図案化し、ロゴマークとして使用している。学歌は、｢信仰・希望・

愛｣と本学の務めである｢真理の探究｣の4節で構成され、各種式典などにおいて学生、

教職員、同窓生によって歌われる。さらに、本学の教職員、地域諸教会の牧師などを

講演者として迎え、学生、教員の原則参加という形で毎週｢チャペルアワー｣が実施さ

れている。この時間は本学、併設する松山東雲女子大学(以下、女子大学という)とも

に他の授業は設定されておらず、チャペルアワー専用としている。宗教主事司式のも

と賛美歌斉唱、聖書朗読に続き、講師による講話を通して幅広いキリスト教精神に触

れる場と時間が確保されている。チャペルアワーは、学生・教職員が一同に会する場、

学びだけに留まらない講話担当者との出会いの場といった｢出会いふれあいの場｣とし

ての役割を果たしている。行事テーマとして、｢イースター・チャペル｣、｢広島平和学

習参加報告｣、｢東日本大震災ボランティア参加報告｣、｢アドベント｣、｢クリスマス・

ツリー点灯式｣、｢クリスマス・チャペル｣、｢クリスマス燭火賛美礼拝｣、｢エピファニ

ー・チャペル｣等が挙げられる。また、｢牧師招待チャペル｣では、特別外部講師による

チャペル講話後、全学生、教職員の前で近隣の教会牧師の紹介をし、キリスト教会を

より身近に感じられる取り組みを行っている。また、本学園を生み出した松山教会(現

日本基督教団松山教会)では新入生歓迎礼拝が毎年5月頃に開催されており、本学園の

松山東雲中学・高等学校生とともに本学・女子大学の学生向けの礼拝が持たれ、学生・

教職員の有志が出席している。これらの活動を通して、建学の精神の共有化が促進さ
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れている。 

 建学の精神については定期的に確認されている。平成25年度には宗教主事主導によ

る全教職員を対象にした｢キリスト教主義教育の現状に関する意識調査｣が実施され、

建学の精神に関する認識の実態を明らかにするとともに、今後のキリスト教主義教育

の方向性が提言された。さらに、平成27年4月に開催された教授会において、学長より

建学の精神から導き出される本学のミッションについて、ミッション体系図(43頁参

照)を用いて説明がなされた。この中では｢建学の精神｣、｢教育・研究の指針｣、｢ミッ

ション｣、｢人材育成目標｣が示され、建学の精神の今日的解釈を通した教職員への一層

の浸透が試みられた。また、平成27年度から各部署の業務計画は、これまでの年次ベ

ースのものから中長期(6年間)にわたる行動計画の記述となった。この策定の際に指針

となるのが建学の精神であり、常にそれを意識した取り組みの必要性が確認された。 

 

(b)課題 

本学の建学の精神は、｢キリスト教学｣の授業や｢チャペルアワー｣等を通して学生へ

の周知を行っている。さらに、キリスト教関係行事、広島平和学習プログラム、ボラ

ンティア活動等の諸活動によりその具現化を図っている。このように、学内における

建学の精神の共有は進んでいるものの、学外に対する働きかけは十分になされていな

い。 

 

 テーマ 基準Ⅰ-A 建学の精神の改善計画 

本学の建学の精神を学内のみならず地域社会にも広く周知するために、連携交流セ

ンター等を通した取り組みについて検討する。 

 

〈提出資料〉 

資料 1.・学生募集要項2016年度 

資料 2.・大学案内(Campus Guide)2015 

資料 3.・ウェブサイト｢大学概要｣ 

http://www.shinonome.ac.jp/site/college/list7.html 

資料 4.・キャンパス・ガイド2015 

 

〈備付資料〉 

資料 1.・キリスト教教養講座パンフレット 

 ・松山東雲学園百年史〈通史編〉 

 ・松山東雲学園百年史〈資料編〉 

 ・松山東雲学園創立120周年記念誌 

 ・松山東雲短期大学開学50周年記念の軌跡 

・2015年度チャペルアワースケジュール 

・｢高等教育現場におけるキリスト教主義教育のこれから｣松山東雲女子大学 

人文科学部紀要 第21巻(2013年3月) 

 



松山東雲短期大学 

43 

 

 

 

ミッション体系(可視化) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松山東雲学園の建学の精神は、｢信仰・希望・愛｣であらわされるキリスト教精神です。本学園

はこの精神にもとづき、神を畏れ、神による希望に生き、神と隣人を愛する、自立した女性を

育成する教育を目指します。 

 

愛  

信仰  希望  

建 学 の 精 神 

品性の陶冶 

(キリスト教教育) 

志の涵養 

(自立する女性の育成) 

個を尊重し 

育てる 

共同の業へ 

結ぶ 

明日の社会 

へ仕える 

 
Enduring  Spirit  for  Service  奉仕する心と共に 

教育・研究の指針 

四国唯一のキリスト教主義の女性の総合学園として、自立を

志す女性の育成の生涯にわたる知と協働の拠点となり、人と

地域に新しいはじまりをもたらす機会を提供する 

Begin + ing  次のはじまりをしののめから 

ミッション 

・実践力と創造性を兼ね備えたチームスタッフ 

・多様性をしなやかに受容し続ける真理探究者 

 

         Creative  Stewardship 

人材育成目標 
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[テーマ 基準Ⅰ-B 教育の効果] 

[区分 基準Ⅰ-B-1 教育目的・目標が確立している。] 

 基準Ⅰ-B-1の自己点検・評価 

(a)現状 

 学則第1条において｢本学はキリスト教の精神にもとづく建学の理想実現をめざし、

教育基本法・学校教育法等にしたがって、女性に対し人格を高め教養を培うとともに、

実生活に関する専門教育を行い、よい社会人を育成することを目的とする｣と、その教

育目的を規定し、建学の精神である｢信仰・希望・愛｣であらわされるキリスト教の精

神より導き出される人材育成像を明らかにしている。この教育目的は、履修要覧とウ

ェブサイトにおいて公開している[提出資料5、提出資料6]。 

 学科・専攻課程は、建学の精神に基づき教育目的・目標を次のように定めている。 

 

〈保育科〉 

保育科の教育目的は、建学の精神を基に学則第3条の2(1)において、｢保育科は、新

しい時代の変革や社会の要請に応えることのできるより高い資質をもった有為な保育

者を養成する｣と示されている。また、学生募集要項は次のように教育目標を示してい

る[提出資料1]。 

｢・子どもの成長にかかわる人間としての自覚をもち、常に自らの人格を磨き、相手の

立場を理解し、自分で主体的に考え、判断し行動する。 

・保育実践の拠り所となる基本的な子ども観や保育観を確立する。 

・子どもの健全な成長や幸せな生活を援助するための知識や技能、方法を総合的に

理解し習得する。｣ 

 この教育目的・目標は、学生募集要項、履修要覧、ウェブサイトを通し公開してい

る。また、定期的に保育科会を通して点検し、必要に応じて改善を行っている。 

 

〈現代ビジネス学科〉 

現代ビジネス学科の教育目的は、学則第3条の2(2)において｢現代ビジネス学科は、

ビジネスに関する専門知識とスキルを身につけ、社会で即戦力となるビジネス実務能

力と問題解決能力を持った女性を育成する｣と示されており、建学の精神から導き出さ

れる自立した女性の育成を担うものとなっている。この教育目的は、毎学期開催され

るオリエンテーションで用いられる履修要覧を通し学生に周知している。学外に対し

ては、学生募集要項、ウェブサイトによって公表している。教育目的の点検は、毎年、

学科会において教育課程を検討する際に行っている。 

  

〈生活科学科食物栄養専攻〉 

生活科学科食物栄養専攻の教育目的は、学則第3条の2(3)において｢生活科学科食物

栄養専攻は、食と健康に関する専門知識と確かな技術を習得し、食の分野から人々の

健康実現をサポートする栄養士および食育推進の担い手となる栄養教諭を養成する｣

と定めており、本学の建学の精神に基づいたものとなっている。この教育目的は履修

要覧に収載されており、学生に対しては、入学時に履修要覧を配付し教育課程ガイダ
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ンスにおいて説明している。また、履修要覧は教職員にも配付されており教育目的は

周知されている。そのほか本学のウェブサイトにも教育目的を掲載しており、広く学

外からもアクセス可能となっている。教育目的の点検は、毎年、学則改正やウェブサ

イトの更新、シラバス(授業概要)の作成を機に実施している。また、定期的ではない

が｢栄養士法｣の改正、｢教育職員免許法施行規則｣の改正、栄養士養成課程コアカリキ

ュラムの変更時には適宜教育目的の点検が行われている。 

 

〈生活科学科介護福祉専攻〉 

生活科学科介護福祉専攻の教育目的は、学則第3条の2(4)において｢生活科学科介護

福祉専攻は、現代社会の多様な要請に応えつつ、福祉文化の視点から一人ひとりの心

豊かな生活を支えることができる介護福祉士を養成する｣と定めている。これは、本学

が建学の精神として示す｢信仰・希望・愛｣であらわされるキリスト教の精神による隣

人愛や自立した女性の育成と連動するもので、本専攻の教育目的を建学の精神に基づ

いて明確に示している。この教育目的は、履修要覧とウェブサイトに掲載し、学内外

に表明している。さらに、入学式直後のオリエンテーションにおいて、学生および保

護者にも説明している。介護福祉専攻の教育は、介護福祉士の養成およびその資格取

得にあるため、教育目的も基本的には不変のものである。したがって、年度ごとに専

攻としての定期的な点検も行っているが、部分的な文言の修正にとどめている。 

 

(b)課題 

本学における学科・専攻課程の教育目的は、建学の精神に基づいて明確に示されて

おり、現段階で特段の課題はない。 

 

[区分 基準Ⅰ-B-2 学習成果を定めている。] 

 基準Ⅰ-B-2の自己点検・評価 

(a)現状 

 本学では、建学の精神と学科・専攻課程の教育目的に基づき定められたディプロマ

ポリシーを、卒業時までに修得すべき学習成果として学生に示している。学科・専攻

課程に共通した学習成果を測定する仕組みは次のとおりである。 

 学習成果を量的データとして測定するものに成績評価を挙げることができる。学業

成績の判定については、学業成績判定に関する規程および｢教務の手引｣に記されてお

り、試験、研究報告、レポートおよび学習状況などを総合的に評価することを示して

いる。また、成績評価区分は、｢秀｣(100～90点)、｢優｣(89～80点)、｢良｣(79～70点)、

｢可｣(69～60点)、｢不可｣(59点以下)を用いている。授業科目担当者はそれぞれのシラ

バスにおいて、授業の到達目標と学習成果について示しており、その達成状況を学業

成績判定に関する規程に則り評価している。学生は、成績評価区分による学業成績、

個人平均点、学科・専攻課程平均点、総取得単位数、学期GPA、累積GPA等を成績通知

表として受け取り、自らの学習成果の量的データを確認することができる。 

 学習成果の質的な測定としては学習ポートフォリオを挙げることができる。学習ポ

ートフォリオは、これまでそれぞれの学科・専攻課程で独自に取り組まれていたが、
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平成27年度よりwebベースの学習ポートフォリオであるeポートフォリオが導入され、

統一のフォーマットになった。学生は学期ごとに自ら設定した目標の達成状況、学生

生活や履修した授業の自己評価を行うことで学習成果の質的側面の評価を行うととも

に、それを踏まえた次学期の学習目標・計画の設定へとつなげている。学生による自

己評価は、アドバイザー(指導教員)が確認し、学生の振り返りの内容に合わせ、コメ

ントが記述される。 

学科・専攻課程において求められる学習成果は、次のとおりである。 

 

〈保育科〉 

保育科の学習成果は、以下に示されるディプロマポリシーにおいて確認することが

できる[提出資料5、提出資料7]。 

1.人としての教養、感性、生命への畏敬、人格への尊厳など常に自己を磨こうとする。 

努力ができる。 

2.自ら進んで保育者として必要な知識や技能を身につけるとともに、自己の課題を見 

つけ、それに取り組むことができる。 

3.核家族化、少子化が進む現代社会の中で、子どもや家庭が置かれている状況を理解

し、今何が必要かを考えることができる。 

4.子どもが育つ社会環境や自然環境の意味や他児と出会い生活する幼稚園や保育所の

意義、保育者の役割について理解することができる。 

5.各授業で学んだ考え方や知識、技能を総合化し、子どもと積極的にかかわることが

できる。 

6.子どもの年齢による発達やその順序、心身の特性などについて基本的な内容を理解 

し、子どもとの生活を作りだすことができる。   

このディプロマポリシーは、神を畏れ、神による希望に生き、神と隣人を愛する、

自立した女性の育成を目指した本学園の建学の精神の礎となる｢信仰・希望・愛｣であ

らわされるキリスト教の精神と合致するものである。また、本学学則第3条の2(1)では

本学科の教育目的を｢新しい時代の変革や社会の要請に応えることのできるより高い

資質をもった有為な保育者を養成する｣と示している。これに合わせ本学科では、ディ

プロマポリシーにおいて求める学習成果を定めている。 

学科・専攻課程に共通することでもあるが、学習成果の測定方法として、取得した

単位数や成績を挙げることができる。まず量的データとしての成績評価は各授業科目

の担当者で多少異なるが、おおむね試験、レポートなどの課題、授業態度等で測定さ

れる。本学科では基礎技能と呼ばれる音楽・体育・図画工作があり、その測定は他学

科とは異なる特色ある方法といえる。音楽や体育では実技的な測定方法をとったり、

図画工作では製作品だけでなくペープサートや絵本の読み聞かせなどの演技で測る場

合もある。 

また、質的データの測定方法として、学生自身が作成する｢教職履修カルテ｣を挙げ

ることができる。本学科では平成22年度の入学生より導入しており、教職科目を中心

に、学期ごとに履修した科目の学習内容について、学生自身が記述方式で振り返るこ

ととなっている。教員になる上での課題を自覚し、必要に応じて不足している知識や
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技能等を補い、更なる向上を目指すことを目的としており、1年次の前学期から2年次

の後学期まで、計4回の提出が義務付けられている。カルテは科目ごとの学習内容をま

とめるだけでなく、教職の意義についての理解、学校教育についての理解、コミュニ

ケーション力、子どもについての理解、教職における他者との連携・協力、社会性、

対人関係能力、課題探求等の各項目について、1～4段階で自己評価される。また実習

や課外活動、ボランティア等の学外活動について自由記述によって振り返ることがで

きる。提出されたカルテはアドバイザーが確認し、学生の振り返りの内容に合わせ、

コメントが記述される。さらにカルテは教職担当の教員によって二重にチェックされ

る。チェックされたカルテは次学期末に返却され、学生はアドバイザーのコメントを

確認する。平成27年度からは全学的にeポートフォリオが導入され、それに合わせ本学

科では独自にデジタル化された履修カルテを作成した。従来の紙媒体による履修カル

テを踏襲した学期ごとの振り返りはデジタルデータ化され、早いリアクションを返す

ことができるようになった。このように｢教職履修カルテ｣は、学習成果を量的・質的、

両方の側面から測定する直接的な方法といえる。 

学内での学習成果の表明は、東雲祭での科別展示を挙げることができる。大学祭と

いうこともあり、この科別展示は在学生やその保護者も見ることになる。科別展示は

普段の学習成果を紹介する場であると同時に、学科の特色も紹介しているため、本学

に興味のある高校生やその保護者も観覧する場合が多く、学生募集力の強化につなが

る可能性も含んでいる。この学習成果の内容は、エプロンシアターや図画工作の製作

品等が多いのが特徴で、本学科らしい展示ともいえる。学内での展示ではあるが、一

般への公開もしているため、学外への表明も同時に行っているといえる。学内での表

明は他に、表現分野での演技技術の発表等を挙げることができる。｢保育内容(表現)｣

でおこなわれるペープサート等の演技の発表については、メール等で本学科、広報、

入試課、教務課、学生支援課等の教職員に通知し、公開している。また毎年、本学附

属幼稚園の園児とその保護者や教職員を招待し、観覧してもらうことで技能の向上を

目指している。 

学外における学習成果の表明は、毎年、中・四国地方でおこなわれる保育学生研究

大会への参加が挙げられる。本学科では、口頭発表を行っており、その内容は絵本分

析であったり、パネルシアターの製作や技能研究であったりさまざまである。学生の

参加者が1,500～2,000人規模の大会であるので、学生は自分たちの発表だけでなく、

他大学の学生の発表に刺激を受け、交流することによって大きな成長を遂げていくこ

とが期待される。学習成果は、学科会において毎年行われるディプロマポリシーとカ

リキュラムポリシーの見直しを通して定期的に点検されている。 

  

〈現代ビジネス学科〉 

 現代ビジネス学科がディプロマポリシーにおいて求める学習成果は、次のとおりで

ある[提出資料5、提出資料7]。 

1.現状を分析し、問題を発見し、その解決策を考え出して実行することができる。 

2.情報を収集・分析し、提案することができる能力を身につけている。 

3.自分と周囲の人々や物事の関係性を理解し、主体的に行動することができる。 
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4.他者の意見を尊重し、自身の考えを的確にわかりやすく伝えることができる。 

これは、建学の精神で示される、キリスト教精神に基づいた自立した女性の育成を

目指したものである。また、その教育目的は学則第3条の2(2)において、｢現代ビジネ

ス学科は、ビジネスに関する専門知識とスキルを身につけ、社会で即戦力となるビジ

ネス実務能力と問題解決能力を持った女性を育成する｣と明記しており、ディプロマポ

リシーとして求める学習成果は、この教育目的を色濃く反映したものとなっている。 

 学習成果の量的データの測定手段としては、検定試験の実績、一般財団法人全国大

学実務教育協会による認定資格取得者数、卒業後の進路等を用いている。本学科で求

める学習成果は、教育課程系統図(カリキュラムツリー)によって具体化されており、

そこではビジネス基礎科目群、ビジネス専門科目群、4分野の専門科目群に分けられ、

それぞれの成果を測定するために検定試験等の受験が推奨されている。その合格率を

上げるために、卒業要件単位数には含まれないキャリアアップ講座群を設定し、学習

支援を実施している。また、ビジネス実務、情報処理、メディカル秘書分野における

学習成果は、一般財団法人全国大学実務教育協会による認定資格取得者数を基準とし

ている。さらに、卒業後の進路決定状況について、教育課程系統図における4分野の専

門科目群と進路の関連性を分析することにより、より詳しい学習成果の測定を行って

いる。 

 学習成果の質的な側面は、学習ポートフォリオを通し、学生が学習目標・計画、活

動実績の振り返りを行うことにより学習成果の自己評価を行い、担当教員が助言を与

えるというプロセスを通して測定されている。さらに、インターンシップや地域連携

プロジェクトなどを通し、第三者からのフィートバックを受けることで学外からの学

習成果の質的な測定を行っている。 

 学習成果の学内外への表明については、｢若年層の女性の視点から考える松山中央商

店街の活性化｣と題する地域連携プロジェクトを通して行われている。複数のゼミナー

ルがこのプロジェクトに参加し、経営学的なアプローチであるPEST分析、SWOT分析を

用いた商店街活性化策を株式会社まちづくり松山に提案し、評価を受けている。また、

インターンシップに参加した学生は、インターンシップ報告会と報告書の作成を通し

て学習成果の表明を行っている。 

 学習成果を定期的に点検する機会としては、学科会において年度ごとに行われるデ

ィプロマポリシーとカリキュラムポリシーの見直し、定期的に実施されている愛媛県

内の事業所を対象にしたアンケート調査、キャリア支援課のスタッフによる企業訪問

等を挙げることができる。 

 

〈生活科学科食物栄養専攻〉 

生活科学科食物栄養専攻がディプロマポリシーにおいて求める学習成果は次のとお

りである[提出資料5、提出資料7]。 

1.食べ物と栄養について理解する。 

2.人との交流を大切にし、人びとから信頼される幅広い人間性とコミュニケーション

能力を備える。 
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3.組織や地域にあって他職種と協調・協働して社会に貢献しようとする意識と責任感

を身につける。 

4.病院、学校、市町村、事業所、福祉施設などにおける栄養士の仕事を理解し、食と

健康に関する専門知識と確かな技術を身につける。 

5.栄養士として現場や地域において活躍できる実践力を身につける。 

これは、建学の精神で示される、キリスト教精神に基づいた自立した女性の育成を

目指したものである。また、本専攻課程の教育目的である栄養士および栄養教諭養成

のために必要な学習成果となっている。 

各授業科目においては授業担当者がシラバスに記載した評価方法に基づき学生の学

習成果を評価している。資格取得に重要とされる学外実習(栄養士資格：｢給食管理実

習Ⅱ｣、栄養教諭資格：｢栄養教育実習｣)の履修に際しては、食物栄養専攻会や教職課

程委員会において審議し、一定の基準を充足した学生のみが履修できるように定め、

学習成果を客観的に評価している。また、量的データの測定方法として、平成27年度

よりGPA制度が導入され成績が数値化されるようになったことを挙げることができる。

そのほか一般社団法人全国栄養士養成施設協会認定｢栄養士実力試験｣を受験した学生

については、その結果により学習成果を測定・評価することができる。 

質的データの測定方法として、eポートフォリオシステムがある。これにより、学生

は、学習の目標を設定し、学期終了後、振り返りを行い学習成果に対し質的な自己評

価ができる。また学習成果は、｢栄養士免許｣、｢栄養教諭二種免許｣などの免許資格取

得状況と関連しており、その評価の指標とすることができる。平成27年度において、｢栄

養士免許｣取得者は76名(98.7％)、｢栄養教諭二種免許｣取得者は6名(9.1％)となってい

る。さらに、卒業後の進路決定状況についても学習成果と関連付けた評価が可能であ

る。 

本専攻課程では｢卒業研究｣が必修となっている。その成果は卒業研究要旨集として

まとめられており、学習成果を学内外に表明する機会となっている。学習成果は、専

攻会において毎年行われるディプロマポリシーとカリキュラムポリシーの見直しを通

して、定期的に点検されている。 

 

〈生活科学科介護福祉専攻〉 

生活科学科介護福祉専攻がディプロマポリシーにおいて求める学習成果は次のとお

りである[提出資料5、提出資料7]。 

1.介護福祉士としての専門的な知識を修得し、身につけることができる。(知識・理解) 

2.確かな視点に基づき、冷静に状況を判断することができる。(思考・判断) 

3.社会問題に関心を持ち、積極的に解決しようとすることができる。(関心・意欲) 

4.人間の尊厳性を踏まえながら、他者を思いやることができる。(態度) 

5.介護福祉士としての専門的な技能を修得し、社会に活かすことができる。(技能・表 

現) 

これは、本学の建学の精神やスクール・モットーとも連動しており、学習成果は建

学の精神に基づいて明示されている。介護福祉専攻の教育課程に関する学習成果は、

専攻課程の教育目的に基づいて学則および履修規程に卒業要件単位や取得資格として
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明確に示されている。特に、中心となる資格である介護福祉士資格の取得と卒業要件

単位が重複しており、卒業と同時に全員が介護福祉士資格を取得しており、学習成果

は明確に示されている。 

学習成果は、毎学期末の評価に基づいた成績通知表にまとめられ、学生本人にアド

バイザーを通して伝えられるとともにGPAでも示されることで、量的・質的データとし

て提供されている。また、学習成果の到達点として、介護福祉士資格の取得があるが、

卒業要件科目とも重複するために卒業生に無資格者はいない。なお、介護福祉士資格

の付与に際し、公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会による｢卒業時共通試験｣の

受験を課し、併せて学習成果の測定にも役立てている。しかし、学習成果としての到

達度が二極化している傾向がうかがえ、成果の低い学生への対応が迫られている。 

本専攻課程は、介護福祉士資格の取得と専門就職を通して学習成果の獲得としてお

り、大学案内等で広く学内外に表明している。また、最終の施設実習である｢介護実習

Ⅳ｣において得た成果を個別に介護実習報告会で発表し、学生個人としての学習成果を

報告している。さらに、優秀な事例報告については、毎年、介護実習依頼施設と開催

する介護実習連絡会においても発表する等、学内外へ表明している。 

学習成果については、毎年の卒業認定へ向けた成績の評価、特に｢介護実習Ⅳ｣の成

績評価を通し、定期的に介護福祉士としての資質を含めた点検を行っている。また、

介護福祉士養成の基準が変更された場合には、その都度に学習成果の見直しを行って

いる。近時では、医療的ケアの導入などに対応し、卒業生の学習成果を高めている。 

 

(b)課題 

学科・専攻課程においてディプロマポリシーを学習成果の目標として示しているが、

その内容、表現が統一されたものになっていない。また、学習成果について、その測

定・評価は各授業科目担当者に任されている。学科・専攻課程において学習成果のよ

り客観的な測定に努める必要がある。 

 

 [区分 基準Ⅰ-B-3 教育の質を保証している。] 

 基準Ⅰ-B-3の自己点検・評価 

(a)現状 

 本学では、学校教育法、短期大学設置基準等の関係法令などを適宜確認し、法令順

守に努めている。また、教育の質を保証するために、機関レベル、教育課程レベル、

科目レベルでの学習成果の査定を行っている。機関レベルでは、本学の教育理念と教

育目的に則った人材育成が行われているか、学位授与状況や学生の就職状況(就職率、

資格や免許を生かした専門職・領域への就職状況)をもとに査定している。教育課程レ

ベルでは、学科・専攻課程の教育課程における免許や資格の取得状況、単位取得状況、

地域社会からの評価等を通した査定を実施している。科目レベルでは、シラバスに記

される到達目標に対する評価や学生による授業評価アンケート等を通して学習成果の

査定を行っている。 

 学科・専攻課程に共通した教育の向上・充実のための取り組みとして、授業と学生

指導におけるPDCAサイクルを挙げることができる。 
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 授業については、教員はシラバスに記した授業の到達目標を達成するために、シラ

バスに即した授業運営をし、学習成果の測定を総合評価の観点から実施し、成績評価

を行う。全授業科目において｢学生による授業評価アンケート｣が実施され、教員はア

ンケート調査結果を受け、その反省点等を改善策に結びつけることで、より充実した

授業運営を目指す。また、平成27年度より｢学生による授業評価アンケート｣において、

評価の高い教員には顕彰を、低い教員には授業改善計画の提出を義務付けることとし、

さらなる教育の質向上に向けた新たな取り組みを始めた。 

 学生指導については、次のようなPDCAサイクルを採用している。各学期における履

修授業科目の学習成果の達成度を示す成績評価は、担当教員が学生に成績通知表を配

付することで行われる。成績通知後、学生はeポートフォリオシステムを利用して、該

当学期の振り返りと次学期の目標設定を行う。その後、担当教員はそれに対するフィ

ードバックをコメントにより与えることになっている。また、平成27年度より、成績

不振学生への対応について｢教務の手引｣に成績不振と判断される基準、該当学生とそ

の保護者への対応について明文化している。成績不振学生に面談後、学生支援記録を

作成し、必要ならば保護者との面談も実施する。学科長・専攻主任は必要に応じて学

科会・専攻会において情報共有をし、その後の学生指導へと生かしている。 

 

〈保育科〉 

保育科は、教育・福祉に関する専門知識・技能を有した幼稚園教諭並びに保育士の

養成を目的として、幼稚園教諭二種免許状並びに保育士資格の取得のための教育課程

を有している。履修科目および単位数、履修方法等の教育課程の実施にあたっては、

文部科学省・厚生労働省よりの通知文も含めて関係法令を順守している。具体的に平

成27年度は、社会福祉主事任用資格単位修得証明書の取得に関する科目・単位数につ

いて、平成24年厚生労働省告示第226号に合致するように履修細則の変更を行い、平成

28年度入学者より法令に準拠した課程が適用されるように準備している。 

また、学習成果を焦点とする質的な査定の手法として、｢教職履修カルテ｣を実施し

ている。平成27年度入学者より｢教職履修カルテ｣のweb化が実現したことにより、各学

期末に実施している学生による学習成果の入力と教員の評価までに生じていたタイム

ラグが解消され、web上で学生自身が学習課題を確認できる環境が整えられた。これら

web化の特性を生かして、前学期の反省を後学期の学習課題として学生が意識し、学習

態度・意欲の向上につながるように学生指導に活用している。量的な指標としては専

門職への就職率(保育関係の職種への就職率)が挙げられる。平成27年度卒業生の専門

職への就職率は100％であり、幼稚園・保育所の他にわずかではあるが施設への就職も

あり、幅広い専門職への就職に対応している。 

教育の向上・充実のためのPDCAサイクルとして、愛媛県内の幼稚園・保育所等の幼

児教育・保育施設並びに児童福祉施設等の現場の意見を聴取する機会となる｢実習連絡

会｣を設けている。本学科の教育目的は｢新しい時代の変革や社会の要請に応えること

のできるより高い資質をもった有為な保育者を養成する｣ことであり、教育の向上・充

実にあたっては、幼児教育・保育現場の要請に応えられる質の人材の育成が課題とな

る。意見聴取の機会である｢実習連絡会｣では、幼児教育・保育現場の要請を聴取する
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ことで具体的な課題を精査し、教育課程の見直しや改善につなげている。平成27年度

は現場の実態・要請を踏まえて、幼児教育・保育技能の向上を目的として、音楽等の

教科に関する科目(8単位)を卒業必修科目に変更し、平成28年度入学者より適用される

よう準備を進めている。質の高い保育者の養成を目的とした評価体制で、教育の質の

向上・充実に努めている。 

 

〈現代ビジネス学科〉 

 現代ビジネス学科においては、学校教育法、短期大学設置基準等の関係法令の変更

等を適宜確認し、法令順守に努めている。 

 学習成果の査定については、各種検定試験の実績、一般財団法人全国大学実務教育

協会による認定資格取得者数、卒業後の進路などを用いている。 

 教育課程系統図においてビジネスの基礎的な知識の学習成果を測るために、秘書技

能検定、日商PC検定の受験が推奨されている。また、教育課程系統図では、ビジネス

における専門知識を高めるために、専門科目群は将来の就職先を強く意識した｢医療｣、

｢金融｣、｢販売｣、｢サービス｣の4分野が示され、それぞれの学習成果の指標となる、メ

ディカルクラーク、ドクターズクラーク、簿記検定、証券外務員資格、販売士、色彩

検定、TOEICの受験が推奨されている。これら検定試験で測られる学習成果の向上を目

指し、卒業要件単位数には含まれないキャリアアップ講座群を設定することで学習支

援を行っている。 

 これら関連資格の取得率、学習ポートフォリオ、卒業後の進路を踏まえた学習成果

の検証を定期的に行い、教育課程と授業方法の見直しおよび改善に向けたPDCAサイク

ルを実施している。さらに5～6年に一度、松山市に所在する事業所を対象に｢ビジネス

実務教育に関する企業実態調査｣と題したアンケート調査を実施し、社会のニーズと学

科の教育目的や教育内容、学習成果について点検している。本学科の前身である秘書

科は昭和59年に開設され、30年間で3,000名を超える卒業生を送り出し地域より高い評

価を得てきた。しかしながら、社会からの要請の変化に教育課程等の変更で対処でき

なくなったため、平成26年度に教育目的、教育内容、学習成果を一新し、現代ビジネ

ス学科を立ち上げた。平成26年度、平成27年度ともに定員を上回る入学生数を確保し

ており、秘書科で築き上げた教育資産等をうまく引き継いだ発展的な改革となってい

る。 

 このように、短期、中長期をベースとしたPDCAサイクルを確立しており、教育の向

上・充実に努めている。 

 

〈生活科学科食物栄養専攻〉 

生活科学科食物栄養専攻は、短期大学であるとともに栄養士及び栄養教諭の養成課

程を有している。したがって学校教育法、短期大学設置基準、栄養士法、教育職員免

許法等の関係法令の順守に努めている。また、｢栄養士養成施設指定基準に係る自己点

検表｣にて確認を行い、養成施設としての適正な運営に努めている。栄養士法に関する

内容の変更、教育職員免許法の改正など教育課程レベルの変更は専攻会において検討

し、運営委員会で確認を行った後、教授会で決定するなど法令順守に努めている。ま
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た、栄養士必修科目については一般社団法人全国栄養士養成施設協会作成の｢栄養士養

成課程コアカリキュラム｣に基づいて、各授業科目担当者が授業計画を立ててシラバス

に示し、授業を実施している。 

本専攻は栄養士養成校であり学習成果の査定は｢栄養士免許｣取得状況により行って

いる。｢栄養士免許｣に関しては栄養士課程の必修科目32科目50単位の履修を義務付け

ており、平成27年度において76名(98.7％)が取得している。 

授業科目ごとに実施される｢学生による授業評価アンケート ｣により集計されたデ

ータをもとに、各授業担当者は授業評価の自己分析、課題の抽出、具体的な授業改善

方法を示すことになっており、教育の向上・充実のためのPCDAサイクルを有している。

また授業評価アンケートに対する教員の所見・改善方策については学内で公表してい

る。 

 

〈生活科学科介護福祉専攻〉 

生活科学科介護福祉専攻は、短期大学であるとともに厚生労働省による介護福祉士

養成施設として認可されており、学校教育法、短期大学設置基準、｢社会福祉士及び介

護福祉士法(昭和62年法律第30号)｣等の関係法令の順守に努めている。養成施設立ち上

げ後の四国厚生支局による訪問調査にもすべて適合しており、適格認定を得ている。 

本専攻課程は、短期大学であるとともに、厚生労働省の設置基準に基づいた介護福

祉士養成課程を有している。したがって、学習成果の査定の手法として主要な資格取

得の必要要件を高めに設定する方策を講じ、卒業要件単位数も本学の学科・専攻課程

では最も多くなっている。しかし、学習成果の査定の手法としては十分ではない。教

育の向上・充実のための取り組みとして、介護福祉士のほか社会福祉主事任用資格、

介護保険事務士、学習療法士1級、介護予防指導士など福祉関連の多様な資格の取得を

可能にし、それによって専攻課程としての教育の質保証を図ろうとしてきた。その他

にも学習成果の査定方法の一つとして、公益社団法人日本介護福祉士養成施設協議会

の実施する｢卒業時共通試験｣を挙げることができる。この成績に、近年、乱高下が見

られるようになり、学生の質保証が十分に担保されているとは言えない部分も見え始

めた。 

本専攻のPDCAサイクルとして、入学者の基礎学力や気力の欠如した学生の把握をし、

個別指導の強化をするとともに、教育目標や教育内容を踏まえた学習成果の一層の可

視化を図り、介護福祉士としての専門職意識を高める教育を実現するための検討を継

続的に行うこととしている。 

 

(b)課題 

 平成27年度より導入されたwebベースのeポートフォリオシステムは、学習成果を測

定するための1つの手法として期待されている。しかし、導入後、入力期間、入力内容

等そのシステムの問題点が指摘され始めている。学科・専攻課程ごとにそれをとりま

とめ、次年度に向けよりよいシステムの構築を目指して検討を進めていく必要がある。 
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 テーマ 基準Ⅰ-B 教育の効果の改善計画 

 学科・専攻課程は、ディプロマポリシーにおいて修得すべき学習成果を示している。

このポリシーについて、どのような学習成果をあげれば学位が授与されるのかをステ

ークホルダーに対して具体性に富んだ、よりわかりやすい表現に変更する。また、カ

リキュラムポリシーやアドミッションポリシーとの整合性を確認する。 

 学習成果の測定手法として利用されている本学のeポートフォリオシステムは、導入

して間もないこともあり、いくつかの問題点が指摘されている。その修正については

次年度予算として計上し、より使いやすいものに改善する。 

 

〈提出資料〉 

資料 1.・学生募集要項 2016 年度 

資料 5.・履修要覧 2015 年度 

資料 6.・ウェブサイト｢教育の目的｣ 

http://www.shinonome.ac.jp/site/college/jrcollege-outline-purpose.html 

資料 7.・ウェブサイト｢教育方針｣ 

http://www.shinonome.ac.jp/site/college/jrcollegeoutline-policy.html#j 

rc-diploma-policy 

 

