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様式４－自己点検・評価の基礎資料 

１．自己点検・評価の基礎資料 

 

(1) 学校法人及び短期大学の沿革 

 学校法人明泉学園及び鶴川女子短期大学の沿革は下記年表のとおりとなる。 

【学校法人明泉学園の沿革】 

昭和 19年 3月 15日 財団法人蒲田女子商業学校設立 

昭和 26年 3月  

     

法令により財団法人蒲田女子商業学校を学校法人明泉学園に 

名称変更 

昭和 35年 1月 5日 明泉学園設置 百瀬泰男 理事長兼学園長に就任 

昭和 35年 9月 10日 鶴川高等学校、鶴川女子中学校認可 

昭和 35年 9月 11日 鶴川高等学校校舎竣工 

昭和 36年 3月 5日 学校法人明泉学園の学園歌・学生歌・校章を制定 

昭和 36年 4月 1日 鶴川高等学校開校 

昭和 38年 3月 1日 理事会において鶴川女子短期大学設置の件可決 

昭和 39年 5月 5日 町田市三輪の土地に短期大学用地を購入、造成に着手 

昭和 42年 6月 30日 鶴川女子短期大学用地造成、短期大学校舎 1号館竣工 

昭和 43年 2月 3日 鶴川女子短期大学竣工設置認可 

昭和 43年 4月 1日 鶴川女子短期大学開学 松井三男初代学長就任 

幼稚園教諭の養成開始 

昭和 43年 12月 10日 保母資格取得を厚生省（旧）より認可 

昭和 44年 7月 20日 短期大学図書館、視聴覚等、教室第二期建設完了 

昭和 44年 12月 10日 鶴川女子短期大学校舎第 2号館竣工 

昭和 47年 3月 31日 鶴川女子短期大学附属幼稚園設置認可 

昭和 47年 4月 1日 鶴川女子短期大学附属幼稚園開園 

松井三男初代園長就任 

昭和 53年 4月 20日 鶴川女子短期大学第 3号館及び体育館竣工 

昭和 54年 4月 30日 鶴川女子短期大学第 5号館竣工 

昭和 58年 4月 1日 松井学長逝去により百瀬泰男理事長第 2代学長就任 

昭和 59年 3月 29日 東京商工経済専門学校設置認可 

昭和 59年 4月 1日 東京商工経済専門学校開校 

昭和 59年 12月 14日 明泉学園寮竣工 

平成元年 4月 1日 百瀬泰男学長辞任により百瀬和男第 3代学長就任 

平成 2年 4月 1日 再課程認定 

平成 2年 5月 12日 明泉学園創立 30周年記念式典開催 

平成 2年 12月 31日 創立者百瀬泰男理事長逝去 

平成 3年 1月 5日 百瀬和男学長 理事長・学園長に就任 

平成 3年 1月 19日 百瀬泰男前理事長学園葬 

平成 4年 4月 25日 明泉学園相模湖セミナーハウス竣工 
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平成 10年 3月 4日 創立 30周年記念道路完成 

平成 19年 4月 1日 図書館システム稼働 

平成 23年 4月 1日 鶴川こども園鶴川女子短期大学付属を認定こども園として開設 

平成 26年 4月 1日 鶴川保育園を事業所内保育施設として開園 

 

鶴川女子短期大学は鶴川高等学校、東京商工経済専門学校、鶴川女子短期大学附属幼稚

園とともに、明泉学園の一員として、故百瀬泰男前理事長によって、昭和 43年町田市三輪

の地に設立された。 

 明泉学園の設置の母体となったのは、学校法人百瀬学園東京商工女学校、虎ノ門タイピ

スト学校で、その設立は古く大正 3年 4月で今から 102年前であった。しかし、両校とも

戦災で土地、建物、施設のすべてを失い、長期の休止を経て、統合と改廃により、それぞ

れ別の学園となり別人格となった。 

 創立者は昭和 35年 1月 20日、東京商工女学校と虎ノ門タイピスト学校を、人と資産の

すべてを新学園の設立に投じ、町田市三輪町に土地を購入して、学校法人明泉学園を設立

したのである。 

 学園は文部省より認可を受けた昭和 35 年 4 月 1 日に鶴川高等学校・鶴川中学校、同 43

年 4 月 1 日に鶴川女子短期大学、同 47 年 4 月 1 日に鶴川女子短期大学附属幼稚園、同 59

年 4月 1日には、東京商工経済専門学校を開設した。 

 当初はいずれも多くの問題をかかえ、経営も多難であったが、故百瀬泰男理事長を始め

とし、関係職員のたゆまざる努力精進によって、今日の隆盛を見るに到った。鶴川女子短

期大学は、戦後の荒廃した日本の再建は教育にあることを痛感されていた前理事長によっ

て昭和 43年に創立された。同理事長は、次代の日本をになう国民となる幼児の教育の重要

性を考え、保育の技術と理念を体得した教養のある家庭婦人並びに有能な幼稚園教諭、保

育士の養成を目指して本学を設立されたのである。以来 48年、全学思いを一つにして努力

を重ね今日に到っている。 

 

(2) 学校法人の概要 

（平成 28年 5月 1日） 

教育機関名 所在地 入学定員 収容定員 在籍者数 

鶴川女子短期大学 東京都町田市三輪町 1135  150 人 300 人 292 人 

鶴川高等学校 東京都町田市三輪町 122 280 人 840 人 955 人 

鶴川幼稚園鶴川女子短期大学附属 東京都町田市三輪町 122 ― 320 人 303 人 

計  430＋幼稚園 1460 人 1,550 人 

  ＊幼稚園の入学定員は、年度により異なる。 
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(3) 学校法人・短期大学の組織図 

 学校法人明泉学園組織図（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・地域社会のニーズ 

 立地地域の人口動態（短期大学の立地する周辺地域の趨勢） 

（単位：人） 

 

 
町田市 三輪町 川崎市麻生区 横浜市青葉区 

 

平成26年4月1日 

 

426,222 6,456 174,659 307,006 

 

平成27年4月1日 

 

426,648 6,551 174,659 309,437 

  

本学所在地は、川崎市麻生区、横浜市青葉区と隣接し、山林も多く閑静な住宅地である。 

 

 学生の入学動向：学生の出身地別人数及び割合 

 

地域 

23年度 24年度 25年度 26年度 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 

（％） 

北海道 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 1 1％ 

東北 2 2% 2 1% 3 2% 3 2% 3 2％ 

関東（東京、神

奈川除く） 
3 3% 2 1% 3 2% 11 6% 8 5％ 

東京都 84 71% 97 67% 93 70% 103 60% 105 67％ 

神奈川県 23 19% 31 21% 20 15% 43 25% 30 19％ 

静岡県 1 1% 1 1% 1 1% 1 1% 2 1％ 

山梨県 1 1% 1 1% 6 5% 3 2% 1 1％ 

新潟県 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0％ 

長野県 0 0% 4 3% 1 1% 2 1% 1 1％ 

中部・北陸 0 0% 2 1% 0 0% 0 0% 1 1％ 

近畿 1 1% 1 1% 0 0% 1 1% 0 0％ 

中国 0 0% 2 1% 1 1% 1 1% 1 1％ 

四国 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0％ 

九州・沖縄他 2 2% 2 1% 3 3% 3 2% 2 1％ 

合計 119 100.0 145 100.0 132 100.0 171 100.0 158 100.0 
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 地域社会のニーズ 

本学が立地する東京都町田市は、福祉に力を入れており、老人介護のためのデイサービ

スの数は多く、また、保育所、幼稚園などの幼児教育に対する関心も強い。5 箇所のこど

もセンターや 2箇所の子どもクラブ、また、乳幼児のためのサークルも数多く催され、認

定こども園も年々増えてきている。現在、認定こども園は 7園、認証保育園は 6園ある。 

本学は昭和 43年に幼児教育学科単科の短期大学として開学し、今日まで保育者の育成を

おこない東京都及び神奈川県内の幼稚園、保育所に多くの卒業生を送ってきた。近年は、

近隣の大学にもこども学科等が開設されているが、短期大学として長期間その役割を果た

してきたところである。 

 通学のためには、最寄りの小田急線鶴川駅を利用し、路線バスによる本学までの便が確

保されている。また、小田急線柿生駅からは徒歩通学も可能である。小田急線は、町田駅

ではＪＲ横浜線、新百合ヶ丘駅は小田急多摩線に接続し、登戸駅ではＪＲ南武線、下北沢

駅では井の頭線の乗り換えができる。また、東急田園都市線の市が尾駅からバスの便など

もあり、鶴川駅周辺のバス路線も多く、通学の利便性に優れている。 

 鶴川には白州次郎・正子邸の武相荘があり、鶴川に移住し農業に従事した面影のある里

山を現在も見ることができる。 

 地域社会の産業の状況 

町田の産業は、商業、工業、農業の三つに分類される。中でも商業が大部分を占め、町

田駅周辺には多数の店舗が存在している。江戸時代後期から養蚕が栄え「絹の道」と呼ば

れる産業交通路があり、「二の市」「六の市」が立ち栄えた。2012年経済センサス活動調査

では、年間商品販売額は 579,926百万円で東京都市部において 5位になっている。 

工業・農業は、主として市郊外に宅地部分と混在して分布しており、大規模なものはあ

まり見られない。宅地化が一層進み人口増加が見られていいたが、近年は低迷し下降に転

じている。農業は減少傾向にあり、田畑や山林等が開発により宅地となり都市化が進んで

いる。 

 

 短期大学所在の市区町村の全体図 
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(5) 課題等に対する向上・充実の状況 

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

た事項への対応について（領域別評価票における指摘への対応は任意） 

 

改善を要する事項 

（向上・充実のための課題） 

対 策 成 果 

シラバスの記載について、

成績評価の方法など基本的

事項を確認、徹底すること

が望まれる。 

シラバスのフォーマットを

見直し、さらに書き方につ

いてルールを明確にし、常

勤・非常勤を問わず教員に

シラバスのフォーマットに

従った記載を徹底させる。

さらに、第三者によるシラ

バス点検を行い、表現や内

容まで踏み込んだ確認を行

う。 

フォーマットが新しくな

り、学生にとっても見やす

くなった。到達目標や教育

目標との関連が明確に示さ

れたことにより、その科目

を学ぶ意義が体系的に整理

され理解しやすくなった。 

カリキュラム内の教育活動

と、ホームルーム、就職ガ

イダンス等、カリキュラム

外の教育活動を区別して、

教育課程を整備することが

望まれる。 

カリキュラム委員会を組織

した。全学生にとって必要

な指導については「キャリ

アデザインⅠ・Ⅱ」の授業

内に整理し、科目を必修化

する。 

また、カリキュラム外の教

育活動は、建学の精神・教

育理念を体験的に理解させ

るものに絞り込み、実施す

る。 

授業「キャリアデザイン

Ⅰ・Ⅱ」の到達目標が明確

になり、学生自身が明確に

キャリアを描けるようにな

った。カリキュラム内外の

一体的な教育活動によって

教養を深めている。 

退学者の割合が高いこと

や、資格取得者の割合が低

いことに対する更なる改善

策の検討が望まれる。 

【課題１】退学率の低減 

退学理由として最も多いも

のは「進路変更」であるた

め、高大連携・入学前教育

や初年次教育を充実させ

る。 

対策１：入学前から保育者

を目指すことに関しての理

解を促し、高い意欲を持っ

た学生が入学するように平

成 25 年度より Weekday  

Campus Visit を導入。高校生

【課題１】退学率の低減 

具体的なイメージ・覚悟を

もって入学する学生が増

加。指導教員によるよりき

め細やかな対応により、平

成 27年度入学生の 1年次退

学率は 1 桁に低下した。 
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が普段の短期大学の授業を

体験する機会を提供。 

対策２：出張講座（27 年度

は９回） 

対策３：高大連携会議の開

催。短期大学進学者の多い

併設高校において、26 年度

から高大連携キャリア教育

を開始。短期大学教員が講

座を持ち、高校 1 年次から

保育者の仕事やキャリアデ

ザインについて考える機会

を提供。 

対策４：一人の担任あたり

の学生の人数を 40 名から

20 名に減らし、より丁寧な

学生支援を行う。 

【課題２】資格取得率の向

上 

対策１：入試改革を行い、

意欲の高い生徒の入学を促

す仕組みをつくる。 

対策２：実習センターへの

改組。より柔軟に、学生一

人ひとりにあわせた実習指

導を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題２】資格取得率の向

上 

退学率の低減を優先事項と

したため、資格取得率は横

ばいであったが、今後改善

が見込まれる。 

教授会の審議事項を検討

し、適切な機能を果たせる

ような運営が望まれる。 

学長のリーダーシップ発揮

のため、教授会の位置づけ

を明確にし、教授会（月１

回開催）の審議事項を精査

した。全専任教員となって

いた教授会構成員を准教授

以上として会議自体も効率

化した。一方で、副学長が

議長となる学科会を創設し

て月１～２回開催、構成員

は全教職員として情報共有

の徹底を図っている。 

教授会は議案を絞り込み円

滑な運営が行えるようにな

った。学科会は教員だけで

なく職員も一体となった学

生支援を中心においた教育

体制が機能し、教授会より

も堅苦しくない場として教

職員相互の意思疎通がしや

すくなった。 

余裕資金はあるため、直ち 収入面では、学納金の値上 平成 26 年度は 172 名、27
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に運営に支障を来す恐れは

低いものの、短期大学の大

幅な資金超過の状態は改善

する必要があり、そのため

には定員充足率を向上させ

るための取り組みが望まれ

る。学校法人全体及び短期

大学部門それぞれの収支バ

ランスの改善がのぞまれ

る。 

げだけでなく、広報活動の

強化を行った。「広報・情報

委員会」を設置し、教職員

が一体となった広報活動の

仕組みを作り、オープンキ

ャンパスの見直し、Web 戦

略への集中、など限られた

予算の効率的な配分を行っ

た。 

年度は158名と成果があり、

9 年ぶりに入学定員 150 名

を超えている。27 年度は学

校法人全体で、教育活動収

支がプラスとなった。 

 

② 上記以外で、改善を図った事項について 

 

改善を図った事項 

（向上・充実のための課題） 
対策 成果 

教育実習の履修率向上（幼

稚園免許状取得率の向上） 

実習期間がカリキュラム履

修期間内であるための、履

修確保に教員学生共に負担

が増加していたことを解消

するため 

本学の附属である幼稚園と

の連携を強化して、履修と

カリキュラムの関連をはか

り年間実習期間の弾力化に

取り組む 

教育実習の期間や実習方法

の工夫により、その期間を

Ⅰ～Ⅲ期に分散化した。そ

の期間に対応した授業クラ

スを編成することで、補講

などの措置をできるだけ減

らすことになり学習保障が

できた。 

アクティブラーニング 

学習環境の整備と授業形態

の開発 

 

 

 

就職先から求められる能力

の多様化、および学生の質

の変化に合わせるために、

私立大学等改革総合支援事

業の補助金を申請し、学習

の質的な転換を図ってい

く。 

平成 25 年度および 26 年度

は、補助金が受けられ、ア

クティブラーニングを始め

ることができた。設備面だ

けでなく、教員自身が新し

い学びのスタイルを提供で

きるよう、最適な教員配置

とFD・SD を推進している。 

 

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

期大学は、留意事項及びその履行状況を記述する。 

 

該当する留意事項は特になし。 
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(6) 学生データ 

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

   （平成 24年度～平成 28年度の設置学科について）  （平成 28年 5月 1日） 

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 

幼児教育学科 

 

入学定員 150 150 150 150 150 

 

入学者数 145 132 172 158 144 

入学定員 

充足率（％） 
97％ 88％ 115％ 105％ 96％ 

収容定員 300 300 300 300 300 

在籍者数 245 251 290 298 292 

収容定員 

充足率（％） 
82％ 84％ 97％ 99％ 97％ 

 

② 卒業者数（人） 

区分 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

幼児教育学科 68 91   109     109 131 

 

③ 退学者数（人） 

区分 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

幼児教育学科   37    28    36    23 16 

 

④ 休学者数（人） 

区分 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

幼児教育学科    0    0    １    0 0 

 

⑤ 就職者数（人） 

区分 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

幼児教育学科    47     65     76     85     108 

 

⑥ 進学者数（人） 

区分 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

幼児教育学科     4     1     4     4     4 
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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）                 （平成 28年 5月 1日） 

学科等名 専任教員数 
設置基準で定める教

員数 

助
手 

非
常
勤
教
員 

備
考 

 
教
授 

准
教
授 

講
師 

助
教 

計 〔イ〕 〔ロ〕 

教
授
数 

幼児教育

学科 
5 1 8 0 14 10  3 4 31 

教育学・保

育学関係 

（小計） 5 1 8 0 14 10  3 4 31  

〔ロ〕       3 1    

（合計） 5 1 8 0 14 13 4 4 31  

 

② 教員以外の職員の概要（人） 

 専任 兼任 計 

事務職員 14 1 15 

技術職員 2 0 2 

図書館・学習資源センター等の専門事務職員 1 0 1 

その他の職員 5 3 8 

計 22 4 26 

 

③ 校地等（㎡） 

校
地
等 

区分 
専用

（㎡） 

共用

（㎡） 

共用する
他の学校
等の専用
（㎡） 

計 

（㎡） 

基準面

積（㎡）

［注］ 

在籍学生

一人当た

りの面積

（㎡） 

備考

（共

有の

状況

等） 

校舎敷地 4,381 － － 4,381 

3,000 103.5 

 

運動場用地 25,857 － － 25,857  

小計 30,238 － － 30,238  

その他 26,356 － － 26,356  

合計 56,594 － － 56,594  

 

④ 校舎等（㎡） 

区分 専用（㎡） 共用（㎡） 
共用する他の学
校等の専用（㎡） 

計（㎡） 
基準面積（㎡）

［注］ 

備考（共有

の状況等） 

校舎 9,552 0 0 9,552 2,850 0 
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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 

15 36 1 1 0 

 

⑥ 専任教員研究室（室） 

専任教員研究室 

15 

 

⑦ 図書・設備 

学科・専攻課程 

図書 

〔うち外国書〕 

学術雑誌 

〔うち外国書〕（種） 視聴覚資
料 

（点） 

機械・器具 

（点） 

標本 

（点） 
 

（冊） 
 電子ジャー

ナル〔うち外
国書〕 

幼児教育学科 49,023〔1,717〕 23〔0〕 0〔0〕 936 8 0 

計 49,023〔1,717〕 23〔0〕 0〔0〕 936 8 0 

 

図書館 
面積（㎡） 閲覧席数 収納可能冊数 

370.54 ㎡ 73 席 44,200 冊 

体育館 
面積（㎡） 体育館以外のスポーツ施設の概要 

1009.3 ㎡ なし なし 

 

(8) 短期大学の情報の公表について 

 

① 教育情報の公表について  

            （平成 28年 5月 1日） 

 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 

「情報公開」 

https://www.tsurukawatandai.ac.jp/publi

c.html 

2  
教育研究上の基本組織に関するこ

と 

「鶴川女子短期大学について」 

https://www.tsurukawatandai.ac.jp/abou

t_us.html 

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 

「教員紹介」 

https://www.tsurukawatandai.ac.jp/abou

t_us/teacher_introduction.html 

4  

入学者に関する受け入れ方針及び

入学者の数、収容定員及び在学する

学生の数、卒業又は修了した者の数

並びに進学者数及び就職者数その

「受験生の方」 

https://www.tsurukawatandai.ac.jp/the_f

eatures_of_tsurukawa_womens_junior_c

ollege.html 
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他進学及び就職等の状況に関する

こと 

・入試概要  

https://www.tsurukawatandai.ac.jp/the_f

eatures_junior_college/entrance_exam_i

nformation.html 

・鶴川女子短期大学の就職率 

・「主な就職先」 

https://www.tsurukawatandai.ac.jp/caree

r_support/the_career_to_pursue.html 

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 

「シラバス」 

https://www.tsurukawatandai.ac.jp/abou

t_us/syllabus.html 

6  

学習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 

「ディプロマ・ポリシー（学位授与）」 

https://www.tsurukawatandai.ac.jp/abou

t_us.html 

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 

「キャンパスマップ」 

https://www.tsurukawatandai.ac.jp/abou

t_us/campus_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 

「学費・奨学金」 

https://www.tsurukawatandai.ac.jp/the_f

eatures_junior_college/school_expenses_s

cholarship.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 

「キャリアサポート」 

https://www.tsurukawatandai.ac.jp/caree

r_support.html 

「学生支援室より 学生カウンセリング」 

http://www.turukawatandai.ac.jp/news_f

or_students.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 

学校法人明泉学園ホームペー

ジ（http://www.meisen.ac.jp） 

 

 

 

 

 

http://www.meisen.ac.jp/
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(9) 各学科・専攻課程ごとの学習成果について（平成 27年度） 

 学習成果をどのように規定しているか。 

2 年間で学生一人ひとりが、自己を高めて一人の社会人として自覚できるように、きめ

の細かな指導を実施している。その方法は、1 年後学期の「保育実習Ⅰ」から始まる様々

な実習に向けた「学内実習」の充実にある。平成 27年には「学内実習」を「保育実習指導」

「教育実習指導」と名称変更している。さらに、「キャリアデザイン」を必修化して、2年

間にわたり連続した学習と生活態度や社会的能力形成に向けた指導がある。1 年担任の面

談では、学習への目標設定や教職志向の確認が中心となっている。 

 各科目では、履修に当たりその科目の目標を明確にし、学びの方法も含めた指導を徹底

させている。また、2 年後学期「教育職の研究」では、カリキュラムの振り返りで履修科

目の構造的な把握を行い、実習での反省で一人ひとりの課題を自覚させ、職に就いてから

の自主的研修へとつなげられるよう学び続ける教育職を自覚させている。 

 どのように学習成果の向上・充実を図っているか。 

履修カルテを用いて、学習の履歴を形成的に評価させている。毎年 9月には、前学期を

振り返り後学期への学びにつなげる学習アンケートを実施している。また、「保育実習Ⅰ」

の評価をもとに、「教育実習」の事前指導としての評価票面接を実施し、反省と目標設定に

ついて指導助言を行っている。（2年前学期） 

「教育実習」は、学生の能力態度の多様化に伴い、鶴川幼稚園鶴川女子短期大学附属の全面

的協力の下で実習期間を 3期に分けて実施し、確実な免許取得の保証につなげている。 

 外部テストである「基礎学力テスト（コミュニケーション力）」を 1年時・2年時の 2回

実施し、縦断的比較による学習成果の査定を試みた。その結果、2 年時には 1 年時と比べ

コミュニケーション力テストのすべての下位能力が向上したことが示された。その中でも

有意に向上した下位能力は、情報伝達力、傾聴力、人間関係構築力、問題解決力であるこ

とが明らかになり、在学中にこれらの能力が獲得できることが示唆された。  

 平成 27年度の「保育の心理学Ⅱ」において、アクティブラーニングを取り入れた授業（学

生参加型、共同学習中心の授業）を行い、その学習成果の査定を試みた。まずアクティブ

ラーニング授業における学習成果を測る尺度（「アクティブラーニング評価尺度」）を作成

し、この尺度を用いて査定を試みた結果、すべての因子（学ぶ意欲・主体性、授業の楽し

さ、授業の充実感）において高得点が得られた。以上のことから、現代社会で必要とされ

る能力（生きる力や意欲、創造性、能動性、ネットワーク形成力、交渉力など）は、アク

ティブラーニング授業によって習得できる可能性が示唆された。今後、本学のその他のア

クティブラーニング授業においても同様の結果が得られるかどうか、検証していきたい。 

 

(10) オフキャンパス、遠隔教育、通信教育のその他の教育プログラム（平成 27年度） 

① 研修旅行では、学園が所有する宿泊施設「相模湖セミナーハウス」を利用して、日

本の伝統文化に触れ、モノつくり体験をした。 

② ボランティア活動を行っている。 

通信教育や遠隔教育は、行っていない。 

その他の教育プログラムでは、介護福祉初任者研修を専門学校と東京都の協力を得て行い

資格取得に繋げている。 
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(11) 公的資金の適性管理の状況（平成 27年度） 

公的研究費補助金を受給している教員は少ないが、「研究活動公正化推進規程」を設け、

不適切な使用がないよう適正な管理・監査に取り組むための体制を整えている。 

 平成 27年度は 1名の教員が研究費を受けることができ、その金銭の流れは適切に管理さ

れている。「研究活動に係る不正防止規程」も設け、平成 28年度には研究倫理に関する規

程の整備も行う予定である。 

 

(12) 理事会・評議委員会ごとの開催状況（平成 25年度～27年度） 

 

【理事会】平成 25年度～平成 27年度 

 

区

分 

開催日現在の状況 
開催年月日 

開催時間 

出 席 者 数 等 
監事の  

出席状況 定 員   現 員(a) 
出席理事数

(b) 

実出席率      

(b/a) 

意思表示  

出席者数 

 

 

理

事

会 

【平成２５年度】 

7 人 7 人 平成 25 年 5 月 25 日 

13：00～13：50 

7 人 100.0％ 0 人   

2/2 

7 人 平成 25 年 9 月 25 日 

15：00～16：30 

7 人 100.0％ 0 人   

2/2 

7 人 平成 25 年 10 月 9 日 

14：00～14：30 

7 人 100.0％ 0 人   

2/2 

7 人 平成 25 年 11 月 6 日 

14：00～14：30 

7 人 100.0％ 0 人   

2/2 

7 人 平成 26 年 1 月 18 日 

13：45～15：00 

7 人 100.0％ 0 人   

2/2 

7 人 平成 26 年 3 月 29 日 

13：30～14：30 

7 人 100.0％ 0 人   

2/2 

【平成２６年度】 

 7 人 平成 26 年 5 月 28 日 

15：00～16：10 

7 人 100.0％ 0 人   

2/2 

7 人 平成 26 年 9 月 3 日 

13：00～15：15 

7 人 100.0％ 0 人   

2/2 

7 人 平成 26 年 9 月 24 日 

13：00～14：00 

7 人 100.0％ 0 人   

2/2 

7 人 平成 26 年 11 月 20 日 

13：00～13：45 

7 人 100.0％ 0 人   

2/2 
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7 人 平成 26 年 11 月 20 日 

14：30～14：55 

7 人 100.0％ 0 人   

2/2 

7 人 平成 26 年 11 月 20 日 

15：00～15：25 

7 人 100.0％ 0 人   

2/2 

7 人 平成 26 年 12 月 19 日 

12：30～13：00 

6 人 85.7％ 1 人   

2/2 

7 人 平成 27 年 3 月 28 日 

13：40～15：00 

6 人 85.7％ 1 人   

2/2 

【平成２７年度】 

 7 人 平成 27 年 5 月 23 日 

13：00～14：00 

7 人 100.0％ 0 人   

2/2 

7 人 平成 27 年 7 月 23 日 

10：30～11：00 

6 人 85.7％ 1 人   

2/2 

7 人 平成 27 年 8 月 27 日 

16：00～16：30 

6 人 85.7％ 0 人   

0/2 

7 人 平成 27 年 10 月 8 日 

13：00～14：00 

7 人 100.0％ 0 人   

2/2 

7 人 平成 27 年 11 月 13 日 

13：00～14：00 

7 人 100.0％ 0 人   

2/2 

7 人 平成 28 年 1 月 14 日 

13：00～14：00 

6 人 85.7％ 1 人   

2/2 

7 人 平成 28 年 2 月 27 日 

10：30～11：30 

6 人 85.7％ 1 人   

2/2 

7 人 平成 28 年 3 月 26 日 

10：30～12：00 

7 人 100.0％ 0 人   

2/2 
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【評議員会】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) 

出席評議員

数(b) 

実出席率      

(b/a) 

意思表示  

出席者数 

評

議

員

会 

【平成２５年度】 

15 人 15 人 平成 25 年 5 月 25 日  

14：00～14：50 

13 人 86.7％ 2 人   

2/2 

15 人 平成 26 年 1 月 18 日 

13：00～13：30 

12 人 80.0％ 3 人   

2/2 

15 人 平成 26 年 3 月 29 日 

13：00～13：20 

12 人 80.0％ 3 人   

2/2 

【平成２６年度】 

15 人 15 人 平成 26 年 5 月 28 日 

16：25～17：00 

13 人 86.7％ 2 人   

2/2 

15 人 平成 26 年 11 月 20 日

13：50～14：20 

13 人 86.7％ 2 人   

2/2 

15 人 平成 26 年 12 月 19 日

12：00～12：20 

11 人 73.3％ 4 人   

2/2 

15 人 平成 27 年 3 月 28 日 

13：00～13：30 

13 人 86.7％ 2 人   

2/2 

【平成２７年度】 

15 人 15 人 平成 27 年 5 月 23 日 

14：10～14：40 

13 人 86.7％ 2 人   

2/2 

15 人 平成 27 年 7 月 23 日 

10：00～10：20 

12 人 80.0％ 3 人   

2/2 

15 人 平成 28 年 2 月 27 日 

10：00～10：20 

10 人 66.7％ 5 人   

2/2 

15 人 平成 28 年 3 月 26 日 

10：00～10：20 

13 人 86.7％ 2 人   

2/2 

 

(13) その他 

 

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） 

 氏 名 役 職 担 当 

委員長 百瀬和男 理事長・学長 総括 

副委員長 百瀬義貴 経営企画室長 リーダーシップとガバナンス 

委員 百瀬志麻 1） 副学長・IR 委員長 

広報委員長、人事委員長 

FD・SD 委員長 

建学の精神・教育の効果 

教育課程・学生支援 

FD・SD 関連 

 宮本眞理子 教務委員長 教育課程・学習支援 

 増永順子 2) 特任教授 教育課程・学習支援 

 髙栁賢一 法人 事務局長 財務関連 

 小林眞由美 短期大学 事務局長 教育資源 報告書作成 参考資料 

ALO 福地昭輝  第三者評価委員長 教員研究活動 国際交流 

事務取扱 白石弘司 教務課長・総務課長 基礎データ 参考資料 

ALO 補佐 小酒勢津子 短期大学 事務局長補佐 事前・当日の各種手配、事務連絡 

 

1）2）は、評価員候補者である。 

 

 自己点検・評価の組織図 

 

                           委員 

                           

                           委員 

    学長        

   （委員長）      副委員長          委員 

 

                           委員 

          ALO 

                           委員 

 

 組織が機能していることの記述 

 

本学では、平成 4年より大学改革の一環として自己点検・評価の議論がおこなわれ、同

問題の研究が教務課に委嘱された。平成 5年には、自己点検・評価委員会が設けられ、規

程も策定された。平成 17年度からは、外部機関による第三者評価の実施の動きもあり、「自

己点検・評価報告書」を作成し、以後毎年度作成している。 

「平成 21年度 自己点検・評価報告書」を作成し、その報告書に基づいて、平成 22年

度に受審し、『適格』と認定された。平成 23年度から評価基準の改訂があり、第 2クール

  



 

鶴川女子短期大学 

 

20 

                      

がスタートした。平成 23 年度、24 年度は旧基準で引き続き自己点検評価を継続したが、

平成 25年度からは新評価基準による、自己点検・評価に移行した。さらに平成 26年度に

は、一部記述の形式が改訂されたのを受け、自己点検・評価報告書を完成させた。 

また、相互評価を行えるよう、平成 23年 12月秋田市の聖園学園短期大学と相互評価協

定を結び、隔年で相互の報告及び訪問調査を実施して、互いの取り組みを取り入れながら、

学習の質的向上に努めてきた。また、事務部門の情報交流も活発である。 

平成 28年度に受審することを自己点検・評価委員会で決定した。 

 

 自己点検・評価報告書完成までの活動記録 

自己点検評価委員会の活動記録 

年月日 内容 

 新評価基準について 

平成 26 年 4 月 1 日 新評価基準について委員会より、各教職員に周知をする。 

自己点検・評価報告書の作成・提出等についての会議。 

平成 26 年 5 月 1 日 短期大学評価基準の構成について、詳しい内容の確認を行う。 

平成 26 年 5 月 14 日 平成 25 年度の自己点検・評価報告書の完成日を 8 月末日とする。 

平成 26 年、27 年度の報告書作成の予定をたてる。 

平成 26 年 6 月 相互評価のため、秋田聖園学園短期大学へ訪問調査に伺う 

平成 26 年 7 月 9 日 平成 25 年度の点検箇所を再度確認する。 

平成 26 年 8 月 平成 25 年度報告書完成 

平成 26 年 11 月 「評価会・学科会」を今後月１～2 回行い、教員全体で平成 26 年

度報告書の作成体制を整える。 

11 月 19 日（第 1 回）評価会・学科会で自己点検についての審議

事項があった。 

平成 26 年 12 月 各執筆者の文章見直しおよび構成の見直しを行う。 

平成 27 年 1 月 平成 26 年度の報告書全体を再度確認し、完成を目指す。 

平成 27 年 6 月 1 日 平成 26 年度の内容を全教員で再チェックを行う。8 月末日完成と

する。 

平成 27 年 8 月 30 日 最終チェックを行い、平成 26 年度の報告書を完成する。 

平成 27 年 12 月～ 「学科会・評価会」を「学科会」と「評価会」に分け、「評価会」

では評価についてのみ審議・報告を行うこととした。全教員が評

価受審とはどのようなものであるかを再度理解し、執筆を遂行す

るようにする。 

平成 28 年 1 月 18 日 平成 27 度報告書の作成について今後のスケジュールを確認する。 

平成 28 年 1 月 20 日 各基準の主担当者はテーマごとの分担を決め、執筆の依頼をする。 

平成 28 年 2 月 29 日 執筆済みの自己点検・評価報告書の原稿を編集者に返送する。編

集作業を行う。 

平成 28 年 5 月末日 最終チェック、校正作業を行う。 

平成 28 年 6 月 報告書及び資料を整え完成。 
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様式５－提出資料・備付資料一覧 

３． 提出資料・備付資料一覧 

 

＜提出資料一覧＞ 

 

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 

2 

4 

 

5 

学生便覧 [平成 27 年度] 

キャンパスガイド [平成 27 年度] 

ウェブサイト（情報公開） 

http://www.tsurukawatandai.ac.jp 

「愛の教育一日一想」 

B 教育の効果 

学則 1 学生便覧 [平成 27 年度] 

教育目的・目標についての印刷物 1 

2 

4 

 

学生便覧 [平成 27 年度] 

キャンパスガイド [平成 27 年度] 

ウェブサイト（情報公開） 

http://www.tsurukawatandai.ac.jp 

学生が獲得すべき学習成果についての印刷物 1 

2 

4 

 

9 

学生便覧 [平成 27 年度] 

キャンパスガイド [平成 27 年度] 

ウェブサイト（情報公開） 

http://www.tsurukawatandai.ac.jp 

シラバス [平成 27 年度] 

C 自己点検・評価 

自己点検・評価を実施するための規程 6 鶴川女子短期大学 自己点検・評価委員会規

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 1 

2 

4 

 

学生便覧 [平成 27 年度] 

キャンパスガイド [平成 27 年度] 

ウェブサイト（情報公開） 

http://www.tsurukawatandai.ac.jp 

教育課程編成・実施の方針に関する印刷物 1 

2 

4 

 

学生便覧 [平成 27 年度] 

キャンパスガイド [平成 27 年度] 

