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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
創立者河野タカは、「礼法を基調とする人間づくり、その上に立って必要な知識・
技能を授ける」という実学教育を建学の精神として掲げ、「自覚・感謝・温雅」を訓
とし「率先垂範・師弟同行」の基に、生きた教育を実践してきた。
昭和 37 年、地域の要請に応えるため豊かな情操と専門的な知識・技術を持った女
性を社会に送り出すことを目的に「下関女子短期大学」を開設した。学園訓として掲
げていた中から、特に社会貢献に重きを置き、人間形成の要点を「温雅」とし、「温
雅にして礼節をたっとぶ(温雅而尚礼節)」を教育理念とした。この言葉は、「穏やか
に人を思いやる心と社会の中で自らを律する心を合わせ持った人間を育成する」とい
った思いが込められたものである。
この建学の精神を基に、
「下関短期大学学則(以下「学則」という。)」 第 1 条で「教
育基本法及び学校教育法の定めるところに従い、幅広く深い教養および総合的な判断
力を培うとともに専門の学芸を教授研究し、職業又は実際の生活に必要な能力を育成
することを基本目的とし、併せて教育理念である「温雅・礼節」の訓を具現できる人
間性豊かな人材を育成することを使命とする」と明記し、入学式、学位記授与式等に
おいて言及するだけでなく、教室にも、
「温雅而尚礼節」の精神を表記した額を掲げ、
日常的に確認している。
この建学の精神を基に作られた教育理念は、本学の大学案内およびホームページ等
にも掲載し、本学の教育について周知すると共に入学者等にも説明している。
また、授業や学校行事、地域貢献活動等を通して、機会あるごとに建学の精神・教
育理念について、周知徹底を図っている。
栄養健康学科の「人にやさしい栄養士」、保育学科の「心温かな保育者」という目
的は、人と人との触れ合い、絆を大切にするという共通理念を土台にしている。心の
絆を大切にする本学は、専門職にふさわしい知識・技能を備え「他者に優しく、自己
に厳しい」心豊かな人材を多く輩出している。
学生の学習状況を個別に把握するため、保育学科では平成 22 年度から、栄養健康
学科では、平成 23 年度からチューター制を導入し、よりきめ細かい把握に努めてい
る。また、両学科ともに、専門技術を極めるためにゼミナール活動において地域の要
請に応えるべく創作発表会、食育活動、作品展等の開催により学習の成果を公開して
いる。
栄養健康学科では、日進月歩する科学技術の成果を吸収し、なおかつ温かい人間性
を備えた「質の高い栄養士」を育成することを目標にしている。保育学科では、質の
高い保育者を養成するため専門性と経験を兼ね備えた保育現場の経験者を配置し、教
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育・保育の現場で対応できる能力を身に付けた保育者の育成を目指して日々努力を重
ねている。
これまで各学科の教育目標、学習成果に関して、学科ごとに見直しを重ねてきたた
め、これらの表現に僅かな差異がある。今後は、教育機関として入学希望者も含め第
三者にわかりやすい表現で成文化していきたい。
カリキュラムの改革、キャリア教育、初年次教育、リメディアル教育を導入するこ
とは、学生の質の向上、教職員の意識の高揚を図っていく上で極めて重要なことであ
る。平成 26 年度から一部実施している項目もあるが、まだまだ十分とは言えない。
自己点検・評価については、
「学則」および「下関短期大学自己点検・評価委員会
規定」に基づき、定期的に自己点検・報告書を作成している。
平成 28 年度、本学独自で作成した「学生生活に関するアンケート」を実施しそれ
を自己点検・評価委員会が分析、その結果について教授会で検討した。また、このア
ンケートの集計結果に対して、今後の改善案を作成するため、各教職員の意見・感想
を集めた。アンケート集計結果の使途については、今後、各自が分析し、又委員会等
でも取り上げて、この結果が、次に繋がっていくよう努力する必要がある。
自己点検の実施にあたっては、平素の教育活動を点検・確認するとともに、授業に
関するアンケート及び学生生活実態調査を実施し、これらのアンケート結果を基に
「わかる授業」
「学生の視点に立った授業」が行われているか、更に、
「学校生活が楽
しい」
「有意義な学生生活」が送られているか、この点を主眼に確認していきたい。
今後とも、各学科、教務委員会、学生指導委員会、FD 委員会等において、さらに
検討を加え、より一層充実したものになるよう努力していかなければならないと考え
ている。
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［テーマ 基準Ⅰ-A 建学の精神］
［区分 基準Ⅰ-A-1 建学の精神が確立している。］
■ 基準Ⅰ-A-1 の自己点検・評価
(a)現状
創立者河野タカは、
「良妻賢母こそが良き家庭人、延いては良き社会人づくりの根本
である。礼法を基調とした人間作り、その上に立って必要な知識・技能を授ける」とい
う実学教育を建学の精神として掲げ「自覚・感謝・温雅」を訓とし、「率先垂範・師弟
同行」の基に、生きた教育を実践してきた。その後、時代の変遷とともに教育の方向性
や教育内容も変化、充実する中で、昭和 37 年に地域の要請に応えるため、豊かな情操
と専門的な知識・技術を持った女性を社会に送り出すことを目的に「下関女子短期大学」
を設立し、高等学校、短期大学を通じて 5 年間の一貫教育を実践した。そして学園訓と
して掲げていた中から、特に社会貢献のための人間形成の要点を「温雅」に集約し、
「温
雅にして礼節をたっとぶ(温雅而尚礼節)」を教育理念とした。
この建学の精神・教育理念は、学則第 1 章において、本学の教育の目的及び使命とし
て明記している。また、本学の大学案内およびホームペ―ジ等に掲載し、本学の教育に
ついて周知を図るとともに入学者等にも以下のような場と方法で説明している。
①建学の精神や教育理念に対し、入学式の学長式辞において触れ、入学式後のオリエン
テーションにおいても各学科長から新入生と保護者に説明している。
②新入生の最初の授業で、学長が本学の建学の精神と教育理念について講義するととも
に、創立者が教育にささげた情熱を当時の資料の見学や時代の状況等の説明を通して感
得させている。
③教職員には、新任教員の辞令交付式や教授会等において説明している。また、学生に
対して行う建学の精神と教育理念についての講義への参加を促している。
④学外においては、大学案内およびホームページ等で紹介している。
⑤年 4 回実施するオープンキャンパスにおいても参加した生徒や保護者に説明し、周知
している。
⑥10 年ごとに実施している学園創立記念行事をはじめ、短期大学開学 50 周年記念行事、
開学 50 周年記念誌「桜山・半世紀の歴史」（平成 24 年）の発刊等を通じて周知を図っ
ている。
なお、この建学の精神・教育理念については、年度初めの教授会において、全教職員
に周知するとともに、創立者の思いを忘れないよう徹底を図っている。
【平成 27 年度の取り組み】
第三者評価を受けるにあたり、本学では「行動計画について基準Ⅰ‐A」の具現化を
図るため、次の 3 つを 5 カ年（平成 27 年度～31 年度）で推進することとした。それは、
①教育理念の研修会開催、②チューター制の枠組み内における（パネル）ディスカッシ
ョンの実行、③全学的なパネルディスカッションの開催、以上の 3 つである。
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【平成 28 年度の取り組み】
１点目は、上記 27 年度計画に基づく「建学の精神と教育理念」を主題とした学科別
のディスカッションである。栄養健康学科では、教員が学生に対して〈「建学の精神と
教育理念」を通して、
「学生としてすべきこと」
「学生として身に付けなければならない
こと」「社会人としてどのように活かしていくのか」等〉について説明し、その後参加
学生全員にアンケートを実施した。保育学科の学生に対しては、チューター別にディス
カッションを実施し、
「建学の精神と教育理念」について、担当するチューター教員が
ファシリテーターを務め、各 10 名程度の学生グループ討議の中で、自分の意見を言え
る場を設定した。
2 点目は、上記⑥に関連する行事として「河野学園創立 90 周年記念式典」の実行と
記念パンフレットの編集・発行が挙げられる。本学園の創立記念日にあたる 10 月 15 日
㈯、下関短期大学付属第一・第二幼稚園（教員）
・下関短期大学付属高校（生徒・教職
員）、本学学生・教職員が本学園体育館に一堂に会し、記念式典を行い、記念パンフレ
ットを配布した。
3 点目は、本学の紀要である『下関短期大学紀要』の 35 号を「学園創立 90 周年記念
号」として編集・発行し、建学当時を知る卒業生を交えた座談会記録を掲載した。学園
創立 90 周年は同時に本学建学 55 周年にあたるため、１期生（2 名）
、4 期生・5 期生（各
1 名）、合計 4 名による座談会を 10 月に開催し、談話を活字化して紀要に掲載した。座
談会の記録は紙面掲載だけでなく、同窓会ホームページに公開し、在学生・卒業生を問
わず閲覧可能にして、開学当時の様子を通じて開学の精神の伝播に努めた。
(b)課題
本学の建学の精神は、
「礼法を基調とする人間作り、その上に立って必要な知識、技
能を授ける」という実学教育の精神が根幹にあり、これを基に社会貢献のための人間形
成の要点を「温雅」に集約して「温雅にして礼節をたっとぶ」を教育理念としている。
創立者の意思を受け継ぎ、協調と信頼に基づく触れ合いを通して、自由と責任への認
識を深め、人を思いやる心、自らを律する心を磨くとともに、社会に適応する深い知識
や高い技能の修得を目指し「温雅礼節」の訓えを具現できる豊かな人間性を育む人材を
育成していかなければならない。
そのためには、日頃の授業や日常生活、学校行事や地域貢献活動等を通して、機会あ
るごとに建学の精神や教育理念について、周知徹底を図っていくことが必要である。
今後の課題として、次の 3 つを挙げる。
(1)授業時・学内における挨拶の励行
(2)礼節のあるコミュニケーションの重視（傾聴力・協働力の醸成、アクティブ・ラー
イングの実践）
(3)率先垂範（教職員による「温雅礼節」の実行）
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平成 29 年度の具体的な課題としては、パネルディスカッションの開催がある。
「建学
の精神」をテーマとした教員・学生を交えた実施に向けて人選を行い、年度内の実行を
目指したい。
[テーマ 基準Ⅰ-B 教育の効果］
［区分 基準Ⅰ-B-1 教育目的・目標が確立している。］
■ 基準Ⅰ-B-1 の自己点検・評価
(a)現状
本学は、創立者である河野タカの「良妻賢母こそ良き家庭人、延いては良き社会づく
りの根本である。礼法を基調とする人間づくり、その上に立って女性に必要な知識・技
能を授ける」という実学教育を建学の精神として継承し、創立者が掲げた学園訓「正―
自覚・感謝・温雅」
（現在下関短期大学付属高等学校校訓）
、および「率先垂範・師弟同
行」という言葉の基に教育を実践している。
昭和 37 年「下関女子短期大学」の開学に伴い教育理念が「温雅にして礼節をたっと
ぶ（温雅而尚礼節）
」に集約された。従って、この教育理念を毎年学生に配付する『学
生便覧』冒頭に記している。また、平成 13 年 4 月「下関女子短期大学」から「下関短
期大学」へと改称・男女共学となった後、平成 16 年 4 月に三つの柱（「全人教育」を目
指す、専門教育の充実、地域社会への貢献）を設定したため、平成 19 年度以降、平成
27 年度現在まで教育理念と併せて教育目標として『学生便覧』に記している。
各学科は全学の教育目標をさらに具現化した教育目的・目標を定めており、建学の精
神に基づき明確に示している。両学科の教育目的・目標は次の通りである。
＜栄養健康学科＞
本学の教育理念および日本栄養士会による「栄養士憲章」(昭和 57 年制定)に基づき、
「食と健康に関わる専門知識と技能を養い、健康的で人間性豊かな生活づくりを指導で
きる栄養士を養成すること」を教育目的としている。この目的の達成を目指し、平成
18 年度より以下 3 つの教育目標を掲げている。
①しっかりした栄養面の知識を兼ね備えた栄養士の養成
②美味しい料理の作れる(できる)技術を兼ね備えた栄養士の養成
③人にやさしい栄養士の養成
＜保育学科＞
本学の教育理念および厚生労働省「保育指針」・文部科学省「幼稚園教育要領」に基
づき、保育・幼児教育に関する専門知識と技能を養い、社会の多様な保育ニーズに対応
できる実力と豊かな人間性を備えた保育者を養成することを目的としている。この目的
の達成を目指し、平成 22 年度より以下 3 つの教育目標を掲げている。
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①机上の学習を即現場で実践し即応力を磨く
②コミュニケーションスキルを幅広く学び対応力を磨く
③多様な保育内容表現を学び、どのような現場・場所でも活用できる力を磨く
これらの教育目的・目標に基づき、より実践的に社会に適応する深い知識と技術を基
に感謝の心・慈愛の心を持って相手と接することのできる心豊かな人間の育成、つまり
知識・技術・心を兼ね備えた「質の高い保育者」を養成し、地域社会に貢献できるよう
努めている。
以上が、両学科の教育目的・目標であり、これらの点検については毎年度、各教員が
授業計画を作成する際に個別に見直しを行った上で、必要に応じて学科会議において点
検し、教育目的・目標の検証や見直しをしている。
学生に対する説明については、前期のオリエンテーションや毎週のクラスアワーにお
いて各教員が機会ある毎に学生に説明し、理解を図っている。
学内外への表明は、
『授業計画』
（シラバス）に掲載している他、本学のホームページ
や大学案内に明記し周知を図っている。
入学を希望する高校生や保護者に対しては、学校案内『Campus Book』に掲載し、本
学の教育目的・目標がわかるようにしている。また、入学希望者に対する直接的な説明
の機会としては毎年開催するオープンキャンパスにて実施している。付属高校の生徒に
対しては、ジュニアカレッジコースの連携授業および 1 年生を対象とした短期大学見学
の際に説明する機会を設けている。高校の教員には高校訪問等の機会で対面説明を行っ
ている。
その他の機関に対する対面説明の場としては、学外実習の依頼先・訪問指導の場にお
いて、各施設の指導者・地域において連携している団体や企業に対して機会ある度に説
明を行い、周知に努めている。
(b)課題
資格を取得せずに卒業する学生が両学科に存在する。資格取得に必要な知識・技術の
習得の途上でつまずきを覚え、資格取得を中途で断念したり、進路変更を希望したりす
る学生が毎年若干名いるため、短大で学ぶ教育目標・学習成果を検討する必要がある。
従って今後、経済産業省の社会人基礎力、文部科学省の学士力、OECD のキー・コンピ
テンシー等も参考にし、地域で学び、働き、生活する上で中核をなすための能力を検討
する必要がある。
＜栄養健康学科＞
栄養健康学科では、学生各自に将来の目標を持たせるため、平成 27 年度より、試験
的にフレキシブルなコース制度を導入し、
（仮）栄養・健康コースを設置する予定であ
った。しかし、平成 27 年度に実施された第三者評価の際に「コース制は栄養士資格取
6
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得を目指すポリシーと矛盾を生じる」との指摘を受けた。この指摘内容も念頭に置き、
3 つのポリシーの再構築に取り組む過程において、学科内で検討した結果コース制の導
入を取り止めることとした。
近年、学生全員が栄養士資格を取得できるよう補習指導を強化し、場合によっては個
別の補習を実施しているものの栄養士資格を取得せず卒業をする学生がいる状況であ
る。教育目的・目標が十分に達成できているとはいえず、3 つのポリシー（特に学科毎
に入学前の学習成果の把握・評価を明確に示したアドミッション・ポリシー）と合わせ、
教育目的・目標を見直していきたい。
＜保育学科＞
保育学科では、平成 19 年度より様々な改革を試みている。例えば、平成 20 年度にお
ける学外実習規程の見直し、平成 22 年度のカリキュラム改編等である。保育行政の変
化・社会的ニーズ等の変化に対応し、従来から補習・基本的生活習慣の指導を行ってき
た。
具体策として平成 24 年度・25 年度は、1 年生に対して補習を行ったが、希望者のみ
が対象であった。従って今後、本学科が目標に挙げている「全学生の資格取得」を実現
するためには、1 年生全員に対する休業中の補習指導を重視する必要がある。
また、社会的ニーズを鑑みると平成 27 年度から「子ども・子育て支援新制度」が本
格的に実施され、地域の「こども園」開設増加等により取り巻く環境が著しく変化して
いる。新制度に対応した教育目標の見直しが必要になっていることも課題として挙げら
れる。学科教員全員一致して学生の課題を共通理解し、協同で各問題の打開策を考えて
実行に結びつける必要がある。具体的には、本学科では、
①カリキュラムツリー作成による授業一貫性の構築
②実践力向上に結びつく重要部分の重複指導による理解度の向上
③FD 活動の活発化（相互授業参観・研修等による教員の質の向上）
④実習内規の見直し、数値化・可視化の検討
⑤保育実習室（演習室）の設置
以上が課題であり、改善を図る必要がある事項である。なお、⑤については、学生が実
習に向けたアクティブ・ラーニングを実践でき、模擬保育体験実習ができる演習室の設
置を検討したい。
【平成 28 年度の取り組みについて】
平成 28 年度は、平成 27 年度からの上記５項目の課題を中心に学科内検討を行った。
①実習に向けて実践力を付けるカリキュラムツリー作成に向け、準備・調整を行った。
④実習委員会を立ち上げた。この委員会は、保育実習・教育実習、双方の事柄を中心に
協議する委員会である。平成 28 年度、委員会では、
「実習の手引き」の幼稚園実習・保
育実習の内容を総合化して作成した。
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⑤保育実習室（演習室）の設置については、B 棟１階付属幼稚園が延長保育室として使
用している B-11 演習室を共同使用とし模擬保育研修室として使用を開始することとし
た。また、ゼミナール活動としても毎週使用を開始して定着を図る。平成 29 年度には
付属幼稚園が正式に「こども園」として発足することで、B-11 演習室の延長保育室の
役割を終えるため、より使用範囲が広がることを期待している。
【今後の課題について】
(1)実習日誌の検討
平成 28 年度に作成した「実習日誌」は、継続して見直しの検討を行う予定である。
具体的には、平成 29 年度、１年の見学実習から、すべての日誌を見直し、実習生自身
の学び直しができるように実習期間を再検討する等、振り返りや次回実習に役立てる工
夫を行う。
また、平成 29 年度には新たな保育所保育指針、幼稚園教育要領、幼保連携認定こど
も園教育・保育要領が告示され、平成 30 年度から保育現場で実施されることに伴い、
平成 29 年度中に文部科学省に再課程認定申請、平成 30 年度中に厚生労働省（山口県）
にカリキュラム改編の申請を行う際は本学の建学の精神を生かしながら取り組む必要
がある。
［区分 基準Ⅰ-B-2 学習成果を定めている。］
■ 基準Ⅰ-B-2 の自己点検・評価
(a)現状
本学は「礼法を基調とする人間作りと必要な知識、技能を授ける」を建学の精神とし
て掲げ、さらに教育理念として「温雅にして礼節をたっとぶ(温雅而尚礼節)」に基づい
て学習成果を明確にしている。
また、各学科の育成する人材が必要とする知識、技能の習得を規定したそれぞれの学
習成果は、建学の精神に適合し、学科の教育課程の教育目的・目標に基づいている。
学習成果の表明について『授業計画』（シラバス）に掲載し、各学科においてオリエ
ンテーションに加え、クラスアワー、ゼミナール、プレゼミナール等で機会あるごとに
説明をし、周知している。非常勤講師には依頼時に共通理解を図り、学習成果の周知徹
底を図っている。
両学科における学習成果の測定には量的・質的データがあり、実習担当教員及びチュ
ーターを中心に各種のデータを収集・保管している。
各学科おける学習成果についての詳細は、下記の通りである。
＜栄養健康学科＞
栄養健康学科では、建学の精神、教育目的・目標に基づき、学習成果を次のように定
めている。
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①栄養士としての専門知識・技術を習得している
②食事計画（献立作成）や集団給食ができる
③食生活を創造でき、コミュニケーション能力を持つ豊かな人間性を養う
以上 3 点を学習成果とし、定期的に点検を行っている。
学習成果を測定する量的データとしては、科目レベルでは、履修科目の成績評価、教
育課程（学科）レベルでは、単位認定の状況表、各種資格取得状況、全国栄養士養成施
設協会が行う栄養士実力認定試験の結果により測定している。
質的データとしては、学生授業アンケートの質問項目の一部が、
「関心・意欲・態度」
に関する内容であることから、それらの質問項目の結果により測定している。
【平成 27・28 年度取り組み】
平成 27 年度第三者評価後、学習成果の量的・質的データについて検討し、平成 28 年
度より以下のアンケートについて実施し、質的データとして取り扱うことができないか
を試みることとした。
「栄養健康学科での学生生活を送るために必要な事項について（達成度アンケート）
」
を前期開始直後と後期終了時点において実施した。このアンケートは、【知識・理解】、
【技能】、
【思考・判断・表現】
、
【関心・意欲・態度】について具体的な質問項目を設定
し、学生が自分自身の達成状況を評価する形式をとっている。質的データとして活用す
る以外に、学生自身がアンケートに答えることにより、自身の学習状況を振り返る機会
を持つことができるとともに、学習成果の達成状況を把握し、何を身に付けていく必要
があるのかを認識することができると考えている。また、学生のアンケート結果より、
学科教員も、学生一人ひとりがどのように自身を評価し、また何を身に付けたいと考え
ているかを知ることができる。アンケート結果を日頃の学習支援に役立てることができ
るため、平成 29 年度も引き続き実施をすることとした。
＜保育学科＞
保育学科では、教育目的・目標を達成するための学習成果を次のように定めている。
①保育者としての専門知識・技術を身に付けている
②保育者として必要な表現活動における能力を身に付けている
③コミュニケーション力を持つ豊かな人間性を身に付けている
以上の 3 点を学習成果として定め、指標にしている。この学習成果は教育目的・目標を
獲得するために必要な能力・姿勢を明確に示している。
学習成果の量的データは、各種実習（幼稚園における教育実習、保育所における保育
実習等）で行った実習評価の成績結果（4～5 段階評価）および実習施設が記入した所
見内容評価、学生による実習日誌の記載内容、学科全体の履修科目の個人成績一覧等に
より測定している。
【平成 28 年度の取り組み】
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平成 28 年度、実習委員会を立ち上げたことに伴い、実習に対する評価の見直しの必
要性についても検討を行った。具体的には、本学の付属幼稚園で「事前実習」として行
っている実践的活動に対し、現場からの評価を頂き、学習評価につなげることが出来る
ようにする評価システムの確立である。この取り組みについては、今後、5 カ年の内に
確立し、活用できるようにしたい。
(b)課題
平成 28 年 3 月 10 日付の『学校法人河野学園下関短期大学 機関別評価結果』（一般
財団法人短期大学基準協会）において、「学習成果の量的および質的データの測定方法
を明確にし、測定結果を査定できるシステムの構築が望まれる」との指摘について、対
策を講じる必要がある。
栄養健康学科では、学習成果の質的・量的データを測定しているが、現時点でのデー
タが有用なものであるか検討している段階である。まずは、平成 28 年度より実施して
いる「栄養健康学科での学生生活を送るために必要な事項について（達成度アンケート）
」
を 3 年間継続し、平成 30 年度の段階で学習成果を測定する質的データとして活用でき
るか否かを判断したいと考えている。
保育学科では、実習後、実習指導担当者から個別に施設側が行った実習評価の結果を
説明し、改善に結びつけることや、実習関係授業において実習を振り返る機会を設けて
いるが、学科総員を動員した総合的な合評会やワーキングは行っていない。従って、学
生・教員が総合的に学習成果を振り返り、フィードバックしていく場を設けることが今
後の課題として挙げられる。また、保育士養成協議会によるミニマムスタンダードによ
る評価票等の数値化・可視化等の検討を行い本学学生の質の向上を図りたい。
［区分 基準Ⅰ-B-3 教育の質を保証している。
］
■ 基準Ⅰ-B-3 の自己点検・評価現状
(a)現状
本学においては、学校教育法・短期大学設置基準・栄養士法等の関係法令の変更に関
する書類は事務部内の各部署から学生部の教務課及び関係部署へ回覧し、必要に応じて
各学科長にコピーを渡す。学科長は各教員へコピーの配付または回覧で内容を徹底し法
令を順守し、大学運営を行っている。
学習成果の査定に関しては、科目レベル（授業科目ごと）の学習成果については、
『授
業計画』（シラバス）に掲載している授業の到達目標、成績の評価方法を基に適切に学
習成果を査定（アセスメント）する手法を有している。教育課程レベル（各学科ごと）
の学習成果の査定（アセスメント）については以下の通りである。
＜栄養健康学科＞
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教育課程レベル（各学科ごと）の学習成果の査定は、科目レベルの査定結果を集約し
たものと考え、単位認定の状況表を量的データとして測定しているものの、評価・改善
の実施状況は十分とは言えず、査定（アセスメント）する手法を有しているとは言い難
い。その他の量的データである各種資格取得状況、全国栄養士養成施設協会が行う栄養
士実力認定試験の結果についても同様である。査定（アセスメント）する手法が確立さ
れていないため、教育の向上・充実のための PDCA サイクルも機能しているとは言えな
い。
【平成 27・28 年度取り組み】
基準Ⅰ‐B-2 において先述の通り、質的データとして活用できないかの試みとして、
「栄養健康学科での学生生活を送るために必要な事項について（達成度アンケート）
」
を前期開始直後と後期終了時点において実施した。同時に、査定（アセスメント）方法
についても検討している。
＜保育学科＞
「温雅礼節」を基調とした全人教育、個の確立のために、学生一人ひとりに寄り添う
チューター制を導入して保育者としての基礎から、幅広い見識と感性豊かな人間性を培
い、地域社会への参加・貢献を通して自己実現が達成できる保育者の育成を図り、主と
して、本学科実習内規による幼稚園における教育実習及び保育実習参加資格の査定を行
っている。また、実習後は、学科会議等において、学科教員が行った施設訪問時におけ
る実習先からの所感及び評価票の検討を行い、各学生の査定に結びつけている。これら
の分析・検討を通じて、学習成果として「知識力」「実技力」及び保育者としての資質
の獲得について査定を行っている。
また、実習の事前・事後指導を担当する教員を中心にした査定結果の素案を基に実習
査定を行い、日常から学科会議で情報の共有を図り、指導方法・支援方法を協議し、次
年度への改善につながるように協議している。場合によっては非常勤講師とも情報交換
を行っている。
機関レベル（短期大学ごと）の学習成果については、全学共通で実施している各科目
の授業評価アンケート、卒業生対象のアンケート、地域事業場に対するアンケートの集
計結果より、測定しているものの点検・評価について明確な査定方法は構築されていな
い。
（b）課題
学習成果の査定（アセスメント）の手法は、科目レベルにおいては有しているが、教
育課程レベル、機関レベルにおける学習成果の測定結果を査定できるシステムを構築す
る必要がある。同時に、教育の向上・充実のための PDCA サイクルについても検討して
11