〈報告書作成マニュアル指定以外の備付資料〉 

資料 4.・ 教務の手引 

・ペープサート発表風景写真 

・松山東雲短期大学保育科 教職課程 教職履修カルテガイダンス 

・教職履修カルテ 

・科別展示写真 

・第55回中・四国保育学生研究大会発表要旨集表紙、発表要旨46-47頁、奥付 

・現代ビジネス学科教育課程系統図(2015年度入学生用) 

・ポートフォリオ学習支援総合システム学習ポートフォリオ取扱説明書 

・｢若年層の女性の視点から考える松山中央商店街の活性化｣報告書 

・インターンシップ報告書 

・｢ビジネス実務教育に関する企業実態調査(Ⅷ)｣『松山東雲短期大学研究論集

44巻』(2014年3月) 

・卒業研究要旨集 

・介護実習報告会 

・学生による授業評価アンケート 

・ウェブサイト｢学生による授業評価アンケート｣教員コメント 

http://gih.shinonome.ac.jp/kyoumu/fd/fd.php 

・社会福祉主事任用資格単位修得証明書取得に関する履修細則(保育科)の変更

について 

・地方自治体・地元産業界等からの意見聴収機会に関する実施報告(保育科) 

・ウェブサイト｢教育の目的｣ 

http://www.shinonome.ac.jp/site/college/jrcollegeoutline-policy.html#j
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http://www.shinonome.ac.jp/site/college/jrcollege-outline-purpose.h

tml 

・シラバス2015年度  

 

[テーマ 基準Ⅰ-C 自己点検・評価] 

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

て努力している。] 

 基準Ⅰ-C-1の自己点検・評価 

(a)現状 

学則第1条の2において自己点検・評価について次のとおり定めている[提出資料5]。 

 

第1条の2 本学は、教育水準の向上を図り、目的および社会的使命を達成するため、

教育研究活動等の状況について自ら点検および評価を行い、その結果を公表するも

のとする。 

2 本学は、教育研究等の総合的な状況について、学校教育法にもとづいて、文部科学

大臣の認定を受けた認証評価機関による評価を受けるものとする。 

3 自己点検および評価を行うにあたって必要な事項については、別に定める。 

 

さらに、学則第1条の2第3項および松山東雲学園自己点検・評価規程第2条第2号、第

3条に基づき、自己点検・評価規程を定め、構成員は、学長および学長が委嘱する者で

2年任期となっている。 

 日常的な自己点検・評価活動としては、平成23年度より毎年行われている｢業務計

画・実施報告会｣がある。ここでは、学長、学長補佐、学科長、専攻主任、執行部長な

どが年度初めにそれぞれの業務における現状および課題を分析し、年度目標の設定と

具体的な実施計画について全教員に対して説明した後、質疑応答が行われる。年度半

ばには進捗状況の説明、年度末には実施計画の達成度についての報告会も実施し、日

常的な自己点検・評価活動におけるPDCAサイクルが確立している。 

 本学では、平成20年度の第三者評価機関による受審において一般財団法人短期大学

基準協会より適格認定を受け、ウェブサイト上に自己点検・評価報告書を公表してい

る。他大学との相互評価は、平成19年度に本学保育科と聖和短期大学保育科との間で

相互評価協定書が交わされた。それ以来、｢短期大学設置基準第2条の精神に基づき、

両短期大学の教育の向上、充実に資する｣ことを目的に、相互評価が実施されている。

授業方法の工夫と改善、学生の指導体制、附属幼稚園や子育て広場および卒後教育等

について相互に訪問して評価を行っている。近時では、平成25年3月に聖和短期大学の

評価、そして平成26年3月に本学の評価を実施し、平成27年3月には｢相互評価結果報告

書｣の第2報が発刊された。 

自己点検・評価委員会は、学長および学長により委嘱された学長補佐を委員長に、

学科長、専攻主任、教務部長および総務課長により構成されるが、報告書の取り纏め

に関する基礎原稿の作成を通した自己点検・評価活動が学科・専攻課程および各執行

部等で行われることで、全学的な教職員の関与がなされている。また、報告書の作成

http://www.shinonome.ac.jp/site/college/jrcollege-outline-purpose
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にあたっては、教職員を対象とした説明会を実施し、全学的なコンセンサスを得るよ

うに努めている。 

自己点検・評価に関する成果については、年度末に実施される｢業務計画・実施報告

会｣において報告されている。未達成項目がある場合は、次年度の事業計画に反映させ

ることで点検・評価を行い、成果につながるよう努力している。また、平成20年度の

第三者評価機関による機関別評価結果において｢向上・充実のための課題｣として指摘

された｢評価領域Ⅳ 教育目標の達成度と教育の効果｣、｢評価領域Ⅴ 学生支援｣、｢評

価領域Ⅸ 財務｣については、前述のとおり改善がみられている。 

 

(b)課題 

日常的な自己点検・評価活動として｢業務計画・実施報告会｣が開催されている。平

成27年度には中長期計画についても触れられており、これについてもPDCAサイクルを

踏まえた運営が不可欠である。 

 

 テーマ 基準Ⅰ-C 自己点検・評価の改善計画 

 松山東雲短期大学自己点検・評価規程は平成21年度に制定されたものであり、実際

の運用面との整合性がとれていない部分がある。自己点検・評価に関わる規程と組織

の見直しを通し、実施体制の確立を図る。 

 

〈提出資料〉 

資料 8.・松山東雲短期大学自己点検・評価規程 

資料 9.・松山東雲学園自己点検・評価規程 

 

〈備付資料〉 

資料 2.・2013年度業務実施報告書 

・2014年度業務計画・実施計画書 

・2015年度業務計画・実施報告書 

・学校法人松山東雲学園中長期計画一覧表 

・松山東雲女子大学・松山東雲短期大学中長期計画 

・2008年度自己点検・評価報告書 

・学校法人松山東雲学園松山東雲短期大学機関別評価結果 

・松山東雲短期大学自己点検・評価報告書(平成23年6月) 

資料 3.・聖和大学松山東雲短期大学相互評価結果報告書 
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 基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果の行動計画 

本学園の歴史を貫いて継承されてきた建学の精神の共有とさらなる理解に向け、キ

リスト教センターを中心に活動を展開していく。まずは、平成28年度より建学の精神

に関わる｢キリスト教学｣と｢チャペルアワー｣を松山東雲エクステンションセンターの

公開授業科目として地域に開放し、本学の建学の精神と触れ合う機会を増やす。 

 学科・専攻課程はディプロマポリシーにおいて修得すべき学習成果を明示している。

このポリシーについて、どのような学習成果をあげれば学位が授与されるのかをステ

ークホルダーに対して具体性に富んだ、よりわかりやすい表現に変更する。さらに、

カリキュラムポリシーやアドミッションポリシーとの整合性を確認する必要があり、

平成28年度よりこれに取り組む予定である。 

 学習成果の測定手法として利用されている本学のeポートフォリオシステムは、導入

して間もないこともあり、いくつかの問題点が指摘されている。その修正については

次年度予算として計上し、より使いやすいものに改善する。 

 

◇ 基準Ⅰについての特記事項 

(1)以上の基準以外に建学の精神と教育の効果について努力している事項。 

特になし 

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

特になし 
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【基準Ⅱ 教育課程と学生支援】 

 基準Ⅱの自己点検・評価の概要 

 松山東雲短期大学(以下、本学という)では、期待される学習成果や学位授与の方針

に基づき教育課程の編成を行い、学習を支援する環境の整備を行っており、大きな課

題はない。しかし、今後充実した良い教育を行うための重要な課題として、次の4点が

挙げられる。 

(1)学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針、入学者受け入れの方針の見直し 

 現在、学科・専攻課程の学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針、入学者受け

入れの方針は、それぞれの専門性を考慮し、独自に定められている。課題として、こ

の3つの方針の一貫性をとること、そして、学科・専攻課程間において異なる表記を統

一することが挙げられる。行動計画としては、平成28年度に本学全体の教育理念、教

育目的を建学の精神に基づき修正し、学科・専攻課程の学位授与の方針、教育課程編

成・実施の方針、入学者受け入れの方針を見直す。 

(2)学習成果を測定する学業成績評価方法の改善 

 現状の成績評価の方法は、シラバス(授業概要)に｢授業の到達目標｣、｢カリキュラム

ポリシー・ディプロマポリシーにかかわる項目｣を示し、それに基づく総合評価として

行っており、システムとしては大きな問題はない。しかし課題としては、成績評価に

おける透明性の向上と授業における学習目標の明確化を可能にする、ルーブリック評

価の導入が必要である。これにより、学生の学習項目が明確になるとともに、授業担

当者間の成績評価における公平性と客観性が保たれることが期待される。行動計画と

しては、まずFD・SD活動として平成27年度にルーブリック評価についての研修会を実

施した。それを受けて教務部は、平成28年度よりルーブリック評価の導入に向けた検

討を開始し、平成29年度にはルーブリックによる成績評価の一部授業科目への導入を

目指す。 

(3)基礎学力不足の学生に対する教育プログラムの構築 

 平成22年度より、入学前に国語の読解力に関する試験を実施し、基礎学力が不足し

ている学生の把握に努めている。しかし、その対応は学科・専攻課程ごとの独自の取

り組みとなっており、入学後の教育プログラムが構築されていないことが課題として

挙げられる。行動計画としては、平成28年度入学予定者より国語力判定テストを課し

ており、その結果を受け、教務部が教育プログラムの検討を行う予定である。 

(4)入試等の広報の一元化 

 現状の広報活動は、入試部、学生支援部、キャリア支援部、連携交流センター、企

画・広報センター、ホームページ運営委員会等の各部署が独自に行っており、効率的

な運営がなされていない。行動計画としては、平成28年度に企画広報委員会を設置し、

各部署が連携して広報活動を展開することができる広報戦略を策定する予定である。 

 その他の課題として、｢学生による授業評価アンケート｣の実施方法の検討が挙げら

れる。平成12年度より平成26年度までは、教員一人につき担当授業科目1科目について

紙ベースの調査を行っていたが、平成27年度より全ての授業科目を対象にウェブ入力

による調査に変更した。課題は、平成27年度のアンケート回収率が前学期50.7%、後学

期38.6%と低く、授業改善のためのデータとしては不十分な点である。また、アンケー

様式 7－基準Ⅱ 
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ト結果が教員評価につながる制度改革を進めつつあり、調査項目の内容の検討も必要

である。これらの点を踏まえ、行動計画としては平成28年度に調査項目や実施方法を

検討し、平成29年度の実施を目指す。 

 

[テーマ 基準Ⅱ-A 教育課程] 

[区分 基準Ⅱ-A-1 学位授与の方針を明確に示している。] 

 基準Ⅱ-A-1の自己点検・評価 

(a)現状 

 本学では、建学の精神に基づいた本学全体の教育目的を、学則第1条に｢本学はキリ

スト教の精神にもとづく建学の理想実現をめざし、教育基本法・学校教育法等に従っ

て、女性に対し人格を高め教養を培うとともに、実生活に関する専門教育を行い、よ

い社会人を育成することを目的とする。｣と示している[提出資料5]。それを受け学科・

専攻課程の教育目的を学則第3条2に｢(1)保育科は、新しい時代の変革や社会の要請に

応えることのできるより高い資質をもった有為な保育者を養成する。(2)現代ビジネス

学科は、ビジネスに関する専門知識とスキルを身につけ、社会で即戦力となるビジネ

ス実務能力と問題解決能力を持った女性を育成する。(3)生活科学科食物栄養専攻は、

食と健康に関する専門知識と確かな技術を習得し、食の分野から人々の健康実現をサ

ポートする栄養士および食育推進の担い手になる栄養教諭を養成する。(4)生活科学科

介護福祉専攻は、現代社会の多様な要請に応えつつ、福祉文化の視点から一人ひとり

の心豊かな生活を支えることができる介護福祉士を養成する。｣と示している[提出資

料5]。 

 学科・専攻課程においては、各々の教育目的に応じた学位授与の方針を定め、履修

要覧に示している[提出資料5]。 

 

<保育科> 

1.人としての教養、感性、生命への畏敬、人格への尊厳など常に自己を磨こうとする

努力ができる。 

2.自ら進んで保育者として必要な知識や技能を身につけるとともに、自己の課題を見

つけ、それに取り組むことができる。 

3.核家族化、少子化が進む現代社会の中で、子どもや家庭が置かれている状況を理解

し、今何が必要かを考えることができる。 

4.子どもが育つ社会環境や自然環境の意味や他児と出会い生活する幼稚園や保育所の

意義、保育者の役割について理解することができる。 

5.各授業で学んだ考え方や知識、技能を総合化し、子どもと積極的にかかわることが

できる。 

6.子どもの年齢による発達やその順序、心身の特性などについて基本的な内容を理解

し、子どもとの生活を作り出すことができる。 
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<現代ビジネス学科>(平成26年度に秘書科から学科名称変更を行い、学位授与の方針を

変更) 

1.現状を分析し、問題を発見し、その解決策を考え出して実行することができる。 

2.情報を収集・分析し、提案することができる能力を身につけている。 

3.自分と周囲の人々や物事の関係性を理解し、主体的に行動することができる。 

4.他者の意見を尊重し、自身の考えを的確にわかりやすく伝えることができる。 

 

<生活科学科食物栄養専攻> 

健康実現をサポートできる｢栄養士｣、｢栄養教諭｣を養成することを目的としている本

専攻では、卒業までに身につけることとして以下にあげることが求められます。所定

の単位を修めた学生は卒業が認定され、短期大学士(食物栄養)の学位が授与されます。 

1.食べ物と栄養について理解する。 

2.人との交流を大切にし、人びとから信頼される幅広い人間性とコミュニケーション 

能力を備える。 

3.組織や地域にあって他職種と協調・協働して社会に貢献しようとする意識と責任感 

を身につける。 

4.病院、学校、市町村、事業所、福祉施設などにおける栄養士の仕事を理解し、食と 

健康に関する専門知識と確かな技術を身につける。 

5.栄養士として現場や地域において活躍できる実践力を身につける。 

 

<生活科学科介護福祉専攻> 

1.介護福祉士としての専門的な知識を修得し、身につけることができる。(知識・理解) 

2.確かな視点に基づき、冷静に状況を判断することができる。(思考・判断) 

3.社会問題に関心を持ち、積極的に解決しようとすることができる。(関心・意欲) 

4.人間の尊厳性を踏まえながら、他者を思いやることができる。(態度) 

5.介護福祉士としての専門的な技能を修得し、社会に活かすことができる。(技能・表 

現) 

 

 学位授与の方針は、入学時に配布する履修要覧に示し、年度初頭に実施するオリエ

ンテーションにおいて、入学生に対し幅広く周知するように努めている。在学生およ

び学外向けにはウェブサイトにおいて公開している。 

 学位授与の方針に基づく教育課程編成・実施の方針により編成された別表1の(2)〜

(5)に示す学科・専攻課程の2年間の教育課程を学習し、卒業所要単位を修得すること

を学位授与の要件としている。卒業の要件は学則第33条、学業成績の判定は学則第27

条と学業成績判定に関する規程に定めている。 

 学科・専攻課程における資格取得の要件は、履修規程の履修細則等において示され

ている[提出資料5]。  

 保育科は、3 幼稚園教諭二種免許状取得に関する履修細則、4 保育士資格証明書

取得に関する履修細則、5 児童厚生二級指導員資格取得に関する履修細則、6 レク

リエーション・インストラクター資格取得に関する履修細則(保育科)、7 障害者スポ
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ーツ指導者(初級スポーツ指導員)資格取得に関する履修細則(保育科)、8 社会福祉主

事任用資格単位修得証明書取得に関する履修細則(保育科)である。 

 現代ビジネス学科は、10 秘書士(メディカル秘書)資格認定証取得に関する履修細

則、11 上級情報処理士資格認定証取得に関する履修細則である。 

 生活科学科食物栄養専攻は、12 栄養士免許証取得に関する履修細則、13 栄養教

諭二種免許状取得に関する履修細則、14 社会福祉主事任用資格単位修得証明書取得

に関する履修細則(食物栄養専攻)である。 

 生活科学科介護福祉専攻は、15 松山東雲短期大学 生活科学科 介護福祉専攻 

介護福祉士資格取得に関する規程、16 社会福祉主事任用資格単位修得証明書取得に

関する履修細則(介護福祉専攻)、17 レクリエーション・インストラクター資格取得

に関する履修細則(介護福祉専攻)、18 障害者スポーツ指導者(初級スポーツ指導員)

資格取得に関する履修細則(介護福祉専攻)である。 

 学科・専攻課程の教育課程は、保育科では文部科学省の幼稚園教諭養成基準と厚生

労働省の保育士養成基準に基づいている。現代ビジネス学科では一般財団法人全国大

学実務教育協会による上級ビジネス実務士資格の認定を受けたものである。生活科学

科食物栄養専攻では厚生労働省の栄養士養成基準に、同介護福祉専攻では厚生労働省

の介護福祉士養成基準に基づいている。従って、学位授与の方針は、社会的に(国際的

に)通用性のあるものと言える。また、学科・専攻課程の良好な就職実績からも、学位

授与の方針は社会的に(国際的に)通用性のあるものと判断できる。 

 保育科では、毎年95%以上の学生が幼稚園教諭と保育士資格を取得して卒業し、平成

27年度の就職率は100.0%、進路決定率は98.0%で、その内100%の卒業生が、幼稚園・保

育所・施設に就職している。  

 現代ビジネス学科では、平成27年度90.8%の学生が上級ビジネス実務士(平成26年度

以前の秘書科では、上級秘書士)の資格を取得し、就職率は98.4%、進路決定率は92.3%

である。 

 生活科学科食物栄養専攻では、平成26年度までは100%、平成27年度は98.7%の学生が

栄養士資格を取得して卒業している。平成27年度の就職率は100.0%、進路決定率は

94.7%で、その内75.3%が給食委託会社、福祉施設、幼稚園・保育所、病院、食品会社

に就職また四年制大学へ進学している。 

 生活科学科介護福祉専攻では、毎年100％の学生が介護福祉士資格を取得し、平成27

年度の就職率は94.1%、進路決定率は94.1%である。 

 学位授与の方針は、毎年、次年度の教育課程を編成する際に、学科会・専攻会にお

いて点検を行っている。現代ビジネス学科では、平成26年度に秘書科から現代ビジネ

ス学科へと学科名称を変更したことに伴い、現在の学位授与の方針に変更している。 

 

(b)課題 

 現在の学科・専攻課程の学位授与の方針は、建学の精神に基づいた教育目的を受け、

学科・専攻課程の専門性を考慮して設定されている。この方針が、教育課程編成・実

施の方針、入学者受け入れの方針との一貫性が保たれているかを見直す必要がある。

また、｢知識・理解｣、｢思考・判断｣、｢関心・意欲｣、｢態度｣、｢技能・表現｣の5つの観
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点から、学位授与の方針を検討する必要がある。 

 学位授与の方針の中で根幹となる学業成績の判定については、その透明性を確保す

るとともに、学生の学習目標を明確にするために、ルーブリック評価の導入について

検討する必要がある。 

 

[区分 基準Ⅱ-A-2 教育課程編成・実施の方針を明確に示している。] 

 基準Ⅱ-A-2の自己点検・評価 

(a)現状 

 学科・専攻課程の教育課程は、学位授与の方針より導き出されたカリキュラムポリ

シー(教育課程の編成・実施方針)に基づいて編成している[提出資料5]。 

 

<保育科> 

1.子どもの成長にかかわる人間としての自覚を持ち、自らを磨き人格を高め、そして

自分で考え判断する主体性を培わせる。 

2.保育実践の拠り所となる基本的な教育観や保育観、子ども観を確立させる。 

3.子どもの健全な成長や幸せな生活を援助するための知識や技能、方法を総合的に理

解・習得させる。 

 

<現代ビジネス学科> 

1.ビジネス社会における諸問題を発見し、論理的に解決する能力を高める。 

2.情報を収集し、分析することができる能力を高める。 

3.積極性・協調性・柔軟性・創造力・責任感・忍耐力などの人間力を高める。 

4.地域社会のニーズに対応し、カリキュラムに反映させる。 

 

<生活科学科食物栄養専攻> 

本専攻の教育目標を達成するために、次のことを意図したカリキュラム(教育課程)

を編成しています。 

1.専門職としての｢栄養士｣｢栄養教諭｣の業務の遂行に必要な知識・技能を修得し、幅

広く活躍できる力を育てる。 

2.少子高齢化・国際化・情報化などの多様化する社会環境の変化に対応できる総合的 

な専門教育を学修させる。 

3.幅広い知識に裏付けされた総合的な判断力と創造性を育成する。 

4.情操豊かで強い生活力を持った健康実現のできる人材を育成する。 

5.｢食｣・｢健康｣・｢幸福｣を結び、その架け橋となる人材を育成する。 

 

<生活科学科介護福祉専攻> 

1.介護福祉士としての深い専門知識と実践的な技能を修得する。 

2.世代を超えたコミュニケーション能力を修得する。 

3.多様な価値観を理解し、他者と共生する生き方を修得する。 

4.国家資格を取得し、介護福祉分野のリーダーとして活躍できる能力を修得する。 
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 学科・専攻課程は、この教育課程の編成・実施方針に基づき、教育課程を体系的に

編成している。 

 保育科の教育課程は、幼稚園教諭と保育士を養成するための教育職員免許法、教育

職員免許法施行規則、児童福祉法施行規則に基づいて編成している。保育者として必

要な基本的知識と技能が総合的に習得できるよう、教養科目と専門科目を二つの大き

な柱としている。卒業要件単位数は62単位以上、その内訳は教養科目12単位以上、専

門科目(必修)4単位、専門科目(選択)36単位以上、自由単位(選択)10単位以上で構成さ

れている。幼稚園教諭二種免許状取得要件単位数は45単位、その内訳は教養科目8単位、

専門科目(必修)37単位、保育士資格証明書取得要件単位数は76単位以上、その内訳は

教養科目12単位、専門科目(必修)55単位、専門科目(選択必修)3単位、専門科目(選択)6

単位以上となっている。個々の実践力を高め、同時に保育者としての責任感や自覚を

培えるよう、講義、演習、実技、実習をわかりやすく体系的に学べるよう編成し、幼

稚園教諭二種免許状・保育士資格・児童厚生二級指導員資格・レクリエーションイン

ストラクター資格を取得するためのバランスの良いカリキュラムを編成している。 

 現代ビジネス学科の教育課程は、卒業要件単位数は66単位以上、その内訳は教養科

目10単位以上、専門科目(必修)28単位、専門科目(選択)28単位以上、キャリアアップ

講座で構成されている。専門科目のうち選択科目は53科目87単位と幅広い履修が可能

となっている。専門科目は、｢ビジネス｣、｢情報｣、｢コミュニケーション｣という分野

で示すビジネス基礎科目群と、将来の就職先に直結する｢医療｣、｢金融｣、｢販売｣、｢サ

ービス｣の4分野からなる専門科目群から構成されている。ビジネス基礎科目群と4分野

の専門科目群における学習成果を確かなものにするために、検定支援のためのキャリ

アアップ講座が設置され、各種検定試験の受験が推奨されている。 

 生活科学科食物栄養専攻の教育課程は、栄養士養成施設のカリキュラム(教育内容お

よび目標)および一般社団法人全国栄養士養成施設協会作成の栄養士養成課程コアカ

リキュラムに基づいて編成している。卒業要件単位数は68単位以上、その内訳は教養

科目10単位以上、専門科目(必修)4単位、専門科目(選択)44単位以上、自由単位10単位

以上となっている。栄養士免許取得要件単位数は50単位、その内訳は専門科目(必修)50

単位となっている。栄養教諭二種免許状取得要件単位数は、教職関係科目として18単

位となっている。 

 生活科学科介護福祉専攻の教育課程は、厚生労働省による介護福祉士養成カリキュ

ラムに準拠して編成している。卒業要件単位数は80単位以上、その内訳は教養科目10

単位以上、専門科目(必修)70単位となっている。更には、専門性に関する授業科目以

外に、学位授与の方針に掲げている｢確かな視点に基づき、冷静に状況を判断すること

ができる｣、｢社会問題に関心を持ち、積極的に解決しようとすることができる｣能力を

修得するために、｢ゼミナールⅠ｣、｢ゼミナールⅡ｣において個別発表を課している。 

 学業成績の判定については学則第27条、単位の認定については学則第28条に示して

いる。さらに具体的な成績評価については、学業成績判定に関する規程でより詳細な

説明を加えることで、教育の質保証に向けた厳格な成績評価を行っている。 

 シラバスは、必要な項目である｢授業の到達目標｣、｢カリキュラムポリシー・ディプ

ロマポリシーにかかわる項目｣、｢授業の概要｣、｢具体的な計画・進度｣、｢テキスト｣、
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｢参考書｣、｢履修条件｣、｢成績評価方法｣、｢授業時間外学習にかかわる情報｣で構成し、

イントラネットとウェブサイト上で公表している。 

 学科・専攻課程の教育課程の教員配置は、学校教育法第92条に基づき、教員の専門

分野や資格・業績を基にして編成している。専任教員の任用に関しては、教員任用規

程、任用資格に関しては教員の資格に関する規程において定めている。任用の資格調

査は、任用資格調査委員会規程に基づいた任用調査委員会が行っている。本委員会は、

人事教授会構成員の中から学科・専攻課程より各1名選出された4名と教育研究業績調

査委員3名(審査対象者が所属する学科・専攻課程の学科長・専攻主任を主査とし、そ

れ以外に教授会構成員の中より選出された2名)で構成され、教員の資格に関する規程

および任用資格調査細則に従い、専門領域に関する教育・研究業績ならびに学会およ

び社会活動上の業績を基に、教育課程における授業科目担当者としての適否を判断し

ている。その結果、それぞれの教育課程に関わる授業科目は、教員の資格・業績を基

にした適切な教員配置で運営されている。また、教員の定年による補充人事や新規の

採用人事では、当該学科・専攻課程において教育課程編成時等に専門性を検討した上

で学科長・専攻主任会等に要望を上程しており、教育課程上適切な人事計画を行って

いる。 

 学科・専攻課程の教育課程の見直しは、毎年6月に学科会・専攻会において次年度の

教育課程編成時に行っている。保育科では、教育職員免許法施行規則の改定、保育士

養成課程の告示や法令の改正を受けて見直しを行っている。現代ビジネス学科では、

一般社団法人全国大学実務教育協会の規程の変更および定期的に実施している企業へ

のアンケート調査の結果を受け、見直しを行っている。平成26年度には、学科名称を

秘書科から現代ビジネス学科へと変更するとともに、教育課程の大幅な改編を実施し

た。生活科学科食物栄養専攻では、栄養士法や栄養士法施行規則の改定を受けて、同

介護福祉専攻では厚生労働省による介護福祉士養成基準の改定を受けて見直しを行っ

ている。 

 

(b)課題 

 特になし 

 

[区分 基準Ⅱ-A-3 入学者受け入れの方針を明確に示している。] 

 基準Ⅱ-A-3の自己点検・評価 

(a)現状 

 学科・専攻課程では、それぞれの学習成果に対応した入学者受け入れの方針を定め、

学生募集要項、ウェブサイトに掲載し、公開している。 

 学科・専攻課程の入学者受け入れの方針は、次のとおりである[提出資料1]。 

 

〈保育科の求める入学生像〉 

 保育科では、子どもが大好きな人、大歓迎です。 

・子どもの問題に関心をもち、自ら意欲的に考える人 

・福祉やボランティア活動に積極的に参加し、自らの人間性を磨こうとする人 
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・明るく社会性があり、相手の立場を理解しようとする人 

 

〈現代ビジネス学科の求める入学生像〉 

 組織の中で自分の役割を果たすことのできる人を求めます。したがって、現代ビジ

ネス学科では、以下のようなみなさんを歓迎します。 

・何事にも興味を持って、周囲の人と協力し、意欲的に取り組むことのできる人 

・計画を立て、実行し、振り返りのできる人 

・客観的に物事をみることができる人 

 

〈生活科学科食物栄養専攻の求める入学生像〉 

・食や健康に関心を持ち、自ら学ぶ姿勢のある人 

・明朗で人と積極的に関わり、人を大切に相手の気持ちになって考え、接することの

できる人 

・人びとに奉仕することや、人に喜んでもらうことが好きな人 

・責任感があり、地道に努力のできる人 

 

〈生活科学科介護福祉専攻の求める入学生像〉(平成27年度より募集停止のため平成26

年度まで) 

・明朗・健康で、相手の立場になって物事を考え、行動できる人 

・ボランティア活動などへ積極的に参加し、自ら人間形成に努めようとする人 

・現代社会の諸問題に対して、幅広い関心をもち、自ら考え、学ぶ意欲や向上心のあ

る人 

 

 学科・専攻課程では、入学者受け入れの方針に合った人材を選考するために、高等

学校での学習成果を把握し、評価している。具体的には、入学試験時に提出される出

願書類の調査書により、3年間の学習成果、課外活動の成果、ボランティア活動、総合

学習等を把握し評価している。評価方法は、学科・専攻課程の独自性を尊重したもの

となっている。 

 入学者選抜の方法は、推薦入試として｢指定校制｣、｢スポーツ推薦｣、｢生徒会活動推

薦｣、｢専願推薦｣、｢公募推薦｣、一般入試として｢一般入試A日程｣、｢一般入試B日程｣、

大学入試センター試験利用入試として、｢A日程｣、｢B日程｣、｢C日程｣、その他として、

｢AO入試｣、｢社会人・帰国生入試｣、｢外国人留学生選抜｣を設定している。｢指定校制｣、

｢外国人留学生選抜｣以外の入試については、学生募集要項に選抜方針を示している。 

 ｢指定校制｣入試では、学校長の推薦を受け、提出書類(調査書・志願理由書・推薦書)

と面接で合否を判定している。｢スポーツ推薦｣、｢生徒会活動推薦｣は、提出書類の中

にスポーツ活動や生徒会活動の実績一覧表を加え、それら活動実績も踏まえて合否判

定を行っている。｢専願推薦｣、｢公募推薦｣においては、提出書類・面接の他に小論文

を実施し、高等学校までの学習成果を判断している。配点比率(提出書類・面接・小論

文)は、入学者受け入れの方針に基づき学科・専攻課程独自に設定し、合否を判定して

いる。｢一般入試｣においては、学力検査(国語)、調査書で合否を判定している。｢大学
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入試センター試験利用入試｣は、高得点1科目(現代ビジネス学科では国語、英語のうち

高得点の科目)と調査書で合否を判定している。その他の入試として、｢AO入試｣は、保

育科と生活科学科食物栄養専攻(同介護福祉専攻は平成26年度まで)で実施しており、

選抜方針を明確にすることで特色ある入試として展開している。｢社会人特別選抜｣は、

提出書類と面接で合否を判定している。 

 

(b)課題 

 特になし 

 

[区分 基準Ⅱ-A-4 学習成果の査定(アセスメント)は明確である。］ 

 基準Ⅱ-A-4の自己点検・評価 

(a)現状 

 学科・専攻課程の教育課程において求められる学習成果は、ディプロマポリシーと

して示され、シラバスにその関連性が示されるとともに、授業の到達目標を示すこと

で更なる具体性を持たせている。これら教育課程に示された授業を履修し、単位を修

得することにより学習成果を達成することが可能となる。 

学科・専攻課程における学習成果は、資格の取得状況より学修期間内に獲得でき、

また、測定可能であると判断できる。資格取得状況は、卒業者数に対する資格取得者

数の割合で示している。 

 保育科では、平成27年度において｢幼稚園教諭二種免許状｣取得者は96名(取得率

96.9%)、｢保育士資格｣取得者は95名(96.0%)、｢児童厚生二級指導員資格｣取得者は7名

(7.1%)、｢レクリエーション・インストラクター資格｣取得者は5名(5.1%)、｢社会福祉

主事任用資格単位修得証明書｣取得者は21名(21.2%)、｢障がい者スポーツ指導員初級資

格｣取得者は6名(6.1%)である。 

 現代ビジネス学科では、平成27年度において｢上級ビジネス実務士｣(平成26年度以前

の秘書科では、上級秘書士)取得者は59名(90.8%)、｢情報処理士｣取得者は41名(63.1%)、

｢上級情報処理士｣取得者は10名(15.4%)、｢秘書士(メディカル秘書)｣取得者は20名

(30.8%)である。これらの資格取得は、資格に関する授業科目の単位を修得した後、学

生自身の資格取得の申請によるものであり、未申請の学生がいるために、わずかなが

ら低い値となっている。検定試験の合格率(合格者数/受験者数)は、平成26～27年度の

2年間で、秘書技能検定2級14名(50.0%)、秘書技能検定3級28名(66.7%)、日商PC検定(文

書)2級4名(80.0%)、日商PC検定(文書)3級28名(73.7%)、日商PC検定(データ)3級2名

(66.7%)、メディカルクラーク11名(35.5%)、日商簿記検定2級1名(33.3%)、日商簿記検

定3級5名(13.9%)、証券外務員2名(100.0%)、リテールマーケティング1名(100.0%)とな

っている。 

 生活科学科食物栄養専攻では、平成27年度において｢栄養士免許｣取得者は76名

(98.7%)、｢栄養教諭二種免許状｣取得者は6名(9.1%)である。また、四年制大学管理栄

養士養成課程に三年次編入した学生は、2名(2.6%)となっている。 

 生活科学科介護福祉専攻では、平成27年度において｢介護福祉士資格｣取得者は17名

(100.0%)、｢介護予防指導士資格｣取得者は平成27年度2年生15名(93.7%)、1年生17名
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(73.9%)、｢介護保険事務士｣取得者は2年生13名(83.1%)となっている。 

 学科・専攻課程の教育課程の学習成果は、高い就職率が示すとおり、社会が求める

実際的な価値があり、またその結果からも学習成果の測定が可能であると判断できる。 

 保育科では、平成27年度における就職率は100.0%、決定率は98.0%である。毎年高水

準で推移しているだけでなく、その内訳は、専門職として保育現場への就職率が100%

と非常に高いことが特徴である。 

 現代ビジネス学科では、平成27年度における就職率は98.4%、決定率は92.3%である。

また教育課程系統図に示される4分野に関連した就職先別で見ると、医療10名(16.7%)、

金融6名(10.0%)、販売20名(33.3%)、サービス7名(11.7%)、それ以外の業種(公務員等)

における一般事務17名(28.3%)である。 

 生活科学科食物栄養専攻では、平成27年度における就職率は100.0%、決定率は94.7%

である。その内訳は、栄養士・栄養教諭・専門職への就職と管理栄養士養成四年制大

学への進学等が58名(75.3%)、一般事務系への就職が19名(24.7%)となっている。 

 生活科学科介護福祉専攻では、平成27年度における就職率は94.1%、決定率は94.1%

である。介護福祉関連の専門職への就職率は88.2%(日本での就業許可のない留学生を

除くと94.1%)である。 

 資格取得状況以外に学習成果を測定するものとして、生活科学科食物栄養専攻では

一般社団法人全国栄養士養成施設協会主催の｢栄養士実力認定試験｣、同介護福祉専攻

では公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会主催の｢卒業時共通試験｣がある。｢栄養

士実力認定試験｣の結果は、平成27年度において8名受験し、A判定(栄養士として必要

な知識・技術に優れ、絶対的な信頼がおけると認められた者)3名、B判定(栄養士とし

てほぼ十分な知識・技術を取得しているが、尚いっそうの資質の向上が期待される者)5

名である。｢卒業時共通試験｣の結果は、概ね60点台後半で推移し、合格点の60点をほ

ぼ全員が超えている。 

 学習成果の質的な測定方法として学習ポートフォリオを挙げることができる。学習

ポートフォリオは、これまで学科・専攻課程で独自に取り組んできたが、平成27年度

よりフォーマットを統一化し、全学的にeポートフォリオを導入した。これにより、学

生は学期ごとに自らの目標に応じた履修計画を立て、成績評価後に目標の達成状況の

把握・自己評価を行い、次学期の学習目標・計画の設定へとつなげることが可能とな

った。 

 

