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 本学は、平成 28 年度に公益財団法人大学基準協会による認証評価を受け、同協会が定

める短期大学基準に適合している旨の評価結果を得た。しかし評価結果では、本報告書の

№５、および№６について、努力課題としての指摘を受けている。 

 平成 29 年度の自己点検・自己評価委員会は、認証評価結果を受け、課題として 24 事項

を抽出し、努力課題２件を含む 26 課題に対して、各部署での現状認識の検討を依頼し、

次回の認証評価までの改善の一助になるよう企図して活動した。公表された報告書には、

26 項目の課題について、当該部署の現状・課題・対応策等が記されているが、この１年で

対応を完了したものは少ない。すなわち、それらは引き続き課題解決に向けた対応が求め

られるものである。そこで、取り組みを継続し、次回の認証評価に結び付けるべく、今年

度も前年の自己点検・自己評価委員会が抽出した 26 項目の課題のうち、既に対応済みの

項目を除くものについて、当該部署に現状での検討を依頼し、提出されたものを整理し報

告書としてまとめた。 

 なお、努力課題については、その対応状況を「改善報告書」としてとりまとめ、令和２

年７月末日までに大学基準協会へ提出することが求められており、関係者においては認識

しているところである。 

 以下、大学基準協会の指摘とそれに対する本学の対応状況を記す。 

 

平成 30 年度 自己点検・自己評価委員会 

 

NO.1 

 

【現状】 

（１）学科ごとに「理念」「目的」を掲げているために整合性がとれているわけではない。

また、学科を横断して「目的」の整合性を保つ必要があるとの認識は、学内に存在しな

いと思われる。さらには法人の理念に対する学内の共通理解があるかどうかは指摘の

とおりである。 

（２）各学科の「教育目的」は、当該学科の専門性に特化したものになっている傾向がある。 

【課題】 

 法人が掲げる理念について共通の理解を図り、各学科の教育目的と大学の理念との関係

性を整理する。そのうえで、各学科の教育目的の整合性を検討する必要がある。このとき、

理念、目的をいかに尊重するか、それをいかに言語化するかが最初の課題になるとも言える。 

【対応策】 

（１）法人の理念を踏まえた上で、教育目的に盛り込む枠組みを検討し、各学科で教育目的

指摘内容 

学科ごとの「目的」の整合性を保つ必要があるとの認識は、学内に存在しないと思われる。

また法人の理念に対する学内の共通理解も存在しない。 
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を再考し、整合性をはかる。そのために、まず各学科の書式の統一について検討する。 

（２）社会福祉学科社会福祉専攻とこども学科では、ともに保育士養成を行っているため、

この点に関して、学科(専攻)ごとの保育士養成の違いや特徴を明記することが求められ

る。 

 

NO.2  

 

自己点検・自己評価委員会においては、適切性の検証までは担っていない。 

それを担う組織としての改善実施委員会が機能する方向性を検討することとした。 

 

NO.3  

 

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・ポリシーの３つのポ

リシーを、継続して実現することができるための、教員組織の編成方針の明文化に向けて、

検討することとした。 

 

NO.5  

 

学校教育法施行規則改正（平成 29 年４月１日施行）を踏まえ、平成 28 年度中に各学科

で検討の上、ディプロマ・ポリシーの改正を行った。 

ディプロマ・ポリシーは、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシーとあわせ

て、大学案内やホームページといった広報媒体、高校教員向け入試説明資料や学生募集要項

といった入試関係資料、及び履修要項に掲載して、学内外への周知を図っている。 

 

指摘内容 

理念・目標と教育目的や各学科等の理念・目的等の適切性の検証を行う責任主体は、自己

点検・自己評価委員会であるが、この委員会が十分に機能しているとはいえないので、権

限・手続き等の検証プロセスをより明確にするとともに、適切に機能させていくことが望

まれる。 

指摘内容 

各学科の教員組織の編制方針に関して、明文化されたものがなく、教職員での共有が課題

となっている。 

指摘内容 

各学科の学位授与方針に、課程修了にあたって修得することが求められる知識・能力など

の学習成果が示されていないので、改善が望まれる。 
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NO.6 

 

