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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（1600 字程度） 

本学園は、大正 4 年、越原和・越原春子により設立された名古屋女学校（本科、

裁縫科、家政科）を源流とする。昭和 23 年の学制改革により、名古屋女学院中学

校・同高等学校（現名古屋女子大学中学校・同高等学校）として新発足する。そし

て、昭和 25 年には名古屋女学院短期大学（家政科、現名古屋女子大学短期大学部）、

昭和 39 年には名古屋女子大学（家政学部）を開学する。 

学園訓「親切」を根幹として、個々の人格を陶冶し、かつ高い教養を身に付け、

真の男女平等の実現を目指し、よき家庭人であり力強き職能人としての女性を育成

するため、それぞれの時代・時期の社会的要請を受け、大学・短期大学においては

学部・学科の増設・改組を経ている。現在、大学院 1 研究科、大学（家政学部 3 学

科、文学部 1 学科）、短期大学部（2 学科）、高等学校、中学校及び幼稚園を設置す

る女子総合学園である。 

【学園の沿革】 

年  月 内     容 

大正  4（1915）年 4 月  
越原和・越原春子、個人立名古屋女学校（学校法人越原学園の前身）

を創立。校訓を「親切」と定める。  
大正 10（1921）年 4 月  名古屋女学校を名古屋高等女学校に昇格させる。  

昭和 15（1940）年 4 月  

小川善三郎・小川潤三両氏の寄付金を基本として、姉妹法人財団法人

名古屋市緑ヶ丘女子学園を設置し、姉妹校緑ヶ丘高等女学校（学校法

人名古屋女子大学の前身）を設置する。初代学園長（学院長）越原春

子就任。  
昭和 21（1946）年 3 月  個人立名古屋高等女学校を、財団法人越原学園立とする。  

昭和 23（1948）年 4 月  

学制改革により名古屋高等女学校、緑ヶ丘高等女学校を合併して名古

屋女学院高等学校、名古屋女学院中学校（現名古屋女子大学高等学校・

同中学校）に改め、名古屋女学院高等学校を財団法人越原学園、名古

屋女学院中学校を財団法人名古屋市緑ヶ丘女子学園が維持経営するこ

とになる。  

昭和 25（1950）年 4 月  
財団法人名古屋市緑ヶ丘女子学園が名古屋女学院短期大学（現名古屋

女子大学短期大学部）を設置する。  

昭和 26（1951）年 4 月  私立学校法の制定により、両財団法人を学校法人に組織変更する。  

昭和 34（1959）年 3 月  2 代目学園長（学院長）越原公明就任。  

昭和 39（1964）年 4 月  
学校法人名古屋市緑ヶ丘女子学園が名古屋女子大学を設置する。  
名古屋女学院短期大学を名古屋女子大学短期大学部と改称する。  
名古屋女学院中学校の設置者を学校法人越原学園に変更する。  

昭和 42（1967）年 4 月  
名古屋女学院高等学校、同中学校を名古屋女子大学高等学校、同中学

校と改称する。  

昭和 46（1971）年 4 月  
学校法人名古屋市緑ヶ丘女子学園が名古屋女子大学付属幼稚園を設置

する。  

昭和 52（1977）年 4 月  
学校法人名古屋市緑ヶ丘女子学園を学校法人名古屋女子大学と改称す

る。  

昭和 61（1986）年 12 月  3 代目学園長越原一郎就任。  

平成 10（1998）年 4 月  学校法人名古屋女子大学が名古屋女子大学大学院を設置する。  

平成 19（2007）年 4 月  
学校法人名古屋女子大学（大学院・大学・短大・幼稚園）に、学校法

人越原学園（高等学校・中学校）を合併し、同時に学校法人名古屋女

子大学の法人名称を学校法人越原学園に変更する。  
平成 27（2015）年 11 月  学園創立百年記念式典を挙行。 
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【短大の沿革】 

年  月 内     容 

昭和 25（1950）年 4 月  
財団法人名古屋緑ヶ丘女子学園が名古屋女学院短期大学（家政科）を

設置する。初代学長越原春子。  

昭和 33（1958）年 4 月  名古屋女学院短期大学に専攻科を設置する。  

昭和 34（1959）年 3 月  2 代目学長越原公明就任。  

昭和 37（1962）年 4 月  名古屋女学院短期大学に服飾科・栄養科を設置する。  

昭和 39（1964）年 4 月  名古屋女学院短期大学を名古屋女子大学短期大学部と改称する。  

昭和 54（1979）年 10 月  3 代目学長廣正義就任。  

昭和 57（1982）年 4 月  名古屋女子大学短期大学部に英語科を設置する。服飾科は募集停止。

平成  2（1990）年 4 月  
名古屋女子大学短期大学部家政科を生活学科に名称変更し、服装学専

攻・食生活専攻・生活文化専攻を設置する。  

平成  3（1991）年 4 月  4 代目学長越原一郎就任。  

平成  5（1993）年 4 月  
名古屋女子大学短期大学部専攻科が文部省「学位授与機構」の認定を

受ける。  

平成  7（1995）年 4 月  
名古屋女子大学短期大学部生活学科服装学専攻を服飾専攻に名称変更

し、生活情報専攻を設置する。食生活専攻は募集停止。  

平成 12（2000）年 4 月  
名古屋女子大学短期大学部生活学科服飾専攻を服飾デザイン専攻に名

称変更し、生活デザイン専攻・食生活専攻を設置する。生活文化専攻

は募集停止。  

平成 15（2003）年 4 月  5 代目学長柴山正就任。  

平成 17（2005）年 4 月  
名古屋女子大学短期大学部に保育学科を設置し、生活学科に生活創造

デザイン専攻を設置する。英語科・生活学科服飾デザイン専攻・生活

デザイン専攻は募集停止。  

平成 19（2007）年 4 月  6 代目学長越原一郎就任。  

平成 23（2011）年 4 月  栄養科は募集停止。  

平成 25（2013）年 4 月  
名古屋女子大学短期大学部生活学科 3 専攻を 3 コースに改編。専攻科

は募集停止。  

平成 27（2015）年 4 月  7 代目学長越原もゆる就任。  

 

（2）学校法人の概要 

 学校法人が設置するすべての教育機関の名称、所在地、入学定員、収容定員及び

在籍者数 

 平成 28 年 5 月 1 日現在 

教育機関名 所在地 入学定員 収容定員 在籍者数 

名古屋女子大
学短期大学部  

名古屋市瑞穂区汐路町

3-40 
300 600 605 

名古屋女子大
学  

名古屋市瑞穂区汐路町

3-40 
600 2,320 2,193 

名古屋女子大
学大学院  

名古屋市瑞穂区汐路町

3-40 
12 24 4 

名古屋女子大
学高等学校  

名古屋市瑞穂区汐路町

4-21 
400 1,200 733 

名古屋女子大
学中学校  

名古屋市瑞穂区汐路町

4-21 
100 300 125 

名古屋女子大
学付属幼稚園  

名古屋市天白区高宮町

401-2 
69 209 166 
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（3）学校法人・短期大学の組織図  