(b)課題 

 学習成果の質的な測定手段としての学習ポートフォリオは、eポートフォリオを平成

27年度に導入したばかりであり、学科・専攻課程、さらには各教員において取り組み

が統一されていない状況である。継続的な学習ポートフォリオシステムの改善を通し、

さらなる実効性のある環境作りが必要である。 

 また、学習成果の測定となる成績評価については、授業担当者間で基準が曖昧であ

ることも課題である。この課題を改善するために、ルーブリック評価に基づいた学業

成績の判定方法の導入について検討する必要がある。 
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[区分 基準Ⅱ-A-5 学生の卒業後評価への取り組みを行っている。] 

 基準Ⅱ-A-5の自己点検・評価 

(a)現状 

 就職進路を担当するキャリア支援部では、卒業生の進路先に対する訪問調査やアン

ケート調査を行い、卒業生に関する評価を聴取し、その結果を学習成果の点検に活用

している。 

 進路先訪問では、キャリア支援課長が中心となり、年度の早い段階で前年度卒業生

の就職先に出向き、卒業生の職務状況や本学の就職支援等に関する意見を聴取してい

る。夏期休業中や春期休業中には、キャリア支援部長、キャリア支援副部長とキャリ

ア支援課長が卒業生の主な就職先を訪問し、次年度の求人依頼に合わせて、担当者か

ら意見を聴取している。また、本学に求人活動の一環として来学した企業の担当者よ

り、随時、卒業生の状況についての情報も聴取している。これらの訪問等から得られ

た情報約600件は、随時イントラネットにアップし、学内の教職員間で情報共有されて

いる。卒業生の活動に対する評価は概ね好評であり、それが本学への継続した求人に

繋がっているものと思われる。                      

 本学は、平成24年1月から平成27年3月まで文部科学省の｢産業界のニーズに対応した

教育改善・充実体制整備事業｣(以下、CoHRD事業という)に取り組んだ。中国・四国に

所在する14大学との連携による｢産業界の人材ニーズに対応した協働型人材育成事業｣

の一環として、卒業生の主な就職先に対するアンケート調査を実施し、本学の卒業生

に対して｢素直さ｣、｢規律性｣、｢明るさ｣、｢謙虚さ｣、｢傾聴力｣が評価されていること

が把握できた。逆に、｢働きかける力｣、｢創造力｣、｢課題発見力｣については、やや努

力が必要であるとの評価である。得られた結果はキャリア支援に活用している。 

 本学は、併設の松山東雲女子大学(以下、女子大学という)と共同で、平成27年度よ

り｢地(知)の拠点大学による地方創成推進事業(COC+)｣に取り組んでいる。これは文部

科学省の大学改革推進等補助金による大学改革推進事業であり、愛媛県を事業恊働地

域とした県内5大学(愛媛大学、松山東雲女子大学、松山東雲短期大学、聖カタリナ大

学、今治明徳短期大学)と愛媛県、経済団体等で構成し、地域が求める人材養成のため

の教育カリキュラム改革を行うものである。本学は地方における女性のワークライフ

バランスプロジェクトとして、地元企業へのアンケート調査、学生向けの公開講座や

ワークショップの開催、そして子育て家庭へのインターンシップなどを計画し、地域

を担う女子学生に特化した人材育成を図ることを目的としている。この事業を通して、

本学におけるキャリア支援のための教育プログラムの改善が期待できる。 

 キャリア支援部における全学的な取り組みとは別に、学科・専攻課程における独自

の取り組みは、次のとおりである。 

 保育科では、保育現場から実習訪問指導の際と実習連絡会において意見聴取を行っ

ている。 

(1)実習訪問指導 

保育科の卒業生のほとんどは保育士・幼稚園教諭として保育現場を進路として選択

している。これらの就職先は、現役学生にとっては保育士・幼稚園教諭の資格取得の

ための実習の場でもある。実習の期間中には、保育科の教員が1度は必ず園を訪問し、
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視察を行っており、学生の状況の視察に加えて現場の園長・主任など指導的立場に立

つ職員との面談を持ち、その際、卒業生の職員の在職確認および職務状況について聴

取している。 

(2)実習連絡会 

 保育科では、実習施設との連絡会を年に1回持ち、就職した卒業生の実態とその評価

について聴取している。幼保実習連絡会は、幼稚園・保育園を合同で東予・南予・中

予の地区別に年替わりで行い、施設実習連絡会は、愛媛県内の施設を対象に、女子大

学心理子ども学科子ども専攻と合同で行っている。幼保実習連絡会は、平成26年度は4

月30日(於：本学)、平成27年度は5月1日(於：リーガロイヤルホテル新居浜)に行った。

施設実習連絡会は平成26年5月28日、平成27年度は5月29日(いずれも於：本学)に行っ

た。 

 実習訪問において聴取した内容は、訪問視察記録として実習担当教員が確認した上

で保存し、現状の実習指導の在り方と翌年以降の実習指導に活かしている。また、実

習施設との連絡会での聴取内容は学科会で適宜報告し、情報の共有化を図っている。

これらの機会を通して聴取した内容は、学習成果の点検に活用している。 

 現代ビジネス学科では、アンケート調査を行っている。昭和59年に秘書科が開設さ

れて以来、定期的に｢ビジネス実務教育に関する企業実態調査｣と題したアンケート調

査を実施することにより、社会のニーズと本学科の教育内容が乖離しないように教育

内容の充実を図っている。これまでのアンケート調査の結果を受け、秘書科における

教育内容は地域社会から一定の評価を得ているものの、それが十分に伝わっていない

ことや、地域社会のニーズに、より適切に対応するために、学習成果の見直しが必要

であるとの結論に至った。平成23年度より秘書科の大幅な改革に着手し、平成26年度

には現代ビジネス学科をスタートさせた。｢ビジネス実務教育に関する企業実態調査｣

から得られた、企業が求める｢主体性｣、｢コミュニケーション能力｣、｢実行力｣を意識

した授業内容やビジネス体験を新たに盛り込み、企業が求める資格取得、検定の合格

率を上げるための｢キャリアアップ講座｣の創設、また、医療分野においては、医療に

関する基礎知識や事務処理能力を確かなものとするために、｢メディカルクラーク｣や

｢ドクターズクラーク｣に関する授業内容を充実させた。 

 生活科学科食物栄養専攻では、実習訪問指導の際の意見聴取に加え、実習終了後の

評価表提出時に学校への要望書の提出を求め、意見聴取を行っている。学生の校外実

習の場として、栄養士免許を取得するものは｢給食管理実習Ⅱ(学外実習)(集中)｣を、

栄養教諭免許を取得するものは｢栄養教育実習｣を、栄養士・栄養教諭の必修科目とし

て開講している。食物栄養専攻の多くの学生は、栄養士・栄養教諭として就職してお

り、校外実習受入れ先には、本専攻課程卒業生も多い。実習期間中に1度は必ず食物栄

養専攻の教員が実習施設を訪問し視察を行っており、学生の実習状況の視察に加えて、

施設長、事務長、栄養主任等管理および指導的立場に立つ職員との面談を行っている。

その際、卒業生の職員の在職確認、管理栄養士国家試験の受験・合格状況、職務状況

の聞き取りや評価を得ている。これらの実習訪問において聴取した内容は、訪問視察

記録として実習担当教員が確認した上で保存し、専攻会で報告・回覧している。さら

に、校外実習受入れ先からは、実習終了後、評価表提出時に学校への要望を自由記述
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での提出を求め意見聴取を行っている。指摘された実習に対する取り組みの指導や教

育内容の問題点は、訪問視察記録と同様に、実習担当教員が確認し保存し、専攻会で

報告・回覧し、社会における栄養士の在り方を探る手がかりとしている。これら2つの

記録に基づき、問題点が検討され、現状の学習成果の点検と次年度の授業計画等に活

かしている。 

 生活科学科介護福祉専攻では、介護実習に伴う施設訪問や本学で毎年開催する実習

施設との連絡会などの機会を捉えて卒業生に対する評価を聴取するように努めている。

卒業生に関する情報を一元的に取りまとめることとし、共通の報告シート｢卒業生に関

する就職先からの聴取結果記録｣を作成して情報集積を図っている。聴取した結果は、

学習成果としての取得資格の在り方などに反映させている。介護福祉施設の希望も取

り入れながら、現場で有効活用のできる資格を中心に資格取得の枠を拡大しており、

平成24年度以降、新たに学習療法士1級・介護保険事務士・介護予防指導士の諸資格を

順次導入してきた。 

 

(b)課題 

 特になし 

 

 テーマ 基準Ⅱ-A 教育課程の改善計画 

(1)学科・専攻課程の学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針、入学者受け入れの

方針の一貫性をとること、そして、表記を統一する。 

(2)学習成果を測定する学業成績評価方法を改善する目的で、ルーブリック評価による

成績評価を一部授業科目に導入する。 

(3)eポートフォリオシステムを改善し、実効性のある環境作りを行う。 

 

<提出資料> 

資料 1.・学生募集要項2016 

資料 5.・履修要覧2015年度 

資料10.・授業科目担当者表2015年度 

資料12.・シラバス2015年度 

 

<備付資料> 

資料 5.・単位認定の状況表  

平成26年度入学生 平成26年度 

平成26年度入学生 平成27年度 

資料 6.・科別専攻別進路状況一覧表2015年度(2016年5月1日現在) 
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[テーマ 基準Ⅱ-B 学生支援] 

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

している。] 

 基準Ⅱ-B-1の自己点検・評価 

(a)現状 

 学位授与の方針に対応した学習成果の獲得に向けて、各授業科目のシラバスには｢授

業の到達目標｣、｢カリキュラムポリシー・ディプロマポリシーにかかわる項目｣、｢成

績評価方法｣を示している。教員は、授業の到達目標の達成度について｢授業への参加

度｣、｢小テスト｣、｢レポート｣、｢試験｣等により総合的に学習成果を評価している。成

績評価に関しては、学生に｢成績評価に関する疑義申し立ての制度｣を保障し、成績評

価の根拠の説明を求められた場合、教員は説明責任を果たしている。 

 教員は学生の学習成果の獲得状況について、担当授業科目の成績評価を通して把握

している。また、アドバイザーとして個々の学生に成績通知を行う際に、それぞれの

学習成果の獲得状況を確認している。成績通知表には、修得した｢授業科目名｣、｢単位

数｣、｢成績｣、｢個人平均点｣、｢学科専攻平均点｣を、また卒業要件確認表として｢卒業

要件単位｣、｢修得済単位数｣、｢今回修得単位｣、｢総修得単位数｣を示している。また、

平成27年度よりGPA制度の導入に伴い成績通知表には｢学期GPA｣、｢累積GPA｣を示してい

るが、そのデータは、学習成果の獲得状況を把握するための成績や修得単位数を補完

するものとして活用しており、進級や退学勧告等には用いていない。 

 平成27年度より、中途退学者や卒業延期生を防止するために、成績不振の学生を早

期に発見し、適切な支援を行うことができるよう学科・専攻課程において成績不振の

基準を定め、該当する学生との個別面談を行っている。アドバイザーは、｢学生支援記

録Ⅰ｣として面談記録を取り、学科長・専攻主任に提出することで学習成果の獲得が振

るわない学生の情報共有をしている。また、平成27年度のeポートフォリオ導入に伴い、

アドバイザーは、eポートフォリオに示された学生の履修情報を元にコメントを記入す

ることとしており、ゼミナールの学生の学習成果の獲得状況を把握している。その際、

必要に応じて学生との個別面談を行い、学生の学習成果の把握とともに、適切な履修

指導を行う体制をとっている。さらに、アドバイザーは学生の学習支援だけではなく、

学生生活や就職進路に関して、必要に応じて面談を行い、適切な支援を行っている。

学科会・専攻会においては随時学生情報を共有しており、学科・専攻課程の教育目的

の達成状況を把握・評価している。 

 学生による授業評価は、平成26年度までは学期末に全教員最低1科目の｢学生による

授業評価アンケート｣を紙ベースで実施してきた。平成27年度前学期からは、全授業科

目を対象に、ウェブ入力により同アンケートを実施している。紙ベースからウェブ入

力に転換したことにより、回収率が前学期50.7%、後学期38.6%と低下した。今後更に

高い回収率となるように授業評価の実施方法を検討するとともに、平成28年度からの

実施を目指し授業評価アンケートの改訂を行う。 

 学生による授業評価アンケート結果については、それぞれの教員に担当科目ごとの

集計結果を配付し、教員はそれに対する改善点などのコメントを書くこととしている。

教員は担当の授業科目に対する評価結果を認識するとともに、授業改善のために活用
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している。教員コメントはイントラネットにアップするとともに、学生が学内で閲覧

できるようにプリントアウトし、教務課の窓口で保管されている。平成27年度からは、

授業評価アンケート結果を授業改善のため積極的に活用すべく、評価の低い教員に対

しては、FD委員長に改善策の提出を義務づけることとした。また合わせて評価の高い

教員に対する顕彰制度も設けている。 

 授業評価アンケートとともに、平成26年度からは、｢学生の学修時間・学修行動アン

ケート｣を全学生対象に実施し、結果の集計・分析を行っている。同アンケートの集計

結果は、学生の予習・復習などの自主学習時間状況や施設利用状況を明らかにするも

のであり、授業評価アンケート結果とともに、教学改革を進めていくうえでの貴重な

資料として活用している。 

 授業内容に関する授業担当者間での意思の疎通、協力・調整は、学科・専攻課程に

おいて、次年度に向けた教育課程編成時に行っている。また、共通分野や複数担当の

授業科目では、関連の授業科目を担当する教員間で、又はオムニバス形式の授業科目

を担当する教員間で行っている。それ以外に、関連科目の担当者間で日常的に情報交

換を行い、教授法や教授内容の連続性に努めている。 

 FD活動については、学内で実施しているFD・SD研修会と、四国の大学が連携して実

施している四国地区大学教職員能力開発ネットワーク (Shikoku Professional and 

Organization Development Network in Higher Education.以下、SPODという)研修会

がある。FD・SD研修会は年2回開催し、教育方法の充実のための研修を行っている。特

に平成27年度第2回FD・SD研修会では、｢パフォーマンス評価導入の実際｣というテーマ

で実施し、今後本学が導入する予定のルーブリック評価について研修を行った。毎年、

併設の女子大学との合同組織であるFD委員会において、教育環境の充実や教育方法の

開発などに関連するテーマを設定し、その分野の第一人者を講師として招聘し、内容

の充実した研修を行っている。 

 FD活動を通した授業・教育方法の改善に関しては、平成26年度FD・SD研修会におい

て教職員同士での意見交換会を実施した。しかしながら、授業・教育方法の改善に関

しては、現時点では教員による授業評価アンケートに基づく改善が中心である。今後、

FD・SD研修会において新しい授業・教育方法をテーマとして取り上げていくことも必

要である。 

 事務部長、事務部次長兼学務課長、事務職員は教授会に陪席することで、教授会の

議題として挙げられる学業成績判定、卒業認定等学習成果を認識し、学科・専攻課程

の教育目的の達成状況を把握している。事務組織である教務課、キャリア支援課の職

員は、教員との執行部組織としてそれぞれ教務部、キャリア支援部に属している。定

期的に開催している教務部会では単位修得状況、キャリア支援部では2年間の学習成果

としての就職状況に関する報告から、学習成果を認識し、学科・専攻課程の教育目的・

目標の達成状況を把握している。また｢業務計画・実施報告書｣の閲覧、また｢業務計画・

実施報告会｣に出席することにより、学科・専攻課程の学習成果を認識するとともに、

それぞれの教育目的の達成状況を把握している。さらに、事務職員は、教員による授

業等を通した学生の学習成果の獲得のためのシステム作りを執行部員として間接的に、

窓口での学生対応等を課員として直接的に貢献している。 
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 教務部および教務課は、学則をはじめとした規程・規則、学科・専攻課程が定める

教育課程編成・実施の方針、学位授与の方針等を記載した｢履修要覧｣が効果的に活用

されるように、毎年内容の点検を行い、必要に応じて見直しを行うことで充実を図っ

ている。また、毎学期初めに開催される｢教育課程ガイダンス｣の運営に関するマニュ

アルを作成し、教務部教員が学生の履修指導を適切に行えるよう配慮している。この

マニュアルにより、新しく教務部に配属になった教員であっても、一定水準のガイダ

ンス指導が可能となっている。また、教務課員は、卒業までの2年間、計4回の履修登

録において、履修登録日は事務室での履修登録票の回収だけにとどまらず、別室にお

いて終日2名の教務課員が待機し、学生個々の履修状況に応じた丁寧な個別指導を実施

している。 

 キャリア支援部およびキャリア支援課は、より良い学生の就職進路支援を行うため

に、年度ごとに過年度の進路状況の点検を行い、必要に応じて就職進路支援の方法を

見直し、充実を図っている。キャリア支援課では、学科・専攻課程ごとに実施してい

る｢キャリア支援ガイダンス｣および日々の個別相談等において、学習成果、単位修得

の重要性に触れながら、就職進路指導を行うことにより、卒業までの学習成果獲得の

一端を担っている。 

 学生支援部および学生支援課は、クラブ活動の充実指導に際して、学習成果の重要

性を指導している。スポーツ特待生には、年度初めにスポーツ特待生オリエンテーシ

ョンを実施し、特待生の意義を説明し、クラブ活動だけでなく学業にも励むように指

導している。 

 事務組織においては、年度初めに、事務局長より示される年間業務方針に基づき作

成した各部署からの｢業務目標、業務分掌｣について、相互確認した後、年間4回開催の

SD研修会(内2回はFD・SD研修会)において、学生支援の在り方を整理、理解するよう努

めている。それ以外には、管理職者会議、部署ミーティング、全体朝礼等により、学

生の入学から卒業までを支援する体制の構築、特に課題を抱える学生に対する必要な

ケアについてまで意見交換を行っている。また、学生支援課・保健室、カウンセリン

グルーム関連の研修会、勉強会等についての概要を共有し、広く学生支援に貢献でき

るように図っている。 

 上述したように、事務職員は、それぞれの所属部署の職務を通じて、学生に対し履

修及び卒業に至る支援ができている。 

 女子大学と共用である図書館は、図書館規程に基づき、図書館長(教員)と3名の職員

によって図書館業務が遂行されている。蔵書は平成28年5月1日現在、図書は和書

156,799冊、洋書21,179冊の合計177,978冊、雑誌・紀要は和雑誌1,282種、洋雑誌191

種の合計1,473種、新聞9種、視聴覚資料3,141点を有している。図書館予算では、図書

館選定の図書等購入費目以外に、教養科目、学科・専攻課程での図書等購入費目、学

生用視聴覚購入費目を設けている。本学全体としての図書の充実を図るとともに、学

科・専攻課程の専門性に応じた図書の充実にも努め、学生の学習成果向上のための環

境作りを行っている。図書館の開館時間は、通常平日午前8時50分〜午後7時(休業中平

日午前8時50分〜午後5時)となっている。オンライン情報検索は、MAGAZINE PLUS、CiNii、

聞蔵、愛媛新聞データベース、J Dream Ⅱ、STN、Dialog Select、G-Search、国立教
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育政策研究所教育研究情報データベース、国立民俗学博物館情報検索システム、国立

歴史民俗博物館データベースの11種を設けており、学生の授業におけるレポート作成

等に必要な文献検索の環境を整備している。平成28年度より、図書館内にラーニング

コモンズを設置し、学生の自主的な学習支援の充実を図っている。 

 図書館職員は、年度始めに学科・専攻課程の学生に対し、ゼミナール単位で図書館

ガイダンスを実施することで図書館の利用方法について周知している。また日々の図

書館業務において、学生の相談等に対応し、学生の学習支援を行っている。図書館の

利便性の向上については、センター長(教員)を含む教員5名(本学教員2名、女子大学教

員3名)と職員3名で構成される情報メディア・センターが担当している。本センター会

において図書館資料の収集・管理、図書館の利用、図書館予算の申請等について検討

し、必要に応じて見直し、充実を図っている。図書は、毎年度新たに平均1,000冊を購

入している。 

 女子大学と合同組織である情報メディア・センターは、情報メディア・センター規

程に基づき、図書館業務とともに学内LANシステムの運用、情報処理教育・研究と情報

技術の推進を図っている。情報処理教育関係では、授業用に134台のコンピュータを設

置し、学内LANシステムを構築している。情報処理教育用の教室は、授業時間外は学生

に開放しており、自主的学習、レポート作成等に利用できる環境を提供している。現

在、キャンパス内のWi-Fi環境の充実を順次図っている。 

 授業以外のコンピュータの利用としては、平成27年度において全学的に導入したeポ

ートフォリオの入力および閲覧、紙ベースからウェブ入力に変更した｢学生による授業

評価アンケート｣の入力が挙げられる。学生が所有しているスマートフォンからの入力

も可能であるが、それ以外では、情報処理教育用のコンピュータを活用している。 

 学科・専攻課程での情報教育や情報機器の利用状況は、次のとおりである。 

 保育科では、教養科目の｢コンピュータ演習｣を必修科目とし、パソコンの基礎技能

の向上を図っている。｢教職履修カルテ｣は、平成22年度入学生から紙ベースで運用し

ていたが、平成27年度のeポートフォリオ導入を機に｢教職履修カルテ｣のシステム化を

図った。これにより、学生が自身の2年間の学習目標を半期ごとに設定し、日々の学習

状況をより管理運営しやすくなった。また、教職員も学生の支援ニーズをタイムリー

に把握し、対応する体制が充実した。 

 現代ビジネス学科では、授業、自習および検定試験で使用するためのコンピュータ

設置教室として、学科独自に｢コンピュータ演習室(B-3-1)｣(教師用PC1台、学生用PC44

台、以下、教室という)を有している。平成27年度前学期においては、本教室の授業で

の使用率は約7割(授業で使用するコマ数16/授業で使用可能なコマ数23)であり、使用

頻度は高い。教室は、授業での使用以外の時間および20時までは本学科の学生に開放

しており、十分な自習時間が確保できている。教室のコンピュータは、授業や検定試

験の使用以外に、電子メールの送受信、資料収集、課題作成等に幅広く活用されてい

る。また平成26年度にはiPadを40台設置し、アクティブラーニングの内容を取り入れ

た授業において、資料収集、プレゼンテーション等に活用している。これにより、卒

業後の就職先でのタブレットの活用に関する実践的な能力の育成に寄与することが期

待される。学科独自のサーバーとして2台を運用し、1台は授業科目｢医療情報システム
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演習｣用のORCA専用サーバー、もう1台はウェブサーバーであり学科の管理情報を共有

している。平成27年度には、B-3-2教室(ノートパソコン20台、プロジェクター、可動

式の机と椅子を設置)とB-3-4(可動式の机と椅子を設置)をアクティブラーニング対応

教室に改修し、教育環境の改善を図った。 

 本学科は、ビジネス現場においてコンピュータの使用が必須であるため、コンピュ

ータを活用した授業科目を幅広く開講している。必修科目としては｢情報処理演習Ⅰ｣、

｢日本語ワープロⅠ｣、選択科目としては｢マルチメディア演習｣、｢プログラミング演習｣、

｢キーボーディング｣、｢情報処理演習Ⅱ｣、｢情報コミュニケーション｣、｢表計算演習｣、

｢データベース演習｣、｢医療情報システム演習｣、｢企業分析演習｣、｢日本語ワープロⅡ｣

を開講している。またiPadを活用した授業科目としては、｢ゼミナールⅡ｣、｢ゼミナー

ルⅢ｣、｢TOEICリスニング｣、｢トラベル英語｣を開講している。 

 生活科学科食物栄養専攻では、教養科目の｢コンピュータ演習｣は選択科目であるが、

本専攻課程のほとんどの学生が履修しており、コンピュータの基本的な操作を修得し

ている。専門科目においても、複数の授業科目でコンピュータを利用しており、例え

ば｢給食計画実務実習｣では｢エクセル｣や｢エクセル栄養君｣を用いた表計算、栄養素量

計算等を用いた授業展開をしている。 

 生活科学科介護福祉専攻では、教養科目の｢コンピュータ演習｣を本専攻課程の学生

のみを対象とした履修指定の科目としており、コンピュータについての基本操作を修

得させている。専門科目の｢介護総合演習Ⅳ｣では、｢介護実習Ⅳ｣における成果を事例

研究発表会において全員がパワーポイント等を用いて発表を行い、また年度ごとのレ

ポート集を編集する等、パソコンの活用促進を図っている。 

 学科・専攻課程の教職員のコンピュータ所有率は100%以上であり、授業資料の作成

等に利用している。授業運営においても、プロジェクターを使用した授業の展開を図

っている。その他、イントラネットや電子メールにより学内、学科・専攻課程内、執

行部等内での情報の共有化を図り、本学や学科・専攻課程の運営等に活用している。 

 平成23年度に、学内LANを更新しており、原則的に学内すべての機器が学内LANに接

続している。また、各教室にLANコンセントを設置して一般教室においても授業等での

コンピュータ等の活用を可能にしている。 

 コンピュータ等の新しい情報技術の活用に関しては、FD活動を通して教職員に周知

している。平成27年度には、学生の学習支援を充実させるために導入したeポートフォ

リオに関する説明会を教職員に対して実施した。授業、大学運営等におけるコンピュ

ータ技術の向上は、基本的に教員独自で行っている。 

 平成26年度にはIR(インスティテューショナル・リサーチInstitutional Research)

推進委員会を設置し、平成27年度は教育改善等のためのデータを集積、分析し、その

結果を教育研究、学生支援等に活用することができるシステムを構築している。 

 

(b)課題 

 授業評価アンケートに関しては、全科目対象かつウェブ入力での実施に伴い、従来

の紙ベースに比べ回収率が低くなったことが課題として挙げられる。また、同アンケ

ート結果が教学面での教員評価につながるような制度改革を進めつつあることから、
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今後はアンケート項目の内容を精査していく必要も出てきた。高い回収率を得るため

の実施方法の検討とアンケート項目内容の改編が必要である。 

 

[区分 基準Ⅱ-B-2 学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて学習支援を組織的に行

っている。] 

 基準Ⅱ-B-2の自己点検・評価 

(a)現状  

 学習成果の獲得に向けた学習支援のための教職員組織としては、教務部を設置して

おり、部長(教員)を含む教員4名と教務課職員2名で構成されている。その業務は、①

教育課程および授業時間数に関すること、②履修要覧、授業概要、時間割表に関する

こと、③授業および試験の実施計画に関すること、④履修および教務関係の指導に関

すること、⑤教室の使用計画に関すること、⑥授業環境に関すること等である。学習

成果の獲得に向けて、教務部は、学習支援全体に関わる環境や制度の充実を図ってい

る。 

 新入生に対しては、入学式後の3日間にわたりオリエンテーションを実施している。

入学式後に行われる第1日目のオリエンテーションでは、教員と新入生および保護者が

一堂に会して、教員の自己紹介や学科・専攻課程の説明を行っている。第2日目には、

午前中のチャペルアワー終了後、全体の教育課程の説明、履修計画・履修方法につい

ての説明を行っている。午後から学科・専攻課程に分かれ、教育課程ガイダンス、学

生生活ガイダンス、キャリアセミナーを行っている。第3日目には、午前中のチャペル

アワーの後、2回目の学科・専攻課程ごとの教育課程ガイダンス、新入生を対象とした

学外活動プログラムである｢ウェルカムセミナー｣の説明を行っている。新入生は、3日

間にわたるオリエンテーション(ガイダンスを含む)において学習の方法、授業科目の

履修方法、就職進路の考え方等のガイダンス指導を受けることにより、学科・専攻課

程での学習への動機付けを高めることができる。 

 本学が学生に対して学習成果の獲得を促すために発行している印刷物は、｢シラバ

ス｣、｢時間割表｣、｢教育課程系統図｣および｢履修要覧｣である。また、これらを補うも

のとして｢オリエンテーションガイド｣と｢キャンパス・ガイド｣を学生に配付している。 

それらに加え、学科・専攻課程独自の印刷物として、保育科では、全学生に｢教育課

程ガイダンス｣を配付することで、学生の履修計画の作成が容易になり、学習成果の獲

得に効果を上げている。また、平成27年度より｢教職履修カルテ｣が電子システム化さ

れたことにより、当該学科の学生の履修状況をオンラインで教員が把握できるように

なった。生活科学科介護福祉専攻では、｢介護実習の手引き｣を作成し、学習成果の獲

得の段階的な目標設定を学生に指導、支援するとともに、実習施設との共通認識の保

有と連携に供している。なお、手引きは毎年度の見直しと更新を行い、実効性を高め

ている。 

 本学では入学準備プログラムとして、平成28年度入学予定者に対し｢国語力判定テス

ト｣(平成27年度入学予定者までは｢日本語表現｣テスト)を課すことで、基礎学力のレベ

ルを把握している。基礎学力が不足する学生への対応は、学科・専攻課程ごとに独自

の取り組みを行っている。 
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 保育科では、保育実習指導における実習ノート作成時に基礎的な漢字の習得、文書

の書き方等、基本的な国語力について指導を行っている。実技科目系の中でも特に能

力の差が大きい音楽の授業では、レベルに合わせた少人数クラス編成を行い、個々の

能力に合わせた学習進度が可能となるような環境を構築している。ピアノ技術につい

て初心者である学生には、1年生の前学期終了後の9月から約2週間、また学年末の3月

上旬から下旬にかけた2週間、個別レッスンによる補習を行っている。授業を通してピ

アノ技術の学習成果を十分に獲得できていない学生には、卒業前の2月、成績評価を行

う前に補習として個別レッスンを行っている。平成27年度より、試験的にピアノ技術

の基礎力向上のための学生アシスタント(TA)制度をスタートした。これは、①意欲を

高めつつ指導する＝コーチング力、②他学生の見本となりうる一定のピアノ技能、③

できない人の気持ちや状況がわかる当事者性・共感力・忍耐力の3点を持ち合わせてい

ると思われる学生が、ピアノ技術の低い学生に対してレッスンを行うものである。試

験的な試みではあるが、レッスンを受ける学生とTAの両者にとって学びが深まる結果

となった。教育実習では、実習評価が上位、下位に関係なく、2月の中旬に3日間、附

属幼稚園にて希望者が追加の実習ができるような環境を提供している。 

 現代ビジネス学科では、大学で学ぶための基礎学力や、社会人としての基礎学力を

修得させるために、数学では｢キャリア開発Ⅰ｣、国語では｢日本語表現Ⅰ｣を必修科目

として、1年次前学期に開講している。基礎学力が不足している学生に対しては、補習

授業等を行っていないが、授業時間外の個別指導や授業後のレポート課題などの事後

指導等で対応している。 

 生活科学科食物栄養専攻では、1年生の必修科目である｢栄養ゼミナールⅠ｣、｢栄養

ゼミナールⅡ｣において、国語と数学に関する基礎学力が不足する学生に対し、アドバ

イザーによるきめ細やかな対応を行っている。そのほか学力不足の学生に対し、各授

業担当者より再指導やレポート課題を与える等の対応がとられている。 

 生活科学科介護福祉専攻では、平成25年度から｢介護とことばの表現｣を学園内非常

勤講師に依頼し、新規に必修科目として開講することで、文章力・表現力獲得の支援

を行っている。また｢介護総合演習｣の授業の一環として、介護実習記録の作成につい

ての個別添削指導を平成26年度より開始した。学内での介護技術に関する実習授業を

施設現場での介護実習に見立てて行っており、実施前に比較して成果が見られ、情報

収集や文章の取りまとめ能力は着実に向上している。 

 学生の学習、学生生活、就職進路等の悩みに関する相談にのり、適切な指導助言を

行う体制として、アドバイザー制を採用している。アドバイザーは、1・2年生ともゼ

ミナール担当教員がつとめ、欠席の目立つ学生や成績不振の学生、進路に悩む学生等

に指導・助言を行っている。アドバイザーは1週間のうち1回オフィスアワーの時間を

設定し、学生の相談対応の時間を確保している。また、学生からの相談に対応するだ

けでなく、悩み等の問題を抱えていると判断される学生に対し、教員側からアプロー

チする体制もとっている。問題を抱えている学生は授業の欠席という形で表れること

が多く、学科・専攻課程では学科会・専攻会においてそのような学生の情報共有を図

り、早期の対応を心がけている。さらに、平成27年度より全学的にeポートフォリオを

導入したことにより、一層充実した学生支援が可能となった。これは、学生が履修し
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た授業や活動の記録を残し、学期末に自分自身の成長を振り返り、次の目標をたてる

ものであり、これにゼミナール担当のアドバイザーがコメントを記入して、指導・助

言を行うものである。 

 成績優秀な学生に対しては、表彰制度を設けており、学生の学習意欲の向上に寄与

している。2年次前学期においては、1年次の成績に応じて、人物・学業ともに優秀で

学園創立の精神を体する者を対象とする｢二宮邦次郎賞｣および神と人とに奉仕し、勉

学を始め他の学生の模範となる者を対象とする｢ジレット賞｣の表彰、また卒業時には

成績優秀な学生に対し、｢松山東雲短期大学学長賞｣や学科・専攻課程の分野に関連し

た外部団体による表彰を行っている。保育科では｢全国保育士養成協議会会長賞｣、現

代ビジネス学科では｢全国大学実務教育協会会長賞(上級ビジネス実務士)｣(平成26年

度までは｢全国大学実務教育協会会長賞(上級秘書士)｣)、｢全国大学実務教育協会会長

賞(上級情報処理士)｣、｢全国大学実務教育協会会長賞(秘書士｢メディカル秘書｣)｣、生

活科学科食物栄養専攻では｢全国栄養士養成施設協会会長賞｣、同介護福祉専攻では｢日

本介護福祉士養成施設協会会長賞｣が授与されている。 

 通信による教育は、本学では行っていない。 

 進度の速い学生や優秀な学生に対する学習上の配慮に関しては、特にシステム化し

たものはなく、学生本人の申し出により授業担当教員が個々に対応しているのが現状

である。 

 留学生の受入れについては、学科・専攻課程とも、｢外国人留学生選抜｣入試制度を

設け、外国人留学生募集を毎年実施している。過去3年間の受入れ実績は、平成26年度

に生活科学科介護福祉専攻へ入学した中国出身学生1名である。留学生に対しては、指

導教員を定め、支援を行っている。 

 留学生の派遣については、連携交流センターと現代ビジネス学科のプログラムがあ

る。女子大学との合同組織である連携交流センターにおける本学対象の留学プログラ

ムは、長期休暇を利用して参加するオーストラリア、ニュージーランドの協定校およ

び女子大学の協定校である韓国の大学への3週間～4週間の短期留学プログラムがあり、

プログラム修了者は、教養科目の｢海外語学・文化研修｣の単位を取得できる。往復旅

費・プログラム費の一部補助をすることで奨励している。過去3年間の実績は、平成26

年度に韓国への1名である。その他中国、マレーシア、タイへの2週間の短期交流プロ

グラムがある。 

 派遣に当たっては、説明会、面接審査、事前・事後指導を行うとともに、｢海外危機

管理マニュアル｣を作成し、学生が安心して渡航できるような支援体制を整えている。

派遣留学生は、留学先大学での授業や現地での生活を通して、語学力の向上を図ると

ともに、各国の文化・社会についての理解を深めており、その成果は、チャペルアワ

ーでの留学体験発表や東雲祭での展示発表、報告書において公表している。留学費用

面、また長期休暇中の校外実習等のスケジュール面等のハードルからか、留学への興

味関心はあるが、実際の留学希望は多くはない。 

 現代ビジネス学科では、｢国際事情研究｣という授業科目の中で、カナダのランガラ

大学へ夏期休暇中の3週間、短期留学生を派遣している。事前指導を通して英語の基礎

力向上、現地の治安、文化、マナー等の理解を深めた上での渡航であり、現地での生
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活にスムーズに溶け込むことができるよう配慮している。現地のプログラムは、単な