下関短期大学

いきたい。全学にわたる総合的な査定としてグレード・ポイント・アベレージ（GPA）
制度の導入については、平成 28 年度～平成 30 年度に活用方法の研究・協議・導入検討、
試行する計画であるが、報告書作成中の平成 29 年度に、教職課程の再過程認定申請及
び保育指針改定に基づき保育学科のカリキュラムを見直す必要が生じ、現時点で進捗状
況に遅れがみられている。平成 30 年度には、教務委員会を中心に初期計画の修正も含
め検討を重ねていきたい。
［テーマ 基準Ⅰ-C 自己点検・評価］
［区分 基準Ⅰ-C-1 自己点検・評価活動等の実施体制が確立し、向上・充実に向けて
努力している。
］
■ 基準Ⅰ-C-1 の自己点検・評価
(a)現状
日常的な自己点検・評価報告の実施については、各委員会活動、運営会議、教授会等
を通じた自己点検・評価活動を通して行っている。各種規則等の整備、各教職員が実施
していることの意義及び成果を考え、次の取り組みに生かすよう心掛けている。なお、
各学科の状況について、栄養健康学科は学科会議・学科長を中心とした個別の打ち合わ
せ・メール連絡等により改善を図っている。保育学科では、毎週水曜日の朝礼により定
期的に連絡事項を通達し、改善点の打診等を相互に提案し、学科会議に諮るようにして
いる。
また、平成 27 年度、9 月に学長を委員長とする「第三者評価運営委員会」
（運営会議
構成員及び自己点検・評価委員会委員長、学生課長、FD 委員長）より本学の「行動計
画 5 カ年計画」が策定された。この計画は、22 の項目別に大別され、関係各委員会、
学科、部署等が遂行することとなった。平成 28 年度は、FD・SD 合同研修会 2 回（9 月・
3 月）の中で、各項目に関する現状報告が行われ、情報の共有がなされた。
短大における自己点検・評価委員会では、下関短期大学自己点検・評価委員会規程に
基づき活動をしている。平成 27 年度における自己点検・評価委員会の構成は委員長（ALO
兼務、教授）
、一般教育科目（准教授）、栄養健康（教授）、保育（講師）
、事務局（課長）
の 5 人である。委員長は、平成 27 年度第三者評価を受ける（10 月 1･2 日）ことによる
学長を委員長とした「第三者評価運営委員会」（運営会議構成員及び自己点検・評価委
員会委員長、学生課長、FD 委員長）の中での委員と ALO として短期大学基準協会との
連絡調整役として動き、自己点検・評価委員会は「第三者評価運営委員会」の下部組織
として活動を中心に行った。また、第三者評価を受ける前、8 月には「第三者評価運営
委員会」より、平成 27 年度からの 5 カ年の行動計画に関する提案が出された。9 月に
は行動計画についての年次計画が策定され、これに基づき改善を行うこととなった。し
かし、自己点検・評価委員会が担当するこれらの計画については平成 28 年度より立案
し、行動を開始した。
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平成 28 年度における自己点検・評価委員会は、委員である一般教育科目（准教授）
と栄養健康（教授）が留任となり、委員会の構成は栄養健康（教授）が新規委員長とな
った。これにより構成は、委員長（ALO 兼務、教授）、一般教育科目（准教授）、栄養健
康（助手）
、保育（助教）
、事務局（課長）の 5 人である。平成 28 年度は、8 回の委員
会を行い、規程の見直し、27 年度の第三者評価での指摘事項について、平成 26・27 年
度に行った各種アンケートの分析、平成 28 年度の各種アンケート、
「自己点検・評価報
告書」の作成等についての協議を行った。
【平成 27 年度の自己点検・評価委員会の主な活動】
①自己点検・評価委員会担当部分の行動計画についての年次計画の進捗状況の確認
②第三者評価指摘事項改善の進捗状況の確認（平成 27 年度第三者評価を受ける）
③自己点検・評価報告書の作成
④学生生活アンケート調査
⑤学生の「授業アンケート」調査
⑥教員の「教科自己点検アンケート」調査
⑦卒業生調査
⑧地域就職先等調査
⑨研修会の企画・開催
等である。
平成 27 年度自己点検・評価報告書に挙げられている改善計画を図るため、より良い
自己点検・評価報告書を作成し、本学の体制づくりの一環として以下の内容に取り組ん
だ。
【平成 28 年度の自己点検・評価委員会の主な活動】
①自己点検・評価委員会担当部分の行動計画についての年次計画の進捗状況の確認…FD、
SD 委員会による研修会（28 年度 9 月・3 月実施）により、進捗状況と行動計画につい
て発表し、学内において共通理解をしている。
②平成 27 年度第三者評価指摘事項改善の進捗状況の確認…「自己点検・評価報告書の
定期的な公表に向けた体制構築」についての指摘があり、改善にあたり、自己点検・評
価委員会委員長が「第三者評価運営委員会」の下部組織として活動できるように、通常
行われる運営会議へ平成 28 年度 6 月より出席することになった。意思の疎通ができ、
自己点検・評価においての様々な作業効率も上がってきた。これによって自己点検・評
価報告書を定期的に公表する準備を整えることができた。
③『平成 29 年度下関短期大学自己点検・評価報告書－平成 27 年度・平成 28 年度につ
いて－』の作成…毎年度作成し、公表を目標としていたが、平成 23 年 12 月発行分の作
成（紙面製本・内部配付のみ）から公表は行っていない。平成 25 年度分は製本してい
るが、平成 26 年 8 月の ALO 研修で翌年のまとめ方の変更が示されたので、不十分な状
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態で製本し、教員全員に配付し、現状と課題を共有した。その後、運営会議、教授会を
通じて、各区分に数名の担当者と責任者を振り分け執筆を依頼し、平成 26 年度分の自
己点検・評価委員会、および第三者評価運営委員会が取りまとめ、平成 27 年度の第三
者評価報告書となった。しかし、様々なデータの蓄積、アンケートの実施は継続してい
るため、平成 29 年度には報告書を完成させ、公表を行う。委員会としての内容充実の
ため、平成 28 年度新体制の土台作りとして、『平成 29 年度下関短期大学自己点検・評
価報告書－平成 27 年度・平成 28 年度について－』の作成を行うことを前提とし、委員
会の立ち位置を設定し、委員会の活動内容と山積みの課題について検討を行った。
④学生アンケート…「学生生活アンケート調査」5 年に 1 度の短期大学基準協会の「短
大生 20XX」のアンケートとこれにあたる年度以外では本学独自の福利厚生に役立てる
ためのアンケートを実施した。委員会での集計・分析終了後、教授会出席教職員へ、結
果を配布し、分析結果の報告及び、これに対する意見を後日提出いただき、平成 29 年
度の各委員会・部署での活用をお願いした。
⑤授業アンケートの改善…平成 28 年度より、全学年全教科を対象とし、
「学生の授業ア
ンケート前期」結果は、前期終了後教授会で参加教職員への配布を行い、分析結果の報
告を行った。非常勤・常勤での評価に差が大きく出ていることが中心となった。「学生
の授業アンケート後期」は 3 月中旬に年間の「教員の授業自己評価アンケート」集計結
果とともに、各個人のメールケースに配布を行い、平成 29 年度の各教員の授業および
各委員会・部署での活用を依頼した。
⑥教員の教科自己点検用アンケートの改善…今年度より、非常勤講師も含めて全教員へ
実施した。集計結果は新しく自由記述を行ったものもまとめ、各教員への配布を行った。
⑦「卒業生調査」について、平成 27・28 年度は実施していない。
⑧「地域就職先等調査」について、平成 27・28 年度は実施していない。
⑨研修会の企画・開催等は、平成 27・28 年度において実施していない。しかし、過去
3 年間で 1 回行った。
また、平成 26 年 2 月 18 日に「下関短期大学自己点検改善のためのシンポジウム」を
開催し、本学の現状と課題について共通認識を持つとともに、積極的に意見交換を行っ
た。対象は教職員全員で学長、両学科長、事務局長、教務課長、公開講座委員長が発表
し、終了後 30 分間の討議を実施した。具体的な改善提案や情報共有の重要性を感じ、
教職員一人ひとりが自己点検・評価を通じ、本学の改善にむけて意識の向上を図ること
ができた。
(b)課題
学長の指示の下、各委員会や部署等が、自己点検・評価を行いやすい環境を整備して
いくために、下記の 3 つのものを課題としていきたい。
(1)各種アンケートを活用した PDCA サイクル実行の促進と研修会の実施
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アンケート集計後、各教職員へ配布するとともに、各部署での活用、改善を行っていた
だき、自己点検を行っていただきたい。平成 29 年度自己点検・評価報告書作成の資料
としても各部署で活用していただきたい。このためにも研修会を実施したい。
(2)「下関短期大学自己点検・評価委員会規程」の見直し
平成 28 年度委員会審議の結果、現行規程は組織・活動面、双方の記載に問題がある。
①（他の）委員会組織との位置付けが不明瞭、②所轄事項・庶務作業担当者（構成員）
が曖昧、③委員の任期が現状と齟齬（2 年）、④評価の報告・公表ルートが未記載。
(3) 『平成 29 年度下関短期大学自己点検・評価報告書－平成 27 年度・平成 28 年度に
ついて－』の作成
自己点検・評価委員会規程には、
「自己点検・評価は毎年実施し、その結果を取りま
とめ、自己点検・評価案を作成し、学長に報告するものとし、（中略）委員会は自己点
検評価の結果を報告書として定期的に公表するものとする。
」と記されている。まずは、
平成 27 年度の自己点検評価報告書にある「2 年に 1 度及び必要に応じて」とあるよう
に平成 29 年度の 1 年間で各テーマに関する平成 27・28 年度における本学の現状と課題
を中心とした報告書を作成し、公表していきたい。
◇ 基準Ⅰについての特記事項
○開学記念日・学園創立記念・開学記念行事を通じた建学の精神の顕彰
建学の精神である「礼法を基調とする人間作り、その上に立って人として必要な「自覚、
感謝、温雅」
」という訓を分かち合うため、学園・短大では創立・開学 10 年ごとに記念
行事等を行っている。また、10 月 15 日を開学記念日（休日）として「学生便覧」等に
掲載し、毎年顕彰している。
また、平成 24 年度には、短期大学開学 50 周年記念行事として 11 月 10 日、「下関短
期大学開学 50 周年記念式」および外部講師を招いた記念講演会（中野三敏先生「江戸
文化再考」
）を挙行した。同窓会である桜山会からは記念品「短大沿革年表」が贈呈さ
れ、卒業生・在学生・学園教職員一体となって 建学の精神を振り返る機会を得た。同
時に「桜山

半世紀の歴史」という記念誌を発行し、50 年の沿革年表の他、旧教職員・

卒業生・在学生の体験談・感想を集めた文集として 50 年の歩みの体験者の生の言葉を
中心に編集した。このような記念行事・記念誌発行を通じて建学の精神を振り返り、教
育現場や卒業生の生活の場に活かすことの意義を絶えず振り返る機会を今後も設定し
ていきたい。
【平成 28 年度の取り組み】
基準Ⅰ-A-１で述べたように、開学記念日に「河野学園創立 90 周年記念式典」を行い、
建学の精神を振り返った。挙行準備にあたり、付属高等学校・短期大学教職員で記念委
員会を立ち上げ、式典準備だけでなく、学園の歩みが分かるパンフレットの編集・発行
を行った。また、短大独自の取り組みとしては、本学の紀要『下関短期大学紀要』35
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号を「学園創立 90 周年記念号」として編集・発行を行い、本学建学当時や初代学長（河
野タカ）の謦咳に接した卒業生４名による座談会を 10 月に開催し、談話を活字化して
紀要に掲載した。座談会の記録は紙面掲載だけでなく、同窓会ホームページに公開し、
開学当時の様子の紹介・往時の学生生活の振り返りを通じて開学の精神の伝播に努めた。
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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 27 年度の第三者評価を受けるにあたり、本学における「3 つのポリシーの再
構築」が喫緊の課題であることを報告書に記した。改善計画に基づき、平成 27 年 10
月から平成 28 年 12 月までの期間、教職員の意見を聴取しながら「ワーキンググルー
プ会議（構成員 4 名）
」で審議を重ね、「下関短期大学 3 つのポリシー」を策定した。
平成 28 年度第 9 回教授会において第 3 号議案で承認され、平成 29 年度より公表を予
定している。
「3 つのポリシーの再構築」では、本学の理念、教育目標、各学科の教育目標および
学習成果を念頭にこれらに対応した 3 つのポリシーを策定することを最重要課題と
した。また、既存の 3 つのポリシーは、観点が定まっておらず、それぞれの関係に整
合性がなかった。そこで 4 つの観点、【知識・理解】、【技能】、
【思考・判断・表現】、
【関心・意欲・態度】を定め、各ポリシーを再構築することとした。以上のことに着
目し、まずは、両学科共通のアドミッション・ポリシー、ディプロマ・ポリシーおよ
び学科毎のカリキュラム・ポリシーを定めた。
したがって、平成 28 年 3 月 10 日付の『学校法人河野学園下関短期大学 機関別評価
結果』
（一般財団法人短期大学基準協会）において、
「学科毎の入学者受け入れの方針
が定まっておらず、入学前の学習成果の把握・評価に関する内容も記載されていない
ため、改善が望まれる」との評価に対する改善には至っていないのが現状である。学
科毎に入学前の学習成果の把握・評価を明確に示したアドミッション・ポリシーを策定
することが喫緊の課題である。さらに、定期的に 3 つのポリシーを点検し、今後は入

学希望者も含め第三者にわかりやすい表現で成文化していきたい。
また、本学における各学科の教育課程は、カリキュラム・ポリシーに沿って体系的に
編成されているものの、
「カリキュラムマップ」、
「カリキュラムツリー」が作成されてい
ない状況である。平成 31 年度に新たな教育課程を編成するにあたり、「カリキュラムマ
ップ」
、
「カリキュラムツリー」を作成する必要がある。
学習成果の測定および査定方法については、科目ごとの学習成果の測定および査定方
法は明確であるが、各学科（教育課程レベル）および本学（機関レベル）の学習成果に
おける量的及び質的データの測定方法が確立できているとは言えない状態である。測定
方法を確立するとともに、測定結果を査定できるシステムを構築し、
「教育の質」を保証
する必要がある。

卒業生の進路先からの評価、学生による授業評価等を目的として各種アンケートを
実施しているが、これらのアンケート結果を十分に活用できていない。学習成果の測
定および査定方法を確立する際に、既に実施中である各種アンケートを量的・質的デ
ータとして活用できるよう改善することも視野に入れ、
「教育の質」を保証する方法に
17
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ついて検討を重ねていきたい。
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［テーマ 基準Ⅱ-A 教育課程］
[区分 基準Ⅱ-A-1