 組織図 

 平成 28 年 5 月 1 日現在 

 

 

（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） 

「平成 25 年愛知県人口動向調査」によると、本学が立地する愛知県の人口数

は平成 26 年 10 月 1 日現在 744 万 4,513 人と、前 1 年間で 9,517 人の増加とな

っている。人口増減率で見た場合、全国では 0.17％減と低下傾向であるのに対

し、愛知県では 0.13％増と僅かではあるが増加している。また、「平成 27 年度

学校基本統計速報」によると、平成 27 年 5 月 1 日現在の県内高等学校の生徒数

は 200,277 人で、前年度に比べ 1,326 人増加し、8 年連続の増加となっていると

共に、大学等進学率は全国平均 54.5％に対して 58.8％（全国第 8 位）と前年比

で 0.3％上昇しており、2 年連続の上昇となっている。将来的な人口減は避けら

れない状況であるものの、短期的に見た場合は、本学への入学を取り巻く地域

的な人口動向、進学状況等は比較的良好な環境にあると考えられる。 
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 学生の入学動向：学生の出身地別人数及び割合（下表） 

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

（％）

愛知県  232 78 210 81 262 76 226 75 250 77 

岐阜県  22 7 16 6 19 6 19 7 20 6 

三重県  27 9 22 8 32 9 31 10 34 11 

その他  19 6 13 5 31 9 25 8 19 6 

合計  300 100 261 100 344 100 301 100 323 100 

［注］  

□ 短期大学の実態に即して地域を区分する。  

□ この事項においては通信による教育を行う学科の学生を除く。  

□ 第三者評価を受ける前年度の平成 27 年度を起点に過去 5 年間。  

 

 地域社会のニーズ 

本学の創立者である越原春子は、本学設立時に「女性自らの努力による男女

平等の実現」を謳い、そのために女性が「高い教養と職能」を身に付け、経済

的に自立する必要性を唱えてきた。本学ではこの基本方針の下に一貫して女性

の育成に力を注いできた結果、多くの卒業生が職能人として社会で活躍するこ

ととなり、地域社会に受け入れられている。 

本県が立地する愛知県は、好調な産業状況を受けて求人状況も比較的良好で

あり、平成 27 年 12 月時点の有効求人倍率は 1.48 倍と、全国平均の 1.27 倍を

大きく上回っており、平成 27 年 3 月末現在の県内短大卒業者の就職率も 96.6％

と高い推移を保っている。こうした中、企業等においては優秀な人材の囲い込

みが行われると同時に、即戦力となる人材を求める傾向が高まっている。特に

産業界との密接な繋がりを期待される生活学科に対する社会的ニーズを鑑みる

と、企業への就職後に役立つ知識技術等の習得はもちろんのこと、公的資格や

ビジネスマナーの取得等、よき職能人としての養成機関としての取り組みが期

待されている。 

また、保育学科に関する地域的状況をみると、本学が所在する名古屋市にお

いては、平成 23・24 年において、保育所への待機児童数が全国の市町村でワー

スト 1 位だったが、その後の取り組みにより、平成 26・27 年には待機児童数が

ゼロとなっている。こうした状況等を背景にし、保育学科の学生は高い保育職

就職率を保っているが、同時に多様な保育ニーズへの対応や保育の質の向上等、

さらなる取り組みが期待されており、子育てを取り巻く地域社会からの期待も

依然高いものが考えられる。 

 

 

 



 名古屋女子大学短期大学部  

7 
 

 地域社会の産業の状況 

本学が立地する愛知県の県内総生産は、34 兆 3,592 億円（平成 24 年度）で

あり、東京都、大阪府に次いで全国第 3 位となっている。特に、自動車に代表

される製造業を中心とした産業が隆盛を誇っており、平成 26 年工業統計調査に

よると、愛知県の製造品出荷額等は 43 兆 8,313 億円と全国の 14.4％を占め、第

2 位の神奈川県（17 兆 7,210 億円）と大差をつけている。日本の主要産業が時

代とともに繊維、製鉄、自動車と移り変わる中で、昭和 52 年以来 36 年連続日

本一で、37 年連続日本一を維持していることから、愛知県は「ものづくり県」

とも言われている。一方で、商業（年間販売額全国第 3 位）や農水産業（農業

産出額全国第 7 位）も盛んな地域であり、バランスの取れた産業構造を形成し

ているのが特徴となっている。 

県内総生産 34 兆 3,592 億円 全国 3 位  （平成 24 年度） 

製造品出荷額等 43 兆 8,313 億円 全国 1 位  （平成 26 年） 

年間販売額 35 兆 6,738 億円 全国 3 位  （平成 26 年） 

農業産出額 3,084 億円  全国 7 位  （平成 25 年） 

 

 短期大学所在の市区町村の全体図 

本学は、愛知県名古屋市瑞穂区に位置し、名古屋駅（JR・名鉄・近鉄等）か

ら名古屋市営地下鉄桜通線にて 19 分、瑞穂区役所駅で下車、東に 300ｍ（徒歩

約 3 分）にあり、交通至便な地にある。 

本学が所在する瑞穂区中部から東部へは丘陵地が続き、桜の名所として名高

い山崎川が流れ、緑豊かで閑静な住宅地となっている。瑞穂区には中学・高等

学校など教育施設が多く所在し、大学では本学の他に名古屋市立大学等があり、

名古屋市博物館も地域文化の拠点となっている。また、本学の近くには市内随

一の名古屋市瑞穂公園（総合運動公園）があり、名古屋グランパスエイトのホ

ームスタジアム等の施設がある。このように、本学の周辺には教育・スポーツ

などの施設が整っている。 
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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 

【評価領域Ⅱ  教育の内容】  
シラバスの記載内容につい
て、授業内容、評価の方法な
どにばらつきがあるので、学
生に分かりやすくするため
の改善が望まれる。  

平成 24 年 2 月１日制定「自
己点検・自己評価委員会シラ
バス検討作業部会規程」に基
づき、シラバス作成要領が確
定され、記載内容・様式等が
統一された。毎年のシラバス
作成にあたり、学科長及び教
科目グループ代表者による
確認を経て、シラバスを完成
させている。  