学校教育法施行規則改正（平成 29 年４月１日施行）を踏まえ、平成 28 年度中に各学科

で検討の上、カリキュラム・ポリシーの改正を行った。 

カリキュラム・ポリシーは、ディプロマ・ポリシー、アドミッション・ポリシーとあわせ

て、大学案内やホームページといった広報媒体、高校教員向け入試説明資料や学生募集要項

といった入試関係資料、及び履修要項に掲載して、学内外への周知を図っている。 

 

NO.7  

指摘内容 

施設の確保、過密なカリキュラム等の課題に加え、教養科目をすべて選択科目としたた

め生物学や化学を履修しない学生がみられる。 

 

【現状と自己評価】 

この課題は歯科衛生学科におけるものである。歯科衛生学科では、専門科目の基礎として

生物学や化学を履修することが望ましいとされている。生物学は現在の時間割では、３科目

同時開講となっているが、化学は単独開講である。今年度、生物学または化学を履修してい

ない学生は約７割であるが、この中には高校までに履修している学生も存在する。 

平成 30 年度履修状況 生活の化学 27 人/40 人 67.5％ 生物学 17 人/40 人 42.5％ 

 

また、歯科衛生学科では、平成 18 年度修業年限が 2 年から 3 年に変更されたことに伴い

カリキュラム改正が行われ、平成 17 年度入学生まで必修だった生物学や化学の学習内容を

含む専門科目の充実が図られている。 

歯科衛生士国家試験の合格率は 100％であるので、教養科目における生物学、化学の履修

の有無による教授上の弊害は無いと推測される。引き続き、専門科目で対応していく。 

 

NO.8 

 

 

指摘内容 

教育課程の編成・実施方針に、教育内容・方法等に関する基本的な考え方を示していない

ため、改善が望まれる。 

指摘内容 

学科における教育課程の検証は、不定期の実施であるため、定期的な検証を行えるよう、

検証体制の構築が望まれる。 
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歯科衛生学科 

【現状】 

・昨年度の検討結果を踏まえ、学科内のカリキュラム検討ワーキング・グループを立ち上げ、

検討結果を学科会で報告した。今年度は、その結果報告から、まず臨地実習についての改善

に着手した。 

【課題】 

・今年度のカリキュラム検討ワーキング・グループメンバーは自発的に構成されているが、

このグループの位置付けと、いつカリキュラム編成の改正を行うか等の計画の早期の策定

が必要である。 

【対応策】 

・今年度、歯科衛生学科では教員の交代が重なっていることから、新陣容となる来年度から、

具体的な学科における教育課程の検証体制の検討を行う。 

 

社会福祉学科 

社会福祉学科では、月 1 回開催される学科会議及び学科内にある社会福祉専攻会議及び

介護福祉専攻会議にて、教育課程の検証作業を行っている。その際、前年度の学生からの授

業アンケート及びチューターや科目担当者への相談内容も考慮し、教育課程の検証作業を

定期的に実施している。上記を受け、平成 30 年度 12 月教授会で、学科の特性を生かし、

これまでの専門科目の検証作業に基づき、平成 31 年度からの新設科目を設けた。 

 

こども学科 

（設置認可を受けて平成 28 年 4 月に新設したこども学科は、平成 29 年 3 月に完成年度

を迎えた。再課程認定もあり、平成 29 年度には、平成 30 年度以降の教育課程について学

科会議で見直しと検討を行った。）学生の学びの過程や段階を踏まえた教育課程の検証につ

いて現在検討を進めている。今後は、検証を推進する担当者を決めた上で学期末に定期的な

教育課程の適切性の検証を学科教員全員で行う体制を構築する。 

 

一般教育等 

 学科会議において、定期的な教育課程の適切性の検証について検討した結果、一般教育等

では、毎年度末（３月）の学科会議において議題とし、検証を行うこととなった。 

【今年度における対応結果】 

 今年度においては、年度末に教員の定年退官が生じることから、後任教員の新規採用に合

わせて教育課程に関して検討した。その結果、情報リテラシー教育とデータサイエンス教育

（実証データを読み解くリテラシー教育）が必要であるとの結論に至り、退官予定の教員と

は異なる分野（社会情報学分野および社会学分野）の教員を採用予定である。これに合わせ

て平成 31 年度から科目「統計学入門」を「データサイエンス入門」へと名称変更し、新た
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な科目「標本調査」を開講する予定である。 