学位授与の方針を明確に示している。]

■ 基準Ⅱ-A-1 の自己点検・評価
(a)現状
本学が新たに策定し、平成 29 年度より公開する学位授与の方針（以下、
「ディプロマ・
ポリシー」という。
）は、以下の通り定められている。
1 社会人としての幅広い教養と専門的知識を身に付けている。【知識・理解】
2 専門的な技能を身に付け、多様な人々と協働できる。【技能】
3 状況に応じて正しい判断を行い、適切な対応ができる。
【思考・判断・表現】
4 自分と相手の思いを大切にし、地域社会の発展に尽くすことができる。
【関心・
意欲・態度】
ディプロマ・ポリシーの 1～3 は、栄養健康学科の学習成果「1. 栄養士としての専門
知識・技術を習得している

2.食事計画（献立作成）や集団給食ができる」、保育学科

の学習成果「1.保育者としての専門知識・技術を身に付けている 2.保育者として必要
な表現活動における能力を身に付けている」に対応しており、ディプロマ・ポリシーの
4 は、栄養健康学科の学習成果「3.食生活を創造でき、コミュニケーション能力を持つ
豊かな人間性を養う」
、保育学科の学習成果「3.コミュニケーション力を持つ豊かな人
間性を身に付けている」に対応している。
各学科の学習成果は、栄養士法等の法令や保育者養成の要件等に基づき作成され
ており、これに対応している本学のディプロマ・ポリシーも社会的に通用性があると考
える。また、ディプロマ・ポリシーの 3・4 により、社会生活を行ううえで通用性があ
る力を身に付けられるものとなっている。
なお、ディプロマ・ポリシーを反映し、学則第 4 章「履修方法及び課程修了認定」の
第 5 条から第 8 条にかけ、本学における卒業の認定、成績評価の基準、資格取得の要件
が定められている。
しかしながら、現時点においてディプロマ・ポリシーについて学則に規定されてない
状態である。
平成 29 年度より公開する本学のディプロマ・ポリシーは、
『学生便覧』の他、
『GUIDE
BOOK 2018』
、大学ホームページにも明記し、学内外に表明していく予定である。
【平成 27・28 年度の取り組み】
平成 27 年 10 月に「3 つのポリシー策定ワーキンググループ」を立ち上げ、平成 28
年度にかけて「ワーキンググループ会議」を中心に審議を重ね、新たにディプロマ・ポ
リシーを再構築し策定した。
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(b)課題
ディプロマ・ポリシーについて学生の理解を深めるため、さらなる努力を行っていく
とともに、学外に向け、さまざまな機会を利用し本学のディプロマ・ポリシーの周知を
図っていく必要がある。また、ディプロマ・ポリシーについて学則で規定することが望
まれる。
［区分 基準Ⅱ-A-2 教育課程編成・実施の方針を明確に示している。］
■ 基準Ⅱ-A-2 の自己点検・評価
(a)現状
本学における各学科の教育課程は、教育課程編成・実施の方針（以下、「カリキュラ
ム・ポリシー」という）に基づき、各学科の学習成果に対応した授業科目を体系的に編
成している。
学生を直接指導する教員は、栄養士、管理栄養士の有資格者、並びに博士号学位取得
者、保育士、幼稚園・中学校・高等学校の教員資格者による専任教員を下関短期大学教
員選考規則等に基づき選考している。また、栄養士、保育士（等の資格取得指導）に対
する厚生労働省中国厚生局の指導時でも適切であるとされている。それぞれの専門分野
を生かした教科目を担当し、学習成果が上がるように配慮している。
各学科において、3 つのポリシー、法令改正への対応、学生の単位認定の状況等を念
頭に置き、定期的に教育課程の見直しを行っている。なお、各学科で検討された教育課
程等の事案は、教務委員会で審議し、運営会議を経て最終的に教授会にて承認される体
制をとっている。
本学が新たに策定し、平成 29 年度より公開するカリキュラム・ポリシー（教育課程
編成・実施の方針）は、以下の通りである。
栄養士、保育士として必要な能力を習得するために以下のカリキュラム（教育課程）
を編成しています。
＜栄養健康学科＞
1(1)
(2)
2

一般教育科目により、大学生としての教養を身に付けます。
専門教育科目により、栄養士として必要な専門知識を学びます。
【知識・理解】
栄養と調理に関する理論に基づき、栄養士として必要な技術や技能を身に付け
ます。
【技能】

3

専門教育科目を通じて、栄養士として必要な、その場に応じた的確な判断力や
行動力を身に付けます。
【思考・判断・表現】

4

「総合科目」や大学行事、ボランティア活動等を通じて、良好な人間関係の形成
や豊かな人間性を養います。【関心・意欲・態度】
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〈保育学科〉
1(1)
(2)

一般教育科目により、社会人としての基礎知識を総合的に学びます。
専門教育科目により、保育に必要な専門知識を身に付けます。【知識・理解】

2

保育に関する理論に基づき、現場で役立つ技能や実践力を身に付けます。
【技能】

3

学園内外の施設における事前実習や学外実習等を通じて保育に関する考えを深
め、現場に対応できる力を養います。【思考・判断・表現】

4

「児童文化」、「保育実践演習」、大学行事、地域ボランティア等、学生の主体的
活動を通じてお互いの思いを大切にする力を高めます。【関心・意欲・態度】

上記のようにカリキュラム・ポリシーの 4 つの観点は、それぞれディプロマ・ポリシ
ーの 4 つの観点に対応している。
【平成 27 年度の取り組み】
①平成 27 年 10 月に「3 つのポリシー策定ワーキンググループ」を立ち上げ、「ワーキ
ンググループ会議」を中心に審議を重ねた。
②シラバスの様式を変更した。
平成 28 年 3 月 10 日付の『学校法人河野学園下関短期大学

機関別評価結果』（一般

財団法人短期大学基準協会）において、「授業の到達目標」
、「準備学習の内容」、「成績
の評価方法・基準」
、
「教科書・参考書」等、シラバスの記載内容の不備を指摘され、
改善が望まれるとの指導を受けた。
上記の指摘を受け、平成 28 年度より使用するシラバスの様式を変更した。具体的には、
「授業の内容」を削除し、個々の科目における学修成果を意味する「授業の到達目標」と
成績評価基準を明らかにする「成績の評価方法」、「教科書」および「参考書」を加えた。
また「授業計画」の欄を 15 回に分け、各授業での学習内容を記入するように様式を変更し、
改善を図った。

なお、指摘内容のうち、
「教科書・参考書」の記載不備については、既に平成 27 年度
より使用するシラバスにおいて明記するよう改善済みであった。
【平成 28 年度の取り組み】
①「ワーキンググループ会議」を中心に審議を重ね、新たにカリキュラム・ポリシーを

再構築し策定した。
②シラバスの様式を改善した。
平成 29 年度より使用するシラバスの作成にあたり、「授業計画」にチェック欄を設け、
学生が出席状況を記録できるように工夫するとともに、「準備学習（予習・復習）」欄を加
えた。

さらに、個々の科目においてディプロマ・ポリシーに対応した学習成果となるようシ
ラバス作成に関する資料を配布し、教授会内で全教員に周知徹底を図った。
③（仮）栄養・健康コースの設置を断念した。
21

下関短期大学

栄養健康学科では、平成 27 年度より 5 年間を目安に、
（仮）栄養・健康コース（栄養
健康学科卒の社会人として活躍できる人材育成コース）の設置を試みる予定だった。
平成 27 年度に実施された第三者評価の際に「コース制は栄養士資格取得を目指すポ
リシーと矛盾を生じる」との指摘を受けた。この指摘内容も念頭に置き、3 つのポリシ
ーの再構築に取り組む過程において、学科内で検討した結果（仮）栄養・健康コースの
設置を取りやめることとした。
(b)課題
本学における各学科の教育課程は、カリキュラム・ポリシーに沿って体系的に編成さ
れているものの、「カリキュラムマップ」が作成されておらず、学生が授業科目を体系
的に履修しているという自覚を持ちにくい状況である。よって、この作成が喫緊の課題
であると考える。平成 28 年 8 月に「カリキュラムマップ」の素案を教務委員会で作成し、
10 月教授会において平成 28 年度中に入力をするよう全教員に説明・協力を依頼した。平成
29 年度は DP との整合性を図るために、個々の科目の到達目標を見直し、
「カリキュラムマ
ップ」の素案を修正し、平成 30 年度末には「カリキュラムマップ」の完成を目指したい。
また、
「カリキュラムツリー」に相当する表はガイドブックに掲載されているが、見直し等
の機会はもっていない。
「カリキュラムツリー」も今後の検討課題である。

さらに、成績評価を教育の質保証に向け厳格に適用させるため、「成績評価の方針」
について学内で整備し、周知徹底することが望まれる。
［区分 基準Ⅱ-A-3 入学者受け入れの方針を明確に示している。
］
■ 基準Ⅱ-A-3 の自己点検・評価
(a)現状
アドミッション・ポリシーは、大学案内、募集要項、さらにホームページ等で明確に
しており、進学説明会、学校内ガイダンス等を通して周知に努めている。
本学が新たに策定し、平成 29 年度より公開するアドミッション・ポリシー（入学者
受入れの方針）は、以下の通りである。
1 短期大学で学ぶために必要な基礎学力を身に付けている。【知識・理解】
2 栄養や保育に関する得意分野がある。
【技能】
3 自分の考えを相手に分かりやすく伝えることができる。
【思考・判断・表現】
4 資格取得への意欲があり、日頃から他者のために活動できる。
【関心・意欲・
態度】
なお、上記のアドミッション・ポリシーは、平成 30 年度入学者から適用予定である。
概要にて先述した通り、「3 つのポリシーの再構築」では、本学の理念、教育目標、各
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学科の教育目標および学習成果を念頭にこれらに対応した 3 つのポリシーを策定する
ことを最重要課題とした。定期的に 3 つのポリシーを点検していくためにも、段階的な
改善を行うことが好ましいと考え、まず両学科共通のアドミッション・ポリシーを策定
することとした。
そのため、平成 28 年 3 月 10 日付の『学校法人河野学園下関短期大学 機関別評価結
果』
（一般財団法人短期大学基準協会）において、
「学科毎の入学者受け入れの方針が定
まっておらず、入学前の学習成果の把握・評価に関する内容も記載されていないため、
改善が望まれる」との評価に対する改善には至っていないのが現状である。
入学者選抜の方法は、広報・入試委員会（教員 5 名、職員 2 名）において、毎年受験
者分析等を行い、次回の入学選抜方法を検討している。
平成 29 年度入学生の入試は試験別に次の通りである。
①特別奨学生入学
②推薦入学（付属高校特別推薦・指定校推薦・一般推薦）
③一般入学
④自己推薦入学・社会人入学・社会人シニア入学・同窓会（桜山会）会員子女特別入
学
⑤長期履修学生入学
⑥外国人留学生入学
いずれもアドミッション・ポリシーに沿った選考を実施していると考える。
【平成 27・28 年度の取り組み】
平成 27 年 10 月に「3 つのポリシー策定ワーキンググループ」を立ち上げ、平成 28
年度にかけて「ワーキンググループ会議」を中心に審議を重ね、新たにアドミッション・
ポリシーを再構築し策定した。
(b)課題
学科毎に入学前の学習成果の把握・評価を明確に示したアドミッション・ポリシーを
策定することが喫緊の課題である。また、今後は入学した学生のアンケートをしっかり
分析し、定期的にアドミッション・ポリシーを点検する必要があると考える。
[区分 基準Ⅱ-A-4

学習成果の査定（アセスメント）は明確である。]

■ 基準Ⅱ-A-4 の自己点検・評価
(a)現状
基準Ⅱ-A-2 で述べた通り、本学における各学科の教育課程は、カリキュラム・ポリ
シーに基づき、各学科の学習成果に対応した授業科目を体系的に編成している。個々の
授業科目について、その学習成果をシラバスの「授業の到達目標」において具体的に明
記している。このことから、本学では、各学科の教育課程の学習成果に具体性があり、
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達成及び一定期間内での獲得が可能であると考えている。
各学科の教育課程における学習成果については、基準Ⅰ‐B-2 でも述べた通り、栄養
士法等の法も考慮し設定されており、実際的な価値があると考えている。
＜栄養健康学科＞
科目ごとの学習成果の測定および査定方法は明確である。学科（教育課程レベル）にお
いては、科目レベルの査定結果を集約したものと考え、単位認定の状況表を量的データ

として測定している他、各種資格取得状況、全国栄養士養成施設協会が行う栄養士実力
認定試験の結果を量的データとして測定している。しかしながら、評価・改善の実施状
況は十分とは言えない。
【平成 27・28 年度取り組み】
基準Ⅰ‐B-2 において先述の通り、活用できる質的データの試みの一つとして、「栄
養健康学科での学生生活を送るために必要な事項について（達成度アンケート）」を前
期開始直後と後期終了時点において実施した。同時に、査定（アセスメント）方法につ
いても検討している。
＜保育学科＞
保育学科では、学外実習に関する内規に、数値化できる内容が少ないため、その査定
については判断基準が明確ではない。教員の日頃からの観察、付属幼稚園での事前実習
の状況、教科目の出席状況、課題提出状況、学習成果を基に、学科会議で十分な協議を
して学外実習参加の可否を決定している。今後も査定の在り方について検討していく必
要がある。
学習成果の達成状況については、平成 22 年度入学生から導入された「履修カルテ（教
職関連科目の履修状況）
」を学内 LAN に作成し、教員間で閲覧できるようにして学生一
人ひとりの情報を共有し、対応できるように配慮している。
さらに 1 年次後期と 2 年次に、学生に「履修カルテ（自己評価シート）」を記入させ
ることによって、教職を目指す目的意識を高揚させるよう努めている。しかし、この 2
種類の履修カルテの活用については十分とは言えない状況である。
(b)課題
個々の科目においては、学習成果の測定および査定について明確であるが、各学科（教
育課程レベル）および本学（機関レベル）の学習成果における量的及び質的データの測
定方法が確立できているとは言えない状態である。測定方法を確立にするとともに、測
定結果を査定できるシステムを構築する必要がある。測定方法のひとつとして、GPA 制
度の導入については、基準Ⅰ-B-3 において先述した通りである。
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［区分 基準Ⅱ-A-5 学生の卒業後評価への取り組みを行っている。］
■ 基準Ⅱ-A-5 の自己点検・評価
(a)現状
卒業生の進路先からの評価については、学外実習における教員の実習先訪問等の機会
を利用し聴取しており、実習先訪問等で聴取した意見については学科内で情報を共有し、
学習成果の点検に活かしている。
「地域事業場に対するアンケート」は、平成 26 年 9 月以降実施していない。
【平成 28 年度の取り組み】
進路先からの評価ではないが、自己点検・評価委員会にて同窓会（桜山会）会員への
アンケートを実施し、卒業生の学習成果について把握するとともに、卒業生の視点から
本学に求められる役割等について意見を聴取した。アンケート集計結果については、全
専任教員に配布し、学習成果の点検材料として各学科、各委員会での活用をお願いした。
(b)課題
卒業生の進路先からの評価については、学外実習における教員の実習先訪問等の機会
を利用し、聴取した内容が中心となっている。しかしながら、学外実習における教員の
実習先訪問の本来の目的は別にあるため、卒業生に関する情報を聴取する時間には限り
がある。そのため、この機会に聴取した評価内容では十分と言えない。定期的に「地域
事業場に対するアンケート」を実施することが望ましいと考える。また、少数ではある
ものの一般企業に就職した卒業生もおり、この評価はできていないことが課題である。
［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学習支援を組織的に行
っている。
］
■ 基準Ⅱ-B-1 の自己点検・評価
(a)現状
本学では、ディプロマ・ポリシーおよびカリキュラム・ポリシーに基づき各学科
の学習成果に対応した教育課程を編成し、適正に実施している。教員は、担当科目につ
いてシラバスに記載した「成績の評価方法」に基づき学生の学習成果を厳正に評価して
いる。学習成果の獲得状況については、単位認定の状況表により適切に把握している。
学生による授業評価アンケートを各学期末に実施している。その結果については、非
常勤講師を含む全教員に配布し、アンケート結果を基に各教員が自身の授業を見直して
いる。
本学では、学生に対する授業評価アンケートの他に、教員を対象とした授業アンケー
トも実施している。教員には学生の評価結果と自己評価の結果を対比させ、授業改善を
行うことを促しており、年度初めに教育活動の「計画・目標」の提出、および年度末に
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「実績報告」の提出を義務付けている。
教員は授業内容について、授業担当者間での意思の疎通、協力、調整を図っている。
関連教科および専門教科担当者間で個別に話し合いが行われる他、学科会議や教務委員
会での協議により共通理解を図り、調整する体制を維持している。
授業担当者間での意思の疎通、協力、調整をより強固にするため、平成 29 年度より
公開を予定している新しい 3 つのポリシーに沿った「カリキュラムマップ」
、
「カリキュ
ラムツリー」の作成に着手する準備を行っているところである。これらは、前回の第三
者評価面接調査時に意見が上がった通り活用方法を念頭に置き作成を進めていきたい。
各学科の教育目的・目標の達成状況については、単位認定状況等を基に、各学科にお
いて卒業認定や資格取得の可能性を適宜、学科会議で審議するようにしている。
履修については教務課が 4 月オリエンテーションにて説明をする他、各学科のクラス
担任、チューターや教務委員からもクラスアワー等で説明がなされる。また、学生の単
位取得状況によっては個別相談に応じている。少人数制で、科目選択のバリエーション
も多くないため、すべての専任教員が、学生に対して履修及び卒業に至る指導ができる
状況にある。
教務システムの導入により、学生課、進路支援課の職員は単位認定状況等の学習成果
および各学科の教育目的・目標の達成状況を把握しており、学生の個人相談や進路支援、
就職相談や保護者会に活かしている。
さらに事務職員は、FD・SD 合同研修会での研修を通じて学生支援の職務を充実させ
ている。
専任の事務職員は、履修方法やカリキュラムを熟知しており、学生に対して履修及び
卒業に至る指導ができる他、卒業後のビジョンについても示すことができる。
図書館の利用方法、蔵書等については、入学当初のガイダンスで学生に説明している。
図書館業務は嘱託職員として司書（週 3 日）、職員（週 2 日）が交替で勤務にあたって
いる。図書館は平日（9 時～17 時）および長期休業中（指定日有）に開館し、要求に応
じ蔵書案内等をしている。ラーニング・コモンズを平成 26 年度に導入後も毎年学生へ
のアンケートを継続し、ニーズに合った活用ができることを目指している。平成 28 年
７月に実施した「図書館の利用に関するアンケート」の結果において、従来の開館時間
（9 時～17 時）に対する延長希望があったため、同年度後期から 8 時 30 分からの開館
を試験的に行っている。図書館の利用促進については、学生向けに図書館報（新刊、お
すすめの本、展示紹介）を発行し（A3 版）、学内７箇所に掲示している。図書館報は、
発行の都度、下関短期大学付属高校や付属幼稚園にも掲示して大学だけでなく、学園内
における広報・利用促進に努めている。その他、図書館と学生協働活動も重視しており、
館内ロビー・学生ホールには専門科目に関する資料や学生・教職員の作品等を陳列掲示
し、学習意欲の向上を図っている。平成 28 年度の活動としては、
「山口県大学 ML 連携
展」において、「豊かな心をはぐくむ～絵本にみる保育と食育～」と題して教職員・学
26