シラバスの記載内容につい
て、授業内容、評価の方法な
どのばらつき、学生に分かり
やすくするための記載内容
については改善された。  

【評価領域Ⅷ  管理運営】  
学校法人合併に伴う諸規程
の更なる整合が望まれる。  

平成 19 年 4 月の学校法人合
併より 7 年が経過し、学校法
人合併に伴い必要となる諸
規程の改正等はすべて完了
させた。  

学校法人合併に伴う諸規程
のの改正等はすべて完了し、
学園の運営はより強固なも
のとなっている。  

【評価領域Ⅹ  改革・改善】  
自己点検・評価活動の実績は
あるものの、平成 14 年度以
降に報告書の作成は行われ
ていないので、定期的な作成
が望まれる。  

生活学科の改組、保育学科の
2 回に及ぶ定員増と続いた
ため、報告書の作成が思うよ
うに進められなかったが、平
成 26 年度に報告書を作成し
ている。  

今後は、より定期的な作成を
行う。  

 

② 上記以外で、改善を図った事項について 

改善を要する事項 対策 成果 

【読書推進活動】  
学生の基礎学力の拡充、自主
的な学び時間の増加、また学
生に様々な知識を習得させ
る目的で、本を読んだり、図
書館を積極的に活用させる
ことが必要である。  

本を読まない、本に馴染まな
い学生を減少させるために、
平成 24 年度より図書館の連
携企画として、読書推進活動
「 私 の 人 生 本 棚 ～ 目 指 せ
7305Ｐ」を始めて、今日に
至っている。  

読書推進活動を開始したこ
とにより、本を読まない学生
が 25%減少（平成 24 年 11
月アンケート調査より）し、
学生の読書量や読書経験を
通しての意義がうかがえる。
平成 27 年度アンケート調査
によると、30％程度の学生が
「読書のきっかけになった」
り「読書量が増えた」「励み
になった」と回答している。

【キャリア支援体制】  
生活学科学生の就職率は約
90％以上、保育学科学生の就
職率は 95％以上を保ってい
るが、受動的な態度で就職活
動に臨む学生が増えている。
主体的に自信をもって段階
的に就職活動をさせること
が必要である。  

文部科学省平成 21 年度「大
学教育・学生支援推進事業」
学生支援推進プログラムに、
独自の「キャリアデザインプ
ログラム」が採択され、入学
から卒業後までを体系的に
支援できる体制を整え、今日
に至っている。  

プログラム導入に伴って体
系的・計画的な指導が可能と
なり、学生が主体的に就職活
動に取り組める環境が整っ
た。これにより、平成 27 年
度の就職率は平成 28 年 4 月
1 日現在、生活学科 93.2%、
保育学科 98.7%となった｡ 
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改善を要する事項 対策 成果 

【質の高い保育者養成】  
（保育学科）  
幼稚園や保育所などの保育
現場では、質の高い保育者が
求められている。保育学科で
は、課題探求能力と人間関係
調整力を備え、福祉マインド
を持った保育者養成を今日
的な課題としている。  

平成 23 年度の教育課程の見
直しにより、「保育者養成ゼ
ミ」（平成 28 年度入学生から
は「保育者養成講座」）を設
置し、課題探求能力と人間関
係調整力等を総合的に養い、
質の高い保育者を育てるこ
とに努めて今日に至ってい
る。  

保育学科 1 年生と 2 年生が、
それぞれ少人数のグループ
になって、主体的に学び、グ
ループ内でディスカッショ
ンすることにより、課題探求
能力、人間関係調整力などを
養い、質の高い保育者を輩出
している。  

【地域貢献活動の推進】  
（生活学科）  
学生の基礎学力の拡充、自主
的な学び時間の増加、また学
生に様々な知識を習得させ
る目的で、地域貢献活動が必
要である。  

平成 25 年度の教育課程の見
直しにより、「地域貢献入門
演習」「地域貢献基礎演習」
「地域貢献実践演習」「地域
貢献応用演習」を設置し、課
題探求能力とコミュニケー
ション能力等を総合的に養
い、質の高い社会人育成を目
指して今日に至っている。  

「地域貢献入門演習」「地域
貢献基礎演習」「地域貢献実
践演習」「地域貢献応用演習」
により、課題探求能力とコミ
ュニケーション能力等を総
合的に養い、質の高い社会人
育成に向けて教育的効果が
あった。  

 

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。 

留意事項 履行状況 

該当なし 該当なし 

 

（6）学生データ（学校基本調査のデータを準用） 

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

 学科・専攻課程ごとに、第三者評価を受ける平成 28 年度を含む過去 5 年間のデー

タを示す。 

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  

生活学科  

生活創造デザ

イン専攻 

入学定員 40 
［募集

停止］
   

平成 26年

度は留年

者 2 名が

在籍  

入学者数 16     

入学定員充足率（％） 40     

収容定員 80 40    

在籍者数 48 17 2   

収容定員充足率（％） 60 42    

生活学科  

食生活専攻  

入学定員 80 
［募集

停止］
   

平成 26年

度は留年

者 1 名が

在籍  

入学者数 57     

入学定員充足率（％） 71     

収容定員 160 80    

在籍者数 120 59 1   

収容定員充足率（％） 75 73    
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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  

生活学科  

生活情報専攻 

入学定員 80 
［募集

停止］
   

  

入学者数 55     

入学定員充足率（％） 68     

収容定員 160 80    

在籍者数 129 54    

収容定員充足率（％） 80 67    

生活学科  

入学定員  140 140 140 140  

入学者数  173 140 145 116  

入学定員充足率（％）  123 100 103 82  

収容定員  140 280 280 280  

在籍者数  173 309 287 263  

収容定員充足率（％）  123 110 102 93  

保育学科  

入学定員 120 160 160 160 160  

入学者数 133 171 161 178 167  

入学定員充足率（％） 110 106 100 111 104  

収容定員 240 280 320 320 320  

在籍者数 264 303 330 339 342  

収容定員充足率（％） 110 108 103 105 106  

専攻科  

入学定員 20 
［募集

停止］
    

入学者数 8      

入学定員充足率（％） 40      

収容定員 20      

在籍者数 8      

収容定員充足率（％） 40      

［注］ 

□ 「学科等の名称」欄には 5 年間に設置された学科等をすべて記載し、設置以前の

年度については、入学定員以下は空欄とする。 

□ 5 年間に学科等の名称変更を行った場合は、 新の名称で記載し、直下の（ ）に

旧名称を記載する。 

□ 通信教育学科の場合、学科等の名称欄に「通信教育」と記載する。募集停止を行

った学科等は、募集を停止した年度の入学定員欄に「募集停止」と記載する。 

□ 新たに学科等を新設した場合は、募集年度の入学定員欄に「新設」と記載する。 

□ 「入学定員充足率（％）」欄及び「収容定員充足率（％）」欄は、小数点以下第 1

位を切り捨てて記載する。 
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※ 下記②～⑥について、学科・専攻課程ごとに、第三者評価を受ける前年度の平成 27