【課題】 

 教養教育を充実させるには教員数（マンパワー）が必要である。 

 

NO.9  

 

【今年度における対応結果】 

平成 30 年度現在において GPA は、学位記授与式（卒業式）で代表者として登壇する成

績優秀者選定の参考として活用している。また、「一般社団法人全国保育士養成協議会会長

表彰」（こども学科）、「一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟平成 30 年度優秀

者表彰」（社会福祉学科社会福祉専攻）、「公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会会長表

彰」（社会福祉学科介護福祉専攻）の被表彰者選出にも活用している。さらに 1 年次後期末

までの GPA は、2 年次で表彰される成績優秀者の選出に活用している。ただし、これら上

位者の選出の際の指標としては活用されているものの、学生指導の充実には十分に活かさ

れていない現状にある。 

短期大学部では、学生及びチューター教員は、Web 学生支援サービス（ユニバーサルパ

スポート）より個人の単位取得状況や評定と合わせて GPA を確認することが可能である。

しかしながら、履修要項や学生便覧には GPA について説明している記述はなく、ガイダン

スなどにおいても十分な周知はされていない。そこで、次年度以降は年度当初のガイダンス

やチューター教員との面談などにおいて、GPA の活用に関する周知と、学生個人の GPA に

基づいた学修状況の確認方法に関する具体的な説明の実施を検討している。履修要項や学

生便覧への具体的な記述についても次年度以降に検討していく。 

こども学科では、自身の習得単位と評価を記録し、自身の学びを省察することを目的とし

た「履修カルテ」を個別に作成している。「履修カルテ」の効果については今後検証を進め

ていく。 

また、GPA の活用方法については、学科ごとに他大学での具体的な実践事例を収集して

いる。学生が GPA の算出方法や自身の GPA を定期的に把握し、学修状況を自覚できるシ

ステムの導入を検討するなど、学生指導の充実に活用していく具体策を検討している。 

 

NO.10  

指摘内容 

学科・専攻ごとに課程修了にあたって修得しておくべき学習成果を明らかにし、その学習

成果を測定するための評価指標を開発することが望まれる。 

 

指摘内容 

GPA の活用等を検討しながら、さらなる学生指導の充実を図られたい。 
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【今年度の状況分析】 

 学科・専攻ごとのディプロマ・ポリシーとそれに基づいたカリキュラム・ポリシーを策定

した。これで、各学科・専攻ごとの習得すべき学習成果は、明確になった。 

 その評価方法は、各学科・専攻共通で、カリキュラム・ポリシーに「学修成果の評価方法

は、各科目の到達目標に対応して行います。」と記載されており、評価基準も明確となった。 

【課題提起】 

 ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシーは、ホームページ上に掲載されているも

のの、見つけにくい。見つけやすくしていくことが課題と考える。 

 提案として、アドミッション・ポリシーは、ホームページの学科紹介に掲載されていて、

見つけやすい。このため、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーも同じ学科紹介

の箇所に掲載してはどうであろうか。 

  

NO.11  

指摘内容 

卒業生対象アンケートは、「自己管理（健康）についての教育が適切になされていたか」

「実習の時間数や記録物の量は適切であったか」の項目で「良い」の割合が低かった。 

 