る語学研修に止まらず、カナダの地理、歴史、文化などの学習、さらには異文化交流

を図ることで広く国際感覚を養うことを目的としている。帰国後は、報告書の作成、

オープンキャンパスでの発表、東雲祭での展示を義務付けており、学習成果を公表す

る場を設けている。派遣実績は、平成25年度7名、平成26年度9名、平成27年度1名とな

っている。 

  

(b)課題 

 入学準備プログラムで把握した、基礎学力が不足する学生に対する教育システムが

構築されていない点が課題である。平成27年度より、平成28年度入学予定者に対する

入学準備プログラムとして、新たに国語力判定テストを実施した。その結果を受けて、

本学の入学者の国語に関する基礎学力評価を行い、入学後に実施する適切な教育プロ

グラムの開発を検討する必要がある。 

 

[区分 基準Ⅱ-B-3 学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて学生の生活支援を組織

的に行っている。] 

 基準Ⅱ-B-3の自己点検・評価 

(a)現状 

 学生の生活支援のための教職員組織としては、女子大学との合同組織である学生支

援部を設置しており、部長(教員)を含む教員11名(本学教員6名、女子大学教員5名)と

学生支援課職員2名で構成されている。その業務は、①学生会および課外活動の指導助

言に関すること、②下宿生の生活指導に関すること、③学生アルバイトの斡旋および

指導に関すること、④交通安全指導に関すること、⑤健康管理および応急処置に関す

ること、⑥奨学金に関すること、⑦服装、風紀指導に関すること、⑧拾得物・紛失物・

盗難に関すること、⑨学生の賞罰に関すること、⑩学内施設利用、集会、団体結成、

掲示などの願、届および証明に関すること、⑪｢学生教育研究災害傷害保険｣などに関

すること、⑫学生生活実態調査および所管事務の記録、統計に関すること、⑬学生指

導の手引などの作成に関すること、⑭その他、学生生活支援に関することである。学

生支援部会は定期的に開催され、学生支援全体に係る環境や制度の充実を図っている。 

 学生が主体的に参画する活動としては、女子大学との合同組織である学生会が、学

生による自治的・組織的な活動を行うことで学生生活の充実を図っている。学生会は、

新入生歓迎行事実行委員会、卒業記念パーティー実行委員会、大学祭実行委員会、ク

ラブ活動を統括するクラブ活動委員会を編成し、学生会行事の企画・運営に当たって

いる。これら学生会活動を支援するために、学生支援部教員による学生会顧問体制を

とっている。クラブ活動は、平成27年度において、文化クラブ20、体育クラブ9、同好

会10、その他の正課外活動2サークルが存在し、これら活動を支援するために各クラ

ブ・サークルに教員1名の顧問体制をとっている。学生会、クラブ等の活動時間を保証

するために、月曜日と木曜日の5限目には原則授業等を入れないように配慮している。 

 学生食堂、売店等に関しては、平成16年度に設立された松山東雲女子大学・松山東

雲短期大学生活協同組合(以下、大学生協という)が運営している。大学生協は、学生



松山東雲短期大学 

80 

 

支援部主導の下に設立された経緯もあり、理事長を始め理事に学生支援部教員、学生

会執行委員が参画し、本学の学生支援の方針に基づき運営されている。学生食堂(ピア

ホール)は、平成27年度に自動扉の設置、机・椅子の入れ替え等のリニューアルを行い、

女子大学らしいアメニティ空間を設けた。キャンパス内の花壇は、園芸部の活動によ

り四季折々の花が咲いている。 

 学生寮は平成20年度に廃止され、それ以降、大学生協が入学前の12月に｢住まい相談

会｣を開催し、新入生と在学生向けの学生用宿舎の斡旋を行っている。それ以降も学生

ホールに、物件を掲示し、斡旋の申し出があれば個別に対応している。 

 通学のための便宜に関しては、駐輪場(自転車約380台分、バイク約250台分)を設け

ている。本学では自動車通学は原則禁止しているため、学生用の駐車場は設けていな

い。バイク通学は許可制としており、バイク通学者と自転車通学者に対しては、毎年5

月に実施する｢交通安全講習会｣への参加を義務付けている。バス通学に関しては、大

学正門前に伊予鉄道の｢短大前｣停留所がある。 

 奨学金等、学生への経済的支援のための制度に関しては、日本学生支援機構奨学金

第一種、第二種の他、本学独自の出願前予約採用型奨学金として｢しののめ給付奨学金｣

制度を設け、年間25万円を給付している。生活科学科食物栄養専攻は、社会人を対象

とした｢しののめ栄養士社会人特別奨学生｣制度を、また同介護福祉専攻は、社会人を

対象とした｢しののめ介護福祉士社会人特別奨学生｣制度を設け、ともに入学金(23万

円)を免除している。 

 学費の支弁困難な学生および特別の事情がある場合で、学費減免・延納が適当と認

められる学生に対しては、学費の減免・延納制度を設けている。また、修学の熱意が

あるにもかかわらず入学後、家計の経済事情の急変により学費の支弁が著しく困難に

なった学生に対しては、｢貸与奨学金｣制度を設けている。 

本学以外の奨学金としては、以下のものがある。地方自治体奨学金としては、高知

市出身者を対象とした｢高知市大学等奨学資金｣(貸与月額3万円、入学支度金20万円)や

愛媛県内の介護福祉施設での就労を前提として返還を免除する｢愛媛県介護福祉士等

修学資金貸付事業｣(月額5万円貸与、入学金20万円、就職準備金20万円)がある。民間

団体等の奨学金としては、公益信託宮崎教育振興財団による｢公益信託宮崎要社会福祉

奨学基金｣(月額3万円)、｢社団法人生命保険協会介護福祉士養成奨学金｣(月額2万円)、

｢公益信託ニヤクコーポレーション介護福祉士奨学基金｣(年間50万円)、｢財団法人ニッ

セイ聖隷健康福祉財団介護福祉士等養成奨学金｣(月額2万円)、｢公益財団法人三浦教育

振興財団奨学生｣(月額3万円)がある。 

 学生の健康管理については、毎年4月に健康診断を実施し、アドバイザーを通して健

康診断結果通知書が学生に手渡され、要再検査項目を有する学生や未検診の学生は、

保健室より病院受診等の指導をしている。健康診断結果は、保健室が保管している。

また、在学中の学生の心身面での健康管理に活用するために、新入生健康診断時に｢心

身の健康カード(UPI)｣を学生に記入させ、カウンセリングルームで管理している。そ

の他、｢助産師によるからだの相談｣を年4回(開催時間：12：00～17：30、場所：保健

室)、｢産婦人科医師による相談｣を年2回(開催時間15：00～17：00、場所：保健室)実

施している。保健室では看護師による健康相談、応急処置、病院紹介等を随時行って
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いる。 

 学生のメンタルヘルスケアは、主にカウンセリングルームが担っている。カウンセ

リングルームは、室長(教員)を含む教員4名(本学教員1名、女子大学教員3名)とカウン

セラー(常勤1名，非常勤3名)で構成されている。平成27年度からは、室員の役割を整

理し、学生の個別相談は非常勤カウンセラーが、インテークおよびフリースペースに

おける学生への対応は主に常勤カウンセラーが、また学内の調整役を教員がそれぞれ

担当するようにした。開室時間は月曜日から金曜日の10：30～16：30である。長期休

暇中は継続面接の希望がある場合、開室している。 

 ｢心身の健康カード(UPI)｣の高得点者(自殺関連項目にチェックのある学生含む)に

対しては、個別に呼び出しを行い、早期の対応を目指している。また心療内科医によ

る｢こころの相談日｣を設け、精神科治療中の学生への生活支援や、セカンドオピニオ

ンの役割を担っている。精神科受診をためらっている学生や、カウンセラーからみて

医療機関の受診を促したい未治療の学生には、受診に関する助言・情報提供などを行

っている。情報交換および事例検討のために、定期的に室員会議を実施している。学

会・研修会への参加については、毎年、室員1名が日本学生相談学会主催の研修会に参

加しており、室員の能力向上に努めている。カウンセリングルームは、学生への広報

として定期的に｢カウンセリングルームだより｣を発行し，ウェブサイトへの掲載、学

生掲示板への掲示を行っている。 

 学生生活に関する学生の意見や要望の聴取に関しては、学生の意見や要望を学生会

がまとめ、年度末に学長と学生会の懇談会を設け、学長に要望している。また学内に

学長への意見箱を設置し、随時、学生の要望を聴取し、その都度、学長の回答を掲示

するようにしている。学生生活に関する学生の満足度等の把握は、学生支援部が平成

27年度に本学1年生を対象にした｢学生生活に関する調査｣を実施している。 

 留学生の学習および生活支援は、女子大学との合同組織である連携交流センターが、

国際交流促進事業として担っている。同センターは、センター長(教員)を含む教員5名

(本学教員2名、女子大学教員3名)と職員3名(中国人スタッフを含む)で構成され、①外

国人留学生の受入れ業務、②外国人留学生に対する生活上の指導助言に関すること、

③外国人留学生と日本人学生・地域社会との交流に関すること等を行っている。また、

必要に応じて学生支援課および各アドバイザーとも連携をとり、留学生が、留学生同

士、他学科・専攻課程の学生、また地域との関わりの中で、安心かつ安全に有意義な

留学生生活が送れるようサポートしている。留学生は入学後、日本人学生と同様に学

科・専攻課程に所属し、担当アドバイザーが、授業への出席状況や単位履修状況等の

学習面、生活面、就職等について適切な指導・助言を行っている。また、同センター

は、留学生が日本での生活を送る上での情報、本学での学習および学生生活を送る上

での情報等を示した留学生向けのガイドブックを作成している。さらに、受入れ時の

オリエンテーションはもとより、年間7回のガイダンスを実施している。内容は、交通

安全や長期休暇にあたっての注意事項など、時機に応じた内容で開催し、平成26年度

から平成27年度にかけても事件・事故、交通事故共に被害0を実現できた。 

 同センターの取り組みの1つとして、｢国際交流フレンドシップ制度｣がある。これは、

｢パートナー｣として登録した日本人学生と留学生とが定期的な交流を通して、情報交
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換や相互理解を深めるものである。平成27年度の登録パートナーは16人(内本学学生7

人)で、歓迎会を始め、毎年年間9回の活発な活動をしている。これら留学生とパート

ナーの交流や活動を保障するスペースとして、学内2か所に｢国際交流室｣という部屋を

設置している。この国際交流室には、パソコン環境を整備する等、設備面でも留学生

の支援をしている。その他の取り組みとして、年1回のフィールドトリップを企画し、

留学生が日本の文化・歴史・産業などに触れる機会を設けている。 

 留学生の日本語力向上のための取り組みとしては、愛媛県内における各種日本語ス

ピーチコンテストへの参加を支援している。その結果、｢留学生スピーチコンテストin

愛媛2014｣において、本学留学生は本選まで進むという良い成績を残した。さらに、本

学は｢大学コンソーシアムえひめ国際交流支援部会｣に加盟し、中予地区大学間におけ

る日本語教育科目の相互受講や、留学生文化理解促進のためのスタディ・ツアーへの

参加を可能にし、留学生の日本語能力を高めるための教育内容を充実させている。 

 留学生に対する経済面での支援は、留学生に対する本学独自の学納金減免に加えて、

各種奨学制度への公募を支援し実績を上げており、留学生はその受給を受けて学業に

専念している。 

 社会人学生への学習支援に関しては、｢社会人特別選抜｣を設け、また、保育科と生

活科学科介護福祉専攻では、愛媛県ハローワークと連携する松山高等専門校から｢離職

者等職業訓練(委託訓練)｣としての委託訓練生を受け入れる入試制度を設けている。 

 社会人学生に対する経済的支援に関しては、全学的な制度として、授業料の負担軽

減措置である｢社会人学納金ユニット制｣を設けている。これは、学納金として、入学

金23万円、学期ごとの在籍料3万円と、授業料として当該学期において履修している授

業科目の単位数×1.1万円の合計金額のみを徴収するものである。また学科・専攻課程

独自の奨学金制度としては、生活科学科食物栄養専攻では｢しののめ栄養士社会人特別

奨学生｣制度を、同介護福祉専攻では｢しののめ介護社会人特別奨学生｣制度を設けてい

る。両制度ともに、入学金23万円を免除している。さらに、同介護福祉専攻は、平成

25年度より厚生労働省の雇用保険法第60条の2に規定する教育訓練給付金の教育訓練

としての指定を受け、授業料等の教育訓練費の2割の事後給付を可能にし、平成25年度

後学期からは｢専門実践教育訓練講座｣として最大6割の給付を受けられるものとして

指定され、社会人学生の学習機会を強力に支援している。 

 平成27年度における社会人学生の受入れ状況は、保育科では一般社会人8名、委託訓

練生3名、現代ビジネス学科では一般社会人1名、生活科学科食物栄養専攻では一般社

会人7名、同介護福祉専攻では一般社会人5名、委託訓練生1名である。 

 障がいのある学生の受け入れのための施設整備や支援体制に関しては、平成27年度

に｢障がいのある学生への修学支援の基本方針｣を策定した。本学のキャンパスは、台

地の斜面上にあることから、斜面、階段等が多数存在しており、施設面での整備は十

分であるとは言いがたい。今後、バリアフリー化等を含めキャンパス整備計画に基づ

いて、順次整備を行うこととしている。障がいのある学生の受け入れは、入試前には

高等学校から障がい者の受け入れに関する問い合わせが入試課にあり、入試部、教務

部、学生支援部、入学を希望している学科・専攻課程において障がいの状況から受け

入れの可能性の有無について検討している。 
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 本学では長期履修生を受け入れる体制は、過去にそのニーズもなく、現時点では整

備されていない。 

 学生の社会的活動(地域活動、地域貢献、ボランティア活動等)を評価するものとし

て、｢ジレット賞｣を設けている。ジレット賞は、戦後の混乱期に、松山東雲高等学校

の校長であったクレアランス・S・ジレット宣教師を記念して設けられ、毎年、キリス

ト教センターで受賞者を選考している。これは、学業に捉われず、ボランティア等の

奉仕活動、建学の精神、教育の分野に関する活動実績を重視して評価する賞である。 

 

(b)課題 

特になし 

 

[区分 基準Ⅱ-B-4 進路支援を行っている。]  

 基準Ⅱ-B-4の自己点検・評価 

(a)現状 

 就職支援組織として、女子大学との合同組織であるキャリア支援部を設置しており、

①就職斡旋、進路指導ならびに各種支援に関すること、②就職開拓に関すること、③

編入学、大学院への進学に関すること、④就職、進学等に関する願、届、証明および

推薦に関すること、⑤インターンシップに関すること、⑥キャリア教育に関すること、

⑦進路支援に関する各種情報の収集、提供、および保管に関すること、⑧進路支援に

対する学生および教職員の意識啓発に関すること、⑨卒業生に対する就職斡旋などの

支援に関すること等を業務としている。キャリア支援部は、部長(教員)を含む教員8名

(本学教員4名、女子大学教員4名)とキャリア支援課職員2名(キャリア支援課長、同係

長)で構成され、キャリア支援に関する方針や具体的なキャリア支援計画等を策定して

いる。 

 このキャリア支援部の方針のもと、学生を支援する事務組織として、4名の職員で構

成されるキャリア支援課を設置している。キャリア支援課の職員は、常時、学生の相

談対応や、履歴書の書き方の指導、就職試験に向けての指導等を行っている。また、

学科・専攻課程のキャリア支援部員と連携をとり、学科・専攻課程ごとに｢キャリア支

援ガイダンス｣を実施している。学科・専攻課程の主な就職先状況を考慮し、具体的な

内容、実施回数等は、キャリア支援課と学科・専攻課程のキャリア支援部員とが相談

の上、決定している。 

 学科・専攻課程での｢キャリア支援ガイダンス｣の実施状況は、次のとおりである。 

 保育科では、1年次に2回、2年次に2回行っている。1年次は就職適性検査の実施とそ

の結果のフィードバック、2年次では就職活動に向けた基礎的なマナーや求人票の読み

方・履歴書の書き方のほか、実習と就職活動についての心構え、公務員試験について

の説明と民間園の就職活動の考え方等の指導を行っている。 

 現代ビジネス学科では、1年次後学期に5回、2年次前学期に5回行っている。就職に

向けての動機付けを始め、就職適性検査の実施とその結果のフィードバック、就職活

動の仕方、会社説明会・面接の説明、履歴書の書き方の指導等の内容で行っている。 

 生活科学科食物栄養専攻では、1年次に4回、2年次に2回行っている。1年次は就職適
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性検査の実施とその結果のフィードバック、2年次では就職活動に向けた基礎的なマナ

ーや求人票の読み方・履歴書の書き方のほか、実習と就職活動についての心構え、公

務員試験についての説明等の指導を行っている。 

 生活科学科介護福祉専攻では、1年次後学期に4回、2年次前学期に4回行っている。1

年次は、適性検査の実施とその結果説明および自己分析、履歴書の書き方等具体的な

就職活動の進め方、施設訪問や面接の注意事項、2年次はキャリア支援登録票の記入、

学内の諸手続き方法、卒業生による就職先選択の具体的なアドバイス、最新就職情報

と具体的な活動方法で構成され、就職に向けたガイダンスと指導を行っている。 

 ｢キャリア支援ガイダンス｣以外にも、学科・専攻課程のキャリア支援部員は、学生

からの個別の相談に対応するとともに、アドバイザーと連携しながら学生一人ひとり

に、履歴書の書き方や面接指導等、きめ細かい支援を行っている。 

 キャリア支援課には、過去の求人や企業等の就職情報を備え、学生がいつでも閲覧

できるように整備している。最新の求人情報はその都度、掲示するとともに、専門性

に応じて関連する学科・専攻課程に配付し、掲示している。キャリア支援課には、パ

ソコンを4台設置し、学生のエントリーシート入力や企業の求人情報検索に使用してい

る。また、学生との面談に使用するタブレット2台を設置している。学生との面談がリ

ラックスした雰囲気の中で行えるように、個人面談用のブースやカフェコーナーを設

置する等、環境づくりに取り組んでいる。 

 学生は、｢キャリア支援登録票｣に希望業種や職種等を記入後、アドバイザーに提出

することで、アドバイザーも学生の情報を把握している。キャリア支援課は、本票を

保管するとともに、記載されている希望業種等の情報から、関連する求人情報を学生

に対しメールで配信できるメーリング・サービスを行っている。さらに、就職活動を

有利に展開するための全学学生対象の資格取得や就職試験対策支援として、木曜4限目

をキャリア支援専用の開講枠とし、｢キャリアプログラム講座｣を開講している。具体

的には、面接対策講座・面接サクセス講座、ビジネスマナー講座、メイク講座、日経

新聞の読み方講座、フライトアテンダント作法、筆記試験対策講座、医療事務資格取

得対策講座、公務員受験対策基礎講座を開講している。 

 以上のように、本学では就職進路支援のための教職員組織ならびにキャリア支援課

を整備し、学科・専攻課程ならびにアドバイザーと連携をとりながら、きめの細かい

学生の就職進路支援体制を構築している。 

 学科・専攻課程における独自の資格取得、就職試験対策等の取り組みは、次のとお

りである。 

 保育科では、入学者のほとんどが保育士・幼稚園教諭としての進路を希望している

ため、これら資格・免許の取得を第一に支援している。これに加えて、学生の進路の

希望に応じて児童厚生二級指導員資格、レクリエーション・インストラクター資格、

障害者スポーツ指導者(初級スポーツ指導員)資格、社会福祉主事任用資格単位修得証

明書などの取得のための教育課程を設け、資格取得の支援体制を整えている。 

 現代ビジネス学科では、教育課程の所定の単位を修得することで取得できる資格以

外の各種検定資格については、従来、教員が正規授業時間外で支援を行ってきたが、

平成26年度より卒業要件に含めない正規授業として｢キャリアアップ講座｣を開講し、
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支援している。このキャリアアップ講座を受講せずに独学で資格取得した学生に対し

ては、認定単位制度を設けている。また資格取得を奨励するために資格取得等奨励金

支給制度を設けている。 

 生活科学科食物栄養専攻では、入学者の多くが栄養士としての進路を希望している

ため、栄養士免許の取得を第一に支援している。さらに、｢栄養教諭｣の取得プログラ

ムを設け、それを履修することで、栄養士資格に加えて｢栄養教諭二種免許｣を取得す

る支援体制を整えている。 

 生活科学科介護福祉専攻では、介護福祉士資格の取得とともに、卒業後の進路選択

に寄与しうる資格の取得を授業に無理のない範囲で取得できる仕組みを構築し、在学

中に延べ10種の介護福祉関連の資格取得を可能としている。特に外部団体による｢学習

療法士1級｣、｢介護保険事務士｣、｢介護予防指導士｣資格については、学内での受講と

受験が可能な形をとることとし、学生にとって受験しやすい環境を作っている。 

 学生の就職状況については、活動が活発になる10月頃から、キャリア支援部から月

ごとの就職決定状況をメール配信し、全教職員が把握するようにしている。卒業時の

就職状況については、年度末および年度始めの教授会で報告している。就職状況の分

析・検討は、全学的にはキャリア支援部において行い、次年度のキャリア支援のあり

方について検討を行っている。 

 学科・専攻課程では、学科会・専攻会において、随時就職状況の報告・検討を行っ

ている。就職決定状況を受け、就職未決定の学生に対してはキャリア支援部員を中心

に、アドバイザーが学生との個別面談等を通して支援を行っている。学科・専攻課程

での就職状況を受けた取り組みは、次のとおりである。 

 保育科では、保育士不足の社会状況から就職状況は堅調であり、当該年度の就職状

況の分析でも、特に問題は見られない。しかし、保育職の就職は一般企業の求人活動

とは時期が異なっており、また、学生自身の実習の経験度に応じて志望の職種(幼稚

園・保育所、その他保育職、一般職)が絞られてくるため、学生の実態に合わせた形で

指導を行う必要がある。そのため、キャリア支援ガイダンスの日程や内容については、

学科会での意見の聴取や内容の確認等を行い、キャリア支援部職員と本学科キャリア

支援部員の協議のもとで、保育科独自の内容を組み込む対応を行っている。 

 現代ビジネス学科では、就職先に幅があるために毎年度、就職率、決定率、業種・

職種ごとの分類を通して、当該年度の状況を分析している。さらに、卒業時の学業成

績とインターンシップ研修の参加等とクロスすることによって得られた結果を踏まえ、

学外でのビジネス体験プログラムやキャリア支援プログラムの充実に反映させている。

また、1年次前学期の｢ゼミナールⅠ｣では、職業研究等の内容を組み入れることで就職

先の目標設定の機会を設け、入学後の早い時期から就職意欲をもたせるようにしてい

る。 

 生活科学科食物栄養専攻では、キャリア支援課からの就職決定状況を受け、キャリ

ア支援部員とアドバイザーが、学生との個別面談等を通して支援を行っている。 

 生活科学科介護福祉専攻では、全国的に介護人材が不足する状況も後押しし、就職

状況は正規の専門就職100%を10年来堅持しており、当該年度の就職状況の分析でも、

特に問題は見られない。一方で、就職活動については積極性に乏しい学生も見られ、
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個別に学生指導等を行うことで対応している。 

 進学支援として四年制大学の3年次編入に関する情報は、キャリア支援課に掲示する

とともに、関連する学科・専攻課程に配付している。基本的には、進学先の専門性が

関係するため、学科・専攻課程で対応している。実績は、平成25年度において女子大

学に5名、松山大学1名、放送大学1名、兵庫大学1名、くらしき作陽大学1名の合計9名、

平成26年度において女子大学に2名、愛媛大学1名、松山大学1名、同志社女子大学1名、

くらしき作陽大学1名の合計6名、平成27年度において女子大学に3名、くらしき作陽大

学2名の合計5名である。 

 留学支援としては、卒業後留学の実績もほとんどなく、基本的には学生による申し

出があればキャリア支援課が相談等の支援を行うこととしている。実績は、平成25年

度においてECマルタ語学学校(マルタ共和国)1名である。 

 

(b)課題 

特になし 

 

[区分 基準Ⅱ-B-5 入学者受け入れの方針を受験生に対して明確に示している。] 

 基準Ⅱ-B-5の自己点検・評価 

(a)現状 

 本学では、学生募集要項に、｢本学の教育理念｣ならびに｢入学者受け入れの方針｣を

学科・専攻課程ごとに掲載している。さらに、入試ごとの募集要項に｢選抜方針｣を示

し、受験生に示している。また本学ウェブサイトにも入試情報として掲載している。 

 受験の問い合わせに対しては、入試課にフリーダイヤル、Eメールでの問い合わせア

ドレスを設置し、丁寧に対応している。学科・専攻課程の学びについての問い合わせ

など入試課で対応できない場合は、該当学科・専攻課程の入試部員や関連する専門の

授業担当教員に対応を依頼するなど、臨機応変に対応している。 

 入試事務は、入試部が担っている。入試部は、部長(教員)を含む教員5名、職員2名(入

試課長、同係長)で構成されている。①学生募集要項に関すること、②大学案内・大学

紹介ビデオの作成に関すること、③入試説明会・入試相談会の企画・実施に関するこ

と、④本学見学会の企画・実施に関すること、⑤高校訪問の企画・立案に関すること、

⑥入学者選抜実施要領作成に関すること、⑦入学試験結果の分析に関すること、⑧学

生募集・入学者選抜の広報に関すること、⑨所轄事務に関する記録、調査、統計に関

すること等を業務としている。 

 受験生に対する広報は、主に入試課が担っている。入試課は課長1名、職員4名で構

成され、入試部の方針に従って、高校訪問、訪問説明会、学校相談会等、入試に特化

した広報活動を行っている。県内の高校へは、入試課と入試部員が担当地域を決めて

訪問し、説明を行っている。また、県外の高校へは、入試課だけでなく企画・広報セ

ンターとも協力して、担当県を決め、きめ細やかな対応を行っている。広報媒体とし

て従来のウェブサイトや大学案内に加えて、平成27年度よりSNSを利用したLINEを開設

し、情報提供を開始した。 

また、企画・広報センターは、センター長(教員)を含む教員4名(本学教員2名、女子
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大学教員2名)と職員1名で構成され、①教育研究等の学内情報を積極的・効果的に発信

するための企画を行う、②全学的な祭事の計画および広報を戦略的に行うという基本

方針のもと、学生・受験生を含む広い意味での地域に向けた情報発信や、地域貢献に

向けた企画の立案・実行を行い、間接的に学生募集に関する広報活動を担っている。 

 入学者選抜は、選考基準を順守し、公正かつ正確に実施している。具体的には、推

薦入試として｢特別推薦(指定校制)(スポーツ推薦)(生徒会活動推薦)｣、｢専願推薦｣、

｢公募推薦｣、一般入試として｢A日程｣、｢B日程｣、大学入試センター試験利用入試とし

て｢A日程｣、｢B日程｣、｢C日程｣、特別選抜として｢社会人・帰国生｣、｢AO入試｣、｢外国

人留学生選抜｣実施している。 

 ｢指定校制推薦｣では、学校長の推薦を受け、本学の建学の精神に賛同する者で、面

接と出願書類により合否を判定している。｢専願推薦｣、｢公募推薦｣では、学校長の推

薦を受け、本学の建学の精神に賛同する者で、小論文、面接、出願書類により、学科・

専攻課程独自の配点比率によって合否を判定している。｢一般入試｣では、国語の試験

と出願書類により合否を判定、｢大学センター試験利用入試｣では、保育科・生活科学

科食物栄養専攻においては、上位1科目の得点、現代ビジネス学科においては、｢国語｣

と｢英語｣のうち、上位1科目の得点で合否を判定している。｢特別選抜(社会人・帰国生)｣

では、提出書類と面接により合否を判定している。｢AO入試｣については、保育科では、

1次審査として｢ピアノ｣または｢スピーチ｣、面接を実施し、その合格者に対して2次審

査となる小論文、面接を行い、合否を判定している。生活科学科食物栄養専攻では､2

回の面談とレポート課題を実施し、合否を判定している。 

 入学者の選抜は、学科会・専攻会における審議結果をもとに、教授会において選考、

審議し、学長が合格者を決定している。 

 入学手続者に対する、授業や学生生活に関する情報の提供に関しては、合格通知と

一緒に｢入学手続きについて｣、｢入学式のご案内｣を送付し、授業や学生生活についての

情報、オリエンテーションプログラムや奨学金等の事前情報を提供している。その中に

は、保護者向けメールマガジンの案内を掲載し、保護者にも情報発信をしている。さ

らに、｢入学前情報｣として、推薦入試合格者には4回、一般入試および大学センター試

験利用入試合格者には2回の情報発信を実施している。発信内容は、｢入学準備プログ

ラム｣(国語力判定テスト)、｢学科・専攻からのお知らせ｣、｢年間スケジュール｣等を、

入試部、教務部、学生支援部と協力して行っている。また学生生活に関しては、本学

のウェブサイト中に｢VOICE｣を設け、課外活動等の情報を常時発信している。 

 平成27年度における学科・専攻課程での情報提供は、次のとおりである。 

 保育科では、｢入学前情報｣により①入学前学習：入学後の学習に円滑に接続するた

めの入学準備学習(入学予定者が取り組んだものを返送してもらい、採点・添削をして

返却している)、②作文：入学前に自分の学びのイメージを作るため、保育者になる心

構えについての作文課題、③保育科のカリキュラム説明と授業紹介、④入学前までに

準備をする、また取り組むことが望ましい活動、⑤保育科の教員紹介と各教員からの

メッセージ等の情報を提供している。 

 現代ビジネス学科では、オープンキャンパス時、訪問入試相談会、出張講義等でキ

ャリアプログラムやビジネス体験プログラム等に関するパンフレットや資料を配付し、



松山東雲短期大学 

88 

 

随時、情報を発信している。入学手続き後は、現代ビジネス学科のウェブサイトや

Facebookを通じて、本学科の学生の活動や授業に関する情報を、また、｢入学前情報｣

により、教職員スタッフの紹介、教職員からのメッセージ等の情報を提供している。  

 生活科学科食物栄養専攻では、｢入学前情報｣において、入学に向けての心構えを促

す文書とともに、授業や大学での学びに関連した課題を出している。食物栄養に関連

した、例えば、｢食｣、｢栄養｣に関連した新聞の切り抜きと、それを題材とした小レポ

ートを課し、入学時に提出させることとしている。 

 また、入学前の3月には生協学生委員を中心に新入生歓迎会を行い、上級生による学

生生活全般についての情報提供や、入学手続者同士の親睦を深めるためのレクリエー

ション等を実施している。 

 入学者に対する学習、学生生活のためのオリエンテーションは、入学式後のオリエ

ンテーション期間中に行っている。オリエンテーション1日目には｢各執行部からの連

絡｣としてキャリア支援部、学生支援部、連携交流センター、ボランティアセンター、

情報メディア・センター、カウンセリングルーム等の業務に関する説明を行っている。

2日目には、｢教育課程ガイダンスⅠ｣では全学的な授業に関する説明、｢教育課程ガイ

ダンスⅡ｣では学科・専攻課程に分かれ、学科・専攻課程独自の専門科目の内容や履修

方法、資格等の説明を、｢学生生活ガイダンス｣では学生生活に関わる説明を行ってい

る。3日目には、｢教育課程ガイダンスⅢ｣において授業計画、履修の手続等を指導して

いる。 

 

(b)課題 

 本学の広報活動は、入試部、学生支援部、キャリア支援部、連携交流センター、企

画・広報センター、ホームページ運営委員会等の各部署が、それぞれの業務に関わる

広報活動を独自に行っており、統一性に欠けていることが課題である。広報活動を一

元化し、本学の広報戦略に基づいた施策の展開が必要である。 

 

 テーマ 基準Ⅱ-B 学生支援の改善計画 

(1)学生の授業評価アンケートの実施方法を検討し、回収率を高めるとともに、調査項

目を教員評価制度に対応した内容に改善する。 

(2)基礎学力が不足する学生に対する教育プログラムを構築する。 

(3)入試等の広報活動の一元化を図り、本学の広報戦略に基づいた施策の展開を行う。 

 

<提出資料> 

資料 1.・学生募集要項 2016 年度 

資料 2.・大学案内(Campus Guide)2015 

資料 5.・履修要覧 2015 年度 

資料 13.・学生募集要項 2015 年度  

資料 14.・大学案内(Campus Guide)2016 
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<備付資料> 

資料 7.・学生生活に関する調査 

資料 8.・企業訪問報告書(教員用)イントラネット 

・仕事力玉成プロジェクト報告書 

資料 9.・入学前情報(学科・専攻課程) 

資料10.・大学案内(Campus Guide)2015 [提出資料2] 

・大学案内(Campus Guide)2016 [提出資料14] 

資料11.・2015年度オリエンテーションガイド 

・履修要覧2015年度 [提出資料5] 

・キャンパス･ガイド2015 [提出資料4] 

・教育課程系統図(学科・専攻課程) 

・2015年度時間割表 [提出資料11] 

・オリエンテーションマニュアル 

資料12.・環境調査票 

・キャリア支援進路登録票 

・eポートフォリオ 

資料13.・科別専攻別進路状況一覧表2013年度〜2015年度 

資料14.・単位認定の状況表[備付資料5] 

平成26年度入学生 平成26年度 

平成26年度入学生 平成27年度 

資料15.・授業評価アンケート 

・授業評価アンケート集計結果 

資料16.・学生募集要項2016 [提出資料1] 

資料17.・キャンパス･ガイド2015 [提出資料4] 

資料18.・FD・SD研修会実施一覧表 

 

 基準Ⅱ 教育課程と学生支援の行動計画 

(1)学科・専攻課程の学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針、入学者受け入れの

方針を建学の精神、教育理念、教育目的に基づいて見直す。 

  平成28年度・建学の精神に基づいた本学の教育理念、教育目的を、高校生にも理

解できるような平易なキャッチコピーを検討する。それを受けて、

学科・専攻課程の学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針、入

学者受け入れの方針を見直す。 

(2)学習成果を測定する学業成績評価方法を改善する目的で、ルーブリック評価による

成績評価を一部科目に導入する。 

  平成27年度・FD・SD研修会において、ルーブリック評価の導入に向けて｢パフォー

マンス評価導入の実際｣というテーマで、講演会を実施 

  平成28年度・教務部において、ルーブリック評価による成績評価の一部科目への

導入を検討 

        ルーブリック評価による成績評価方法の策定 



松山東雲短期大学 

90 

 

  平成29年度・一部の授業科目に、ルーブリック評価による成績評価を導入、評価 

(3)基礎学力不足の学生に対する教育プログラムを構築する。 

平成27年度・平成28年度入学予定者に対し、国語力判定テストを実施 

平成28年度・テスト結果より、入学者の国語に関する基礎学力を評価 

       入学後の基礎学力向上のための教育プログラムを検討 

(4)効果的な授業評価アンケートへと実施方法を改善する。 

平成28年度・FD委員会において教員評価制度導入に伴うアンケート内容と回収率

を改善するための実施方法の検討 

平成29年度・改善した実施方法での授業評価の実施・評価 

(5)入試等の広報の一元化を図り、本学の広報戦略に基づき統一的に行う。 

平成28年度・企画広報委員会を設置し、広報戦略を策定・実施 

(6)eポートフォリオシステムを改善し、実効性のある環境作りを行う。 

平成28年度・教務部において、eポートフォリオのシステムの問題点の検討・改善

の検討 

 