ウェブサイト（情報公開） 

http://www.tsurukawatandai.ac.jp 

入学者受け入れ方針に関する印刷物 1 学生便覧[平成 27 年度] 

http://www.tsurukawatandai.ac.jp/
http://www.tsurukawatandai.ac.jp/


 

鶴川女子短期大学 

 

22 

                      

2 

10 

4 

 

キャンパスガイド［平成 27 年度］ 

学生募集要項 [平成 26 年度] 

ウェブサイト（情報公開） 

http://www.tsurukawatandai.ac.jp 

カリキュラムに対応した授業科目担当者一覧 

 平成 27 年度 

 授業科目名、職位、担当教員名、研究分野、

教員配置（専任・非常勤の別） 

7 

8 

授業科目担当者一覧 [平成 27 年度] 

時間割表 [平成 27 年度] 

シラバス 

 平成 27 年度 

 紙媒体、又は電子データで提出 

9 シラバス [平成 27 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

配布している印刷物 

1 

7 

12 

学生便覧 [平成 27 年度] 

授業科目担当者一覧 

保育・教職の手引き 

短期大学案内・募集要項・入学願書 

 平成 27 年度入学者用及び平成 28 年度入

学者用の 2 年分 

2 

3 

10 

11 

キャンパスガイド [平成 27 年度] 

キャンパスガイド [平成 28 年度] 

学生募集要項（入学願書）[平成 27 年度] 

学生募集要項（入学願書）[平成 28 年度] 

基準Ⅲ：教育資源と財的資源 

D 財的資源 

「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] 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

資金収支計算書の概要     

活動区分資金収支計算書     

事業活動収支計算書の概要    

貸借対照表の概要        

財務状況調べ          

資金収支計算書・消費収支計算書の概要 

貸借対照表の概要       

資金収支計算書・資金収支内訳表・貸借対照表 

 過去 3 年間（平成 25 年度～平成 27 年度）

計算書類（決算書）の該当部分 

20 資金収支計算書・資金収支内訳表・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 

 平成 27 年度 計算書類（決算書）の該当

部分 

21 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 

[平成 27 年度]  

消費収支計算書・消費収支内訳表 

 過去 2 年間（平成 25 年度～平成 26 年度）

計算書類（決算書）の該当部分 

22 消費収支計算書・消費収支内訳表 

[平成 25 年度～平成 26 年度] 

 

http://www.tsurukawatandai.ac.jp/
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中・長期の財務計画 23 中・長期財務計画書 

事業報告書 

 過去 1 年分（平成 27 年度） 

24 平成 27 年度 事業報告書 

事業計画書／予算書 

 第三者評価をうける年度（平成 28 年度） 

25 

 

平成 28 年度 事業計画書・予算書 

 

 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 26 学校法人明泉学園 寄附行為 
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＜備付資料一覧＞ 

 

報告書作成マニュアル記載の備付資料 
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 

創立記念、周年誌等 1 明泉学園 30 周年記念誌 

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 平成 25 年、26 年、27 年度自己点検・評価 

報告書 

第三者評価以外の外部評価についての印刷物 3 相互評価の記録 

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 

 第三者評価を受ける前年度の平成 27 年度

に卒業した学生が入学時から卒業までに

履修した科目について 

4 単位認定の状況表「成績一覧」 

学習成果を表す量的・質的データに関する印刷

物 

5 

6 

7 

9 

11 

12 

 

13 

実践力確認シート 

学生授業評価（履修カルテ） 

学修に関するアンケートの分析結果 

GPA 等成績分布 

アクティブラーニング評価尺度 

「コミュニケーション力テスト」と「一般職

業適性検査」 

音楽研究発表 

B 学生支援 

 

学生支援の満足度についての調査結果 20 学生生活満足度調査 

就職先からの卒業生に対する評価結果 14 就職先に対するアンケート 

卒業生アンケートの調査結果 15 卒業生アンケート・調査結果 

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 

26 

29 

入学者への郵便物 

出張講座のご案内 

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 

27 

28 

入学前課題 

ピアノ事前学習のお知らせ 

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 

8 

16 

23 

24 

25 

オリエンテーション資料 

就職指導アンケート 

奨学金に関する書類 

「鶴川女子短期大学 マニュアルブック」 

相模湖研修のしおり 
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学生支援のための学生の個人情報を記録する

様式 

17 

18 

就職相談記録 

学生身上書 

進路一覧表等の実績についての印刷物等 

 過去 3 年間（平成 25 年度～平成 27 年度） 

19 進路先一覧 

GPA 等成績分布 9 GPA 等成績分布 

学生による授業評価票及びその評価結果 10 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  提出資料 2 

提出資料 10 

海外留学希望者に向けた印刷物等  該当なし 

FD 活動の記録 30 

31 

32 

FD・SD 研修会資料 

FD・SD 活動報告 

授業参観報告書 

SD 活動の記録 30 

31 

FD・SD 研修会資料 

FD・SD 活動報告 

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 

 教員個人調書（平成 28 年 5 月 1 日現在で

作成）[書式 1]、及び過去 5 年間（平成 23

年度～平成 27 年度）の教育研究業績書[書

式 2] 

 「大学の設置等に係る提出書類の作成の

手引き」を参照 

[注]学長・副学長の専任教員としての位置づ

け：当該短期大学の教育課程に定められた授業

を担当し、かつシラバスに掲載されていること 

33 教員履歴書・業績調書 

 

非常勤教員一覧表[書式 3] 34 非常勤教員一覧表 

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（平成 25 年度～平成 27 年度） 

35 鶴川女子短期大学研究紀要 25 年～27 年 

専任教員の年齢構成表 

 第三者評価を受ける年度（平成 28 年 5 月

1 日現在） 

36 専任教員の年齢構成表 

科学研究費補助金等、外部研究費の獲得状況一

覧表 

 過去 3 年間（平成 25 年度～平成 27 年度） 

40 科学研究費補助金等、外部研究費の獲得状況

一覧表 

研究紀要・論文集 

 過去 3 年間（平成 25 年度～平成 27 年度） 

35 鶴川女子短期大学研究紀要平成 25 年～平成

27 年 

教員以外の専任職員の一覧表（氏名、職名） 37 職員一覧表 
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 第三者評価を受ける年度（平成 28 年 5 月

1 日） 

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 

41 校地・校舎に関する図面 

 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 

42 図書館の概要 

C 技術的資源 

学内 LAN の敷設状況 43 学内 LAN の敷設状況 

マルチメディア教室、コンピュータ教室等の配

置図 

44 パソコン教室配置図 

D 財的資源 

寄付金・学校債の募集についての印刷物等 45 学校法人明泉学園寄附配布物 

財産目録及び計算書類 

 過去 3 年間（平成 25 年度～平成 27 年度） 

46 財産目録（過去 3 年間） 

 

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（平成 28 年 5 月 1 日現在） 47 理事長履歴書 

学校法人実態調査表（写し）過去 3 年間 48 学校法人実態調査表 平成 25 年～平成 27 年 

理事会議事録（平成 25 年～平成 27 年） 49 理事会議事録（平成 25 年度～平成 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、懲罰規定、教員選考基準 

財務関係 

 会計・経理規程、固定資産管理規程、物品管

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 

学校法人明泉学園規程類集 

《寄付行為》寄付行為、理事会業務委任規程、

理事会会議要領、常勤理事会設置規則、役員

遵守規則、役員報酬規則、役員報酬規則施行

細則、役員等出張旅費規程、役員退職慰労金

規程、顧問に関する規程、顧問規程施行細則、 

《組織関係規程類等》 

組織運営規程、収益事業部門組織運営規程 

《業務運営等に関する規程類》 

内部監査規程、幹事監査規程、財務情報公開

規程、公印取扱規程 

《就業規則》 

正職員就業規則、契約職員就業規則、ストレ

スチェック実施規則、個人番号及び特定個人

情報取扱規則 

《附属規程及び関連規程類》育児・介護休業
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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 

 学則、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 

規程、平成 16 年 3 月 31 日以前の正職員採用

者の退退職金に関する取扱規程、 

《服務及び人事関係規程類》職員遵守規程、

学校法人明泉学園における勤務評価に関する

内規、名誉校長及び名誉延長の称号授与規程、

学園長・副学長及び副校長等の設置規則 

《給与・手当・旅費関係及び細部基準類》 

学校法人明泉学園における基本給支給に関す

る内規、学校法人明泉学園における手当支給

に関する内規、鶴川女子短期大学 専任教員

及び常勤講師に対する精勤手当の取り扱いに

ついて、通勤手当に関する取扱要綱、旅費に

関する支給基準、外部特別講師報酬規程、学

校法人明泉学園の正職員及び常勤の契約職員

に対する家族手当支給の取り扱いについて 

《経理に関する規程類》 

経理規程、経理規程施行規則、預り金取扱規

程、資金運用管理規程、資金運用管理規程施

行細則、厚生資金貸付規程 

《管理関係規程類》 

文書管理規程、固定資産及び物品管理規程、

固定資産及び物品調達規程、固定資産及び物

品貸出規程、図書管理規程、水道衛生管理規

程、郊外施設管理規程、危機管理規程、 

《学則》 

学則、学位規程 

《組織・運営》 

教授会規程、短大企画本部、ＩＲ委員会規程、

教務委員会規程、カリキュラム委員会規程、

実習センター規程、学生委員会規程、人事委

員会規程、自己点検・評価委員会規程、広報

委員会規程、入試委員会規程、入試選考委員

会規程、入学者選抜規程、ＦＤ・ＳＤ委員会

規程、情報委員会、図書委員会規程、紀要委

員会規程、社会連携貢献委員会規程、倫理委

員会、教育職員組織規程、事務組織規程 

《人事・服務》 

学長選考規程、名誉学長の称号授与規程、名

誉教授の称号授与規程、特任教員に関する規
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程、客員教員に関する規程、特命教授に関す

る規程、特命研究員規程、教員評価実施要項、

旧姓使用規程 

《教務・学生支援》 

履修規程、科目等履修生規程、卒業延期制度

に関する規程、GPA 制度に関する規程、学外

実習履修基準、学生生活規程、奨学生規程、

職業紹介業務運営規程、授業料徴収規程、個

人情報取扱い規程、表彰に関する内規、学生

の氏名（旧姓）取扱い要領 

《学術・研究》 

研究活動公正化推進規程、研究活動に係る不

正防止規程、研究費支給規程、学外研修等に

関する内規、学長裁量経費規程、研究紀要投

稿規程、研究倫理規定 

《付置機関》 

附属図書館運用規程、附属図書館資料収集管

理規程、鶴川保育園 保育料徴収規程 

《施設・設備》 

情報公開規程、情報管理運用規程、情報関連

施設利用規程、防火・防災規程 

B 学長のリーダーシップ 

学長の個人調書 

 教員個人調書[書式１]（平成 28 年 5 月 1

日現在） 

 専任教員として授業を担当している場合、

「専任教員の個人調書」と同じく、過去 5

年間（平成 23 年～平成 27 年）の教育研

究業績書[書式 2] 

52 学長履歴書・業績調書 

 

教授会議事録（平成 25 年～平成 27 年度） 38 教授会議事録（平成 25 年～平成 27 年度） 

委員会等の議事録（平成 25 年～平成 27 年） 39 各委員会議事録（平成 25 年度～平成 27 年度） 

C ガバナンス 

監事の監査状況（平成 25 年度～平成 27 年） 53 監査報告書 

評議員会議事録（平成 25 年～平成 27 年） 54 評議員会議事録（平成 25 年度～平成 27 年度） 

選択的評価基準 

 自己点検・評価の根拠となる資料・データ 

 資料・データ一覧 様式５ 

 複数の基準を選択する場合は基準ごとに

纏めて記載する 

21 

22 

 

キャリアデザイン 

ボランティア活動 
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様式６－基準Ⅰ 

 

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 

 

自己点検・評価を行うことは教育の質の向上、学生の意識変革を推進させるために不可

欠なことと考えられる。鶴川女子短期大学（以下、本学という）では、創設者がクリスチ

ャンであったことから、現在に至るまでキリスト教の精神を中心にすえた教育が行われて

きた。すなわちキリスト教における「愛」(自己犠牲と奉仕の精神)に基づいた教育を大切

にしてきた。建学の精神である「愛の教育」の実践は、以下の二本の柱からなる教育理念

の実現を可能にする。①愛をもって幼児を育成する教育者の養成、②社会でも家庭でも自

分らしく生きられる女性の育成。これらの柱を確実に達成するために、教職員は機会ある

ごとに学生に確認させている。本学では学生が、学期ごとに行う授業評価や振り返り、履

修カルテなどを通して自己評価をし、更に学習成果を高めるべく次の目標に向かって学習

を進めている。 

 本学では、学生の学習成果を高めるための方策の一つとして学習環境の充実を重視して

いる。また、少人数のクラス制にして、オフィスアワーには学生が担任教員に相談できる

ようになっている。これらは学習成果を高めるうえで有効な取り組みとなっている。 

 建学の精神である「愛の教育」の実践として二本の柱を掲げ、日々教育活動が行われて

いるが、確実に成果を高めるためには自己点検・評価を行わなければならない。本学では、

専任教員、事務職員で構成されている評価会を年に十数回開催し、意見交換を行っている。

毎年「自己点検・評価報告書」にまとめ、改善点を明らかにし、積極的に実行に移してい

る。  

 学習成果についての査定（アセスメント）をおこなうために、本学における 3つのポリ

シーの関係性を重点に、PDCA サイクルを用い教育の効果改善のため努めている。 

 

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。] 

 

(a) 現状 

 

本学の建学の精神及びキリスト教の精神を基盤とする教育の基本理念「愛の教育」につ

いては、学内では、入学式の学長式辞や新入生オリエンテーション、福音歌手による福音

コンサート、初年次教育科目かつ卒業必修科目である 「キャリアデザインⅠ」の授業のテ

ーマとして扱う等、学生への浸透を多面的に図る工夫をしている。また、新入生及び保護

者、在校生・教職員全員に配付される学生便覧の冒頭には、これらの基本理念を明記して

おり、学生のみならず保護者や教職員に対する周知も図られている。学外に対しては、ホ
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ームページ、キャンパスガイドなどの手段を用いて、情報公開している。 

「愛の教育」は特に幼児教育をおこなう学生にとって欠かせない心の糧になるものである。

幼な子に対する無償の愛は、これから社会人となり母となって社会に貢献し、乳児・幼児・

学童を育てる女性の内面に備わって欲しいと願っている。 

本学のキリスト教に接する機会は、文面の中で周知しているものの他に、入学後の聖書

贈呈式がある。これはギデオン協会から寄贈されるもので、協会員が新入生一人ひとりに

手渡しで聖書を渡すものである。また、福音歌手のコンサートでは、神様の愛を全員に届

けている。震災の話と福音の歌は、聴く者の心に響くものであった。 

 

(b) 課題 

 

建学の精神及び教育の基本理念については、約 50年前の創立時からの文章をそのまま記

載している箇所があるため、解説を加える等、現代の学生にも分かりやすく周知する工夫

が求められる。 

 

テーマ 基準Ⅰ-Ａ 建学の精神の改善計画 

 

建学の精神そのものは確立しており、入学生に対して、それについて直接的に説明する

だけでなく、講演やコンサートなどの多面的なアプローチで体験的に理解を深められるよ

う工夫している。しかし、今後は、建学の精神の解説を加えるなど、資料の面でも改善を

図っていきたい。 

今まで宗教に接したことのない学生にとって理解できないものがあると思われるが、保

育者になることを通して身につけられるように指導していきたい。 

 

 

〈提出資料〉 

(1) 学生便覧 

(2) キャンパスガイド 

(4) ウェブサイト（情報公開） http://www.tsurukawatandai.ac.jp 

(5)「愛の教育一日一想」 

 

〈備付資料〉 

(1) 明泉学園 30周年記念誌 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tsurukawatandai.ac.jp/
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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。] 

 

(a) 現状 

 

本学の教育及び活動は、キリスト教の信仰を基盤とし、高潔・清貧・愛徳の志を育成す

ることを目的としている。教職員は、本学が創立以来掲げて来た教育理念の二つの柱を心

に留め、教育に携わっている。一つは「愛をもって幼児を育成する教育者の養成」、もう一

つは「社会でも家庭でも自分らしく生きられる女性の育成」である。幼児教育学科のみの

短期大学として、知・情・意・体・技を教育目標とし、これらを総合的に伸ばしていくこ

とで、バランスの良い、感性豊かな女性の育成を目指している。 

 

教育目標は次の通りである。 

知 社会生活に必要な教養と保育者としての確かな知識を身につける。 

情 豊かな感性と愛の心を育てる。 

意 自分を知り、自らの人生を選び取る意志の力を育てる。 

体 健全な心と丈夫な体を育て、規則正しい生活習慣を身につける。 

技 保育者としての実践的な技能を身につける。 

本学の教育理念は、幼児を育て見守る保育者として基本となる内容である。学生の中に

は保育者として重要なことであると受け止め、志を強く持つ人がいる反面、まだ自らの将

来に対して確かな望みが決まらず揺らいでいる人など多様である。 

この目的・目標は学外に向けては、本学のホームページや、受験生のための『キャンパス

ガイド』に明記している。また平成 26 年度には 19 回、27 年度には 16 回行ったオープン

キャンパスにおいても、担当教員が詳しく説明している。学生には『学生便覧』を配付し

て周知を図り、入学式、オリエンテーション、ホームルーム等でわかりやすく説明してい

る。教職員に対しては教授会や FD・SD 研修会等の際に機会をとらえて周知徹底を図って

いる。特に新任教員には、実務に入る前に、建学の精神・教育の理念とともに教育目的・

目標について教務委員長が詳しく説明し、認識を深めた上で教育に当たるようにしている。 

従って学生は、学習成果として学び取るべき事柄をきちんと把握している。シラバスに

学習成果が明記されており、学生は各授業の初回に必ずシラバスの内容を確認している。

後学期初めには「学修に関するアンケート」で前学期を振り返り、学習の成果を各自で確

認している。後学期に作成する「履修カルテ」でも振り返りを行っている。 

幼児教育学科としての教育目的・目標は学習成果と結びつくものとして基本的に変わる

ものではない。平成 17年度以降、解釈・文言の見直しや点検を行って再確認をしているが、

学内外の状況を把握しつつ、よりわかりやすく学習成果が上がるように目標は点検してい

く必要があると考えている。 

 

 

 

 

 

 

 



 

鶴川女子短期大学 

 

32 

                      

(b)  課題 

 

本学の教育目的・目標は、建学の精神に基づくものであるが、時代や社会に応じたわか

りやすい説明を加えていく必要がある。また学生生活やさまざまな行事における教育目標

の具現化については、どこまで達成したかを明確に把握することは難しいが、「卒業生アン

ケート」や「就職先アンケート」からうかがい知ることはできる。従って、常に目的・目

標を念頭におき、成果を上げられるように意識付けの機会を更に増やしていかなければな

らないと考える。 

 

[区分 基準Ⅰ-Ｂ-2 学習成果を定めている。] 

 

(a)  現状 

 

本学の建学の精神の根幹をなすのは「愛の教育」である。創設者百瀬泰男の著作『愛の

教育一日一想』の巻頭に収められている「愛は苦行である、だが人生最大のいのちである。」

という一文は、「愛とは何か」を端的に示している。本学では「神の愛」をもって教育活動

を行い、「愛」をもって社会に貢献できる人材の育成を目指している。この精神および教育

目的に則って学習成果が設定されていることは、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・

ポリシーとして『学生便覧』に明示されている。 

「愛」をもって社会に貢献するという点では、東日本大震災の被災地への支援活動など

は、学生にとって大きな学習成果だと考えている。「ボランティア活動」の授業から、学外

のボランティア活動につなげていく本学の取り組みは、「愛」をもって社会に貢献できる人

材の育成につながっている。 

幼児教育学科としての実習を含む授業科目の学習成果は、教育目的・目標に基づいたも

のであり、シラバスで明確に示している。各授業科目では、シラバスに記載されている到

達目標に照らして、到達度が評価とつながっている。学習成果の量的データとして、成績

評価は A（80点以上）、B（70点以上）、C（60点以上）D（59点以下・不合格）で表され

る。学生は、「成績通知表」や「単位取得一覧」によって学期ごとのオリエンテーション等

で成果を確認し、卒業単位や資格取得のための量的データとして保存している。また「授

業評価アンケート」「学修に関するアンケート」の記入や、「履修カルテ」に記録すること

で質的な面でも学習成果をチェックしながら学んでいる。学習成果の点検は、定期的に行

われているということができる。教員は、学習成果の達成のため、「授業実施上の留意点」

を心に留めて授業を行っている。その結果指導方針が徹底され、本学が求める学生の育成

につながっている。また学期末・学年末には「授業評価アンケート」が行われ、学生も教

員も学習成果を考える機会となっている。 

成績優秀な学生に対しては、平成 26年度卒業式において表彰を行った。平成 27年度よ

り本学では評価が A・B・C・D で、D は不合格であることから、A を 3点、B を 2点、C

を 1 点として GPA を算出した。しかし近年、社会人学生を多く入学させたことにより全

体の学習効果が上がり、評価の A（80点以上）を取得する学生が増えている。従って平成

28年度より、多くの大学と同様にＡの上のランクを設け、S（90点以上)、A（80点以上）、
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B（70点以上）、C（60点以上）とすることとした。 

また本学では学習成果の発表の機会も多く、学生の自信と意欲につながっている。 

学内外に学習成果を発表する機会として、文化祭がある。「音楽研究発表」では、全員参加

の合唱、トーンチャイムの演奏、個人参加のピアノ独奏・連弾などがある。また「幼児造

形」「生活と科学」「保育内容（言葉）」などの学習展示や、「施設実習体験発表」もあり、

学生にとって日頃の学習成果を確認し、今後の自信や意欲につなげていく良い機会となっ

ている。 

「ボランティア活動」では高齢者のデイサービス施設を訪問し、日ごろの学習成果を披露

し交流の機会を得ている。若者と交流する機会が少ない高齢者にとって、一緒に手遊びや

歌、トーンチャイム、おりがみなどを行うことが心を潤す良い機会となっている。高齢者

とより良いコミュニケーションを取るために、どのように関わり、どのような語りかけを

すればよいかを学生が自分なりに思考し、アクティブラーニングを実践できるように導い

ている。 

この他に「学内実習」や「キャリアデザイン」の授業では、優秀な学生に体験談を発表

する機会を与えている。これは学内のみのことであるが、本人にとって良い経験となり、

話を聞く学生にとっても良い刺激になっている。 

卒業した学生の学習成果は、「就職先アンケート」や「卒業生アンケート」で確認してい

るが、学外には公表していない。「就職先アンケート」は毎年 7月に、「卒業生アンケート」

は卒業から一年後の 3月に毎年実施している。 

 

(b)  課題 

 

年 2回行われる「授業評価アンケート」の結果は、各教員に伝えられて授業の改善につ

ながり、学習成果も向上していると考えている。学生にとっては、記入することにより振

り返りができている。従来行っていたアンケート用紙の内容・形態に改善すべき点があっ

たので、平成 26年度に見直しを行った。学生からの授業評価に対して、教員自身がどう受

け止め改善していくのかフィードバック・シートの提出も義務付け、また、相互に閲覧で

きるが、一次データにとどまっていた。さらに分析して、科目間や科目群の傾向を読み取

り活用し、カリキュラムの改善につなげていくことが課題である。 

「就職先アンケート」と「卒業生アンケート」は、回収率が低く、その対策が課題であ

る。結果については、いずれも学内のみの発表に留まっているので、学外に向けての公表

を考えていかなくてはならない。さらに改善に向けてこれらのアンケート結果を考察し、

カリキュラムの改善につながる方策を検討することが課題である。 

文化祭での学習成果の発表には学外からも来校者があり、学生の意欲も高まるが、近年

入学者が増えつつあり、来校者も増加していることを考えると、会場の広さなど今後の課

題はいろいろあると思われる。 

 今後すべての学生が自らの学習成果を把握し、意欲を向上させるためには、学習履歴や

意欲、態度の形成を自覚させるポートフォリオの開発と GPA による評価方法を積極的に

活用していくことが課題である。 
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[区分 基準Ⅰ-Ｂ-3 教育の質を保証している。] 

 

(a) 現状 

 

教育の質に関しては、学校教育法、短期大学設置基準等の関係法令を遵守し、教育目的

に基づいて授業編成を行い、授業の成果を科目ごとに確認している。PDCA のサイクルと

して、 

P：建学の精神を基にしたアドミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、ディプ

ロマ・ポリシーを学内外に周知させ、開設科目において教育目標に沿った学習成果の

到達目標をシラバスに明記する。 

D：シラバスに則って授業を実施する。 

C：学習成果到達度テストを実施し、学生個人の資質や特性を把握した上で学習状況を評

価する。さらに「学修に関するアンケート」「授業評価アンケート」によって学生自ら

がチェックを行うと同時に、「就職先アンケート」「卒業生アンケート」によって外部

からの評価を得る。 

A：課題や問題解決策を FD・SD 委員会や学科会において検討し、次学期・次学年につな

げる、というものである。 

 

 

 

学習成果を焦点とする査定（アセスメント）については、量的質的データを用いて行っ

た。量的データは成績評価や単位取得一覧で査定し、質的には学修に関するアンケート調

査、学生授業評価アンケート調査、卒業生アンケート調査、就職先アンケート調査の手法

を実施した。 

学習成果と教育の質向上という点で、平成 25年度の改善策として大きく二つの事柄が挙

げられる。一つ目は、平成 26年度に自己探求セミナー（株式会社ラーニングバリューによ

る）を前学期に実施したことである。新入生は、【短期大学生活スタートアップ講座：自己

の探求Ⅰ】を、新 2年生は、【社会人準備講座：自己の探求Ⅰ～自己理解を深めて自信を持
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とう！】を実施した。新入生は、この講座で友人との関係がかなり密になり、クラスのま

とまりもできた。この自己探求セミナーは入学した 1年生に特に好評である。同じ目的を

持つ友人を見つけられ、保育者になる目標を確認できたという点で、自己実現の意欲と自

信につながっている。 

二つ目は、入学前教育に力を入れたことである。入学前教育としては、入学前課題（『幼

児教育用漢字』ドリル）、ピアノ事前学習、オープンキャンパスの模擬授業を実施している。 

また、進路決定に当たりミスマッチを起こさないために、平成 25 年度より「Weekday  

Campus Visit (WCV)」と高等学校での訪問模擬授業を加えた。WCV は、NPO 法人

NEWVERY が大学などの高等教育機関や高等学校との協働により取り組んでいるもので

ある。平成 25 年度は 9 月から 5 回実施し、のべ参加者 58 名であった。平成 26 年度は 5

回実施し、のべ 98名の参加があった。平成 27年度は 5回実施し、のべ 44名の参加であっ

た。これは高校生が大学生に混じって大学の授業を受けるというものである。開講科目は

専門科目を中心に、幼児教育学科の授業内容に理解を深めてもらうことを大きなねらいと

している。授業内容から保育者の専門性のポイントを整理し、その資質についても触れる

ことで、入学前までの時間をどのように過ごしたら良いのか、保育者になる夢に向かって

自分をどのように高めていったら良いのか、具体的にイメージができるように意図して進

めている。 

高等学校での訪問模擬授業は、平成 24年度より高校の招きで行っているが、平成 25年

度から、同法人内の鶴川高等学校においても、広報情報委員会の教員が高大連携のプログ

ラムを行っている。このプログラムは、キャリア教育の視点を踏まえ、短期大学生活の 2

年間に接続するものとして、高校 3年間を通して実施していく。授業としては、「キャリア

デザイン講座」と「めざせ！保育者講座」があり、平成 22年度より開催している学校説明

会とともに好評である。他の高等学校への模擬授業も実施し、「平成 27年度 出張講座の

ご案内」を近隣高等学校に配付している。平成 27年度は、神奈川県の公立高校で 3回の出

張講座を行った。また、保育者希望の生徒は本学で 2回の授業を体験した。東京都の私立

高校への出張講座も数年前から行っている。 

 

(b) 課題 

 

入学する学生の多様化（目的、学習意欲など）への対応、及び保育現場等のニーズや社

会的要請に対応できる科目編成の改編を予定している。アクティブラーニングの授業を多

く取り入れ、学生にインパクトのある現実社会との繋がりを感じることができる科目の新

設等、学習支援をさらに充実させることを目的とする。 

今後の具体策として、国語や音楽における基礎力の不足した学生を対象に学力向上に向

けた授業の工夫を考えている。音楽初心者に対しては、少人数編成の「音楽の基礎」の授

業で基礎的要素を拡充させていく。 

 基礎学力の向上をめざし、目標に対する強い意志を持ち続けることができる人物の育成

に努めていくことが課題である。 
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 テーマ 基準Ⅰ-Ｂ 教育の効果の改善計画 

 

学習の成果と教育の質の向上という点で、平成 28年度には、学生に向け〔短期大学生活

スタートアップ講座〕〔社会人準備講座〕と、入学前教育としての Weekday  Campus Visit 

(WCV)、高校生への訪問模擬授業を、更に充実したものにしたいと考えている。WCV で

は、開講科目を幅広く選択できるように計画を進めている。また、入学前課題を質量とも

に改善することを考えている。 

 このような入学前と入学後の教育の質向上の取り組みは軌道に乗ってきていると考えら

れる。2 年間でどの程度教育効果が上がったかを量的に明らかにすることで、資格取得率

や就職率の向上を見込んでいる。平成 27 年度に実施した GPA を、28 年度には学習成果

のデータとして活用することにしている。また平成 27年度からの能力別クラス編成の効果

を検証し、基礎学力の向上を図る一方、資質の高い学生に対しては、より高い学習成果を

得られるように検討している。特に保育英語に興味を抱いている学生に対して、カリキュ

ラムの改善を検討中である。全体的にも、科目編成やアクティブラーニンブ、ラーニング

コモンズの活用と教員の相互授業参観を含めた授業内容の改善を推進していく計画である。 

 

 

〈提出資料〉 

(1) 学生便覧 

(2) キャンパスガイド [平成 27年度] 

(4) ウェブサイト（情報公開） 

 (9) シラバス 

  

 

 

 

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。] 

 

(a) 現状 

             

自己点検・評価は、自己点検・評価委員会と第三者評価委員会とで成り立っている。自

己点検評価を実施するための規程としては、「鶴川女子短期大学 自己点検・評価委員会規

程」が整備され、趣旨・目的に「教育水準の向上を図り、目的及び社会的使命を達成する

ため、教育活動等の状況について自ら点検及び評価を行う」と示されている。自己点検・

評価委員会は、毎年全教職員が作成マニュアルに沿って点検を行い、第三者評価委員会は

受審にむけて評価報告書の作成等を行う。先ず、評価基準にもとづき、基準Ⅰ～Ⅳについ

て、法人を含め校務分掌に対応した基準の取りまとめ役を決め、さらに記述分担を委員会
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組織や事務職員の担当に振り分ける。平成 27年度から、毎月、評価会を行い、報告書執筆

にあたる教職員に対して、評価基準に示されている観点に沿った記述であるかをチェック

することを求めている。また、FD・SD 研修会のテーマに自己点検評価に関する、PDCA

サイクルについてや教職員が参加する全国研修会の成果を報告し、共有することで、自己

点検評価の方法に関する共通理解を図ってきた。  

 平成 25 年度～26 年度にかけては、相互評価協定を結んだ秋田市の聖園学園短期大学と

の相互訪問調査を実施し、互いの教育活動における現状と課題を意見交換し、向上・充実

に向けて取り組んできた。 

 

(b) 課題 

 

カリキュラムの実行性をすすめるプロセスは、日々の授業を通して学生に直接影響を及

ぼす。まさに、計画（P）実行（D）の段階から、C にあたるところに自己点検・評価の具

体的な方法が必要である。例えば、現在行われている授業評価は、半期ごとのスパンで学

生による自己評価として示されるものである。カリキュラム評価として結果を踏まえた改

善には、半期又は 1年後のこととなるので、教員個人の担当科目ごとの自己点検評価のみ

ならず、教科領域間の連携や資質能力に関する共通認識などを推進し、シラバスに反映で

きるような方法の開発が急がれる。そのため自己点検・評価活動の実施体制と自己点検・

評価の方法の開発を目的とした共同研究を活発にし、その進行に合わせながら速やかに

FD・SD 活動を通してより活発にすることが課題となる。 

 

 テーマ 基準Ⅰ-Ｃ 自己点検・評価の改善計画 

 

自己点検・評価は、教職員側と学生側の両面で行う必要がある。教職員側では、学習成果

としてのカリキュラム評価である。自己点検・評価は、①年間②学期ごとの 1年間の流れ

と内容で、スケジュールとして適切であるか否か。学習成果に直結するカリキュラムやシ

ラバスの実施と点検、そして改善に向け振り返る点検評価の方法を開発する。カリキュラ

ムマップを明らかにして、相互授業参観とシラバス点検、関連教科間のシラバス連携強化

による総合化である。教員間でシラバスを見合うことは、同じような内容を重複していな

いかの点検である。 

学生側からの学習成果の自己点検・評価は、学習履歴と意欲態度形成の変容を記録する

ことにより、自己改革の継続を促す目的で、ポートフォリオを開発する。ポートフォリオ

は、入学当初から 2年間のカリキュラムについての見通しと目標設定をしっかりと行い、

実習の経験を経て免許・資格の取得に向かう態度や意欲の形成に必要な履歴である。学び

の過程で深まりゆく意識化、振り返りに必要なものである。学生の PDCA サイクルをポー

トフォリオにより実施できる。 

 

〈提出資料〉 

(6) 鶴川女子短期大学 自己点検・評価委員会規程 
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〈備付資料〉 

(2) 平成 25年度、26年度、27年度 自己点検・評価報告書 

(3) 相互評価の記録 

 

 基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果の行動計画 

 

建学の精神を具体化するには、教育目標をかかげて学習成果を達成できる 3つのポリシ

ーの構築である。そのポリシーは、本学がどのような人材を育てるかを設定することに他

ならない。 

本学が永年示してきた建学の精神は、一人の女性としてどうあるべきかを説いたもので

ある。どのような時代になっても身につけるべき教養は変わるものではない。それが今役

に立つものであるか、長い目で見た場合に役に立つものかは人それぞれ違うのかもしれな

いが、根本にあるものは普遍のものである。しかし、時代の変化や社会の変化を踏まえた

表現や内容の解説が必要となる。その対応策を考え、学生にやさしく説く工夫をすること

で向上を図っていきたい。 

 

◇ 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 

 

評価項目には特段取り上げてはいないが、免許・資格取得率を向上させる努力として、

幼稚園での教育実習期間をⅢ期に分け、実習園との連絡を密にするほか、事前事後指導に

も特段の指導支援を行ってきた。講義のクラス編成を従来のクラス制授業時間割を改めた

ことで、この目標達成が実現できたこと。次年度の実習体制は、分掌上の委員会にのみ委

ねることでなく、全教職員の協力体制を構築することであるとの認識で一致している。 

 

（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。 

 

 特記事項なし。 
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様式７－基準Ⅱ 

 

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 

 