【現状】 

 「自己管理…」については、学生委員会から昨年度報告され、10 項目の具体例が述べら

れているが、「良い」の割合は 85.6%(H28)→79.7%(H29)と下がっている。 

 「実習…」に関しては、教務委員会から、必要不可欠であることについて実習指導におい

て丁寧な説明に努めていく、と対応策が述べられているが、「良い」の割合は

84.8%(H28)→69.9%(H29)と下がっている。また、学生の回答に占める「わからない」の割

合が他の項目に比べて多いため、設問を学生の理解しやすい表現にできるか検討するとあ

るが、これは昨年度すでに実施されて、「わからない」の割合は増加している。 

 しかし、「本学の教育内容」に関する 10 項目での「良い」の割合の平均が

91.9%(H28)→79.7%(H29)に下がっていることを考えると、この 2 項目の変化に問題があ

ると考えるのには無理がある。数字を見た限り、結果が良くなっているかどうかはわからな

い、というのが結論となる。 

【課題】  

むしろ問題視すべきなのは、「実習の時間数や記録物の量は適切であったか」の問いにお

いて、「良い」の割合が過去 10 年間、アンケート 10 項目中常に最下位であるということで

ある。この状態が続く限り、割合が少しくらい上がっても問題点として指摘されることにな

ると考えられる。 

【対応策】  

「実習の時間数や記録物の量は適切であったか」の問いで「良い」の割合が低い理由とし
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ては、この設問の性格上、良い説明と悪い説明が可能である。どちらになるかは具体的にア

ンケートに記述させ、それを読んで判断するのが適当と思われる。 

 

NO.12  

指摘内容 

学生の受け入れ方針は、『学生募集要項』、ホームページ等に明記され、広く外部に周知を

図っているが、学内においては周知が徹底されておらず、改善が望まれる。 

 

【現状】 

学生の受入方針は、大学案内に記載している。また、入学時ガイダンスにおいて説明し、

周知を図っている。 

【課題】 

学生の受入方針は、大学案内に記載しているものの、入学後に配布することはなく、学生

の目に触れにくい。 

【対応策】 

今年度から履修要項に学生の受入方針を掲載し、学生への周知を強化している。 

 

NO.13  

 

【取組状況】 

 入学者選抜において、学力の３要素を多面的・総合的に評価するものへと改善する入試改

革の一つとして、令和 2 年度入学者選抜における AO 入試の実施に向けて、入学者選抜実

施委員会で選抜方法、提出書類、評価方法等詳細を詰めているところである。 

 また、推薦入試については、令和 3 年度大学入学者選抜における国の改革にあわせて、学

力の３要素に関する記載ができる推薦書様式の見直しや活用方法について、検討を進めて

いく。 

令和 3 年度入学者選抜における国・他大学の入試改革の動きを踏まえながら、学生の受

け入れ方針に基づいた入学者選抜ができるよう、入試区分や評価方法等総合的な見直しを

進めていく。 

【課題】 

令和 3 年度入学者選抜における国の入試改革への対応では、大学共通テストにおいて新

たに取り入れられる「国語」及び「数学」の記述式問題の活用方法や、英語４技能評価に関

する民間の資格・検定試験の活用方法の検討を進める必要がある。 

 

指摘内容 

学生の受け入れ方針と入試科目のあり方等を含めさらなる改善への取組みが望まれる。 
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NO.14  

指摘内容 

（第 2 期中期目標に定められた 3 つの目標について）一部について学生に周知されている

ものの浸透しておらず、改善が望まれる。 

 