◇ 基準Ⅱについての特記事項 

(1)以上の基準以外に教育課程と学生支援について努力している事項 

特になし 

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

特になし 
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【基準Ⅲ 教育資源と財的資源】 

 基準Ⅲの自己点検・評価の概要 

人的資源については、学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて、教

員組織を整備し、教育研究活動を行っている。また、学習成果を向上させるための事

務組織と関係諸規程を整備し、その責任体制を明確にするとともに教職員の就業に関

する諸規程を整備し、周知することにより人事管理が適切に行われている。 

人的資源における課題および今後さらに向上・充実させるための改善計画および行

動計画の概要は、次のとおりである。 

(1)人事政策の策定について、教員数は設置基準を順守し、学科改組等の戦略的計画が

立案されれば、その効果を見極め検討し、人事計画を平成28年度までに立案する計画

である。 

(2)教職員の処遇改善について、教職員のモチベーションの向上および人材確保の観点

から賞与の改善を模索するとともに定期昇給等の改善についても検討し、行動計画と

して目標達成のためのプロセスを平成30年度までに立案する計画である。 

(3)事務組織連携の在り方について、情報の共有化・効率化を図るため耐震対応とそれ

に伴う新館建築等に併せて事務室を一元化(集中)することを改善計画とし、今後のキ

ャンパス整備計画にあわせて、平成29年度までに一元化(集中)を図る計画である。 

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

校舎、施設設備、その他の物的資源を整備、活用している。施設設備に係る諸規程・

諸規則を整備し、セキュリティ対策・環境保全への配慮を含め施設設備の維持管理を

適切に行っている。 

物的資源における課題および今後さらに向上・充実させるために必要な点は、キャ

ンパス整備計画の円滑な遂行である。改善計画および行動計画の概要は、次のとおり

である。 

キャンパス整備計画については、しなやかな知性の創造をめざして、安心・安全、

女子大らしい、緑の景観に調和したキャンパスづくりのコンセプトの下、財務計画の

立案とともに文部科学省の補助金制度の動向に注視し、情報をきめ細かく収集するこ

とを改善計画とし、平成30年度までのキャンパス整備計画を年度ごとに立案している。 

財的資源については、適切に管理しており、量的な経営判断指標等に基づき実態を

把握し、財政上の安定を確保するよう計画を策定し、管理している。 

財的資源における課題および今後さらに向上・充実させるための改善計画および行

動計画の概要は、次のとおりである。 

(1)財務計画の立案については、本学園存続のため、｢定量的な経営判断指標に基づく

経営状態の区分｣(以下、経営判断指標という)は、A3段階(経常収支差額が3か年のうち

2か年以上黒字。以下、同じ)以上を必達目標とし、安定的な本学園運営を支える財務

計画を立案している。行動計画として学生確保を図り、経営企画委員会においてPDCA

サイクルによる財務計画の進捗管理を行い、平成28年度以降の中長期計画(6年間)につ

いてローリング方式により修正・補正を行い、常に6年先までの計画を策定することと

している。 

様式 8－基準Ⅲ 
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(2)奨学費等の収支における数値目標等の設定については、本学園の経営改善の観点か

ら、収入および経費削減を着実に実行するために、具体的な収支項目および数値目標

の設定をする[備付資料30]。 

 

［テーマ 基準Ⅲ-A 人的資源］ 

［区分 基準Ⅲ-A-1 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて教員組

織を整備している。］ 

 基準Ⅲ-A-1の自己点検・評価 

(a) 現状 

保育科、現代ビジネス学科、生活科学科食物栄養専攻、同介護福祉専攻の3学科2専

攻課程が設置され、学科・専攻課程の教員組織(保育科10名、現代ビジネス学科7名、

生活科学科食物栄養専攻7名、同介護福祉専攻4名計28名)が編成されており、短期大学

設置基準に定める教員数を充足している。生活科学科介護福祉専攻は、平成27年度よ

り募集停止となり、設置基準で定める教員数は0名となっている。専任教員の職位は、

学位、教育実績、研究業績等の実績に基づいて採用・昇格人事を行っており、短期大

学設置基準の規定を充足している。学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基

づいて、非常勤教員(計5名)および実験・実習等の授業の補助にあたる助手を学科・専

攻課程に1名以上(保育科1名、現代ビジネス学科1名、生活科学科食物栄養専攻3名、同

介護福祉専攻1名、計6名)配置している。 

専任教員の採用・昇任については、松山東雲短期大学教員任用規程、松山東雲短期

大学任用資格調査委員会規程、松山東雲短期大学教員の資格に関する規程、松山東雲

短期大学任用資格審査細則、松山東雲短期大学任用資格調査委員会細則等の諸規程が

整備されており、これらに基づいて人事教授会で厳正に審議・決定されている。 

専任教員の採用人事については、原則として短期大学設置基準の基準定員に基づい

て行われ、すべて公募によって実施している。本学のウェブサイト、国立研究開発法

人科学技術振興機構が運営する研究者データベース(JREC-INPortal)、キリスト教学校

教育同盟等を通して、広く一般に告知している。応募の際の必要書類として、教員個

人調書(様式1号)、教育研究業績書(様式2号)、主要な教育研究業績3点、推薦者がいる

場合は推薦書の提出を求めている。選考の手続は、諸規程に則って行われている。具

体的には、人事教授会の議を経て決定した3名の調査員(学科長または専攻主任を含む)

が審査にあたり、書類審査の後、採用候補者には面接を行う。調査委員は教育研究業

績調査書を作成し、任用資格調査委員会に提出する。任用資格調査委員会は任用資格

調査書の内容について調査する。人事教授会で任用資格調査書の報告を行い、その調

査書に基づいて審議の後、採用を決定している。 

教員の昇任人事については、昇任候補者の選考基準、手続ともに明確に定められて

いる。当該学科長・専攻主任が該当する教員の経歴年数および研究業績などを調査の

うえで、基準に達した教員を学長に推挙し、人事教授会の承認を得て、厳正に実施し

ている。学科長または専攻主任が当該学科・専攻課程の教員の勤続年数、研究・教育

業績を確認し、所定の条件に該当する教員の有無を学長に報告する。該当する教員の

あった時、学長は、人事教授会の議を経て、昇任候補者として認められた場合、審査
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の手続に入る。具体的には、人事教授会の議を経て決定した3名の調査員(学科長また

は専攻主任を含む)が審査にあたり、書類審査の後、調査委員は教育研究業績調査書を

作成し、任用資格調査委員会に提出する。任用資格調査委員会は任用資格調査書の内

容について調査する。人事教授会で任用資格調査書の報告を行い、その調査書に基づ

いて審議の後、昇任を決定している。 

 

(b) 課題 

短期大学設置基準を充足した教員数ではあるが、決して余裕のある教員数ではない。

教員の年齢構成は、50歳以上が16名で約6割を占め、40歳代は8名、39歳以下が4名とな

っており、若手の教員が少ない傾向にある。また、教職員のモチベーションの向上お

よび人材確保の観点から処遇改善が期待される。 

課題および今後さらに向上・充実させるために必要な点は、人事政策の策定、教職

員の処遇改善である。 

 

［区分 基準Ⅲ-A-2 専任教員は、学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基

づいて教育研究活動を行っている。］ 

 基準Ⅲ-A-2の自己点検・評価 

(a) 現状 

専任教員の研究活動は、研究活動への時間的、財政的な制約等と併せて、授業と多

忙な校務の中においておおむね成果をあげている。研究活動の状況は、本学ウェブサ

イトの教員紹介において公開されている。研究論集は、平成22年度から愛媛大学図書

館が運営する愛媛県内の大学等による共同の機関リポジトリ(愛媛地区共同リポジト

リ(IYOKAN))で公開されている。 

科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金/科学研究費補助金)は、基盤研究(B)

｢EU諸国等における学校基盤の包括的健康教育カリキュラムの研究―地域と協働する

学校｣(平成26年度と平成27年度継続)の採択があった。受託研究については、平成25年

度｢だしの減塩効果およびだしの嗜好性に関する共同研究｣1件、平成26年度｢真鯛未利

用部位の粉末および液体利用に関する市場調査｣1件、平成27年度｢地域における児童館

の現状と可能性｣1件の計3件の受託を地元メーカーと財団から獲得した。 

平成27年度から教育の質の向上、学内の教育改革に取り組む教員の個人研究および

共同研究に対して、財政的援助を目的とした学長裁量経費から研究助成がなされてい

る。平成27年度の実績は2件である(本学教授1件と本学准教授・女子大学准教授共同1

件；1件上限15万円)。 

専任教員の研究活動に関する規程は、松山東雲女子大学・松山東雲短期大学研究倫

理規程で倫理的基準に関する規程、松山東雲女子大学・松山東雲短期大学における公

的研究費の運営・管理に関する規程、松山東雲女子大学・松山東雲短期大学における

公的研究費の不正防止に関する規程、松山東雲短期大学共同研究費規程で研究費に関

する規程を整備している。 

専任教員の研究成果を発表する機会として毎年1回、松山東雲短期大学研究論集を発

行している。平成25年度第44巻は論文9報と資料1報の計10報、平成26年度第45巻開学
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50周年記念特集号は論文13報と資料1報の計14報、平成27年度第46巻は論文9報と資料1

報の計10報の掲載であった。 

専任教員が研究を行う環境としての研究室等は、全員に専任教員研究室を整備して

いる。 

専任教員の研究、研修等を行う時間は、特に定められたものはないが、教員各自が

教育の合間に研究の時間を確保している。 

専任教員が大学院に進学し、研鑽する機会は確保されており、留学、海外派遣、国

際会議出席等に関しては、松山東雲学園教職員研修・研究規程、教職員研修・研究費

支給基準に関する規程を整備している。 

FD活動については、松山東雲女子大学・松山東雲短期大学 FD委員会規程を整備して

いる。併設の松山東雲女子大学(以下、女子大学という)との合同組織であるFD委員会

は、年に2回程度、外部講師・ゲストを招いての講演やワークショップ等によるFD(SD)

研修会を行っている。平成24年度～平成27年度は、表Ⅲ-A-1(FD･SD研修会実施一覧表

(平成24年度～平成27年度))にあるテーマでFD研修会を行っている。平成26年度からは

FD・SD研修会として、教職員全員が対象の研修会を行っている。学内研修会に加えて、

毎年4月に新任教職員オリエンテーションを行っている。 

愛媛大学で開催される｢四国地区大学教職員能力開発ネットワーク (Shikoku 

Professional and Organizational Development Network in Higher Education.以下、

SPODという)｣の研修プログラムに、毎年最低1つは参加するようにFD委員会から教職員

に呼びかけている。その他、教員間の相互授業参観を促すべく、FD委員会は、毎年、

各教員に参観可能な授業・日時の報告を求め、教員間に周知している。 

専任教員は学習成果を向上させるため、教授会、人事教授会、学科長・専攻主任会、

運営委員会および各執行部に配置され、必要な情報を共有し、意見交換するとともに、

関係部署と連携している。 

FD研修会は、次のとおりである。 

 

表Ⅲ-A-1 FD･SD研修会実施一覧表(平成24年度～平成27年度) 

年
度 

回 
FD･SD 

種別 
実施日 題目 講師 

平
成
24
年
度 

第1回 FD 
平成24年 

6月22日 

(講演、意見交換) 

｢教育関係業界からの評価検証

および意見交換｣ 

株式会社リクルー

ト社員 

(2名) 

第2回 FD 
平成24年 

7月5日 

(講演、意見交換) 

｢高校現場からの評価検証およ

び意見交換｣ 

松山東雲中学・高等

学校の副校長、教

頭、参与、スクール

アドバイザー 
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第3回 SD 
平成24年 

8月10日 

【SPOD講師派遣プログラム】 

｢スタッフ・ポートフォリオ入

門 -職員と大学が共に輝くた

めに-｣ 

(愛媛大学) 

第4回 FD 
平成25年 

3月11日 

(ワークショップ) 

｢ Playful Learning:Making 

Thinking Visible｣ 

上田信行(同志社女

子大学教授) 

第5回 SD 
平成25年 

3月22日 

｢－東雲職員として、どう考え

るか－｣ 

大石尊(松山東雲女

子大学・松山東雲短

期大学事務局長) 

平

成

25

年

度 

第1回 FD 
平成25年 

7月25日 

(学生調査報告会)(キャリア支

援部との共催) 

｢PROG報告会｣ 

株式会社リアセッ

ク 

第2回 SD 
平成25年 

8月9日 

｢自衛消防隊【火災】シミュレ

ーション｣ 
職員一同 

第3回 FD 
平成25年 

12月5日 

(講演)(キャリア支援部｢産業

界ニーズに対応した 教育改

善・充実体制整備事業｣との共

催) 

｢学ぶ意欲を引き出すための教

育実践－ポートフォリオの活

用とその効果－｣ 

藤本元啓(金沢工業

大学教授) 

第4回 SD 
平成26年 

3月24日 

｢パソコン研修会 ○ここが変

わった！  早分かり  Windows

７｣ 

続木正博(松山東雲

女子大学・松山東雲

短期大学  学務係

長) 

平

成

26

年

度 

第1回 FD･SD 
平成26年 

10月31日 

(講演) 

｢ラーニング・コモンズをどう

創り、活かすのか ～学びの行

動を変え、主体性を育む環境づ

くり～｣ 

井上真琴(同志社大

学学習支援・教育開

発センター長) 

第2回 FD･SD 
平成27年 

3月11日 

(グループワークによる意見交

換会) 

｢SPOD他研修プログラム等参加

報告会～本学における現状と

課題に向けて｣ 

FD委員会 

全教職員 

第3回 SD 
平成27年 

3月18日 
｢大学職員の心得｣ 

小西靖洋(学校法人 

松山東雲学園次期

理事長) 
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平

成

27

年

度 

 

第1回 FD･SD 
平成27年 

7月30日 

(講演) 

｢事例から考えるハラスメン

ト｣(SPOD内講師派遣プログラ

ム) 

吉田一恵(愛媛大学

教 育 学 生 支 援 部 

部長)・倉田千春(愛

媛大学ハラスメン

ト防止対策チーム

リーダー) 

第2回 SD 
平成27年 

8月11日 

｢平成26年度決算について： 

①計算書類作成の法的根拠、②

学校法人で作成する計算書類、

③資金収支計算と消費収支計

算の関係、④平成26年度決算に

ついて｣・｢財務分析について：

①帰属収支差額比率、②人件費

比率、③教育研究活動収支差額

比率、④積立率、⑤流動比率、

⑥経営判断指標｣ 

南方和生(松山東雲

女子大学・松山東雲

短期大学  経理課

長) 

第3回 FD･SD 
平成27年 

12月3日 

(講演) 

｢パフォーマンス評価導入の実

際｣ 

沖裕貴(立命館大学 

教育開発推進機構 

教授) 

第4回 SD 
平成28年 

3月17日 

｢自校学習のススメ｣本研修で

は、130年の学園、半世紀の短

期大学、四半世紀の女子大学の

歴史(特に経営視点)について

自ら学ぶことにより、ガバナン

ス、教職協同、高大接続等をキ

ーに前例なき時代への対応を

共に考える。 

山内司(松山東雲女

子大学・松山東雲短

期大学 事務部長) 

 

(b) 課題 

特になし 

 

［区分 基準Ⅲ-A-3 学習成果を向上させるための事務組織を整備している。］ 

 基準Ⅲ-A-3の自己点検・評価 

(a) 現状 

事務組織は、理事である事務局長を所属長とし、部長、次長、課長、係長、主任お

よび係員が組織的に事務業務を行っており、責任体制は明確である。 

専任事務職員は、日々のOJTやOff-JTおよび定期的にSD研修を実施し、能力の向上に

努め、専門的な職能を有している。各課長が作成した業務分掌に基づき、専門的な知

識を有して業務を行なっている。 
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事務関係諸規程は、学校法人松山東雲学園事務組織規程を整備し、事務部に総務、

学務の2つの部門を設けている。総務には法人業務を含めた総務課(庶務・施設・総務・

経営企画)、経理課、学務には教務課、キャリア支援課、広報課、入試課、カウンセリ

ング、学生支援(保健室を含む)、国際交流、松山東雲エクステンションセンター(通称

SEC)、図書館、情報教育、キリスト教(ボランティアを含む)等の業務を掌握する課を

置き、課長、係長、主任および係員等の必要人数を配置し、事務業務を行っている。 

A館1階事務部事務室に総務課(庶務・施設・総務・経営企画)・経理課を設け、A館地

下1階にキャリア支援課を設置している。また、本館南1階事務部事務室(教務課・学生

支援課・入試課・広報・国際交流・情報教育)、愛真館1階事務部事務室(図書館・松山

東雲エクステンションセンター・キリスト教センター・ボランティアセンター)を設け、

旧B館1階に保健室を、本館北2階にカウンセリングルームと面談室を設置し、それぞれ

の事務室等に担当者を配置し、学生と来客への対応を行っている。それぞれの事務室

には隣接して資料室、コピー室および応接室等を配置し、各事務室の職員に事務机、

PC等、事務処理や業務に必要なコピー・ファックスや事務備品等を整備している。各

個人に事務処理用コンピュータ機器としてPC(学内外ネット閲覧・メール可)が配置さ

れ、事務処理に必要なネットワークが構築されている。 

防災対策・情報セキュリティ対策を講じている。防犯・防災対策としては、各出入

口(正門・東門・西門・北門)に防犯カメラを設置し、正門には守衛を配置し、適宜学

内を巡回している。夜間・休日は警備保障会社に警備を委託している。｢消防計画｣に

おいて、本学の防火、防災管理についての必要事項を定め、行事予定表に防災訓練日(前

学期6月2日1限チャペルアワー(火災)、後学期11月16日5限(地震))を設定し、定期的に

訓練を実施している。また、緊急時・災害時の対応や避難経路について、キャンパス・

ガイドに掲載し、さらに、防災ポケットマニュアルを配布し、常時携帯をすること等

で周知を図っている。学内コンピュータネットワーク運用においては、事務組織をは

じめ全学的な情報セキュリティ対策として、統合脅威管理(Unified Threat Management.

以下、UTMという)を設置し、集中的にネットワーク管理を行う等のセキュリティ対策

を講じている。事務室での学生個人情報の取扱いは厳重に管理されている。学生個人

情報のPCデータは外部ネットワークからは遮断された環境で管理され、個人情報、重

要書類等のアナログデータについては、耐火金庫、金庫で保管・管理している。 

SD活動に関する規程として、松山東雲学園職員研修会規程を整備している。SD活動

については、平成21年度から毎年研修会を開催し、平成26年度からキャンパス内で毎

年2回SD研修会を定期的に実施している。平成24年度～平成27年度は、前掲の表Ⅲ

-A-1(FD･SD研修会実施一覧表(平成24年度～平成27年度))にあるテーマでSD研修会を

行っている。SPOD研修プログラムへの参加は、毎年最低1つは参加するようにFD委員会

から職員に呼びかけている。学外開催の研修会参加者は報告書を提出している。 

日常業務の運用については、役職者のみならず、各係員からの意見を積極的に取り

入れ、日常的に業務の見直しや効率化、事務処理の改善に努力している。 

専任職員は、学習成果を向上させるため、教授会、人事教授会、学科長・専攻主任

会、運営委員会および各執行部に構成員または事務局として出席し、教職員が一体と
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なった教職協働体制を整えている。特に各執行部では、構成員である担当課長および

係員は、各執行部等の目標を共有したうえで、計画的に業務を行っている。 

 

(b) 課題 

課題および今後学習成果をさらに向上・充実させるために必要な点は、事務組織連

携の在り方である。 

 

［区分 基準Ⅲ-A-4 人事管理が適切に行われている。］ 

 基準Ⅲ-A-4の自己点検・評価 

(a) 現状 

教職員の就業規則の規程を整備し、人事、服務、勤務、給与、安全および衛生、賞

罰、災害補償および苦情処理について定めている。 

仕事と家庭の両立に向け、教職員がより働きやすい職場環境を整備するために、次

世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、実施している。また、

育児休業や介護休業に係る育児休業に関する規程および介護休業等に関する規程によ

り、安心して働くことができる環境を実現している。人権に対しては、セクシャル・

ハラスメント防止に関する指針のもとに、人権問題委員会規程、セクシャル・ハラス

メント等人権問題に係る調査委員会に関する規則等、必要な規程・規則を設け実施し

ている。個人情報保護については、個人情報保護方針および松山東雲学園個人情報の

保護に関する規程、特定個人情報等の適正な取り扱いに関する基本方針、松山東雲学

園特定個人情報取扱規程を定め、マイナンバーを含めた個人情報を保護している。 

平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成27年12月

１日から施行)に伴い、新たにストレスチェック制度実施規程を設け、職場環境の改善

につなげている。就業規則の付属諸規程として、次のものを定めている。 

(1).給与規程   (2).退職手当支給規程 

(3).旅費支給規程  (4).非常勤教職員就業規則 

(5).育児休業等に関する規程 (6).介護休業等に関する規程 

(7).人権問題委員会規程 

(8).セクシャル・ハラスメント等人権問題に係る調査委員会に関する規則 

(9).個人情報保護方針および松山東雲学園個人情報の保護に関する規程 

(10).特定個人情報等の適正な取り扱いに関する基本方針および松山東雲学園

特定個人情報取扱規程 

(11).ストレスチェック制度実施規程 

イントラネットに就業規則、諸規程を掲載し、教職員に周知している。改正をする

場合には、年2回開催している本学園の説明会において教職員の意見を聴取し、監督庁

等に滞りなく届けている。さらに、労働基準法等教職員の就業に関する情報を収集し、

適正な時期に改正を行っている。教職員の就業状況は諸規程に基づいて、出勤簿への

捺印および諸届の提出等により適正に管理している。 
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(b) 課題 

特になし 

 

 テーマ 基準Ⅲ-A 人的資源の改善計画 

各区分の課題および今後さらに向上・充実させるために必要な点についての改善計

画は次のとおりである。 

(1)人事政策の策定については、教員数は設置基準を順守し、学科改組等の戦略的計画

が立案されれば、その効果を見極め検討する。 

(2)教職員の処遇改善については、教職員のモチベーションの向上および人材確保の観

点から賞与の改善を模索するとともに定期昇給等の改善についても検討する。 

(3)事務組織連携の在り方について、情報の共有化・効率化を図るため耐震対応とそれ

に伴う新館建築等にあわせて事務室を一元化(集中)する。 

 

〈備付資料〉 

資料19.・教員個人調書(平成28年5月1日現在) 

・教育研究業績調書(平成23年度〜27年度) 

資料20.・非常勤教員一覧表(平成28年5月1日現在) 

資料21.・松山東雲女子大学・松山東雲短期大学研究者ガイド2013、2014(該当なし)、

2015 

・松山東雲短期大学教員組織研究者情報 

http://www.shinonome.ac.jp/site/college/researcher-jrcollege-2016.h

tml 

資料22.・専任教員年齢構成表(平成28年5月1日現在) 

資料23.・科学研究費補助金および外部研究資金獲得状況一覧表(平成25年度～平成27

年度) 

資料24.・松山東雲短期大学研究論集(平成25年度～平成27年度) 

資料25.・専任職員一覧表(平成28年5月1日現在) 

  

［テーマ 基準Ⅲ-B 物的資源］ 

［区分 基準Ⅲ-B-1 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて校地、

校舎、施設設備、その他の物的資源を整備、活用している。］ 

 基準Ⅲ-B-1の自己点検・評価 

(a) 現状 

校地に関する短期大学設置基準面積は、本学と女子大学を合わせた10,400㎡(本学で

5,860㎡、女子大学で4,600㎡)である。校地面積は女子大学と共用で35,555㎡を有して

おり、短期大学設置基準の規定を充足している。 

運動場の面積は6,867㎡(自己所有3,019㎡、借用地3,848㎡)であり、適切な面積を有

している。 

校舎に関する短期大学設置基準面積は本学と女子大学を合わせた9,003㎡(本学で

5,450㎡、女子大学で3,553㎡)である。校舎面積は女子大学と共用の21,414.31㎡に本
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学専用部分50.58㎡(楽焼小屋24.30㎡、動物飼育室26.28㎡)を加えた21,464.89㎡を有

しており、短期大学設置基準の規定を充足している。 

本学園は、平成27年2月24日｢障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針｣

の内閣府決定を受けて、｢障がいのある学生への修学支援の基本方針｣を平成28年3月3

日教授会において決定している。障がい者に対応する施設として、A館1階女子トイレ・

本館北2階男女共用トイレ・チャペル女子トイレ・図書館女子トイレの4箇所(男女共用

トイレ1箇所、女子トイレ3箇所 計4箇所)とエレベーター2基を設置し、障がい者に対

応している。 

学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて、授業を行うための講義室

が18室、演習室が33室、実験実習室については42室、保育科ではD-6-1(音楽室)、

E-1-1(絵画実習室)、ピアノレッスン室等、現代ビジネス学科ではB-3-1(コンピュータ

演習室)、B-3-2(アクティブラーニング教室)、B-3-4(アクティブラーニング教室)等、

生活科学科食物栄養専攻ではC-1-4(調理実習室)、C-1-2(試食室)、C-1-1(食品加工実

習室)、C-2-1(理化学実験室Ⅰ)、C-2-3(理化学実験室Ⅱ)、D-2-3(調理科学実験室)、

D-2-1(給食管理実習室)、D-2-2(試食室)等、同介護福祉専攻では入浴実習室、介護準

備室等が設置され、情報処理施設については、B-3-1(コンピュータ演習室)、D-5-2(情

報処理演習室１)、D-5-3(情報処理実習室)を含めて5室あり、開講授業数、学生数に対

して十分な教室を用意している。 

学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて、授業を行うための機器・

備品を整備している。機器・備品は教務課において管理されており、必要に応じて年

度予算に計上して随時更新を図っている。 

体育館の面積は1,598㎡であり、適切な面積を有している。 

愛真館(1階図書館、2階チャペル)は平成28年3月に耐震改修を完了した。本学の建学

の精神を象徴する建物としての役割を果たしている。 

図書館は総面積1,328.04 ㎡で、図書館専有延床面積は1,196.53㎡、共通面積131.51 

㎡であり、適切な面積を有している。座席数は閲覧室174 席、ラーニングコモンズ教

室40席、AV視聴覚資料閲覧室16席、情報検索コーナー10席、電子ジャーナル検索コー

ナー2席を確保している。 

自主学習を支援するためのラーニングコモンズ教室(学生テーブル40台、キャスター

付チェア46脚、教師用テーブル・チェア１台、長机2台、ホワイトボード4基、大型モ

ニターテレビ2台、ブルーレイプレイヤー2台、)を設置し、学生や教職員が自由に利用

できる｢自主学習のための自由な学びの空間｣を整備し、新たな学習環境を創出した。

ゼミ、グループ学習、論文、レポート作成等での利用を促すため、情報メディア・セ

ンター会と連携して運用をしている。館内Wi-Fiが利用可能であり、利用者のICT利便

性が向上している。 

また、図書館管理用パソコン3台(基本サービス1台、図書登録1台、雑誌登録1台)、

業務用パソコン5台を備え、安定したネットワーク運営のためにブレインテック社のサ

ポートや国立情報科学研究所図書目録システム(NACSIS-CAT)に加入して、情報の整

備・登録をしている。開館時間は、平成25年度までは、通常の月～金曜日については8

時50分～17時30分であったが開館時間延長の希望が多かったことから、平成26年度よ



松山東雲短期大学 

101 

 

り通常の月～金曜日については8時50分～19時に変更している。 

図書館の蔵書数は図書177,978冊(内、洋書21,179冊)、学術雑誌395種(和雑誌269種、

洋雑誌126種)、AV資料3,141点である。 

図書選定システムや廃棄システムも確立している。学術図書・雑誌は、学科・専攻

課程での収集方針、情報メディア・センター会の審議を経て、整備をしている。学科・

専攻課程・実施の方針に基づいた教育のカリキュラム編成等に有効と思われる参考図

書、関連図書および社会人としての教養育成に役立つと思われる図書を学科・専攻課

程、教養の図書予算で整備している。 

図書は学生の利便性を考慮し、図書館中央書棚に学科・専攻課程別に配置している。

図書資料の除籍については｢松山東雲女子大学・松山東雲短期大学 図書館規程｣に基

づき情報メディア・センター会にて検討し、図書館管理責任者(本学園理事長)の承認

を得て随時行っている。 

学生授業用関連図書は34,175冊(内、参考図書2,532冊)あり、全体の蔵書冊数に占め

る割合は19.2％となっている。平成26年度より、学生の｢本離れ｣を食い止めるととも

に、図書館に学生目線の魅力的なラインナップを揃えることを目指して、市内大手書

店と連携して大学図書館に設置する本を自分たちで選ぶ｢ブックハンティング｣(直接

書店に出向いて“図書館に置きたい！”と思う本を学生目線で選書するイベント)を実

施している。ジャンルにとらわれず、学生が一人ひとり自由な発想で、例えば、写真

をかわいらしくデコレーションできる素材集、保育の現場で教材として取り入れられ

ている絵本やテレビで紹介された話題作、授業で学んでいる教科に関しての学術書・

入門書等を選書する｢ブックハンティング｣は、大学新聞をはじめ地方紙・全国紙で紹

介された。平成16年度より、読書の活性化と図書館蔵書の積極的利用を促す目的で、

貸出利用冊数の多い学生を対象とした｢ベストリーダー賞｣を設けた。平成27年度受賞

者は6名(本学学生5名、女子大学学生1名)であった。 

図書館の蔵書等の概要・過去3年間の図書館利用状況は、次のとおりである。 

 

表Ⅲ-B-1-1 蔵書等の概要(平成28年5月1日) 

 種類 冊数等 

図書 (紙媒体資料) 177,978冊 

雑誌 ※紀要を含む 1,473種 

AV資料 DVD、LD、CD 紙しばいも含む 3,141点 

平成27年度受入資料 

図書 1,044冊(内洋書 2) 

AV資料 43点 

雑誌 ※紀要を含む 1,473種 

AV設備 

DVD(DVDプレーヤー) DVDプレーヤー8台 

ビデオプレーヤー ビデオプレーヤー8台 

LDプレーヤー 1台 

ポータブルCD 2台 

パソコン 蔵書検索用 11台 
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検索用ノートパソコン 8台 

新聞  9種 

 

表Ⅲ-B-1-2 過去3年間の図書館利用状況(平成25～平成27年度) 

 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

入館者数(延べ人数) 33,990 34,465 ※ 

開館日(日) 220 218 219 

学生貸出数(冊) 3,561 3,142 1,938 

学生一人当たり貸出数(冊) 6.3 5.6 3.2 

総貸出数(冊) 12,488 12,057 6,424 

※ 平成27年度は耐震補強工事のため、来館者カウンターを停止。 

 

(b) 課題 

物的資源における課題および今後さらに向上・充実させるために必要な点は、キャ

ンパス整備計画の円滑な遂行である。 

 

［区分 基準Ⅲ-B-2 施設設備の維持管理を適切に行っている。］ 

 基準Ⅲ-B-2の自己点検・評価 

(a) 現状 

本学では、財務関係規程として、学校法人松山東雲学園経理規程を整備している。

さらに固定資産等の管理等については、学校法人松山東雲学園固定資産および物品管

理規程、学校法人松山東雲学園固定資産および物品調達規程を整備している。これら

の諸規程に従い、施設設備、物品(消耗品、貯蔵品等)を維持管理している。 

平成18年度に施行された松山東雲学園(桑原キャンパス)危機管理に関する規程に合

わせ、平成21年度には危機管理マニュアルを整備している。そのなかには、危機管理

対応フロー図や災害時の教職員の対応について説明がなされている。消防法の改正に

伴い、従来の火災に加え、大規模地震、その他災害による人命の安全、被害の軽減、

二次的災害発生の防止を目的とした桑原キャンパス全体の消防計画を策定し、直近で

は平成25年2月に消防署へ届出済みである。 

点検については、本学の職員でもある防火・防災管理者(経営企画係長)、防火防災

担当責任者・自衛消防隊隊長(学生支援部長)・火元責任者を選任し、消防器具や建物

の自主点検を行ない、消防用設備の法定点検、防災管理の法定点検を行っている。防

火・防災管理者による各火元責任者への防火自主点検を年に5回(6月、9月、11月、1月、

3月)行っている。各火元責任者は、自主点検簿で点検項目をチェックし、防火・防災

管理者がそれを確認する。日本消防器具センターによる消防器具の点検を春と秋に行

っている。 

訓練については、火災と地震を想定した訓練を年2回実施しており、訓練の内容とし

て、避難訓練・消火訓練・起震車による地震体験訓練・通報訓練等を行っている。平

成27年度は、6月2日に防火訓練(火災) を行っている。防火・防災管理者による発令の
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もと、学生支援部員による避難導線の確認と確保の後、誘導による避難がスムーズに

行われた。11月16日にも同様に防災訓練(地震)を行っている 

学生の安全対策として、交通安全のための｢交通安全講習会｣と愛媛県警察本部生活

安全部生活環境課サイバー犯罪対策室の担当者による講話を実施している。 

学内ネットワークについては、UTMの設置により外部からの不正アクセス等に対処し

ており、フィルタリングソフトを稼働させたサーバーを必ず経由させることで、有害

情報へのアクセスを制限している。また、VPN(Virtual Private Network)を設置して

いないため、外部からのアクセスは許可していない。 

学内ネットワークは、物理的には同一のネットワークであるが、VLAN分割により、

事務職員用、教員用、共用、サーバー用、情報教室用、Free Wi-Fi用に分割し、相互

のアクセス制限を行っている。アンチウィルスやIPS、Webフィルタリングなどを駆使

し、表Ⅲ-B-1に示す総合的なセキュリティ対策を行っている。 

 

表Ⅲ-B-1 学内ネットワーク・個別情報処理室のセキュリティ対策 

学内ネットワーク セキュリティ対策 

統合脅威管理(Unified Threat Management:(UTM)) 導入・設置済み 

UTMの追加機能 

アンチウイルス機能 有効 

侵入検知(IPS)機能 有効 

Webフィルタリング機能 有効 

公開サーバーに対する通信 

侵入検知(IPS)機能 有効 

内部ネットワークから外部ネットワークへの通信 

アンチウイルス機能 ウイルスへの感染および感染した場合

の被害拡大の防止 

有効 

Webフィルタリングの機能 有効 

 

1. 全学利用教室(女子大学と共用) 

D-5-2(情報処理演習室Ⅰ)、D-5-3(情報処理実習室) 

総合セキュリティソフト 
サーバーですべてのPCのウイルス対策

の状況を一覧 
導入済み 

Windows Update自動更新機能 OSの脆弱性対策 有効 

システム管理者が導入したソ

フトウェアのみ稼働 

USBメモリ等で持ち込まれたソフトウ

ェアが実行されない体制 
有効 

2. 学科専用教室(現代ビジネス学科) 

B-3-1(コンピュータ演習室)、B-3-2(アクティブラーニング教室) 

マイクロソフト社Microsoft Security Essentials 導入 
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省エネルギー・省資源対策、その他の環境保全への配慮がなされている。空調設備

のエネルギーを二酸化炭素の発生の少ない天然ガスとし、冷暖房においては教職員の

啓発活動を含めたエコ対策を実施しており、学内のみならず地域の環境に配慮した体

制を整えている。また、学内外の清掃ボランティアや、地域の桑原地区のまちづくり

協議会と共に｢淡路ヶ峠｣コミュニティハイキング(清掃ボランティア)等の活動を通し

て環境に対する意識を醸成している。 

省エネルギー推進の啓発活動の内容は、次のとおりである。 

(1)クールビズの導入 

5月1日～10月31日までに期間 

・適正冷房(室温28℃が目安)の実施。 

・軽装勤務(ノーネクタイ、ノー上着等)。 

(2)一斉休業期間の業務体制について(8月中旬の13日間) 

※一斉休業期間中は、A館事務室以外の建物は閉鎖し使用の制限。 

(3)省エネ活動 

①守衛業務担当職員による巡回を行い、未使用教室の蛍光灯等の消灯。 

②蛍光灯のLED化の検討と一部LED化。 

③昼休みや授業終了後に教室・研究室・事務室等の冷暖房の停止。 

④教室のエアコンの電源付近やエレベーターのドア付近への省エネポスターの掲示。 

 