平成 26年度に浮かび上がった課題は教育課程の見直しということであった。ディプロ

マ・ポリシーとカリキュラム・ポリシーに沿って、2年間で幼稚園教諭二種免許状と保育

士資格の取得を目指して学生支援を行った。しかし学習の成果として免許・資格の取得率

の向上には至っていない。そのため平成 27年度は、28年度に向けて、まずカリキュラム

改訂を実施した。 

その基本方針は、入学してくる学生の目的意識や学習意欲の多様化をふまえて、保育現

場の実情や社会的要請に対応できる科目編成とすることである。各授業科目間の内容の継

続性・関連性・体系性等を考え、何よりも学習成果が上がることを目的として改善を試み

ながら進めている。 

平成 27年度は、学生が何を学ぶか分かりやすい科目とするため、まず授業科目名の変更

を行った。また 2年間で履修する科目を 1年ごとに分け、各年次で目標設定と学習成果が

明確になるようにして、年次ごとの単位取得を可能にした。さらに取得すべき単位数を減

らし、学生の負担を軽減するため、学ぶ領域を体系化し、わかりやすく且つ履修しやすく

した。また、保育現場に合った科目を多く履修できるようにするため、授業科目の改組・

統廃合を行った。 

授業実施方法には、アクティブラーニングを多く取り入れるようにした。これにより時

間割上の余裕が生じたため、基礎学力不足の学生のために科目を新設することができ、き

め細かな学習支援が可能となった。 

教育課程の見直しに関しての課題の一つに、教科に関する科目「生活」があげられる。

保育内容「環境」との接続で、小学校低学年に設置の生活科の学習の重要性が指摘され改

革が進められていることから、「生活」の学習に重きを置くことが求められる。従来「保育

内容（環境Ⅰ）」を教職科目とし、「保育内容（環境Ⅱ）」を「生活」科目として専門教育科

目に組み入れていたが、明確な区分を図る必要があり、平成 28年度は「保育内容（環境Ⅱ）」

を「生活科研究」（2単位の講義科目）として一新させる。これにより「生活」科目の幼小

接続の更なる体系化を目指すことができる。これに伴い「保育内容（環境Ⅰ）」は「保育内

容（環境）」と名称変更する。 

学習成果を向上させ資格取得率を上げるための課題として、学生自身の意識改革が求め

られる。目的に向けて自ら学習意欲を高め、ディプロマ・ポリシーに沿った学習成果を上

げるという明確な意識である。その意識向上のため、学習成果を学生自らが管理し、出席

状況の把握も行えるような、履修状況の可視化（「見える化」）システムの構築が必要であ

る。学習状況が視覚的に把握しやすくなることにより、学習の振り返りが確実なものとな

り、目標と成果を自覚することができる。新システムは平成 28年度後学期から導入される

ことが決定しており、ポートフォリオの作成も推し進めていくことができる。担任をはじ

め教職員と学生は、情報を共有することにより密なる連携が取れる。教員は煩雑な事務が
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軽減され、支援が必要な学生に早期に対応できることになり、学習成果の向上が期待でき

ると考えている。 

さらに、グローバルな人材が求められる昨今の社会情勢に合わせるとともに、意欲ある

学生が更なる飛躍を遂げる手立てとして、平成 29年度に新コースを設立する。『幼児教育

学科』の名称も『国際こども教育学科』に改め、“グローバル市民”をはぐくむ乳幼児教育

者の養成を目指す。従来の幼児教育学科の課程（2年間）に加えて 1年の専攻科を置くこ

とにより、3年間の国際こども教育コースとして養成できる。英語学習を充実させるだけ

でなく、多文化なこどもたちの人権を保障できる資質を持った保育者を養成したい。次世

代の子どもたちが国際社会で活躍するための感覚と環境を、幼児期に提供できれば大きな

社会貢献になると考えている。 

学生支援の大きな課題としては奨学金の問題があげられる。昨今の社会状況から、経済

的に困窮している学生が目立ってきた。特に 2年という短期間で資格を取得して社会に出

ようという本学の学生の中には、家庭的、経済的に困難を抱えている学生も多い。経済的

支援を必要とし、本学独自の給付型奨学金を希望する学生は年々増加しているのが現状で

ある。給付額や人数をその都度見直し、細やかな対応をして、より一層の充実を図りたい。

これまで奨学生委員会は独立した存在であったが、担任との連携を密にして学生の置かれ

ている状況をより詳しい情報として持つために、学生委員会の業務として位置付けた。 

平成 28年 3月には、進路支援にあたって学生支援室と実習センターを同室とし、学生の

資格取得の状況と進路希望の情報などを共有できるようになった。大きな改革である。気

軽に話をすることのできる雰囲気の醸成により、学生と教職員との共通認識が図られるこ

とになる。カウンセリングや面談を通して、学生自身が自らの能力と適性を把握し、自信

と自主性を持って就職活動を行えるような支援体制を整えていくことにしている。 

         

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。] 

 

(a) 現状 

 

 学位授与の方針は学則第 25条に明記されており、「学生便覧」「ホームページ」「学生募

集要項」において具体的に示されている。この方針は定期的に点検しており、より学生に

とってわかりやすく社会的にも通用性があるものとなっている。平成 27年度は以下のよう

に示されている。 

 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

 １．【知識・理解】幼児教育に関する専門知識と技術を修得し、以下のいずれかに 

該当する者 

    ・国家資格を有する保育者としてその資質能力を活かして社会に貢献できる 

    ・地域および家庭において幼児・児童の育成に貢献できる 

 ２．【思考・判断】周囲の状況や他者の気持ちを理解し、適切な判断ができる 
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 ３．【技能・表現】社会的スキルを身につけ、他者と円滑なコミュニケーションができ

る 

 ４．【関心・意欲】子どもをはじめとして、広く社会（教育・福祉・環境）に関心を持

ち、積極的に貢献しようとする意欲を持つことができる 

 ５．【態度】 常に愛情を持って他者に奉仕することができる 

 

学生には学位授与の方針を明確にするために、卒業の要件、成績評価の基準（A～D）、

資格取得の要件についての詳細な説明を行っている。またクラス担当教員は教務課との密

なる連携の上に、学生の履修状況や学習成果としての成績評価及び出席の状況、資格取得

の見通しについて、全てを把握している。オフィスアワーを活用し、必要に応じて学生と

面談を行い、目的に沿った学習成果が得られるように支援している。 

本学の教育課程は、建学の精神に基づいた教育理念によるものである。その目標として、

知・情・意・体・技を掲げ、これらをバランスよく兼ね備えた共感性豊かな女性を育成す

ることである。また、教育理念の一つである「社会でも家庭でも自分らしく生きられる女

性の育成」という観点から、幼児教育学科としての必修科目や選択の専門教育科目のほか

に、選択の教養科目も多く設置している。これらの教養科目によって、学生が社会的視点

を獲得し、視野を広げていくことができるように配慮していることから、通用性は図られ

ていると考える。 

資格取得のための「実習指導」や、キャリア支援のための「キャリアデザイン」の授業

においては、外部講師や卒業生を積極的に招いており、社会に通用する人物となるための

学びを絶やすことがない。教育課程や学習成果を社会に通用性を持ったものとさせるため

に、実習園や就職園と連携をし、聞き取り調査やアンケートによって常に情報を収集して

いる。また「保育・教職実践演習（幼）」などの授業においては、保育者として必要な知識・

技能を補完できるような体制を整え、学生からの成果物として学位授与の方針を整えてい

る。また、履修カルテからも確認できる。 

  

(b) 課題 

 

教務オリエンテーションを年 2回以上実施し、学生には教育課程や学習成果の確認を行

うよう促している。学習成果は学生が自らその状況を把握することで、保育者としての資

質・能力の向上につなげなければならないものである。そのため、さらなる向上に向けて

以下の項目を課題とする。 

新しいシステムを導入してカリキュラムの点検、及び科目のナンバリングの整備等を行

う。これにより、 

① 学生自身が、自らの学びを計画的に組み立てていく学習姿勢を身につけること 

② システムにより情報を一元化し、教職員が学生の学習状況・学習成果をより正確に

把握すること 

③ 学力や資質の多様な学生によりきめ細やかな対応をすることが可能となる。新シス

テムの「履修状況の見える化」による学習支援体制の一層の充実を図ることが課題

である。 
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[区分 基準Ⅱ-Ａ-2 教育課程編成・実践の方針を明確に示している。]  

 

(a) 現状 

 

本学では、幼稚園教諭二種免許状と保育士資格の取得を目指して入学した学生たちに対

して、2 年間で 2 つの資格が取得できる教育課程の編成と実施の方針を打ち出し、学則に

明確に示している。1 年次には、教養科目などの必修科目と保育に関する専門教育科目を

多く履修し、理論と実践の基本をしっかり学べるようになっている。2 年次は、より多く

の専門教育科目を履修し、深い知識と専門的な技術を修得できるように編成されている。

各年次の内容はバランスの取れた履修ができるようになっている。また、本学では適切に

授業科目を履修するためにキャップ制を取り入れ、1 年間に履修登録できる単位数の上限

を 55単位としている。 

学年・学期ごとの履修計画は、学生便覧の授業科目一覧やシラバスを参考にしながら学

生自身が決定するが、担任教員も履修科目や単位数の確認など丁寧な指導を行い、学生に

合った履修ができるように対応している。その過程で学生が進路の変更を考えた場合には、

担任及び各委員会が密接に連携し、学位授与の方針のもと、履修科目の見直しや他の資格

取得について相談にのるなど細やかな支援体制をとっている。 

本学では、必修科目・選択科目とも、教養科目と専門教育科目を設置し、短期大学士の

学位とともに、幼稚園教諭二種免許状と保育士資格が取得できるように編成しているので、

学位授与の方針に対応しているといえる。 

 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

１． 社会生活に必要な教養と保育者としての確かな知識を身に付けること 

２． 豊かな感性と愛の心を育てること 

３． 自分を知り、自らの人生を選び取る意志の力を育てること 

４． 健全な心と丈夫な体を育て、規則正しい生活習慣を身につけること 

５． 保育者としての実践的な技能を身につけること 

 

選択の教養科目では、建学の精神や本学の特性を生かした「徳育倫理」「ボランティア活

動」「日本の文化とこころ」などの科目を開講しており、人として保育者として自らを高め

ていくことが可能である。「『神の愛』をもって教育や活動を行い、社会に貢献できる人材

の育成を目指す」という本学の精神を伝えたいと考えている。 

また、平成 29年度、本学では『国際こども教育学科』に名称を変更し、未来の“グロー

バル市民”を育む“乳幼児教育者”の養成を目標としてスタートさせるため、「教育と文化

Ａ」という科目を「幼児教育と英語活動」として名称変更（平成 27年度）し、学生の注目

を集めている。 

これまで選択の教養科目であった「キャリアデザイン」は、「キャリアデザインⅠ」「キ

ャリアデザインⅡ」として、平成 27年度の１年生から必修科目に位置付け、学生のキャリ

ア志向を高めるため、社会的・職業的自立に向けた指導等の充実を図っている。 

この他に感性を磨く音楽科目では、保育者に必要なピアノは個人レッスンで学ぶことが
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でき、トーンチャイムやその他の楽器演奏、声楽なども幅広く学べるようになっている。 

図画工作（造形）の科目では、平成 27 年度は１年次科目の「幼児造形」、2 年次科目の

「図画工作Ⅱ」「保育内容（造形表現）」が開講されていたが、平成 28年度は造形科目を 1

年次科目の「幼児造形」と 2年次科目の「造形コミュニケーション」に体系化し、各年次

の到達目標を明確化させることとした。 

保健体育科目は、1年次必修の「体育実技」で基礎体力の向上を目指し、2年次では幼児

に向けた内容の「幼児体育」を学ぶように体系付けられている。 

実習は、事前の指導が徹底しており、学生は 1年次の初めから知識を積み重ね、後学期

に 2日間幼稚園での観察実習（平成 27年より）を体験してから、最初の「保育実習Ⅰ（保

育所）」に取り組むようになっている。「教育実習」「保育実習Ⅰ（施設）」「保育実習Ⅱ」も

それぞれ実習指導の授業があり、学生ができるだけの準備をして実習に取り組めるように、

また事後の振り返りも大切にして次に進めるようにと色々改善を試みながら保育実践力の

育成に力を注いでいる。鶴川幼稚園鶴川女子短期大学附属には、多くの学生が実習に行き、鶴

川保育園「どんぐりはうす」では保育ボランティア体験ができるという学生の学びに非常

に良い環境を本学は備えている。また模擬保育室も保育実践の場として授業で有効に活用

されている。平成 27年度「実習指導室」から名称変更した「実習センター」では、実習体

系（期間・時期・実習方法）を見直したり、保育現場体験のある専任教員が一貫性のある

実習指導を行えるようにしたり、資格取得につなげる工夫を重ねている。 

基礎的な能力が不足している学生に向けては、少人数編成の「音楽の基礎」を 5クラス

開講し、楽譜の読み方から指導している。 

このように、一人ひとりに合った選択ができるようになっているので、学習や能力の展

開に期待が持てると思われる。 

科目編成は、各授業科目間の内容的継続性・関連性・体系性等も考え、学習成果が上が

るように改善を試みながら進めている。平成 27年度は授業科目名称の変更及び授業科目改

組・廃止をおこなった。アルファベット表示を改め、分かりやすく親しみやすい科目名と

した。また 2年間で履修する内容を 1年ごとに分け、各年次で目標設定と評価が可能とな

るようにした（2年間で 2単位のものを１年次１単位、2年次 1単位とする）。このように

学ぶ領域の体系化により廃止にした授業科目もある。以下では、平成 26 年度から平成 28

年度のカリキュラム改革の内容を示す。 
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（１）平成 26年度入学生に対応するカリキュラム変更 

 

変更内容 変更理由 

①授業科目名称の変更 理由：端的でわかりやすい表現の科目名に変更する。 

旧名称  新名称 

・保育内容研究Ａの 1（健康） ⇒ 保育内容（健康Ⅰ） 

・保育内容研究Ａの 2（健康） ⇒ 保育内容（健康Ⅱ） 

・保育内容研究Ｂ（人間関係） ⇒ 保育内容（人間関係） 

・保育内容研究Ｃの 1（環境） ⇒  保育内容（環境Ⅰ） 

・保育内容研究Ｃの 2（環境） ⇒ 保育内容（環境Ⅱ） 

・保育内容研究Ｄ（言葉） ⇒ 保育内容（言葉） 

・保育内容研究Ｅ（音楽表現） ⇒ 保育内容（音楽表現） 

・保育内容研究Ｆ（造形表現） ⇒ 保育内容（造形表現） 

・視聴覚教育 ⇒ 保育・教育方法技術論 

・体育Ａ ⇒ 幼児体育 

・生活と科学Ａ ⇒ 生活と科学 

・教育と文化Ａ ⇒ 幼児教育と英語活動 

   
 

②授業科目改組 

（単位修得方法の変更） 

理由：2年間で履修する内容を 1年ごとに目標設定と評価が可能となるよう変更す

る。 

 （2年間で 2単位のものを 1年次 1単位、2年次 1単位） 

・キャリアデザイン ⇒ キャリアデザインⅠ キャリア

デザインⅡ 
 

③授業科目廃止 理由：同じ領域の教養科目を統合する。 

「教育と文化Ｂ」「生活と科学Ｂ」「体育Ｂ」 

 

（２）平成 27年度入学生に対応するカリキュラム変更 

 

【カリキュラム改訂の基本方針】 

 

 入学する学生の多様化（目的、学習意欲など）への対応、及び保育現場等のニーズや社

会的要請に対応できる科目編成とする。アクティブラーニング等を活用しながら、学生に

インパクトのある現実社会とのつながりを感じることができる科目の新設等、学習支援を

さらに充実させることを目的とする。 

①卒業必修科目の改編 理由：幼児教育学科としてのカリキュラム・ポリシーを生かしながら保育の専

門科目の一部を選択科目とすることにより学生の多様化に対応 

・卒業必修単位を 31単位から 24単位とする。 

②科目の整理統合 理由：教職課程、保育士養成課程として定められた単位数に対応（整理統合） 

・幼稚園二種免許状  
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教科に関する科目  8 ⇒ 4単位（必要単位数 4単位） 

教職に関する科目 31 ⇒ 27単位（必要単位数 27単位） 

・保育士資格 保育士養成施設指定基準の教育課程 

教養科目＋必修科目＋選択科目 75 ⇒ 70単位（必要単位数 70単位） 

・専門教育科目の対応 

ⅰ心理学の科目を保育士養成施設指定基準に準じて整理統合する。 

（3科目⇒2科目）    

ⅱ保育現場の実態を踏まえた「幼児理解」の科目を新設する。 

「幼児心理学」と「教育相談」の内容を網羅する。 

 ⅲ保育の多様な表現技術「保育内容（表現）」の科目を新設する。 

（表現領域の強化） 

・「教育行政」の内容は「教育原理」に含めるかたちで統合する。 

③基礎科目授業が必要な

学生への対応 

理由：音楽、国語における基礎力の不足した学生を履修グループとして対応 

  音楽…初心者に対し、少人数編成の「音楽の基礎」を開講する。 

  国語…習熟度別の履修クラス編成を実施する。 

 

【カリキュラム改訂の理由】 

 

教養科目  

①授業科目改組（単位修

得方法の変更） 

理由：英語コミュニケーションⅠとⅡに分割することにより半期ごとの学習成

果を明確にさせる。 

・英語コミュニケーション  

②授業科目名称の変更 理由：科目としての教授内容を端的に表現するための名称変更。 

・音楽ⅡＣ（総合）   ⇒ 音楽の基礎 

③授業科目統合 理由：「自然コミュニケーション」は自然を残す山村をフィールドとして、自

然と人、人と人との関わり方を学び、保育所及び高齢者を対象とした交流（ボ

ランティア）を行っている。「ボランティア活動」の授業に統合して、保育

者養成としてボランティアの幅広い活動を学ぶことを目的とする。 

・自然コミュニケーションとボランティア活動を統合する。 

⇒ボランティア活動 

④科目区分の変更 ・児童文化   専門教育科目 ⇒ 教養科目 

⑤選択から必修に変更 ・キャリアデザインⅠ  選択 ⇒ 必修 

・キャリアデザインⅡ  選択 ⇒ 必修 

専門教育科目  

①科目名称の変更 理由：科目としての教授内容を端的に表現するための名称変更。 

・音楽ⅡＡ      ⇒ 音楽（器楽） 

・音楽ⅡＢ      ⇒ 音楽（声楽） 

・学内実習Ⅰ（保）  ⇒ 保育実習指導Ⅰ（保） 

・学内実習Ⅰ（施）  ⇒ 保育実習指導Ⅰ（施） 
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・学内実習Ⅱ     ⇒ 保育実習指導Ⅱ 

・学内実習Ⅲ     ⇒ 保育実習指導Ⅲ 

・教育課程総論    ⇒ 保育・教育課程総論 

・保育内容（音楽表現）⇒ 音楽表現 

・保育内容（造形表現）⇒ 造形コミュニケーション 

②科目名称変更および 

必修から選択に変更 

理由：科目としての教授内容を端的に表現するための名称変更。 

・音楽Ⅰ    必修 ⇒ 幼児音楽   選択 

・図画工作Ⅰ  必修 ⇒ 幼児造形   選択 

③必修から選択に変更 ・幼児体育   必修 ⇒ 選択 

④授業科目改組 ・発達心理学Ⅰ、発達心理学Ⅱを統合する。 

⇒保育の心理学Ⅰ 

理由：子どもの発達にかかわる心理学の基礎を学ぶ「発達心理学Ⅰ」とその基

礎に基づき各種検査法等を実践的に学ぶ「発達心理学Ⅱ」を統合。あらた

に「保育の心理学Ⅰ」の科目名称として、保育実践者としての発達にかか

わる心理学の知識を、以下の事項を中心に学習する。 

a.子どもを理解する方法として“発達についての心理学”を学び、その内容

を十分理解したうえで、子ども観、保育観について学ぶ。 

b.心理的側面の各領域についての基礎を習得し、それらが具体的な保育実践

とどのように関連するのかを生涯発達の観点から考察する。 

・教育心理学、幼児心理学を統合する。 

    ⇒保育の心理学Ⅱ 

理由：「幼児、児童、生徒の心身の発達、及び学習の過程」の科目として、子

どもの心身の発達や知的発達と学びの仕組みを理解し保育実践に生かす

ための科目である「教育心理学」及び「幼児心理学」の内容を統合する。 

なお「幼児理解の理論及び方法」の科目区分である「幼児心理学」の一

部の教授内容については、「幼児理解」の科目として、子どもたちの発

達のレベルにあった保育とは何か、保育環境をどのように整えていくか、

等の幼児期の発達特性を理解する内容として開設する。 

・保育内容（健康Ⅰ）、保育内容（健康Ⅱ）を統合する。 

     ⇒保育内容（健康） 

理由：分散化した関連科目について教授内容を統一し学習成果の向上を図る。 

・「教育実習」を「教育実習指導」と「教育実習」に分割する。 

理由：科目としての教授内容を端的に表現、評価するための名称変更。 

⑤授業科目新設 ・幼児理解を新設する。  

理由：子どもたちの発達のレベルにあった保育とは何か、保育環境をどのよう

に整えていくか、等の幼児期の発達特性を理解する内容として開設する。 

・保育内容（表現）を新設する。 

理由：幼児の内面の理解、幼児の表現方法の理解により保育・教育現場の実際

を体系的に学ぶ科目として開講する。 
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⑥科目区分の変更 ・保育内容（環境Ⅱ）  教職に関する科目 ⇒ 教科に関する科目 

⑦授業科目廃止 ⇒図画工作Ⅱを廃止する。 

理由：ⅠとⅡの教授内容を整理統合し学習成果の向上を図る。 

⇒教育行政を廃止する。 

理由：「教育原理」の中に教育の制度的内容を取り入れる。 

⇒教育相談を廃止する。 

理由：教育相談の基礎理論は「幼児理解」の中に取り入れる。 

 

（３）平成 28年度入学生に対応するカリキュラム変更 

 

【カリキュラム改訂の内容】 

①科目名称変更および取

得単位変更 

教科に関する科目 

     旧名称      単位数   新名称     単位数 

     保育内容（環境Ⅱ） 1  ⇒ 生活科研究     2  

②科目名称変更 教職に関する科目 

     旧名称      単位数   新名称     単位数 

     保育内容（環境Ⅰ） 1  ⇒ 保育内容（環境）  1 

 

 

『平成 27年度生の授業科目一覧』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【カリキュラム改訂の趣旨】  

「生活」の教科の科目として位置付けている「保育内容（環境Ⅱ）」を、教職の科目であ

る「保育内容（環境Ⅰ）」との区分を明確にさせるため名称変更する。この名称変更に伴い、
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幼小接続のさらなる体系化を目的として、新名称科目「生活科研究」を 2単位の講義科目

として一新させる。このことにより保育内容の指導法としての「保育内容（環境Ⅰ）」は「保

育内容（環境）」として名称変更のみを行う。 

成績評価の基準については学則に明記しており、学生は学生便覧で確認している。平成

28年度より、透明性のある成績評価を通じて、学生の能動的学習活動と教員のきめ細やか

な履修指導を推進し、教育の質の向上を図ることを目的として GPA 制度を本格的に導入

することにしている。試行的には平成 27年度より導入を始めており、卒業時の学業成績優

秀者の表彰及び各種奨学生の選考も行った。今後、一定ポイントに満たない学生に対する

注意及び退学勧告を行うなど個々の学生の学習指導に役立てていく。それに伴い平成 28

年度生より、成績評価をこれまでの A・B・C・D から S・A・B・C・D とし、Ａの幅を

狭めて特に優秀な学生にＳを付けられるようにする。S（100～90点）、A（89～80点）、B

（79～70 点）、C（69～60 点）、D（59 点以下・不合格）である。GPA として計算する場

合には、成績評価 S・A・B・C・D により与えられる数値 GP は 4、3、2、1、0となる。 

シラバスには、科目ごとに目標に相応した成績評価の基準を示している。試験、レポー

ト、提出課題、受講態度、実技発表などの点数配分を明記し、厳格に適用している。この

ことにより、学生が意欲をもって学習成果をあげることにつながっている。 

シラバスは共通の様式と記入方法により、必要な項目のすべてを明示している。教育目

標と関連させた到達目標のほか、15 回（あるいは 30 回）の授業内容、事前学習の内容と

履修条件、成績評価の方法・基準、テキスト、参考書等である。学生は学期ごとにシラバ

スで授業内容を確認している。シラバスは本学のホームページで公開している。 

本学では、印刷教材等による授業（添削等による指導を含む。）、放送授業（添削等によ

る指導を含む。）、面接授業又はメディアを利用して行う授業など通信による教育は行って

いない。 

教育課程編成における教員の配置は、専任教員・非常勤教員共に適切な人員数を確保し、

その科目に対し教員の資格・業績に基づいた適切な配置を行うようにして、きめ細やかな

指導ができる体制を整えている。 

授業内容の改善については、学年ごと学期ごと（科目による）に学生による「授業評価

アンケート」を実施し、教員が改善点を考え授業を振り返る機会を作っている。また、平

成 27年度に教職員による「相互授業参観」を実施した。参観する側と参観される側を体験

し有意義であった。この企画も授業形態や授業内容の改善につながるものと思われる。こ

れは FD 研修の一環として行われ、授業状況を見られる学生にとっては普段の態度とは違

うところも見られたが、教員も授業に対する自身への評価・反省をする良い機会となった。 

教員の高齢化は安定した質の高い指導が受けられる点では良いが、学生との年齢差から

マイナス面も考えられる。本学でも、少しずつ若い空気を取り込む意味で教員の入れ替え

を考えており、実施している。 

教育課程の見直しについてはカリキュラム変更の項でも記述した通り、常に学生の立場

に立ち、学びやすい環境作り、分かりやすい授業内容、意欲的に取り組める実習など、学

習成果を考えて毎年行っている。平成 27年度は科目編成にあたり、科目名称変更、授業科

目改組・廃止などカリキュラムの見直しを行った。その結果、2 年間で履修する単位数の

改善を行い、平成 27年度生より二つの資格取得のための最低取得単位数を 81単位とした
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（4単位減）。今後も学位授与の方針に対応した教育課程の点検・見直しをしっかりと行い、

より質の高い教育ができるようにしたいと考えている。 

 

(b) 課題 

 

①様々な授業でアクティブラーニングが取り入れられるようになり、教員による成果につ

いての発表が行われ、教員の間で話題になるようになった。より良い方向に進んでいる

と思われる。学年末にはラーニングコモンズの場所が移動し、学生が立ち寄りやすい環

境になる。学生が自ら学習に参加し成果を見いだせるよう、環境作りや体制を整えてい

く必要がある。 

②授業への出席率を上げたいと考えている。子どもたちの命を預かる保育者を目指すにあ

たり、どの授業も大切であることを学生に認識してもらう必要があると感じている。 

学生の意識の改善と共に、教員側は魅力ある授業内容とすることも考えていかなければ

ならない。 

③入学者の学力差があることについて、適切な対応を考えていく必要がある。平成 27年度

より、新入生オリエンテーションの際に基礎学力テストを行い、クラス分けをしている。

力がありぐんぐん伸びる可能性がある「ぐんぐんクラス」と、じっくりしっかり取り組

む「じっくりクラス」に分けている。「じっくりクラス」では進度をゆっくりにし、説明

も詳しく丁寧にするなどの対応をしている。基礎学力のための補習的な授業科目として

「音楽の基礎」を用意しているが、この他にも学習成果を上げる方法を検討しなければ

ならない。 

④進路変更をする学生や働く意欲のない学生への対応については検討が必要である。 

課題に対しては、都度教職員による会議等において提案がなされ、検討されている。 

 

[区分 基準Ⅱ-Ａ-3 入学者受入の方針を明確に示している。] 

 

(a) 現状 

 

本学の入学者受け入れの方針は、建学の精神を踏まえ「本学の求める学生像」として「子

どもが好きな人、心も体も健やかな人、コミュニケーションを円滑に行うことができる人、

愛情豊かで人間的な優しさをもっている人」を学生募集要項、ホームページに明示し、オ

ープンキャンパスや入試相談会・説明会において、受験希望者、保護者に対してわかりや

すく説明してきた。 

さらに、中央教育審議会答申「新しい時代にふさわしい高大接続の実現に向けた高等学

校教育、大学教育、大学入学者選抜の一体的改革について」（平成 26年 12 月）に基づき、

入学前の学習成果の把握・評価が行えるよう再構築したアドミッション・ポリシーを学生

募集要項・ホームページに明記している。 

 

アドミッション・ポリシー 

①【知識・理解】 入学後の修学に必要な基礎学力と身体能力を有している 
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   ・家庭での学習習慣が身についている 

   ・高等学校までに履修する国語を中心とした基礎的な教科の内容を理解し、卒業相当

の知識を有している 

・体育・図工・音楽などの実技科目の修学に必要な身体能力を有している 

②【思考・判断】 他者の気持ちや自分の立場・役割を理解できる 

③【技能・表現】 心も体も健やかで、自分の考えを正しい言葉遣いで表現できる 

④【関心・意欲】 子どもが好きで、積極的に子どもと関わることができる 

⑤【 態 度 】 健康的で規則正しい生活習慣が身についている 

本学は保育者養成校であり、将来幼稚園教諭や保育士としての職責を果たすためには、

国語をはじめとする多様な分野、すなわち体育、図工、音楽等の実技科目の基本的技能と

その理解が求められる。また、保育現場は子どもだけでなく保護者や地域の人々、さらに

同僚の保育者等、多様な人々とのコミュニケーションを図りながら信頼関係を築いていか

なければならないことから、他者の気持ちを理解する態度や自分の考えを正確に伝える表

現力が求められる。そして、子どもの成長を願うとともに「子どもが好き」という思いが

必要なのは言うまでもない。このように、本学の入学者受け入れの方針は、将来幼稚園教

諭や保育士として職責を果たすことができる資質をもっていることを意味している。 

このようにして考えられた上記の入学者受け入れ方針を踏まえ、受験生が入試区分に応

じて提出するエントリーシート・志望理由書・調査書等及び入学試験時にすべての受験生

に課している面接・面談や紙の切り抜き作業を通して、入学前の学習成果の把握と入学後

に必要な基礎学力と身体能力が身についているかを審査している。多様な個性を持った学

生を受け入れるため、入学者選抜の方法は AO 入試、特待奨学生 AO 入試、社会人・留学

生特別入試、推薦入試（指定校・公募）、一般入試と多岐にわたっているが、それぞれの入

試で入学者受け入れ方針と対応させながら評価を行っている。 

 

(b) 課題 

 

近年、保育に関心はあるが、対人関係を構築することが苦手な学生や自己肯定感を持て

ない学生の入学が増加傾向にあり、入学後に意欲をなくしたり授業についていけなくなっ

たりする場合が見受けられる。このことを防ぐため、入学希望者が入学者受け入れの方針

や 2年後の学習成果獲得のための具体的な学習の流れを十分に理解できるよう、オープン

キャンパスにおける説明内容、方法等を常に改善していく必要がある。さらに、入学後の

学生の学力と意欲は多様であることから、入学後により効果的な学習支援体制を確立する

ことが求められる。そのためには、入学前の学習成果の把握や評価を厳格に行うことに加

え、授業方法を工夫・改善するなどの対策が急務である。また、入学者に対して、カリキ

ュラム・ポリシーおよびディプロマ・ポリシーとの連続性を視野に入れた説明も必要であ

る。 

さらに、この入学者受け入れの方針が社会のニーズや変化に対応しているか、本学が求

める学習成果に適した入学者受け入れの方針になっているかを継続して点検しなければな

らない。それに加え、三つのポリシーに一貫性があるかを点検するよう努める必要がある。 
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[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。] 

 

(a) 現状 

 

学習成果の査定は、成績評価や資格取得といった最終結果だけではなく、学習態度形成

など多方面からのアプローチをしている。 

①成績評価 

シラバスには、学習の概要および到達目標となる具体的な学習成果を明記しており、そ

れは、学生にとって到達可能な内容となっている。半期、または 1年という期間で成果が

得られるように設定されたもので、建学の精神に基づいている。さらにカリキュラム・ポ

リシーに基づいたものとして実習に関する事前・事後学習をはじめ、保育や幼児教育の現

場で活用できる知識を踏まえた講義・演習を行っている。したがって実際的な価値のある

学習成果の設定ができていると考えている。学習成果は、筆記試験や実技試験、レポート

などにより数値的に測定が可能で A～D の評価をして通知している。 

②資格取得率 

平成 26年度生（平成 28年 3月卒業）は幼稚園教諭二種免許状 70％、保育士資格 58％で

ある。入学してくる学生の 9割以上は保育者を目指しているが、学習を進めていく中で保

育者への希望が明確でなくなる学生は例年１割程度存在している。授業や実習指導をより

柔軟にして、学生一人ひとりに合わせた指導をしていくことが必要である。 

③外部テストによるアセスメント 

平成 27年度において、外部テストである旺文社教育測定テストセンターの「基礎学力テ

スト（コミュニケーション力）」（以下、コミュニケーション力テスト）を、1年時（平成

26年 12月）と 2年時（平成 27年 10月）の 2回実施し、縦断的比較による学習成果の査

定を試みた。その結果、2年時には 1年時と比べコミュニケーション力テストのすべての

下位能力が向上したことが示された（下図参照）。その中でも有意に向上した下位能力は、

情報伝達力、傾聴力、人間関係構築力、問題解決力であることが明らかになり、在学中に

これらの能力が獲得できることが示唆された。 

このような全体と 

しての分析とは別に、 

学生一人ひとりに対 

して結果のフィード 

バックを行い、学生 

自身が達成できたこ 

とや今後の課題など 

を確認し、学習成果 

の自己認識を深めら 

れるように指導している。 
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④学習態度の形成に関するアセスメント 

学生は、授業の中で自分が何を学び得たのかを振り返ると共に、今後どのような学習が

必要なのかを自分で考えるために履修カルテを作成している。何をどのように学んだか分

かるよう具体的な項目で、自己評価による測定ができる。また、平成 25年度からは全学生

に対し、前学期の成績が出た時点の 9月に、「学修に関するアンケート」を実施し、シラバ

スにある到達目標や学習成果を確認するようにしている。その結果、到達目標を履修前に

確認し理解した学生は 1年生で 62％、2年生で 52％であったが、実際の授業に積極的に関

わり、その内容が理解できたと考えた学生は、1、2年生とも 70～80％の数値を示した。た

だ前学期の成績が出た時点でのこのアンケートでは、思ったような良い成績評価が得られ

なかったのか、学習成果としての満足度は 1年生で 57％、2年生では 62％と落ちてしまっ

ている。多分に心情的な面があるかもしれない。この段階（一定の期間学習が終了した時

点）での自らの進路希望と資格取得見込みが連動しているかの問いでは、2 年生が約 7割、

１年生が約９割の学生が連動しているとの回答である。 

⑤アクティブラーニング評価尺度 

平成 27 年度の「保育の心理学Ⅱ」において、アクティブラーニングを取り入れた授業

（学生参加型、共同学習中心の授業）を行い、その学習成果の査定を試みた。アクティブ

ラーニングが重視される背景には、社会の急速な進展や情報社会化等により、これまで必

要とされてきた能力（基礎学力や知識量、知的操作の速度、協調性、同質性等）だけでは

不十分であり、生きる力や意欲、創造性、能動性、ネットワーク形成力、交渉力など幅広

い能力が求められるようになってきた。これらの能力は、従来の知識伝達型・暗記型の教

育では達成できないことから、アクティブラーニングによる教育が求められるようになっ

た経緯がある 。したがって、アクティブラーニングの学習成果の査定においても、「知識

の定着・確認」を目的とした従来の定期試験や授業評価だけでは不十分であり、「知識の活

用」を目的とした学習成果の測定が必要である。しかし、現在、アクティブラーニング授

業は多くの教育機関で試みられるようになったものの、その学習成果を査定する「知識の

活用」を目的とした測定尺度は今のところ存在していない。したがって、まずアクティブ

ラーニング授業における学習成果を測る尺度（「アクティブラーニング評価尺度」）を作成

した（下表参照）。この尺度を用いて査定を試みた結果、すべての因子（学ぶ意欲・主体性、

授業の楽しさ、授業の充実感）において高得点が得られた（下図参照）。以上のことから、

現代社会で必要とされる能力（生きる力や意欲、創造性、能動性、ネットワーク形成力、

交渉力など）は、アクティブラーニング授業によって習得できる可能性が示唆された。た

だ、本結果は「保育の心理学Ⅱ」の授業データのみから導き出されたものであるため、本

学のその他のアクティブラーニング授業においても同様の結果が得られるかどうか、今後

検証していきたい。 
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 (b) 課題 

 