【現状】 

支援内容ならびに支援方法は以下のとおり。  

《学習・生活支援》 

・新入生・年度初めのガイダンス 

新入生・年度初めのガイダンスにて全体的な履修科目の概要と履修方法などを説

明し、ホームページ・学生便覧に掲載していることについて周知をしている。 

・授業関連の支援 

Web 学生支援サービス（ユニバーサルパスポート：以下ユニパ）により、シラバ

ス・時間割・出席状況・成績などの管理をしている。構内掲示だけでなく、学生が

活用しやすいインターネット上での掲示・連絡をしている。１年次にパソコンガイ

ダンスでサービス利用方法を説明し、年度初めガイダンスでユニパについての説

明を行っている。 

・チューター制度 

チューター制度が実施されており、学生の修学・心身の健康などについて、当該学

生が充実した学生生活を送ることができきるよう支援している。チューター制度

について、ホームページに掲載をしている。 

・学生ニーズの把握 

教育・学生生活支援などの実施にあたり、学生の意見や要望などを反映させること

を目的として、目安箱の設置と卒業生を対象にアンケート調査を実施している。ホ

ームページ・学生便覧に掲載し、周知をしている。 

・相談体制の整備状況 

学生相談員２名、障害学生支援員１名の相談室への配置および弁護士による法律

相談を行っている。保健室から学生への案内、教員から学生へ説明をするとともに、

ホームページ・学生便覧に掲載し周知をしている。 

・経済的支援 

チューター教員、学科教員、学生室などを通じ、奨学金制度について学生に周知し

ている。 

・交通安全対策 

原付を利用する学生への安全な乗り方講習会を年１回実施している。その他、ユニ

パを用いたメール・ネット上の掲示で周知、年度初めガイダンスでの説明、教員か

らの口頭連絡など随時実施している。 
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・補償対策 

学校単位での総合補償制度への加入をしている。授業、登下校、実習、申請のあっ

たインターンシップなどで適用可能である。ホームページ・学生便覧に掲載し、周

知をしている。 

《進路支援》  

・新入生・年度初めのガイダンス 

新入生、年度初めのガイダンスにて、全学生を対象にしたキャリアガイダンス・就

職準備オリエンテーションを開催している。ホームページ・学生便覧に掲載し、周

知をしている。 

・就職キャリアなどの支援 

毎月、学内でハローワーク出張相談会を実施している。ユニパを用いたメール・ネ

ット上の掲示を通じ、求人・インターンシップ・就活イベント・編入のための四年

制大学募集要項の紹介をしている。 

履歴書の添削、面談練習の実施、就活のためのメイクアップ講座の開催、学科ごと

の就職相談会、就職ガイダンス開催、各国家試験対策の模擬試験実施、進路希望調

査の実施をしている。これらについてはユニパを用いたメール・ネット上の掲示、

学科にて担当教員からのアナウンスなどにより周知を図っている。 

《社会活動支援》  

・ボランティア活動 

学科教員から学生に対し、ボランティアの紹介を行っている。 

【課題】 

学生には、ホームページ・学生便覧・ユニパ・学生室・教員などを通じ周知をしている。

教員、職員は、それぞれの状況に応じ学生への多様な周知方法を実施してきている。しかし

ながら、学生の浸透度合いの確認には至っていない。今後、検証作業の実施を検討していく

必要があると認識している。 

 

NO.15  

指摘内容 

学生との顔合わせの方法やチューターと学生の関わり方に学科ごとの違いが見られるの

で、チューター制度として機能するよう、短期大学部全体でチューター制度の運用のあり

方を検討することが望まれる。 

 

 全ての学科で、共通となるチューターの役割については明示されている。 
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NO.16  

指摘内容 

ハラスメント防止については教職員及び学生に対して周知が図られているものの浸透し

ておらず、今後、さらなる周知が望まれる。 

 

【現状】 

ハラスメント防止に向けた主な周知活動として、平成 30 年度は以下の３点を実施した。 

（１）学生に対しては、４月のガイダンス時にハラスメント防止の組織説明等を行った。

また１月には、実習先におけるハラスメントの内容とその防止をテーマに講演会を

実施した。 

（２）非常勤講師ならびに実習先へは、文書によるハラスメント防止の依頼を、年に一度

実施した。 

（３）教職員を対象としては 10 月に静岡県人権啓発センターのスタッフを講師に迎え、

ハラスメント全般に関する研修会を開催した。 

【課題】 

ハラスメント防止に対する意識は、個人差があることは否めず、これが大きな課題といえ

る。 

【対応策】 

ハラスメント防止の基本は各個人の意識の向上と行動にあると思われるだけに、ハラス

メント防止に関連した自己評価アンケートの考案や実施は難しい点がある。ハラスメント

防止の意識を共有するためには、地道に研修会を重ねることが欠かせず、引き続き実施して

いきたいと考えている。 

 

NO.17 

 

防災マニュアルについては、平成 29 年 3 月に策定済みである。現在、地震予知を前提と

したマニュアルから突発地震型のマニュアルに改正するよう検討中である。 

 

NO.18 

指摘内容 

防災マニュアルが策定されていないが、貴短期大学部では、地域住民参加型の防災訓練

等を実施していることからも、その策定は必須である。現在、併設大学で策定したマニ

ュアルをもとに検討中であるので、早急な対応が望まれる。 

指摘内容 

中期・年度計画推進委員会により、中期計画の事業推進や自己評価等を実施しているもの

の、今後は検証プロセスをより機能させ、改善に努めることが望まれる。 
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【現状および課題】 