年度を起点とした過去 5 年間のデータを示す。 

② 卒業者数（人） 

区分 23 年度  24 年度  25 年度  26 年度  27 年度  

栄養科  69 －  －  －  －  

生活学科  －  －  －  164 135 

生活創造  
デザイン専攻  

35 31 14 1 －  

食生活専攻  60 61 56 1 －  

生活情報専攻  70 72 54 －  1 

保育学科  114 127 130 166 158 

専攻科  11 6 －  －  －  

 

③ 退学者数（人） 

区分 23 年度  24 年度  25 年度  26 年度  27 年度  

栄養科  1 －  －  －  －  

生活学科  －  －  4 3 4 

生活創造  
デザイン専攻  

2 0 1 1 －  

食生活専攻  3 0 2 －  －  

生活情報専攻  1 3 0 －  －  

保育学科  4 5 4 3 6 

専攻科  0 2 －  －  －  

 

④ 休学者数（人） 

区分 23 年度  24 年度  25 年度  26 年度  27 年度  

栄養科  0 －  －  －  －  

生活学科  －  －  0 3 3 

生活創造  
デザイン専攻  

1 1 2 1 －  

食生活専攻  0 2 0 －  －  

生活情報専攻  1 1 0 －  －  

保育学科  2 3 1 4 1 

専攻科  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  

栄養科  51 －  －  －  －  

生活学科  －  －  －  88 112 

生活創造  
デザイン専攻  

18 15 8 －  － 
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区分 23 年度  24 年度  25 年度  26 年度  27 年度  

食生活専攻  38 37 37 －  － 

生活情報専攻  46 52 44 －  － 

保育学科  107 118 120 121 150 

専攻科  8 5 －  －  － 

※9 月卒業者を含む 

 

⑥ 進学者数（人） 

区分 23 年度  24 年度  25 年度  26 年度  27 年度  

栄養科  1 －  －  －  －  

生活学科  －  －  －  5 2 

生活創造  
デザイン専攻  

8 0 1 －  － 

食生活専攻  1 2 2 －  － 

生活情報専攻  3 2 0 －  － 

保育学科  2 0 0 1 0 

専攻科  0 0 －  －  － 

※9 月卒業者を含む  

 

（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 

※ 大学の設置等に係る提出書類の「基本計画書」（「大学の設置等に係る提出書類の作成

の手引き」を参照）内の量的数値及び質的な事項について記述する。 

※ ①～⑦まで、すべて第三者評価を受ける年度の平成 28 年 5 月 1 日現在 

① 教員組織の概要（人） 

学科等名  

専任教員数  設置基準

で定める

教員数  

〔イ〕  

短期大学全

体の入学定

員に応じて

定める専任

教員数〔ロ〕

設置基準

で定める

教授数  

助
手 

非
常
勤
教
員 

備
考 教

授 

准
教
授 

講
師 

助
教 

計

生活学科  4 4 4 1 13 7 
 

3 0 20 家政関係

保育学科  5 2 9 0 16 11 
 

4 0 30 
教育学・

保育学  
関係  

（小計）  9 6 13 1 29 ①18  ③7 0   

〔その他の組織等〕 0 0 0 0 0    0 0  

短期大学全体の入

学定員に応じて定

める専任教員数

〔ロ〕  

      ②5 ④2    

（合計）  9 6 13 1 29 ①＋②23 
③＋④

9 
0   
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［注］ 

1. 上表の「設置基準で定める教員数〔イ〕」には、短期大学設置基準第 22 条別表第 1

のイに定める学科の種類に応じて定める教員数（昼間又は夜間において授業を行う学

科が通信教育をあわせ行う場合には、短期大学通信教育設置基準第 9 条第 2 項に定め

る教員数を含む。）を、また、通信教育学科のみを置く短期大学の場合は短期大学通

信教育設置基準第 9 条第 1 項別表第 1 に定める教員数を、学科ごとに記入し、その小

計を①に記入する。 

2. 上表の「短期大学全体の入学定員に応じて定める専任教員数〔ロ〕」②には、短期大

学設置基準第 22 条別表第 1 のロに定める短期大学全体の入学定員に応じて定める教

員数を記入する。 

3. 上表の「設置基準で定める教授数」には、短期大学設置基準第 22 条別表第 1 のイの

備考 1 に定める教授数（通信教育学科のみを置く短期大学の場合は、短期大学通信教

育設置基準第 9 条第 1 項別表第 1 備考 2 に定める教授数）を学科ごとに記入し、その

小計を③に記入する。さらに、〔ロ〕の専任教員数に対する教授数を④に記入する。 

4. 上表の〔その他の組織等〕には、設置する学科に所属しない教員（例えば、一般教育

科目等を担当する教員や募集停止を行った学科所属の教員等）数を記入するとともに、

〔その他の組織等〕欄に組織名等（募集停止の場合はその年度も含む。）を記入する。

該当する教員がいない場合、この欄には斜線を引く。 

5. 上表の「助手」とは、助手として発令されている教職員をいう。 

6. 備考欄には、当該学科の種類（短期大学設置基準第 22 条別表第 1 のイにいう「学科

の属する分野の区分」）を必ず記載する。 

 

② 教員以外の職員の概要（人） 

 専任  兼任  計  

事務職員  6 5 11 

技術職員  7 3 10 

図書館・学習資源センター等の専門事務職員  0 0 0 

その他の職員  0 1 1 

計  13 9 22 

［注］ 

□ 「その他の職員」とは、守衛、自動車運転手、作業員等の技能労務職員等を指す。 

□ 契約職員、派遣職員等は「兼任」に分類する。 
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③ 校地等（㎡） 

校
地
等 

区分  
専用

（㎡）  

共用

（㎡）  

共用する他

の学校等の

専用（㎡）

計  

（㎡）

基準面積

（㎡）  

在籍学生一人

当たりの面積

（㎡）  

備考（共用

の状況等）

校舎敷地  0 10,253 1,912 12,165

6,000 
14.3 

〔イ〕  

名古屋女

子大学と

共用  

運動場用地  0 25,378 2,438 27,816

小計  0 35,631 4,350 
39,981

〔ロ〕

その他  0 27,168 0 27,168

合計  0 62,799 4,350 67,149

［注］ 

□ 基準面積（㎡）＝短期大学設置基準上必要な面積 

□ 〔イ〕在籍学生一人当たりの面積 ＝〔ロ〕÷ 当該短期大学の在籍学生数（他の

学校等と共用している場合、当該学校等の在籍学生数を加えた総在籍学生数） 

 