学生の学習に対する態度形成は、十分な学習成果を獲得するために必要なレベルに達し

ているとは言えない。資格取得率の向上は実習や学生支援などを含め、全学的な課題とし

て取り組んでいる。ポートフォリオの作成も急がれる。しかし、アクティブラーニング評

価尺度の試行などを通して、方策は見えつつある。 

 

[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。]   

 

(a) 現状 

 

卒業 1 年後の卒業生に対して、アンケート調査を継続的に実施している。平成 28 年 2

月に実施した 25年度生の「卒業生アンケート」の結果は「キャリアデザイン」の授業など

で活用し、社会や保育現場で何が求められているか、在学中に習得すべき事柄はどのよう

なものかを学生に具体的に示している。 

卒業生の進路先からは「就職先アンケート」を毎年 8月に実施している。 

 

「就職先アンケート」平成 27年 8月実施  

27年卒業生（平成 25年度生）の評価 （4段階 良くできている、まあできている、あ

まりよくできていない、ほとんどできていない）中、上位 2段階の比率 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27年 8月に実施した 25年度生に対する評価は、24年度生より平均して 10％下がっ

ている。特に「職員間の人間関係」は 22％、「指導計画の立案と実行」は 32％下がってい

る。また採用する際に重視する点については、就職先は「熱意」「協調性」「責任感」「素直

さ」のある人材を求めており、今後なお一層人間としての成熟度を高め、社会人として貢

献できるよう指導を強化していきたいと考えている。結果は「キャリアデザイン」の授業

において紹介し、学生の就職準備に役立てている。身につけてほしい能力、保育者として

必要な資質、短期大学への要望などを踏まえて授業の改善に役立てている。保育者として

の資質向上に関しては、実習指導に役立てている。これらのアンケート項目の結果は、常

に学習成果の点検に結び付け、日々の学習に生かしている。 

 

 

 

 良くできている、まあよくできている 

27年（25年度生）％ 26年（24年度生）％ 

子どもとの関わり 81 92 

保護者との関わり 67 71 

職員間の人間関係 73 95 

指導計画の立案と実行 38 70 

意欲的な態度で勤務 76 92 
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(b) 課題 

 

卒業生の就職先からの評価は真摯に受け止めている。それを学習成果に結びつけるため

の取り組みを継続して行う必要を痛感している。特に「保護者との関わり」や「職員間の

人間関係」の数値は、コミュニケーション能力の低下を示していると捉えられるので、今

後の大きな課題として認識している。25年度生からコミュニケーション能力に関する外部

テストを 1・2年生とも実施して数値の変化を追っているが、1年生から 2 年生に上がると

数値はよい方向に上昇している。今後も日常の生活指導、「キャリアデザイン」の授業等、

日々の学生生活において指導と支援が欠かせないと考えている。 

また「指導計画の立案と実行」の数値が大きく下がっているのも見過ごせない。「教育実

習指導」「保育実習指導」「保育・教職実践演習（幼）」など実習関係の授業だけでなく、「保

育内容」の授業において、計画立案力と実行力の育成に努める。 

学習能力の向上につながるよう、教育課程の見直しと指導法の改善を何よりも必要とし

ている。 

 

 テーマ 基準Ⅱ-Ａ 教育課程の改善計画 

 

学生が幼稚園教諭二種免許状と保育士資格を取得し、社会にとって有為な保育者として

活躍できるよう、大学として教育課程の編成にしっかりと取り組んでいかなくてはならな

い。絶えずカリキュラムを見直す体制作りと授業を充実させることが必要である。短期大

学企画本部やカリキュラム委員会が、社会の動向も考え合わせながら、教育課程の編成の

見直し・改善に取り組んでいる。大別すると、カリキュラム上の改善・工夫、授業方式の

改善、施設・設備の充実に伴う学習環境の整備となり、改善に必要な 10項目を以下に示し

て、その改善策を述べる。 

① 学力に応じたクラス編成 

社会人入試制度の導入やその他の入試の改革を経て、学生の能力に幅が出て来ているこ

とが明らかになっている。学習成果を高めるため、入学前の学生の基礎学力到達度を把握

する必要があることから、平成 27年度より、新入生オリエンテーションの際に簡単な基礎

学力テストを実施している。クラスはテストの結果により、基礎学力があり、ぐんぐん伸

びる可能性がある「ぐんぐんクラス」と、じっくりしっかり取り組む「じっくりクラス」

に分けられている。教員はそれぞれのクラスに向けた授業準備をし、内容（説明の仕方な

ども）や進度を考えながら授業をしているので、学生は分かりやすい授業を受けることが

でき、全体的に学習成果は上がって来ていると思われる。 

平成 27年度生の 1年次のホームルームクラスは、指導教員による細やかな指導が受けら

れるように、約 20名という少人数で 8クラス編成とした。この学年の学生が大学生活に慣

れた 2年次には、約 40名のホームルームクラスとなり、担任教員や各委員会が密接に連携

して学習支援・生活支援・進路支援をおこなっていくことになる。 

平成 28年度生も改善をしながらこの形をとっていく。 

② 実習カリキュラムの見直し 

平成 27年度生より、1年次の夏季休暇期間中にボランティア活動を、また 1年次後学期
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には鶴川幼稚園鶴川女子短期大学附属において 2日間の観察実習を課した。ボランティア活動

は学生の社会経験を豊かにするものである。観察実習は日常生活において乳幼児と関わる

機会が少ない学生に対して、2月の保育所実習に向けての不安を解消するとともに、保育

現場での実践的な学びの機会を提供することが目的である。 

また、教育実習の期間を 4週間から 3週間へと変更した。これは短期大学であるための

過密な授業時間割の解消を図るとともに、長期間実習に対する学生の精神的な負担の軽減

を意図したものである。 

ボランティア活動はそもそも自発的に行うことに意義があることから、大学からの課題

として全員必修にすることにも問題があったため、今後は学生の自発的な活動としてのボ

ランティア活動を積極的に支援していけるような方法にしたいと考えている。 

観察実習の実施方法についてはいくつかの問題点が見られた。一つには、観察実習をク

ラス単位で行ったことにより、2クラス合同で行う履修クラスの半分の学生が抜けること

から、進度が異なり授業がやりにくいという声が多く聞かれた。また、学生たちはたった

2日間の実習にも関わらず、教員の予想以上に自信をつけてしまい、2月の保育所実習に向

けて謙虚な学びの姿勢が鈍ってしまった学生が見られたということもあった。 

そこで、鶴川幼稚園鶴川女子短期大学附属に、平成 28年度からは履修クラス全員が一度に

行けるようにすることと、名称を「観察実習」ではなく「事前研修」として 1日間の実施

にすることとした。 

教育実習の期間の縮小については、実際の実施が平成 28年度になるため、その状況を鑑

みながら、実習全体の時期の見直しとともに検討していく余地があると考えている。 

③「キャリアデザイン」の授業の必修化 

平成 27年度生より「キャリアデザイン」の授業を必修とした。学生のキャリア志向を高

めるため、社会的・職業的自立に向けた指導を充実させて、社会が求める保育者像、人間

像により近づけていきたいと考えている。 

平成 28年度の授業内容には新たな企画が加わり、学生自身が自分を知り、どのように生

きるかを考える機会が多くなる。 

第１回は、胎内記憶研究の第一人者である池川明先生より、キャリアを考える上で、ま

ずは自分が生まれて来たことと家族の愛に感謝する気持ちになることを目的に講演を聞く。

第 2回は、相模湖研修（1年生）の中で、“自己探求＆実現力アップ研修”として、「自分

は何をしたいのか、大学で 2年間何を学ぶのか、目的意識を明確にさせよう」という二階

堂あき子先生による研修が行われる。 

このような企画のほか、学生と就職先の意識のずれを解消するために、幼稚園、保育所

の先生方を招いて、少人数グループで「採用する側から見た就職活動」について話を聞く

機会もある。 

④再試験有料化と補講原則廃止の措置 

試験の結果合格点（60 点）に満たない学生に対して、再試験のチャンスを与えているが、

再試験があることで心に油断が生じる学生もいる。このため平成 27年度より再試験（追試

験）を有料化した。このことにより、学生の試験に対する取り組みが少し変わって来たよ

うに思われる。学生には、有料であるからではなく、試験対策に早めに取りかかるよう指

導をしていきたい。 
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欠席多数の学生に対する補講も平成 27年度より行わないことに決めた。どの授業も大切

であると認識させ、軽い気持ちで欠席することのないよう指導していきたいと考えている。 

⑤授業内容と連動させた学習態度形成  

学生の望ましい受講態度の形成には、自主的学びを期待し、教員は近年提唱されている

アクティブラーニングを取り入れ、魅力ある授業への改善を試みている。教員によるアク

ティブラーニングについての発表の機会もあり、互いに情報を共有しあっている。 

本学は平成 25年度、26年度の 2年間連続して文部科学省「平成 25年・26 年 私立大学

等教育研究活性化設備整備事業補助金」を受け、アクティブラーニングのための教室を設

定した。3月にはラーニングコモンズも学生が立寄りやすい場所に移り、自主的な学習が

しやすくなる。この他にも様々な工夫がなされ、学内は良い環境になりつつある。 

学生の受講態度については、平成 27年 12月に教職員による「相互授業参観」を実施し、

学生の実態をとらえることができた。教職員は参観する側、教員は参観される側を体験し、

有意義であった。 

また、学生による「授業評価アンケート」も参考に授業内容改善に努めていきたいと考

えている。 

⑥鶴川保育園「どんぐりはうす」と模擬保育室の有効利用 

鶴川保育園「どんぐりはうす」には、少しずつ乳幼児が増えており、学生もボランティ

アで保育に参加している。定員が 6名であるのに対し 2名の入園であるので、地域の方や

夏休み中の免許状更新講習時の一時保育希望者を募り、最大で 5名の保育を行う。保育士

は有資格者 2名で、更に朝の時間帯はパートの保育士が加わる。庭で遊ぶ子どもたちの姿

に学生は優しい笑顔を見せ、保育者養成の大学としては、授業では得られない効果がある。 

模擬保育室では、「音楽表現」の授業で弾き歌いを行い、保育者になった時を想定して授業

が行われている。鶴川幼稚園鶴川女子短期大学附属とともにこのような施設があることは、学

生にとって幸せな環境である。今後も有効に活用していきたい。 

⑦資格取得の目標設定支援 

保育者になりたい、幼児教育を学びたいという意志をもって本学に入学した学生には、

何としても資格を取得して卒業してほしいと考えているが、学生の中には、実習に行く前

に諦める者、実習に行ってみて諦める者がいる。また、学生の能力に幅があることから、

幼稚園教諭二種免許状と保育士資格の両方の資格を取得するには能力的に困難があると見

なされる学生も出てくる。大学としては、一人でも多くの学生が資格取得に挑戦してほし

いと願っている。1年次の初めから勉強に集中し、学習成果を上げられるよう支援してい

きたい。個人面談を早めに行い多くの学生が資格取得に向けて努力できるよう働きかけて

いく。 

⑧教員の配置 

平成 27年度に引き続き、平成 28年度も専任教員・非常勤教員共に資格・業績に基づい

た適切な配置を行うようにして、きめ細やかな指導ができる体制を整えていく。 

⑨可視化システム 

平成 28年度 9月より稼働予定の学習状況可視化システムは、建学の精神である「愛の教

育」に基づき、「愛をもって幼児を育成する教育者の養成、社会でも家庭でも自分らしく生

きられる女性の育成」を実現するため、これまで本学で実施してきた履修指導体制をより
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発展させ、様々なタイプの学生に対してきめ細かく対応できる体制を作ることを目的とし

ている。学生が自らの学びを計画的に組み立てるとともに、学習サポートにおける教職員

の連携を充実させ、カリキュラムに基づく一人ひとりに合わせた履修指導体制を実現する

ことを目指し、次の観点から取り組みを進める。 

・学生一人ひとりの学びの状況を視覚的に把握しやすくし、学生が目標を立て定期的に振

り返る仕組みを作る。 

・学生の履修状況や出欠状況を活用し、サポートの必要な学生を早期に発見できるように

する。 

・担任・学生担当職員を中心に、教職員がチームとして学習支援にあたる体制整備を図る。 

平成 27年度には、次の 4つに取り組み、概ね達成することが出来た。 

・「学習状況可視化システムサーバ」の整備 

・整備した仕組みを有効に運用するため、「教職員が連携した履修指導体制」を設計 

・設計した履修指導体制を教職員全体へ浸透を図る 

・出欠データの活用のための「タブレット PC」を整備するなどである。 

⑩国際化に対応する学科名変更および内部コース制の設置 

本学は平成 29年度より、『幼児教育学科』の名称を『国際こども教育学科』に変更する

こととなった。専攻科『国際こども教育専攻』ができ、未来の“グローバル市民”を育む

“乳幼児教育者”の養成を目標としてスタートする。このための科目編成については検討

中である。 

留学生のための入試も行い、平成 28年度にはスリランカとメキシコの学生が加わり、国

際的な交流が期待できる。 

 

以上のような改善計画を教職員全体のものとして考えている。 

 

〈提出資料〉 

(1) 学生便覧 

(2) キャンパスガイド [平成 27年度] 

(4) ウェブサイト（情報公開） 

(7) 授業科目担当者一覧 

(8) 時間割表 

(9) シラバス 

(10)学生募集要項 [平成 27年度] 

 

〈備付資料〉 

(4) 単位認定の状況表「成績一覧」 

(5) 実践力確認シート 

(6) 学生授業評価（履修カルテ） 

(7) 学修に関するアンケートの分析結果 

(9) GPA 等成績分布 

(11)アクティブラーニング評価尺度 
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(12)「コミュニケーション力テスト」と「一般職業適性検査」のデータを基にした学生

の特徴と課題 

(13)音楽研究発表 

 

 

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。] 

(a) 現状 

 

教員は学位授与の方針に従い、学習成果が達成できるよう責任を持って職務を遂行して

いる。学習成果は厳格な成績評価基準に則って評価され、履修指導から単位の修得、出席

状況の確認に至るまで、担任を中心に、教員は学習成果の達成と卒業に向けた支援を行っ

ている。欠席日数の多い学生については教科担当教員からクラス担任に速やかに連絡がい

くようになっている。成績評価についても学期ごとに一覧表で把握できるようになってい

る。学生の教職課程履修カルテはファイル形式で教務事務室に保管されており、どの教員

も各学生の学習状況を知ることができる。学生による授業評価アンケートは学期ごとに行

われ教員はその結果を分析し、学習成果を上げるためにフィードバックして常に改善努力

を行っている。教員による感想、反省、改善策はまとめて教務事務室に保管してあり、教

員は誰でも見ることができるようになっている。 

同系列の教科では、しばしば情報を交換し意思の疎通を図っている。特に保育の内容に

関わる教科では、実習に活用できるよう他教科と授業内容の調整を図っている。専任教員

と非常勤教員は、年に 2回（12月と 3月）講師連絡会を開催し、情報の共有と授業内容の

調整のための機会を持っている。また、教員は FD 研修会や各種研究会、学会への参加を

積極的に行い、紀要や学会誌等への執筆により自己啓発に努め、授業の充実と学生の学習

成果につなげている。 

FD 活動として、教員は研修会において学び得たことを授業や教育方法の改善に役立てて

いる。特にキャリアデザインの授業、実習指導関連の授業、ボランティア活動等、複数の

教員で担当している教科においては、教育内容・授業方法について綿密な話し合いを行い、

学習成果が上がるように工夫している。 

教員は、学生の成績評価や授業評価アンケート、面談を通して教育目的・目標の達成状

況を把握できる。また少人数クラスの担任制なので、学生と教員とは意思の疎通があり、

教員は率直な感想や意見を学生から聞くことができる。したがって、学生は成績の状況や

欠席状況、履修や資格取得を含め卒業に至るまで細やかな指導を受けることができる。 

入学から卒業に至るまでの間、事務職員は学習成果の達成に向けて支援している。成績

評価は教務課において集中管理され、教務委員会において教員とともに教育目的・目標に

沿った学習成果が上げられているか確認されている。教務課職員は、個々の学生の資格取

得の状況および出席状況・単位取得状況など卒業に関する状況をすべて把握しており、学

生と教員の要請に応じていつでも資料提供と説明・指導ができる体制にある。教務課職員
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は実習成果に関しては実習センター職員と、授業料や諸費用納入に関しては会計担当事務

職員と、就職書類に関しては学生支援室職員と緊密で素早い連携がとれており、全事務職

員をあげて学習成果の達成に責任を果たしていると言える。 

実習センターでは実習全般についての指導、学生支援室では就職支援や奨学金などの経

済的支援、保健に関する支援などを行っている。就職に関しては、幼稚園・保育所・施設

への就職の個別面談・個別指導を行い、その他の就職を希望する学生のためにはハローワ

－クと連携して指導を行っている。その他、介護職員初任者研修などの資格取得支援の紹

介を行っている。経済的支援では、日本学生支援機構奨学金制度を利用する学生に対して

の案内や手続き、保険に関する支援を行っている。 

その他に短期大学独自の奨学金、東京都の保育士修学資金貸付事業、民間の奨学金制度

の紹介を行っている。また、学生支援の一環としてカウンセリングルームへの橋渡しをし

ている。 

本学の FD・SD 委員会の規程により、職員は資質の向上をめざし、講演や日本私立短期

大学協会などの研修会に参加し、それを他の職員に発表することで周知を図り、学生支援

を行う能力と意識の向上、充実に努めている。 

学習成果の獲得に向けての施設設備及び技術的資源に関しては、主に図書館やコンピュ

ータ関係の教職員が任に当たっている。図書館の専門事務職員は 2名おり、「図書館運用規

程」に規定されている開館時間内は常駐する体制を整えている。毎年度、新入生に対して

図書館ガイダンスを行うとともに、文献検索の指導は常時対応している。 

図書館では授業や実習で利用される幼児教育関連の資料を中心に、学習支援の場として

資料の充実を図っている。また情報検索のためのパソコンや CD 視聴機も整備し、学習支

援のための環境づくりに努力している。利用教育については、入学時クラスごとに 90分

の図書館ガイダンスを実施し、利用方法の説明と資料検索について指導を受ける。その他、

図書館内で授業を行う際に要望があれば、資料紹介や情報検索の方法等の指導を行うなど、

担当教員との連携をはかり学生の学習成果の向上を目指している。 

一例をあげれば、「保育内容（言葉）」の授業での読み聞かせのための絵本検索など、授

業における図書館利用は活発である。また、実習前には、通常期間より 5冊多く貸し出す

など実習準備の支援を柔軟に行っている。図書館専門事務職員（司書）と教員は連携して、

学生が主体的に文献を探すことができる能力の向上に取り組んでいる。 

学内においてパソコン機器は、専任教員の研究室に 1人につき 1台支給され、授業の準

備や学務における様々な資料の作成に役立てられている。非常勤教員は、講師室に設置さ

れたパソコンを利用することができる。また、事務職員にも一人一台ずつ支給されている。

学生が授業において使用するパソコンについては、パソコン教室に 48台のデスクトップ

型パソコン、アクティブラーニング教室に 48台のノート型パソコンが設置されている。

さらに、ラーニングコモンズには 11台のデスクトップ型とノート型パソコンが設置され

ている。 

パソコン教室内には有線 LAN が付設されている。さらに、アクティブラーニング教室

には無線 LAN が整備されているほか、学内の数か所にアクセスポイントを設置し、各教

室でインターネット回線の利用が可能となっている。この他にも学生支援室に学生が自由

に利用できるパソコンを設置しており、実習先の検索や就職活動の際にも利用されている。



 

鶴川女子短期大学 

 

61 

                      

LAN でつながってはいないが、このほかにもラウンジや学生自習室に学生が利用可能なパ

ソコンがある。 

学生の教育や支援、学務において、平素からコンピュータを利用できる環境を整えると

ともに、システムの向上へむけての改善を検討している。 

「幼児教育と情報機器演習」の授業では、ワープロソフトを用いた園便りの作成や、表

計算ソフトを用いた園児の在籍管理について学習している。「幼児教育と情報機器演習」の

担当教員は情報コミュニケーション教育研究会が主催する研究会に適宜参加し、専門性の

スキルアップを図り、学生の学習向上や学生支援のための指導力を高めている。 

 

(b) 課題 

 

パソコン教室のデスクトップ型パソコンについては動画編集するには、若干メモリが不

足しているのであるが、アクティブラーニング教室のノート型パソコンは機種が新しいた

め、旧型の性能不足を補えている。パソコン教室のメモリも更新する必要があると考えら

れる。また、インターネット回線の拡張も課題である。 

主としてスマートフォンを中心とする情報機器端末使用のマナーや情報モラル、セキュ

リティについて、「幼児教育と情報機器演習」の授業を通して教育しているが、全般的な使

用者意識の向上が十分とは言えず、さらなる情報教育が必要かと思われる。利便性と安全

性、モラルの向上を実現したうえで教育を深める手段としての情報機器利用が求められる。 

コンピュータを利用しての履修登録や学習成果の把握はこれまではシステマティック

に行われてきたとは言えない。平成 27年度は、タブレットを 55台購入し、学生自身が自

らの学習成果を把握でき、履修登録が可能となるためのシステム構築に向けて動き出した

ところである。 

 

[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。] 

(a) 現状 

 

① 履修指導 

入学後すぐに教務オリエンテーションがあり、学生便覧、シラバスを用いて、カリキュ

ラム構成、各科目の授業概要および単位取得までの流れを説明している。1年次はほとん

どが必修科目であるが、卒業や免許・資格に関する科目であることを意識させることによ

って動機づけを行っている。さらにホームルームでクラス担任が再度説明し、履修届の記

入方法についても個別指導を行うなど、全学生が確実に理解できるように努めている。こ

の教務オリエンテーションは年に複数回実施し、試験の受け方などその時期において学生

に周知徹底させなければならない事項の説明や学習の動機づけを行っている。 

2年次の年度初めには、1年次の成績をもとにそれぞれの進路と資格取得に合わせた教務

オリエンテーションを実施し、卒業までの学習の取り組み方や免許・資格取得に必要な科

目に履修ミスがないよう、特に選択科目の履修方法や再履修科目のための手続きについて

説明をしている。さらに、引き続き行われるホームルーム、クラス担任による個別指導に
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よって、履修科目の確認をするとともに、学習成果が上がるようにきめ細かい指導をして

いる。 

② 学力不足への対応 

学習支援のための印刷物としては、学生便覧及びシラバス（ウェブシラバス＜

https://www.tsurukawatandai.ac.jp/about_us/syllabus.html＞を含む）を毎年発行して全

学生に配付し、教務オリエンテーションや各授業内で活用している。 

 基礎学力が不足する学生にはオフィスアワーの活用を勧め、学習成果が日々積み上げら

れていくような体制をとっている。さらに、平成 27年度入学生からは入学前に国語・数学・

英語・音楽の基礎学力調査を行った。その結果によって履修クラスの編成を行い、授業の

進度に柔軟性を持たせるような工夫をしている。 

③ オフィスアワーの活用 

補習授業という位置づけでの組織的な学習支援は行っていないが、１年次前期に「音楽

の基礎」という科目を開講し、音楽に苦手意識を持つ学生に対して、楽譜の読み方という

基礎的な内容から指導している。 
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基礎学力が不足し再履修となった科目の一部は、特別に時間割を組み、再履修者だけの

授業を行っている。この他、オフィスアワーを活用しての各教員による個別の補習は、随

時行われている。 

本学ではクラス担任制をとっており、クラス担任が履修科目の指導をはじめ、授業への

出席状況が芳しくない等、学習上の悩みを抱えている学生に対して、いつでも指導、助言

ができるようにしている。出席状況については、ある一定の水準を満たしていない場合、

保護者に書面で通知をすることにより、家庭と連携して指導するようにしている。 

④ 学生へのカウンセリング 

平成 20年度より、学生生活カウンセリング委員会を設置していたが、平成 27年度は学

生委員会の中にカウンセリング担当を置き、学生支援室とスクールカウンセラー（非常勤

教員）が、学習や生活上の課題及び精神的な不適応を抱えている学生に対し、定期的に対

応できる体制をとっている。平成 26年度から専任教員一人ひとりに大学より携帯電話を貸

与している。学生及び日中は連絡が取りにくい保護者に電話連絡の上、家庭と大学が連携

して学生支援を行うねらいは大きな効果を挙げている。  

⑤ 体験発表 

学習の進度の早い学生や優秀な学生に対しては、発表の機会を与えるという方法で能力

に応じた支援をしている。例えば「幼児音楽」「音楽ⅡA（器楽）」「音楽ⅡB（声楽）」では、

文化祭において「音楽研究発表」を行い、ピアノ独奏・連弾、合唱や管弦楽の伴奏、トー

ンチャイムの演奏の機会を与えている。また、「実習指導」の授業においても、優秀な学生

に実習の体験談を発表する機会を与えている。これは発表する学生にとっても、それを聞

く学生にとっても、良い刺激となっている。さらに各教科では、与えられた課題以上のこ

とをこなした場合に評価をし、さらなる意欲につながるよう工夫している。 

⑥ 単位取得へのサポート 

本学ではスキルアップのための資格取得の勧奨をしており、「パソコン検定」や「保育英

検」「TOEIC」の合格者には、授業単位の認定などの取り組みを行っている。さらに、「パ

ソコン検定」「保育英検」「TOEIC」に関しては、受験者の申請により、受験料補助を行っ

ており、積極的な受験を支援している。 

 本学では通信制による教育を行っていない。 

また留学生の派遣については現在のところは行っていないが、将来に向けて検討中であ

る。留学生特別入試はおこなっており、平成 28年度には留学生 1名が入学することになっ

た。 

 

(b) 課題 

 

入学後に保育への興味関心が薄れて、進路変更を希望する学生が少数ながらいることか

ら、入学時の意欲を持続し向上を図る工夫が求められる。これは、教務オリエンテーショ

ンによる動機付けだけでは不十分である。 

 シラバスは配付されているものの、効果的に活用されているとは言い難い。各学期初め

に確認はしているが、さらに授業で活用する機会を増やし、授業内容や進度をその都度確

認できるよう、学生に周知徹底していく必要がある。 
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 入学してくる学生の多様化に伴い、基礎学力のばらつきと学習意欲の差が目立つように

なっている。どの学生にとっても、学ぶ面白さややりがいが感じられ、知識・理解が深ま

り、実践力が高まるような授業の工夫がより求められている。また、平成 27年度入学生よ

り習熟度別で履修クラスを編成しているが、その後の経過及び成果の見直しが必要である。 

学習支援を必要とする学生に対する指導は各教員の個別指導に委ねられている。該当学

生を早期に把握し、リメディアル教育の視点に立った組織的な支援プログラムの構築が望

まれる。また、出席時数が少ない学生には生活習慣や家族関係に何らかの問題が隠れてい

る場合が少なくない。こうした学生への支援を効果的に行うには、関係する教員が学生情

報を共有し、連携していく必要がある。  

 

[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。]  

(a) 現状 

 学生の生活支援は教職員が一体となって行っているが、組織としては学生委員会が担っ

ている。以下の表は学生支援室における学生委員会の業務内容である 

学生委員会       2年担当の教員 3名、1年担当の教員 1名と職員 2名で構成 

 

就職支援 （有資格の教職員を配備し、担任と連携しつつ、学生の適性を考えた就職相談・

職業紹介を行っている。ハローワークのジョブサポーターの協力も得ている） 

 

学生会      （企画・運営のサポートをしている） 

               学校生活・行事（学生生活の諸問題について、教職員が相談に応

じている。文化祭等の行事のサポートをしてい

る） 

               各種アンケート（就職先アンケート・卒業生アンケート・就職指

導アンケート等を実施・集計し、次年度の学生支

援の参考としている） 

     学生生活支援    保健業務   （健康診断を４月に行う。結果を保管し、学生の健

康面のサポートをしている） 

               保険業務   （学生教育研究災害傷害保険の事務処理） 

               その他    （部活動のサポートをしている） 

 

      奨学金     （日本学生支援機構、その他の奨学金の募集、選考、推薦をしている） 

 

     カウンセリング （学生予約の窓口、カウンセラーとの連絡調整をしている） 

 

    ボランティア募集など （保育士、幼稚園教諭を目指す学生に適したアルバイト、ボラン

ティアについての掲示をしている） 

    学生研修    （各学年における年１回の学外研修の企画・運営をしている） 
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学生委員会は、内容により委員会以外の教員とも連携を取っている。 

週 1回、定期的に学生委員会を開き、学生の日常についての情報を共有し、短期大学が

定めた学生生活基準を基に学生支援の具体的な方法を検討している。委員会には事務局長

も陪席し、学内環境や行事等について、円滑に運営・実施ができるよう対応している。学

生支援の活動は、学生会のバックアップ、奨学金申請手続きと利用状況の確認、医療健康

面の管理、学内環境整備、ボランティアの窓口等多岐にわたり、学生生活全般をサポート

している。こうした組織的な支援活動により、学生は安心して落ち着いた学生生活を送る

事ができ、学習成果を上げることにもつながっている。 

平成 27年度より、学生研修、カウンセリング、奨学生の各委員会任務を学生委員会に統

合し、学生の日常に関わる内容がより充実することになった。 

 

学生生活支援 

 

学生会役員・クラス委員・文化祭委員・美化委員・アルバム委員の活動の支援を必要に

応じて行っている。毎年 4月には「学生会総会」を学生会役員が中心となって実施し、続

けて「新入生歓迎会」「1・2年生交流会」を行っている。 

10月には「文化祭」を実施している。文化祭は、学生会主体の主要な行事であり、学生

と教職員が協力して行っている。毎年、学習成果の発表（音楽・幼児造形・国語・保育内

容「言葉」「環境」・体育）やクラス単位・グループ単位の発表があり、日頃の活動の成果

を披露している。また、外部からアーテストを呼び、会場は一層盛り上がりを見せている。

飲食の部門では、学生会主催のうどん販売、ボランティア活動の一環である東日本大震災

復興支援の物産販売がある。さらに、数年前から業者による出店も加わり、会場は活況を

呈している。文化祭のクラス発表は仲間づくりと学生生活の貴重な思い出となっており、

大学全体が一つになって盛り上がる。学生の家族には文化祭の案内をし、日頃の学生生活、

短期大学の様子を見てもらう有効な機会となっている。 

クラブ活動は、「折り紙クラブ」「社会人サークル」「ヨガサークル」が活動している。ク

ラブ活動には原則として教職員の顧問が就くことになっており、活動方針や内容によって

学生会から年間 1万円までの活動費の援助がある。 

キャンパス・アメニティについては、学生から食堂の要望はあるが、学生数が少ないこ

と、夏季・冬季・春季の休業期間の他、教育実習・保育実習期間（計 6週間）は学生数が

半減すること、また、お弁当持参の学生も多いため、採算が取れず開設していない。 

対応措置として、学生の利便性を考慮して委託業者による売店を営業している。時間は

8:30 から 14:00 までである。おにぎり、弁当、パン、レトルト食品の他、飲料、菓子類、

文房具、生理用品を販売している。短期大学の行事の関係で営業時間の延長もある。委託

業者には学生の要望を伝え、商品の種類や数を適宜増やしてもらっている。他に飲料用の

自動販売機を設置している。値段については市価よりやや安価である。 

食事場所は、マリアホール、ステラホール、グリーンフロア、サニーテラス、5 号館 3

階の 2 教室となっており、電子レンジ、給湯ポットを設置している。この他ステラホール

脇のコミュニケーションルームにコピー機を設置している。 

宿舎が必要な学生へも支援をしており、短期大学から徒歩 10分のところに、学校法人明
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泉学園収益事業部の管理する一般賃貸住宅（フェリシア三輪）がある。室内には、エアコ

ン、電子ピアノが設置してある。入学時、地方出身者で宿舎を希望する学生に低額の賃貸

料で紹介し、経済面・学業面で学生の支援をしている。管理は学校法人明泉学園であるが、

短期大学の学生支援室との連絡は密であり、学生の相談に応じ、保護者とも連携して学生

生活全般にわたって支援している。 

学生の通学については、駅から短期大学までの通学には、学生の交通安全をはかるため、

公共機関（バス）の利用を奨励している。バスは小田急線・鶴川駅より鶴川女子短期大学

前・緑山住宅（けやき通り）までの 2系統と田園都市線・市が尾駅からの路線バスがある。

各路線とも一般市民の利用もあるため、バス乗車のマナーについて、学生会役員と教職員

が協力して指導しており、大きな成果が見られた。 

自転車での通学も可能であり、50台以上駐車可能な自転車置き場を設けている。学生支

援室の管理の下で自転車利用は許可制である。ミニバイク、自家用車の利用については、

原則として許可はしないが、勉学と家事・育児等の両立をしている学生には、特例で許可

をしている。 

 

奨学金への支援 

 

鶴川女子短期大学には、学生への経済的支援の一つとして奨学金制度がある。学外奨学

金である日本学生支援機構の奨学金制度（貸与）と学内奨学金として鶴川女子短期大学奨

学金（給付）、鶴川女子短期大学鶴友会奨学金（給付）を設けている。いずれも学業・人物

ともに優秀な学生であるが経済的理由により就学が困難である者に対し、奨学金を貸与・

給付している。 

 

① 日本学生支援機構の奨学金制度 

日本学生支援機構の奨学金への応募は、高等学校在籍時に予約採用している学生が

年々多くなってきている。奨学金希望者の選考方法は、日本学生支援機構の推薦・選考

方針に則り、教員が面接を行った上で、支援機構へ申請している。また、学生支援室で

は採用学生が「生活費シミュレーション表」を作成することで、生活費や授業料の計画

的な支出について考えさせる機会を設けている。選考の時点から返還についての認識を

高め、将来できるだけ負担のかからないよう、貸与種類や貸与額を設定する指導を行っ

ている。 

 