 短期大学部の中期・年度計画の実施は当該部署が行っており、その評価も同様に実施した

部署が担っている。よって、総括的に事業推進や自己評価等の検証を行う組織が存在しない

のが現状である。学内には、自己点検・自己評価・第三者評価に基づく改善を実施するため

に「自己点検・自己評価・第三者評価の結果に関する改善実施委員会」が設けられている。

とはいえ、この委員会の所掌事項は改善の計画策定を行うとあるだけで、改善実施は事業を

実施した当該部署が行うことを想定していると推察される。加えて、改善実施の評価はどこ

が担うのか等、各委員会との関連や作業のプロセスは不明確と言える。このため、事業推進・

評価、改善実施、その後の再評価等について、関係する委員会の所掌事項ならびに委員会相

互の関係性の確認や明確化の取り組みが必要である。 

 

NO.19   

 

平成 30 年度の防災訓練は、短期大学部及び県立大学看護学部の学生、教職員並びに多く

の地域住民が参加し実施した。特に地域の社会福祉事業所の障害者も初めて参加し、学生、

教職員と協力しながら訓練を行った。今後も継続して地域住民参加型の防災訓練を実施し

ていく。 

 

NO.20  

 

【現状および対応策】 

 看護学科の廃学科と一般教育等群の教員数の減少により、組織の縮小が起きているが、委

員会数は従前のままで活動をしている。各委員会の現在における必要性や所掌の点検も久

しく行われていなかったが、平成 30 年度には短期大学部長、短期大学部副部長、学生部長、

図書館長、事務部長からなる五役会において委員会の統廃合、構成員についての検討を始め

た。結果、１委員会において次期中期計画の内容をも考慮し、構成員の改正と所掌内容を現

在の活動と照らし合わせて改めた。引き続き、五役会において、残る現委員会の組織点検と

所掌と関係性の明確化を検討する。 

指摘内容 

今後の方針として、より学生主体の防災訓練を行っていく意向であり、より多くの地域住

民が参加する「学生主体の地域住民参加型防災訓練」に発展することを期待したい。 

指摘内容 

各専門委員会の所掌があいまいになっており、形骸化されている委員会も見受けられる

ことから、組織のあり方について見直しを行うことが望まれる。 
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 NO.21  

 

【現状】 

 現状において、学科等代表の選出方法、所掌等は学科等に一任され、それぞれ独自の考え

方で行っており、統一されていない。 

 学科等代表の選出について、歯科衛生学科では教授のうちから選出。社会福祉学科、およ

びこども学科では、教授の輪番制で任期は１年。一般教育等の代表は話し合いで決められて

いる。 

【課題】 

 学科等代表の業務を円滑に遂行するうえで、短期大学部として、統一された学科等代表の

選出方法、役割、所掌等について明確にする。 

【対応策】 

 次の三つの対応が考えられる。 

 ①安定した学内運営を行うために、学科等代表の任期、役割、所掌、位置づけ等を検討し、

短期大学部全体での意見の統一を図る。 

 ②学科等主導で行われている事項を洗い出し、学科等間で大きく違っている点がある場

合には、大学として一定の方針を示す。 

 ③「学科等代表の決め方など学科間での違いが大きく、大学のガバナンスが十分に機能し

ているとはいいがたい」とあるものの、これまでにこのことによる特別な支障が生じて

はいないだけに、指摘には少なからず疑問が残る。各学科等の自主性を尊重し、「現状

で不都合はない、ガバナンスには影響しない」と主張することにも検討の余地がある。 

 

NO.22  

 

【現状】 

（１）年度計画において、獲得実績を基とした目標設定を行っている。また、外部資金の募

集案内は、公募情報をメール等により随時、教員に配信、提供している。 

（２）外部資金獲得のための申請については、教員の自己判断に委ねられているのが現状で

ある。このため、科学研究費補助金説明会へ積極的に参加するなどし、外部資金の獲得

指摘内容 

各学科における学科等代表の決め方など学科間での違いが大きく、大学のガバナンスが

十分に機能しているとはいいがたいので、今後の改善が望まれる。 

指摘内容 

社会人専門講座の拡張による増収がみられるなど収入増加に向けた努力がなされている

が、運営費交付金が削減されていくなかで、今後とも外部資金の獲得に向けて積極的な取

組みが望まれる。 



13 

 