下関短期大学

生によるブックレビューや手作り絵本等を展示し、図書館における学生協働についても
考える展示を行った。現在の図書館の施設設備は、平成 6 年に竣工され、1 階がピロテ
ィ、2 階が合同講義室および研修室、3・4 階が開架式書架および閲覧室となっている。
学生用に蔵書検索や学習用に自由に使用できるパソコンが 4 台設置されている他、視聴
用ビデオ DVD コンポ 2 台、LD デッキ各 1 台、DVD デッキ 2 台、CD デッキ 3 台等を設置
し利便性を図っている。平成 26 年度、3 階にラーニング・コモンズを導入したことに
伴い、ホワイトボード１面、40 インチディスプレイ（ブルーレイ再生機器１台）を設
置し、平成 28 年には視聴覚機材としての一環としてブルーレイ再生機・小型ディスプ
レイ（1 台）を設置した。同時に、絵本コーナーを 3 階に移動させ、平成 27 年度にも
書架配置替えを行って充実を図った。
教員は、情報処理関連の授業ではもちろんのこと、それ以外の授業でも、プレゼンテ
ーションの作成や栄養価計算等のためにコンピュータを使用している。各教員からは、
コンピュータを使用しなければならない課題（レポート等）が恒常的に課せられており、
空き時間に課題に取り組む学生の姿が頻繁に見られる。すべての学生にメールアカウン
トが与えられているので、メール添付での提出を条件とする課題も見られる。
新たなソフトや機材が入った際には、ネットワーク管理責任者を中心にマニュアルの
作成が行われ、教職員がすぐに使用できる体制を整えている。
【平成 27 年度取り組み】
平成 28 年度より使用するシラバスに「成績の評価方法」の欄を設け、個々の科目に
おける学習成果の基準を明示するよう改善した。
【平成 28 年度取り組み】
① 学生による授業評価アンケートにおける対象の拡充
学生による授業評価は、平成 27 年度までは主要教科について各学期末に授業評価アン
ケートを実施していた。平成 27 年度に行われた第三者評価面接調査時の指摘を受け、
平成 28 年度より評価対象を主要教科から開講されているすべての教科へ変更し、実施
をしている。このことより、非常勤講師にもアンケート集計結果を配布し、情報を共有
するようにした。
② アンケート結果を生かした授業改善について FD・SD 合同研修会を開催
平成 28 年 9 月に「アンケート結果を活かした授業改善～学生による授業評価の効果的
活用方法のあり方～」と題し FD・SD 合同研修会を開催した。グループワークにて、授
業改善に向けた活用方法の実際について情報交換し、改善策を検討した。
この研修会にて、助手に担当授業のアンケート結果が配布されていないことが明らか
となり、平成 28 年度より教科担当の全教員へ配布することを徹底している。また、こ
の研修会よりアンケート結果を授業改善のために活用する対策が各教員に委ねられて
おり、個人として改善できるものについては取り組みが行われているものの組織的に取
り組みが十分でないことが明らかとなった。アンケート結果を授業改善に活用するため
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に、アンケートの形式、質問項目や分析方法等についても検討を要する等の意見が上が
った。
(b)課題
授業アンケートは実施しているものの授業改善につながっているかの検証は不十分
である。学生による授業評価を活かして授業改善にどうつなげていくか、今後は一層有
効な実施方法、活用方法を検討していく必要がある。
さらに、年度初めに提出する教育活動の「計画・目標」、および年度末に提出する「実
績報告」の様式については、授業改善を推進するためにも検討を要する。
学習成果の獲得については、平成 29 年度より運用する 3 つのポリシーに基づき、本
学における評価指標および評価手法を今一度見直すことが喫緊の課題である。
■ 基準Ⅱ-B-2 の自己点検・評価
(a)現状
学習の動機付けについては、入学式の午後及び翌日の 2 日間にわたり、オリエンテー
ションを実施している。その内容は、教務課、学生課、進路支援課、図書館からの学生
生活全般にわたる必要事項の説明をはじめ、各教室、実験室、図書館、ロッカー室等の
学内案内を行っている。
さらに各学科において、授業時間割表、履修登録票を配付し、履修関係の説明・指導
を実施し、安心して授業に臨めるよう配慮している。また 4 月中旬に 1 泊 2 日の学外研
修を実施し、2 年生もオリエンテーションを企画し、1 年生とともに始まる学生生活へ
の期待感を高め、学習意欲の高揚を図っている。
学習成果の獲得に向けて必要な事項は、機関レベル、教育課程レベルの内容を掲載し
た学生便覧と、科目レベルでは、栄養健康学科 1・2 年、保育学科 1・2 年の計 4 冊の『授
業計画』
（シラバス）を作成し学生に配付している。指導体制については、学級担任制、
チューター制を機能させ、気軽に学習や就職の相談ができるようにしている。また履修
登録の際には個別に面談し、履修登録票の確認も行っている。
また、卒業時に資格取得ができなかった学生には、必要単位取得のため、科目等履修
生として受け入れ、必要な科目を履修させ資格取得ができるようにしている。
復学者に対しても、知識の向上と復習を兼ね、受講済みの講義の聴講を認めている。
復習として関連講義を聴講することは、本人の目的意識の向上にとても役立っている。
基礎学力が不足している学生に対しては、両学科とも補習を行っている。その時期や
内容は学科によって異なるが、教員の協力体制のもと、時間割表の中に位置付けたり、
放課後や夏季休業中、春季休業中に実施したりしている。さらに就職試験対策の個別指
導も行っている。
これらの補習は、学生の学力等に応じて両学科とも毎年見直しを行い、充実させてい
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る。
＜栄養健康学科の補習＞
【平成 27・28 年度の取り組み】
〈基礎計算力に関する補習〉
新 1 年生を対象に、学生の基礎計算力を把握し、底上げをすることを目的に実施して
いる。入学後早い時期のクラスアワーを利用し、基礎計算力テストと解説を行っている。
結果は回答状況一覧を作成し、以後の補習で活用できるよう学科教員で共有している。
〈1 年生の調理基礎演習補習〉
この補習は、講義・実習の事前知識・技術の補足として実施している。これによって、
講義・実習がスムーズに行われ、学生は自主学習のきっかけをつかんでいる。なお、こ
の補習で特に遅れのみられる学生は、教員としっかり話し合い、空き時間及び長期休業
中（夏季・冬季・春季）での個人指導、家庭学習によって遅れを取り戻すようにしてい
る。
〈1 年生の夏季休業中補習〉
1 年全員を対象として、平成 27 年度は 8 月 31 日から 9 月 4 日まで、平成 28 年度 9
月 5 日から 9 日まで、講義および実習の補習を実施した。特に指導が必要な学生に対し
ては、併せて個別の補習も実施している。
〈校外実習事前事後補習〉
栄養士校外実習を希望する者は必修とし、2 年次に通年で行っている。事前補習は、
実習に必要な国語力、計算力、調理能力、マナー等を身に付けることを目標に、講義と
実習を組み合わせて実施している。達成できない項目があれば別に時間を設け、基準に
到達するまで繰り返し練習を行う。校外実習の約 2 か月前に最終判定試験を行い、一定
の基準に満たない学生は校外実習に行くことはできない。合格の判定が出た学生は実習
の手続きを進めていくが、不合格の学生に対しては、学生の希望を聴き、教員間で情報
を共有して指導内容を組み立て直す。事後補習は、校外実習報告会を行った後、学生各
人の反省と実習受け入れ施設からの成績報告書を基に、栄養士として不足している部分
を重点的に補習している。また、12 月に実施される栄養士実力認定試験に向け、e ラー
ニング等を利用して復習を行う。さらに必要に応じてクラスアワーの時間もこの補習の
一部として利用している。このクラスアワーは、社会人として具備すべき教養や知識が
身に付けられる内容を中心とし、学内行事やボランティア活動等にも利用できる時間と
している。この 2 つの時間を通して栄養士として、また社会人として活躍できる能力を
身に付けることを目標とし実施している。
〈マナー教室〉
平成 27 年度より、1・2 年生合同による和食、洋食のマナー教室を隔年で実施し、在
学期間中に両方のマナーを身に付けることができるようにしている。学生にとっては、
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マナーを身に付けるだけでなく、調理や盛り付けについても学ぶことができ、調理技術
の向上にもつながっている。
＜保育学科の補習＞
学生からの要望により、平成 23 年度から 25 年度まで、専門職就職対策講座（山口県
私立幼稚園協会登録試験受験講座、公務員試験対策講座）を行った。しかし、教員から
は、校外実習に向けて学力不足を補うための補習が必要との意見が出たため、平成 25
年度から夏季休業中に、補習講座（基礎学力補習、前期授業補習講座、漢字等国語能力
補習）を実施し、後期に備えるようにしている。
【平成 27 年度の取り組み<夏季補習授業>】
保育学科 1 年生全員を対象とし、期間は 8 月 17 日から 21 日までの 5 日間、1 日 2 コ
マで午前中のみ実施した。17・18・19 日の 3 日間は 2 クラスに分けて「文章表現」、
「音
楽基礎演習」
、
「音楽Ⅰ」
、
「保育実践」、「実習日誌」に関する補習を行った。20 日・21
日の 1 コマ目は「キャリア教育ガイダンス（20 日）」「実習日誌に使う漢字テスト（21
日）」を実施し、2 コマ目は 2 日間とも各チューターが担当学生へ日誌の書き方を個別
に指導した。
【平成 28 年度の取り組み<夏季補習授業>】
保育学科 1 年生全員を対象とし、期間は 9 月 12 日から 16 日までの 5 日間、1 日約 2
コマで午前中のみ実施した。12 日は 2 クラスに分かれて「実習日誌添削指導」と「音
楽」を実施し、13 日は「実習日誌の添削指導」
「保育内容表現」
、14 日は「実習日誌に
使う漢字テスト」を各担当教員が行った。15 日・16 日の 1 コマ目は保育実習担当者が
「実習日誌の書き方」を、2 コマ目は保育実習担当者を中心に「ペープサート発表会」
を行った。
優秀な学生への配慮としては、栄養健康学科はゼミ・プレゼミ制度により、入学直後
から研究活動ができるようにしている。保育学科では、研究テーマを設定し、フィール
ドワークを実施する等、理論と実践を融合させた研究を行うゼミを設け、その研究成果
は、創作発表会で披露している。
外国人留学生については、平成 23 年度の入学生を最後に、留学生は入学していない。
また、本学からの留学生の派遣は実施していない。
(b)課題
学習支援については、学級担任制、チューター制を導入し、個々人に応じたきめ細か
な指導と助言を心掛けている。しかし、基礎学力が不足している学生や目的意識の薄い
学生に対して、教育課程レベルでの改善策については今後工夫の余地がある。また補習
の実施方法についても、内容・時間設定ともに、学生のニーズに応じた改善を加えてい
30

下関短期大学

くことが重要である。
さらに、優秀な学生については、学科教員の共通理解のもと、授業中の配慮や個別の
課題の在り方等、学習意欲を高揚する方法を検討していく必要がある。
平成 26 年度から学習者中心のアプローチとして、図書館を活用したラーニング・コ
モンズを導入しており、学生の主体的な学習の場として一層推進していき、学習成果に
つなげたい。
[区分 基準Ⅱ-B-3

学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて学生の生活支援を組織

的に行っている。]
■ 基準Ⅱ-B-3 の自己点検・評価
(a)現状
学生生活を支援するための組織として、学生課および、学級担任、チューターを主軸
とした学生指導委員会がある。これらの組織では学生一人ひとりが日々の学生生活を円
滑で有意義に送ることができるよう、生活指導や様々な支援にあたっている。
学生活動は学友会（学生自治会）の自主的活動により推進されている。学生課長は学
友会の顧問として、各種学内行事（学外研修、スポーツ大会、クリーン作戦、大学祭、
学友会選挙等）の実施に関し、これらの活動が活発に行われるようアドバイスを与える
とともに、学生のみでは実施が難しい事柄には支援を行っている。
また、多くの教員がクラブ・サークル活動の顧問を務め、これらの活動を支援してい
る。平成 28 年度には、華道部、児童研究部、写真部、美術部、吹奏楽部、軽音楽部、
栄養研究部、園芸部、手芸部、カフェ部、ほんの倶楽部、総合体育同好会等があり、そ
れぞれ活発に活動している。
平成 25 年度より閉鎖した学生食堂の代替として河野記念館 1 階でセブンイレブンの
出張販売を行い、昼食時の利用に便宜を図っている。
学生が最も利用する学生ホールは、休憩、食事、自習等に活用され、飲み物の自動販
売機、ウォータークーラー、電子レンジ等を設置している。また情報や交流の場として、
種々の募集案内やパンフレットが置かれている。学生ホール以外にも、複数の教室を飲
食可とし、休憩、食事の場所として開放している。
学生寮閉鎖後（平成 15 年以降）は、下宿希望者に対し本学指定業者を紹介し、学生
の希望に沿った下宿先が見つかるよう便宜を図っている。
公共交通機関を利用しての通学が困難な場合や、家庭の事情等により自動車通学を希
望する学生には許可証を交付し学内駐車場の利用を認めている。自転車、バイク通学に
対しては駐輪場を開放している。なお平成 23 年 7 月より付属高等学校のスクールバス
を共用して、朝の登学時間帯に 1 便、無料送迎バス（ＪＲ下関駅～本学）を運行してい
る。
奨学金、授業料の免除は、厚生の一環として進路支援課が担当し取り扱っている。本
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学が扱っている奨学金には、日本学生支援機構および山口県ひとづくり財団のものがあ
り、実績は次表の通りである。
奨学金貸与学生数
（人）
区

分

平成 26 年度

平成 27 年度

平成 28 年度

日本学生支援機構第 1 種

5

9

11

21 プラン

20

28

24

山口ひとづくり財団

2

8

5

学生への経済的支援として、学則第 30 条および下関短期大学授業料等の免除又は徴
収猶予若しくは分納に関する細則に基づき授業料免除制度を設けている。免除の実績は
次表の通りである。
授業料免除学生数および総額
区

分
学期

平成 26 年度

平成 27 年度

平成 28 年度

前期

後期

前期

後期

前期

後期

申請者数（人）

4

4

3

2

2

4

許可人数（人）

4

4

3

2

2

4

総額（円）

940,000

580,000

800,000

また、栄養健康学科は教育訓練給付制度厚生労働大臣指定教育訓練講座に指定されて
おり、保育学科は保育士養成科（委託訓練）の訓練生を受け入れている。
学生の健康管理については、春先に実施する健康診断、身体測定で学生の健康状況を
把握し結果が悪い学生に対しては、本人に再検査、精密検査を受けるよう指導している。
なお、保護者宛にも通知書を発送し遺漏のないようにしている。健康等に関する相談の
多くは心因的問題であり、近年増加傾向にある。
メンタルヘルスやカウンセリングについては、保育学科教員でもある臨床心理士が
「学生相談」として担当している。「学生相談」については、入学および進学時のオリ
エンテーション時に学生に案内をしている。さらに、学生への周知を図るため、保育学
科のオリエンテーション内で再度案内し、栄養健康学科では、クラスアワーにおいて「学
生相談」の広報を含めた心理教育を行っている。
学生生活に関して学生の意見や要望を聴取するため、アンケートを実施している。5
年毎に一般財団法人短期大学基準協会による「短期大学生調査（Tandaiseichousa20XX）
」
を実施し、これにあたる年度以外では本学独自の福利厚生に役立てるためのアンケート
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「学生生活アンケート」を実施し、その集計結果（要望等）は学生ホール前の廊下に掲
示している。アンケート以外に、学友会（学生自治会・サークル）からの要望という形
で学生の意見を聴取し、学生の要望や意見を取りまとめ、各学科や学生指導委員会で協
議し、対応にあたっている。
本学では、下関短期大学外国人留学生に関する細則により留学生を受け入れている。
ただし、平成 23 年度の入学生を最後に、留学生は入学していない。留学生が学習する
際には、学科長をはじめ担任、チューターによる個別指導と、有志による日本人学生の
援助を受けられるようにしている。本学独自の支援として授業料の半額免除を実施して
いる。
社会人学生の学習を支援する体制については、学則第 6 条および下関短期大学第 1 年
次に入学した学生の既修得単位等の認定に関する細則に基づき、入学前の既修得単位の
認定を行っている。
障がい者への支援体制については、平成 28 年 4 月 1 日より「障害を理由とする差別
の解消の推進に関する法律」が施行されたことに伴い、平成 29 年度より障がいのある
学生への担当者（特別支援教育担当者）を置き、担当者を中心とした組織的な体制づく
りを進める予定である。現時点においては、障がい者に対応する施設設備はほとんど無
い。
長期履修学生の細則（学則第 16 条の 2、第 2 項）により、在学期間 3 年以上 6 年以
内を限度とし、修学が可能である。
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）に対して評価するシ
ステムは、現在のところ構築されていない。ただし、顕著な業績を残した者に対しては
卒業時に表彰する制度があり、この対象者にはボランティア活動や地域活動等で活躍し
た者も含まれる。
【平成 27 年度取り組み】
学生支援の満足度についての調査として、平成 27 年度は、一般財団法人短期大学基
準協会による「短期大学生調査（Tandaiseichousa2015）
」を実施した。その分析結果よ
り、本学の実状にあった学生支援や福利厚生の向上に役立てるため、平成 28 年度は、
従来の「学生生活アンケート」を実施することとした。
【平成 28 年度の取り組み】
「学生生活アンケート」を実施し、その結果を自己点検・評価委員会にて分析し、教授
会出席教職員へ、結果を配布するとともに、教授会にて自己点検・評価委員長より分析
結果を報告し、平成 29 年度の各委員会・部署での活用を依頼した。また、アンケート
集計結果および分析結果に対する意見を教職員より紙面にて聴取した。聴取した内容は、
教授会出席教職員へ配布し情報共有を図るとともに、平成 29 年度「学生生活アンケー
ト」を実施する際に質問項目や集計方法を検討し、改善することとした。
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(b)課題
健康管理室の担当者が学生部兼務のため迅速な対応が取れないことが課題として挙
げられる。平成 29 年度に健康管理室を事務局隣の相談室に移転し、健康管理室担当者
と学生相談担当者の連携により、学生のメンタルヘルスケアやカウンセリングの相談体
制づくりを検討していくことが望ましいと考えている。
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）に対して評価するシ
ステムは、現在のところは構築されていないが、社会活動を推進するために、カリキュ
ラムの改編等も含めて検討されるべきであると考えている。
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の施行に対し、本学における生
涯学生支援の在り方について検討を重ね、基本方針および規程等を整備する必要がある。
［区分 基準Ⅱ-B-4 進路支援を行っている。］
■ 基準Ⅱ-B-4 の自己点検・評価
(a)現状
就職支援に関しては進路支援課が窓口となり、求人受付及び開拓を行い、学生に就職
斡旋を推進している。求人情報は、学生全員の携帯電話に一斉メール（教員も含む）配
信をして、求人票を公開している。その後、進路支援課担当及び担任やチューターが、
各々学生に声掛けをし、就職活動を支援している。
就職支援の組織は進路支援課（專任職員 1 名）、キャリア教育委員会（教員 5 名、職
員 2 名）がある。また、学科毎に就職支援のための活動は行われている。
既存の相談室（本学における進路支援室の名称）に加え、平成 27 年度からキャリア
教育センター室を設置し、キャリア教育センター長にキャリア教育委員長を充てている。
【就職支援に関する平成 28 年度の取り組み】
＜栄養健康学科 2 年＞
4月

オリエンテーション（1 年間の就職指導予定説明）

就職意思確認個人面接
キャリア教育・企業説明会
（栄養士とは・日清医療食品株式会社
5月

牧野講師）

1・2 年合同

就職ガイダンス
(就職登録カード作成・ガイドブック配布説明・履歴書の書き方指導)

7月
12 月
1月

卒業生との就職座談会
栄養士業務心得①、栄養士業務心得②
栄養士業務実践指導①、栄養士業務実践指導②

※5 月より個人対応で、面接練習及び履歴書の書き方指導
＜保育学科 2 年＞
34

下関短期大学

4 月 オリエンテーション（1 年間の就職指導予定説明）
5 月 就職ガイダンス
（就職登録カード作成・ガイドブック配布説明・履歴書の書き方指導)
社会人としてのマナー講座（けんしゅう企画主幹 江田康子講師）
10 月