【平成 27年度日本学生支援機構の奨学金貸与者数について】 

 第一種奨学金 第二種奨学金 

1 年生 2年生 1年生 2 年生 

予約採用 5名（併用 3） 10名（併用 2） 22名（併用 3) 33名（併用 2） 

在学採用 6名（併用 2） 6名（併用 4） 19名（併用 2） 8名（併用 4） 
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② 鶴川女子短期大学の奨学金制度 

本学の学生で、人格的に優れ向学心の旺盛な者、または、学習意欲が高いにも関わら

ず経済的に困窮している学生に対し、以下の 5種類の給付制の奨学金を設けている。 

 種 類 給 付 額 給付人数 

① アンナ奨学金 29万円 (鶴川女子短期大学の入学金全額に相当)  若干名 

② カタリナ奨学金 10万円  (鶴川女子短期大学の１年生もしくは 2年生

の授業料の６分の 1に相当) 

若干名 

③ クララ奨学金 20万円 (鶴川女子短期大学の１年生もしくは 2年生

の授業料の 3分の 1に相当) 

若干名 

④ マルタ奨学金 30万円 (鶴川女子短期大学の１年生もしくは 2年生

の授業料の半期分 に相当) 

若干名 

⑤ マリア奨学金 60万円 （鶴川女子短期大学の１年生もしくは 2年生

の授業料の全期分に相当) 

若干名 

【平成 27年度の利用状況】 

①  アンナ奨学金 16名   ② カタリナ奨学金 15名 

  ③ クララ奨学金 4名    ④ マルタ奨学金   11名 

⑤   マリア奨学金 2名 

 

③ 鶴川女子短期大学の鶴友会奨学金制度 

    種類 給付額 給付人数 

① ニコデモ奨学金 30万円   授業料の半額相当分を給付。   若干名 

② ヤコブ奨学金 20万円   授業料の 3分の 1相当分を給付。 〃 

③ アンデレ奨学金 15万円   授業料の 4分の 1相当分を給付。 〃 

④ 特別奨学金 10万円   授業料の 6分の 1相当分を給付。 〃 

【平成 27年度の利用状況】 

① ニコデモ奨学金 30万円  0名  

② ヤコブ奨学金  20万円  0名  

③ アンデレ奨学金 15万円  0名 

④ 特別奨学金    10万円  1名  

 

なお社会人特別入試による入学者 16名には入学金 29万円の免除措置を行った。 

短期大学の奨学金は、1年生の後学期末と 1・2年生の前学期末に希望者を募り、いずれ

の奨学金も担任所見をもとに複数の教員が面接を行い、選考委員会を経て決定する。 

 

心身の健康支援 

 

学生の健康管理は学生支援室にて行っている。1 号館 2 階に静養室を設置しており、体

調不良の場合に使用することができる。また、年に一度（4 月）健康診断を実施し、学生

の健康管理をしている。学生支援室の利用時間について、平日は 9時から 18時（土曜日は

9時から 14時まで）である。学生の健康上の悩みや相談については、学生支援室の教職員

が中心となり、各担任と連携しながら細かな支援をしている。 
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メンタルヘルスケアについては、いつでも気軽にクラス担任に相談できる体制をとって

いる。また、専門のカウンセラー１名が週に 1 日来校し、事前予約をした上でカウンセリ

ングを受けられるようになっている。カウンセリング室は人目を気にせず来談できるよう

に配慮され、きめ細やかな対応を行っている。 

 

本学のカウンセリング体制の特色は以下の通りである。 

・悩みを持つ学生、カウンセリングを希望する学生が直接カウンセラーに連絡できる。 

・学生がカウンセラーと連絡が取れない場合は、教職員がカウンセラーと連絡をとり、

日程、時間等はカウンセラーが学生に直接連絡している。 

・カウンセリングの相談受け付け表をパソコンで管理し、カウンセラーと学生支援室が

共有して日程を調整し、学生に示している。 

・学生支援室の教職員は、実習センターをはじめ、各担任と連携し、学生の悩みや困っ

ていることの早期発見に努めている。 

・個人情報保護を基本としながら、その上で、カウンセラーと学生支援室担当教員が定

期的に学生の個々の問題についてカンファレンスを実施し、必要に応じて保護者や医

療機関・福祉行政窓口と連携して問題解決を図るようにしている。 

カウンセリング件数は学科会・教務委員会にて報告しているが、公表はしていない。 

1・2 年生とも 4、5 月に、担任が学生との個人面談を行い、様々な相談にのるとともに

学生生活に関係する意見や要望については、学生委員会に報告がなされ、必要に応じた対

応がとれるよう努めている。本学は担任制をとっているので、学生は担任教員と親密な相

談ができ、要望も汲み取りやすい体制になっている。1 年生担任と 2 年生担任との引き継

ぎ会も毎年 3月に行っている。    

留学生の支援体制については、本学は平成 27年度実施の入試で留学生を受け入れ、学習

（日本語能力）および経済的な支援についての体制を整えている。 

障がい者の受け入れに関しては、１階に障がい者用トイレを設置し、多目的に使用可能

である。 

社会人について、平成 27年度生は社会人特別入試によって 16名を受け入れた。社会人

学生の学習意欲を促す取り組みとして、習熟度別クラス授業を設けている。社会人学生は

保育者になることを切望しており、同じ考えを持つ学生が社会人サークルを作り、互いに

悩みや相談など発言の場において意見の交換を行っている。クラブ活動としての「社会人

サークル」では、学習上・生活上の悩み相談や情報交換が行われ、教職員が活動を支援し

ている。社会人特別入試での合格者には、入学金の免除を行い、社会人学生が短期大学生

活全般および学習に取り組みやすいよう経済的にも支援を行っている。 

このほか、長期履修生の受け入れは行っていない。 

   

ボランティア活動支援 

 

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）に対しては積極的に評

価している。                   

近年の阪神・淡路大震災、東日本大震災等を契機に、ボランティア活動に対する関心が
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高まり、被災地をはじめ、大きな困難を抱えた人々への支援の輪が広がっている。本学に

おける東日本大震災被災地の宮城県気仙沼市大島への被災地支援ボランティア活動は、平

成 26年度で 4年目を迎えた。 

被災地支援ボランティア活動を始めるにあたっては、平成 20年度以来の大学の地域交流

活動が大きな基礎となっている。地域交流先は、鶴川幼稚園鶴川女子短期大学附属をはじめ、

近隣の保育園、幼稚園、小学校、児童福祉施設、老人福祉施設などである。社会的参画の

意義づけと地域貢献を推進するために、平成 24年度からは、「ボランティア活動」を授業

とすることにした。授業における学生の自主的な活動のなかで、保育関係だけでなく、多

方面のボランティア活動を行った。 

さらに平成 27年度には、1年生の「実習指導」の一環として町田市社会福祉協議会のボ

ランティァセンターの指導と協力をいただき、全学生がボランティア活動の実践を試みた。 

学生がボランティア活動をするにあたっては、学生支援室、実習センターの教職員が一

体となって事前指導を行い、学生のボランティア精神が発揮できるよう支援をしている。 

 

【ボランティア活動の種類と内容】 

1．鶴川幼稚園鶴川女子短期大学附属ボランティア    

2．学外ボランティア      

3．被災地支援ボランティア   

4．科目「ボランティア活動」でのボランティア 

 

1．鶴川幼稚園鶴川女子短期大学附属ボランティア活動 

原則として鶴川幼稚園の 2学期開始の 9月～11月毎週土曜日 9：00～12：00に保育見学

をし、保育活動の補助をする。その他、入園説明会、運動会の手伝い等である。道具の出

し入れ等準備段階の仕事も手伝ったため、それまでの保護者の仕事が軽減され、保護者に

は、子どもと一緒にいられる時間が増えたと好評であった。 

また、鶴川幼稚園の夕涼み会は、園児相手のボランティアとして活動している。平成 25

年度以降は園が直接募集し、指導をしている。 

2．学外ボランティア活動 

 ボランティア活動の場所は、保育所、幼稚園、児童福祉施設、老人福祉施設などである。 

保育所や幼稚園では、遠足やキャンプ、夏祭り、運動会など各種行事での保育補助を行

い、近隣小学校の授業中の生徒補助や宿題・余暇活動の相手をするなどの実績がある。こ

れらのボランティア募集は学生支援室あてに平成 25年度 33件、26年度 39件、27年度 45

件あり、それぞれ、5名、0名、0名が参加した。また、教員 1名引率のもとに 4名の学生

が相模原・座間両市教育委員会後援の「子ども文化フェスティバル」に参加し、子どもた

ちと触れ合う活動をした実績もある。 

3．被災地支援ボランティア活動 

東日本大震災直後の平成 23年から、毎年引き続き宮城県気仙沼市大島で被災地支援を行

っている。教員 3名引率のもと、平成 23年度は 3名、24年度 9名、25年度 6名、26年度

6 名の学生が参加した。いずれも、保育園〈2 ヶ所〉、仮設住宅〈1 か所〉を訪問し、保育

園では園児と一緒に遊び、仮設住宅では小物づくりをしながら交流を図った。平成 27年度
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は活動形態の変更、経済的支援面から直接被災地支援は行わなかったが、都内や横浜市内

で例年どおり数名の学生が被災地の物産販売を手伝った。イベント会場で丸一日、ワカメ

などの販売に協力した。文化祭でも物産コーナーを設け来場者に販売し売上金は被災地に

寄付している。 

4．科目「ボランティア活動」 

平成 23 年度に「ボランティア活動」を授業として単位化する方針を打ち出し、24 年度

から実施した。地域の老人福祉施設「デイサービス」を訪問し、トーンチャイムの演奏や

紙芝居、絵本読み、ペープサート、パネルシアター、エプロンシアターなど、幼稚園実習

で習得した技能を披露して交流を図った。課題解決型学習とも言えるこのボランティアに

おいては、学生がデイサービスの利用者に何を望んでいるかを聞き取り、自分自身が何を

すべきか自ら考え行動する取り組みが行われた。また、授業では個人でボランティア先を

開拓して、実践する課題も指示している。個人でボランティアをした場合、いつ、どこで、

どのような活動をしたか、報告書と感想文を書いてもらい、発表し振り返りを行っている。 

 また、「自然コミュニケーション」の授業では、山梨県小菅村で老人福祉施設や保育園を

訪問し、同様の交流活動を行っている。「自然コミュニケーション」は、平成 27 年度から

「ボランティア活動」授業の一環として実施されている。 

 

 これらの活動は、社会に有為な保育者の育成を主眼としている。学生は専門的知識・理

解、汎用的技能、態度・志向性、総合的な学習経験と創造的思考力の修得と併せ、より広

く地域社会との連携や地域への貢献を学ぶ必要がある。そのため地域活動、地域貢献、ボ

ランティア活動は貴重な社会経験であると考え、大学として活動を推奨している。 

 また、実際に保育所、幼稚園などでボランティア活動をすることは、学生の自ら考えて

行動する力を養う機会として、保育者になるための成長を支えているものと捉えている。

これからも、活動をさらに充実させ、学生が社会で触れ合う実体験の場を増やしたいと考

えている。充実したボランティア活動ができることは、本学の建学の精神である「愛の教

育」が確実に根付いている結果であると捉えている。また、率先して行動する姿勢を見る

と、学生が自ら考えて行動し、社会とのかかわりの中で成長している活動として評価する

ことができる。 

 

学生研修 

 

 平成 27年度の学生研修は、1年生・2年生とも本学園の宿泊施設「相模湖セミナーハウ

ス」を使用して行った。 

1年生は仲間づくりとこれからの学習に向けて、意欲と態度を形成する自己啓発の場とす

る。目的は、 

①食やモノづくりを通して「和のこころ」を学ぼう 

②クラスの友の輪をつくろう、であった。 

研修の特徴は、日本の伝統に触れられる体験が、3つのコースに分かれ行った。 

（１）伝統工芸「紙漉き体験」ユネスコ無形文化遺産登録 細川紙の魅力を体験した。 

   細川紙とは・・・ 
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紀州（現和歌山県）高野山麓の細川村の細川奉書の技術が、江戸時代にこの地に

伝わったといわれています。以降、大消費地の江戸で有名になりました。これが

細川紙です。特に強靭な紙で、商家大福帳や襖の下張などに使われました。 

（２）川越ロマンまち歩き体験（小江戸川越） 

   ―菓子屋横丁― 

    明治初期、養寿院の門前町として栄えたこの地で、鈴木藤左衛門が江戸っ子好み

の菓子を作ったのが菓子屋横丁の始まりとされています。昭和初期には 70 店以

上の菓子屋が軒を連ねていたといわれるほど賑わいをみせていました。石畳の通

りには、駄菓子が店先を賑わし、ハッカ飴や焼き団子の懐かしい香りが漂ってい

ます。 

（３）藤野芸術の家でものづくり 

   1）ガラス・木工・陶芸のうちやってみたいものを事前に決めておく。 

    2）3つのコーナーに分かれて制作をする。  

 ①サンドブラスト 

     ガラス製品にシールやビニールテープでデザインを作り、砂をあてて模様をつ

ける。コップ、お皿他。 

②木工クラフト 

     木片とボンドを使って組み立てる。 

③陶芸（手びねり） 

     カップや茶碗、湯のみなどを作る。 

〈1年生のスケジュール〉 

 
9：10（短期大学発）→ 国立府中 IC → 嵐山小川 IC → 11：45（二葉着） --- 昼食 忠七めし --- 

           （中央高速・圏央道・関越道） 

 

12：45（二葉発）→ 13：00（埼玉伝統工芸会館着）--- 体験 --- 15：00（埼玉伝統工芸会館発）→ 

 

 

嵐山小川 IC → 川越 IC → 15：50（川越着）--- 小江戸川越散策 --- 17：30（ささ川着）--- 

（関越道） 

 

夕食 小江戸会席いも三昧 --- 19：00（ささ川発）--- → 川島 IC → 上野原 IC → 20：10 

（圏央道・中央高速）  （セミナーハウス着） 

【2日目】 

                                          

9：00（セミナーハウス発）→ 9：15（藤野芸術の家着）--- 体験 --- 12：00（藤野芸術の家発）→  

 

 

相模湖 IC → 国立府中 IC → 13：15（京王プラザホテル多摩着）--- 昼食 レストラン〈樹林〉バイキング 

   （中央高速）  石川 PA休憩                                

 

--- 15：00（ホテル発）→ 15：45（短期大学着） 

 

2年生は、就職時期となるため研修内容は、 

① キャリアデザイン「履歴書の完成と担任面接」 

② クラスの友人、教員との親睦をはかる、を目的とした。 
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（中央高速・圏央道） 

（中央高速） 

（中央高速） 

 

就職に向けて大切な時期となっており、自分自身を知る良い機会であった。 

 
 
〈2年生のスケジュール〉 
 
【1日目】 

8：15（集合）   8：30（短期大学発）    国立府中 IC      談合坂 SA（休憩）     河口湖 IC 

 

11：00（富士急ハイランド着）昼食（ミール券）   17：30夕食     ホテルハイランドリゾート 

 

19：00（ホテル発）    河口湖 IC    上野原 IC     19：45（セミナーハウス着） 

 

【2日目】 

8：40 キャリアデザイン 

12：00（セミナーハウス発）   上野原 IC    狭山日高 IC    13：00サイボクハム（昼食）（バーベキュー） 

 

14：30発     石川 PA（休憩）     国立府中 IC     16：1５（短期大学着）  

 

 

友人・教員との親睦を図るため、1日目は富士急ハイランドでフリーパス券を使用し行

動する。夕食はホテルハイランドリゾートでディナーブッフェ、2日目はバーベキューで

友人とのコミュニケーションを大切にする経験をした。 

 

(b) 課題 

 

今後の課題として、将来幼児教育を担うことになる学生の日ごろの行動を大切に考え、

専門職を目指す意識を高めたい。日常の規則正しい生活習慣、特に挨拶、笑顔、身だしな

み、言葉の使い方について、一層力を入れて指導していきたい。現在は挨拶や日常のマナ

ー、ゴミの分別などについて廊下や掲示板で呼びかけ、授業で注意喚起している。さらに

教職員、各部門との連携を強め、より強固に学生支援に繋げることが課題である。また、

学生による地域貢献を促す指導、教育も課題である。 

 ボランティアやアルバイトなどで社会と接点を持っている学生も多いが、短期大学生と

しては自主性、社会性の面で学習成果は十分とは言えない。自主的に行動できるような支

援を心がけたい。 

  

[区分 基準Ⅱ-Ｂ-4 進路支援を行っている。] 

 

(a) 現状 

 

 必修科目として位置付けているキャリデザインは、「キャリアデザインⅠ」（1年次）、「キ

ャリアデザインⅡ」（2 年次）を開講している。授業内容は、「就職活動に必要なマナーに

（中央高速・圏央道） 
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ついての講義」や、「自分を正しく表現する力を身に付けるための模擬面接」、「主体的なキ

ャリア選択を促す外部講師による講演」、「10年後理想の自分になるために今すべきことを

考える演習」など、多彩なプログラムで構成している。 

就職支援は学生支援室が担当し、職員 2名が常駐して学生の就職相談に応じている。ま

た 2年生の担任を含めた 4名の専任教員が、相互に情報交換をしながら個々の学生の支援

に当たり、職員と協力して活動している。 

学生支援室では、職員が就職先と連絡をとり収集した資料を掲示しファイル化している。

ファイルは職種別 50音順にまとめ、過去の資料やパンフレットなどのより詳しい情報と一

緒に綴っている。また、求人票・受験報告書をはじめ、各種の就職資料があり、開室時間

中は自由に閲覧することができる。 

 

平成 27年度 求人件数 

 業種 求人件数 

26年度 27年度 

教
育
・
保
育
関
係 

公立幼稚園 2 3 

幼稚園 337 395 

公立保育所 44 56 

私立保育所 793 1198 

認定こども園 14 31 

小計 1190 1683 

福
祉
施
設
関
係 

 

乳児院・児童養護 14 25 

知的障害児福祉施設 20 38 

児童館・学童保育 0 3 

小計 34 66 

一
般
企
業 

介護施設 33 36 

その他、企業 92 103 

小計 125 139 

 

平成 26 年度は保育園 800、幼稚園 344、企業 92 件、平成 27 年度は保育園 1,212、幼稚

園 415、企業 103 件の求人が寄せられた。地方出身者で地元での就職を希望する学生に対

しては、応募についての注意点などを説明し、自治体独自の保育計画や過去の試験内容、

受験日時の確認など、漏れのないように支援している。 

学生は 2年進級時に就職登録票を提出し、就職相談の際には就職相談記録に記入してい

る。これらは学生支援室に保管して教職員による就職指導に役立てている。園研究、園見

学（就職を考えている幼稚園、保育園の研究や見学）の前後指導は主に職員が担当し、履

歴書作成、面接練習は主に教員が担当している。園の保育・教育方針の確認や目指す保育

者像の明確化は、担任による個人面談形式の就職指導の段階で行われる。 

 平成 23年度より厚生労働省管轄の「新卒ハローワーク（八王子）」よりジョブサポータ

ーを月 2回派遣してもらい、一般企業就職希望者に対し就職相談を実施している。学生は
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学生支援室が用意した就活資料や情報を参考にし、学生自身もパソコンを活用しながら就

職活動を活発に行っている。 

 資格取得に対する支援は実習センターが主に行っているが、学生支援室ではどの資格が

取得できるか、どの資格で就職するかに応じて、個別にきめ細かく対応している。 

公立保育士希望者には公立保育士受験対策勉強会を行っている。対策として少人数指導

により、情報提供、筆記試験の教養・専門科目の勉強方法、小論文指導、面接指導をして

いる。自治体研究についても、それぞれの志望自治体の「子育て事業計画」の解説指導を

通じ、志望動機や自己 PR の整理など細かな対応を行っている。 

平成 22年度から、介護職に興味のある学生が介護ヘルパーとして就職している。医療関

係機関の協力があり、平成 27年度は東京都が実施している介護職員初任者研修を 5名が終

え、正規職員として 2名が活躍している。その後も公的機関が実施している初任者研修の

受講を勧め、介護職を希望している学生を支援している。 

その他、認知症サポーター養成講座、自治体消防署による救命技能認定、英語検定、保

育英語検定、パソコン検定等資格取得を勧めている。 

 学生が卒業する 3月中旬に「就職指導アンケート」を実施している。その結果は冊子に

まとめ学生の就職指導に役立てている。その他、毎年卒業生には「卒業生アンケート」、就

職先には「就職先に対するアンケート」を実施しており、就職指導アンケートと合わせて

内容を分析・検討し、学生の就職支援に役立てている。また、学生の実習巡回時に、卒業

生が就職している園でのその後の様子を聞き、学生委員会で情報を共有している。 

  

【平成 25年度～27年度の就職状況】 

 

施設名 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 

25年度 26年度 27年度 

保育園 33 30% 36 33％ 54 40％ 

こども園 1 1% 1 1％ 1 1％ 

幼稚園 26 23% 24 22％ 17 12％ 

福祉施設 2 2% 7 6％ 7 5％ 

介護施設 6 5% 6 5％ 2 2％ 

一般企業 3 3% 3 3％ 14 10％ 

公立保育士 3 3% 2 2％ 1 1％ 

進学 4 4% 4 4％ 5 4％ 

アルバイト・その他 2 2% 6 5％ 15 11％ 

就職活動中 4 4% 3 3％ 3 2％ 

進路未定 24 22% 10 9％ 11 8％ 

留年・科目履修 3 3% 4 4％ 6 4％ 

計 111 100% 110 100％ 136 100％ 
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平成 27 年度には進学する学生は 2 名であった。オーストラリアの TAFE 大学と東海大

学である。学生支援室には、大学編入ファイル、専攻科ファイルを用意しており、進学先

の情報を得ることができる。指定校推薦をもらった大学については、キャリアデザインの

授業または掲示で学生に周知している。指定校推薦を希望する学生が所定の条件を満たせ

ば、学生委員会の教員が面接をして学内選考で決定する。進学を希望する学生に対して、

担任教員は面接、助言、小論文作成指導、面接の練習をおこない支援している。 

 

(b)  課題 

 

本学は幼児教育学科単科の大学であり、ほとんどの学生は幼稚園教諭二種免許状、保育

士資格取得を目指して入学している。短期大学の役割として、確実に資格を取得し、就職

につなげることが責務である。少子化に伴う全入時代を迎えた今日、中には自分の進む道

をはっきり自覚しないまま入学してくる学生もいる。学力の低下も懸念される部分である。

多様な学生の一人ひとりにしっかりと向き合い、学生自身の生きる力を支援していくこと

が課題である。 

幼稚園、保育所、施設等の実習体験をする中で進路を決めていく学生が多い。本学の実

習は保育所Ⅰ→（1年次 2月）、幼稚園→（2年次 5・6月）、施設→（2年次 8月～10月）、

保育所Ⅱ→（2 年次 12 月）の順に実施しており、実習の最終が 12 月となっている。実習

準備と就職活動が重なる学生もおり、学生の負担感が目立つ。就職活動は採用側の都合も

あり、採用時期の変更は期待できないことから、実習期間、実習時期を再検討する必要が

あり、今後の課題である。 

 

[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。] 

 

(a) 現状 

 

保育士不足の状況に反応してか社会人の応募が増えている。一方で経済的困難者の増加

も見過ごすことはできない。そうした世間の需要に応え、より多く社会に貢献できるよう

入学者受け入れの門戸を広げることとした。 

入学者受け入れの方針は、入試委員会のもとに作成した学生募集要項に掲載しているほ

かホームページでも明記している。またオープンキャンパスにおいても教員・職員ともに

対応し、受験生に説明している。特待生 AO 入試や AO 入試 A 方式・B 方式など入試方法

は多様であるが、それぞれの説明とともに受験の問い合わせや質問にだれでもが明確に答

えられるようにしている。 

入学予定者には入学前教育を実施しており、保育者として必要な知識・技能の習得がス

ムーズになされるよう配慮している。また入学前の新入生オリエンテーションでは、建学

の精神やカリキュラム・ポリシーにも触れ、学習意欲を高め、生活面でも充実した短期大

学生活を送ることができるよう情報を提供し意識づけを行っている。保護者に向けても、

入学式当日に保護者説明会をおこない、「学習について」、「実習について」等、学生生活に

関しての注意事項などを伝えている。 
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入学者受け入れ方針は、本学 Web サイトの大学案内のページにも、教育理念、建学の精

神とともに学授与の方針、教育課程・実施の方針とあわせて、3 つのポリシーとして掲載

している。入学者受け入方針には、入学までに習得しておいてほしいことを含めている。 

受験の問い合わせに対しては、入試広報室が窓口となり、年間を通して資料請求・学校

見学・個別相談に応じている。また、ホームページや学校情報誌に対して、受験の情報や

オープンキャンパスのスケジュールなどを定期的に案内している。 

入学試験については、入試広報室が窓口となる。受験時の交通手段や当日の提出書類の

対応、検定料の振込方法などを適切に案内している。 

事務体制は以下のように整備している。 

 

平成 27年に改訂された平成 28年度生入試の募集は以下の通りである。 

 

【入学試験の種類と選考方法】 

区分  募集人員 選考方法 

A0入試  A方式（併願可） 

     B方式（専願） 

65名 面談 書類審査 

社会人・留学生特別入試（専願） 20名 面接 書類審査 

特待奨学生 AO入試（専願） 15名 小論文 面談 自己アピール 書類審査 

推薦入試 指定校推薦（専願） 

     公募推薦（併願可） 

20名 

10名 

作文 面接 書類審査 

一般入試（併願可） 20名 作文 面接 書類審査 

同窓生・在学生家族奨学生入試   

  

① 広報の体制 

入試広報室が受験希望者など、学外への情報発信の窓口となっている。入試の多様化に

よる高等学校への情報提供を密に行い、指定校をはじめとした地域の高等学校とのパイプ

を強化している。入試委員会の教員との連携を強化し、スムーズな受験の流れを作ってい

る。 

② 入試事務の体制 

入試広報室の職員が、入試委員会の教員と連絡を取りながら入試事務にあたっている。

受験生の入試事務受付、受験希望者の面接日予約等の受付、入学願書等の受付、及び試験

場管理・試験監督、合否通知の発送、及び入学許可通知など入学手続き事務が主な内容で

ある。 

本学では、多様かつ公正な入試制度を設定している。入試区分・入試日程・選抜方法等

は入試委員会において審議し、教授会を経て決定している。入試選抜については公正かつ

正確を期すために、面談・面接では二人の教員が担当し、入試判定に関しては、教員によ

って編成された入試選考委員会で判定会議を行い、厳正に実施している。入試の事務は入

試広報室職員が厳密に行っている。平成 28年度生の入試区分は、AO 入試（A 方式・B 方

式）、特待奨学生 AO 入試、社会人・留学生特別入試、推薦入試、一般入試の 5 区分であ
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る。さらに同窓生や在学生の家族に対する奨学生入試を加えた。AO 入試は、A 方式のほ

か B 方式があり、オープンキャンパス参加時に受験生の疑問点などを教員と話し合う“AO

入試相談”を実施する。この方式により受験生は本学に対する理解をさらに深めることが

可能となる。 

高校生を対象に、短期大学生の一日を体験できる WCV（ウィークデー・キャンパス・

ビジット）を開催している。入学手続者、入学希望者には特に参加を薦めている。短期大

学生と共に授業を受け、どのような授業を行っているかを体験するものである。 

入学時の書類の提出や調査事項および新学期の予定表、学生生活に必要な情報は、事前

にプリント、冊子として配付している。 

入学前教育として事前学習を課している。内容は漢字ドリルの学習とピアノレッスンで

ある。 

  漢字ドリルは入学後の教務オリエンテーション時または入学式当日に提出させ授業の

参考としている。ピアノレッスン（2月・3月に 2回）は音楽担当教員による個人指導であ

り、入学後の練習方法などアドバイスを与えている。新入生のピアノに対する不安を取り

除き、4月からの授業への心構えができる。28年度新入生 144名のうち、その時点での参

加希望者は 139名で、一人 2回ずつ実施し、参加率は 78.4％であった。 

この他、学生生活についての情報は、入試広報室、学生支援室でも提供しているが、新

入生オリエンテーション等で丁寧に行っている。 

③ 新入生オリエンテーション（2月） 

 クラス編成のための基礎学力テストを行い、短期大学生として安心して学生生活が送れ

るよう学習、生活面でのアドバイスを行う。 

④ 保護者説明会（入学式当日） 

 建学の精神や教育方針をきちんと説明し、さらに「学習について」、「実習について」、「学

生生活に関して」の注意事項を伝えて、学生と情報を共有している。 

⑤ 教務オリエンテーション（入学後） 

入学直後に教務委員会教職員によるオリエンテーションを実施している。内容は、学生

便覧に基づき、a.カリキュラム説明、b.「単位」の概念説明、c.履修届の記入方法の指導と

なっている。さらに授業への出席と日常の勉学の重要性を強調している。また、詳細につ

いてはクラス単位で担任が指導・説明を行っている。 

⑥ 学生委員会オリエンテーション 

学校生活全般の注意事項、健康管理、防犯（町田警察署による講習会）、奨学金について

説明している。また、学生会役員による「学生会総会」、それに続く「新入生歓迎会」では、

2 年生が手遊びでなど「保育者へのいざない」を、またプロの音楽家による音楽会を開催

し、本学の学生として一体感を持って新しいスタートを切れるよう配慮している。 

 

(b) 課題 

 

本学では入学者受け入れ方針を明確に示している。したがって受験生は周知の上で入学

を希望している。受け入れ方針に沿って入学前教育として課題を課しているが、その内容

をより良いものに改善していくことが課題である。また平成 26年度から、入学予定者に対
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し、クラス分けのための基礎学力テストを実施しているが、その結果社会人学生との学力

差が明確になったため、クラスを習熟度別にすることにした。その検証結果から平成 28

年度も能力別クラス編成を行うが、学習成果と学生の満足度、資格取得状況など引き続き

注意深く検証することが課題である。 

 子育て中の社会人入学者に対するピアノ事前学習は、時間帯など対応を考える必要があ

る。 

 

 テーマ 基準Ⅱ-Ｂ 学生支援の改善計画   

 

① 学生支援について 

平成 27年度は専任・非常勤講師連絡会を 2回行うほか、教職員による相互授業参観、

FD・SD 研修会においてアクティブラーニング授業の報告会を行うなど、情報の共有、連

携をとってきた。平成 28年度も引き続き行いたい。 

② 学習状況の把握について 

 履修カルテなどの学生のポートフォリオは科目により複数存在するため、平成 28年度

はそれぞれの内容を精査し、学生が総合的に PDCA サイクルを実行できるよう整理してい

く予定である。 

そのための対策として、学生一人ひとりの「ポートフォリオ」を活用した自己学習力の

向上を検討している。教職員と学生が学習成果についての認識を共有し、キャリア支援・

人生設計へとつながるプランを作成することが課題である。具体的には、学生たちは教職

員の助けを得ながら自己実現の目標を設定し（Plan）、その目標を達成するための授業・

それ以外の活動プロセスや成果を「ポートフォリオ」に記録（Do）、集積した記録をもと

に目標への達成度を評価し（Check）、次の改善を図る活動計画を作成・実行する（Action）。

これにより、学生が能動的な学習スタイル・生活スタイルを身に付けるとともに、キャリ

ア形成・就職に反映させられるよう支援していきたい。 

 また、学生の能動的な学びの支援のために、ラーニングコモンズにパソコンの利用法な

どアドバイスができるような教員を置くことにする。 

③ 基礎学力向上について 

 平成 28年 3月におこなった入学予定者（平成 28年度生）のためのピアノ事前学習の参

加者は、予約をしたもののキャンセルする者もいた。そのため 4月から音楽の学習が円滑

に進められるよう、入学後に事前学習不参加者のためのアドバイスの機会を設ける。ピア

ノやキーボードを所有していない入学予定者もいるため、平成 29年度生に向けては事前

学習の期間に、本学でのピアノ室が利用できるようにしていきたいと考えている。 

音楽経験の少ない学生対象の選択授業「音楽の基礎」のコマ数を増やし、すべて１年次

前学期に開講する予定である。学生の状況は他の音楽担当教員と共有し、個々の指導に役

立てて行く。 

④ クラス編成について 

平成 27年度生の 2年次は１年次と同じとし、クラスによっては担任を持ち上がりにする

など、学生とコミュニケーションがとりやすいように考えている。平成 28 年度生も引き続

き能力別クラス編成を行い、１年次の担任は１名あたり 20名前後の学生を担当し、きめ細
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かいサポートができる体制にする。 

⑤ 学生生活全般について 

 学生支援室と実習センターを同じ部屋に置き、教職員間の情報のまとめや共有をしやす

くし、学生への支援がより迅速に行われるようにする。また教員間で閲覧できる教員用の

個々の学生ファイルに、実習巡回記録などを保管し、教員による学生へのアドバイスや、

以後の実習指導に役立てる予定である。 

⑥ 就職支援について 

 引き続きハローワークとの連携をとり支援していく。資格を取得しない学生のためには、

介護職員初任者研修も引き続き支援していきたい。 

⑦ カウンセリングについて 

平成 28年度は学生相談室という名称で学生のカウンセリング業務を行う。室長（臨床心

理士と産業カウンセラー）、カウンセラー（発達臨床心理士）、事務の 3名体制により、よ

り迅速なプランと対応、密接な情報共有ができる事が臨まれる。平成 27年度は実習前に不

安を抱えた学生が複数いた。限られた学生が複数回利用すること多いため、「学生相談室だ

より」を作成し、より広く学生への利用を促す予定である。学生相談室は、ケースにより

引き続き個人情報に配慮しながら、カウンセラー、学生委員会、担任が連携をとる。平成

27年度は実習前に不安を抱えた学生が複数いた。限られた学生が繰り返しカウンセリング

を受けることが多かったため、28年度はカウンセリングについては、「カウンセリングだ

より」（仮称）を作成し、学生がよりカウンセリングを利用しやすくする。 

⑧ 社会人準備教育について 

 平成 28年度は、入学直後から保育者を目指す短期大学生活と学びの姿勢につながるよ

う、1年生の相模湖研修（4月）を大幅に見直す。キャリアデザインⅠの授業の一環とし

て、「自己探求&実現力アップ」をテーマに研修を行い、2年後という短い期間で社会人と

なる準備や意識付けを行う。内容には実習参加に関連するテーマや「建学の精神」も織り

込まれる。さらに 9 月のキャリアデザインの授業にてフォローアップを行う予定である。

また、１泊 2日の集団生活の中で、挨拶、他者への配慮、ゴミの分別、日常のマナーなど

を身につける良い機会となる。 

 

〈提出資料〉 

(1) 学生便覧 

(2) キャンパスガイド [平成 27年度] 

(3) キャンパスガイド [平成 28年度] 

(7) 授業科目担当者一覧 

(10) 学生募集要項 [平成 27年度] 

(11) 学生募集要項 [平成 28年度] 

(12) 保育・教職の手引き 

 

〈備付資料〉 

(8) オリエンテーション資料 

(9) GPA等成績分布 
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(10) 授業評価アンケート・集計結果 

(14) 就職先に対するアンケート 

(15) 卒業生アンケート・調査結果 

(16) 就職先アンケート 

(17) 就職相談記録 

(18) 学生身上書 

(19) 進路先一覧 

(20) 学生生活満足度調査 

(23) 奨学金に関する書類 

(24) 鶴川女子短期大学 マニュアルブック 

(25) 相模湖研修のしおり 

(26) 入学者への郵便物 

(27) 入学前課題 

(28) ピアノ体験学習のお知らせ 

(29) 出張講座のご案内 

(30) FD・SD研修会資料 

(31) FD・SD活動報告 

(32) 授業参観報告書 

 