に努めている者、そうでない者が存在する。 

（３）平成 29 年度においては、科学研究費助成事業、共同・受託研究、奨学寄附金等合わ

せて６件を、平成 30 年度では同８件の外部資金を獲得している。 

【課題】 

（１）外部資金獲得については、例年、一部の教員からのみの申請となっている。科学研究

費助成の場合、平成 29 年度９件、平成 30 年度５件である。 

（２）学科および職位によっては、日常業務に追われ、外部資金を獲得して研究を進めるこ

とが厳しい状況もあるやと察せられる。現状を把握し、対応を講じる必要がある。 

【対応策】 

（１）短期大学部としては、外部資金獲得に向けた情報収集と提供を従来どおり積極的に行

う。 

（２）教員は、申請書類の書き方についての講習を受講する等、スキルアップを図り、自発

的な外部資金の獲得に努めていくことが期待される。 

（３）外部資金申請者についての状況把握と分析を行う。 

 

NO.23  

 

県立大学及び短期大学部において、財務会計システムの更新については平成 31 年 4 月運

用開始の予定で準備が進んでおり、また、人事給与システムも既に更新し運用も開始してお

り、平成 31 年度以降は部門ごとの運営経費等を明示することが可能となる予定である。 

 

NO.24  

指摘内容 

毎年度、静岡県公立大学法人評価委員会に対して改善状況を報告しているが、改善すべき

事項として、教員活動評価における評価精度の向上や活用方法の検討等が認識されてお

り、今後の取組みに期待したい。 

 

 短期大学部では、幹部教職員が県立大学の各部局の評価方法を参考にして、短期大学部に

どのような評価方法を導入したらより公平、公正な評価制度となるかについて検討した。今

後はさらに複数の評価方法の検証を行うことにより、新たな評価方法を導入していく。 

 

 

指摘内容 

貴大学法人では、大学と短期大学部が一体的に運営されていることから、財務計算書類

において各部門の運営経費などを明確に区分していないが、それぞれ独自の教育・研究

目的の遂行や経費の見直しの点から、今後の検討が望まれる。 
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NO.25  

 

【現状】 

（１）教員間に内部質保証についての理解が浸透しているとは言いがたい。 

（２）短期大学部としての点検・評価については自己点検・自己評価委員会で、結果に基づ

く改善計画の策定は改善実施委員会で行うこととしている。しかし、改善計画の実施、

権限、責任については明確になっていないため、組織としては関係する機関が十分機能

しているとは言えない現状にある。 

【課題】 

（１）内部質保証に関する学内での共通認識を構築する。 

（２）各種委員会の所掌（役割）、権限を明確にし、各組織間の連関を深める。 

【対応策】 

（１）学内の内部質保証システムのための組織整備について検討する。 

（２）内部質保証の観点から、各種委員会の所掌（役割）、権限を明確にし、連関を強化す

べく検討を行う。 

 

NO.26  

 

【現状・対応】 

 内部質保証システムの早急な構築と適切な運用は課題であると認識している。平成 30 年

度は、これに関連した外部の研修会や講演会に管理職の教職員を派遣し、その理解に努めた。

また、大学全体として内部質保証について理解する必要があると考え、教職員を対象に FD

研修会のテーマに取り上げた。さらに静岡県立大学と協同で内部質保証にかかる組織の設

置も検討しつつある。次年度には、組織化を本格的に検討する。 

 

指摘内容 

自己点検・自己評価委員会で短期大学部としての点検・評価を行い、それを踏まえて改善

の取組みを改善実施委員会等で行うこととしているものの、内部質保証という観点から、

各組織が十分機能しているとはいえず、今後各組織の連関を深めながら、取り組んでいく

ことが望まれる。 

指摘内容 

内部質保証システムの学内体制は今後整備していくことが予定されていることから、速

やかに組織整備を図り、PDCA サイクルを適切に機能させることが望まれる。 