就職ガイダンス（自己ＰＲ・履歴書作成・面接指導等）

※9 月より個人対応で、面接練習及び履歴書の書き方指導
＜両学科 1 年＞
7 月・1 月 就職キャリアガイダンス
（自己分析・友達分析・人間関係能力・目標設定等）
学科毎の卒業時の就職状況については、毎年進路支援課より教授会にて結果報告がな
されている。進路支援課において就職状況の分析・検討が行われ、その結果を学生の就
職支援に活かしている。
近年は、両学科とも進学希望者が少ない状況ではあるが、希望する学生には、各学科
の教員が中心となり、必要に応じて一般教育担当教員も含め、支援にあたっている。ま
た、留学に対する支援は具体的には行っておらず、パンフレットの設置、ポスターの掲
示等留学に関する情報提供に留まっている。
(b)課題
少人数の大学ならではの良さを前面に出し、一人ずつ面談・相談しながら就職先を探
し、内定を取り付けていることは本学の強みである。
今後さらに担任、チューター、キャリア教育委員会が学生支援に対して情報を共有し、
学生一人ひとりにあった支援を図って行きたい。
［区分 基準Ⅱ-B-5 入学者受け入れの方針を受験生に対して明確に示している。］
■ 基準Ⅱ-B-5 の自己点検・評価
(a)現状
『GUIDE BOOK 2018』に掲載の学生募集要項に、平成 29 年度より公表する本学の教育
方針としてのアドミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリ
シーを入学希望者の目に留まるよう 1 頁目に明記していく予定である。
また、受験の問い合わせ等に対しては、事務局及び広報室で連携を通り、的確に対応
できるよう、募集に関して熟知している。学科の詳しい問い合わせに関しては、両学科
の広報委員が適切に対応している。
平成 28 年度における広報の体制は、広報室（職員 1 名、教員 1 名）および広報・入
試委員会（教員 5 名、職員 2 名）を中心に教職員の協力のもと、高校訪問に重点を置い
て学生募集広報活動を行っている。入試事務については事務局に専任職員を置き、迅速
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的確に対応している。学校見学希望者に対しては積極的に受け入れており、土・日曜日
における希望者への対応は広報室が行っている。
選抜は、学則第 10 条から第 16 条および、下関短期大学入学資格審査に関する細則に
基づいた入学資格審査を行った後、合否判定を各学科会議の審議を経て、教授会にて審
議し、公正かつ正確に実施している。
平成 29 年度入学生の入学者選抜は、指定校推薦入学、特別奨学推薦入学、一般推薦
入学Ⅰ期、同Ⅱ期、一般入学Ⅰ期、同Ⅱ期、自己推薦入学、桜山会（同窓会）会員子女
特別入学、長期履修学生入学、社会人入学、社会人シニア入学、外国人留学生入学の
12 種類と、付属高等学校特別推薦（保育コース推薦・くらしデザイン推薦）を行って
いる。
入学者選抜に関しては、平成 27 年度募集より、付属高等学校からの優秀生徒確保の
ため、くらしデザイン推薦入学区分を増やし、資格条件に食物調理技術検定 1 級取得を
課した。その結果 4 名の入学者が決定した。また平成 28 年度特別奨学生の受験資格条
件に食物調理技術検定 1 級取得者を加え、募集を開始した。今後は一般高等学校から優
秀な技術を持つ生徒の入学が増加し、栄養健康学科のレベルアップにつながるものと期
待している。
また、入学選抜方法は、進学雑誌、新聞広告、業者進学ネット、業者進学説明会、本
学出前授業、本学ホームページ等で詳しく示している。とりわけ高校訪問に重点を置い
ており、本学の特徴、選抜方法、現状、出身校卒業生の就職状況を含めて詳しく説明し
ている。
入学手続者に対しては、合格通知発送時に各学科から入学までの課題と、遠方者には
学生専用アパートの案内をしている。
栄養健康学科は、入学前に前期教科書、実習関連物品、調理材料費一覧表等を予め送
付し、入学直後に必要となる経費を通知している。
保育学科は、平成 28 年度より入学予定者を対象に入学前ピアノ実技レッスンを行っ
ている。2 月下旬より 4 日間の日程で 1 回 30 分程度、それぞれのレベルに合わせたピ
アノの実技指導を行い、ピアノに対する不安を払拭し入学準備を整える機会としている。
入学式終了後には、新入生、保護者に対する簡単な学科説明等を行うと共に、新入生
には 2 日間オリエンテーションを行っている。
内容は、1 日目に学生生活に関する全般的な指示、連絡方法、学生証、『学生便覧』、
『授業計画』
（シラバス）、健康調査等の配付と各々についての説明をしている。その後、
保護者を交えて各学科教員より挨拶を行い、学業全般についての説明をしている。終了
後、進路支援課主催による奨学金の説明会を保護者と学生に対して行っている。
2 日目は、履修説明指導や学内施設案内があり、授業時間割、履修登録、個人カード
等を配付し、学生生活指導を行っている。
学外研修は毎年 4 月中旬に、学生間及び教職員とのコミュニケーションを深め、充実
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した学生生活を送ることを目的として、全学生と教員が参加して実施している。
平成 27 年度は佐賀方面での研修で、佐賀吉野ヶ里遺跡と陶芸絵付け体験をし、ハウ
ステンボスで学生間の交流を深めた。平成 28 年度は熊本方面での研修であったが、1
日目に熊本地震の前震が発生したため、2 日目の研修は中止とした。いずれもホテル到
着後間もなく 1 日目の夕食前に、全体及び各学科の学生交流研修会を行い、学生間の親
睦を図ることができた。
(b)課題
基準Ⅱ‐A でも述べた通り、学科毎に入学前の学習成果の把握・評価を明確に示した
アドミッション・ポリシーを策定することが喫緊の課題である。
外部からの入試の問い合わせには、広報室担当 1 名が対応しているが、今後は事務局
全員が受け応えられるよう、学内での研修会及び説明会開催を申し出た。その結果、平
成 29 年度は、学校案内及び募集要項完成後に研修会を行い、数名での問い合わせ対応
が可能となるようにしたい。今後も研修会を重ね、募集増につなげたい。
入学者に対し、入学直後に 2 日間オリエンテーションを行っているが、さらに学生の
理解を深める必要がある。クラス担任、チューターを中心に、資格取得および卒業を見
据え個人に応じた学生生活の送り方に関する支援の体制づくりを図ることで、退学者、
休学者「0」を目指したい。
学外研修については､学外研修の意義や日程調整を含め、青年の家等の人間育成プロ
グラムも視野に入れて、今後も研修内容を検討していきたい。
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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
教員組織については、短期大学設置基準に規定している人数を充足しているが、最
低限の教員数で運営している。前回の第三者評価で指摘された事務職を兼務している
教員の負担の問題については、短大、高校、幼稚園の事務部門の統合による効率化や
事務主事の増員等を行い、その負担の軽減化を図った。また、人件費を抑制するため、
年金受給の再雇用者を増員し、給与は定額の年俸制とした。採用した年金受給者は今
までの経験を生かした授業展開等積極的に職務に取り組み、学生指導においても細や
かな配慮ができている。
物的資源については、平成25年度までに体育館・本館等の耐震補強工事が終了し、
平成26年度にはＡ棟（旧2・3号館）の耐震工事・リニューアル工事も終了し、概ね施
設設備は整備することができた。図書館においては、平成26年度よりラーニング・コ
モンズとして図書閲覧室を開放し、ゼミ活動や授業で活用している。
財務状況は、短大については人件費・経費の削減等により、収支は改善されつつあ
る。付属高校調理科は、平成29年度に調理師養成施設指定申請を行い、平成30年度か
ら調理師免許が取得可能となるため、入学生の増加を見込んでいる。
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［テーマ 基準Ⅲ-A 人的資源］
［区分 基準Ⅲ-A-1 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて教員組織
を整備している。
］
■ 基準Ⅲ-A-1 の自己点検・評価
(a)現状
本学は、栄養健康学科、保育学科で構成されており、各学科の教育目的を達成するた
め、カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）に基づき、教員の専門性を
重視した人員配置を行っている。この人員配置は、平成 29 年度より公表する再構築し
たカリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）にも基づいている。なお、専
任教員でカバーできない科目については、非常勤講師を配置している。さらに、栄養健
康学科では助手を 3 名配置しており、よりきめ細かな授業展開を可能にし、学生の安全
面でも効果を発揮している。平成 29 年 5 月 1 日現在における教員数は、下記表に示す
通り、「短期大学設置基準別表第 1（第 22 条関係）」に定める教員数を充足している。
専任教員の職位については、「下関短期大学教員選考基準」により、教授、准教授、
講師、助教にふさわしい選考基準を定め、それらを充足している者に授けており、採用、
昇任については、「学校法人河野学園昇任規程」、「下関短期大学教員選考規則」に基づ
いて行っている。
なお、専任教員の人数は、
「短期大学設置基準別表第 1（第 22 条関係）」に定める教
員数を充足している。
下関短期大学専任教員数(人)

平成 29 年 5 月 1 日現在

専任教員数

設置基準で定
める教員数

学科名
教授

准教授

講師

助教

助手

計
[イ]

[ロ]

非常勤
教員数

栄養健康学科

3

1

1

0

5

5

－

3

8

保育学科

2

1

3

0

6

6

－

0

10

（小計）

5

2

4

0

11

11

－

3

17

一般教育

2

1

0

0

3

0

3

0

1

（合計）

7

3

4

0

14

3

18

14

(b)課題
教員組織は「短期大学設置基準」を充たしており問題はないが、常勤専任教員 14 名
の内、年金受給再雇用者は 6 名、常勤専任職員 6 名の内、年金受給再雇用者は 2 名を占
めており、専任教職員の年齢構成に偏りがみられる。人件費を抑制することはできてい
るが、中・長期的には、年齢のバランスの取れた人員配置を行う必要がある。
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また、専門性だけではなく、コミュニケーション力・キャリア教育・地域貢献・国際
貢献等に対応できる教員の配置についても検討する必要がある。
［区分 基準Ⅲ-A-2 専任教員は、学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づ
いて教育研究活動を行っている。］
■ 基準Ⅲ-A-2 の自己点検・評価
(a)現状
専任教員は、各学科のカリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）に基づ
き、研究活動を行っているが、研究活動の業績には個人差があり、全体として十分な成
果を上げているとは言えない。今後は、平成 29 年度より公表する再構築したカリキュ
ラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）に基づき、研究活動を行っていく予定で
ある。
専任教員が研究、研修等を行う時間として週に 1 日研修日を確保しているが、事務職
員の減少、各種用務の増加、学生の学力不足等による補習及び個別指導の増加、地域活
動の増加により、研修日を本来の目的に十分に充てることができない状況である。また、
専門業務型裁量労働制を採択せず、時間外労働も認めていないことから業務中の研究が
困難となっている。
個々人の研究活動の状況についてはホームページ上に公開し、大学ポートレートに参
加しているが、公表内容の定期的な見直しがされていない。
平成 27 年度および平成 28 年度において、科学研究費補助金等の外部研究費を獲得し
ている専任教員は 1 名である。
専任教員の研究活動に関する規程について本学では、以前より「下関短期大学科学研
究費補助金に関する規程」
（平成 23 年 4 月 1 日制定）、
「下関短期大学における研究者等
の行動規範」
（平成 24 年 4 月 1 日制定）を整備していた。
平成 27 年度に「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基
準）」に基づく「体制整備等自己評価チェックリスト」を実施したところ、23 項目が不
十分であることが明らかになった。そのため、学術関係責任者を中心に規程等の見直し
を行い、平成 27 年度第 15 回教授会にて「下関短期大学科学研究費補助金に関する規程」
の改定（9 条の 2、3 内部通報制度の新設）
、
「下関短期大学公的研究費の内部監査規程」、
「下関短期大学公的研究費

内部監査マニュアル」の新設が承認された。

現時点における本学の専任教員の研究活動に関する規程については、「下関短期大学
科学研究費補助金に関する規程」
（平成 23 年 4 月 1 日制定）
、
「下関短期大学科学研究費
補助金に関する規程」
（平成 28 年 3 月 22 日改定）、「下関短期大学公的研究費の内部監
査規程」
（平成 28 年 3 月 22 日制定）、
「下関短期大学公的研究費 内部監査マニュアル」
（平成 28 年 3 月 22 日制定）を整備している。
本学教職員の研究成果発表の場として、「下関短期大学紀要」を毎年 1 回の割合で刊
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行し、学内関係者をはじめ国内研究機関（短大・大学等）への送付を行っている（平成
27 度～平成 28 年度 164 箇所）
。さらに、平成 20 年度から開始された県域学術機関リポ
ジ通り共同構築事業「維新」には平成 21 年度から参加し、既発行分の「下関短期大学
紀要」（1 号～平成 28 年度発行最新 35 号）掲載論文を Web 上に全文公開している。な
お、平成 28 年度発行分は「河野学園創立 90 周年特集号」として、教職員の研究論文だ
けでなく、建学者・河野タカ先生の薫陶を受けた卒業生による座談会を掲載し、下関市
における往時の女子教育を伝える情報ツールとして紀要の編集・発行を行い、座談会記
事は同窓会ホームページにて公開することとなった。
その他、個人研究については、各所属学会における論文集、学会誌、抜刷等を本学図
書館で管理、公開している。
専任教員には一人 1 室の研究室を確保し、一人 1 台のパーソナルコンピュータを備え
つけ、専任教員の研究活動を支援している。
専任教員の留学、海外派遣、国際会議出席等に関する規程については定めていない。
FD 活動については、「下関短期大学ファカルティ・ディベロップメント委員会規程」
を整備しており、これに基づき FD 活動を適切に行っている。平成 28 年度には、3 回の
FD・SD 合同研修会を開催した。各回のテーマと参加状況は以下の通りである。
第 1 回目 （平成 28 年 9 月 14 日開催 教員 16 名、事務局職員 5 名参加）
「3 つのポリシー再構築策について－カリキュラム・ポリシー策定状況－」
「5 年間行動計画に対する年次計画の進捗状況報告」
第 2 回目 （平成 28 年 12 月 21 日開催 教員 17 名、事務局職員 3 名参加）
「3 つのポリシーをめぐって」
第 3 回目 （平成 29 年 3 月 1 日開催 教員 17 名、事務局職員 6 名参加）
「5 年間行動計画に対する年次計画の進捗状況報告」
専任教員は、日頃より、他の部署とのコミュニケーションを図り、学生の学習成果を
向上させるため、学生に関する情報の共有に努めている。
(b)課題
専任教員の研究活動については個人差があり、全体的にも活発とは言えない。地域の
高等教育機関として、地域や学生に還元できる研究内容となるよう理解と協力を求めて
いく。
また、研究を積極的に行っている者に対しては時間と予算の確保、研究支援体制の整
備が必要である。
研究活動の公表については、早急に内容を精査し、定期的な見直しのルールをつくり、
更新する必要がある。
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紀要刊行に関して、本学の研究状況を踏まえて、以下の 2 つの課題が挙げられる。
(1)個人研究が主体であるが教員の研究成果・発表状況については個人差がある。
(2)ゼミナール活動・公開講座等は、教員による共同の教育活動は行われているものの、
共同研究や成果発表にまでには至っていない。
特に(1)については、教職員全員に定期的に教授会等の場で「下関短期大学紀要」の
執筆の呼び掛けを行い研究の推進を促しているが、研究成果発表までには結びついてい
ないのが現状である。
なお、冊子体での発行については当面の間、継続する予定である。昨今の電子化に伴
い冊子体の発行を中止している紀要もみられるが、人文科学系論文中に資料掲載を行う
場合、Web 上の公開は不許可だが紙面のみ掲載許可が下りる場合が存在するためである
（平成 27 年度 34 号１件有）
。専任教員と非常勤講師の採用・委嘱の人員バランスにつ
いては、財政的に可能な範囲で見直しを行い、教員組織を整備していくことが必要であ
る。
［区分 基準Ⅲ-A-3 学習成果を向上させるための事務組織を整備している。］
■ 基準Ⅲ-A-3 の自己点検・評価
(a)現状
事務組織は、
「学校法人河野学園組織規程」に基づき、毎年度、事務分掌を明確にし、
人員配置及び担当者を検討の上、法人事務局長を兼務している事務部長の下で業務を遂
行している。また、学生が利用・相談しやすい事務組織であるように、学生部、教務課、
学生課、進路支援課等を同一施設にまとめており、各課の連携を図ることで学生の学習
成果が向上するよう学習支援を推進する組織体制をとっている。
職務の遂行に当たっては、次の事務関係諸規程を整備し、本館 1 階中央に事務部及び
学生部を配置し、情報機器・備品等を整備して事務処理を行っている。
事務関係諸規程として、「学校法人河野学園組織規程」、「学校法人河野学園文書取扱
規程」、
「学校法人河野学園公印取扱規程」
、
「学校法人河野学園事務決裁規程」、
「学校法
人河野学園工事の執行及び物品の購入に関する細則等」が制定されており、諸規程に則
って事務処理を行っている。
次に、防災対策、情報セキュリティ対策については、消防法等の法令、「学校法人河
野学園防火管理規程」
、
「学校安全に関する危機管理規程」等に基づき防災・防犯対策等
を実施している。情報セキュリティ対策としては、「河野学園個人情報保護のガイドラ
イン」を制定し、機密及び個人情報の守秘等に努めている。
本学における SD 活動については、
「下関短期大学 SD 委員会規程」に基づき、業務の
見直しや事務処理の改善等、事務職員の能力開発、学内研修会等を実施し、組織の円滑
運営を進め、意識改革を図っている。学内研修会は、短大事務職員の人員削減等の問題
もあり、FD 委員会とも連携を図り、教職員合同の研修会を行っている。SD 活動は、短
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大事務職員の人員削減等の問題もあり、文書供覧を中心に行っている。
また、「海峡エリア大学連合構想」に基づく下関地区の 5 高等教育機関による事務シ
ステム、広報、学生募集、就職指導、図書館等の連携・協同化を目指した実務者ワーキ
ンググループ会議に臨んでいる。
事務職員は、学園内の他部門・他部署の業務を兼務する者が多い中、担当する業務の
遂行に当たって、正確かつ適正に処理を行うため、常に必要な業務の見直しや事務処理
の改善、合理化に努めている。
(b)課題
事務組織については、短大事務職員の人員削減による業務の兼務、専任教員への事務
職兼務等負担は大きくなっているが、現状の規模にあった事務組織の再構築を検討し、
『学生便覧』の事務機構を基に、今後とも、協働体制で事務処理をしていきながら業務
分担の改善をしていく。
短大プロパーの事務職員の増員は財政上の理由から困難である。人員削減による事務
処理能力の低下や学生に対するサービスの低下を防ぐため、SD 活動等を通しての職員
個々のスキル向上や意識改革、さらに教職員の協働意識の高揚を図る必要がある。「大
学設置基準等の一部を改正する省令」
（平成 28 年 3 月 31 日公布）により SD が義務化さ
れ、SD の対象者は事務職員だけではなく、教育職員や技術系職員等も含まれるため、
全学的な取り組みを行う必要がある。
また、事務職員の資質・能力の向上を図るという観点で見た場合どのような事務組織、
事務分担が適切であるか検討する必要がある。さらに、費用効果も考慮しながら外部研
修への参加を検討する必要がある。
［区分 基準Ⅲ-A-4 人事管理が適切に行われている。］
■ 基準Ⅲ-A-4 の自己点検・評価
(a)現状
労働基準法等の法令に基づき、教職員の就業に関する諸規則として「学校法人河野学
園就業規則」
、
「教職員給与規程」
、
「教職員退職金規程」、
「学校法人河野学園教職員育児
介護規程」
、
「介護休業規程」
、
「河野学園セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する
規程」、
「学校法人河野学園再雇用職員規程」等、教職員の就業に関する諸規程を整備し
ている。
教職員の就業に関する諸規程を事務局に備え付け、教職員が常時閲覧できる措置を取
っている。また、就業に関する諸規程の改廃等を行った場合には、教授会や事務局内の
教職員掲示板を利用し、周知を図っている。
教職員の就業については、法令等に則った労務管理を行い、教職員は、就業規則を遵
守しており、人事管理は適正に行われている。
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(b)課題
本学は、教職員の削減や、賞与の減額、年金受給者の雇用等により、収支は改善され
つつある。年俸制である年金受給の再雇用者を増員したため、人件費は抑制することが
できたが、教職員のモチベーションや年齢のバランスの取れた人員配置が人事管理の今
後の課題である。
［テーマ 基準Ⅲ-B 物的資源］
［区分 基準Ⅲ-B-1 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて校地、校
舎、施設設備、その他の物的資源を整備、活用している。］
■ 基準Ⅲ-B-1 の自己点検・評価
(a)現状
校地の面積は、18,230 ㎡あり、短期大学設置基準の規定の必要校地面積 1,800 ㎡を
充足し、適切な面積の運動場も有している。校舎の面積は、7,381 ㎡あり、短期大学設
置基準の規定の必要面積 3,250 ㎡を充足している。 学科のカリキュラム・ポリシー（教
育課程編成・実施の方針）に基づき講義室、演習室、実験・実習室及び機器・備品を整
備している。
栄養健康学科においては、平成 27 年度に給食実務校外実習先の大量調理施設で使用
されていることの多いスチームコンベクションオーブンを給食実務実習室に設置し、平
成 28 年度の授業より活用している。平成 28 年度には、調理実習室内に師範台でのデモ
ストレーションの様子が全学生に見えるようモニターを設置したが、栄養士養成施設と
して最新の実習機器を完備しているわけではない。保育学科においても、保育現場で実
際に使用しているような模擬実習室・演習室や設備が十分備わっているとは言えないの
が現状である。また、バリアフリー化等障がい者の受け入れに対応しているとも言い難
い。
本学図書館は平成 6 年に竣工し、1 階は教職員共用駐車場、2 階はエントランス・ホ
ール（兼資料展示室）及び研修室、3 階はレファレンス・カウンター、開架閲覧室及び
事務室（兼資料整理室）、4 階は開架書庫・閲覧室として開放しており、延べ床面積
1,166.61 ㎡（ピロティ部分を含む）、閲覧席は 94 席設置している｡平成 26 年度から 3
階にラーニング・コモンズを導入し、絵本コーナーを４階から３階に移動させた。蔵書
数は、平成 26 年度現在約 37,000 冊、学術雑誌の種類は合計 16 誌（栄養健康学科関連
10 誌、保育学科関連 6 誌）である。栄養健康学科の雑誌数が多いのは、いわゆる専門
書よりも雑誌の方が最新情報を得やすいためである。図書館の設備については、2 階研
修室にビデオデッキ DVD コンポ、投影プロジェクタ、3 階閲覧室（ラーニング・コモン
ズ）に平成 27 年度から 40 インチディスプレイとブルーレイ再生機を設置し、ディスプ
レイはパソコンとの接続も可能になるよう可動式にした。その他、個人視聴用として、
ビデオ DVD コンポ、DVD デッキ、CD デッキ、ブルーレイ再生機と画面（１台：平成 28
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年度設置）
、蔵書検索用端末機（パソコン 1 台）
、作業用のパソコン（4 台）を設置して
いる。購入資料の選定・廃棄については、「下関短期大学図書館資料収集管理規程」に
基づいて行っている。蔵書・学術雑誌等の資料については、両学科の必要な資料を系統
的に備えるように各学科から図書委員を選出し、学科の意見を踏まえた購入ができるよ
う配慮している。学生の参考図書は、授業関連図書の内、
『授業計画』
（シラバス）に「参
考書」と掲載された書籍を図書館で確認の上、参考書コーナーを設置して分かりやすく
配架している。その他、学生用一般図書については、本学の歴史に係わる資料（郷土史
等を含む）、学生・教員（非常勤講師含む）からのリクエスト、司書の意見等を参考に
図書委員会で選書の上、購入を行っている。なお、教員の個人研究図書資料については、
図書館会計とは別枠の個人研究費でまかなっている。
体育館は、昭和 51 年 6 月竣工、平成 26 年 3 月に耐震補強工事を完了した。面積は
1,078 ㎡でバレーボール、バスケットボール、バドミントン競技ができ、授業、課外活
動に十分対応できる体育施設である。
(b)課題
今後は、両学科ともに実習、演習に必要な施設設備、機器備品を年次計画的に整備・
更新を行っていく必要がある。
また、学生からの要望等を考慮しつつ、学生のための福利厚生施設・設備の整備も計
画的に進めていく。
図書館における資源に関する課題として挙げられるのは、電子書籍・電子ジャーナル
の購入・閲覧である。電子書籍については国内出版社が提供するコンテンツが限られて
いること、電子ジャーナルについてはオープンアクセス分のみ検索・利用していること
等から、今まで購入を見送ってきた。
［区分 基準Ⅲ-B-2 施設設備の維持管理を適切に行っている。］
■ 基準Ⅲ-B-2 の自己点検・評価
(a)現状
施設設備、物品（消耗品、貯蔵品等）の維持管理は、「学校法人河野学園経理規程」
に基づき行っている。
定期的なメンテナンスについては、専門業者（電気設備点検：㈶中国電気保安協会、
消防設備：㈲中里防災設備、ネットワーク機器保守：NTT データカスタマサービス㈱）
により実施している。また、夜間の防犯・防災対策は、綜合警備保障㈱に委託して機械
警備を行っている。
校舎の地震対策については、学園として平成 23 年度から 4 年計画で耐震化工事を実
施しており、平成 26 年度は短大の校舎Ａ棟（旧 2 号館・3 号館）の耐震補強工事を実
施した。平成 27 年度には 1 号館を取り壊し、学園周辺の整備工事を実施した。
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火災対策は、「学校法人河野学園防火管理規程」を整備し、消防法等の法令、防火管
理規程に基づき防火対策等を講じると共に、学生、教職員参加の防火避難訓練を年 1
回実施することとなっているが、耐震補強工事が続いたこと等により、短大独自の避難
訓練は実施していない。
防犯対策については、
「学校安全に関する危機管理規程」により対策を講じている。
コ ン ピ ュ ー タ シ ステ ムの セ キ ュ リ テ ィ 対策 につ い て は 、 ウ イ ルス 対策 ソ フ ト
（F-Secure）をサーバ、クライアント PC すべてに導入し、ウイルス感染防止に努めて
いる。なお、総合的なセキュリティ対策はネットワーク管理責任者が行っている。
省エネ対策としては、「下関短期大学冷暖房設備使用内規」に基づきエアコンの設定
温度、照明の無駄な点灯の注意等全職員に周知している。また、学内のトイレ等の照明
機器のスイッチを人感センサー式に、蛍光灯を LED に年次計画的に切り替え作業を進め
ている。
(b)課題
来校者が校舎に立ち入る場合は、事務局窓口において手続きを行い、許可を得た者で
ないと入校できないことになっているが、敷地内に入る来校者の把握は十分とは言えな
い。防犯対策として、付属高等学校・付属幼稚園も同一敷地内に併設しているため防犯
カメラ等の設置について引き続き費用対効果等を考慮しながら検討する。
［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］
［区分 基準Ⅲ-C-1 短期大学は、学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づ
いて学習成果を獲得させるために技術的資源を整備している。］
■ 基準Ⅲ-C-1 の自己点検・評価
(a)現状
各学科のカリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）に基づき、学生には
「情報概論」
、
「情報機器操作入門」
、
「ワープロ文書技法」等の科目において情報技術を
修得・向上させている。また、情報処理第 1 演習室横の研究室に教員（ネットワーク管
理責任者）が常駐し、学生からの問合せ等に対応している。教職員の情報処理等の技術
の向上に関しては、主として個々の自助努力あるいは教職員相互による教え合いに委ね
られている。解決困難な学生および教職員からの問合せに対しては、主としてネットワ
ーク管理責任者が技術支援を行っている。
教室、研究室、事務部門の情報機器は更新を行っている。様々な場所で発生する技術
的問題を、ネットワーク管理責任者が集約し対策を行い、さらに施設整備担当と情報を
共有し、技術的資源を見直し適切に維持している。また、ネットワーク管理責任者が中
心となり、授業等で技術的資源を活用できるように配慮している。
各教職員には専用のコンピュータが貸与されている。各コンピュータには授業や学校
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運営に必要な最低限のソフトがインストールされ、教職員が学科・専攻課程のカリキュ
ラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）に基づいて、授業や学校運営に活用でき
るようになっている。
学生の学習支援のために必要な学内 LAN 整備は、短期大学全体をカバーしている。学
内のパソコンは基本的にすべて LAN に接続しており、学生の学習支援に有効活用できる
ようになっている。
教員は、新しい情報技術等を活用して、効果的な授業を行うことができる環境となっ
ている。近年、プレゼンテーションソフトやインターネットを使用した授業が多くなり、
コンピュータ室の使用率は増加傾向にある。
学習支援を充実させるために、教職員のコンピュータ利用技術を向上させている。教
職員は日常的にメールを通じて業務を遂行する等、すべての教職員のコンピュータ利用
技術が向上するよう配慮している。それにより学生が教職員に対してメールを通じて学
習支援の要請ができるようになっている。また平成 24 年度より新しい成績管理システ
ムを導入する等、業務の効率化に努めている。
学生が学習する教室としては、情報処理第 1 演習室、第 2 演習室を整備している。ま
た、図書館、給食実務実習室にも学生が使用できるパソコンを整備している。
なお、今後は平成 29 年度より公表する再構築したカリキュラム・ポリシー（教育課
程編成・実施の方針）に基づき、学習成果を獲得させるために技術的資源を整備してい
く予定である。
情報機器等整備状況
教室