④ 校舎（㎡） 

区分  専用（㎡） 共用（㎡） 
共用する他の学校

等の専用（㎡）  
計（㎡） 基準面積（㎡） 

備考（共用の状

況等）  

校舎  2,531 24,658 13,182 40,371 3,900 
名古屋女子大

学と共用  

［注］ 

□ 基準面積（㎡）＝短期大学設置基準上必要な面積 

 

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  

4 8 21 2 0 

 

⑥ 専任教員研究室（室） 

専任教員研究室  

29 
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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〕

名古屋女子大学・

名古屋女子大学  

短期大学部  

240,111 

[38,240] 

410 

[102] 

32 

［32］  
4,604 7,038 65 

計 
240,111 

[38,240] 

410 

[102] 

32 

[32] 
4,604 7,038 65 

 

図書館  
面積（㎡）  閲覧座席数  収納可能冊数  

2,942 446 290,000 

体育館  
面積（㎡）  体育館以外のスポーツ施設の概要  

1,730 テニスコート  豊田運動場  

 

 

（8）短期大学の情報の公表について 

 平成 28 年 5 月 1 日現在 

① 教育情報の公表について 

 事項 公表方法等 

1 大学の教育研究上の目的に関すること  

大学 Web ページ「教育・研究情報の公開（短大）」  

http://www.nagoya-wu.ac.jp/sogo/kokai/gaiyo_tan.html

2 教育研究上の基本組織に関すること  

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  

4 

入学者に関する受け入れ方針及び入学者

の数、収容定員及び在学する学生の数、

卒業又は修了した者の数並びに進学者数

及び就職者数その他進学及び就職等の状

況に関すること  

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  

6 
学修の成果に係る評価及び卒業又は修了

の認定に当たっての基準に関すること  

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  

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  

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  
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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  

学校法人越原学園 Web ページ「財務状況」  

http://www.koshihara.nagoya-wu.ac.jp/about/jigyo.html

［注］ 

□ 上記①・②ともに、ウェブサイトで公表している場合は URL を記載する。 

 

 

（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。 

本学では、豊かな人間性を基礎とし、創造力・表現力・行動力・社会性・主

体性の5分野で自己の能力を伸ばし、自主的に人間・社会・自然に対する多様な

課題を見つけ出して、その課題について分析・解決し、さらに表現できる方法

を身に付けることにより、よき家庭人であり力強き職能人としての資質や能力

を習得することを学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）として定めている。

なお、両学科において培う学習成果は、次のように定めている。  
Ⅰ 生活学科  

「衣生活・食生活・住生活と情報」について、それぞれの専門的立場から貢

献できる能力を備えつつ、生活学を理論と実践の両面から探求して、先人の残

した体系的知識を体得することにより、将来に展開するための考え方や技能を

習得する。  
Ⅱ 保育学科  

「福祉マインドを持った人間性豊かな保育士及び幼稚園教諭」という保育の

専門職として活躍するために、福祉の精神を具現化でき、諸問題について、他

者と協調しながら倫理観を持って自主的に解決策を見い出そうと努めることが

できる能力を身に付ける。  

 

 どのように学習成果の向上・充実を図っているか。 

本学では、より質の高い教育の仕組みを構築するため、自己点検・自己評価

委員会を中心として、全学的なFD活動を展開している。その中で、全授業を対

象とした「学生による授業評価アンケート」において、学期ごとに中間アンケ

ートと期末アンケートの2回を実施し、即時性のある授業改善、改善状況の比較

検討を進めている。また、自己点検・自己評価委員会FD作業部会が中心となっ

て進めている学科FD活動では、FD推進責任者のもと、積極的な授業参観及び検

討会を実施するとともに、具体的な授業内容から教育課程の編成まで、PDCA
サイクルを駆使して、学習成果の向上・充実を見据えた課題解決に努めている。 
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（10）オフキャンパス、遠隔教育、通信教育、その他の教育プログラム（平成 27 年度）  
 オフキャンパス 

実施していない。 

 

 遠隔教育 

実施していない。 

 

 通信教育 

実施していない。 

 

 その他の教育プログラム 

平成 24 年 8 月に「子ども・子育て関連 3 法」が成立し、幼保一体化に向けて、

平成 27 年度から「子ども・子育て新システム」が本格稼働することに伴い、施

行後 5 年間の時限的特例措置として、幼稚園教諭・保育士の片方の免許・資格

者へ、平成 26 年度より平成 31 年度まで、科目等履修生制度を活用して特例措

置制度を設け、免許・資格の併有を促進している。 

 

（11）公的資金の適正管理の状況（平成 27 年度） 

 公的資金の適正管理の方針及び実施状況を記述する（公的研究費補助金取扱いに

関する規程、不正防止などの管理体制など）。 

文部科学大臣の定めた「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）」に基づき、「名古屋女子大学公的研究費の管理・監査体制

に関する規程」を定め、 高管理責任者を学長、統括管理責任者を法人本部長

とし、公的研究費を適正に管理するための体制を構築している。さらには「名

古屋女子大学公的研究費の防止計画推進者の位置付け、体制及び内部監査部門

との関係図」等を作成している。機関内外からの通報受付窓口は大学事務局総

務課とし、「公的研究費に係る通報（告発）窓口から 高責任者までの情報の流

れ図」を作成して不正が行われないような環境を整備している。内部監査部門

は、大学各学部及び短期大学部からそれぞれ選出された教授各１名及び法人本

部財務課から組織され、会計書類の形式的要件等の財務情報に対するチェック

のほか、体制の不備の検証も行うものとしている。研究者や事務担当者に対し

ては、科研費執行に係る説明会を行い、物品購入や作業依頼申請についてのフ

ロー図などを示して、機関のルールを周知すると共に、文部科学省が提供する

資料を用いて、公的研究費の適正な執行、不正防止のための意識向上に努めて

いる。 
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（12）理事会・評議員会の開催状況（平成 25 年度～平成 27 年度） 