 基準Ⅱ 教育課程と学生支援の行動計画 

 

１ より高い学習成果を上げるために 

① 科目の統廃合、科目の名称変更、必修科目の削減などカリキュラムの見直しを行い、

質の高い授業を展開する。 

・カリキュラム改訂 学則 20条（別表第 1）の変更  

入学する学生の多様化（目的、学習意欲など）への対応、及び保育現場等のニーズや社

会的要請に対応できる科目編成とする。アクティブラーニング等を活用しながら、学生

にインパクトのある、現実社会との繋がりを感じることができる科目の新設等、学習支

援をさらに充実させることを目的とする。 

② 学生支援により多くの時間を割くことができるようにするために、平成 28 年度から

新しい情報システムを導入する。情報端末により学生と教職員双方で個々の履修状況や

出席状況を共有できる。教職員に時間的余裕が生まれ、学生対応がよりきめ細かくでき

るようになる。学生も履修に関する状態が速やかに「見える」ことで自己管理が進むと

考えられる。 

③ 平成 28年度から成績評価の A（100点～80点）を分割し、S（100点～90点）、A（89

点～80点）とする。これにより能力の高い学生はさらに意欲をもって学習するようにな

ると予想している。 

④ 実習時期と期間を見直す。平成 27 年度は 1 年生の保育実習の前に 2 日間の観察実習

をおこなった。平成28年度は2年生の幼稚園実習の期間を4週間から3週間に変更する。

まず現場を知ることによって実習時の不安を和らげ、さらに期間の短縮によって精神的
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負担を解消する。 

  

2 新しい視点で幼児教育を捉え、新コースを設立する。 

 平成 25年度から英語の授業を習熟度別クラス編成にしていたが、国際社会への関心があ

り、且つ保育者を目指す学生が少なからずいることに注目していた。また、「ヒト・モノ・

カネ」の国際移動が高まり、ますますグローバルな人材が求められている昨今、本学でも

国際こども教育コースを設け、世の中の要請にこたえていく必要があると感じた。そのこ

とから、平成 25年度からは英語の科目は、従来通りの英語教育ではなく、実際に保育の現

場で使われる「保育英語」の内容に改め、乳幼児保育に必要な英語学習を実施している。

さらに、多言語の学習を通じて、国際的な資質を持つ保育者を育成したいと考えている。 

以上のことから、現行の学科内に「国際子ども教育コース」の設置を目指し、平成 29

年度の開講を見込んでいる。このコースにおいては、従来の 2年間の教育課程後、世界の

乳幼児教育についての学びと海外での実習の 1年間を経て、海外の幼児教育資格を取得す

ることを目指す。これにより、次世代の子供たちが国際社会で活躍するための感覚と環境

を幼児期に提供することができ、社会貢献に寄与できると考えている。 

 

3 進路支援において関係部署の連携を密にする。 

 資格取得に伴う進路支援がきめ細かく行えるよう、学生支援室と実習センターとの連携

を密にする。そのために学生支援室と実習センターを同室配置とし、職員間の情報共有が

速やかに滞りなく行えるようにする。 

 

◇  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。 

 

学生の幅広い年齢層と学習経験の差から、学生支援も多様な展開を迫られている。ス

クールカウンセラーのカウンセリング対応日も、週 1コマから週 2コマに増やし、メン

タル面でのサポートを強化している。その中で特に保護者との連携が大きな鍵になって

いる。昨今の家庭事情と経済事情を考えると、保護者は必ずしも子弟の教育に目を注い

でいるとは言えない。長期欠席学生や遅刻・欠席回数の多い学生は親との意思疎通がで

きていない場合が多い。保護者はその事実を把握していないことがしばしばである。一

方で、自らの思いを子に託す感情が強いあまり、過保護、過干渉になる保護者もいる。 

単位修得や資格に関わる問題で、保護者との面談の回数は増える一方である。教員は

保護者と真摯に向き合い、学生の支援にエネルギーの多くを費やして努力していること

を特記したい。 

 

(2)特別の事由があり、以上の基準を求めることが実現（達成）できない事項 

 

 特記事項なし。 
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様式８－基準Ⅲ 

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  

 

本学では、幼稚園教諭二種免許状と保育士資格を同時に取得できる体制をさらに強固な

ものとするために、教育資源を充実させ、教育課程の編成において人的・物的資源の確保

に努めている。教員が教育課程全体を把握することを必須の事として、シラバスの内容チ

ェックに多くの教員が携わることとした。また、学生の資質能力を向上させる事を目的と

してカリキュラムの改訂にも関わってきた。 

教員は学内では FD 研修会で、自らの資質向上を図っている。また、学外では学会・研

究会において教員の積極的な発表が行われており、急速に進む社会情勢の変化に対応しな

がら、授業の改善のほか教育研究活動や社会貢献活動に力を注いでいる。 

平成 26年度と 27年度は、12月と 3月に専任教員と非常勤教員の情報交換の場となる講

師連絡会を開いた。また平成 27年度には、教職員による相互授業参観を開始した。 

事務組織は、各委員会が機能するように職員を配置し、職員間の連絡を密にして職務を

遂行しながら、学生の学習成果の向上に努めている。職員も、SD 研修会や学外の研修会・

講演会などにより、自らの資質向上を図っている。 

 校務分掌として学生支援の中核をなす、教務委員会、学生委員会、実習センターには以

前より事務職員が参加していたが、平成 27年度から委員会構成には職員も委員として明記

するようにし、一体で支援できる体制を強化した。 

教職員の就業に関する人事管理は、学校法人明泉学園諸規程に明記され適切に行われて

いる。また、教員の評価は、人事委員会が専任教員へのヒアリングを実施し、教員の研究

活動についての取組状況や実務実態を確認している。次年度の目標設定をおこない、人的

能力を適切に校務分掌に反映している。 

学習環境としての整備は、現在の建物は耐震補修を要するという診断に基づき工事が必

要とされており、建て替えを計画している。建物内部の物的資源については、「私立大学等

教育研究活性化設備整備事業」の補助金申請により、アクティブラーニングを目的とした

教室、ラーニングコモンズや模擬保育室などが整備され、パソコンの台数も増えた。図書

館の充実も学生の学習成果に大きくつながっている。平成 28年度には、短期大学全体とし

て教育力アッブをめざし、履修状況の可視化（「見える化」）システムが導入され、学生の

学習状況の可視化が実現する。これにより、教育資源が大きく改善されることになる。 

財的資源について、法人全体としての財務状況は、経営分析上問題はない。しかし学校

別では、短期大学の収支状況は良いとは言えず、現在は過去の蓄積と他部門の収益に支え

られているのが実態である。財的資源の確保には、学納金の値上げと共に、入学定員の確

保、中退率の低減、資格取得率の向上にしっかり取り組む必要がある。教職員が財務内容

を理解し、教育内容を充実させていかなくてはならない。 

平成 29年度には短期大学の学科名を「国際こども教育学科」と変更し、『国際こども教

育コース』『こども教育コース』と専攻科『国際こども教育専攻』が設置されることになっ

 

 



 

鶴川女子短期大学 

 

83 

                      

た。質の高い教育を行い、社会に貢献できる学生を育てることを目標に学園づくりを考え

ている。 

 

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。]  

(a) 現状 

 

幼児教育学科として、幼稚園教育職員免許法に基づいた資格取得に必要なカリキュラム

構成上、教職専門担当教員と教科専門担当教員を組織的に配置している。設置基準に定め

る教員数より多く配置している理由は、免許資格取得に必修となっている教育実習をはじ

めとした様々な実習の指導に力を入れているからである。専任教員の職位は、講義担当に

ふさわしい学位、教育実績、研究業績、制作物発表など、経歴等、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補助教員等を

「幼児教育と情報機器演習」、「子どもの食と栄養」「日本の文化とこころ」に配置している。 

特筆すべきは、平成 26年度から 28年度には、退職に伴う教員を補充するための人事お

よび実習センター改組に伴う採用教員は、教育実践経験者が多く、実践につながる教育を

推進している。 

 

教員組織の概要  

学科等名 専任教員数 
設置基準で定める教

員数 

助
手 

非
常
勤
教
員 

備
考 

 
教
授 

准
教
授 

講
師 

助
教 

計 〔イ〕 〔ロ〕 

教
授
数 

幼児教育

学科 
5 1 8 0 14 10  3 4 31 

教育学・保

育学関係 

（小計） 5 1 8 0 14 10  3 4 31  

〔ロ〕       3 1    

（合計） 5 1 8 0 14 13 4 4 31  
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専任教員の専門分野・主な担当授業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 課題 

  

学力多様化による入学者に対応すべく、習熟度別クラス編成による時間割編成を実施し

て、上位のクラスは学生の学習意欲・態度等が十分備わっていることから、学習成果が達

成されている一方で、下位のクラスの学生には意欲・態度の支援に一層の授業の工夫が必

要である。アクティブラーニングをさらに盛んにして、興味・関心を高めることを常勤・

非常勤の教員の連携により達成していかなければならないであろう。FD・SD 活動による

研修を活発にして、講師連絡会やシラバスの統合・連携を強化することが課題である。 

 

[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。]  

(a) 現状 

 

幼児教育学科として学習成果を上げ、資格取得をめざして社会に貢献できる保育の人材

を育てることが本学の教育の目的である。教育課程の編成・実施の方針に基づいて、教員

は日々研究に励み、自己の研究を充実させて教育活動にあたっている。 

 3月末には非常勤教員も交えた懇談会で、本学の理念や教育課程および教務上の留意点

を再確認し、新年度の教育研究の方向性を共有している。教育課程は学生の実態、教員の

専門性によっても多少の改革を伴うことがあるので、それらの周知徹底を図っている。そ

職位 教員名 専門分野 主な担当授業

教 授 百瀬 和男 教 育 学 教育原理、徳育倫理

教 授 百瀬 志麻 社 会 学 、 英 語 教 育 学 キャリアデザインⅠ、キャリアデザインⅡ

教 授 福地 昭輝 理 科 教 育 学 保育・教職実践演習（幼）、ボランティア活動

教 授 入江 和夫 理 科 、 技 術 家 庭 教 育 学
保育内容（環境）、保育内容（環境Ⅱ）、
生活と科学、教育実習指導

教 授 宮本 眞理子 音 楽 教 育 学 幼児音楽、音楽（器楽）、音楽の基礎

准 教 授 大見 由香 音 楽 教 育 学
幼児音楽、音楽（声楽）、音楽表現、
キャリアデザインⅠ、キャリアデザインⅡ

講 師 柴田 啓一 家 族 社 会 学
幼児教育と情報機器演習、相談援助、教育実習指導、
保育実習指導Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、キャリアデザインⅠ・Ⅱ

講 師 相澤 京子 国 語 教 育 学
国語、児童文化、保育内容（言葉）、教育実習指導、
保育実習指導Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、保育・教職実践演習（幼）

講 師 本間 由佳 造 形 教 育 学
幼児造形、造形コミュニケーション、保育実習指導Ⅱ、
キャリアデザインⅠ・Ⅱ

講 師 橋元 知子 英 語 教 育 学
英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ、教育職の研究、保育・教職実践演
習（幼）、幼児教育と英語活動、キャリアデザインⅠ・Ⅱ

講 師 竹田 恵 幼 児 教 育 学 保育原理、保育実習指導Ⅰ、保育・教職実践演習(幼)

講 師 中村 麻衣子 教 育 心 理 学 保育の心理学Ⅰ・Ⅱ、家庭支援論、キャリアデザインⅠ・Ⅱ

講 師 髙畠 扶貴 幼 児 教 育 学
保育・教育課程総論、保育・教育方法技術論、
保育実習指導Ⅰ（保）

講 師 安部 久美 幼 児 教 育 学
社会的養護、保育実習指導Ⅰ、保育・教職実践演習（幼）、
ボランティア活動
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の場での情報交換は新たな意欲と具体的な教育活動につながり、学習成果の向上に寄与し

ている。教員はその都度教育活動が成果に結びつくよう真摯に向き合い、自己の研究活動

の充実に視点を向けることになる。 

 平成 22年度以降、教員研究費見直しにより個人研究費確保と、教育実践に伴う共同研

究費枠を設定し、研究紀要の投稿を義務づけた。毎年、2件以上の採択により、カリキュ

ラム改善や授業改善につながる研究は活発になっている。それらの成果を、学内にあって

は FD・SD 研修会や学科会、各委員会で報告し、学外では学会や研究大会で積極的に発表

している。平成 27年度には 1件の外部研究費を取得している。 

 また、日本モンテッソーリ協会（学会）より平成 27年度における「ルーメル・モンテ

ッソーリ奨励基金 ルーメル賞」に本学教員が受賞者に選出された。 

 

平成 27年度 外部研究資金の申請・採択状況 

外部資金調達先 申請 採択 

公益財団法人 前川財団 

「家庭の教育機能の変化とモンテッソーリ教育再導入」 

500千円 500千円 

 

平成 27年度 受賞 

竹田 恵 2015年 7月 30日 日本モンテッソーリ協会（学会）より、第 3回 

「ルーメル・モンテッソーリ奨励基金（ルーメル賞）」

を受賞 

 

平成 27年度 学会・研究会口頭発表一覧 

氏 名 期日・期間 タイトル・学会・研究会名 

中村 麻衣子 2014年 8月 「高校におけるピアカウンセラー養成プログラムの検討

―2013年度のプログラムの評価」 

日本心理臨床学会第 33回大会 

竹田 恵 2015年 5月 

 

2015年 9月 

・「戦後日本における幼児教育振興計画とモンテッソーリ

教育再導入日本」保育学会第 68回大会  口頭発表 

・「保育者養成における実践力向上に関する研究－行事立

案の計画を通して―」 

保育士養成協議会第 54回大会   ポスター発表 

高畠 扶貴 2015年 10月 「メディア教育における実践的指導法の開発 

  ～番組作りにおけるアクティブラーニングの教育的

効果～」 

日本教材学会 第 27回研究発表大会 

橋元 知子 2015年 8月 

 

2015年 12月 

 

・『遊戯性を含む英語教育の応用』 

短期大学英語教育研究会 

・『国際幼児教育者の養成に向けて～国際こども教育コー

ス設立の意義～』 国際基督教大学高等学校 
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2015年 10月 ・『国際幼児教育者育成の試みとしての保育英語』 

日本教材学会 

相澤 京子 2015年 5月 

 

 

 

・「保育における紙芝居をめぐる言説（１）―昭和前期に

おける保育現場の紙芝居観―」  日本保育学会 

第 68回大会（於椙山女学園大学）  他３件  

・「保育における紙芝居をめぐる言説（２）―倉橋惣三の

紙芝居観―」 

・「戦後の保育実践における紙芝居の教材としての位置づ

け」 

・「昭和戦後期の幼稚園における紙芝居の活用－たちばな

幼稚園での使用記録の分析を通して－」 

 

(b) 課題 

 

研究の機会は保障され、研究成果は公表されているとはいえ、研究発表の回数は必ずし

も多いとは言えない。日々の教育活動において浮かび上がる個々の改善点について、もっ

と相互研修があってもよいと考える。 

授業時間割は、習熟度別編成のため授業担当コマ数が多くなっている。授業参観による

授業研究が密に行われれば、教育研究の質も上がり学習成果に結びつけられると考える。 

さらに紀要における発表数を増やすこと。所属学会の研究発表の場として国外開催も増

えてきたが、自主的に参加を促していきたい。 

 

[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。] 

 

(a) 現状 

 

事務組織は、学長の命を受けた事務局長が組織の長となり運営をしている。本学の事務

組織は、教務課、実習センター、学生支援室、図書館、総務課（庶務、会計、入試・広報）

があり、それぞれの専門部門を担当している。職員は、月 2回の連絡会を行い職務の連絡

を密にし、学生に対する成果の向上に努めている。各部門においてはそれぞれの業務を把

握し、間違いが起こらないよう複数の職員で業務を行うよう心掛けている。 

SD 研修会や日本私立短期大学協会、東京都短期大学協会等が開催する研修会、その他

機関の講演会を利用し、職員自らの資質の向上を図っている。また、職員は新しい情報の

獲得や、業務遂行のためのより深い専門性を得られるように研修会への参加を行っている。

教務、実習、学生支援室の委員会では、日々業務の計画、実行、改善に力を注いでいる。

SD 活動は FD・SD 委員会規程に基づき行われているが年々回数を増し、平成 26年度の

FD・SD 研修会は 8回を数えている。以下平成 27年度の実績報告である。 
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平成２７年度 開催実績 

 種別 日時 場所 主要テーマ 参加者 

第１回 FD・SD 

H27．5．18 

鶴川女子短期大学  

521 教室 

『新基準の第三者評価に向けて』 

計 28名 

短期大学：教員 15 名、 

職員 10 名 法人：3 名 

第２回 FD・SD 

H27.6.20 

10:00-16:00 

短期大学 521 教室 

高大連携推進のための 

『Weekday  Campus Visit コーディネータ

ー養成研修』 

司会：本間 

講師：NPO法人 NEWVERY 

倉田氏 

議事録：大村・谷 

第３回 FD・SD 

H27.7.4 

9:30-14:00 

短期大学 320 教室 

１．『この研修会の意義』  

講話：百瀬義貴 

２．『学校法人明泉学園創立の歩み』 

 講話：百瀬和男 

３．『日本人の宗教心と教育の未来』  

講師：Ｊ・Ｐ・マタタ 

４．『図書（本）の持つ力』  

講師：淺野マリ子 

５．『児童生徒の自己指導能力の育成を目

指した生徒指導』  

講師：今成 昭 

６．『アメイジング・グレイスのふるさと』  

講師：森谷伊三男 

司会：池山・髙栁 

講師：百瀬義貴他 

議事録：根本・田中 

第４回 FD・SD 

H27.7.29  

14：00－17：00 

短期大学 312 教室 

１．『就学（修学）支援による改革改善』   

２．『教学 I Rと履修状況の可視化による学

習支援体制の充実』 

司会：小林  

講師：福地昭輝     

ハウインターナショナル濱

野氏 

記録：小林 

第５回 FD・SD 

H27.9．7  

14：40－16：10 

５２１教室 

１．『２８年度 第三者評価受審について』 

２．『学校法人の財務分析とその利用方法』 

司会：髙柳 

講師：福地昭輝、 

森谷伊三男 

記録：小酒勢津子 

第６回 SD 
H27.9．9  

10：00－13：30 

『聖園学園短期大学と鶴川女子短期大学

との職員業務の相互理解について』 

教務事務室・総務事務室・

学生支援室にて、担当者

による会議形式で行う 

第７回 SD 

H27.10.5㈪ 

10：50-12：20 

5 号館 各教室 

『学生の面接シミュレーションを通して、学

生の学びについて知る』 

司会：中村・橋元 

面接官：事務職員 

約 10名 

議事録：田中 
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第８回 FD 

H27.11．7（土） 

10：00-12：00 

鶴川幼稚園 

『英語でアート』 

（教職員の英語コミュニケーション能力の向

上を目的とする） 

講師：保育英検講師 

参加者：鶴川幼稚園教員 

      鶴川短期大学教

員 

第９回 FD・SD H27.11.-12 月 教職員による相互授業参観 

対象授業：計 15 科目 

参観者 教員 13 名、職員

13名 

第１０回 FD・SD 

H27.12.22（火） 

13:00-14:30 

短期大学 ５２１教室 

１． 教育の質保証にむけて 

２． 学びの見える化とは 

講師： 

１．福地昭輝先生 

２．ハウインターナショナル 

濱野氏 

参加者：教員 12 名、 

職員 2名 

第１１回 FD・SD 

H28.3.14㈪  

10:00-15:00 

短期大学 ５２１教室 

１．『モンテッソーリ教育とは』  

２．『アクティブラーニング 授業実践報告と

ディスカッション』 

講師：竹田恵 

    二階堂あき子 

参加者：短期大学教職員 

約 45名 

法人 10 名 

 

事務組織に関する規程は、鶴川女子短期大学規程集に「鶴川女子短期大学 事務組織規

程」を整備しており、学校法人明泉学園規程類集には、「組織運営規程」を整備している。 

事務室における情報機器は、1号館に総務事務室（庶務、会計、入試・広報）、学生支援

室、実習センターがあり、5号館には教務課を設置している。事務職員にはパソコン機器

が一人 1台ずつ常備され、各事務室にはプリンター、コピー機、FAX を設置、印刷室には

非常勤講師も使用可能な印刷機、コピー機が設置されている。事務用品等の消耗品は総務

事務室の庶務担当が一括管理し、備品等の整備が行われている。 

 防災対策については、年 2回の消防点検を外部業者により行い、避難訓練を学生、教職

員全員参加で年１回実施している。消防署には「消防計画」を提出しており、変更の都度

変更届を提出している。 

情報セキュリティは、不正アクセスの防止やウィルス感染対策、データの保護など、コ

ンピュータに関する情報管理システムを構築している。サーバーは短期大学教職員用、学

生情報機器授業用、図書館システム用に分けられている。平成 28年度より管理システム

の変更により、セキュリティ対策も充実した内容で変えていく。 

 事務職員は、各自の事務分掌に従い業務を行う。より良い業務遂行のために状況に合わ

せた業務の見直しや事務処理の改善に努めている。職員は自己の能力開発をめざして、多

くの業務を経験することや様々な視点で仕事をこなすことが必要である。そのために職員

のジョブローテーションを行うこととし、平成 26年度より順次担当部署の異動を実施し

た。 

 各委員会での審議や報告事項が教授会の開催を待たなければ伝わることができない状
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況を受けて、平成 26年 11月から教授会とは分離した教職員組織として「学科会」を置き

運用することとした。校務分掌の教務委員会、学生委員会、実習センター、入試広報委員

会、図書情報委員会等ほぼすべての委員会においては教員と職員とで構成し、教職員の意

見を反映しながら会議を行っている。これらは互いの情報交換や共有化を図り、意思決定

に役立てている。教授会や学科会では、各委員会からの審議事項を共有化し、学生支援に

役立てている。 

 学科会の特徴は、教員と職員が誰でも参加できるところである。また全員が自由な意見

交換をできる場として設定されている。内容は様々で各委員会からの伝達事項や学生指導

の在り方、文部科学省や厚生労働省の指針及び通達の周知、それに向けた活動計画等を議

題としている。 

 

(b) 課題 

 

各事務室は、それぞれが独立した場所で業務を遂行しているため互いの動きが把握でき

ていないところがある。建て替え計画では一か所にて業務を行う予定であるが、まだ校舎

の完成に至っていない。小規模な短期大学ではあるが、教務事務室、総務事務室、学生支

援室、実習センターに業務が分かれているためか事務職員が多い。 

学生・教職員で行う消防訓練は毎年行っている。しかし、いつ起こるかわからない災害

に対する危機感を教職員全員が持てるように、自衛消防訓練の実施が急がれる。 

 

[区分 基準Ⅲ-Ａ-4 人事管理が適切に行われている。]  

 

(a) 現状 

 

教員数に関しては、短期大学設置基準と保育士養成施設指定基準に則り、専任教員数・

教授数を確保している。欠員が生じる場合は、事前に教務課にて採用の手配をし、欠員が

生じないように措置をしている。 

 労務管理については、総務事務室（庶務・会計）が行い、福利厚生・雇用保険関係は法

人事務局も担当しており、適切に行われている。 

 

本学園教職員の就業に関する規程には、以下の諸規程を定めている。 

・学校法人明泉学園 鶴川女子短期大学 正職員 勤務規則 

・学校法人明泉学園 鶴川女子短期大学 契約職員 勤務規則 

・学校法人明泉学園 経営企画室・法人事務局・収益事業部 正職員 勤務規則 

・学校法人明泉学園 経営企画室・法人事務局・収益事業部 契約職員 勤務規則 

また、本学教職員の就業に関する諸規程は、短期大学事務所内、法人事務局内に掲示し、

随時閲覧が可能な状態になっており周知徹底している。 

教職員は、日常業務において諸規定に抵触する事なく勤務しており、責任者が適正に管

理している。 
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(b) 課題 

 

教職員の就業については、概ね適正に管理されており、引き続き諸規定の内容を状況に

即して更新し、整備運用し適正な管理に努める。人事管理に関する諸規程は法人事務局で

整備している。 

短期大学事務職員については、適正人員を明確にした上で、過剰気味と思える人員数を

見直すことが課題である。 

 

 テーマ 基準Ⅲ－Ａ 人的資源の改善計画   

 

教育資源の充実は、教職員の各校務分掌における適切な配置と、さらには近年法令改正

に基づく教育課程編成および授業実施上の工夫、施設設備の充実と密接な関係にある。行

動計画の元は、いかに教育目標の達成を図るかである。3 つのポリシーの相互関連性や連

続性と切り離すことはできない。その達成に向けたプランを実現できる実践課題として認

識することができるかにかかっている。文部科学省・厚生労働省などの国家的な教育政策

や法令により出される情報や通達を、先ず、企画委員会（平成 26年度より短期大学企画本

部）が解釈し、校務分掌の教務・学生・実習の各委員会への指示や調整に当たっている。

新規の計画や実行にあたっては、試行段階が必要であるが、共同研究のテーマとして、例

えばアクティブラーニングの推進やポートフォリオの開発などの課題を提示し、1～2年の

試行を経て完全実施を進めていく方法をとっている。また、その成果を FD・SD 活動と呼

応する形で共有していく。 

日常的には、各委員会での PDCA サイクルの徹底や周知があり、企画委員会における検

討を経て、次年度事業計画にのせて、理事長の判断による推進を軌道に乗せていく。 

教育研究活動としては、各教員の立場で、その専門分野と授業担当科目、また、評価方

法の開発や教材開発などを盛んにし、積極的に学会や研究会での発表を促していく。 

特に、保育者の資質・能力の向上として、教育・保育実践力を高められる教育・保育現

場での課題発見と解決の手立てを 2年後学期の授業科目（教育職の研究や保育・教職実践

演習）でシラバスとして明確に位置づけていく。現職研修に発展できるような学生自身の

目標設定につながるポートフォリオの開発は、早急に取り掛かりたいと考えている。 

 

〈備付資料〉 

(33)教員履歴書・業績調書 

(34)非常勤教員一覧表 

(35)鶴川女子短期大学研究紀要 25年～27年 

(36)専任教員の年齢構成表 

(37)職員一覧表 

(40)科学研究費補助金等、外部研究費の獲得状況一覧 
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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。]   

 

(a) 現状 

 

本学は、東京都下にあり多摩地区武蔵野丘陵地帯の外れに位置し、緑も多く教育の環境

としては恵まれたところにある。校地面積は 56,594㎡で、短期大学設置基準に示されて

いる校地基準面積 3,000㎡を上回っている。校舎面積は、9,552㎡であり短期大学設置基

準 2,850㎡を充足している。運動場の面積は 25,857㎡である。しかし、建物は 48年を経

過しており、老朽化が目立つ状況となっている。古くなった多目的ホールやトイレを改修

し、快適な学生生活を送ることが出来ている。平成 25年度はアクティブラーニングを目

的とした教室、26年度はラーニングコモンズや模擬体験が出来る保育室の設置など、改革

に向けて改善を試みている。幼児教育学科であるため演習科目も多く、実習で使用する教

室の備品等の設置にも気を配っている。幼児教育に欠かせないピアノ室、調理実習室、図

画工作室の他、PC 教室、体育館、普通教室などがある。大教室は 180人用が 1教室、300

人用が２教室あり、授業や講演会等にも使用される。 

図書館は 2号館 1階にあり、専有面積は 370.54㎡、座席数は 73席である。平成 28年 5

月 1日現在蔵書数は 49,023冊、受入学術雑誌数は 23タイトル、AV 資料数は 936点であ

り、参考図書・幼児教育学科関連の資料を中心に随時補充している。そのためレポート作

成に役立つ書籍、および実習に不可欠な絵本・紙芝居等、幼児教育向けの図書を多く揃え

ていることが特徴である。 

購入図書等選定システムとしては、図書情報委員会より年 4回（5、7、10、1月）購入

希望図書を教員から募り、加えて司書が学生からのリクエストや参考資料、授業・実習等

学科関連の基本的資料を中心に選定し、委員会において検討し購入している。図書購入予

算を 50万円として、教員からの希望を中心に、執行状況を見ながら残りを図書館選書分

にあてている。選書の基準は（1）教職員の教育・研究の参考となるもの（2）学生の参考

となるもの（3）図書館に不足していると思われる分野のもの等となっている。 

図書館所蔵の資料に関しては、毎年夏に蔵書点検を実施し、所在の確認や破損資料の補

修等を行い管理している。 

図書等廃棄システムについては、除籍する資料を「鶴川女子短期大学附属図書館資料収

集管理規程」の中に定め、これに該当するものを年度末までに整理し作業を行っている。 

障がい者への対応は、1階に障がい者トイレを設置しバリアフリー化をしている。未来

に向けた障がい者への対応を考えるに当たり、エレベーターなどの他の部分でも必要と考

えている。校舎改築時に設置する計画である。 

 

(b) 課題 

 

現在使用している建物は、広さ的には十分であり教室数も多い。しかし、開学以来の建
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築物のため耐震工事を必要としている。平成 27年 12月から 1月にかけて耐震診断を行い

7月の調査結果を待っているところである。建て替え計画を数年前から行っており、建築

設計の調査も行われている。 

図書館は蔵書が増加し、限界を感じている。そのため、早めの建て替えを希望している。

図書館の収容能力は 43,840冊で、手狭になっているため重複資料やデータの古い資料を

積極的に除籍するなどの対策が必要となっている。 

 

[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。] 

 

(a) 現状 

 

学校法人明泉学園の規程類集には、「固定資産および物品管理規程」「経理規程」「経理規

程施行細則」を整備し、経理処理を適正に遂行している。その他の経理にかかる規程では、

「資金運用管理規程」「資金運用管理規程施行細則」「厚生資金貸し付け規程」等を整備し

ている。設備施設、物品維持には、「図書管理規程」「水道衛生管理規程」「郊外施設管理規

程」「危機管理規程」があり、適正に維持管理している。施設の維持管理については、消防

設備点検、電気設備点検、空調設備点検、水質検査など、専門業者に委託し点検・調査を

実施している。 

 火災・地震対策については避難訓練を年 1回実施し、通報や消火器の使用方法の訓練を、

学生・教職員全員を対象に行う。また防火・防災規程を整備し、消防計画を消防署に提出

している。防犯についても年に 1回警察署員を招き、ストーカーやインターネットの被害

等の対処法について講習をしている。 

PC のセキュリティに関しては、短期大学に 2 回線を引き込み、学内の事務・教務系ネ

ットワーク用と学生も利用できる回線に分けて利用している。特に事務・教務ネットワー

ク用にはセキュリティ対策ソフトを使用しネットワーク内のパソコンのウィルス感染に備

え外部からの侵入に備えている。 

また、私有のパソコンはネットワーク内での使用が出来ないよう固定 IP を各 PC に振り

分けサーバーを中心に管理をしている。USB スティックなどによるデータのコピーなどは

セキュリティソフトで常時監視ができ、外部からの感染にも対応している。 

 学生が使用可能な回線も同じく固定 IP を使用し、IPCOM の管理とセキュリティ対策ソ

フトを行っている。また、図書館システムを校内で管理しているが、学生が使用可能な回

線と同一の回線を利用している。そのため TagVLAN 方式で回線内を切り分けより安全性

は保たれている。 

また、事務・教務系ネットワークや図書館システムで利用しているサーバーは常に LTO

でバックアップを取っているので機器のトラブルなどにも対応している。 

東日本大震災直後に長時間停電した経験を基に、省エネを心がけ節電やトイレの節水、

資源ごみのリサイクルなどの呼びかけや分別回収も行っている。 
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(b) 課題 

 

 建物の耐震対策には早急に計画を進め、実行したいと考えている。本学園は市街化調整

区域にあるため法的規制の下、建て替え計画が思うようにいかないところがあり大分時間

がかかってしまった。しかし、学生の安全を第一に考え、近い将来に建て替えが実行でき

るよう努力をしているところである。 

 

 テーマ 基準Ⅲ-Ｂ 物的資源の改善計画 

 

開学以来 48年を経過し、建物の老朽化に不安を感じている。そのため、建て替え計画に

ついて東京都、町田市への書類提出等を行っているが、市街化調整区域の開発行為となる

ため、オオタカの生態調査や森林の伐採に伴う植樹などを課せられ、調査のために年月が

過ぎてしまっている。法的規制の中での建て替え工事は見通しがつかない状況となってい

る。この状態から抜け出す秘策を考えなければならないと思案していたが、開発行為を断

念し建物だけの建築を進めることで少し前進できた。それでも、建築面積は制約があるた

め、それに見合ったものとしなければならない。再度、耐震審査の工事を平成 27年 12月

から 28年 1月にかけて実行し、計画は進められている。 

 

〈備付資料〉 

(41)校地・校舎に関する図面 

(42)図書館の概要 

 

 

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

いて学習効果を獲得させるために技術的資源を整備している。] 

(a) 現状 

 

 情報機器については、パソコン教室にデスクトップ型パソコンを 45台設置し、「幼児教

育と情報機器演習」の授業においてパソコン操作の向上のための教育を行っている。パソ

コンを使用して効率よくデザインの良い「お便り」の作成を学習している他、表計算ソフ

トを用いた資料の作成、情報セキュリティや情報モラルについても理解が深まる学習を行

っている。 

学内においては、教員の各研究室にパソコンを 1人 1台支給し、授業の準備や学務にお

ける様々な資料の作成に役立てている。非常勤教員には、講師室にパソコン 2台を設置し、

利用できるようにしている。また、学生が自由に利用できるパソコンとして、学生支援室、

ラーニングコモンズ、コミュニケーションルーム、グリーンフロアに常時設置している。 

図書館では情報検索のためのパソコンを設置し、利用の方法については入学時クラスご

とに 90分の図書館ガイダンスを実施し、利用方法の説明と資料検索について演習を行っ
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ている。その他、図書館内で授業を行う際に要望があれば、資料紹介や有効な情報検索の

方法等の指導を行うなど、担当教員との連携を図り学生の学習効果の向上を目指している。 

パソコンのセキュリティにはウィルス対策セキュリティソフトを使用し、外部からの侵

入に対応している。図書館情報システムとパソコン教室では、固定 IP を使用し外部から

の不正侵入に対応している。 

「幼児教育と情報機器演習」の授業担当教員は、情報コミュニケーション教育研究会が

主催する研究会に参加するなど、専門性のスキルアップを図り、学生の学習向上や学生支

援のための指導力を高めている。 

 平成 28年 3月からは、これらの設備の計画的な維持を考え、適切な状態を保持してい

くため、機器や操作に詳しいパソコン担当の職員を 1名置くこととした。 

 

(b) 課題 

 

 平成 28年度から履修状況の可視化（見える化）システムが稼働する。そのことにより、

学生が各自の携帯電話やスマートフォンを利用して自分自身の履修状況等を確認できる

ようになる。そのために学生及び教職員は、操作方法を熟知し間違いのないようにするこ

とが必要となる。このシステムの操作と操作についての指導が、大きな課題である。 

システム対応も考慮に入れ、学生が自由に使用できるパソコンの台数を増やす必要があ

ると考える。 

 