平成 29 年 5 月 1 日現在
品名等

数

備考

情報処理第 1 演習室

学生クライアント PC

31

(B44)

プリンタ

1

プロジェクタ

1

情報処理研究室(B43)

ファイルサーバー

1

情報処理第 2 演習室

学生クライアント PC

3

(B41)

プリンタ

1

図書館

学生クライアント PC

4

図書検索 Windows8 他

プロジェクタ

1

天井吊下げ式

給食実務実習室

学生クライアント PC

3

給食実務 Windows8

(A15)

プリンタ

1

学生課

学生クライアント PC

1

Windows8

授業用ファイル共有
ゼミ、自主学習 WindowsXP

進路閲覧用

Windows8

(b)課題
学生のパソコン教室の整備等技術的資源の拡充は継続しているが、基本的施設設備に
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留まっている。
世の中の ICT 情勢については、ここ数年間でスマートフォンやタブレットが爆発的に
普及したことにより、インターネットの活用方法がパソコンからそれらの電子機器にシ
フトしている。これは本学においても同様であり、今後も更なる発展が予想されるため、
学内の ICT 設備においてはそのような新たな電子機器との連携を考慮する必要がある。
本学から幅広い教養、柔軟な思考を持つ学生を社会に送り出す為には、最新の ICT の活
用能力は必須である。将来における様々な能力向上に結び付く大きな可能性を秘めてい
ることから、ICT を活用した最新の学習方法の改善と、それを支える施設・設備の整備
が課題となっている。
今後、新しい授業方法の導入や、タブレット型端末等の採用を拡充の対象に含めて検
討する。
［テーマ 基準Ⅲ-D 財的資源］
［区分 基準Ⅲ-D-1 財的資源を適切に管理している。］
■ 基準Ⅲ-D-1 の自己点検・評価
(a)現状
本学の財務における現状は、資金収支については、平成 23 年度から平成 28 年度まで
に耐震補強工事や学園整備事業、付属幼稚園保育所機能部分の園舎増築工事を行ったた
め、施設関係支出が増加し、支払資金が減少している。このことにより、事業活動収支
についても、基本金組入額が増加し、収支差額は支出超過の状態が続いている。貸借対
照表についても同様に、有形固定資産が増加し、運用資産が減少している。
当年度収支差額が支出超過となっている原因は、基本金の組入額の増加によるもので
あり、計画的に 2 号基本金に組入れていなかったためである。
退職給与引当金については、退職金の支給に備えるため、期末要支給額を基にして、
私立大学退職金財団に対する掛金の累積額と交付金の累積額との繰入調整額を加減し
た金額の 100％を計上している。なお、付属高等学校・付属幼稚園については、山口県
私学振興財団からの交付金が同額のため、退職給与引当金は計上していない。
資産運用は、
「学校法人河野学園資産運用規程」に則り運用を行っている。
教育研究用の施設設備及び学習資源の資金配分については、前年度の 12 月に各学科
等から提出された事業計画により、新年度の在籍見込数による収入金額を見積もり、収
入に見合う予算を配分している。
入学定員充足率については、保育学科は 80％台で推移し平成 27 年度は 90％台まで回
復したが、栄養健康学科は、平成 24 年度から平成 26 年度までは 50％以下の充足率と
なっている。この現状を踏まえ、短大経営の安定化を図るために、平成 26 年 12 月の理
事会において栄養健康学科の入学定員を 40 名から 30 名に改正することが決議された。
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(b)課題
両学科とも慢性的な定員割れにより短大の収支が悪化している。財政・経営上、収容
定員充足率は 85％以上必要であると考えており、入学者数の増加を図ることが喫緊の
課題である。
付属高等学校では、平成 27 年度には本学設置学科を前提としたコース（保育コース・
調理コース）に改編した。また、平成 29 年度には本学栄養健康学科への進学を想定し、
栄養士の資格を持った調理師を育成するために調理科を新たに設置する。
今後も、本学と付属高等学校の連携・協働による 5 年間一貫教育をアピールした募集
戦略を展開し、本学及び付属高等学校の収容定員充足率を改善する必要がある。
［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。］
■ 基準Ⅲ-D-2 の自己点検・評価
(a)現状
平成 28 年度から付属幼稚園の幼稚園型認定こども園への移行をきっかけに学園の
存続・発展のための『学園中期計画』
（平成 29 年度～平成 33 年度）を平成 28 年 12 月
に以下の通り策定した。
(1)5 年間の入学生の数値目標の設定
(2)学生・生徒募集等広報活動の見直し
下関市内に重点を置き、シンプルで分かりやすい募集を行う。
(3)アンケート等の活用による学生・生徒の入学動機の分析
従来の内容の見直し、分析結果を次の募集活動につなげる。
(4)出口指導・キャリア教育の推進
全職員を挙げて学生・生徒の就職・進学活動に取り組む
学生・生徒一人ひとりの進路設計の援助（担任・チュータ―・進路指導・学生支援）
(5)「わかる授業」に向けての教員の意識改革
学生のニーズを把握して授業改善を図る。
生徒の学ぶ意欲をどう引き出すのか、授業満足度は生徒募集に繋がる。
(6)付属高等学校との連携強化（授業での連携、大学教員による中学校訪問）
高大連携教育の一層の充実を図る。
（保育コース・調理コース）
(7)出身校への情報提供の強化
学生・生徒の近況、就職・進学情報等をタイムリーに知らせる。
学生・生徒による母校訪問の実施。
（暑中見舞いはがきの郵送等）
(8)同窓会の活用、地域との連携
同窓会にも積極的に学生・生徒募集支援を要請する。
以上を基本戦略として、学生・生徒募集に全力を挙げ、年次ごとの入学生の数値目標
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を達成する。
人事については、退職者の補充は定年退職者を年俸制で再雇用し人件費の抑制を図っ
ている。施設設備については、耐震補強工事と同時にリニューアル工事を行い、平成
26 年度である程度の施設設備は更新することができた。
財務状況については、理事会、評議員会に提出した「事業計画書」、
「事業報告書」を
本学ホームページに公開している。また、年度当初の教授会において、学長が「下関短
期大学経営方針」を教職員に説明し危機意識を共有している。
(b)課題
短大及び付属高等学校の入学者数の減少が、学園全体の財務状況を悪化させている。
法人全体の財務状況を改善するためには、短大及び付属高等学校の定員充足率を上げる
ことが喫緊の課題である。
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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、平成 15 年 4 月に就任し、本学の教育理念「温雅にして礼節をたっと
ぶ（温雅而尚礼節）」及び下関短期大学付属高等学校・同付属幼稚園の教育理念・目
的を基本に据えた学園運営を行っている。また、学校法人河野学園寄附行為第 15
条に基づき本法人を代表し、その業務を総理し、寄附行為の規定に基づいて理事会
を開催し、本法人の意思決定機関としての理事会運営を行っている。毎会計年度終
了後 2 ヶ月以内に、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、収支計算書及び事業報告書）を評議員会に報告し、評議員会
において意見を求める等、寄付行為、学園規程、諸法規を遵守した運営を適切に行
っている。
理事会は、寄附行為の規定に基づいて理事長が招集し、議長を務め、事業計画等の
本法人の業務を決定すると共に、理事の職務の執行を監督している。
理事会は、私立学校法の定めるところにより法人の業務を担っており、本法人が設
置している短期大学の予算、決算、教育研究等運営について、法的な責任があるこ
との認識の下に議決等を行っている。 また、理事会は、本法人の運営に必要な寄附
行為、学則、就業規則等の規則を審議、整備を行っている。
本法人は、私立学校法第 47 条の定めるところに従い、財産目録等の備付け及び
閲覧等の情報公開を短期大学のホームページに掲載している。
本学園は、少子化、経済状況等の影響もあり、学園全体として入学者が減少した
ため、財務運営の改善が必要となり、理事長の下で経営改善計画をまとめ、この計
画の実行にリーダーシップを発揮し、計画の実行に当たっている。
本法人は、入学者の減少による学園の財政事情の改善に向けた諸施策を検討し、
今後とも適切な理事会及び管理運営体制を維持していく努力が必要である。特に、
学生、生徒の定員割れ、入学者減少傾向による財政運営について、改善が求められ
ている。
とりわけ学生・生徒の入学減少は、本学園の教育発展、充実と伝統ある学校教育
の継続を行う上において、学園の将来に関わる重要課題であると言える。
理事長は、月に 1 度、本学園の状況をより詳しく把握するために、学長・付属高
等学校校長・事務局長・事務局次長を集め、校内理事会を開催し、現状の分析と今
後の課題等について、意見を交換している。
本学園は、当地域における少子化傾向等を念頭におき、学生・生徒の募集に関わ
る学園全体のビジョンをまとめ、広く社会に公表、各学校の募集計画を見直す等、
学園として行動計画を地域社会、教職員に示すことが求められる。
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理事長は、本学の喫緊の課題である学生募集について、平成 28 年度から 5 年間の
中期計画を作成し、入学者数の数値目標や行動計画の進捗状況等についての目標を
設定し年次的に実施するよう指示した。
本学の学長は、
「下関短期大学学長選出規程」により選考されている。年度当初に
は全教職員に対し短期大学の経営方針を示し、教育に対する共通理解や学生指導の
意思統一を図っており、本学の最高責任者として教育・研究活動が十分に遂行でき
るようにリーダーシップを発揮している。
また、学長は、組織の改編、授業改善（主体的・対話的で深い学びの授業）
、行動
計画の進捗状況、授業アンケート、地域貢献等について、年次計画に沿いながらそ
の内容を進めている。
本学教授会は、学長により学則等の規程に基づいて開催され、本学の教育研究上
の審議機関として適切に運営している。教授会の下部組織として運営会議、各種委
員会を設けている。各委員会規程に基づき適切に運営している。
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［テーマ 基準Ⅳ-A 理事長のリーダーシップ］
［区分 基準Ⅳ-A-1 理事会等の学校法人の管理運営体制が確立している。］
■ 基準Ⅳ-A-1 の自己点検・評価
(a)現状
理事長は、平成 15 年 4 月に就任し、本学の教育理念「温雅にして礼節をたっとぶ（温
雅而尚礼節）」及び下関短期大学・同付属高等学校・同付属幼稚園の教育理念・目的を
基本に据えた学園運営を行っている。また、理事長は、学校法人河野学園寄附行為第 15
条に基づき本法人を代表し、その業務を総理し、寄附行為の規定に基づいて理事会を開
催し、本法人の意思決定機関としての理事会運営を行っている。毎会計年度終了後 2
ヶ月以内に、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、収支計算書及び事業報告書）を評議員会に報告し、評議員会において意見
を求める等、寄付行為、学園規程、諸法規を遵守した運営を適切に行っている。
理事会は、寄附行為の規定に基づいて理事長が招集し、議長を務め、事業計画等の本
法人の業務を決定すると共に、理事の職務の執行を監督している。
学長は理事会の理事として第三者評価に係る報告書作成の先頭に立ち、その責務を果
たしている。
理事会は、私立学校法の定めるところにより法人の業務を担っており、本法人が設置
している短期大学の予算、決算、教育研究等運営について、法的な責任があることの認
識の下に議決等を行っている。
また、理事会は、本法人の運営に必要な寄附行為、学則、就業規則等の規則を審議、
整備を行っている。
本法人は、私立学校法第 47 条の定めるところに従い、財産目録等の備付け及び閲覧
等の情報公開を短期大学のホームページにおいて行っている。
理事は、私立学校法第 38 条（役員の選任）の規定に基づき選任し、本学園寄附行為
に従って適切に構成されている。また、理事は、本法人の寄附行為第 7 条により選任さ
れており、本法人の健全な経営についての学識及び見識を有している。
(b)課題
理事会等は、私立学校法及び寄付行為の定めるところにより業務を行っており、管理
運営体制は確立できている。
本法人は、入学者の減少による学園の財政事情の改善に向けた諸施策を検討し、今後
とも適切な理事会及び管理運営体制を維持する努力をしていく。
［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。
］
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■ 基準Ⅳ-B-1 の自己点検・評価
(a)現状
学長は、「下関短期大学学長選出規程」により選考されている。人格が高潔で、学識
に優れ、大学運営に識見を有するものであり、本学の教育理念に基づき、教育研究を推
進し、短期大学の向上・充実に向けて次のように取り組んでいる。
本学の建学の精神に基づいた教育方針に従い、かつ各教科の教育目標を達成するため、
教員の教育活動＜カリキュラム、『授業計画』（シラバス）、授業方法、授業内容、学習
成果＞について、栄養健康学科長・保育学科長から報告を受けた後、必要な事案につい
て運営会議に示し、意見を聴取した後、学長としての判断を下し、重要事項は、教授会
に諮り、決定している。また、年度当初には全教職員に対し短期大学の運営方針を示し、
教育に対する共通理解や学生指導の意思統一を図っている。
以上のことより、学長は、教育・研究の全体状況を視野に入れながら判断し、学長と
してのリーダーシップを発揮している。
学長は、教授会を学則等の規程に基づいて開催し、教員の人事、教育課程、学則及び
諸規程、研究等に関する事項について審議しており、本学の教育研究上の審議機関とし
て適切に運営している。
教授会の運営については、本学の学則第 32 条に定めている。学則第 32 条を受けて「下
関短期大学教授会規程」を設けている。学長は、教授会を短期大学の教育研究上の審議・
決定機関として位置付け、学則等の規程に基づき運営している。各学科、運営委員会、
各種委員会から提出された協議事項は適切に審議され、決定後は、即座に実行に移され
ている。
教授会は、教授会規程に基づき、学長が議長となり、教授、准教授、講師、助教、助
手及び本会が認めたその他の職員、すなわち構成員で組織され、月 1 回の定例教授会の
他、入学者合否判定教授会が開催されている。
教授会議事録については、下関短期大学教授会規程第 9 条の通り、学長が指名した書
記によって記録され、議事録署名者によって確認された議事録は、5 年間保存されてい
る。平成 26 年度の教授会については、計 17 回開催され、この中には、入学者合否判定
の教授会も含まれている。開催状況については以下の通りである。
教授会では、三つの方針（ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミ
ッション・ポリシー）に関する案件も随時取り上げられ、全教職員が共通認識を持ちう
る場となっている。
教授会の下部組織として運営会議（両学科長及び幹部教職員で構成）の他、各種委員
会を設けており、各委員会規程に基づき適切に運営している。
(b)課題
機能的な事務組織を確立するために、平成 25 年度から教務システムを導入し、事務
54