区

分 

開催日現在の状況 

開催年月日 

開催時間 

出 席 者 数 等 

監事の 

出席状況定 員 

現 

員

（a） 

出席 

理事数

（b）

実出席率  

（b/a）

意思表示 

出席者数 

理

事

会 

５人以上８

人以内  

６人  
平成 25 年  5 月 20 日  

13：30 ～  14：15 
６人 100％ 人  ２／２  

６人  
平成 25 年  5 月 20 日  

15：40 ～  15：55 
６人 100％ 人  ２／２  

６人  
平成 25 年  6 月 27 日  

（書面開催）  
人 ％ ６人  ／  

６人  
平成 25 年  9 月 10 日  

（書面開催）  
人 ％ ６人  ／  

６人  
平成 25 年 11 月 25 日

（書面開催）  
人 ％ ６人  ／  

６人  
平成 25 年 12 月 12 日

15：00 ～  15：35 
６人 100％ 人  ０／２  

６人  
平成 26 年  2 月 27 日  

13：00 ～  13：20 
５人 83.3％ 人  １／２  

６人  
平成 26 年  2 月 27 日  

15：00 ～  15：45 
５人 83.3％ 人  １／２  

６人  
平成 26 年  3 月 25 日  

14：30 ～  14：45 
６人 100％ 人  １／２  

５人以上７

人以内 

５人 
平成 26 年  5 月 21 日  

13：30 ～  14：15 
５人 100％ 人  ２／２  

５人 
平成 26 年  5 月 21 日  

16：10 ～  16：30 
５人 100％ 人  ２／２  

５人  
平成 26 年 11 月 20 日

（書面開催）  
人 ％ ５人  ／  

５人 
平成 26 年 12 月 1 日  

15：00 ～  15：30 
５人 100％ 人  ２／２  

５人 
平成 27 年 1 月 13 日  

14：30 ～  14：50 
５人 100％ 人  ２／２  

５人 
平成 27 年 3 月 10 日  

13：30 ～  13：45 
５人 100％ 人  ２／２  

５人 
平成 27 年 3 月 19 日  

13：00 ～  13：15 
５人 100％ 人  ２／２  

５人 
平成 27 年 3 月 19 日  

15：00 ～  15：45 
５人 100％ 人  ２／２  

５人以上６

人以内 

５人 
平成 27 年 4 月 1 日  

8：30 ～  8：50 
５人 100％ 人  ２／２  

５人 
平成 27 年 5 月 25 日  

13：30 ～  14：15 
５人 100％ 人  １／２  

５人 
平成 27 年 7 月 23 日  

13：30 ～  13：45 
５人 100％ 人  ２／２  

５人 
平成 27 年 12 月 2 日  

15：00 ～  15：20 
５人 100％ 人  ２／２  

５人 
平成 28 年 3 月 14 日  

15：00 ～  15：35 
５人 100％ 人  １／２  
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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 

１７人 

１７

人  
平成 25 年  5 月 20 日  

15：00 ～  15：35 
１６人 94.1％ 人  ２／２  

１６

人  
平成 25 年 12 月 12 日

13：30 ～  14：00 
１５人 93.8％ 人  ０／２  

１６

人  
平成 26 年  2 月 27 日  

13：30 ～  14：05 
１４人 87.5％ 人  １／２  

１６

人  
平成 26 年  3 月 25 日  

13：30 ～  13：55 
１３人 81.3％ 人  １／２  

１２人以上 

１７人以内 

１５

人  
平成 26 年  5 月 21 日  

15：00 ～  15：55 
１３人 86.7％ 人  ２／２  

１４

人  
平成 26 年 12 月 1 日  

13：30 ～  13：55 
１２人 85.7％ 人  ２／２  

１４

人  
平成 27 年 1 月 13 日  

13：30 ～  13：55 
１１人 78.6％ 人  ２／２  

１４

人  
平成 27 年 3 月 19 日  

13：30 ～  14：05 
１１人 78.6％ 人  ２／２  

１４

人  
平成 27 年 5 月 25 日  

15：00 ～  15：30 
１３人 92.9％ 人  １／２  

１４

人  
平成 27 年 12 月 2 日  

13：30 ～  13：55 
１１人 78.6％ 人  ２／２  

１４

人  
平成 28 年 3 月 14 日  

13：30 ～  14：00 
１１人 78.6％ 人  １／２  

 

［注］ 

1. 平成 25 年度から平成 27 年度までに開催した全ての理事会及び評議員会について、

理事会・評議員会ごとに記入・作成する。（評議員会については、上表の「理事会」、

「出席理事数」を読み替えて作成する。） 

2. 「定員」及び「現員（a）」欄には、理事会・評議員会開催日当日の人数を記入する。 

3. 「意思表示出席者数」欄には、寄附行為に「書面をもってあらかじめ意思を表示し

たものは出席者とみなす」等が規定されている場合、その人数を外数で記入する。 

4. 「実出席率（b/a）」欄には、百分率で小数点以下第 1 位まで記入する（小数点以下

第 2 位を四捨五入）。 

5. 「監事の出席状況」欄には、「／」の右側に監事数（現員）を記入し、左側に当該理

事会及び評議員会に出席した監事数を記入する。 
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（13）その他 

 上記以外に、評価員が理解を深めるのに役立つ情報があれば記述する。 

愛知県内には、大学・短期大学・専門学校を合わせて、約 40 の保育者の指定

養成施設があり、実習や就職及び卒業後の内容等様々な案件に対して、養成施

設間での組織が存在し諸対応に当たっている。本学保育学科では、その組織内

でここ数年様々な役を担うようになって来たので、その活動を記すこととする。 

 

１）愛知県保育実習連絡協議会 

学生たちに保育士資格・幼稚園教諭状を取得させるためには、保育所・福祉

施設及び幼稚園での校外実習が必要となる。約 40 の保育者養成校があり、日程・

実習先を含め愛知県内で実施する校外実習を調整する必要があり、愛知県保育

実習連絡協議会がその業務を担当している。公立保育所・幼稚園については各

地方自治体の関連部署、私立保育所については愛知県私立保育園連盟・名古屋

市民間保育園連盟、施設については愛知県児童福祉施設長会、私立幼稚園につ

いては愛知県私立幼稚園連盟がその主な交渉先となる。保育者養成校内では、

毎年輪番で役員校（幹事校）を決めて（現在では年 6 校）、本業務を進めている。  

本学は、平成 23 年度より役員校会に参加し、平成 24 年 7 月から１年間、会

長校と保育所担当業務を担当することとなった。協議会運営のため、役員校会・

調整会等を何回か本学で開催し、県内の養成校の先生方に足を運んでいただい

た。なお、愛知県保育実習連絡協議会では、実習に関する統一を図るため、関

連の各連盟等と協力して「実習要項」の策定作業を進めていた。そのうち「保

育所保育実習要項」については、本学がプロデュース役を務めることとなった。

6 つの分科会（第 1 分科会：標準化にあたって、第 2 分科会：実習の実施内容、

第 3 分科会：実習関係書類様式、第 4 分科会：実習上の留意事項、第 5 分科会：

実習評価票と実習評価内容、第 6 分科会：実習記録様式と説明）で構成し、本

学を会場として分科会を開催することもあり、各種検討を進めていった。そし

て、平成 25 年 7 月の総会を経て、「保育所保育実習要項（平成 25 年度版）」を

作成し、発信したことで本校の業務を終えた。 

 