 テーマ 基準Ⅲ-Ｃ 技術的資源をはじめとするその他の教育資源の改善計画 

 

平成 27年度までの状況としては、授業に用いる情報端末機器とネットワークの整備は

改善されつつあるが、学務に関してはアナログ的なシステムのままである。例として、教

職員は学生の出席に関して、各科目の出席簿を通して出席数を数えることで初めて把握で

きるような状況にある。また学生にとっては、学習の成果を一元的に把握できるような状

況になっていない。今後は学生にカリキュラムの意義と各科目の位置づけについて把握さ

せるためにも、学生自身が情報端末を使って履修登録し、学習の成果も確認できるような

仕組みが必要であると考えられる。 

 こうした点から、平成 28年度より学生の学習成果、出欠状況等を一元管理し、学生と

教職員がアクセスできるようなシステムを構築し、運用する予定である。 

このシステムの構築と運用は、具体的に以下の利点があげられる。 

①学生本人の短期大学での学びの目標の実現と目標の到達に向けた支援ができる。 

②自らの学びの状況を視覚的に把握しやすくすることにより、学習の振り返りを確実なも

のにできる。 

③学習ポートフォリオを作成し、目標と学習成果を常に自覚させることができる。 

④担任を始めとする教職員は学生の状況把握が容易になり、今まで学内で個別に取り組み

をしてきた学生の指導体制を、教職員全員が情報を共有し連携しながら指導にあたる体

制に移行できる。 

⑤学生の出欠情報等から要サポートの学生をできるだけ早期に発見し、支援する仕組みが
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整備できる。 

⑥IR の取り組みとして学期ごとの授業評価アンケートや学生の理解度調査、成績データ等

から、学生がつまずきやすい内容を発見し、その要因を分析することにより、カリキュ

ラムの修正、シラバスの内容検討などの授業改善に役立てることができる。 

このようにシステム化することで可能となる、学生の学習状況の可視化の取り組みに

よって、大学全体としての教育力を強化することを狙いとしている。 

 

 以下の図表は、履修状況の可視化（「見える化」）システムの概略である。 

 

以下の図表は、履修状況の可視化（「見える化」）による教育効果と管理画面の素案 

である。（イメージ図） 

 
 

〈備付資料〉 

(43)学内 LANの施設状況 

(44)パソコン教室配置図 
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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。]   

 

(a) 現状 

 

本学における収入は学生からの納付金収入と補助金収入で大半が占められており、その

意味で学生数の変動の影響を受けやすい。法人全体では、過去 3年間（平成 25～27年度）

のうち、平成 25年度については資金収支、消費収支とも支出超過、平成 26年度、27年度

については、資金収支は収入超過、消費収支および事業活動収支は支出超過という結果と

なった。資金収支については平成 25年度が支出超過となったのは、高等学校と幼稚園の

校舎改築工事の最終年度にあたり、業者への支払額が増大したことによるものである。平

成 26年度から収入超過に転じたが、これは平成 21年度から始まった高等学校校舎改築工

事（一期、二期）、幼稚園園舎改築工事が平成 25年度末までに完了したことと、短期大学

校舎改築工事が諸般の事情により設計段階で足踏み状態となり、平成 27年度中に建設工

事に着手できなかったことによるものである。消費収支および事業活動収支は、平成 25

年度から 27年度まで支出超過の状態が続いている。最大の原因は短期大学校舎改築を目

的とした 2号基本金の組入が 3億円～3.5億円計上されていることによるものであるが、

それ以外にも 25年度は高等学校と幼稚園での改築工事に伴う既存施設の除却による資産

処分差額の増大、平成 26年度は工事等による影響はなかったものの、旧専門学校の土地・

建物等の除却に伴う資産処分差額の増大と、支出超過の要因はいくつもあった。このため

25年度、26年度については帰属収支差額も支出超過状態であったが、平成 27年度は大き

な支出増大要因もなく、基本金組入前収支差額は収入超過に転じることができた。 

平成 25年度、26年度のキャッシュフロー計算書による「教育研究活動のキャッシュフ

ロー」、平成 27年度の活動区分資金収支計算書の教育活動収支差額については、法人全体

では黒字状態が続いている。全体の収支としても平成 25年度は赤字であったものの、校舎

改築工事などによる大きな支出がない平成 26年度以降は黒字状態が続いている。 

これらのことから、大きな工事や施設の除却などによって年度による変動はあるものの、

学校法人全体の財務状況としては健全に推移していると判断される。 

 

短期大学では平成 20年に定員充足率が 57%まで落ち込んだが、教職員の努力により、平

成 25年度 83.67%、26年度 96.67%、27年度 99.3%と順調に回復してきた。同時に平成 26

年度の入学者数は 10年ぶりに入学定員を上回る結果となり、平成 27年度の入学者数も前

年には及ばなかったものの入学定員を上回ることができた。学生数の回復とともに、平成

25年度、26年度の消費収支における帰属収支は改善傾向にはあるが、平成 26年度でも 1

億円近い支出超過の状態となっており、法人全体のこれまでの貯えによって支えられてい

るというのが現状である。また、平成 27年度の事業活動収支では基本金組入前収支差額が

大幅に悪化しているが、これは短期大学校舎改築工事に関して、計画の進め方の見直しや

改築対象校舎の変更などにより設計のやり直し等を行ったことによるものであると共に、

平成 26年度までに建設仮勘定に積み上げてきた費用と平成 27年度に建設仮勘定に計上予
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定だった費用約 1億 5千万円が管理経費に振り替えられたことによるもので、実質的には

前年度より改善されている。 

「教育研究活動のキャッシュフロー」および活動区分資金収支の教育活動収支も、3年

以上続けて赤字状態にあり、年度による変動はあるものの毎年１億円前後の赤字額を計上

しているという現状は、継続性という観点からは厳しいものがある。 

しかしながら、教育研究経費、教育研究関係の設備支出については、「今日の私学財政」

の短期大学部門の構成比率等と比較して全国平均に劣らないだけの金額、構成比を確保し

ていることから、金銭面での「教育の質」は維持されているものと考えている。 

また、赤字幅についても学生募集状況の回復とともに縮小しつつあり、30年以上も抜本

的見直しがされていない学費の見直しを行うことにより赤字体質からの脱却は可能であろ

う。事実、平成 28年度入学生より学費改定を行っており、学生募集が順調に推移するとす

れば、短期大学の継続性は確保されるはずである。 

退職給与引当金、資産運用については適正に処理されており特に問題はない。 

 

(b) 課題 

 

私学経営情報センターが提供している損益分岐点分析を短期大学に当てはめ、収入・支

出の変動的な要素を取り除いて算出すると、収容定員充足率が 130%近くに達したときに

「キャッシュベースで収支がまわる」状態となり、「損益ベースで収支がまわる」ためには

充足率 140%近い学生数が必要という結果となった。 

このことは、より一層の支出削減を求めているとともに収入の増加を図ることも求めて

いると考えられる。具体的には、30年間ほとんど変わっていない学生生徒納付金の増額、

つまり学費の値上げを検討する時期が到来していると考えられるのである。本学の学費は

周辺の競合校と比較して、2年間で 20～30万円も低い金額に抑えられており、教育の質の

向上を図る意味でも「適正」な金額への引き上げは避けられないものである。このため、

平成 28年度から学費改定を行うとともに 29年度についても続けて学費改定を行うことを

理事会において決定している。 

また、短期大学では耐震性向上の必要性から、向こう 5年間の計画として校舎の改築を

計画しており、資金的にはこれまでの貯えで対応可能なものの、財務的な余裕はほとんど

なくなることが予想され、その意味からも短期大学の財務改善は必須である。 

 

[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。] 

(a) 現状 

 

短期大学を取り巻く環境は大変厳しいものになっている中、短期大学として、また、指

定保育士養成施設として、質の高い教育をおこない、社会に貢献できる学生を育てられる

かが問われており、それができなければ、短期大学として存続できなくなるといっても過

言ではない状況にある。このような状況下において、本学では、今後の学園の持続的成長

と安定的な経営を展開する上で、どのような価値を新たな顧客に提供し、何よりも 20年
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後の子や孫にどのような未来社会を残していくべきか、新価値を創造し、その実現に向け

た戦略を打ち出している。 

本学園の 20年後は『グローバル感覚が当たり前のように身についた、世界に通用する

幼児教育、及び保育者育成を通して社会貢献をし、社会でも家庭でも世界でも自分らしく

活躍できる人財を育成している』という将来像がある。そのためには 2年後に本学園の短

期大学及び鶴川幼稚園に新しい価値、すなわち、新たな教育モデルを構築しなければなら

ない。 

新価値の創造においては、本学オリジナルブランドとなる『国際保育士』を育成するた

めの「国際こども教育コース」の設置、そして鶴川幼稚園鶴川女子短期大学附属におけるイマ

ージョン教育の実施を行う。セカンドステージでの鶴川高等学校における「国際理解コー

ス」の設置も含め、これにより学園としての価値の循環を行い、正のスパイラルを作り上

げる。そして新価値の創造によって『The Leading Educational Institution』を目指し、

日本の教育課題の解決の一翼を担う学園となる。 

具体的な内容としては、平成 26年度に学長補佐室の設置を行い、全学的な教学マネジ

メント体制を強化し、短期大学の中期教学計画の精緻化を図っている。短期大学を取り巻

く環境は大変厳しいものになっている中、短期大学として、また、指定保育士養成校とし

て、いかに質の高い教育をおこない学生を集めるか、岐路に立たされているといっても過

言ではない状況にある。 

そこで、本学の中長期計画では、以下の方策を検討している。 

・「国際こども教育コース」の設置により、グローバル社会で活躍できる保育者を育成す

る 

・履修システムに柔軟性をもたせ、社会人の学び直しニーズに応え、人生経験豊かな保

育者を育成する 

・専攻科を設けることにより、自ら学びを深める保育者を育成する 

もっとも重要なことは、将来像を明確にし、数字的目標をもった戦略をたて、それを組

織全体の共通理解とすることである。そうすることで、現実的な方策がうまれ、実現して

いくことになる。 

現状において、財政面では大きな支障は無いと判断しているが、財政上の安定を確保す

る基盤は、やはり園児・生徒・学生を確保することに尽きると言える。その方策として短

期大学は、オープンキャンパス、Weekday  Campus  Visit (WCV)、高校訪問等を計画

し積極的に実施している。平成 26年度は 172名、平成 27年度は 158名の入学者があり、

2年連続で入学定員を超えた。学生募集対策では、3名の学校訪問担当職員を置いて、新

規開拓、掘り起し先等、エリア別にて推進を図っている。地方に出張する場合もある。 

教育面での将来像は「国際こども教育コース」の新設により、グローバル社会で活躍で

きる保育者を育成することである。履修システムに柔軟性をもたせ、社会人の学び直しニ

ーズに応え、人生経験豊かな保育者を育成するという基本的な考えに基づいている。 

施設面では、耐震性の理由もあり、平成 30年度竣工の予定で、短期大学校舎の改築計

画を推進中である。当該敷地が市街化調整区域であることから、開発許可申請のための自

然環境保全計画作成に関する自然環境調査に平成 24年度から着手している。現計画では、

耐震性に問題がない体育館を除いた 1号館、2号館、3号館、5号館を建て替え対象とし、
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敷地内西方のグランド部分に 1棟建設し、学生が大学生活の大半を新校舎の空間内で過ご

せる環境を提供する予定である。過去からの貯えを考慮すれば、当面の財政上の安定につ

いては支障ないと考えている。 

本学の強み・弱みについては、学生アンケート、就職先に対するアンケートを基に把握

するようにしているが、その分析と活用を高める必要がある。 

学納金計画においては、収容定員を確保したとしても、収支がマイナスになる構造であ

る。理由としては学費が周辺大学に比べ非常に安いという点が大きい。したがって、学費

の値上げは必要であり、平成 28年度は学納金の値上げを行うこととした。また、庶務・

教務・学生支援室・実習センターにおける事務職員の人数配置も適正かどうかの精査が必

要である。 

外部資金の獲得については、法人の現在の資産状況から借り入れ計画などは立てていな

いが、競争的資金や補助金などの獲得については条件に合致するものがあれば可能な限り

申請するよう奨励している。 

遊休資産については、不動産賃貸業を営む収益事業部門を持っていることから、すぐに

売却などの処分を検討するのではなく、賃貸等による継続的な収入を得る方策を第一に検

討しているため、明確な処分計画は立てていない。明らかに売却すべき物件については個

別に売却を推進している。 

 

(b) 課題 

 

学校ごとの財政状況に大きな差がある中で、特に短期大学についての改善が急務である。 

財務状況に対する教職員の理解度を向上させることが必要である。 

現状では私学経営情報センターが提供している損益分岐点分析を当てはめた場合、収 

入・支出の変動的な要素を取り除いて算出すると、収容定員充足率が 130％近くに達した

ときに「キャッシュベースで収支がまわる」状態となり、「損益ベースで収支がまわる」

ためには充足率 140％近い学生数が必要という結果となった。この点で、定員と経費のバ

ランスは崩れているといわざるを得ない。そのため学費の値上げが避けられない点につい

ては上記の現状でも触れたとおりである。 

経営情報の公開と危機意識の共有について、私立学校法に基づいた財務情報公開を行っ

ており、すべての教職員が財務内容について知る機会を与えられているが、財務状況に対

する教職員の理解度、危機意識の共有については低いといわざるを得ない。 

学生募集においては、既に社会人特別 AO 入試の定員を入学定員 150 名のうち 20 名ま

で増枠し、学内に保育施設も設けて社会人の学び直しニーズを捉えていこうとしている。

その他の戦略についても、学長のリーダーシップのもと、スピードだけでなく教育内容の

充実を求めながら実現させていきたい。 

 

 

 テーマ 基準Ⅲ-Ｄ 財的資源の改善計画 

 

改善計画については学納金の値上げを行うことを決定した（平成 28年度以降）。金額に
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ついては周辺の短期大学と比較しても妥当なものとなっている。 

年間計画の主なものとしては、入学定員の確保、中退率の低減、資格取得率の向上があ

げられる。例年、1 月から 2 月にかけて次年度計画と教学中期事業計画について、理事長

答申会にて計画の決定をしている。 

 

〈提出資料〉 

(13) 資金収支計算書の概要 

(14) 活動区分資金収支計算書（学校法人） 

(15) 事業活動収支計算書の概要 

(16) 貸借対照表の概要（学校法人） 

(17) 財務状況調べ 

(18) 資金収支計算書・消費収支計算書の概要 

(19) 貸借対照表の概要（学校法人）（旧） 

(20) 資金収支計算書・資金収支内訳表・貸借対照表 [平成 25年度～平成 27年度] 

(21) 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[平成 27年度] 

(22) 消費収支計算書・消費収支内訳表[平成 25年度～平成 26年度] 

(23) 中・長期財務計画書 

(24) 平成 27年度事業報告書 

(25) 平成 28年度事業計画・予算書 

 

〈備付資料〉 

(45) 学校法人明泉学園 寄附配布物 

(46) 財産目録（過去 3年） 

 

 基準Ⅲ 教育資源と財的資源の行動計画 

 

わが国は、高度情報化社会であると同時に、グローバルな国際社会の中で、幼児、児童

生徒に「生きる力」を育てることとしている。幼児期の教育は、その生涯にわたって学び

続けるすべての出発点となる大切な期間である。学びの環境と体験（幼児のあそび）が、

幼児期にとり大切な教育資源であり、環境の構成、発達に適した教材の開発と実践、そし

て、何よりも指導支援する保育者の資質能力が形成されてこそ、実現できる。幼児とふれ

合う機会をできる限り用意するために、附属幼稚園やキャンパス内に設置した保育施設、

何よりも自然豊かなキャンパス環境を総合的に関連させ、実践や体験が可能な科目の関連

するシラバス上での一貫性や関連性を明確にしていく。 

教育目標を達成するために、教育資源（人的資源、物的資源、技術的資源）及び財的資

源を効果的に活用していかなくてはならない。 

まず人的資源としては、優秀な教職員を各校務分掌に適切に配置して安定した学校運営

をしていきたいと考えている。大学の建学の精神や教育理念を理解し、学生の学習成果の

達成に向けて全力を注ぐことができる人材を確保したい。 

物的資源は、学習環境の整備を第一に考え、老朽化した建物の建て替えに一刻も早く取
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りかかりたいと考えている。 

技術的資源としては、新システムの導入に期待をしている。このシステムの構築と運用

には多くの利点があるが、学生や教職員が使いこなすのにかなり時間を要するのではない

かと思われる。このような時代の変化に対応できるよう教職員の資質・能力を高めていか

なくてはならない。  

財的資源については、財政的な安定に向け学納金収入に大きく影響する入学定員の確保、

中退率の低減、資格取得率の向上に注力し、また教職員数の適正化を進めることである。 

短期大学の赤字体質の脱却が学園全体の安定財政には不可欠であることを短期大学の教

職員は認識しており、そのためには学生数の確保と学納金の適正化つまり値上げ、及び教

職員の適正人数が必要であることは明白である。これについては以前より着手しているが、

例えば募集活動を強化しようとするとコストが逆に増加してしまうなど影響が出てしまう

が、必要なコストは掛けなければならず、財政的な体力があるうちに財政資源の改善をし

ていく方針である。 

 

◇ 基準Ⅲについての特記事項 

(1)以上の基準以外に教育資源と財的資源について努力している事項 

  

特記事項なし 

 

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

  

特記事項なし 
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様式９－基準Ⅳ 

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、建学の精神に基づき、各法令を遵守した上で、理事会を適正に運営している。

また、短期大学の学長を兼務しているが、ここにおいても十分にリーダーシップを発揮し

て、建学の精神に基づく教育研究活動が行なえるような体制を構築している。したがって、

大きな課題は無いが、今後も現状を維持継続して、経営責任を果たしていけるより良い体

制を発展的に構築していくことが重要であると認識している。 

さらに、理事長は、本学の学長と鶴川高等学校の校長を兼務しており、ほぼ毎日、それ

ぞれの学校に赴き、教員や職員、学生生徒との会話をとおして、財務面、教学面共に見渡

し、関係する者の意見にしっかりと耳を傾け、強力な牽引力で学校経営を行っている。 

鶴川女子短期大学は、一時低迷していた入学者数が改善されたが、今後も継続的に安定

した学生の確保が求められている。そして、短期大学校舎の老朽化もあり、建て替えが予

定されている中、今後、理事長兼学長・校長は理事会において、校舎改築のために財務的

な面での重要な意志決定を行い、教授会においては、常に学生の視点に立って、短期大学

の適正な運営につながるように、強力なリーダーシップを発揮できる体制を維持・強化し

ようとしている。 

 

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。] 

 

(a) 現状 

 

本学園は、建学の精神を具現化する方法の一つに、聖書を基とした教育を行っており、

理事長が議長を務める理事会・評議員会では、理事による聖書の朗読を行い、心を落ち着

けて理事会の議事に入ることで、円滑な議事の進行が行われ、建設的な意見の集約及び議

決が行われている。理事会には、毎回、監事が出席し、ときには参考人として意見を述べ

るなど、偏りのない良識ある理事会運営に寄与している。また、毎会計年度ごとに監査法

人の監査を受け理事会の議決を経た決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その意見を

求めている。 

さらに、理事長は、学長、校長を兼務しているが教育・人事面等のすべての状況を把握

して、学校経営を行っている。当然のこととして、理事長は学校法人の代表として、その

業務を総理している。 

理事長は、寄附行為の規定に基づいて理事会を開催し、学校法人の意思決定機関として

適切に運営している。 

理事長は寄附行為第 12条（理事長の職務）に定めるとおり、学校法人明泉学園を代表し、

その業務を総理している。また、同 35条（決算及び実績の報告）の定めに基づき、理事長

は毎会計年度終了後 2月以内に、監事の監査を受け、理事会の議決を経た決算及び事業の

実績（財産目録、貸借対照表、収支決算書及び事業報告書）を評議員会に報告して意見を
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求め、適切に執行している。 

理事会は、寄附行為第 17条各項の規程に基づき、理事長が招集し議長を務め、学校法人

明泉学園の業務を決し、理事の職務の執行を監督しており、学校法人の最高意思決定機関

として適切に運営されている。 

理事会は短期大学基準協会の認証評価の結果について、事業計画や予算等に反映させる

ように努め、短期大学の発展のために、関係法令の改正を含め、必要な学内外の情報が収

集・報告されており、短期大学の運営に関する法的な責任があることを認識している。 

また、財務情報の公開については、寄附行為第 36条（財産目録等の備付及び閲覧）第２項

に「この法人は、財産目録、貸借対照表、収支決算書、事業報告書及び業務又は財産の状

況に係る監査報告書を各事業所に備えておき、この法人の設置する私立学校に在学する者

その他の利害関係者から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを

閲覧に供しなくてはならない。」と定めて、私立学校法に従い、閲覧に供している。財務情

報については、ホームページ上でも公表し広く周知を行なっている。 

諸規程に関しては、学校法人は①役員・顧問、②組織関係、③業務運営、④附属及び関

連、⑤服務及び人事、⑥給与・手当・旅費、⑦経理、⑧管理の区分で、短期大学は①学則、

②組織・運営、③人事・服務、④教学、⑤学術・研究、⑥付置機関、⑦施設・設備の区分

で規程を定め、円滑な運営を図っている。 

理事の構成については、私立学校法第 38条（役員の選任）に基づき、寄附行為第 7条（理

事の選任）に下記の通り定めている。 

【寄附行為第７条】（理事の選任） 

第７条 理事は、次の各号に掲げる者とする。 

（１）学長、校長及び園長のうちから理事会において選任した者 1人又は 2人 

（２）評議員のうちから理事会おいて選任した者 2人 

（３）学識経験者、明泉学園の功労者、キリスト教の信者、その他のうちから理事会にお

いて選任した者 2人又は 3人 

２ 前項第 1号及び第 2号の理事は、学長等又は評議員の職を退いたときは、理事の職

を失うものとする。 

 

理事はこの寄附行為第 7条に基づき、学校法人の建学の精神を理解し、その法人の健全

な運営について学識及び見識を有している者を選任している。 

また、寄附行為第 11条（役員の解任及び退任）第 2項第 3号に、役員の退任理由として

「学校教育法第 9条各号に掲げる事由に該当するに至ったとき。」と定めており、学校教育

法第 9条(校長、教員の欠格事由)の規定は、寄附行為において準用されている。 

 

(b) 課題 

 

課題としては、より積極的・効率的な理事会に努め、各理事が学園発展に対する共通認

識を持ち、健全で適正な学園運営を行うことである。 

理事は私立学校法、学校教育法等の法令に基づき適切に選任されており、理事の構成に

特段の課題はない。今後は、より積極的・効率的な理事会運営に努め、各理事が学園発展
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に対する共通認識を持ち、健全で適正な学園運営に努める。 

理事長は、建学の精神に基づき、学校法人及び短期大学の経営を先導するリーダーシッ

プと責任を果たす。理事会は、理事長のリーダーシップのもと、私立学校法、学校教育法

等の法令に基づき適切な対応が図られ、学校法人の管理運営体制が確率されており、特段

の課題はない。 

更なる運営強化のために、情報公開については、今後私立学校法等の法令の定めるとこ

ろに従い、最新の情報を分かりやすく公開することに努めていく。 

 

 テーマ 基準Ⅳ-Ａ 理事長のリーダーシップの改善計画 

 

短期大学をめぐる環境が大きく変化しているが、その変化に対応するよう理事会・評議

員会は機能していると判断している、また、監事監査においても特段大きな問題は無いと

報告を受けている。したがって、さらに管理運営体制を継続して強化していくつもりであ

る。 

 

〈提出資料〉 

(26) 学校法人明泉学園寄附行為  

 

〈備付資料〉 

(47) 理事長履歴書 

(48) 実態調査 [平成 25年度～平成 27年度] 

(49) 理事会議事録 [平成 25年度～平成 27年度] 

(50) 学校法人明泉学園規程類集 

(51) 鶴川女子短期大学規程集 

 

 

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。] 

(a) 現状 

 

学長は、鶴川高等学校の校長、学園長、理事長を兼務しており、細部に渡って把握し、

指示を出すことの負担は大きいが、その反面、意思決定が効率的かつ合理的（経営面と教

育面の両方を鑑みた判断）に可能となっている。 

どの短期大学でも同様であるが、短期大学の教職員は、授業時間以外にも実習指導や少

ない人数で校務分掌を担うため、教授会も含めて会議は効率的におこなう必要がある。学

生が学校にいる時間はできるだけ学生の為に、という学長の考えのもと、教授会は准教授

および教授を構成員とし、議案の内容に応じて必要な教職員が陪席する形式をとっている。

教授会の開催日も原則として毎月最終月曜日の 4限としているが、入退学者の審議など、
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学生に直接かかわる議案が持ち上がった際には、教務課からの連絡をうけて学長が昼休み

の時間に臨時の教授会を招集し、迅速に結論を出す等、学生のことを第一に考えた教学運

営体制がとられている。 

また、学長は、リーダーシップの発揮にあたって、副学長への権限移譲を積極的に行い、

日常的な業務に忙殺されずに、未来志向の教学改革を進められるように、副学長を中心と

した短期大学企画本部の機能を重視している。上述の通り、教授会はできるだけ迅速な運

営をおこなう一方、副学長には学科会（基本的に全教職員が参加）の議長として、広く学

内の情報を副学長に集約させ、教学運営体制の偏りがないようにガバナンスを機能させて

いる。 

さらに、学長は高校でも本学でも授業を持ち、常に生徒・学生を直接理解するように努

め、また、FD・SD 研修会においては学園の全教職員に対して、本学園の歴史や建学の精

神について自ら語り、教職員の共通理解を深めるといったリーダーシップの発揮をしてい

る。 

 

教授会 

 教授会は教育研究上の審議機関であり、「鶴川女子短期大学 教授会規程」を設け各委

員会から提出された協議事項を適切に審議し実行している。 

 

 「平成 27年度 教授会の開催状況」 

回 開催日 主な審議事項・報告事項 

1 27.4.27 ①平成 27年度入学生の入学前既修得単位認定の件②平成 27年度教

育実習の実習参加の許可の件 

①平成 26年度保育実習Ⅰの終了報告について②平成 26年度入試の

終了について③平成 27年度 4月 24日以降の入試広報室の業務分担

について④百瀬和男著「建学の精神に基づく随想録」発行について 

2 

 

27.5.25 ①AO入試・社会人・留学生特別入試、特待奨学生 AO入試の選抜方

法の一部改訂の件②追再試の有料化の件 

①平成 27年度校務分掌変更について②第三者評価について 

3 27.6.29 ①国際幼児教育コースの設置認可申請について②動画投稿の学生

について 

①学生の除籍の件②追試験の有料化について③インフルエンザに

よる欠席の取り扱いについて④TOEICと保育英検の受験料補助制

度、試験対策講座について⑤高校生のインターンシップについて 

4 27.7.27 ①学生の退学の件②平成 28年度入学生の入学の件③学則変更の件 

①学生の除籍について②資格試験等による単位の認定について③

短大奨学生選考面接について④平成 26年度保育実習Ⅰと教育実習

の追実習参加について⑤学会受賞者報告について⑥第 4回 FD・SD

研修会「教育活性化事業」について⑦学長裁量経費の公募について

⑧相互評価送付について 
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5 27.9.14 ①学生の退学の件②平成 28年度入学生の入学許可の件③非常勤講

師評価制度の件 

①レーナ・マリアさん福音コンサートについての件②相互評価報告

書完成について③聖園学園短期大学との SD研修会における意見交

換について④平成 27年度後学期奨学生について⑤平成 27年度鶴友

会奨学生について⑥相模湖研修実施について 

6 27.9.28 ①学則変更の件②平成 28年入学生の入学許可の件 

①平成 28年度事業計画について②国際保育コース進捗状況につい

て③情報管理について④学生の除籍について⑤2年生の相模湖研修

終了について 

7 27.10.26 ①平成 28年度入学生の入学許可の件②学則変更の件 

①平成 28年度以降の入学定員について②レーナ・マリアさん福音

コンサートで合唱する曲について③広瀬スタジオさんに差し上げ

る感謝状について④文化祭について 

8 27.11.30 ①平成 28年度入学生の入学許可の件 

①平成 27年度「私立大学等教育研究活性化設備整備事業」の決定

について②教職員による相互授業参観について③教員の新規採用

人事について④耐震現地調査について⑤新校舎の建設について⑥

レーナ・マリアさん福音コンサートについて⑦来年以降の催しにつ

いて⑧クリスマス・ミニコンサートについて⑨「平成 28年度保育・

教職の手引き」の発行について 

9 27.12.21 ①平成 28年度入学生の入学許可の件②平成 28年度予算の策定にあ

たって③外部講師の謝礼目安の件 

①平成 28年度の校務分掌について②補助金事業に関する委員会立

ち上げについて③FD研修の開催について④自己点検・評価報告書

の点検について⑤教職員一体となった広報活動について⑥心のケ

アを必要とする学生について 

10 28.1.25 ①平成 28年度入学生の入学許可の件②保育実習の 1単位時間の変

更の件 

①学生の除籍について②平成 28年度の担任について③自己点検・

評価報告書について④平成 28年度の時間割について⑤新入生オリ

エンテーションについて⑥学年末スケジュールについて⑦卒業式

と入学式の係り分担について⑧平成 28年度前学期短期大学奨学金

について⑨「大学奨学金」授与既定の改正について 

11 28.2.22 ①平成 28年度入学生の許可の件②第 1回卒業判定会議の件③学則

変更の件④科目等履修生の件 

①卒業式における表彰について②平成 28年度の教員免許更新につ

いて③1年生相模湖研修について 

12 28.2.29 ①平成 28年度入学生の入学許可の件②学生の退学の件③第 2回卒
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業判定会議の件④科目等履修生の件 

①リリアナさんについて②エンブレムの変更について 

13 28.3.8 ①第 3回卒業判定会議の件 

14 28.3.28 ①平成 28年度入学生の入学許可の件②学生の退学の件③学生の休

学の件④平成 28年度入学生の入学前の既修得単位認定の件⑤検定

試験合格による単位認定の件 

①平成 28年度年間行事予定表について②平成 28年度前学期奨学金

について 

 

委員会 

校務分掌には各委員会が設置されている。委員会メンバーは学長により決定され各規程

に基づいて協議、審議をする。重要事項は教授会に議題を提出し審議される。 

「委員会名と主な業務」 

委員会名 主な業務 

教務委員会 「鶴川女子短期大学 教務委員会規程」 

教育課程に関する事項、授業計画に関する事項、学籍移動、成績及

び履修に関する事項、授業評価アンケートに関する事項等 

学生委員会 「鶴川女子短期大学 学生委員会規程」 

学生の福利厚生に関する事項、学生の課外活動に関する事項、奨学

制度に関する事項、就職・進学に関する事項等 

実習センター 「鶴川女子短期大学 実習センター規程」 

実習参加の可否に関する事項、実習単位の認定に関する事項、実習

の時期に関する事項等 

図書情報委員会 「鶴川女子短期大学 図書情報委員会」 

図書館の企画および運営に関する事項、図書館資料の購入及び廃棄

に関する事項、図書館の予算に関する事項、教育資源として、図書

館の管理する教材等の教育研究への活用に関する事項等 

短大企画本部 「鶴川女子短期大学 短大企画本部規程」 

IR、実習、広報、FD・SD、カリキュラム関する事項 

学内人事にする事項、重要な学内の規則の制定および改廃に関する

事項、教育、研究に関する事業及び予算の計画と実行に係る事項、 

FD推進・社会貢献・国際等に関する事項等 

IR 委員会 「鶴川女子短期大学 IR委員会規程」 

教育目標を達成するためのデータや情報収集に関する事項 

大学教育や学生支援に係る戦略的な企画・立案・実施に関する事項 

その他 IR委員会の目的を達成するために必要と認められる事項等 

広報委員会 「鶴川女子短期大学 広報委員会規程」 

本学の広報活動全般に関する戦略立案、情報公開の企画立案、広報

活動及び情報公開に関する学内外の連絡調整 
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社会連携貢献委員会 「鶴川女子短期大学 社会連携貢献委員会」 

地域交流会開催に関する事項、ボランティア等、地域交流、社会貢

献に関する事項、教員免許状更新講習の実施に関し、実施計画、終

了認定、講師の選択、その他必要な事項 等 

入試委員会 「鶴川女子短期大学 入試委員会規程」 

入試の実施に関する事項、入試制度に関する事項、入試広報に関す

事項等 

FD・SD 委員会 「鶴川女子短期大学 FD・SD委員会規程」 

教員を対象に FD活動の実施、職員を対象に SD活動の実施、教育・

研究に関する研修会の企画及び実施、授業評価アンケートの実施等 

人事委員会 「鶴川女子短期大学 人事委員会規程」 

教員の選考に関する事項、教員の昇任に関する事項、教員の業績評

価に関する事項、教員の研究に関する事項等 

紀要委員会 「鶴川女子短期大学 紀要委員会規程」 

紀要の原稿の募集、編集及び発行に関する事項 

 

(b) 課題 

 

学長は多くの役割を兼務しているため、短期大学の細部に渡って把握し、指示を出すた

めに学長の補佐体制として、副学長への権限移譲を進めた結果、特別補助の獲得など成果

を残したが、さらに必要に応じて委員会等の組織を立ち上げ本学の改革を進めていかなけ

ればならない。 

 

 テーマ 基準Ⅳ-Ｂ 学長のリーダーシップの改善計画 

 

学長の補佐体制として、副学長ひとりではなく、学長室として複数の教職員で、IR から

戦略的な企画まで、補佐する体制を作る必要があると考えている。また、学校教育法改正

に合わせて、組織運営体制を見直したが、短期大学改革の実務を担う人材の計画を立てて

いる。 

 

 

〈備付資料〉 

(52) 学長履歴書・業績調書 

(38) 教授会議事録 [平成 25年度～平成 27年度] 

(39) 各委員会議事録 [平成 25年度～平成 27年度] 
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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。] 

 

(a) 現状 

 

監事は寄附行為第 8 条に基づき 2名を選任し、第 16条第 1項第 2項の規定に則り学校法

人の業務及び財産の状況について適宜監査を行なっている。会計の内容に関しては決算書

類の閲覧と法人本部・経理責任者からの説明及び聴取に基づき監査を実施している。 

監査法人の監査について、監事は期末監査に公認会計士と直接会合する機会を持ち、監

査計画及び監査内容の説明、報告を受けることで連携を図っている。また、理事会に毎回

出席し、学校法人の業務執行状況につき理解を深めるとともに、財産の状況と合わせて適

宜意見を述べている。 

監事は上記のとおり学校法人の業務及び財産の状況について監査を行ない、毎会計年度、

監査報告書を作成し、当該会計年度終了後 2ヶ月以内に理事会及び評議員会に提出し報告

を行なっている。 

尚、監事は毎年文部科学省主催の監事研修会に出席し、監事の役割について理解する事

に努めている。 

 

(b) 課題 

 

私立学校法第 37条第 3項に基づき、寄附行為第 16条により、監事の業務は適正に実施

されている。今後もこの状態を維持していくことに努める。 

 