(b) 課題 

特になし 

 

 テーマ 基準Ⅲ-B 物的資源の改善計画 

キャンパス整備計画については、しなやかな知性の創造をめざして、安心・安全、

女子大らしい、緑の景観に調和したキャンパスづくりのコンセプトの下、財務計画の

立案とともに文部科学省の補助金制度の動向に注視し、情報をきめ細かく収集する。 

 

〈備付資料〉 

資料26.・桑原キャンパス配置図 

・キャンパス・ガイド2015 

資料27.・図書館概要 http://www.shinonome.ac.jp/site/library/ 

 

［テーマ 基準Ⅲ-C 技術的資源をはじめとするその他の教育資源］ 

［区分 基準Ⅲ-C-1 短期大学は、学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基

づいて学習成果を獲得させるために技術的資源を整備している。］ 

 基準Ⅲ-C-1の自己点検・評価 

(a) 現状 

学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて技術サービス、専門的な支

援、施設、ハードウェアおよびソフトウェアの向上と充実を図っている。 

学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて、学科・専攻課程の教育課
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程にコンピュータリテラシーに関する授業が配置されており、学生には情報技術の向

上に関するトレーニングが実施されている。各学科・専攻課程の開講科目は、次のと

おりである。 

 

〈保育科〉 

コンピュータ演習 

 

〈現代ビジネス学科〉 

日本語ワープロⅠ・Ⅱ、情報処理演習Ⅰ・Ⅱ、キーボーディング、情報コミュニケ

ーション、表計算演習、プログラミング演習、マルチメディア演習、データベース演

習、医療情報システム演習、企業分析演習、各種キャリアアップ講座(日商PC検定(文

書作成)2級・3級)、(日商PC検定(データ活用)2級・3級) 

 

〈生活科学科食物栄養専攻〉 

コンピュータ演習、栄養教育論実習Ⅰ・Ⅱ、給食計画実務実習 

 

〈生活科学科介護福祉専攻〉 

コンピュータ演習 

 

学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて情報技術向上に関するトレ

ーニングを学生および教職員に提供している。入学時のオリエンテーション期間中に

情報メディア・センター主催で新入学生対象のパソコン講習会が開催され、学生一人

ひとりがメールアカウントの設定を行い、学生生活での諸連絡をはじめとした学内メ

ーリングリストへの登録等で活用している。また、学生の修学・就職支援を目的とし

て、eポートフォリオを導入しており、アカウントでログインし在学期間中活用してい

る。教職員に対しては各種講習会や学内イントラネットにおいてネットワークや情報

機器の利用案内や手引きを掲載し、各自の情報技術の向上を促している。 

学科・専攻課程において視聴覚器材を用いた教育体制の構築がなされており、ほぼ

全教室においてプロジェクターやスクリーンを利用したパソコンや映像機器を使った

授業が実施できるよう貸出機器を含む備品を整備している。教育用機器に関する支援

については学務部教務課が、情報技術に関する専門的な支援については、情報メディ

ア・センターが担当している。全学的教育用機器・設備の充実については教務部にお

いて検討がなされ、特定の学科・専攻課程でのみ使用する施設・設備については、学

科・専攻課程で検討がなされている。技術的資源と設備の両面において計画的に維持、

整備し、適切な状態を保持している。 

学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて、教育に関わる備品の使用

状況や耐用年数等を管理しながら、計画的に技術的資源の分配を常に見直し、活用し

ている。 

教育課程編成・実施の方針に基づいて学習成果を獲得させるために技術的資源の整

備状況を各学科・専攻課程ごとに記述する。 
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〈保育科〉 

保育科では、学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて、必要な機器・

備品類は、年度ごとに予算申請を行い、授業に対応できるよう機能維持と向上を図っ

ており、音楽については音楽室、ピアノ練習室を、図画工作(保育表現技術)について

は図画工作室を設けている。身体表現や体育の実技にあたっては、体育館を利用でき

るよう整備している。各室に関する課題については、定期的に当該科目担当教員より

意見を聴取し、授業に対応できるよう機能維持と向上を図っている。情報技術の向上

に関するトレーニングに関して、教養科目として｢コンピュータ演習｣を開講し基本的

な情報技術を習得させている。専門科目においては各担当教員が、情報機器および教

材の効果的な学習方法を実施し、情報技術の向上を図っている。技術的資源と設備の

両面において計画的に維持、整備し、常に適切な状態で授業を行うことができるよう

努めている。ピアノについては定期的に調律を行い、適切な状態を維持している。 

 

〈現代ビジネス学科〉 

現代ビジネス学科では、学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて、

必要な機器・備品類は、年度ごとに予算申請を行い、授業に対応できるよう機能維持

と向上を図っている。学科の教育課程編成・実施の方針に基づいて医療・金融・販売・

サービスの4分野を中心に、ビジネスの現場で必要とされる専門的な知識・技術はもち

ろん、現在最も必要とされる｢考え行動する力｣を学ぶことができる実践的な教育プロ

グラムを用意している。ビジネス基礎科目からビジネス専門科目までを通して、基本

的な情報技術、応用専門情報技術を習得させ、ビジネス能力の向上を図っている。ま

た、タブレット(iPad mini)40台を設置し、Wi-Fi環境下で学ぶことができる能動的・

主体的教育環境(アクティブ・ラーニング)2室を提供している。 

 

〈生活科学科食物栄養専攻〉 

食物栄養専攻では、学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて、必要

な機器・備品類は、年度ごとに予算申請を行い、授業に対応できるよう機能維持と向

上を図っており、特殊教室としての各種実験実習室を整備している。また、栄養士お

よび栄養教諭において情報技術能力向上を図るため、教養科目として｢コンピュータ演

習｣を開講し基本的な情報技術を習得させ、｢給食計画実務実習｣、｢栄養教育論｣、｢栄

養教育論実習｣でパソコンを用いた授業を実施している。 

 

〈生活科学科介護福祉専攻〉 

介護福祉専攻では、学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて、必要

な機器・備品類は、年度ごとに予算申請を行い、授業に対応できるよう機能維持と向

上を図っており、特殊教室として入浴実習室等を整備している。また、介護福祉士現

場等において情報技術能力向上を図るため、教養科目として｢コンピュータ演習｣を開

講し基本的な情報技術を習得させ、介護実習等の専門科目ではパソコン利用能力の向

上を図っている。 
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教職員のコンピュータの所持率は100％以上である。学科・専攻課程の教育課程編

成・実施の方針に基づいて、学内イントラネットやメール等により情報の共有化を図

り、授業資料の作成や学校運営等に活用している。 

学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて、DHCPサーバーの導入、各

教室への情報コンセント設置等、学内LANを整備している。B館2階および3階の教室で

のタブレットを使用した授業で、学内LANに接続するためにWi-Fiステーション計3台を

設置している。 

学内Wi-Fi環境については、平成27年度までは未整備であったが、学生からの要望が

強く、平成28年度より図書館、食堂(ピアホール)など一部のエリアにFree Wi-Fiを導

入する予定である。 

教員は、新しい情報技術等を活用して、効果的な授業を行うことができる。平成27

年度より、｢eポートフォリオ・教職カルテ｣と｢Moodle｣ が導入・運用開始された。 

学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて情報メディア・センターと

現代ビジネス学科が中心となり、全学利用(女子大学と共用)の教室として、D-5-2(情

報処理演習室Ⅰ)、D-5-3(情報処理実習室)、本-3-1(マルチメディア教室)、現代ビジ

ネス学科専用教室としてB-3-1(コンピュータ演習室)、B-3-2(アクティブラーニング教

室)で十分な座席数を確保し、コンピュータ整備を行っている。また、自習のために

D-5-2(情報処理演習室Ⅰ)、B-3-2(アクティブラーニング教室)を整備している。講義の

ない時間はいつでも使用できる環境を整えている。 

整備しているコンピュータ室等のシステム概要は、次のとおりである。 

 

表Ⅲ-C-1 システム概要 (全学利用(女子大学と共用)教室) 

D-5-2(情報処理演習室Ⅰ) 

学生用PC(Fujitsu)   Model FMVD8007 Windows10 24台 

学生用液晶モニタ(I･O DATA) LCD-A176GW-P-S 24台 

モノクロレーザープリンタ(Brother)    JUSTIO HL-5350DN 2台 

D-5-3(情報処理実習室) 

教師用PC(Fujitsu)    Model FMVD8007 CP659795-01 Windows10 1台 

教師用液晶モニタ(I･O DATA) LCD-A176GW-P-S 1台 

説明指示用液晶モニタ(I･O DATA) LCD-A176GW-P-S 1台 

学生用PC(Fujitsu)    Model FMVD8007 CP659795-01 Windows10 50台 

学生用液晶モニタ(I･O DATA) LCD-A176GW-P-S 50台 

説明指示用液晶モニタ(I･O DATA) LCD-A176GW-P-S 24台 

モノクロレーザープリンタ(Brother)    JUSTIO HL-5350DN 2台 

導入アプリケーションソフト 

Microsoft Office 2010 Professional 

エクセル栄養君 
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表Ⅲ-C-2 システム概要 学科専用教室(現代ビジネス学科) 

1. B-3-1(コンピュータ演習室)  

教師用PC  NEC MATE MB30AA-9 PC-MY30AAZC9 Windouws10 1台 

教師用液晶モニタ(I･O DATA) LCD-A176GW-P-A 1台 

学生用PC NEC MATE  MB30AA-9 PC-MY30AAZC9 Windouws10 40台 

学生用液晶モニタ(I･O DATA) LCD-A176GW-P-A 40台 

学生用PC NEC MATE MK37LB-N PC-MK37LBZDN Windouws10 4台 

学生用液晶モニタ(I･O DATA) LCD-AD172EW-P-A 4台 

モノクロレーザープリンタ(Brother)    JUSTIO HL-5350DN 2台 

カラーインクジェットプリンタ CANON MG6530 1台 

導入アプリケーションソフト 

Microsoft Office Professional 2010 

その他応用ソフト 

B-3-2(アクティブラーニング教室) 

学生用PC SONY VAIO  VJP-132C1N Windouws10 20台 

カラーインクジェットプリンタ 1台 

導入アプリケーションソフト 

MS-Office2016Pro 

2.B館2階および3階の教室の現代ビジネスWi-Fiステーション下で利用(準備室で保管) 

iPad mini 40台 

Keynote、Pages、Numbers、その他アプリケーションソフト 

 

(b) 課題 

特になし 

 

 テーマ 基準Ⅲ-C 技術的資源をはじめとするその他の教育資源の改善計画 

特になし 

 

〈備付資料〉 

資料28.・学内LAN系統図 

資料29.・コンピュータ教室配置図 

 

[報告書作成マニュアル指定以外の備付資料] 

資料30.・学校法人松山東雲学園中長期計画一覧表[備付資料2] 

・学校法人松山東雲学園中長期計画2015年度進捗状況報告書(法人・理事会事

項) 

・松山東雲短期大学・松山東雲女子大学中長期計画[備付資料2] 

・学校法人松山東雲学園中長期計画2015年度進捗状況報告書(女子大・短大) 

・授業評価アンケートとその集計結果 
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・学修時間・学修行動アンケートとその集計・分析文 

・キャンパス・ガイド2015 [提出資料4] 

・防災ポケットマニュアル 

・松山東雲学園諸規程 [備付資料37] 

・松山東雲短期大学諸規程 [備付資料38] 

  

[テーマ 基準Ⅲ-D 財的資源] 

［区分 基準Ⅲ-D-1 財的資源を適切に管理している。］ 

 基準Ⅲ-D-1の自己点検・評価 

(a) 現状 

本学および本学園の平成25年度、平成26年度の帰属収支、平成27年度の経常収支は、

毎年度収入超過である。また、平成27年度本学園の日本私立学校振興・共済事業団の

経営判断指標の判定は本学園全体でA2(経常収支差額比率が10％以上)段階となってい

る。[提出資料16] 

収入超過の要因としては、収入面では、平成25年度以降毎年度ほぼ定員を確保して

おり、学生生徒等納付金収入を安定して確保できたためである。また、支出面では、

人件費の抑制、光熱水費の経費節約等が行われた結果である。なお、平成27年度より

耐震改修工事が始まり、今後数年間は大幅な支出増加が予想されるが、適切な人件費

施策、奨学費、光熱水費等の見直しの実施により、今後も短期大学の存続を可能とす

る財政は計画上可能となっている。 

貸借対照表上の資産総額は平成25年度が69.8億円、平成26年度が73.0億円、平成27

年度が78.7億円と毎年度増加している。一方、負債総額は平成25年度が15.2億円、平

成26年度が14.9億円、平成27年度が14.0億円と毎年度減少しており、貸借対照表の状

況は健全に推移しているといえる。 

本学の収容定員(580名)充足率は、平成25年度98％、平成26年度97％、平成27年度

105％と毎年度ほぼ定員を確保している。18歳人口の減少、短期大学離れの加速が強ま

るなかで、平成27年度学科・専攻課程別の入学定員充足率は、保育科は入学定員100名

に対し127%(127名入学者)、現代ビジネス学科は入学定員70名に対し124%(87名入学者)、

生活科学科食物栄養専攻は入学定員80名に対し111%(89名入学者)、同介護福祉専攻は

定員40名に対し60%(24名)、短期大学全体では入学定員290名に対し327名が入学、入学

定員充足率は112%となっている。 

退職給与引当金は、期末要支給額を基に私立大学退職金財団に対する掛金累計額と

交付金の累計額との繰入れ調整額を加減した金額の100％を計上している。 

資産運用は、学校法人松山東雲学園資金運用規程に基づき、本学園本部が一括して

銀行大口定期預金および有価証券等により行っている。有価証券の保有については、

国、地方公共団体および本学園が規定する格付機関のうちいずれか1社以上の格付機関

によりA格以上の格付を有するものとしている。毎月開催する理事会において資金運用

状況および資金量を報告し、外国債については前月末の時価を報告している。また、

運用期間が１年以上の有価証券等の購入、売却等の際は、理事会の承認を得ることを

定めている。 
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帰属収入に占める教育研究経費の割合は、平成25年度26.0％、平成26年度29.7％、

平成27年度は経常収入に占める教育研究経費の割合が24.3％となっており、過去3年間

教育研究経費は帰属収入又は経常収入の20%を超えている。教育研究用の施設設備や図

書等の学習資源への資金配分については、毎年度学科・専攻課程や執行部からの予算

申請に基づいて行っており、十分な資金配分ができていると考える。 

 

(b) 課題  

今後も、経営判断指標の判定がA3段階以上を継続することが課題である。そのため

には、18歳人口の減少による入学者数減少が見込まれるため、教育力の向上、教育環

境の整備、学生募集力の強化を図り、学生定員を充足する必要があり、さらには、人

件費を含む諸経費を適正化することで、収支の均衡を図ることが重要となっている。 

 

［区分 基準Ⅲ-D-2 量的な経営判断指標等に基づき実態を把握し、財政上の安定を 

確保するよう計画を策定し、管理している。］ 

 基準Ⅲ-D-2の自己点検・評価 

(a) 現状 

短期大学の将来像は、平成27年8月31日に開催された理事会において本学園全体の中

長期計画を策定している。同時にSWOT分析によって外部環境や内部環境を強み・弱み・

機会・脅威のカテゴリーに分けて客観的な環境分析を行っている。 

経営実態と財政状況に基づいて、中長期の財務計画を策定している。 

中長期の財務計画ついては、平成27年8月に本学園全体、女子大学・本学・幼稚園、

中学校・高等学校における平成32年度までの中長期計画の財務計画を策定した(財務計

画について)。長期計画は、平成27年度から5年目以降を長期計画、3～4年目を中期計

画、1～2年を具体的な行動計画と位置付けている。 

中長期の財務計画において、平成32年度まで教育活動資金収支差額、基本金組入前

当年度収支差額は毎年度黒字となる見通しである。経常収支差額は平成30年度を除き

黒字となるが、どの年度も黒字幅〔経常収支差額比率〕が10％未満である。従って、

本学園の経営判断指標の判定は平成32年度までA3段階となる見通しである。平成27年

度より耐震対応工事が始まり、今後数年間は大幅な支出増加が予想されるが、計画上

は今後も本学の存続を可能とする財政となっている。ただし、耐震対応工事に伴い当

年度収支差額は基本金組入額が増加するため平成31年度までは赤字となり、積立率は

平成30年度に20％未満まで落ち込む見通しであるが、資金量については、耐震改修工

事の影響により減少するものの、工事終了後は再び増加に転じる見通しである。  

PDCAサイクルによる財務計画の進捗管理は、経営企画委員会に報告し、PDCAサイク

ルの状況を踏まえ、中長期の財務計画の修正・補正を行い、常に6年先までの計画を策

定することとなっている。 

財務計画は、本学園存続のため、経営判断指標A3段階以上を必達目標としている。

人事計画、キャンパス整備計画等は具体的な計画を学校法人松山東雲学園中長期計画

一覧表に示している。外部資金の獲得は、適宜計画・実行している。本学園は遊休資

産を保有しておらず、テニスコートと駐車場に借地があり、平成31年3月末に契約を終
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了する予定である。本学全体および学科・専攻課程ごとの収支については、決算書に

おいて公表されており、バランスがとれているものと考えている。 

学内の教職員には、年度ごとに中長期計画、決算状況を含む財務状況等を説明し、

目標、危機意識の共有化を図っている。 

なお、定員割れが続いていた生活科学科介護福祉専攻の募集停止については、平成

21年度より本学の建学の精神と今後の高齢化社会での介護福祉の重要性および行政の

支援施策の方向性等を十分考慮し、介護福祉専攻の存続に関する当該専攻からの報告

や学生確保のための提案(奨学金制度導入、学生募集活動、カリキュラム改革等)を受

け、理事会において慎重に10回を超える審議を重ねてきた。平成24年7月9日開催の理

事会において、｢介護福祉専攻の募集停止等の発動基準｣を設定し、平成25年度、平成

26年度募集状況が発動基準(2年連続募集定員40名に対し20名を割る)に抵触したので、

理事会はこれ以上延期することは困難として平成28年度より学生募集停止の判断をし

た。 

 

(b) 課題 

財務計画は、本学園存続のため、経営判断指標A3段階以上を必達目標としている。

目標達成のためにもPDCAサイクルによる財務計画の進捗管理が求められる。また、本

学園の経営改善の観点から、収入および経費削減を着実に実行するために、収支にお

ける数値目標等の設定が求められる。 

課題および今後さらに向上・充実させるために必要な点は、次のとおりである。 

(1)財務計画の立案等 

(2)奨学金等の収支における数値目標等の設定 

 

基準Ⅲ-D 財的資源の改善計画 

(1)財務計画の立案等は、本学園存続のため、経営判断指標A3段階以上を必達目標とし、

安定的な本学園運営を支える財務計画を経営企画委員会において立案する。学生確保

のための計画を立案し、平成31年度末における実質的資金量の目標を13億円とする。

経営企画委員会においてPDCAサイクルによる財務計画の進捗管理を行い、平成27年度

以降の中長期計画(6年間)についてローリング方式により修正・補正を行い、常に6年

先までの計画を策定する 

(2)奨学金等の収支における数値目標等の設定については、本学園の経営改善の観点か

ら、収入および経費削減を着実に実行するために、具体的な収支項目および数値目標

の設定をする。 

 

〈提出資料〉 

資料15.・資金収支計算書の概要 

資料16.・活動区分資金収支計算書(学校法人) 

資料17.・事業活動収支計算書の概要 

資料18.・貸借対照表の概要(学校法人) 

資料19.・財務状況調べ 



松山東雲短期大学 

112 

 

資料20.・資金収支計算書･消費収支計算書の概要 

資料21.・貸借対照表の概要(学校法人)[旧書式] 

資料22.・資金収支計算書･資金収支内訳表(平成25年度～平成27年度) 

資料23.・貸借対照表(平成25年度～平成27年度) 

資料24.・活動区分資金収支計算書(平成27年度) 

資料25.・事業活動収支計算書・事業活動収支内訳表(平成27年度) 

資料26.・消費収支計算書・消費収支内訳表(平成26年度～平成27年度) 

資料27.・財務計画について 

資料28.・事業報告書(平成27年度) 

資料29.・事業計画書(平成28年度) 

資料30.・収支予算書(資金収支予算書・事業活動収支予算書)(平成28年度) 

資料31.・学校法人松山東雲学園寄附行為 

 

〈備付資料〉 

資料31.・寄附金募集について 

http://www.shinonome.ac.jp/soshiki/2/kifukin.html 

資料32.・財産目録及び計算書類(平成25年度～平成27年度) 

資料33.・学校法人松山東雲学園中長期計画一覧表[備付資料2] 

・学校法人松山東雲学園中長期計画2015年度進捗状況報告書(法人・理事会事

項)[備付資料30] 

・松山東雲女子大学・松山東雲短期大学中長期計画[備付資料2] 

・学校法人松山東雲学園中長期計画2015年度進捗状況報告書(女子大・短大)[備

付資料30] 

・Vision2020+ 2015年度業務計画・実施報告書 

・経営改善に関わる経費削減数値目標について 

 

基準Ⅲ 教育資源と財的資源の行動計画 

教育資源と財的資源の行動計画は、次のとおりである。 

教育資源の行動計画 

(1)人事政策の策定 

・人事計画の立案(～平成28年度) 

・教員・職員の部門ごとの専任兼任の比率の明確化(～平成29年度) 

(2)教職員の処遇改善 

・目標達成のためのプロセスを立案(～平成30年度) 

(3)事務組織連携の在り方の行動計画 

・学務と法人事務との一体化(集中)(～平成29年度) 

・事務組織の職位の改革(～平成29年度) 

・事務組織の見直し(～平成29年度) 

(4)キャンパス整備 

・E館解体後図画工作棟の新築、附属幼稚園園舎の新築、旧幼稚園園舎解体(平成28年度) 
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・体育館耐震改修、A館・旧B館解体(平成29年度) 

・新館新築、C館解体、外構工事(平成30年度) 

・文部科学省への補助金申請(～平成31年度) 

・財務計画の立案(～平成29年度) 

・キャンパス環境整備計画の立案(～平成32年度) 

 

財的資源の行動計画 

(1)財務計画の立案等 

・次年度予算編成手続きの再構築(～平成28年度) 

・重点事業予算の検討(～平成30年度) 

・運営資金計画の管理(～平成32年度) 

(2)奨学金等の収支における数値目標等の設定 

・インフラ整備と経費削減の検討(～平成29年度) 

・施設使用規程に準拠した施設活用(～平成32年度) 

・奨学金制度の見直し(～平成28年度) 

・借地の返還(～平成30年度) 

・継続事業費の見直し(～平成32年度) 

 

◇  基準Ⅲについての特記事項  

(1)以上の基準以外に教育資源と財的資源について努力している項目｡  

特になし 

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

特になし 
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【基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス】                    

 基準Ⅳの自己点検・評価の概要 

理事長は、建学の精神の下、学校法人松山東雲学園(以下、本学園という)の改善策

等について積極的に提言を行い本学園の発展に寄与しており、本学園を代表しその業

務を総理している。平成27年度から理事長を委員長とする経営企画委員会を設置し、

本学園・理事会における中長期計画を策定する等、本学園の運営全般にリーダーシッ

プを適切に発揮している。学長は、教学の最高責任者として、その権限と責任におい

て、教授会規程第2条に基づき教授会の意見を参酌して、教学の最終的な判断を行って

いる。平成27年度から併設の松山東雲女子大学(以下、女子大学という)と合同で中長

期計画を策定する等、松山東雲短期大学(以下、本学という)の運営全般にリーダーシ

ップを発揮している。 

監事は寄附行為に基づいて適切に業務を行っており、評議員会は寄附行為に基づい

て開催し、平成27年度の寄附行為の改正により諮問機関として適切に運営されている。 

以下、基準Ⅳの自己点検・評価の概要として、平成27年度策定した本学園・理事会、

本学の中長期計画の概要を記述する。 

本学園・理事会は、平成27年度中長期計画を策定した[備付資料2]。本学園・理事会

における中長期計画は、建学の精神に基づき、｢自立する女性の育成｣をミッションに

掲げ、｢松山東雲学園の継続と発展のために｣をビジョンとしている。 

計画策定の部門は、本学園・理事会、女子大学・本学・附属幼稚園、中学・高等学

校、事務局となっている。部門ごとの中長期計画の内容は、課題(分野)、改善計画(基

本方針・検討の方向性)、行動計画(具体的施策)、年次計画から構成されおり、中長期

計画の円滑な実行を図り、PDCAサイクルによる中長期計画の進捗管理を推し進めてい

くこととしている。 

理事長のリーダーシップに関する主な課題は、理事会のガバナンス強化、キャンパ

ス整備計画、経営企画委員会による経営方針の企画立案等、教職員の処遇改善、財務

計画の立案等、奨学費等の収支における数値目標等の設定、人事政策の策定、教員評

価制度の導入である。  

理事会のガバナンス強化については、その強化のため理事の任期の統一、高齢化解

消、クリスチャンコードを必要とする人数の見直し、評議員会の議決機関から諮問機

関への変更等の改善計画に基づき、寄附行為および寄附行為施行細則を改正した。平

成28年度以降、理事の人材確保を図り、学内外理事の強化に努める計画である。キャ

ンパス整備計画については、財務計画の立案とともに文部科学省の補助金制度の動向

を注視し、情報をきめ細かく収集することを改善計画として、平成30年度までの行動

計画を策定している。経営企画委員会は、経営方針を企画立案し、理事会に提案する

機能とともに、PDCAサイクルによる中長期計画の進捗管理を行うガバナンス機能も担

う。PDCAサイクルによる中長期計画の進捗管理は、部門ごとに行い、半年ごとの進捗

状況は理事長を委員長とする経営企画委員会で確認し、理事会に報告する。経営企画

委員会は、PDCA サイクルの状況を踏まえ、必要に応じ当該年度の計画の修正・補正を

行い、さらに進化させ具体的な行動計画へ繋げていき、常に6年先までを見据えた計画

を策定していく。各部門から提出されるPDCAサイクルによる中長期計画の進捗管理を

様式 9－基準Ⅳ 
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如何に発揮できるかが本学園の評価を左右するものと考えている。教職員の処遇改善

については、教職員のモチベーションの向上および人材確保の観点から賞与の改善を

模索するとともに定期昇給等の改善についても検討し、行動計画として目標達成のた

めのプロセスを平成30年度までに立案することとしている。財務計画の立案等につい

ては、本学園存続のため、｢定量的な経営判断指標に基づく経営状態の区分｣(以下、経

営判断指標という。)A3段階(経常収支額が3か年のうち2か年以上黒字。以下、同じ)以

上を必達目標とすることを改善計画として、安定的な学園運営を支える財務計画を立

案することとしている。奨学費等の収支における数値目標等の設定については、本学

園の経営改善計画の観点から、収入および経費削減を着実に実行するために、具体的

な収支項目および数値目標の設定をする計画である。人事政策の策定については、教

員数は設置基準を順守し、学科改組等の戦略的計画が立案されれば、その効果を見極

め検討する計画である。教員評価制度の導入については、報償制度の一環と位置付け、

賞与の加給支給等を前提とした制度を構築する計画である。 

 本学は、女子大学と合同で平成27年度中長期計画を策定した[備付資料2]。本学にお

ける中長期計画は、建学の精神に基づき、｢自立を志し、人と社会に新しい始まりをも

たらす女性の育成｣、｢女性の生涯にわたる協働の拠点｣をミッションに掲げ、｢ニーズ

対応と個性で選ばれる短大となる｣をビジョン(Vision 2020+)としている。計画策定の

部署は、補佐会(学長、学長補佐、事務部長)、拡大補佐会(補佐会、学長特別補佐)、

学科・専攻会、教務部、入試部、学生支援部、キャリア支援部、キリスト教センター、

FD委員会、カウンセリングルーム、自己点検・評価委員会、研究論集委員会、連携交

流センターとなっている。部署ごとの中長期計画の内容は、本学園・理事会と同様、

課題(分野)、改善計画(基本方針・検討の方向性)、行動計画(具体的施策)、年次計画

から構成されており、中長期計画の円滑な実行を図り、PDCAサイクルによる中長期計

画の進捗管理を推し進めていくこととしている。 

学長のリーダーシップに関する主な課題は、ミッションの浸透、教学にけるガバナ

ンス強化、本学と女子大学の連携である。 

ミッションの浸透については、建学の精神が常に意識され、大学政策および各活動

の起点となるものとし、教職員は誇りをもって職務にあたり、学生は東雲の学生とし

て誇りを持つことができるようアイデンティティ形成に努める改善計画に基づき、ミ

ッション体系を可視化し、本学園創立記念日(9月16日)の新聞広告をはじめ、各種大学

広報等に活用・展開しミッションの浸透を図っている。教学におけるガバナンス強化

については、ガバナンス推進のための基盤強化の改善計画に基づき、松山東雲女子大

学・松山東雲短期大学教員評価規程を設けた。教員評価制度は、平成28年度施行期間

を経て正規に導入する計画である。本学と女子大学の連携については、女子大学と一

体化運営を通してシナジー(相乗)効果を確保し、｢東雲の保育｣等のブランド強化を図

るため、教育・研究、人事体制を検討する改善計画に基づき、合同教授会等の会議体

の統合、規程の改正、本学保育科と女子大学の心理子ども学科子ども専攻(以下、子ど

も専攻という)との連携(学生、教員の交流)等を図っている。平成27年度本学と女子大

学の連携・一体化をより効果あるものとするため、教育改革、本学・女子大学連携、

学生募集担当の学長特別補佐を設けた。 
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 なお、本学では、女子大学と合同で平成23年度より毎年2～3回行われている業務計

画・中間・実施報告会を通して、自己点検・評価活動におけるPDCAサイクルによる進

捗管理が実施されている。従来の各部署の業務計画の策定は、年次ベースのものであ

ったが、中長期(6年間)にわたる策定とした。 

PDCAサイクルによる中長期計画の進捗管理は部署ごとに行い、半年ごとの進捗状況

を中間実施報告会において報告する。PDCAの状況を踏まえ、必要に応じ当該年度の計

画の修正・補正を行い、さらに進化させ具体的な行動計画へ繋げていき、常に6年先ま

でを見据えた計画を策定していく。この報告会の実施によって、教職員とともに目標

および業務状況等の情報の共有化を図っている。 

 

［テーマ 基準Ⅳ-A 理事長のリーダーシップ］ 

［区分 基準Ⅳ-A-1  理事会等の学校法人の管理運営体制が確立している］ 

 基準Ⅳ-A-1の自己点検・評価 

(a) 現状 

理事長は、平成27年4月に就任した。関西大学事務局長・関西大学本部長・常務理事

の経歴があり、大学行政管理学会副会長、日本私立大学連盟研修運営委員等を歴任し、

大学教育・行政管理に精通しており、大学運営に関して十分な見識と経験を有してい

る。 

就任以来、本学園が運営する本学・女子大学の学生、中学・高等学校の生徒、附属

幼稚園の園児、教職員に対し、あらゆる場面で建学の精神の重要性を説き、本学園の

改善策等について積極的に提言を行い本学園の発展に寄与しており、本学園を代表し、

その業務を総理している。平成27年度から理事長を委員長とする経営企画委員会を設

置し、中長期計画、SWOT分析等により本学園の経営方針を企画立案して、理事会へ提

案する等、法人の運営全般にリーダーシップを適切に発揮している。 

理事長は、毎会計年度終了後2月以内に、学園監事の監査を受け、理事会の議決を経

た決算および事業の実績(財産目録、貸借対照表、収支計算書および事業報告書)を同

日開催の評議員会に報告し、その意見を求めている。 

理事長は、寄附行為第12条に基づいて理事会を開催し、議長を務め法人の業務を決

し、理事の職務の執行を監督している。理事会の開催状況は、平成25年度19回、平成

26年度19回、平成27年度17回となっている。 

理事会は、学校教育法第109条に基づき、松山東雲学園自己点検・評価規程および松

山東雲短期大学自己点検･評価規程を定めている[提出資料8、提出資料9]。理事会は、

本学園創設の理念に基づき、教育・研究水準の向上を図り、その社会的使命を達成す

るために行う諸活動にかかる自己点検・評価に関する事項を定め、各部門の自己点検・

評価の結果は、理事会の議を経て、公表又は閲覧に供するものとしている。また、自

己点検・評価をもとに、認証評価を受け、その結果については、真摯に受け止め、教

育・研究およびその管理運営並びに経営の各部門において、それぞれの諸活動の改善・

改革に努め、その水準の向上と活性化を図り、広く社会の理解と支持を得るために活

用している。 
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理事会は、監事、評議員会に対して広く意見を求める等、本学の発展のため情報収

集に努めている。理事会の構成員である理事は、寄附行為第7条に基づき選任されてお

り、法的責任があることを認識し本学の運営にあたっている。 

平成27年度の理事(10人以上12人以内)は、11人であり、私立学校法第38条および寄

附行為第7条に基づき､キリスト教信徒またはこの法人のキリスト教の精神による教育

に理解を持つ者であり、かつ、寄附行為3条の目的を遂行する者として選任されている。

理事のうち財務担当理事1人、教学担当理事2人を配置している。学校教育法第9条の欠

格事由は、寄附行為第3条において｢キリスト教の精神により、教育基本法、学校教育

法及び私立学校法に基づき、学校教育を行うことを目的とする｣と規定されており、寄

附行為に準用されている[提出資料31]。また、理事就任に際し、学校教育法第9条の欠

格事由に該当していないことの誓約書の提出を求めている。 

平成27年度改善計画および行動計画に基づく実行状況は、次のとおりである。 

(1)本学園・理事会は、平成27年度中長期計画を策定した[備付資料2]。本学園・理事

会における中長期計画は、建学の精神に基づき、｢自立する女性の育成｣をミッション

に掲げ、｢松山東雲学園の継続と発展のために｣をビジョンとしている。計画策定の部

門は、本学園・理事会、女子大学・本学・附属幼稚園、中学・高等学校、事務局とな

っている。部門ごとの中長期計画の内容は、課題(分野)、改善計画(基本方針・検討の

方向性)、行動計画(具体的施策)、年次計画から構成されおり、中長期計画の円滑な実

行を図り、PDCAサイクルによる中長期計画の進捗管理を推し進めていくこととしてい

る。 

長期計画は、当該年度から5年目以降を長期と位置付け、教職員はじめ関係者が将来

の方向性を共有化し、実現のためにどう取り組むかを示したものである。中期計画は、

当該年度から3～4年目を中期と位置付け、長期計画を踏まえ、教職員はじめ関係者が

改革等を計画的かつ効果的に実現するための具体的なものである。当該年度およびそ

の翌年度は、具体的な行動計画と位置付け、教職員はじめ関係者が改革等を着実に実

現するための施策としている。 

(2)理事会のガバナンス強化のため、寄附行為、寄附行為施行細則を改正し、文部科学

大臣の認可を受け施行した。具体的な改正事項は、理事の任期の統一、理事会の高齢

化の解消、クリスチャンコードを必要とする理事人数、評議員会を議決機関から諮問

機関への変更等である。 

(3)中長期計画に基づく財務計画は、本学園存続のため、経営判断指標A3段階以上を必

達目標とし、安定的な本学園運営を支える財務計画を立案している。平成27年度は、

有価証券の売却および各種補助金の獲得により経営判断指標の判定はA3段階からA2段

階(経常収支差額比率が10％以上。以下、同じ)になっている[提出資料16]。 

(4)キャンパス整備計画では、愛真館の耐震改修工事を完了した。その他、学生の自主

学習を支援するラーニングコモンズ、学生の主体的・能動的学習のためのアクティブ

ラーニング教室を整備した。また、女子大としてのアメニティの向上のため、D館トイ

レ改修を実行した。 

(5)理事長のリーダーシップ強化を図り、積極的に中長期計画に取り組むため、理事長

を委員長とする経営企画委員会を設置した[備付資料37]。この委員会は、経営方針を
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企画立案し、理事会に提案する機能とともに、PDCAサイクルによる中長期計画の進捗