２）愛知県保育系学生就職連絡協議会 

愛知県内の保育者養成施設では、就職関係について、愛知県保育系学生就職

連絡協議会が、愛知県私立保育園連盟・名古屋市民間保育園連盟、愛知県私立

幼稚園連盟等との取り決めや就職説明会の実施運営等に関与している。 

本学は平成 24 年度に副幹事校、平成 25 年度に幹事校を務めることになり、

先の愛知県実習連絡協議会の会長校に続き、保育者養成施設の取り纏め役を担

うこととなった。そのため、平成 25 年 9 月 19 日には、愛知県保育系学生就職

連絡協議会研修会として、本学の越原記念館ホールにて、講演及びワークショ

ップ「ヒューマン・コミュニケーションを考える」を開催した。 
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３）愛知県現任保育士運営協議会 

平成 13 年度の愛知県立保育大学校の閉校以来、愛知県（名古屋市を除く）の

現任保育士の研修については、県内の伝統校を中心に、県内保育士養成校で構

成されている愛知県現任保育士研修運営協議会が 15 年間に及び業務を受託し実

施している。 

本学は、平成 25 年度にはじめて研修を担当する機会を得て、平成 25 年 8 月

10 日に本学を会場として公開講座「保育士の魅力と意義」をテーマとして、公

立の現任保育士を中心に 90 人弱の参加者を得た。また、平成 27 年 8 月 8 日に

本学を会場として公開講座「保育所におけるアレルギー対策と救命救急法」を

テーマとして、約 130 人の参加を得た。好評の結果を受けて平成 28 年度も、8

月 6 日に同テーマを実施する予定になっている。さらに、平成 27 年度には、名

古屋市のびのび子育てサポート事業提供会員講習会（フォローアップ研修を含

む）が本学を会場に、名古屋女子大学児童教育学科と連携を取りながら保育学

科が中心となり、第 1 回講習（12 月 24 日・1 月 7 日）、第 2 回講習（2 月４日・

2 月 18 日）を実施した。 

 平成 27 年度には、文部科学省委託「成長分野等における中核的人材養成等の

戦略的推進」事業において、「保育分野における中核的専門人材育成」事業が採

択され、部長兼保育学科長が統括委員責任者として事業を推進させ、『現任保育

士研修ガイドライン』（平成 28 年 2 月）にまとめ、3 月 26 日の成果報告会にて

報告している。 

これらの協力を機会に、部長兼保育学科長は、平成 26 年度より愛知県現任保

育士運営協議会常任委員会の委員となり、平成 27 年度より一般社団法人愛知県

現任保育士運営協議会の理事となって参画している。 

このように、保育学科は近年、愛知県・名古屋市の関係部署、愛知県私立保

育園連盟・名古屋市民間保育園連盟、愛知県私立幼稚園連盟等の役員の皆様と

の関係を持ち、かつ愛知県内保育士（保育者）養成施設間での役割を行うこと

で、名古屋市内にある保育者養成の短期大学としての本学の知名度は高まって

来ている。 
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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） 

平成 28 年度 名古屋女子大学自己点検・自己評価委員会の構成は「名古屋女

子大学自己点検・自己評価委員会規程」第 3 条（組織）、第 4 条（委員長）の規

定による。同規程に基づき、名古屋女子大学自己点検・自己評価委員会はその

傘下に下記の部会、関連委員会を有する。 

①名古屋女子大学 自己点検・自己評価委員会 FD 作業部会 

②名古屋女子大学 自己点検･自己評価委員会 シラバス検討作業部会 

③名古屋女子大学 第三者評価報告書作成委員会 
 
 自己点検・評価の組織図（規程は提出資料） 
 

 

 
  
 

 組織が機能していることの記述（根拠を基に） 
本学では、平成6年度に「名古屋女子大学自己点検・自己評価委員会規程」を

定め、名古屋女子大学自己点検・自己評価委員会を設置した。ここでは、平成



 名古屋女子大学短期大学部  

24 
 

11年度から「学生による授業評価アンケート」を実施しており、教員の授業改

善のための資料として活用している。評価結果は、評価項目を再検討するため

休止した平成14年度を除き、各年度前期、後期に分けて継続して行い、図書館

において公表している。 

平成11年9月の大学設置基準改正による自己点検・自己評価結果の公表義務化

と第三者による検証の努力義務化により、自己点検・自己評価委員会の下に教

育活動ワーキンググループを設置し、平成13年度に自己点検・自己評価報告書

をとりまとめた。それをもって大学基準協会への加盟審査を受け、承認された。 

平成 20 年に財団法人短期大学基準協会に第三者評価受審の申請を行い、平成

21 年度には、「財団法人短期大学基準協会による第三者評価のための自己点検・

評価報告書」を提出し、適格と認定された。平成 20 年度からは、FD 義務化に

ともない、自己点検・自己評価委員会及びその下に設けられた自己点検・自己

評価委員会 FD 作業部会において、授業評価アンケートの結果に基づく「授業改

善プログラム」を実施し、各学科にて授業参観や授業検討会を実施するなど、

経常的に自己点検・評価活動が行われている。 

平成 24 年度に短期大学基準協会の短期大学評価基準が大幅に改訂されたこと

にともない、平成 26 年度にはこの新評価基準を準用して自己点検・評価を実施

し、評価結果は学外に公表した。自己点検・自己評価委員会による授業改善及

び同委員会 FD 作業部会による「FD 授業改善プログラム」も定期的に実施され

ており、本学では自己点検・自己評価活動を中心とした PDCA プログラムが確

立され、組織として機能しているといえる。 
 
 自己点検・評価報告書完成までの活動記録（自己点検・評価を行った平成27年度

を中心に） 
日付 活動内容 

平成26年  
9月17日(水) 

自己点検・自己評価委員会・第三者評価報告書作成委員会 合同会議  
（主な議題）  

１．平成25年度後期期末「学生による授業評価アンケート」の集計結果について

２．「学生による授業評価アンケート」に基づく授業改善（平成26年度後期実施）

について  
３．  平成26年度後期中間「学生による授業アンケート」の実施について  
４．第三者評価について  
   平成28年度に短大が認証評価機関による第三者評価を受審するにあたり、

自己点検・自己評価委員会の下に第三者評価報告書作成委員会ならびに短大

各作業部会を設置し、短大作業部会は第三者評価を受審する前に、平成26
年度中に自己点検・評価報告書をとりまとめる旨、別紙資料に基づき説明が

あり、審議の結果、原案どおり承認された。  

平成27年  
3月5日(木) 

自己点検・自己評価委員会・第三者評価報告書作成委員会 合同会議  
（主な議題）  

１．「学生による授業評価アンケート」に基づく授業改善（平成26年度後期実施）

の 終結果について  
２．平成26年度前期期末「学生による授業評価アンケート」の集計結果について

３．「学生による授業評価アンケート」に基づく授業改善（平成27年度前期実施）

について  
４．平成27年度前期中間「学生による授業評価アンケート」の実施について  
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日付 活動内容 