下関短期大学

の簡素化を図っているが、事務局職員の人数が少ない現状から事務分担・人員の配置等
については、なかなか現状を打開していないのが実態である。
委員会組織については、これまで FD 委員会が担当していた行動計画についての進
捗状況は、平成 29 年度からは運営会議が担当し、そのメンバーの一人を委員長とする
予定である。
また、業務の能率化を図るため、人員についても検討していきたい。
［テーマ 基準Ⅳ-C ガバナンス］
［区分 基準Ⅳ-C-1 監事は寄附行為の規定に基づいて適切に業務を行っている。］
■ 基準Ⅳ-C-1 の自己点検・評価
(a)現状
監事は、学校法人河野学園寄附行為第 8 条に基づき本学校法人の業務及び財産の状
況について適宜監査を行っている。理事会には、2 名の監事が出席して、本法人の業務
又は財産の状況について意見を述べている。監事は、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ており、適切に業務を
処理している。
(b)課題
監事は、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ている。財務監査・業務監査と監査範囲が拡大しており、監事
が職務を分担して遂行するのが合理的と考える。
［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、理事会の諮問機関
として適切に運営している。］
■ 基準Ⅳ-C-2 の自己点検・評価
(a)現状
評議員会は、私立学校法第 42 条及び寄付行為第 19 条の規定に基づく評議員をもっ
て組織し、評議員は理事定数の 2 倍を超えて選任されており、理事会の諮問機関として
も適正に意見を述べ運営している。評議員には県会議員、市会議員も含まれており、多
方面からの意見、情報の提供を受けている。
(b)課題
評議員会は理事会の諮問機関として機能しており、特筆すべき課題は見あたらないが、
一部の評議員は高齢であり若返りが必要と考える。
［区分 基準Ⅳ-C-3 ガバナンスが適切に機能している。］
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■ 基準Ⅳ-C-3 の自己点検・評価
(a)現状
本法人及び本学は、毎年度の事業計画と予算を、関係部門の意向を集約し、3 月開催
の理事会において決定している。決定した事業計画と予算は、速やかに関係部門に開示
し、関係部門は経費節減の観点から事業を行い、経理規程等に基づき予算を適正に執行
している。 また、予算については、経理規程等に基づき適正に執行し、日常的な出納
業務は円滑に実施し、予算の執行状況については事務局長を経て理事長に報告されてい
る。
会計処理は、法人事務局において学校法人会計ソフトを使用して、適正に処理してい
る。資産及び資金（有価証券を含む）の管理と運用についても、専用ソフトを使用し、
安全かつ適正に管理している。
教育・財務に関わる情報公開については、学校教育法施行規則、私立学校法の規定に
基づき、教育情報を本学ウェブサイト上で公表すると共に、併せて財務情報の公開を行
っている。
公認会計士の監査意見への対応は、理事長、事務局関係職員が責任を持って行い適切
である。公認会計士、監事の指導等を受けて、最終的に計算書類、財産目録等を作成し、
その内容は、学校法人の経営状況及び財政状態を適正に表示している。
以上のことから、ガバナンスは適切に機能している。
(b)課題
経営改善計画に基づいた毎年度の事業計画及び予算は適正に執行されているが、経営
改善に向けより一層の充実と発展を図ることが課題である。
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【選択的評価基準】
・ 地域貢献の取り組みについて
「温雅にして礼節をたっとぶ（温雅而尚礼節）」という本学の教育理念を基に掲げら
れた 3 つの教育目標の 3 番目に「幅広い学習機会を提供することで、より地域社会への
貢献を図る」と上げられている。現在、本学は少人数の教職員・学生数ではあるが、公
開講座、他団体との交流、様々なボランティア活動等を通して両学科の特徴を生かし、
積極的に地域貢献に取り組んでいる。また、地域への貢献を図ることは教育目標が掲げ
る通り、学生を成長させる場であり、評価する場としても位置付けている。様々な社会
貢献を通して得られた地域社会との触れ合いは、将来へ大きく伸びていくための自主・
自立・自学を身に付ける「全人教育」を目指す方向づけの一端ともなる。
地域活動において、人との触れ合いや様々なことを体験、挑戦することで多くの社会
性を習得し、喜びを感じ、また満足感も得られる。
現在、公開講座委員会では、公開講座の諸業務を行っている。公開講座及びその他の
地域貢献の取り組みについては、各教員の専門分野を活かした内容で行われている。こ
れらの地域貢献は、学生や教職員の協力もあり、限られた時間、少ない予算の中ではあ
るが、出来る限りの努力を続けている。
今後は地域貢献を本学の教育理念と教育目標を基に、なお一層の魅力あるものとして、
積極的かつ組織的な取り組みを行うことが必要である。
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。

(a)現状
地域に根ざした大学として、教員の専門や研究に関する情報発信として、地域社会に
向けた公開講座を平成 11 年度頃より行っている。開講して 10 年以上実施している「お
やじの味 料理教室」をはじめ、いくつかの講座を行ってきている。平成 24 年度から
の公開講座を以下に紹介する。それらの中でも「おやじの味

料理教室」は栄養健康学

科の公開講座であるが、開催されなかった年には地域の皆様からの開講の要望もあり、
今現在も開催されている。また、両学科の特徴を生かした合同公開講座も行っているが、
この講座においても地域の皆様からの要望があり継続しており、大学として地域貢献へ
の大きな存在となっていると思われる。これについては、開催内容に多くのスタッフが
必要となり、内容に興味のあるものについては学生や卒業生もスタッフとしての参加希
望がある。卒業生がスタッフとして参加することにより、学生は卒業生との交流ができ
るとともに社会でのルール等の厳しさについての情報収集を行うこともできる。
平成 19 年度よりゼミ・プレゼミ制度が本格化され、これによって講座担当教員のゼ
ミ活動の特徴を活かした内容が盛り込まれることもあり、学生も講座に興味を持ち、前
向きに取り組む様子が窺えるようになった。また、学生の反省等からも多くの疑問点や
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改善点等が挙げられ、次の課題へと大きく飛躍することができてきている。栄養健康学
科ではゼミナールが必修科目でないため、スタッフとしてのボランティア学生を募集し
ている。しかし、学生も、興味関心の違い、生活時間の制約等があり、スタッフとして
参加することにばらつきが生じてきているのが現状である。
作品展及びワークショップ「みて、つくって、楽しんで」については、作品を展示し、
この展示に基づいた内容を、専門の教員と指導を受けた学生が不特定多数に、地域の皆
様とワークショップを行い情報の発信を行っている。
これらのことから、公開講座の体験は、学生本人の意欲の向上やゼミ・プレゼミの活
性化にも大きく影響し、ゼミ生においては栄養健康学科では「ゼミナール」、保育学科
では「児童文化Ⅰ・Ⅱ」
「保育実践演習Ⅰ・Ⅱ」等の単位取得につながるものでもある。
平成 25 年度には、公開講座委員会規程も施行され、細則も見直して公開講座の充実
を図るようにした。これにより、平成 24 年度までは、公開講座は各教員独自で企画運
営を行い、独自の実施方法で行っていたが、平成 25 年度より、教員の企画を委員会に
実施要項として提出し、委員会で検討することになった。そののちに学内起案を行い、
実施教員だけの負担ではなく、委員会も補佐を行うようにした。実施終了後は、実施教
員は委員会に報告書を提出し、委員会での講座の評価を行い、問題点等については翌年
度以降の課題としている。
また、他大学との連携による公開講座を行うことにより、地域の高等教育機関との交
流の場ともなり、他大学より先生方が来校されることが本学教員にも良い刺激となる。
各種公開講座は地域住民への生活学習の機会・場の提供に直結しており、地域社会か
ら高い評価を受けている。地域に根差した大学として、他大学と連携した講座も含め、
高等教育機関として地域貢献の一助となっていきたいものである。
生涯学習授業、正規授業の解放については、栄養士養成校、保育士養成校として、様々
な制約があり、実施が困難である。
＊各活動項目欄の(
栄養健康学科の公開講座

「おやじの味

)内は活動年度を示す

料理教室」
(平成 11 年度～現在に至る)

平成 11 年度より開始された地域との交流活動の公開講座で成人男性への食生活改善
推進活動として実施されている「おやじの味 料理教室」を平成 24、25 年度は休講（平
成 25 年度は「脱・防 メタボ料理教室」を実施 ）した。しかし、以前の受講生や、
応募したが残念ながら抽選に漏れ参加できなかった市民より開講の要請があり、平成 26
年度に 14 回目を再開した。しかし調理室のある棟が、平成 26 年度は耐震補強工事を行
うこととなり、調理室の利用は 4～7 月までとなった。そこで以前は、年 3～5 回あるい
は 1 回のみ実施した。下関市の広報誌（市報しものせき）
・地域タウン誌、過去の参加
者への DM 等で参加者を募り、料理に関心があり調理経験の少ない男性を対象に、調理
実習室において 10 時 30 分～13 時 30 分まで調理実習・試食を行った。平成 28 年度は第
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16 回として 10 月～12 月にかけて 3 回シリーズで延べ 46 名の参加があった。調理技術
を高めるだけではなく、食材・栄養に対する知識を高め、参加者同士の交流も生まれ、
好評を得た。
栄養健康学科・保育学科合同の公開講座
作品展及びワークショップ「みて、つくって、楽しんで」
(平成 21 年度～現在に至る)
毎年 7 月中旬から下旬の 2～3 日間（平成 24 年度は 7.20～23、平成 25 年度 7.13～15、
平成 26 年度 7.12～13）下関駅に隣接されている商業施設において、保育学科の作品の
展示と開催者側と見学者の参加者による折り紙・リサイクル工作・ゲーム・クイズ等幼
児も楽しめる工作をはじめ、幼児期の遊びの手法を公開しながら、幼児や保護者を中心
にワークショップを開催した。栄養健康学科も幼児の食育推進事業として平成 25 年度
より一緒に実施することとした。また、「―被災地の子ども達を応援しよう―」と平成
23 年度よりこの作品展の展示物やワークショップで制作した作品の一部を東日本大震
災の被災地の保育園 3 園に届けている。被災地の園より、
「貴校からの宝箱が届きまし
た。」と、とても喜んで頂いている。これは学生たちにとって、喜びと将来の資格取得
への励みにもなるものである。平成 28 年度は 2 日間で延べ 215 名の参加があった。
栄養健康学科・保育学科合同の公開講座
親子で学ぶ「食」と「遊び」・「おいしいね

たのしいね！」
(平成 22 年度～現在に至る)

男女共同参画社会における地域の育児支援を重視し、①幼児の食生活改善、②保護者
の調理技術の向上、③遊びを通じた親子コミュニケーションの促進、④育児に対する意
識の向上、⑤保護者同士の交流、以上 5 点を目的として両学科の特徴を生かし、幼児期
における食育と幼児期の遊びについて親子で楽しく学べるように、親子で学ぶ「食」と
「遊び」を開催した。講座内容は、本学栄養健康学科教員が食に関する講義と調理実習
を担当、保育学科教員が工作、手遊び、体操等の指導・援助を行った。平成 22 年度に
公開講座「食」と「遊び」を立ち上げ、下関市広報誌（市報しものせき）・地域タウン
誌等で参加者を募り、月 1 回の 3 回を 1 セットとして開催したが、初めての試みであり、
参加者が少なく好評を得ることができなかった。平成 23 年度、再度実施したが、参加
費や開催時期（行事の多い、10,11 月）等が対象家庭に適合せず、定員に満たない 3 組
の参加者での実施となった。しかし平成 22、23 年度の問題点を改善し､再度検討し、平
成 25 年度より、本講座は託児を設けて実施した。平成 25 年度は定員 18 家族に対し、
13 家族であったが、平成 26 年度は定員の 3 倍にもなる 59 家族の応募があり、この家族
を 3 グループに分け実施することとなった。実施日が予定日と変更されたにもかかわら
ず、実際の参加者が 56 家族となった。平成 27 年度から「子どもゆめ基金」の助成を受
け実施している。平成 28 年度は 2 日間で延べ 93 名の親子が参加している。栄養健康学
科、保育学科、事務局から教職員 10 名、学生 33 名が協力し、実施している。
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本講座では、親子での調理やあそび、またコミュニケーション等目的を達成すること
ができ、スタッフとして参加した学生にも知識の向上また幼児期の食生活や子育ての現
状を学ぶことができた。
保育学科の公開講座
作ってみよう竹楽器
(平成 28 年度)
地域の小学生に対し、竹楽器の普及活動と自由研究の一助になることを目的とし、小
学生と保護者を対象に竹楽器の紹介、制作の経緯、作成方法の説明を行い、実際に竹楽
器（アンクルン）を作成した。担当教員とスタッフとして 2 名の教員で、参加者 10 名
の指導に当たった。この内容は、8 月に実施したため、子どもたちは竹楽器を作成する
楽しさを知り、夏休みの自由研究にもなったと好評であった。
他大学との連携による公開講座

下関 5 大学連携公開講座
(平成 24 年度～現在に至る)

下関 5 大学が相互に連携・協力し、知的資源を市民の方々に提供することで、地域社
会における教育・文化の向上に資することを目的に平成 23 年度下関 5 高等教育機関事
務担当者ワーキンググループ公開講座グループが立ち上げられた。これにより平成 24
年 12 月 8 日に第 1 回「赤間関」公開講座として、本学保育学科の堀尾教授が「赤間関
硯－図案の展開－」と題し、講演を行った。各大学、市内各地より 30 名近くの参加が
あり、文化の伝承の奥深さを再確認し、数少なくなった貴重な伝統工芸品を拝見させて
いただく等とても興味深いものであり好評であった。また、講演者は、下関 5 高等教育
機関開催講座委員でもあり、平成 23 年度より事務担当者ワーキンググループ、公開講
座グループ会議等にも参加し、年に 1 回行われる公開講座の企画・運営も行っている。
平成 29 年度は、本学保育学科講師による「竹楽器の魅力」と題した講座が 11 月に開
催される予定である。
(b)課題
各種公開講座は地域住民への生涯学習の機会・場の提供に直結しており、地域社会か
ら高い評価を受けている。
これら事業にスタッフとして参加することによりアクティブ・ラーニングとしての学
習が身に付いていくのではないかと思われる。しかし、(a)現状で、学生が「興味関心
の違い、生活時間の制約等があり、スタッフとして参加することにばらつきが生じてき
ているのが現状である」と述べたように、学生の参加方法について考えていく必要があ
る。
また、円滑な公開講座を実施するためには、開催事業で利用している助成金の採択結
果も新年度に決定することから前年度に企画を確定することが難しい。その為、円滑に
実施する運営要領の整備も必要となる。
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生涯学習授業については、栄養士、保育士、幼稚園教諭等専門職の再就職を希望する
ものに教育する機会のニーズを調査し、検討する必要があると考える。
正規授業の解放については、栄養士養成校、保育士・幼稚園教諭養成校、本学の学生
の状況を考慮し、実現できるか検討する必要がある。
(c)改善計画
課題をスムーズに行うためには、公開講座委員会による年間の開設講座を地域に知ら
せる必要がある。そのために、予算の計上を行ったうえで、年度初めに開設講座を決定
し、ホームページ及び、新聞、広報誌、ポスター等の広報活動を活発化させ、市民への
周知及び参加募集を行っていく。また、毎年継続テーマの公開講座を組み入れる等、中
長期的な計画が必要である。
「おやじの味料理教室」では会費を徴収した中で講座を進めているが、親子で学ぶ「食」
と「遊び」から、引き続きおこなった「おいしいね

たのしいね！」の受講者からは、

「託児があるので、上の子と楽しく参加ができる。」等の意見があり、実際、受講家庭
のうち、平成 25.26 年度ともに 38％の家族が託児を利用していた。このことからも、
公開講座の受講者の利便性も考慮することが必要である。平成 27 年度よりの予算枠が
設定されることとなり、再度安全性を考慮したうえで現在行われている公開講座の継続
が出来、教員へ積極的な講座が開設できるように働きかけていきたい。平成 28 年度は
「子どもゆめ基金助成」により託児を実施したが、3 名の利用に対して経費は 56,000
円であった。助成金が得られない場合は、費用対効果、優先順位を十分に検討する必要
がある。
また、公開講座の実施講座の固定化、広報計画の未整備等あり、関連規定を見直す必
要がある。平成 29 年度は関連規程、実施要領の見直しを行う予定である。生涯学習授
業については、保育学科の訓練生、栄養健康学科の教育訓練給付金による正課生として
受け入れ、地域の「学び直し」を補助する。
正規授業の開放については、一般に広く授業開放することは養成校として困難である
が、復学をするにあたり、復学生が安心して受講できるよう、復習を兼ねた履修済みの
授業へも参加できるように指導していくことも必要である。
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。
(a)現状
地域または市民との交流や協力、各教員の専門分野での依頼等多くの関わりを持って
いる。これにより、事業への参加や役員としての協力、講演等さまざまな活動の中で交
流を深めている。
以下に紹介している通り、各交流活動において数年にわたる依頼や繰り返し依頼のあ
るもの等があり、親交の深まるものもある。また、教員への依頼であったものから、学
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生への協力要請が加わること等も増えてきている。これらのことから、高等教育機関か
らの情報発信の良い機会を提供する場となるとともに、学生においては、学外での実際
の活動の経験や世代の異なる方たちとの交流、研修による外部の先生方から教授いただ
くことを積むことにより、多くの知識の習得となるとともに、これからの就職の場を垣
間見ることができる良い機会となるものである。また、栄養健康学科では地域の食材の
使用や献立の条件のある料理コンクールへの積極的な参加、保育学科ではテーマを持ち
研究した成果を子育て支援活動として発表する等、努力の成果を地域社会に周知するこ
とができる。これらへの学生の参加は、ゼミ生においては栄養健康学科では「ゼミナー
ル」、保育学科では「児童文化Ⅰ・Ⅱ」
「保育実践演習Ⅰ・Ⅱ」等の単位取得につながる
ものでもある。
行政や商工業との交流活動においては官産学の共同研究により地域の活性に協力で
き、また、小中高の教育機関経験を持つ教員においては地域の子どもたちの成長に大き
く役立つ一助を担っていると思われる。
教員においても、学生とともに行っているもの、単独で行っているものであれ、地域
社会で活動したものや研究成果等を学内学生への教育資料として、周知させることがで
きる。大学の機能である学内での「教育」、さまざまな「研究」をはじめ、交流活動に
よる「地域貢献」を行うことにより、教員においても知識の向上のための良い機会であ
る。
＊栄養健康学科、保育学科、一般教育、その他学内の順に記載
＊各活動項目欄の(

)内は活動年度を示す

唐戸魚食塾（行政、商工業、教育機関との交流）
(平成 17 年度～現在に至る)
平成 17 年度より、唐戸魚食塾企画委員として講義及び料理教室の企画、運営の
一部を担っている。水産都市下関市においても魚離れの傾向が指摘されているた
め、唐戸魚市場、市場・流通関係、加工関係等民間業界、県、市、大学等官産学
に所属する者が中心となって魚食塾が開催されている。平成 28 年 9 月に定例教室
延べ 100 回に達した。
平成 22 年度全国食育推進大会で食育ボランティア大臣表彰、
平成 26 年度食と農林漁業の食育優良活動農林水産省消費・安全局長賞、平成 27
年度さかなの国のしあわせ大賞【実証事業部門】最優秀賞、平成 28 年度地産地消
等優良活動表彰農林水産省食料産業強調表彰等を受賞し、平成 27 年度食育白書、
平成 28 年水産白書、食育実践ガイドブック等に好事例として掲載された。栄養健
康学科のゼミナールの一環として、学生ボランティアとして運営協力を行ってい
る。
留置施設の食事のカロリー検査（行政との交流）
(平成 18 年度～現在に至る)
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平成 18 年より、市内の警察署 4 箇所より、留置施設の食事について、原則とし
て年 4 回実施している。これらは学生も検査に参加し、留置施設の食生活のあり
方等についても認識することができる。継続的な地域貢献事業として定着してい
る。
料理コンクールへの参加（行政との交流）
(平成 21 年度～現在に至る)
下関鯨食文化を守る会主催「クジラ料理コンクール」、下関沖合底びき網漁業ブ
ランド化協議会及びやまぐちの農林水産物需要拡大協議会主催「レンコダイ料理
コンクール」
、下関市及び下関市地球温暖化対策地域協議会主催「ウォームビズ料
理コンクール」等地域のコンテストにも積極的に参加している。また、ゼミ活動
になるが、全国大会の国立循環器病研究センター主催「ご当地かるしおレシピコ
ンクール」に平成 25 年度に優秀賞、平成 28 年度は銀賞を受賞している。
下関市食育普及（行政との交流）
(平成 23 年度～現在に至る)
下関市食育推進会議委員として下関市食育推進会議に参加し、平成 23 年度より
市食育計画と実施に携わり（平成 24 年度 3 回、平成 25 年度 2 回、平成 26 年度 1
回）、担当部署との連携を図った。平成 24 年度は委員活動及び食の伝道師確立他
推進計画案作成協力を行い、第 2 次推進計画作成に大きくかかわった。委員活動
及び食の伝道師確立他に協力し、食の伝道師制度確立に向けて、担当部署と連携
ができた。
For kids