管理を行うガバナンス機能も担う。また、SWOT分析によって外部環境や内部環境を強

み・弱み・機会 ・脅威のカテゴリーに分けて環境分析を行った。経営企画委員会によ

る中長期計画PDCAサイクルの年間スケジュールは、毎年4月、各部門のSWOT分析・年度

計画・中長期計画のまとめを確認し、5月、SWOT分析・年度計画・中長期計画について

理事会上程案を決定し、理事会で議決され、9月、各部門の年度計画(行動計画)の進捗

状況のまとめを確認し、理事会に報告し、2月、各部門の｢結果・進捗状況｣、｢今後の

課題｣のまとめを審議し、3月、｢結果・進捗状況｣、｢今後の課題｣について理事会上程

案を決定し、理事会で審議されるサイクルとなっている。 

(6)学園監事の監査実施要領を改正し、中長期計画の内容および進捗管理等についての

監査を行った。 

(7)奨学費等の収支における数値目標等を設定し、目標を達成している[備付資料 33]。

また、平成 31 年 3 月末にテニスコート、駐車場の借地を返還することを理事会で確認

した。 

(8)教職員の処遇改善では、平成 27 年度賞与 1 か月分に一律 6 万円を加算することで

改善を図った。 

(9)教育・研究および管理・運営に関する事項を協議することを目的に理事長、学長、

事務局長が原則週 1 回懇談会を開催した。懇談会は、日常業務における連絡・協議も

兼ねており、決裁権はないが、意思疎通を図るうえで重要な役割を担っている。 

 

(b)課題 

経営環境が厳しくなる中で、本学園は理事長のリーダーシップの下、経営改革を図

っていかなければならない。理事長は、本学園の経営と各設置校とバランスの取れた

管理・運営をさらに推し進める必要がある。とくに中長期計画を実効あるものとする

ためPDCAサイクルによる中長期計画の進捗管理を行い、常に6年先を見据えたローリン

グ方式により現実と中長期計画のズレを埋めるために見直しや部分的な修正・補正を

行う必要がある。 

課題および今後さらに向上・充実させるために必要な点は、次のとおりである。 

(1)理事会のガバナンス強化 

(2)キャンパス整備計画 

(3)経営企画委員会による経営方針の企画立案等 

(4)教職員の処遇改善 

(5)財務計画の立案等 

(6)奨学費等の収支における数値目標等の設定 

(7)人事政策の策定 

(8)教員評価制度の導入 
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 テーマ 基準Ⅳ-A 理事長のリーダーシップの改善計画 

理事長のリーダーシップの改善計画は、次のとおりである。 

(1)理事会のガバナンス強化のため、理事の人材発掘を図り学内外理事の強化に努める。 

(2)キャンパス整備計画については、しなやかな知性の創造をめざして、安心・安全、

女子大らしい、緑の景観に調和したキャンパスづくりのコンセプトの下、財務計画の

立案とともに文部科学省の補助金制度の動向に注視し、情報をきめ細かく収集する。 

(3)経営企画委員会は、経営方針を企画立案し、理事会に提案する機能とともに、PDCA

サイクルによる中長期計画の進捗管理を行うガバナンス機能も担う。経営企画委員会

において、PDCA サイクルによる中長期計画の進捗管理を実行し、平成 28 年度以降の中

長期計画(6 年間)についてローリング方式により修正・補正を行い、常に 6 年先までの

計画を策定する。各部門から提出される中長期計画の PDCA サイクルによる進捗管理を

如何に発揮できるかが本学園の評価を左右するものと考える。 

(4)教職員の処遇改善については、教職員のモチベーションの向上および人材確保の観

点から賞与の改善を模索するとともに定期昇給等の改善についても検討する。 

(5)財務計画の立案等については、学園存続のため、経営判断指標 A3 段階以上を必達

目標とし、安定的な学園運営を支える財務計画を立案する。平成 31 年度末における実

質的資金量の目標を 13 億円とする。PDCA サイクルによる財務計画の進捗管理を実行し、

平成 28 年度以降の中長期計画についてローリング方式により修正・補正を行い、常に

6 年先までの計画を策定する。 

(6)奨学費等の収支における数値目標等の設定については、学園の経営改善の観点から、

収入および経費削減を着実に実行するために、具体的な収支項目および数値目標を設

定する。借地返還にあたって対応策を講じる。 

(7)人事政策の策定については、教員数は設置基準を順守し、学科改組等の戦略的計画

が立案されれば、その効果を見極め検討する。 

(8)FD の観点から教員評価制度を導入し、報償制度の一環と位置付け、賞与の加給支給

等を前提とした制度を構築する。 

 

〈提出資料〉 

資料31.・学校法人松山東雲学園寄附行為  

 

〈備付資料〉 

資料34.・理事長履歴書(平成28年5月1日現在) 

資料35.・学校法人実態調査表(写し)(平成25年度～平成27年度) 

資料36.・理事会議事録(平成25年度～27年度) 

資料37.・松山東雲学園諸規程 

資料38.・松山東雲短期大学諸規程 
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[ テーマ 基準Ⅳ-B 学長のリーダーシップ]  

[ 区分 基準IV-B-1 学習成果を獲得するために教授会等の短期大学の教学運営体制

が確立している。] 

 基準IV-B-1の自己点検・評価 

(a) 現状 

学長は、併設の女子大学学長も兼任しており、教学の最高責任者として、その権限

と責任において、教授会規程第2条に基づき教授会の意見を参酌して教学の最終的な判

断を行っている。学長は、松山東雲女子大学・松山東雲短期大学学長選考規程第2条に

基づき、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効

果的に運用することができる能力を有するとともに、私立大学の管理・運営に識見を

有する者であり、さらに、キリスト教徒または学園のキリスト教の精神による教育に

理解を持つ者であり、寄附行為第3条の目的を遂行する者とされている[備付資料38]。

学長は、本学の教学全般について中長期計画を策定する等、本学の教学全般にリーダ

ーシップを発揮している。 

学長は、教授会を学則第42条および教授会規程第3条に基づき、原則として毎月1回

開催し、教育研究上の審議機関として適切に運営している。平成26年度の学校教育法

改正を受けて、平成27年度から学長がリーダーシップを発揮できる体制整備と教授会

の役割の明確化を軸とする大学ガバナンス改革に関する規程の整備を実行し、教授会

規程第2条により教授会は意見を述べる事項を周知している。 

学長は、本学・女子大学の教授会および人事教授会の共通事項については、教授会

規程第2条の2および人事教授会規程第2条の2に基づき、女子大学と合同教授会および

合同人事教授会を開催している。 

学習成果および三つの方針(学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針、入学者受

け入れの方針)は、学科・専攻課程および執行部等から上程され、機関レベル(本学)と

して教授会において報告・審議されており、全教員が共通認識を有している。教授会

のすべての審議内容は、学長の指示の下に議事録として記録されている。 

教育・研究に関する事項を協議することを目的に、学長、学長補佐、事務部長が原

則週1回補佐会を開催している。補佐会は、日常業務における連絡・協議も兼ねており、

決裁権はないが、意思疎通を図るうえで重要な役割を担っている。また、学長による

各組織の現状を聴取するとともに、教授会に上程する議題の事前協議機関として、学

長補佐、学科長、専攻主任、宗教主事、教務部長、入試部長、学生支援部長又は副部

長、キャリア支援部長又は副部長および事務部長を構成員とする運営委員会が設置さ

れており、教授会に先んじて開催され、議題の確認と精査が図られている。運営委員

会の構成員はそれぞれの教育組織の長であり、運営委員会は、学長による各組織の現

状の聴取および組織間の情報の共有化に大きな役割を担っている。学則第43条に基づ

き、運営委員会のほかに、教育研究の遂行に必要な組織(学科長・専攻主任会、教務部

会、キャリア支援部会、入試部会、学生支援部会、キリスト教センター会、情報メデ

ィア･センター会、連携交流センター会、企画・広報センター会等)を設置している。

各組織には、学長が指名した者を部長・センター長又は副部長・副センター長とし、
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各組織で検討された主要案件は教授会に上程され、教授会の議を経て全体に周知され

ており、学長は、教学の運営にリーダーシップを発揮している。 

平成27年度改善計画および行動計画に基づく実行状況は、次のとおりである。 

(1)本学は、女子大学と合同で平成 27 年度中長期計画を策定した[備付資料 2]。本学に

おける中長期計画は、建学の精神に基づき、｢自立を志し、人と社会に新しい始まりを

もたらす女性の育成｣、｢女性の生涯にわたる協働の拠点｣をミッションに掲げ、｢ニー

ズ対応と個性で選ばれる短大となる｣をビジョン(Vision 2020+)としている。計画策定

の部署は、補佐会、拡大補佐会、学科・専攻会、教務部、入試部、学生支援部、キャ

リア支援部、キリスト教センター、FD 委員会、カウンセリングルーム、自己点検・評

価委員会、研究論集委員会、連携交流センター、事務部である。部署ごとの中長期計

画の内容は、本学園・理事会と同様、課題(分野)、改善計画(基本方針・検討の方向性)、

行動計画(具体的施策)、年次計画から構成されており、中長期計画の円滑な実行を図

り、PDCA サイクルによる中長期計画の進捗管理を推し進めていくこととしている[備付

資料 33]。 

長期計画は、本学園・理事会と同様、当該年度から 5 年目以降を長期と位置付け、

教職員はじめ関係者が将来の方向性を共有化し、実現のためにどう取り組むかを示し

たものである。中期計画は、当該年度から 3～4 年目を中期と位置付け、長期計画を踏

まえ、教職員はじめ関係者が改革等を計画的かつ効果的に実現するための具体的な計

画である。当該年度およびその翌年度は、具体的な行動計画と位置付け、教職員はじ

め関係者が改革等を着実に実現するための施策とされる。     

本学では、平成 23 年度より毎年 2～3 回行われている業務計画・中間・実施報告会

を通して、自己点検・評価活動における PDCA サイクルを実施している。従来の各部署

の業務計画の策定は、年次ベースのものであったが、中長期(6 年間)にわたる策定とし

た。PDCA サイクルによる中長期計画の進捗管理は部署ごとに行い、半年ごとの進捗状

況を中間実施報告会において報告する。PDCA の状況を踏まえ、必要に応じ当該年度の

計画の修正・補正を行い、さらに進化させ具体的な行動計画へ繋げていき、常に 6 年

先までを見据えた計画を策定していく。 

この報告会の実施によって、教職員に目標および業務状況等の情報の共有化が図ら

れている。 

中長期計画 PDCA サイクルの年間スケジュールは、毎年 4 月下旬～5 月の上旬に業務

計画報告会(PLAN)、4～9 月に前期計画の実施(DO)、10 月に中期点検報告(CHECK)、11

～2 月に後期計画の実施(DO)、3 月上旬に業務実施報告会(CHECK)、その後業務計画

(PLAN)の立案と次年度課題の集約と基本方針を策定(ACTION)するサイクルとなってい

る。 

(2)ミッションの浸透について、建学の精神が常に意識され、大学政策および各活動の

起点となるものとし、教職員は誇りをもって職務にあたり、学生は東雲の学生として

誇りを持つことができるようアイデンティティ形成に努める改善計画に基づき、ミッ

ション体系を可視化し、本学園創立記念日(9 月 16 日)の新聞広告をはじめ、各種大学

広報等に活用・展開し、ミッション体系の浸透を図った。  
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(3)教学におけるガバナンス強化について、ガバナンス推進のための基盤強化を図る改

善計画に基づき、松山東雲女子大学・松山東雲短期大学教員評価規程を設けた。 

(4)本学と女子大学の連携について、女子大学と一体的運営を通してシナジー(相乗)効

果を確保し、｢東雲の保育｣等のブランド強化を図るため、教育・研究、人事体制を検

討する改善計画に基づき、合同教授会等の会議体の統合、規程の改正、本学保育科と

女子大学子ども専攻との連携強化(学生、教員の交流)等を実行した。また、教育改革

担当、学生募集担当、大短一体化担当の学長特別補佐制を設け、女子大学とシナジー(相

乗)効果の構築を図った。 

(5)平成 26 年度に IR(インスティテューショナル・リサーチ:Institutional Research)

推進委員会が設置され、平成 27 年度は教育改善、経営改善のためのデータを集積・分

析し、その分析結果を教育研究、学生支援、経営等に活用することの出来るシステム

を構築している。 

(6)教授会等のペーパーレス化による教授会等の効率化、コスト削減に取り組んだ。 

(7)教育・研究に関する事項の協議を目的に学長、学長補佐、事務部長が原則週 1 回補

佐会を開催している。補佐会は、日常業務における連絡・協議も兼ねており、決裁権

はないが、意思疎通を図るうえで重要な役割を担っている。 

 

(b) 課題 

学生に最大の学習成果を獲得させるため、教職員は常に、より適切な教育援助を提

供しなければならない。学長は、各部署でPDCAサイクルを回しながら見えてきた課題

の対応に努めているが、常に改善を目指しつつ、PDCAサイクルによって中長期計画を

進捗管理していくことが重要である。また、経営環境が厳しくなる中で、学長のリー

ダーシップの下、教学改革を図っていく必要がある。学長は、理事会の大学経営と歩

調を合わせつつ、教授会の意思決定を尊重し、学長としてのガバナンスを強化して、

バランスの取れた教学体制をさらに推し進める必要がある。 

課題および今後さらに向上・充実させるために必要な点は、次のとおりである。 

(1)ミッションの浸透 

(2)教学におけるガバナンス強化 

(3)本学と女子大学の連携  

 

 テーマ 基準Ⅳ-B 学長のリーダーシップの改善計画 

学長のリーダーシップの改善計画は、次のとおりである。 

(1)建学の精神が常に意識され、大学の全ての教育活動の起点となり、教職員は誇りを

もって職務にあたり、学生は東雲の学生として誇りをもつことができるよう、ミッシ

ョンの浸透に努める。 

(2)教学におけるガバナンス強化については、FD の観点から教員評価制度を導入し、報

償制度の一環と位置付け、賞与の加給支給等を前提とした制度を構築する。 

(3)本学と女子大学の連携を通して、シナジー(相乗)効果を戦略的に確保する。 
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〈備付資料〉 

資料39.・教員個人調書［書式1］(平成23年度～平成28年度) 

・教育研究業績書［書式2］(平成23年度～平成28年度) 

資料40.・教授会議事録(平成25年度～平成27年度) 

資料41.・委員会等議事録(平成25年度～平成27年度) 

資料42.・松山東雲女子大学・松山東雲短期大学中長期計画[備付資料2] 

・学校法人松山東雲学園中長期計画2015年度進捗状況報告書(女子大・短大)  

[備付資料33] 

・Vision2020+ 2015年度業務計画・実施報告書 [備付資料33] 

 

［テーマ 基準Ⅳ-C ガバナンス］ 

［区分 基準Ⅳ-C-1 監事は寄附行為の規定に基づいて適切に業務を行っている］ 

 基準Ⅳ-C-1の自己点検・評価 

(a) 現状 

監事は、寄附行為第8条第2項および学園監事の監査実施要領に基づき、本学園の業

務および財産の状況について適宜監査している。監事は、理事会に毎回出席し理事長

から業務の執行の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、必要に応じて意見を述

べ、法人の業務および財産の状況を監査している。本学園担当公認会計士と年2回(5月、

11月)意見聴取を実施し連携を図りながら監査を行っている。平成27年度からガバナン

ス強化のため、学園監事の監査実施要領を改正し、中長期計画の内容および進捗管理

等についての監査を実行した。平成27年度中長期計画の監事監査は、学園監事の監査

実施要領に基づき、中長期計画の立案等の監査(7月、8月)が実施されている。 

 監事は、本学園の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監事監査報告書を作

成し、当該会計年度終了後2月以内の5月に理事会および評議員会に提出している。 

本学園の組織が行なう｢内部監査｣、公認会計士が行なう｢会計監査｣、監事が行なう

｢監事監査｣の所謂三様監査による情報交換に努めている。 

 

(b)課題 

 特になし 

 

［区分 基準Ⅳ-C-2 評議員会は寄附行為の規程に基づいて開催し、理事長を含め役

員の諮問機関として適切に運営している］ 

 基準Ⅳ-C-2の自己点検・評価 

(a)現状 

寄附行為第18条第2項に基づく評議員は｢21人以上25人以内｣、寄附行為第6条に基づ

く理事は｢10人以上12人以内｣となっている。平成27年度評議員は23人、理事は11人と

なっており、評議員会は、理事の定数の2倍を超える数の評議員をもって組織している。

評議員会の構成は、教職員の他に同窓生、学生の父母、松山教会の会員および学識経

験者の評議員をもって組織している。評議員会の開催状況は、平成25年度4回、平成26

年度5回、平成27年度5回となっている。 
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 評議員会は、私立学校法第42条、寄附行為第21条の規定に従い、運営している。な

お、理事会のガバナンス強化の改善計画に基づき、寄附行為、寄付行為施行細則の改

正を実行し、法人の存続に関わる合併および解散以外は諮問事項とした。 

(b)課題 

特になし 

 

［区分 基準Ⅳ-C-3 ガバナンスが適切に機能している］ 

基準Ⅳ-C-3の自己点検・評価 

(a) 現状 

予算については、中長期計画に基づき、10月下旬に次年度予算編成方針を理事会で

承認後、11月下旬に関係部署が予算案を作成し経理課に提出している。その後、12～1

月に予算折衝を行い、2月の理事会に予算編成概要について審議した後、3月の評議員

会の諮問を経て、理事会の議決により最終決定している。 

毎年度3月、評議員会に諮問を行うとともに、理事会で決定した後、関係部署に予算

が決定した旨を学内メールで速やかに指示している。また、事業計画および予算の決

定状況・申請書・申請理由書を教職員用ウェブサイトに公開し、閲覧、印刷ができる

ようにしている。 

予算の執行は、各関係部署から必要書類の提出を受け、経理責任者の承認後、適正

に執行している。また、予算執行状況については、経理課において、財務会計システ

ムにより管理するとともに、課単位の予算については各課においても管理している。

当初予算に計上していない50万円を超える案件の執行については、稟議書を作成し、

理事長の承認後に執行し、補正予算編成における予算修正による対応を行っている。 

日常的な出納業務は、学校法人松山東雲学園経理規程、学校法人松山東雲学園固定

資産及び物品調達規程等に則り円滑に実施されている[備付資料37]。通常は、既に承

認されている予算に基づき、請求書等必要書類が各部署より経理に提出され、定めら

れた支払日ごとに経理責任者、また必要に応じて理事長の決裁を経て支払を執行して

いる。また、支払金額が100万円以上または予算化されていない案件の支払いについて

は、事前に理事長の決裁を受けた後、支払を執行している。 

計算書類、財産目録等は期中並びに期末に公認会計士の監査を受けており、学校法

人会計基準に準拠して学校法人の経営状況および財政状態を適正に示しているという

監査意見を受理している。私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく公認会計士

による会計監査は、毎年度11～12月および4～5月に行われ、平成27年度は4人体制で延

べ33日間行われた。 

毎年度決算監査終了後に、公認会計士から監査の概要および結果に関する報告を受

け、監査実施概要、監査結果、今後の留意事項について詳細な説明を受けている。学

園では、その留意事項について速やかに適切な対応をしている。 

資産および資金(有価証券を含む)の管理は、学校法人松山東雲学園経理規程、学校

法人松山東雲学園固定資産及び物品管理規程に基づき、安全かつ適正に行っている。

毎月の資金運用状況については毎月開催される理事会で報告している。平成27年度か
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ら学校法人松山東雲学園業務監査規程を改正し、内部監査(10月、5月の年2回)、現物

監査・小口現金の監査(10月、4月の年2回)が実施されるようになった。 

 寄付金の募集は、入学者の保護者に対し、入学後に適正に行っている。また、本学

園ウェブサイトに寄付金募集用のページを設け、学園外にも寄付金のお願いをしてい

る[備付資料31]。なお、本学は平成24年1月26日に税額控除対象法人としての証明を受

けており、寄付者の負担軽減に対する体制は整っている。学校債は、発行していない。 

月次試算表を原則翌月15日までに作成し、経理責任者の承認を得ている。また、試

算表作成時に資金運用状況報告書を作成し、原則毎月、理事長および理事会に報告し

ている。 

財務情報の公表は、学校教育法施行規則172条の2、私立学校法第47条および松山東

雲学園財務等の情報公開規程に定めるところに従い、会計年度終了後3月以内に、財産

目録、計算書類、事業報告書、監事の監査報告書を閲覧に供し、大学のウェブサイト

には、事業報告書、決算書(資金収支・消費収支計算書、貸借対照表)、財産目録、監

事監査報告書を公開している。さらに、財務情報を共有する観点から、経年比較資料、

学校法人会計・計算書類の科目の説明も付け加えている。また、教育情報は、学校教

育法施行規則第172条の2に従いウェブサイトに公表されている。 

 

(b)課題 

特になし 

 

 テーマ 基準Ⅳ-C ガバナンスの改善計画 

特になし 

 

〈備付資料〉 

資料43.・監事監査報告書(平成25年度～平成27年度) 

資料44.・評議員会議事録(平成25年度～平成27年度) 

  

 テーマ リーダーシップとガバナンスの行動計画 

理事長のリーダーシップの行動計画は、次のとおりである。 

(1)理事会のガバナンス強化 

・次期理事会メンバー(人材発掘、学内外理事の強化)の確保(～平成 30 年度) 

・建学の精神の統一的理解(～平成 30 年度) 

・学園と教会との関係(～平成 30 年度) 

(2)キャンパス整備計画  

・愛真館耐震改修(平成 27 年度) 

・E 館解体後図画工作棟の新築、附属幼稚園園舎の新築、旧附属幼稚園園舎解体(平

成 28 年度) 

・体育館耐震改修、A 館・旧 B 館解体(平成 29 年度) 

・新館新築、C 館解体、外構工事(平成 30 年度) 

・文部科学省への補助金申請(～平成 31 年度) 
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・財務計画の立案(～平成 29 年度) 

・キャンパス環境整備計画の立案(～平成 32 年度) 

(3)経営企画委員会による経営方針の企画立案等  

・中長期計画の PDCA サイクルによる進捗管理、中長期計画の修正・補正(～平成 32

年度) 

・財務計画の PDCA サイクルによる進捗管理、財務計画の修正・補正(～平成 31 年度) 

・学生・生徒・園児確保計画(～平成 32 年度) 

・中長期計画および財政状況等の説明会実施(～平成 32 年度) 

(4)教職員の処遇改善   

・目標達成のためのプロセスの立案(～平成 30 年度) 

(5)財務計画の立案等  

・次年度予算編成手続の構築(平成 28 年度) 

・戦略的予算の検討(～平成 30 年度) 

・運営資金計画の管理(～平成 32 年度) 

(6) 奨学費等の収支における数値目標等の設定   

・インフラ整備と経費削減の検討(～平成 29 年度) 

・施設使用規程に準拠した施設活用(～平成 32 年度) 

・奨学金の見直し(平成 28 年度) 

・借地の返還(～平成 30 年度) 

・継続事業費の見直し(～平成 32 年度) 

(7) 人事政策の策定 

・人事計画の立案(～28 年度) 

・教員・職員の部門ごとの専任兼任の比率の明確化(～平成 29 年度) 

(8)教員評価制度の導入  

・教員評価制度において報賞による処遇への反映(～平成 30 年度) 

 

学長のリーダーシップの行動計画は、次のとおりである。 

(1)ミッションの浸透 

・ミッションの体系の視覚化と活用(平成 27 年度) 

・平成 28 年度 本学園創立 130 周年、本学保育科開設 50 周年 

・平成 29 年度 女子大学開設 25 周年 

・平成 30 年度 附属幼稚園開設 50 周年 

・本学園とキリスト教関係諸機関との連携強化(～平成 32 年度)  

・在学生、保護者および同窓生との連携強化(～平成 32 年度) 

(2)教学におけるガバナンス強化 

・教員評価制度において報賞による処遇への反映等の検討をする。 

・平成 28 年度：規程の施行(試行期間) 

・平成 29 年度：正規導入 

・平成 30 年度年度：成果主義を導入(前年度評価結果にて) 

(3)本学と女子大学の連携 
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・規程・運営の適正化(～平成 28 年度) 

・保育科と子ども専攻の運営一体化(～平成 29 年度) 

・学生第一とする FD 活動(～平成 32 年度) 

 

◇ 基準Ⅳについての特記事項 

(1)以上の基準以外にリーダーシップとガバナンスについて努力している項目｡  

特になし 

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

特になし 
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【選択的評価基準：教養教育の取り組みについて】 

(a)現状 

松山東雲短期大学(以下、本学という)では、｢キリスト教の精神にもとづく建学の理

想実現をめざし、教育基本法・学校教育法等にしたがって、女性に対し人格を高め教

養を培うとともに、実生活に関する専門教育を行い、よい社会人を育成することを目

的とする｣と学則第1条に示す教育目的を踏まえ、教育方針において教養教育の重視を

明確に提示している[提出資料5]。また、教育課程の編成・実施の方針として、教育理

念を実現するために、すべての学生に提供する教養科目と各学科・専攻課程の｢専門科

目｣の2つを大きな柱とすることを謳っている。すなわち、専門科目と並んで教養科目

を重視する姿勢を鮮明に打ち出すとともに、教養科目のカリキュラムポリシー(教育課

程の編成・実施の方針)として以下の5項目を定めている。 

1.キリスト教の理解を深める。  

2.広い視野に立った総合的な判断能力を養う。 

3.諸問題の解決能力を養う。  

4.自己表現能力を養う。 

5.多様な文化・価値観への理解と自らの価値観を養う。 

ここで示されているように教養科目による教養教育の目的は、建学の精神に基づく

人間教育と女性としての人格を高め教養を培うことにある。そのため、本学の教養教

育では、幅広い教養を身につけることによって専門教育科目の理解を促進するととも

に、思考力やコミュニケーション能力を養い、現代社会に求められる教養を有する人

材を育成することを目的としている。教養科目のなかでは、特に｢キリスト教学Ⅰ｣お

よび｢キリスト教学Ⅱ｣を1年生・2年生とも全学科・専攻課程において必修科目として

開講し、建学の精神を学ぶ場としてキリスト教の精神に基づいた教育を展開している。 

また、各学科・専攻課程の専門科目の中にも教養科目に類する幅広い学びの科目が

用意されており、実践力のある人材育成のために、基礎から応用まで多彩な教養科目

群が段階的に習得可能となっている。 そして、幅広い教養を身につけるために、学生

が所属する学科・専攻課程以外の科目を履修する機会についても、｢他学科履修可能授

業科目｣の枠組みを設けて確保している。 

本学の教養科目は、人文科学系と社会科学系を中心としつつも幅広い領域にわたり、

平成27年度においては33科目が開講されている。この多彩な教養科目の中から、保育

科は12単位以上、現代ビジネス学科・生活科学科食物栄養専攻・同介護福祉専攻は10

単位以上を取得することが卒業要件となっている。また、平成27年度より｢女性と健康｣

および衣・食・子育て・福祉分野にわたる｢女性学(実践編)｣を新たな科目として設置

し、女子大ならではの教養科目の充実を図っている。教養科目については教育の質保

証の観点から、受講生数が多く授業に支障をきたすと考えられる場合には、受講を制

限することもある。特に保育科では外国語科目が選択必修となっており、人気の高い

｢リビングイングリッシュⅠ｣については、平成27年度より開講回数を1コマ増やすこと

で受講者数の分散を図った。 

本学では、教養科目の履修を促進するために毎週水曜日2限と木曜日3限の週2コマを

専用の開講時限として設けており、原則的に専門科目を同時開講しない方針としてい

様式 10－教養教育 
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る。また、各学科・専攻課程へも専門科目の開講を控えるように依頼しており、教養

教育の実施体制について注意を払っている。教養科目の開講に当たっては、併設する

松山東雲女子大学(以下、女子大学という)との連携強化も図っている。従来は両大学

の教養科目の開設時間帯が異なっていたが、現在では水曜日2限と木曜日3限の2コマは

共通して確保されており、｢倫理学｣、｢法学｣、｢ボランティア論｣、｢心理学｣、｢美術の

世界｣等、両大学で合同開講となっている科目も少なくない。 

社会に求められる人間育成のためには、専門領域に偏らない幅広い教養バランスの

取れた人材として送り出すことが大学としての使命であることは言を俟たない。教養

教育の内容については、一般教育科目および語学科目の分野においては、開学当初か

ら開設されている人文・社会科学や自然科学科目のほか、情報系科目や複数のスポー

ツ系科目、｢英語｣、｢ドイツ語｣、｢フランス語｣、｢中国語｣および｢韓国・朝鮮語｣とい

う多彩な語学系科目群が設けられている。また、本学の建学の精神と関わる分野が、

必修科目の｢キリスト教学Ⅰ｣、｢キリスト教学Ⅱ｣において講じられるほか、近年にわ

かに注目されるようになった四国遍路に関する科目を四国の他大学に先駆けて開講す

るなど、特徴的な教養分野についても幅広く提供している。 

さて、本学では正規授業科目以外においても、専門性に捉われない幅広い教養に支

えられた豊かな人間性を育むための教養教育に取り組んでいる。その一つがチャペル

アワーと東雲文化講演会である。チャペルアワーは、毎週、火曜日の9時から1時間程

度、本学の教職員や地域の諸教会の牧師等を講演者として迎え、学生および教員の原

則参加という形でキリスト教センター主導により実施されている。本学では、チャペ

ルアワーを｢キリスト教主義教育をキャンパスの生活全体のなかで位置付け実践する

ため｣に全キャンパス的な活動の場として実施している。キリスト教会の礼拝と歴史

的・文化的に深いつながりを持つが、同時に大学という高等教育の場に相応しい知的

学びと情操的涵養の場としても位置付けている。キリスト教礼拝の要素で構成されな

がらも、全学的な集会として相応しい行事や催し、学生や教職員の発表・表現の機会

も織り込んで運営されている。 

本学におけるチャペルアワーは、より自由な立場からキリスト教信仰の価値観と向

き合いながら自分自身について考えを深め、他者の幸せや喜びのために仕える生き方、

暮らし方、働き方についての答えを見出す、多様な出会いと学びの場であることが期

待されている。従って学生は、チャペルアワーに参加することで所属する学科・専攻

課程以外の教職員や各教会の牧師の講話等を通し、幅広い教養の獲得が可能となって

いる。講話の担当者には、学長および理事長が含まれており、聖書や賛美歌に触れる

とともに事あるごとに建学の精神を学生や教職員に伝える機会ともなっている。本学

では、チャペルアワーを通し、教養教育に資するとともに建学の精神の共有化が促進

されている。 

また、東雲文化講演会は、従来の学術講演会から更に幅広く発展させて平成24年度

より始まったもので、学生・教職員・卒業生および一般市民を対象として年1回開催さ

れている。本学の特色であるキリスト教と女性に関するテーマを隔年に取り入れて開

催し、各分野の第一線で活躍する学外の著名人を招いて実施している。これについて

は企画・広報センターが実施時期、テーマ設定や講師の人選を行うなど、講演会全般
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の企画・運営に当たっている。なお講演会テーマは、平成24年度が東洋英和女学院大

学学長の村上洋一郎氏｢科学とキリスト教 ― 二転、三転する解釈－｣、平成25年度が

早稲田大学名誉教授の木村利人氏｢いのちの倫理とキリスト教～生命操作時代をどう

生きるか？～｣、平成26年度は開学50周年の記念イベントが多数のために休止とし、平

成27年度はスタディライフ熊本(生涯学習支援事務所)特別顧問の田尻由紀子氏｢愛着

の絆を育む～妊娠相談からみえたもの～｣で開催した。 

その他、学生への教養教育の機会提供の拡充策として、松山東雲女子大学・松山東

雲短期大学松山東雲エクステンションセンター (Matsuyama Shinonome Extension 

Center.通称、SEC.)で開講する生涯学習支援教育事業の社会人講座を本学学生が受講

する場合は、受講料の半額減免措置を講じており、正規授業以外の学びについての支

援も積極的に行っている。 

ところで、本学における教養科目の取り扱い方は、学科・専攻課程を越えた全学に

わたる横断的な対応が求められる一方で、単に全学一律ではない学科・専攻課程ごと

の特徴も有している。全学科・専攻課程において必修科目となっている｢キリスト教学

Ⅰ｣および｢キリスト教学Ⅱ｣については、それぞれの学科・専攻課程の特徴を反映して

個別に開講されている。また、保育科においては、幼稚園教諭二種免許状と保育士資

格証明書を取得するために幼稚園実習および保育所実習を必要とし、実習期間中の補

講への配慮のために｢日本国憲法｣、｢コンピュータ演習｣、｢体育講義｣、｢体育実技｣を

全学的な教養科目の開講時間割とは別枠で開講している。同様に生活科学科介護福祉

専攻でも介護福祉関連の内容に特化するとともに、施設における最長5週間の介護実習

に対応した補講を実施する必要性から、｢介護と福祉の民俗学｣、｢法学｣、｢コンピュー

タ演習｣がそれぞれ単独開講という形で運営されており、原則として他学科・専攻課程

の学生は履修できないことになっている。現代ビジネス学科では、専門科目と内容的

に重複箇所の多い｢企業と会計｣と｢コンピュータ演習｣については選択できないことと

なっている。また、海外短期留学を含む｢海外語学・文化研修｣については所管が連携

交流センターとなっており、現地における研修以外にも事前・事後指導を行っている。 

また、本学を含む近隣大学における共同授業であるネットワーク共通科目は、平成

18年度から始まった。平成20年度からは愛媛県内の11大学が参加する｢大学コンソーシ

アムえひめ｣による事業として実施されている。愛媛県内の大学が相互に連携・交流し

高等教育の質向上を目指すもので、｢愛媛｣をキーワードに年次ごとの共通テーマを設

定し、各大学の教員によるオムニバス形式の授業が、夏季休業中に4日間の集中講義と

して愛媛大学ないし松山大学を会場にして実施される。 

松山市および近隣に所在する大学が当番校となって運営され、これまでに、平成18

年度｢瀬戸内海と愛媛の文化｣、平成19年度｢愛媛と食｣、平成20年度｢媛のくにの女性学｣、

平成21年度｢愛媛のまちづくり｣、平成22年度｢つくろう！健康生活in EHIME｣、平成23

年度｢環境を考える in EHIME｣、平成24年度｢『共生社会』を考える in EHIME｣、平成

25年度｢『豊かさ』について考える in EHIME－｢人・もの・社会｣を育むクオリティデ

ザイン｣、平成26年度｢グローカル時代における愛媛－世界各地で展開されている試み

と地元－｣、平成27年度｢生を支える－愛媛で暮らす私たちの生命を守り生活を支える

しくみ－｣がテーマとされ、平成28年度には｢『共生』について考える－愛媛から見た
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生活のあり方－｣が予定されている。受講人数は全体で200名程度、各大学の収容定員

に応じて大学ごとの目安が示され、当該年度当初に履修登録がなされ、各大学からテ

ーマに即した多様な授業担当者が選出される。本学では、教務部長がこの運営に関わ

るとともに、単位認定者となっている。  

教養教育の効果測定については、教養科目においてもその他の専門科目と同様に｢学

生による授業評価アンケート｣を学期ごとに実施し、担当教員は調査結果を踏まえた授

業改善に取り組んでいる。また、必要に応じ教務部会において教養科目の教育課程に

ついて検討し、改善を図っている。 

 

(b)課題  

東雲文化講演会は、学生、教職員、一般市民など幅広い層を対象として年1回開催さ

れている。学生の参加者数が延びないことから、効果を測定できる状況に参加者数を

高める必要がある。 

 