[区分 基準Ⅳ-Ｃ-2 評議員会は寄附行為の規定に基づいて開催し、理事長を含む役員の

諮問機関として適切に運営している。] 

(a) 現状 

 

評議員会は、私立学校法第 41条第 2項及び、寄附行為第 20条第 2項に基づき、理事定

数 5～7名の 2倍以上の、11以上 15名以下の評議員をもって組織している。 

私立学校法第 42条に基づき、寄附行為第 22条各項に規定されたものについて、理事長

はあらかじめ評議員会の意見を聞かなくてはならないと定めている。また、寄附行為第 23

条は、評議委員会は役員から報告を徴する事ができると定めている。 

評議員会は、寄附行為第 20条・23条に従って、理事会の諮問機関として適切に運営さ

れている。 

 

(b) 課題 

 

私立学校法第 41条第 3項に基づき、寄附行為第 22条により、理事会の諮問機関として

適切に運営されおり、この状態を維持していく。 
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[区分 基準Ⅳ-Ｃ-3 ガバナンスが適切に機能している。] 

 

(a) 現状 

 

①事業計画の作成、予算の作成については現場での事業計画立案から検討・全体調整・

承認・予算化という手順を経ており、適切であると思われる。予算の執行も同様に適切に

処理されている。 

具体的には、予算は、各部門からの年度の事業計画を提出させ、その内容について法人

事務局によるヒアリング、理事長によるヒアリングによって全体の調整を行いながら事業

計画の実施の可否を決定し、その結果に基づいて予算を作成している。予算については理

事会での議決承認の後、法人会計課長から各部門に通知が行われ、各部門では会計処理シ

ステムを通じて予算の内容の閲覧が可能である。 

年度予算の執行については、平成 25年度までは高校と幼稚園の校舎改築工事が進行中で

あったため、進捗状況と仕様変更などによる支出の増減などがあり、予算執行状況が年度

によって変動したが、平成 26年度については適正に執行されている。平成 27年度につい

てもほぼ適正に執行されているが、短期大学校舎改築計画の見直しに伴う設計業者との契

約解除が年度末に行われたため、設計費等の精算額の見積もりが難しく、一部の予算額と

決算額に大きな乖離を生むこととなった。 

事業計画の最終決定は理事長答申会という各部門の担当者も同席している場で行われて

おり、決定事項については速やかに各部門に持ち帰り伝達されている。  

②財務上の日常的な報告、資産運用管理、情報公開等は適切に行われており、ガバナン

スは適正に機能しているといえる。 

具体的には、支払資金については、「日次支払資金集計表」を毎日経理責任者及び事務局

長に報告するとともに、毎月「月次支払資金集計表」に「月次資金収支計算書」を添えて

理事長に報告を行っている。計算書類等については適切に表示している。監査法人から「適

正」以外の意見を出されたことはない。また、公認会計士の監査意見への対応も迅速に解

決し、公認会計士からの要望に対応している。 

資産及び資金の管理と運用は「学校法人明泉学園経理規程」、「同 施行細則」、「学校法人

資金運用管理規程」及び「同 施行細則」に基づいて適正かつ安全に管理している。 

固定資産管理については特に機器備品の管理について改善の余地があるが、現在対応中

である。 

寄付金については文部科学省からの各種通達にも添う形で「入学にかかる寄付金」と誤

解されることのないよう、充分な注意を払って募集を行っている。学校債は現在発行して

いない。 

財務情報については、各事業場に「財務情報公開書」を備え付けて教職員が自由に閲覧

できるようにしてあるとともに、学園ホームページにも掲載して広く一般に公開している。 

 

(b) 課題 

 

事業計画から予算化までの過程で、費用対効果やコストに対する認識がやや不十分であ
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る。 

年次事業計画の作成開始時期については、現在 11月初頭となっているが、もう一ヶ月程

度早めることが望ましいと思われる。 

 

 テーマ 基準Ⅳ-Ｃ ガバナンスの改善計画 

 

寄附行為他の諸規程に基づいて、理事会・評議員会は正常に機能しており、ガバナンス

は正当に行われているとの認識であるが、ルールを逸脱することが無いように、引き続き

チェック機能の充実を図りたい。 

 

〈備付資料〉 

(53) 監査報告書 

(54) 評議員会議事録 [平成 25年度～平成 27年度] 

 

 基準Ⅳ リーダーシップとガバナンスの行動計画 

 

理事長は、持ち前の統率力でリーダーシップを発揮し、少子高齢化の波が押し寄せる今

の時代に、学園を健全経営へと導いてきた。そして、老朽化した校舎改築も、残すところ

短期大学のみとなり、現在、常務理事を中心に建て替えに向け、計画を進めている。今後

も、安定的な経営を行う事が大前提であるため、学生生徒の定員の充足を図り、学園を支

えるべき次の世代を育て、学園にイノベーションを起こしていくことを重視している。 

鶴川女子短期大学は入学者数も増加傾向にあるが、継続的に安定した学生の確保が求め

られるため、高等学校との高大連携を推し進め、また各拠点の更なる発展に繋げていくこ

とを意識し学校運営をするよう行動している。 

理事長兼学長・校長は、理事会において、寄附行為に沿った適正な運営を行い、学園の

意志決定を行うだけでなく、短期大学においては、平成 27年 4月 1日の改正学校教育法の

施行に合わせて、大学組織・運営体制を整備した。その内容は、学長補佐を副学長に就任

させ、学長を助け、その命を受けて校務をつかさどることができるよう学則を変更し、校

務分掌も同時に改めた。また、教授会の役割も明確にし、同様の措置を終えている。現在、

学長の命を受け、副学長が中心となり短期大学の改革を進めている。 

以上のように、理事長は、学校法人明泉学園を代表し、その業務を総理できる体制を維

持することに努めている。 

 

◇ 基準Ⅳについての特記事項 

 

特記事項なし 
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様式 12－教養教育 

選択的評価基準 

 

基準（1） 地域社会に向けた公開講座、生涯学習授業、正規授業の開放等を実施している。 

法律で定められた教員免許更新講習の実施 

 

現状 

 

地域に開かれた公開授業として、平成 19年 6月の改正教育職員免許法の成立により、平

成 21年 4月 1日から教員免許更新制が導入された法律に基づいて、施行された同年 8月に

始めて、７年が経過した。3年目には、それまでの実績が評価され、定員 30名を超える応

募があり、毎回抽選で受講者が集るほどである。平成 27年度まで受講者は、延べ 200名に

ならんとしている。 

文部科学省教員免許更新制は、変化の著しい現代社会における教育についての理解を深

めることとして、「教育の最新事情」を必修として設定し、幼稚園教育要領等の改訂の趣旨

や教育政策の変遷や動向を速やかに理解すること。また、社会や家庭の在り方の変化が、

こどもの発達に大きく影響を及ぼし、発達障害が顕在したこと。こどもが巻き込まれる命

の危険にどのように対応すべきかということ。保育者がさまざまな教育課題を抱えている

教育現場におかれている実態にその糸口を与えることが必要であること。これらの認識を

踏まえた、12時間の講義を主体としている。 

本学では、小規模短期大学ではありながら、上記の内容を担当できる専任教員が、分担

して幼児教育に特化した講義を行っていることは大いに評価してよいと考えている。大規

模な大学や広域的にコンソーシアムを作って実施されている実態は、幼児教育段階での「教

育の最新事情」にふさわしい内容とは必ずしも言えない状況である。それは、多くの更新

者である小学校教員対象のプログラムに埋もれてしまう傾向があるからである。 

教育の現代的課題に向き合う時、受講者の相互交流によるアクティブラーニングの方法

も取り入れた形態は、受身型の伝達型講義ではなく、問題共有とその解決方法について自

らが行動できる自己効力感を感じつつ、各地域の教育現場に向かう自信を持ち、講習の意

義を感じている。以下の図は、講習時間割である。 
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講習は、「教育の最新事情」12時間および本学独自のプログラムを作成して実施する選

択講習である。保育内容にふさわしい音楽、運動、言葉の表現などの実技、図画工作や環

境素材でのものづくりなどで 18時間から成り立っている。 
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基準（2） 地域社会の行政、商工業、教育機関及び文化団体等と交流活動を行っている。 

 

地域社会の行政、商工業、教育機関及び文化団体等と交流活動 

町田市には大学・短大が多くあり、その教育資源を市民や町へのボランティア的な協力

や、市民参加の行事等への参加に活用することが期待されている。附属幼稚園園児は、町

田市、川崎市、横浜市から通園していることを考えると、広域的な地域社会である。今後

の課題としては、保育に関する子育て支援の公開講座等を開催して貢献できるものと考え

られる。教員個人の段階ではあるが、教員研修の講師などを引き受けている。 

 

基準（3）教職員及び学生がボランティア活動等を通じて地域に貢献している。 

 

１．ボランティア活動 

本学では、地域貢献の中核として、地域へ向けて学生及び教職員が協同で行う多様なボ

ランティア活動に取り組んでいる。中でもこの 5 年間では、平成 23 年 3 月に起こった東

日本大震災により、ボランティア活動に一層の関心を寄せることとなった。 

将来保育に携わる学生にとって地域社会と密接にかかわることが求められている。保育

者は、幼児に対する愛情と保育をする仕事に情熱と意欲を持ち続けられる人間性を有する

ことはもちろんのこと、幼稚園・保育所・社会施設などで働くためには、園児や入所者が

暮らす環境は地域にあるという認識を持つことである。即ち、社会性の形成は、保育者に

欠くことはできない。カリキュラムで保証しているのは、専門性の知識・技能にとどまっ

ているからであり、学んだことを生かす場としての実習と並んで、ボランティア活動は大

切な学びの場である。 

近年、幼児の成長を支援する立場から、「子育て支援」が重要な課題であり、早急に実行

に移す事項と位置づけられる。保護者は、日々、幼児の食や健康を支えつつ、暮らしの安

全にも気を配りながら子育てをしている。その生活基盤は、地域社会によって成立してい

る。地域は、まさに生きる場であり、教育の最も重要な柱である「生きる力」を育むのは、

幼児をとりまく環境である。幼児をとりまく保育環境は、幼児の成長につれて拡大し、幼

児は体験活動を通して少しずつ環境を認識していく。幼児に関わる人とモノやその構成を

つかんでいけるように、幼児をとりまく地域環境と保育施設などでの保育活動は、関連性

が深く認識を深めなければ保育はできないであろう。 

他方、現代は急激な都市化や生活様式の変化により、住環境であるその地域の人々との

連帯感はかなり希薄となっている。また、地域の持つ文化や歴史的なよりどころである祭

りや季節とかかわる地域の持つ教育機能は、都市型あるいは住居集約型の人工環境による

コミュニティ形成の困難さから、年齢を超えた交流も減少し、多くの体験や学びの機会を

失っている現状を看過することはできない。 

共生社会を今後どのようにして実質的なものとするかは、誕生から成人までの 20 年間

の教育のありかたにかかってくる。 

また、障害児・障害者への理解と支援については、社会的な課題である。障害者スポー

ツ振興をはじめ、障害者にとって生活しやすい環境の調えとどのように支援の方法を身に

つけていくかは、われわれにとり大きな教育課題である。施設実習を通して体験してくる
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2 年生の中ごろから、その意識が急速に高まってくることを実感している。実習と連携を

もとにしたボランティア活動は意義深いものがある。 

わが国のボランティアは、20 年前の阪神・淡路大震災が契機となり、その後、自然災害

の多いわが国において、少しずつだが人々の意識の広がりから定着してきた。平成 23 年 3

月に起こった東日本大震災等では、さらにボランティア活動に対する関心は、さらに人々

の意識に高まり、被災地をはじめ、大きな困難を抱えた人々への支援の輪が広がっている。

本学において、東日本大震災被災地の宮城県気仙沼市大島への被災地支援ボランティア活

動は、今年で 5 年目をむかえた。 

被災地支援ボランティア活動を始めるにあたっては、平成 20 年度以来の大学の地域交

流活動が大きな基礎となっている。地域交流先は、附属幼稚園をはじめ、近隣の保育園、

幼稚園、小学校、児童福祉施設、老人福祉施設などである。社会的参画の意義づけと地域

貢献を推進するために、平成 24 年度からは、ボランティア活動を授業化した。授業展開

上での学生の自主的な活動のなかで、保育関係だけでなく、道路のゴミ拾い、駅前の清掃

などを含め、多方面にわたる様々な活動に参加していることがわかった。振り返りを行う

と学生の意識の高まりを実感することができる。さらに 27 年度から 1 年生の「実習指導」

の一環としてボランティアを課題として位置付けている。 

 学生がボランティアをするにあたっては、地域や保育施設等からの募集の仲立ちを学生

支援室が、また、実習への関心を持たせるボランティアについては、実習センターの教職

員が一体となって事前指導を行い、学生のボランティア精神が発揮できるよう支援をして

いる。 

 

２ ボランティアの実践 

本学が実施しているボランティア活動の内容は以下のように分類できる。 

 

 

 

 

Ａ．附属幼稚園ボランティア 

 

原則として幼稚園の 2 学期開始の 9 月～11 月毎週土曜日 9：00～12：00 に保育見学を

し、保育活動の補助をする。その他、入園説明会、運動会の手伝い等である。道具の出し

入れ等準備段階の仕事も請け負ったので、それまでの保護者による運動会での仕事が大幅

に軽減され、保護者には、園児と一緒にいられる時間が増えたと好評であった。 

また、鶴川幼稚園の夕涼み会は本学の校地内で催され、学生は園児相手のボランティア

として活動している。24 年度は 41 名、25 年度以降は園が直接募集したので短大では人数

の把握はしていないが、毎年ボランティアによる支援が行われている。 

こども園では 26 年の夏休みに延べ 69 名、冬休みは 16 名の学生が、保育士の補助とし

てボランティア活動を行った。 

 

 

A．附属幼稚園ボランティア B. 学外ボランティア  

C. 被災地支援ボランティア D. 実習課題としてのボランティア 
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Ｂ．学外ボランティア活動 

 

（１）個人参加型学外ボランティア活動 

ボランティア活動の場所は、保育所、幼稚園、児童福祉施設、老人福祉施設などである。 

保育所や幼稚園では、遠足やキャンプ、夏祭り、運動会など各種行事での保育補助や近隣

小学校の授業中の生徒補助や宿題・余暇活動の相手である。これらのボランティア募集は、

学生支援室あてに平成 24 年度 26 件、25 年度 33 件、26 年度 39 件あったが、参加学生は

少なかった。また、教員 1 名引率のもとに 4 名の学生が相模原・座間両市教育委員会後援

の「子ども文化フェスティバル」に参加し、子どもたちと触れ合う活動をした実績もある

が、本来、個人の意思で参加するには、ハードルが高いことを裏付けているのが実態であ

ろう。 

（２）「ボランティア活動」の授業 

23 年度に「ボランティア活動」を授業として単位化する方針を打ち出し、24 年度から

授業化した。この科目は、次の 3 つを到達目標に設定している。 

１．ボランティアとは何かを、考え方や実践事例から理解することができる。 

２．自分自身がボランティアを志す仲間と共に協力し実践できる。 

３．ボランティア活動を通して、自他の人間性を深めることができる。 

15 回の授業計画は、「ボランティア」概論 福祉の実態を知ること 活動スキルを学ぶ

こと 情報を得ること 自主活動 まとめ に大別し、社会福祉の観点を主軸においてい

る。 

活動を行う地域とその方法として①地域密着型②特定地域型に分けて活動した。 

 

①地域密着型 

地域の老人福祉施設（デイサービス）を訪問し、トーンチャイムの演奏や紙芝居、絵本

読み、ペープサート、パネルシアター、エプロンシアターなど、幼稚園実習で習得した技

能を披露して交流を図った。このボランティアは課題解決方式であり、デイサービスのお

年寄りが何を望んでいるかを聞き取り、学生自身が何をしてあげられるか自ら考え行動す

る取組みとしている。また、個人でボランティア先を開拓して、実践する課題も指示して

いる。個人でボランティアをした場合、いつ、どこで、どのような活動をしたか、報告書

と感想文を書き、発表し振り返りを行っている。 

ａ．個人でボランティア先を開拓する 

実際には、２つの観点から検討する必要がある。１つめは「活動する地域」であり、２

つめは「活動する内容」である。 

 全国の多くの各自治体には社会福祉協議会と連携して「ボランティアセンター」が設置

されている。 

第３回の授業では、夏休みなどの長期休暇に行う自主活動としてのボランティア先を見

つけ、その内容について互いに発表した。多くの学生は、活動地域を先に決め、当該地域

のボランティアセンターのホームページから検索して活動内容を検討した。 

 学生が選んだボランティア活動の内容は以下の通りである。 
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主な内容 分類 

恵まれない動物のために募金活動 労働系 

高齢者デイサービスでの話し相手 コミュニケーション系（高齢者） 

高齢者デイサービスでのお茶出し等 コミュニケーション系（高齢者） 

イベントの手伝い 労働系 

親子サロン コミュニケーション系（親子） 

中国語圏の方への日本語習得学習支援活動 コミュニケーション系（その他） 

障害のある子どもたちの遊び相手 コミュニケーション系（子ども） 

子どもの居場所づくりの活動（食事・勉強） コミュニケーション系（子ども） 

小・中学生の学習支援 コミュニケーション系（子ども） 

清掃 労働系 

高齢者や障害者の買い物補助 コミュニケーション系（高齢者） 

知的障害や発達障害のある子どもたちの遊び

相手 

コミュニケーション系（子ども） 

子どもの通院のための、車での送迎 労働系 

子どものキャンプ等の活動リーダー コミュニケーション系（子ども） 

 

 上記の分類を見ると、学生が選択したボランティアの内容は「コミュニケーション系」

と「労働系」に分けることができ、そのうち「コミュニケーション系」は、子どもに対す

る支援と高齢者に対する支援に大きく分類されるのであるが、年齢を問わない日本語学習

支援活動を選んだ学生もいた（ちなみに、この活動には中国語の語学力は必要とされてい

ない）。 

 本学は保育者（保育士・幼稚園教諭）養成校であることからも、子ども支援のボランテ

ィア活動を選んだ学生が多かった。また、労働系のボランティアの多くは１日で終わるも

のが多く、授業の課題としてボランティア活動をすることから、負担が少ないものを選択

したということも考えられる。 

 そもそもボランティアとは、文字通りボランタリー（voluntary）な活動であり、労働

（work）とは異なるものである。ボランティア活動は自主性・主体性が重要であり、他人

から強制されるものではなく自分の意思で行う活動であるため、相手方との約束を遵守し、

プライバシーに配慮し、自分の能力を超えるような「安請け合い」をしないよう、活動内

容を選択するように注意した。 

ｂ.「ボランタリーマインドを育てる」 

学生がボランティア活動を行うにあたり、「隣人とともに生きる喜びを知る」という視点

を持たせたいと考えた。授業では、釜石市の写真家の作品を見て、彼が伝えようとした被

災地の人々の思いを考えることから始めた。そして世界の人々の祈りから、他者のために

祈ることの意味について考え、ボランタリーマインドを育てる試みを行った。 

 

①過去に思いを馳せる 

「2011 年 3 月 11 日、東日本大震災の日、あなたは何処でどうしていたか」学生自らの
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振り返りをすることから始めた。そして、「保育者を目指す学生として、園バスに乗って流

されてしまった幼稚園児、津波にのまれてしまった小学生の子どもたちの思いに、あなた

の心を向けてみよう」と問いかけてみた。 

 震災が起きた当時、ほとんどの学生が中学校卒業を控えた時を過ごしていた。まだまだ

何らかの行動を起こす術を知らない当時を、以下のように振り返っている。 

【学生の発言】 

・自分の身の周りも騒がしく、被災地のことを思えるほど大人では正直なかった。 

・流された園バスに乗っていた子どもがどのような気持ちだったかと考えたとき、とても怖

いと感じた。どれだけ多くの未来が奪われてしまったのだろうと、とても悲しい気持ちに

なった。保育者を目指すものとして、子どもたちを守れるような知識を身につけたいと思

っている。 

 これらの発言に、過去に何もできなかったという思いと、これから保育者として子ども

の命と未来を守るために必要な、知識獲得への意欲の芽生えを見ることができた。 

 

②写真家が伝えたかったこと 

 釜石市の写真家が撮った作品を通して、「写真家が伝えたかったこと」を考えることにし

た。きっとそこが家であっただろう所に立ちつくし、静かに涙を流す人の姿。そしてまた

歩んでいく姿。暗闇の中、一つの灯りに集う人々の姿。たくさんのボランティアと、それ

を虚しくも上回る瓦礫の山々。人々の悲しみの表情と、今まさに開花をしようとする桜。 

学生はこれらの写真から、「人の営みは、確かにそこにあった」「人は助け合って生きる

ものだ」「人は皆、一生懸命に生きている」というメッセージを感じ取っていった。 

【学生の感想】 

 ・写真から、現状をどうにかしようという人々の思いが感じ取れ、雪降る季節は続くが、や

がて花が咲く時はやってくるのだというメッセージが伝わった。過去のことにせず、ボラ

ンティアを続けていくことが、心を痛めている人々へのケアになるのではないだろうか。 

 写真から今は壊れてしまったが、しかし確かにそこにあった人の営みを感じ、そして多

くの人の思いを感じ取ろうとした学生の心の動きが見て取れる。 

 

③世界の人々の祈り 

You Tube に寄せられた世界中のたくさんの祈りから、世界の人々は東日本大震災をどの

ように見ていたのかを考えることにした。学生がとりわけ関心を寄せた映像は、小さな子

どもたちが涙を流しながら懸命に祈る姿であった。この祈りから、学生は初めて知らない

所で自分を祈ってくれる人の存在があることを知った。また他者の祈りによって、人は幸

せを感じるものだということも理解した。そしていつか自分も助けられる存在にもなり得

るということにも気付くことができた。 

【学生の感想】 

 ・海外の人々の温かな祈りは、東北の復興だけでなく、世界を平和にできるのではないかと

思った。人のために行動を少しずつしていくのだと子どもにも伝えられるような保育者に

なりたい。 

 ・見知らぬ誰かが自分たちのことを心配し、心を痛め、関心を寄せてくれていると知ると、
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きっと勇気が出ると思う。辛いのは、一人ぼっちだと思うことである。自分のまわりに自

分を助けたいと思っている人がいると気付いてもらうのもボランティアの意義ではない

か。 

世界の人々の祈りから、「他者を思う気持ちの尊さと、隣人とともに生きていくことの心

強さ」という、ボランタリーマインドの核心に学生は気付き始めたと言える。 

 

④進まない心の復興 

 震災後、岩手県大槌町に設置された「風の電話ボックス」をモデルに書かれた絵本『か

ぜのでんわ』（いもとようこ作・金の星社）の読み聞かせを行った。線は繋がっていない電

話、しかし今は会うことのできない大切な人と話すことができる電話に、今も訪れる人が

後を絶たない。大切な人を失った人々にとっては、時は未だ止まったままでいることを知

る。 

 またその一方で、自らも被災しながらも、被災地の人々に歌声を届ける活動を行う仙台

市立八軒中学校の合唱「あすという日が」を鑑賞した。 

【学生の感想】 

・東日本大震災での出来事は、私たちそして被災地の方々の心の傷として残っている。被災

地の人々の抱えた心の傷、故郷の傷は私たちとは違い、そう簡単に癒えるものではないと

感じた。 

震災から５年が経った今、まだ風化させてはいけない現実である。 

 

⑤ボランタリーマインドと保育をする心 

ボランティアとは、そもそも遠くの人のためにするものではない。すぐ横で困っている

人を横目に、我々は無関心になってはいないだろうか。人として、どう動くべきなのだろ

うか問い続けなければならない。 

【学生の感想】 

・人が助けを求めていたら、理由もなく助けに行くのが人間なのだと気付いた。今なら    

小さなことを手伝うことができるかもしれない。周りの目を気にせずに助けたい。 

・テレビを見てかわいそうとつぶやく自分を変えていけたらと思う。 

・被災者の負った傷を遠い場所から、悼み、祈りを捧げる姿に、私も何かをしてもらってか

ら動くのではなく、困っている人の心や、気持ちに寄り添いボランティア活動をしていき

たい。 

 授業の中で多くの人々の思いを考える経験は、ボランティア活動を行う上で大切な動

機づけとなったと言える。「助ける」ということは「育てる」ことに近いと考えている。

物言わぬもの、目には見えないものから、真実を見たり、聞いたり、感じたりするボラ

ンタリーマインドは、今後学生が保育者となったときに必要な、保育をする心に繋がっ

ていくのだと言えよう。 

ｃ．デイサービス三輪ひまわり訪問 

本学の近隣にあるこの施設への訪問は 4年目となる。平成 27年度は、受講者 8名(2年

生)と引率教員 2名で 7月に実施した。 
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★事前準備 

・現地打ち合わせ(施設長と教員): 施設側の要望 ①生活の流れを崩さない範囲で、訪問時

間は午後のおやつ前の 60分 ②利用者と自由に接し、話を聞いてほしい ③清潔感があり、

動きやすく、露出を避けた服装で来てほしい 

★訪問:  

①トーンチャイム演奏 : ・学生のみの発表 

・利用者と一緒に演奏(マンツーマンで持ち方、振り方の指導) 

② 歌 : 利用者と一緒に歌う 

③利用者と自由に交流 : 地域の歴史について利用者に話を伺う、ゲーム、製作など 

★振り返り : 

  事前準備では、学生が訪問先や利用者の状況をよく考慮して、意欲的に取り組む姿が見

られた。司会を担当した学生は、普段あまり人前で積極的に自己表現する経験がなく、何

をどう話したら良いのか緊張していたが、実際に訪問すると、自然に言葉が出てきて、臨

機応変に行動することができた。 

  この社会経験により、学生の視野が広がり、さらに学生の能力を引き出す事に繋がった。

また「人のため」だけでなく、学生自身がふれあいを楽しんでいた事も、ボランティア活

動とは一方的に「与える」だけのものではない、と感じとることのできた有意義な経験で

あった。 

 今後は先方のご都合と時間が許す限り、事前打ち合わせにも学生が参加する事により、よ

り主体的な活動ができるのではないかと考える。 

 

 ②特定地域型 

「自然コミュニケーション」の授業を継承する。 

実施地域：山梨県小菅村 

訪問施設：老人福祉施設デイサービス「きぼう」 小菅保育所 

実施時期：8 月 17 日～19 日 

「自然コミュニケーション」は、ボランティア活動が中核となってプログラムされてい

るので、27 年度より「ボランティア活動」授業の一環とすることになった。 

【 小菅村での活動へ向けて】 

４月から学んで来たボランティアの意義や精神をもとにして、小菅村コースの指導には 

現地と長年にわたり関わってきた教員、幼児教育や健康を専門とする教員、図工を専門と 

する「ものづくり」指導担当教員、トーンチャイムなど器楽指導担当教員があたった。参

加学生は 10 名である。 

  幼稚園での教育実習も終わり、夏休み中の 3 日間、多摩川源流の自然豊かな村でボラン

ティアをしようと、学生の気持ちは日毎に高まっていった。事前学習として、まずトーン

チャイムの曲を選び、練習を始めた。２ヵ所の訪問先に向けた計画は、学生を中心に進め

られ、紙芝居、大型絵本、パネルシアターと次々に案が出された。学生たちが意見をぶつ

け合いながらお互いを認めていく様子は、見ていて頼もしく思えた。紙芝居か大型絵本か

もめていたのに、現地行きの荷物には両方入っていたり、パネルシアターはしない方が良

いと言われたのに、夏休み中にすばらしい作品を作ってしまう学生がいたり、なかなか個
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性溢れる学生たちであった。 

現地での活動内容 

1 日目 デイサービス「きぼう」にて・浴衣姿でトーンチャイムの演奏をする。 

曲目は、「ふるさと」「夕やけこやけ」「ロンドンデリーのうた」「しゃぼん玉」。間にハーモ

ニカ演奏が入り、「ふるさと」を皆で歌った。 

・パネルシアター「おもちゃのチャチャチャ」は、学生の歌に合わせて話が進むので、「か

わいいかわいい」と大変喜ばれ、「アンコール！」と声がかかった。 

・手遊びやバルーンアートや座ったままできるヨガも好評であった。 

・最後に「炭鉱節」を、地元の元気な通所者のご指導を頂き、学生も一緒に踊った。 

・おやつタイムでは、大きなシュークリームを頬張り、お年寄りの方や職員の方々とおし

ゃべりのひとときを楽しんだ。 

2 日目 小菅保育所にて 

・挨拶のあと、手作りの楽器カズーをプレゼン

トし、トーンチャイムの演奏をする。曲目は、

「山の音楽家」「夕やけこやけ」「しゃぼん玉」。

演奏後、子どもたちもトーンチャイムを鳴らし

てみる。恐る恐るだが興味深げな表情が印象的

だった。 

・パネルシアター「おもちゃのチャチャチャ」

は大好評で、2 回披露した。子どもたちと 

歌ったり、カズーとの共演もできた。 

・待望の筏作りは、積極的な子どもたちに学生が引っ張られる形で進んだ。短大から持参 

 した２㍑のペットボトルも加わって、大きくてカラフルな夢のある筏ができあがった。 

・最後の紙芝居で学生は、じどうしゃブーブーと語る学生の表現がおならブーブーに変化 

 する子どものとらえの楽しい一面を知ることとなった。 

3 日目 小菅の川で筏遊び 

・子どもたちとは前日の筏作りで仲良くなっているので、学生は自分の担当の子どもの安 

全を考えながら、筏を押したり引っ張ったりして、一緒に川遊びを楽しんだ。すばらし

い自然の中で、学生も子どもたちも輝いて見えた。  

・保育所に戻り、手遊び「はじまるよ」と「すいかのめいさんち」をし、大型絵本「あり

とすいか」を読む。 

・学生と子どもたちがお互いに「ありがとう！」を言い、別れを惜しんだ。 

まとめ 

学生の３日間の活動の達成感はかなり大きなものであったと思われる。お年寄りや子ど

もたちの笑顔、「ありがとう！」の言葉から、次の活動への意欲が湧いて来たにちがいない。

この小菅村での体験が、これからのボランティア活動の第一歩になればと思っている。 

  これらの活動を通して、社会に有為な保育者を育成することを主眼としている。専門的

知識・理解、汎用的技能、態度・志向性、総合的な学習経験と創造的思考力の修得と併せ、

より広く地域社会との連携や地域への貢献を学ぶ必要がある。そのため地域活動、地域貢

献、ボランティア活動は貴重な社会経験であると考え、大学として活動を推奨している。 
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 また、実際に保育所、幼稚園などでボランティア活動をすることは、学生の自ら考えて

行動する力を養う機会として捉えている。今後とも、地域活動、地域貢献、ボランティア

活動をさらに充実させ、学生が社会で触れ合う実体験の場を増やしたいと考えている。年々、

充実したボランティア活動は、本学の建学の精神である「愛の教育」が確実に根付いてい

る結果だと考えている。また、率先して行動する姿勢から、自ら考えて行動し、社会との

かかわりの中で成長していると評価している。 

 

Ｃ．被災地支援ボランティア活動 

東日本大震災直後の平成 23 年から、毎年

引き続き宮城県気仙沼市大島で被災地支援を

行っている。 

教員 3 名引率のもと、23 年は 3 名、24 年

9 名、25 年 6 名、26 年 6 名の学生が参加し

た。 

 

いずれも、保育園〈2 ヶ所〉、仮設住宅〈1 か

所〉を訪問し、保育園では、用意した手作りお

もちゃを渡し、園児と一緒に遊び、仮設住宅で

は、参加学生は、被災者からの震災当時の話を

聞き小物づくりをしながら交流を図った。 

都内や横浜市内で、被災地気仙沼のわかめ漁

業者の物品販売を毎年数名の学生が手伝ってい

る。イベント会場で丸一日、ワカメなどの販売に協力し、ホールにおける常設展示 

文化祭では来場者に声をかけて回った。文化祭での売り上げは被災地に寄付している。

これもボランティア活動の一つの方法である。 

♦支援活動の方法の試みと広報のあり方を工夫 

震災後の被災地の様子や被災者のことが風化してきていると報じられている現実から、

被災した多くの方々の困難や大変さを忘れない方法の一つに、短期大学のホールの一部を

借りて被災状況の展示を行っている。写真、物産、パンフレット、学生の訪問記録ノート、

保育園への支援物資などである。また交流の様子や仮設住宅訪問の写真、海岸で拾った貝

なども展示した。学生はもとより、短期大学を訪れる保護者や関係者は、しばし足を止め

て被災地支援活動に関心を持って見守っていた。 

被災地支援活動に伴う経済的支援は短期大学からの援助で行われ、支援継続の大きな力

となっている。     

 

Ｄ．実習課題としてのボランティア 

1 年生開設の、保育実習指導Ⅰ（保）の授業の一環として、夏休み（7，8 月）にボラン

テイアの課題を課した。期間やボランテイア先については基本的には学生の自主性にまか

せるようにしたが、幅広い社会経験が今後の学修に向けて役立つと考え、できるだけ保育

関係以外の体験を積むことを推奨するようにした。 
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また、半数の学生は、町田社会福祉協議会の「2015 夏体験ボランテイア」に参加したこ

とにより、地元と密着した活動を展開することできた。 

 

  2015 夏体験ボランティア活動先 

１ 娯楽施設 運動施設など 

２ 老人養護施設 デイサービス 

３ 学童クラブ 

４ 文化施設 

 

 

6 月には学生は町田ボランテイアセンターの職員から実習の心構えや諸注意についてオ

リエンテーションを受けたのちに、各自がボランティア先への電話依頼を行なった。この

ことは、学生の社会性を養う上でも大変有益な経験となったと考えられる。また、地域の

清掃や動物保護のボランテイア等を通して学んだことも、学生の視野を広げる上で意義の

ある活動であったと考えられる。 

ボランティア活動の課題 

 今後の課題としては、幼児教育を担う学生の日ごろの行動を大切に考え、専門職をめざ

す意識と社会性の実感が持てるようにすることだと考える。そのためにどのような内容と

方法を検討したらよいか。日常の規則正しい生活習慣、特に挨拶、笑顔、身だしなみ、言

葉の使い方について、一層力を入れて指導していきたい。現在は挨拶や日常のマナー、ゴ

ミ分別などについて廊下や掲示板で呼びかけ、授業で意識を喚起しているが、さらに教職

員、各部門との連携を強め、より強固に学生支援に繋げることが課題である。また、学生

による地域貢献を促す指導、教育も課題である。 

 

改善計画 

 

 ボランティアやアルバイトなどで社会と接点を持っている学生も多いが、短期大学生と

しては自主性、社会性の面で学習成果は十分とは言えない。自主的に行動できるような支

援を心がけたい。平成 27年度から 1年生の実習指導の授業において一日ボランティアを義

務化する方向である。選択授業としての「ボランティア活動」では、町田市ボランティア

センターから講師を招き、講習を受けてから、一日活動を行う。紹介されたボランティア

先から選択したり自己開拓したりして、社会体験を実践することにしているが、実習前の

ボランティア活動のガイダンスの充実を図る。ボランティアの理念とボランティアの実際

を、事前指導に盛り込めると全学生の意識化が進むと考えている。 

 

〈備付資料〉 

(21) キャリアデザイン 

(22) ボランティア活動 

 

 