フォーラム

・

For kids

ふくふくフェスタ（行政との交流）
(平成 22 年度～現在に至る)

下関市子育て支援としての「For kids フォーラム」が市内商業施設であるシー
モール下関において毎年開催されている。保育学科教員の指導のもと 1 年生と保
育学科教員全員が平成 22 年度より参加し、
学生と地域住民との交流を深めるため、
各ゼミでの研究課題の発表を毎年行っている。平成 24 年度は 10 月 13 日､25 年度
は 10 月 26 日であった。また、開催に関する手伝い等も行い、幼児との交流や会
の流れ等多くの学習を行うことができている。保育学科教員も For kids フォーラ
ム実行委員として平成 24.25 年度は企画運営に携わっていた。また、平成 26 年度
より下関駅に隣接された下関市のふくふくこども館にこのイベントが移され「For
Kids ふくふくフェスタ」として 10 月 18 日に行われた。平成 28 年度は 11 月 19
日に実施され、約 100 人の親子が参加している。毎年の参加により学生の技術向
上と地域貢献ができたと思われる。
ねんりんピックおいでませ！山口 2015（行政との交流）
(平成 26、27 年度)
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第 28 回全国健康福祉祭（ねんりんピック）が平成 27 年 10 月 17 日から 4 日間
下関市で開催される。これはスポーツや文化種目の交流大会を始め、健康や福祉
に関する多彩なイベントを通じ、高齢者を中心とする国民の健康保持・増進、社
会参加、生きがいの高揚を図り、ふれあいと活力ある長寿社会の形成に寄与する
ため、厚生省創立 50 周年に当たる昭和 63(1988)年から毎年開催しているものであ
る。平成 27 年度は山口県で実施され、その一部の競技（弓道・なぎなた・ボウリ
ング）が下関市で開催された。これに関連する教員が協力している。
幼稚園、保育所、保育家庭支援センター等での幼児の食育推進活動（教育機関と
の交流）
(付属幼稚園は平成 18 年度～現在に至る、他の施設においては単発)
平成 18 年度より継続している付属幼稚園 2 園において年に各 2 回食育実践活動
を行っている。1 回目は、8 月夏季保育期間中に全園児を対象にゲームやクイズ形
式の食育実践活動を教員指導の下、学生が行い、保護者には担当教員の講話を行
った。学生の作成した媒体等を使用して実施したが園児も熱心に取り組み、反応
がとてもよく楽しい活動となった。保護者も講話を聴き、幼児の見学等をして食
への認識を新たにしていた。2 回目は 2 月下旬に年長児親子に「おにぎり教室」を
開催している。これらの活動は、ゼミ活動の一環として行っていたものであるが、
幼稚園よりの強い要望もあり、現在も継続している。しかし、平成 26 年度は本学
の耐震補強工事が行われたため、8 月に、「おにぎり教室」を主体とした、食育実
践活動のみとなった。
「おにぎり教室」では、親子で調理をし、天然だしのおいし
さを 味わううちに、
「いつも嫌いなものでも今日は食べるとおいしかった。」と好
き嫌いの気持ちに変化が出てきたようである。大きな事故もなく、楽しい食育の
時間を過ごし無事終了した。
平成 24 年度、11 月に下関公立保育園中央ブロック研修会において食育の基礎的
なものとして「栄養学について」と題した講演を行った。この時に本学における
幼児の食育実践活動についても紹介した。これを機会に、1 月は名池保育園の保護
者へ、2 月は幸町保育園の入園児に、それぞれ講演及び、学生を交えた食育実践活
動を行い園より好評をいただいた。
平成 25 年度は大坪子育て家庭支援センター「わ
くわくクラブ」の活動として、親子への食育と子育て推進活動として「0・1・2 歳
児の食事と食育について」の講演を行った。小さな子ども連れではあるが、食に
関するゲームやぬり絵等、子どもの関心を引くものを交えての講演は、保護者の
食に関する悩みと情報の発信に興味を持ってもらうことができた。
また、上記の活動の中から、平成 26 年 8 月には市内保育所職員の保育所内容研
修会より依頼があり、食育について「保育者（士）と進める 0～5 歳児の食育」と
題しての講演を行った。平成 27 年 3 月には公益財団法人山口県健康福祉財団山口
県健康づくりセンターより依頼があり「やまぐち食育プログラム研修」において
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県内の行政、幼稚園、保育所、学校、食育推進関係団体等食育活動に関係するも
の達へ「幼児期における食育の重要性について」と題しての講演を行った。
「この
講演が研修参加者の食育への意欲を高める研修となった」との評価を頂いた。
高校生の食生活調査と展開（教育機関との交流）
(平成 23 年度～現在に至る)
平成 23 年度より山口県栄養士会教育研究協議会の活動として高校生の食生活調
査を行っている。県内の数校の高校生を対象としたものであるが、管理栄養士・
栄養士養成施設校である山口県立大学、東亜大学、宇部フロンティア短期大学部、
下関短期大学の 4 大学教員が平成 25 年度までに調査の集計を行い、県内 4 つの高
校の結果報告を実施し、報告書をまとめた。平成 27 年度は山口市湯田にある総合
保健会館でシンポジウムを開催し、企画運営及び座長を本学教員が担当した。平
成 28 年度は宇部フロンティア大学短期大学部で報告書に基づくパネル展示を行
い、パネルの一部を本学教員が作成した。
山口県大学ＭＬ（ミュージアム・ライブラリー）連携事業（教育機関との交流）
(平成 25 年度～現在に至る)
山口県大学ＭＬ連携特別展を県内 9 大学 12 の博物館・図書館が、連携し、各大
学・各館所蔵の貴重学術資料や研究成果を公開するものである。本学は 25 年度「再
生」のテーマによるものとして本学教員の「赤間が関硯」の展示を行い、学生と
本学園付属高校の生徒、また、近隣大学の学生、地域の方々が鑑賞され、期間中
講演も行われ盛況の内に終了した（10 月 21 日～2 か月間）
。平成 28 年度は「豊か
な心をはぐくむ～絵本にみる保育と食育」をテーマに「ほんの倶楽部」学生によ
る絵本紹介、絵本・食育絵本・図書館学生協働活動等に関する展示・関連講座を
企画し、実施した。
「点検評価報告書に関する意見」の提出（教育機関との交流）
(平成 22 年度～現在に至る)
下関市教育委員会から「教育委員会の権限に属する事務及び執行の状況に関す
る点検評価報告書」の内容について意見を求められたので、
「点検評価報告書に関
する意見」としてまとめ提出した。この意見が点検評価報告書に関する意見とし
て報告書に掲載され、各年度 9 月に下関市議会に報告書が提出された。
教員免許状更新講習（教育機関との交流）
(平成 23 年度～平成 27 年度)
平成 23 年度より 8 月に幼小中高の教諭 180 名に対し、教員免許状更新講習とし
て「学校における危機管理について」と題して講演を行った。内容としては学校
における危機管理の目的や危機対応の基本を再確認するとともに、問題行動に対
する未然防止・具体的対応・再発防止について理解させるものであった。受講者
は真剣な態度で聴講し、所期のねらいは達成できたと感じられた。
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（株）ヤマカ醤油のレシピ開発（商工業との交流）
(平成 25 年度～平成 27 年度まで)
平成 25 年度より地元醤油会社と「醸造酢及び醸造酢を用いたドレッシングの使
い方レシピの研究開発事業」の委託を受け、担当教員とゼミ生が行った。
サンサタ安岡「安岡地区小学生課外活動」（文化団体等との交流）
(平成 19 年度～平成 27 年度まで)
平成 19 年度より放課後子ども教室を行っている団体である。平成 20 年 3 月に
子どもの食育推進活動での子どもの調理の仕方についての講義と野外炊飯のレシ
ピと調理の協力依頼があり、教員数名で指導を行った。そして平成 25 年 3 月「平
成 24 年度終了の会」において 1 泊の行事が行われ、参加者と保護者による「夕食
の調理実習の指導および親子への食育講話」の依頼があり、レシピを作成し、学
生とともに参加し、指導を行った。参加者は、学生と楽しく積極的に調理をし、
和気あいあいと食事を摂り、食育講話やゲームも行なって交流を深めることがで
きた。この団体との交流活動は 10 年近くの親交がある。
栄養士会との連携（文化団体等との交流）
(平成 26 年度～現在に至る)
栄養健康学科の栄養士、管理栄養士資格取得教員は県民に対しての健康維持の
向上と、栄養士に対しての地位向上を目指し、山口県栄養士会での活動の一端を
担っている。平成 28 年度は生涯学習委員として、栄養士の生涯学習の企画運営に
協力した。
Ｊ：ＣＯＭ下関いきいき市民講座収録放映（文化団体等との交流）
(平成 26 年度～現在に至る)
平成 26 年度Ｊ：ＣＯＭ下関いきいき市民講座において、「幼児期に大切な食生
活のあり方」と題して 10 月に収録を行い、11 月に放映が行われた。効果的な視覚
媒体を取り入れた講座であり、大変好評であった。またの講演要望もあった。平
成 28 年度は「しものせき竹アンサンブルの活動と竹楽器の魅力」とし、竹楽器の
解説、演奏と活動紹介をした。
教育講演会（PTA 等との交流）
(平成 28 年度)
平成 28 年 6 月に中学校 PTA 教育講演会で「子どもの可能性を引き出し伸ばす教
育とは」
、7 月に校区地域教育ネットワーク教育講演会で「変えれば変わる」と題
し、こども理解を基盤とした指導の必要性、大人として留意したいこと等を講演
した。
審議会等への協力（市役所との交流）
(平成 28 年度)
「平成 28 年下関市子ども・子育て審議会」、「平成 28 年度下関市ひ通り親家庭
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等自立促進計画策定協議会」
、
「平成 28 年度第 1 回下関市市民共同参画審議会」に
委員として協力した。
ふくふくこども館運営委員（文化団体等との交流）
(平成 28 年度)
同館の運営委員をとして協力した。
シーモールシアター発表「みんなであそぼ」（文化団体等との交流）
(平成 28 年度)
平成 29 年 1 月、学生 26 名、教員 3 名で着ぐるみ・手遊び・大型絵本・ダンス
等の発表を実施した。大人 63 名、子供 64 名の参加があった。地域貢献と共に積
極的な学生の育成につながっている。
下関市社会福祉協議会「老人大学」（文化団体等との交流）
(平成 28 年度)
平成 28 年 9 月、
「みんなで歌うわらべ歌・唱歌・童謡～子どもたちに伝えたい
うた～」の講師として童謡、唱歌の解説と歌唱指導した。
地域小学生に対し、竹楽器の普及活動と交流（文化団体等との交流）
(平成 28 年度)
平成 28 年 10 月、芸術鑑賞会「しものせき竹アンサンブル演奏会」平成 29 年 3
月、小学校体育館ステージ幕新調披露会で竹楽器による唱歌、民俗音楽、ポップ
スの演奏と児童との合同演奏をし、地域の人々の文化支援を行うことができた。
(b)課題
本学は養成校のため時間割が過密であり、交流のための時間を確保することが大変で
はあるが、多くの要請依頼に応え、交流活動も増えている。しかし、参加できるスタッ
フの協力体制について考えていく必要がある。
(c)改善計画
多くの教員が複数の行政、商工業、教育機関及び文化団体等の委員となり活動してい
る。教員はさらなる研究を深め、学内の活性化を強めていく必要がある。そのために学
内規定等の整備を平成 29 年度中に実施する予定である。また、学生への意識の向上を
図り、教員・学生による地域社会とのさらなる交流活動を行い、地域社会の活性化の一
助となるよう努力していく。依頼のあったものについては、大学、学生に支障のない程
度で、積極的に行うように努力をしていくことである。また、地域でのコンクール等に
ついては、学生の士気を高め、今の応募者数よりも少しでも多く応募するように、教員
は学生に積極的に学内施設の開放や指導を行い、これに要する時間の確保も考慮してい
く必要がある。
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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。
(a)現状
本学は、学生によるボランティア活動を「学生が実社会を学ぶ場」と考えている。ま
た、教員によるボランティアについては、地域の方たちとのコミュニケーションの場と
とらえている。本学の学生は、レポートや日誌等、各教科の課題が多いことと、講義終
了後のアルバイト等で忙しい毎日を送っているようである。しかし、学友会が中心とな
っている「全学クリーン作戦」や「地域の祭りごと」等においては積極的に参加し、交
流を行っている。このようなコミュニケーションの中から、大学の知名度も上がり、各
学生の評価が上がってきている。
また、教員のボランティアについては、大学近辺の地域の住民の方たちとの交流によ
り、本学園や本学の至らないことでのお叱りを受けることもあるが、私たち教職員の目
の届かない通学時の学生たちの様子や、地域での出来事等についての情報等の収集もで
き、学生や教職員のイメージアップの改善に大きく役立っている。
各施設や行事でのボランティア活動では、参加することにより大学の PR の場ともな
っている。また、各学科で参加しているボランティア活動の中での学生の参加は、ゼミ
生においては栄養健康学科では「ゼミナール」
、保育学科では「児童文化Ⅰ・Ⅱ」
「保育
実践演習Ⅰ・Ⅱ」等の単位取得につながるものでもある。
＊栄養健康学科、保育学科、一般教育、その他学内の順に記載
＊各活動項目欄の(

)内は活動年度を示す

◎東日本大震災被災地支援活動
(平成 23 年度～現在に至る)
東日本大震災被災地である岩手県宮古市の 3 保育所へ平成 23 年度より毎年 7 月
に、福祉や保育関係の教員が学生と作成した手作りおもちゃや飾り物等を送る支援
活動を行っている。平成 26 年度は栄養健康学科幼児の食育ゼミも参加した。発送後、
毎年対象保育所より、園児が楽しそうに活用している様子の写真やお礼状等を頂い
ている。
児童研究部おける「着ぐるみショー」の発表
(平成 12 年度以前～現在に至る)
児童研究部顧問の指導の下、
「中部学院さつき祭」
（毎年 5 月）、「下関市立児童館
「ひこまる」イベント」
（毎年 7 月）、
「下関市子ども発達センター」（平成 24 年 7
月 29 日）において、部員による着ぐるみショーの発表を行った。子どもたちの楽し
みのイベントとして好評である。中部学院においては 15 年以上の継続行事として、
下関市立児童館「ひこまる」においては平成 22 年より継続的に行っている。
児童虐待防止キャンペーン「オレンジリボンたすきリレーin 下関」
(平成 21 年度～現在に至る)
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児童虐待防止法が施行され全国の児童相談所で対応した児童虐待相談対応件数は
増加の一途をたどっている。11 月は「児童虐待防止推進月間」であり、
「オレンジリ
ボンたすきリレーin 下関」実行委員会は、児童虐待防止の象徴であるオレンジリボ
ンをたすきに見立てて市内をリレーする啓発活動を実施している。これに保育学科
も毎年教員 2 名と学生（平成 24 年度 35 名、平成 25 年度 34 名、平成 26 年度 23 名）
が参加し、協力をしている。
学友会活動 「全学クリーン作戦と地域貢献」
(平成 17 年度～現在に至る)
教育理念の柱の一つである地域社会への貢献を踏まえ、また、山口県エコキャン
パス協議会の趣旨に賛同（平成 16 年 3 月）して、毎年春と秋に各学科学年に学生と
教職員が一体となった「クリーン作戦」
（町内及び近隣の町の清掃活動）を実施して
いる。学生は地域の現状を見つめる機会を得て、地域の方より声をかけられ、コミ
ュニケーションを通りながら積極的に清掃活動に取り組んでいる。
毎年厳島神社夏越祭りの屋台手伝い、下関の大学が連携して行う下関馬関まつり
の屋台への出店、クリスマス献血活動、下関成人式実行委員会委員等学友会の委員
を中心に数名が参加し、地域の方々との交流を行っている。
また、関門地域で毎年開催されている地球について考える年に 1 度のイベントに
も参加をしている。
これらの活動は学友会の活動であるが、担当教員も多くのボランティア活動にも
参加し、活動のサポートを行っている。
教職員の清掃活動
(平成 21 年度～平成 27 年度)
平成 21 年度より地域社会への貢献を踏まえ、また、学生の通学路の一部地域の美
化を目的として、正門前より、左右の坂下までの区間の清掃活動を事務局教職員が
毎週火曜日 8：20 より 30 分間実施した。
この清掃活動で地域住民から感謝され、また、地域住民とのコミュニケーション
が図れ、地域の情報収集ができ親交を深めた。
◎平成 27・28 年度社会活動に関する、地域での委員・役員等（順不同）
学 外 役 職 名

27 年度

絵入本学会運営委員

28 年度
〇

お魚かたりべ（水産庁長官任命）

〇

〇

オレンジリボンたすきリレーin 下関実行委員

〇

〇

唐戸魚食塾企画委員

〇

〇

下関市市民協働参画審議会委員

〇

〇

下関市子ども・子育て審議会委員

〇

〇
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学 外 役 職 名

27 年度

28 年度

下関市食育推進会議委員

〇

〇

下関市内大学交通懇話会委員

〇

〇

下関青少年問題協議会委員

〇

下関小・中学校教科用図書研究調査協議会議長

〇

下関 5 高等教育機関公開講座委員

〇

〇

下関指定管理候補者選定委員

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

下関市地球温暖化対策地域協議会
「ウォームビズランチコンクール」審査委員
下関市バスケットボール協会

副会長

下関市立彦島中学校学校運営協議会委員
下関生活改善実行グループ連絡協議会下関地域特産加工開
発コンクール審査員

〇

下関市ひとり親家庭等自立促進計画策定協議会委員
下関短期大学桜山会（同窓会）書記

〇
〇

〇

児童・民生委員

〇

大学リーグやまぐち代表者会議委員

〇

短期大学基準協会第三者評価

〇

評価員

日本栄養士会研究教育事業部中国ブロック代表幹事

〇

日本栄養改善学会中国支部幹事

〇

〇

日本食育学会評議員

〇

〇

日本栄養士会研究教育事業部企画運営委員

〇

ふくふくこども館運営協議会委員

〇

〇

山口県職業能力開発協会 CS 技能評価試験山口県試験委員

〇

〇

(公社)山口県栄養士会生涯学習委員

〇

(公社)山口県栄養士会研究教育専門部会運営委員

〇

山口県バスケットボール協会

副会長

〇

〇

〇

〇

山口県内大学・高専厚生補導連絡会委員
（平成 28 年度より名称変更）
山口県内大学・高専学生支援連絡会委員
(公社)山口県栄養士会業務執行理事職域事業部長

〇

(公社)山口県栄養士会研究教育専門部会長

〇

(公社)山口県栄養士会下関専門部会役員

〇
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(b)課題
学生活動として必須のボランティア活動は参加者を確保することができるが、希望者
を募るボランティア活動は人数を確保することが困難になってきている。これは学生数
の減少だけでなく、興味関心の低下や、自由に使える時間の確保が困難であることも原
因であると思われる。このボランティア活動には、資格取得に大きく学び得ることがで
きる内容も多いため、内容の解説や指導等興味関心が持てるよう、また、アクティブ・
ラーニングの一環としていけるような指導が必要である。
(c)改善計画
現在、近隣の地域活動として挙げられるものは、全学クリーン作戦等があるが、環境
美化活動としても、これからも継続していく予定である。全学クリーン作戦は、時間割
の中の、
「クラスアワー」の時間を利用し、この中で学友会の活動として実施していく。
学生数の減少はあるが、清掃回数や清掃範囲は縮小せず実施する。また、学友会による
地域貢献として、市内最大の祭り「馬関まつり」をはじめ多くの地域行事等にも参加し
ている。そこで他大学との交流も深めることができるため、学友会の活動については教
員も積極的にアドバイスを行い、活性化させていくように努める。
デイサービスセンターでのボランティアや活動、児童研究部おける「着ぐるみショー」
の発表、食育推進等、継続して行っているボランティア活動については、専門性を高め
ていくよう、学生の将来に向けての意識付けを行い、施設との相互計画を行いながら継
続をしていく。
今後も教員の地方公共団体等の委員会への参加、公開講座の開催、教員・学生による
ボランティア活動への参加等を奨励し、地域に根付いた社会貢献活動を促進するつもり
である。なお、平成 29 年度は市内 5 大学連携公開講座を本学で開催予定である。
学生については、大学がサポートし、正規授業として正規のボランティア活動におけ
る単位認定を行っているところもあるため、本学も将来的に考えていく必要がある。
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