(c)改善計画 

東雲文化講演会は、主に10月のいずれかの土曜日を開催日として運営しているが、

学外実習等の日程と重複して参加できない学生も存在する。開催日程の調整を行って

学生の参加者数を増やし、文化講演会の効果を測定・評価できる基盤づくりに努める。 

  

<備付資料>  

資料45.・履修要覧2015年度 [提出資料5] 

・2015年度時間割表 [提出資料11] 

・キャンパス・ガイド2015 [提出資料4] 

・2015年度チャペルアワースケジュール [備付資料1] 

・東雲文化講演会パンフレット 
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【選択的評価基準：職業教育の取り組みについて】 

(a)現状 

本学は、学則第1条に｢女性に対し人格を高め教養を培うとともに、実生活に関する

専門教育を行い、よい社会人を育成することを目的とする｣ことを示し、職業教育に関

する本学の役割・機能を明らかにしている[提出資料5]。この学則規程に基づき、本学

は学生の社会的・職業的自立のための取り組みの推進を、現代の変貌する社会・経済

状況下における短期大学の社会的使命と捉えている。さらに、本学が建学の精神に掲

げる高い人格と豊かな教養を備えた自立した女性の育成という今日的な要請に対し、

より総合的な教育の取り組みが必要であり、そのための学生支援の一環として多彩な

事業を実施している。学科・専攻課程での取り組み、キャリア支援に加えて、全学組

織としてキャリア支援部を設置し、関係機関とも連携しながら職業教育を展開してい

る。本学では、キャリアをより広く｢学習や仕事、諸経験を通して築かれていく人生選

択の道程｣と捉えている。具体的には、キャリアプログラム講座として面接対策講座・

面接サクセス講座、ビジネスマナー講座、メイク講座、日経新聞の読み方講座、フラ

イトアテンダント作法、筆記試験対策講座、公務員受験対策講座と多彩なプログラム

を原則として木曜日4・5限に開講し提供している。 

本学で実施しているキャリア支援プログラムを体系化したものを｢キャリアデザイ

ンガイド｣としてまとめ、ウェブサイト上で公開するとともにリーフレットにして配付

している。キャリア支援プログラムの実施に関しては、キャリア支援に関わる教職員

で組織するキャリア支援部が総括し、執り行っている。学科・専攻課程に1名ずつキャ

リア支援部員を配置し、学内外の関係機関と連携しながら事業を実施している。さら

に、事務職員で構成するキャリア支援課では、企業訪問や求人受付窓口としての役割

から在学生および卒業生への対応、学内・外でのキャリア支援プログラムの企画・運

営に当たるなど幅広い業務を担当している。 

また、本学および女子大学ほか松山市内の5大学が参加する｢大学コンソーシアムえ

ひめインターンシップ部会｣における在学中の就業体験実施の体系が構築されている。

一般社団法人えひめ若年人材育成推進機構(ジョブカフェ愛work)や参加企業と連携す

ることで、大学独自では提供できないキャリア教育としてインターンシップを実施す

ることが可能となり、人材育成における産学連携の場となっている。毎年、夏季休業

期間を中心としてインターンシップ受入プログラムを実施しており、事前にインター

ンシップ受入プログラム合同説明会を開催している。インターンシップ部会では、こ

の取り組みを学生の事前研修の一環として位置付けるとともに、就職に際しての職業

観や職業に関する体験教育の重要性を認識させるとともに、学生が研修先を選定する

ための情報を収集することを目的に実施している。また、キャリア支援課では、イン

ターンシップを｢学生が在学中に自らの専門、将来のキャリアに関連した就業体験を行

うこと｣として捉え、就業体験を通して専門知識の深化と職業適性の自覚を図ることを

目的としてインターンシップ・プログラムを実施している。 

キャリア支援課では、卒業生に対する相談業務も実施しており、学び直しが必要な

卒業生に対しては、女子大学や卒業した学科・専攻課程とは異なる他の学科・専攻課

程への社会人入試制度を紹介し、松山東雲エクステンションセンターの社会人講座、

様式 11－職業教育 
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公開授業や科目等履修生の制度を適宜に紹介するなどしている。また、｢学び足し｣、｢学

び直し｣の場として社会人入試制度を設けている。年5回の入学試験を実施するほか、

学費の面でも一般学生の学納金の約半額となる｢社会人ユニット制度｣を設け、経済的

な面からも支援している。また、｢科目等履修生制度｣や公開授業、地域への図書館の

開放も行っている。公開授業の受講者募集に関しては、毎年3月と9月に前学期・後学

期別の松山東雲エクステンションセンター受講生募集のパンフレットとチラシを作成

し、地域生活情報紙を通じて松山市とその周辺部へ配布する等、広く地域に向けた広

報活動を行っている。このパンフレットやチラシには、社会人学生および科目等履修

生募集の情報も盛り込み、幅広い情報の提供を図っている。 

これまでのキャリア支援の実績を踏まえて、本学は平成24年度から平成26年度にか

けて高知大学を幹事校とした文部科学省｢産業界のニーズに対応した教育改善・充実体

制整備事業｣の採択事業である中四国の14大学・短期大学による｢中国・四国産業界の

人材ニーズに対応した協働型人材育成事業｣に主要な連携校の一つとして参画した。本

学では、女子大学とともに本事業を独自名称の｢仕事力玉成プロジェクト｣と名付け、

実質2年3か月にわたって実施した。本事業は、中四国の中小企業の人材ニーズである

｢前向きに行動する力｣、｢チームワーク力｣といった自律的資質を有する人材および地

方の中小規模の企業で｢働くこと｣に価値や社会的意義を感じる人材の2点を兼ね備え

た人材を育成することを目的にしている。そして｢自立型人材の育成｣、｢地域の企業で

働くことの意義や社会的価値の醸成｣、｢産業界との信頼コミュニティーの形成｣を三本

柱として、事業を推進した。 

本学の取り組みである｢仕事力玉成プロジェクト｣は、事業の趣旨や目的を踏まえつ

つ、①産業界のニーズに応える｢汎用的能力｣とは何かを探る、②在学生と卒業生の実

態把握、③一歩踏み出すためのプログラムなどの分野での取り組みを行った。 

①については、産業界がどのような資質・能力を有した人材を求めているか、産業界

のニーズに応える｢汎用的能力｣とは何か等を把握するため、愛媛県内外の4,239社への

アンケート調査を実施し、503社から本学のキャリア支援に関する取り組み等について

の回答を得た。今後の本学のキャリア支援の方向性として、社会人基礎力およびコミ

ュニケーション力の強化が顕在化した。 

②については、平成25年度に在学生の基礎力測定テストを実施し、知識を活用して課

題を解決する力としてのリテラシーと経験を積むことで身についた行動特性であるコ

ンピテンシーの測定がなされ、後日、判定レベルから見た傾向が学生に解説された。

また、卒業後3～6年の卒業生に対しても、在学中の活動やキャリア支援課の利用状況、

就職先選択の重視項目等についてのアンケート調査を実施した。 

③については、学生と企業の若手社員の研修を同時に行い、産業界の方と協働して学

生が学び育つ場を提供し参加企業にもメリットがもたらされることを目的とした｢デ

ィズニーおもてなし研修｣を、平成25年度～平成26年度に実施した。働くことの意義、

他者のハピネスのために働くことの意義等を考える内容で、事前インターンシップと

ディズニーアカデミー研修および事後インターンシップや学生事後研修を実施した。

また、本学1年生を対象として｢働くこと｣についての理解を深め、入学後早期にキャリ

アに興味を持ち、自己のキャリア形成を充実したものとすることを目的とする｢東京
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PBL研修｣も、高知大学・高知県立大学・高知工科大学・高知学園短期大学と連携して

実施した。愛媛県の経営者と首都圏の経営者による｢働く・仕事・企業｣等に関する講

話を聴いてグループ討議を行い、答えを導き出した。  

次に、学科・専攻課程の取り組みとしては、保育科教員が中心となり昭和59年度よ

り保育現場で活躍する保育者(保育科卒業生含む)を対象に特別講師を招いて｢幼児教

育講演会｣と｢夏の保育ゼミナール｣を開催している。また、毎年10月から2月にかけて

｢保育実践講座｣(原則、隔週木曜日に全6回程度)も実施している。これらは研修機会の

少ない地元の保育者へのリカレント教育として実施しており、このような取り組みを

通して地域の保育実践に貢献している。更に、認定こども園法の改正(平成24年8月公

布)により、学校および児童福祉施設としての法的位置付けをもつ単一の施設として

｢幼保連携型認定こども園｣が新たに制度化(平成27年4月)された。このことを受け、幼

保連携型認定こども園への円滑な移行措置として、幼稚園または保育所における実務

経験者(3年かつ4,320時間以上)がもう片方の資格を取得するための特例講座が可能と

なった。平成27年度からは、本学が中心となり、女子大学、聖カタリナ大学短期大学

部、今治明徳短期大学と合同で本学を会場に、夏季休業中に｢幼稚園教諭免許状取得の

ための特例講座｣および｢保育士資格取得のための特例講座｣として開講し、保育人材確

保と社会人の資格取得にも寄与している。 

生活科学科食物栄養専攻では、松山東雲エクステンションセンターの社会人講座と

して｢管理栄養士国家試験対策講座(基礎編)｣を開講し、出題基準に基づいた解説を行

い、卒業生を始め社会人の資格取得を後押ししている。 

同介護福祉専攻においては、介護福祉士資格の取得を目指す介護現場で働く社会人

を対象とした｢介護技術講習会｣を松山東雲エクステンションセンターの社会人講座と

して平成18年度より開始し、毎年8～9月にかけて開催している。また、同様に松山東

雲エクステンションセンターの社会人講座として｢介護福祉士国家試験受験対策講座｣

および｢ケアマネジャー受験対策講座｣も開講し、広く学び足しの機会を提供している。

これらにより地域の福祉を担う人材の育成とスキルアップの場として貢献している。 

職業教育を担う教員の資質向上については、基本的に各教員の自己啓発に任せてい

るが、学内で実施されるFD研修やSPOD(四国地区大学教職員能力開発ネットワーク)で

開講されている研修プログラムの活用を促している。職業教育の効果については、当

該年度の進路決定状況および企業訪問や企業関係者の求人のために来学に合わせて卒

業生の活躍状況等を聴取することによって測定・評価している。｢産業界のニーズに対

応した教育改善・充実体制整備事業｣(GP：Good Practice)では、企業に対するアンケ

ート調査を実施し、卒業生に対する評価を取りまとめた。それらから得られた情報は、

学内で共有し、キャリア支援プログラムの見直しや各学科・専攻課程の教育課程、キ

ャリア支援の改善に活用している。 

本学園内の松山東雲高等学校へ本学および女子大学の教員が、3年生進学コースの生

徒を対象に総合的な学習の時間を活用して定期的に年間18回程度の出張講義に出向い

ている。さまざまな学問分野を提示することで生徒たちが大学での学びの内容を知り、

将来のキャリアビジョンを描くことに寄与しており、｢高大連携プログラム｣として一

定の効果を示しているとの評価を得ている。また、社会人になった時に役立つ具体的
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なマナー等を身につける必要性から、現代ビジネス学科と連携した｢秘書検定対策講

座｣や｢ビジネスマナー講座｣といったビジネス社会で求められる基礎的な事柄につい

ての学習機会を設けている。生徒たちが高校生活における姿勢や態度を見直す機会に

もなっており、高校側より高い評価を得ている。 

また、入試課を介して高等学校へのウェブサイトによる出張講義の情報提供と申し

込み受付を行っている。平成27年度には、｢キリスト教｣、｢心理｣、｢子ども｣、｢社会・

ビジネス｣、｢健康｣、｢福祉｣・｢介護｣、｢ことば｣、｢歴史・文化｣の8項目にわたる53テ

ーマが女子大学とともに提示され、ウェブサイトからの申し込み受付を随時行うこと

で、広く県内外の高校生に対し将来のビジョンにつながる学びの機会を積極的に提供

している。本学では、高大連携の取り組みを通して、職業教育に資するとともに後期

中等教育との円滑な接続を図っている。本学の教員および女子大学の教員が担当した

ものも含めた出張講義の実績は、平成25年度が9校28件、平成26年度が10校(県外2校)28

件、平成27年度は9校(県外1校)31件となっている。 

 

(b)課題 

四国唯一の女子に特化した高等教育機関である本学が地域社会に果たすべき役割は、

極めて重要である。その役割について、強く発信していくことが求められている。 

キャリア支援プログラムの継続的な見直しを行うとともに、学科・専攻課程におけ

る教育課程との関係性の明確化、実施体制の拡充や関係機関・部署との更なる連携の

推進も必要である。 

 

(c)改善計画 

学内におけるキャリア支援の活動については、あらゆる機会をとらえて広報に努め

る。また、入試課および松山東雲エクステンションセンターとキャリア支援課の連携

を強化し、キャリア形成としての職業教育や学び直しに関する社会ニーズとのマッチ

ングを推進し、相乗効果に結びつける必要がある。 

 

<備付資料> 

資料46.・キャリアデザインガイド2013～2015 

・2015年度大学コンソーシアムえひめインターンシップ・プログラム実施報告

書 

・仕事力玉成プロジェクト報告書 [備付資料8] 

・キャンパス・ガイド2015 [提出資料4] 
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【選択的評価基準：地域貢献の取り組みについて】  

(a)現状 

本学における主な地域貢献の取り組みとして、(1)松山東雲エクステンションセンタ

ーの取り組み、(2)地域社会との連携による取り組み、(3)ボランティア活動を通した取

り組みがある。以下、これら3項目について述べる。 

(1)松山東雲エクステンションセンターの取り組み 

本学では、同じキャンパス内に松山東雲エクステンションセンターが併設されており、

地域社会に向けた社会人講座の実施や正規授業の開放(公開授業)による生涯学習機会

の提供を継続的に実施している。松山東雲エクステンションセンターは、本学・女子

大学の持つ教育・研究機能を広く社会に開放し、教育サービスを提供することを目的

とした生涯学習機関である。地域社会からの生涯学習へのニーズに応えるために平成3

年度に｢松山東雲学園オープンカレッジ｣として開設し、広く地域社会に対する教育サ

ービスを提供してきた。平成13年度からは、社会人に加え在学生に対する課外の学習

支援という側面も加えて、松山東雲エクステンションセンターとして新たにスタート

したものである。また平成15年度からはエクステンションセンター室に隣接して託児

室を設けて託児サービスも始めるなど、女性が子育てをしながらも安心して学べる環

境づくりと社会人リカレント教育の場の拡充を進めている。 

 現在、正規授業を開放して学生とともに学びながら生涯学習の場を提供する｢公開授

業｣のほか、資格取得や豊かなライフスタイルを楽しむための社会人講座を開講してい

る。社会人講座の多くについては、愛媛県下の生涯学習組織が連携する｢学び舎えひめ

悠々大学｣の登録講座ともなっており、県市町や大学等高等教育機関、民間教育機関等

とともにその一翼を担っている。また、相当回数の受講者には修了証書を発行し、更

に、受講の奨励を目的として、受講年数が合計10年の受講生には｢東雲まなびすと賞｣、

15年の受講生には｢ルビー東雲まなびすと賞｣を授与しており、更に、今後は20年、25

年の節目にも表彰する計画である。社会人講座は、昼間の講座に加えて、19時より開

講する夜間の講座も開設しており、講座内容の充実とともに、年齢を問わず受講しや

すい環境づくりに努めている。学期末には、講座の修了式と受講生の集いを開催し、

受講生相互の交流や教員とのふれあいの機会を提供する等、多くの人がいつでも学べ

る ｢地域に開かれたエクステンションセンター｣としてより充実したものを目指して

いる。 

平成27年度は、松山東雲エクステンションセンター創立15周年を記念し、外部より

特別に講師を迎え知的財産の還元を行うべく、愛媛県、松山市教育委員会、公益社団

法人愛媛県栄養士会の後援、株式会社四国八州薬品の協賛を得、愛媛大学医学部と共

催し、平成28年3月7日に記念講演会を開催した。内容は、｢知って賢く利用する－ミル

クの食品機能と生活習慣病予防－｣と題し、大谷元氏(信州大学名誉教授)を講師に、近

年の食生活の乱れ、肥満や過度のダイエットなどの問題に対してミルクが果たす役割

について知り、健康づくりに役立てることについての講演と、｢食の安心・安全のため

に(食品分析の必要性と食品分析サービスについて)｣のテーマでの企業セミナーを株

式会社オリエンタル酵母工業の協力で同時開催し、学生や一般市民など100名余りの参

加があった。 

様式 12－地域貢献 
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なお、本学では正規授業の開放に関しては、公開授業とともに単位取得もできる科目

等履修生の制度に基づいた開放も実施しており、広く地域社会に開放されている。 

 これら講座の受講生募集に関しては、現在、3月と9月の学期ごとにパンフレットとチ

ラシを作成し、受講希望者への郵送配布および地域情報紙による配布、地方新聞による

広告、松山市広報紙による広告、そして本学ウェブサイトへの掲載により広く情報の提

供を図っている。 

(2)地域社会との連携による地域貢献の取り組み(産官学連携) 

本学は、高等教育機関にとって地域への貢献を抜きに教育・研究は成り立たないと

の観点から、産官学連携の動きを不可欠のものと考えている。そのため本学では、女

子大学とともに連携交流センターを設置し、｢大学の知的財産等を広く社会に提供する

ことにより、産業界、官公庁、地域等と連携を図り、その連携事業により社会へ寄与

するとともに学生の社会における学習環境の提供・拡大・充実を図る｣(連携交流セン

ター規程)ことを目的の一つとして社会連携推進事業を展開している。平成25年9月に

は本学の姿勢をより明確化するため、愛媛県との間で、愛媛県中予地方局管内(松山市

とその周辺市町)の地域課題の解決や地域活性化を目的とした連携包括協定を締結し、

愛媛県知事と学長とが調印式を行った。協定には、まちづくり、教育・文化・スポー

ツ、人材育成、地域における女性の活動支援等の項目が含まれ、学生の豊かな感性や

アイデア、行動力によって地域に新しい風の吹くことも期待されながら、愛媛県中予

地域の課題解決および活性化に取り組んでいる。提携後の平成26年度には、中予地方

局による｢出会い、ふれあい、心の輪フォーラム｣の松山市および東温市での開催に生

活科学科介護福祉専攻が関わり、市民の障害者理解への啓発に努めた。これを受けて

平成27年度には、同地方局管内における｢愛顔つなぐ障害者の文化交流支援事業｣を共

催し、本学および女子大学の学生が司会を務めるとともに、ダンス部、しののめバル

ーンアート、すぅいんぐがーるず(吹奏楽)、書道がーるず、邦楽部等の学生サークル

も協力した。 

連携交流センターでは、これらの産官学連携を推進するため、平成25年度に｢松山東

雲女子大学・松山東雲短期大学研究者ガイド2013｣を作成、平成27年度には｢同2015｣を

改訂作成した。また、平成26年度には｢連携交流センター｣の案内パンフレットを作成

し、平成27年度にこれを刷新した。これらの印刷物を近隣の産官学諸機関に配付する

とともに、本学ウェブサイトでも公開し、本学の知的財産と連携交流センターの利用

促進についての広報を行っている。その結果、徐々にではあるが、連携交流センター

への事業相談・依頼の件数が増加してきた。 

なお、学内的には平成26年度に、外部との連携交流の流れを明確にするため、産官

学連携｢作業フロー｣を作成し、外部からの問い合わせ、相談を受けてからの具体化の

道筋を明確にし、スムーズな運営に繋がっている。 

さて、本学では企業との連携交流も実施しており、平成24年11月には、女子大学と

ともに愛媛銀行との間で、地域の活性化および地域産業の振興に関すること、教育・

文化の発展に関すること、人材育成に関すること、地域づくりに関することに対する

貢献を目的とした連携協力協定を締結した。 
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また、平成26年5月には、産官学連携として｢子育てしやすいまちづくり｣を推進する

ため松山市と本学、女子大学、聖カタリナ大学・同短期大学部、株式会社えひめリビ

ング新聞社および株式会社エス・ピー・シーとの5団体で｢まつやま笑顔の子育て応援

連携協定｣を締結した。 

 平成28年2月には、愛媛大学を中心に本学、女子大学・聖カタリナ大学・同短期大学

部、今治明徳短期大学の近隣6大学による、学生に魅力ある就職先の創出・開拓を行う

とともに地域の求める人材を養成することを目指す｢地(知)の拠点大学による地方創

生推進事業(COC⁺)｣が国によって採択され、関係者間で調印式が行われた。本事業によ

り、個別企業や自治体の魅力を紹介するキャリア形成科目を体系化する等、各大学の

強みを生かした授業を学生が受講できることとなる。平成27年度事業として、本学に

おいても平成28年3月には｢地域コーディネーター養成講座(基礎編)｣を開催し、｢次世

代を育てる重要性／地域の一員としてできること｣、｢女子学生の現在を知ろう｣、｢愛

媛の女性の『ハタラク』現状｣のテーマで3回にわたり開かれた。 

また、同月には中予圏域の3市3町(松山市・伊予市・東温市・松前町・砥部町・久万

高原町)と圏域の大学・短期大学との間で包括連携協定を締結し、圏域の問題解決・活

性化も目指している。 

本学は、愛媛県内に所在する11大学が構成する｢大学コンソーシアムえひめ｣に加盟

し、本学・女子大学・松山大学・愛媛大学および聖カタリナ大学の5大学で構成するイ

ンターンシップ部会において、学生のインターンシップ受け入れプログラム等に関し、

一般社団法人えひめ若年人材育成推進機構などとも連携する中で活発な交流活動を展

開している。平成27年4月には、本学において大学コンソーシアムえひめインターンシ

ップ部会と全国｢道の駅｣連絡会との間で、就労体験型(インターンシップ)学習の実施

に関する基本協定を締結した。将来の地域活性化の担い手となる人材の育成・確保と

｢道の駅｣が地域活性化の拠点を目指し進化を遂げるため、若者ならではの視点を活か

した企画立案や実行力を期待して実施するものである。 

さらには、大学が所在する松山市桑原地区(桑原中学校の校区に当たり、約11,000世

帯、人口約25,000人の地域)の｢桑原地区まちづくり協議会｣とは、平成22年度の設立当

初からその構成メンバーとして連携しており、本学の連携交流センター職員が事務局

員として加わり、毎回の役員会等にも出席するとともに、大学施設を提供する等、積

極的に地域交流・地域貢献活動を展開している。平成24年度からは毎年、この桑原ま

ちづくり協議会が主催し、本学連携交流センターと愛媛大学農学部とが協賛して｢食文

化・異文化交流会｣を開催し、地域の中学生を交え、本学の留学生が地域の一外国人と

して活発な交流を展開している。 

ところで、本学では学科・専攻課程を単位とした地域連携も活発に行われている。各

学科・専攻課程での取り組みは、次のとおりである。 

保育科では、卒業生を対象とした地域の保育実践の改善に努め、研修機会を積極的

に提供してきたが、現在では地域全体を対象とした保育者支援の役割を強く有するよ

うになり、地域社会から高く評価されている。｢幼児教育講演会｣は外部講師を招聘し

て年1回開催され、300人程度の参加者がある。｢保育実践講座｣は6～8回の連続講座と

して実施され、保育科教員に外部講師を交え現職者に配慮して夜間(18:30～20:30)に
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年8回開講するものである。｢東雲夏の保育ゼミナール｣は、地域の保育者を対象に主に

講演会形式で年1回開催される。更に平成27年度には、愛媛県からの委託による認定子

ども園に伴う特例講座や特定地域型保育事業(家庭的保育事業)のための認定研修も実

施している。 

また、平成19年1月より子育て家族の親と子ども(主に乳幼児)が気軽に来ておしゃべ

りしたり、一緒に遊んだりする場を｢子育て支援しののめ広場たんぽぽ｣として提供し

ている。松山市のひろば型地域子育て支援事業の委託を受けたもので、常時2名の職員

を配置して祝日を除く月曜から金曜日に開かれており、そこには｢つい誘われていって

みたくなる｣暖かさのあるひろばを目指す願いが｢たんぽぽ｣の名称に込められている。

子育て相談のほか、毎月、保育科教員などによる子育て講習会や相談会ほかのイベン

トも開催されている。例えば、平成25年度には｢羊毛で壁飾りを作ろう｣・｢子育てで気

になることを話してみませんか？｣・｢虫歯にならないように｣・｢子どものアレルギー

や病気で心配なこと｣・｢ねぞうアートに挑戦・助産師さんによる子育て相談会｣・｢幼

稚園って どんなところ？｣・｢おいしい楽しい食事広場｣・｢世界に一つだけのマグカッ

プを作りましょう｣等の多彩な内容で開かれた。その後も、｢絵本と子育て｣・｢親子の

タッチケアコミュニケーション｣・｢お父さんとの遊び｣・｢ベビードラマを紹介しま

す｣・｢みんなで遊ぼう｣・｢好きな絵本をみつけよう｣等のイベントが開催され、好評を

得ている。 

現代ビジネス学科では、平成27年1月に｢若年層の女性の視点から考える松山中央商

店街の活性化について｣プロジェクトを立ち上げ、株式会社まちづくり松山との間に、

松山中央商店街の活性化および学生の問題発見・解決能力の育成や、チーム力、コミ

ュニケーション能力を養うことを目的に連携協力協定を締結した。現代ビジネス学科

の4つのゼミナールが合同で、松山中央商店街の活性化に向けて調査、分析および提言

するもので、SWOT分析やPEST分析等経営学的なアプローチを用いた取り組みである。

平成28年2月には、株式会社まちづくり松山、松山商工会議所、松山市役所など関係者

を招いて本学で報告会を開催した。参加者からは、地域の課題に対して、情報収集・

分析を行った上での提案であり、地域をテーマとした問題発見・問題解決の手法はす

ばらしい、等の高い評価を得た。 

生活科学科食物栄養専攻では、平成26年度に本学開学50周年企画として地元のコー

プえひめと連携し、コラボ弁当｢しののめ低カロBENT♡｣を開発した。栄養士を目指す学

生たちが、日頃の勉強の成果を活かす実践的研修の場として提携したもので、栄養バ

ランスを考えながらも抹茶プリン付きで500kcalと抑え込んだ満足感のある弁当に仕

上げ、近隣のコープえひめの店舗にて期間限定で販売された。その他、地元のスーパ

ーマーケット・チェーン(セブンスター)とも連携し、平成26年度に2種類の弁当を考案

した。一つは、60歳代の男女を対象に一日の約3分の1の主要栄養素を摂取できるバラ

ンスの良い弁当として、強化米を使った3種のご飯が入った｢東雲御前｣、一つは減塩を

コンセプトにした高齢女性を対象とした｢しのがる弁当｣のコラボ弁当を開発して好評

を博した。平成26年11月26日から平成27年2月1日の間に土日限定の｢東雲御前｣が3,433

パック、平日限定の｢しのがる弁当｣は5,031パックを売り上げ、セブンスターの取り扱

い弁当130種の中の3位であった。 
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平成27年度には、同様に各種惣菜の商品開発を手掛け、引き続き広く好評を得た。4

月から9月にレシピ考案を行った第一弾では、｢アボガド豆腐｣および｢はんぺんバーグ｣

の開発を行い、平成27年10月から平成28年1月の第二弾では旬を活かした季節感の演出

や地産地消を意識した｢春キャベツの塩焼きそば～レモンを添えて～｣と｢じゃがいも

と鶏肉のハニーマスタード和え｣および｢菜の花とたけのこの春雨サラダ｣として開発

し、販売を行った。また、油で揚げない低カロリーの｢プレミアムボール｣、｢梅薫るレ

ンコンバーグ｣、｢カルシウムたっぷり菜の花しのあえ｣、｢春の彩りもっちりコロッケ｣、

｢菜の花とあさりの揚げ物｣等惣菜も開発し、店頭販売した。 

同介護福祉専攻では、平成22年度に愛媛県保健福祉部より｢福祉の仕事イメージアッ

プ推進事業｣を委託されたことを受けて、県下の高等学校10校と連携するなか、高校生

を対象としたものとしては当時、全国最大規模(調査対象人数1,340人)の介護認識にか

かる意識調査を実施し、結果を地域や高校に報告還元した。愛媛県より平成23年度も

続いて｢福祉の仕事イメージアップ推進事業｣を委託され、介護福祉のイメージアップ

を図る介護ユニフォームコンテスト(C1グランプリ)等を開催するとともに、その一環

として愛媛県下の介護現場における無資格就業者の資格取得志向の実態について調査

分析し、結果を介護福祉施設へ還元した。更に、地域における介護実践の創出を図る

ことを目的に、平成23年度よりは桑原地区まちづくり協議会保健福祉部会と連携した

活動を展開している。｢桑原地区における介護の〔地域力〕を高めるための試み｣を、

地域に立地する大学として桑原地区まちづくり協議会へ提案し連携することで、地域

住民1,000人へのアンケート調査と分析を行った。この提案は、平成23年度～平成24年

度の愛媛県地域課題解決活動創出支援事業(新しい公共事業)に採択され、平成23年度

末には｢福祉の地域力向上事業｣中間報告会を開催し、シンポジウムを行って住民とと

もに地域課題を探った。続いて平成24年度には、学生たちも車いすを押しながら街歩

きに参加し、地域の具体的な生活情報を集積して｢桑原福祉マップ｣の作成を行い、地

域全世帯(11,000世帯)に配布した。 

また、桑原地区まちづくり協議会保健福祉部会とは定期的に打ち合わせ会を持ち、

本学を会場に地域住民を対象とした福祉講演会も共催している。平成24年度には川崎

市で｢すずの会｣を主宰する鈴木恵子氏による｢ご近所パワー活用術｣、平成25年度には

本学教員による｢介護よもやま噺～母の在宅介護を通して～｣の講演会を開催する等介

護福祉の地域力向上に継続的に寄与している。平成26年度には、福祉マップの拡大改

訂版を作成し、公民館や学校など主な公共機関などに掲示した。 

(3)ボランティア活動を通した地域貢献の取り組み 

 本学ではボランティア活動への認識を深めるために、教養科目として｢ボランティア

論｣を女子大学と合同開講している。また、平成12年10月に、学生と教職員が一体とな

って運営する組織として、女子大学と合同でよりよい地域社会の発展に貢献すること

を目指した｢松山しののめボランティアセンター｣を設立し、建学の精神とも連動させ

たボランティア活動を積極的に推進してきた。平成25年度からは、ボランティアセン

ターをキリスト教センターの中に包摂し、建学の精神との更なる一体化を図っている。 

女子大学との合同組織である松山東雲女子大学・松山東雲短期大学キリスト教セン

ター規程により、宗教教育活動組織としてのキリスト教センターと並立する形で社会
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貢献活動組織としての｢松山東雲ボランティアセンター｣を開設し、規程第2条において

｢建学の精神にもとづき、学生と教職員が一体となって地域社会に貢献する活動を行

う｣ことを目的として掲げている[備付資料38]。活動内容は、①ボランティア情報の提

供、②ボランティア養成・研修会の開催、③ボランティア活動の企画、④外部ボラン

ティア団体や他の機関との協力などの活動を行うことで、学生のボランティア活動へ

の支援を実施している。なお、ボランティア情報は、随時、学内の本館およびＢ館ロ

ビーに特設されたボランティア活動の専用掲示板に掲出されるとともに、自由に持ち

帰ることのできるパンフレット情報としても提供している。さらに、メールマガジン

を通して登録学生にボランティア情報や交流会・研修会情報などが配信され、広く情

報提供がなされている。 

ボランティアセンターにおける具体的な活動としては、学生の任意ボランティア団

体である松山東雲シグマソサエティと連携した年間4回の地域清掃が実施され、数十名

の参加学生が教職員とともに本学・女子大学周辺の広域な道路や側溝等のゴミ拾い清

掃を行うなど、地域の美化活動に努めている。また、各種団体やボランティアセンタ

ーからの呼びかけにより、福祉施設などのイベントスタッフとして参加する学生も多

い。 

更には、東日本大震災後の平成23年度より日本基督教団四国教区・東日本大震災被

災支援小委員会｢エマオへの道・四国：東日本に被災支援ボランティアを送るプロジェ

クト｣と連携した｢東日本大震災被災者支援ボランティア｣の派遣事業も、夏季休業中お

よび春季休業中を利用して4日程度の日程で毎年実施され、毎回数名の学生が参加して

いる。仙台市の日本基督教団東北教区センター｢エマオ｣内の被災者支援センターを拠

点として活動し、市内の系列の教会を宿泊所としたボランティア活動を継続している。

これに対し、本学・女子大学としては教育振興会よりキリスト教センターを通して旅

費の半額程度を助成し、キリスト教センターから食費等を補助し活動を支援しており、

複数回の参加者も少なくない。その他ボランティア保険への加入については、ボラン

ティアセンターで全額支援している。なお、東日本大震災の被災者支援活動について

は、キリスト教センターによるクリスマス献金や学生会による大学祭での募金活動等

が断続的に行われている。 

以上の諸活動のほかにも、ボランティア活動の一環として毎年10月に松山市中心部

の大街道商店街を会場に消費生活のあり方、環境への配慮、心身の健康について市民・

行政・事業者が互いに考え、｢安全・安心に暮らせる社会｣の実現を目的として松山市

が主催し開催する｢みんなの生活展｣へも、学科・専攻課程や学生団体が断続的ではあ

るが積極的に参画している。松山市からの連携協力要請を受け、平成25年度には、親

子体験コーナーの設置に伴い、しののめバルーンアート同好会は多彩なバルーン風船

の造形で会場を盛り上げ、東雲VYSは手作りの遊び道具で好評を博した。平成26年度に

は、生活科学科介護福祉専攻の学生たちが独自にマスキングテープを用いた車いすデ

コレーション体験を行い、楽しくなる介護を提案することで介護のイメージアップを

図った。平成28年度からは、ボランティアセンターを窓口として参加学生団体等の募

集が行われている。 
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(b)課題 

松山東雲エクステンションセンターの講座内容については、地域文化の担い手とし

て地域から支持されるよう、受講者ニーズを把握した講座編成を進める等、更なる工

夫も必要である。また、正規授業の開放に関しては、本学は国家資格である専門職資

格の取得を目的とする学科・専攻が大半で、公開できない科目が多くあることから、

なお一層の柔軟な検討が必要である。 

地域連携やボランティア活動に関しては、地域住民や諸団体のメンバーと交流しな

がら社会活動を行うことにより、学生にとってはコミュニケーション力や対応マナー

の向上がみられるなど教育的価値も大きい。しかし、積極的に参画する学生の増加が

見られるようになった一方で、過密な授業スケジュールのなかで学生の参画時間をど

のように確保するかは、今後の課題である。アルバイトを優先する学生や社会活動へ

の参画意識が希薄な学生も少なくない中で、多くの学生の積極的な参加をいかにして

促すかが課題である。 

 

(c)改善計画 

生涯学習や公開講座の参加者は、講座の内容もさることながら開講時期や時間帯に

も大きく左右される。講座内容と並行して、開講時期・時間帯の検討も必要である。

また内容についても、社会のニーズを的確に把握した新機軸の講座開設も求められて

いる。そこで平成28年度からは、介護福祉士国家試験の受験資格および制度の改正を

受け、松山東雲エクステンションセンターに新規の社会人講座として｢介護福祉士実務

者研修コース(通信課程)｣を開設することとし、収益事業とも結びつけた新たな形の地

域貢献も開始される。 

さて、地域社会の各種機関や団体と交流することは、地域や社会に開かれた短期大

学を目指すためにも大変意義深いことである。今後は活動時間の確保とともに学生の

潜在能力を引き出すなどの指導によって意識を高めていくことが重要である。特に、

教養教育における｢ボランティア論｣の受講勧奨などによって、授業を通したボランテ

ィア活動等に関する広範な意識づけ、動機づけといった仕組みづくりがより積極的に

推進される必要がある。 
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