５．第三者評価について  
短期大学部作業部会長から、平成26年10月17日に短期大学部作業部会を

開催したのち平成26年度自己点検評価報告書の執筆作業に取り掛かり、12
月までに提出された素案を2月に作業部会で確認する予定であったが、作業

が予定より遅れ、現在部会長のもとで全体的検討を進めている段階であり、

3月中には再度各部署・委員と調整を取りながら素案完成を目指していく旨

の報告があった。  
平成27年  
5月29日(金) 

自己点検・自己評価委員会・第三者評価報告書作成委員会 合同会議  
（主な議題）  

１．平成27年度前期期末「学生による授業評価アンケート」の実施について  
２．「学生による授業評価アンケート」に基づく授業改善（平成27年度前期実施）

について  
３．第三者評価について  

短期大学部作業部会長から、4月24日に短期大学部作業部会を開催の後、

5月中旬にかけて作業部会による再確認作業を行い、現在は原案の学長提出

に向け 終統一作業を進めている段階であり、夏までに完成を目指してい

く旨の報告があった。  
平成27年  
9月16日(水) 

自己点検・自己評価委員会・第三者評価報告書作成委員会 合同会議  
（主な議題）  

１．平成26年度後期期末「学生による授業評価アンケート」の集計結果について

２．「学生による授業評価アンケート」に基づく授業改善（平成27年度後期実施）

について  
３．  平成27年度後期中間「学生による授業アンケート」の実施について  
４．第三者評価について  

短期大学部作業部会長から、平成26年度短期大学部自己点検評価報告書

の公開に向け現在 終確認を行っており、今秋以降、平成28年度認証評価

報告書の作成に着手予定である旨の報告があった。  
平成27年  
11月6日(金) 

自己点検・自己評価委員会・第三者評価報告書作成委員会 合同会議  
（主な議題）  

１．平成２７年度前期「学生による授業評価アンケート」の概要報告について  
２．平成２７年度後期期末「学生による授業評価アンケート」の実施について  
３．「学生による授業評価アンケート」に基づく授業改善（平成27年度後期実施）

について  
４．自己点検・自己評価委員会FD作業部会からの報告について  
５．第三者評価について  

短期大学部作業部会長から、平成28年度認証評価報告書の作成について

は、12月に作業部会を開催後、着手する予定である旨報告があった。  
平成28年  
3月10日(木) 

自己点検・自己評価委員会・第三者評価報告書作成委員会 合同会議  
（主な議題）  

１．「学生による授業評価アンケート」に基づく授業改善（平成２７年度後期実

施）の 終結果について  
２．平成27年度前期期末「学生による授業評価アンケート」の集計結果について

３．「学生による授業評価アンケート」に基づく授業改善（平成２８年度前期実

施）について  
４．平成28年度前期中間「学生による授業評価アンケート」の実施について  
５．第三者評価について  
   短期大学部作業部会長から、平成28年度自己点検評価報告書については2

月中に各部門からの原稿をほぼ集約することができ、現在全体的検討を進め

ている段階であり、3月中には第一次原案をとりまとめる予定である旨の報

告があった。  
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3．提出資料・備付資料一覧 

 

（1）記述の根拠となる資料等一覧 

＜提出資料一覧表＞ 

記述の根拠となる資料等 提出資料 

基準Ⅰ：建学の精神と教育の効果 

A 建学の精神 

建学の精神・教育理念についての印刷物 1．学校法人越原学園 Web ページ  

http://www.koshihara.nagoya-wu.ac.jp 

2．平成 27 年度学園要覧 

3．平成 27 年度大学案内 

4．履修要項 2015 

5．初年次教育用テキスト「大学で学ぶとい

うこと」 

6．越原学舎研修によせて（学生用） 

B 教育の効果 

学則 7．名古屋女子大学短期大学部 学則 

教育目的・目標についての印刷物 2．平成 27 年度学園要覧 

4．履修要項 2015 

5．初年次教育用テキスト「大学で学ぶとい

うこと」 

8．大学 Web ページ（教育研究上の目的）

http://www.nagoya-wu.ac.jp/sogo/kokai/g

aiyo_tan.html 

学生が獲得すべき学習成果についての印刷

物 

4．履修要項 2015 

5．初年次教育用テキスト「大学で学ぶとい

うこと」 

9．シラバス 2015  

C 自己点検・評価 

自己点検・評価を実施するための規程 10．名古屋女子大学自己点検・自己評価委

員会規程 

11．名古屋女子大学 自己点検・自己評価委

員会 FD 作業部会規程 

12．名古屋女子大学 自己点検･自己評価委

員会 シラバス検討作業部会規程 

13．名古屋女子大学 第三者評価報告書作成

委員会規程 

様式 5－提出資料・備付資料一覧
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記述の根拠となる資料等 提出資料 

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 4．履修要項 2015 

14．大学 Web ページ（教育・研究情報の公

開） 

http://www.nagoya-wu.ac.jp/sogo/kokai/p

olicy_tan. 

html#plan02 

教育課程編成・実施の方針に関する印刷物 4．履修要項 2015 

14．大学 Web ページ（教育・研究情報の公

開） 

http://www.nagoya-wu.ac.jp/sogo/kokai/p

olicy_tan.html#plan02 

15．カリキュラムマップ 

入学者受け入れ方針に関する印刷物 3．平成 27 年度大学案内 

14．大学 Web ページ（教育・研究情報の公

開） 

http://www.nagoya-wu.ac.jp/sogo/kokai/p

olicy_tan.html#plan02 

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・兼担・兼任の別）

16．平成 27 年度 授業科目担当者一覧 

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 2015 

 

B 学生支援 

学生便覧等（学則を含む）、学習支援のため

に配付している印刷物 

4．履修要項 2015 

5．初年次教育用テキスト「大学で学ぶとい

うこと」 

17．学生生活の手引き HABATAKI2015 

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 

3．平成 27 年度大学案内 

18．平成 27 年度学生募集要項、出願書類 

19．平成 28 年度大学案内 

20．平成 28 年度学生募集要項、出願書類 
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記述の根拠となる資料等 提出資料 

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］ 

21．資金収支計画書の概要（書式１）（平成

平成 27 年度） 

22．活動区分資金収支計画書（書式２）（平

成 27 年度） 

23．事業活動収支計算書の概要（書式３）

（平成 27 年度） 

24．貸借対照表の概要（様式４）（平成 27

年度） 

25．財務状況調べ（様式５）（平成 25 年度

～平成 27 年度） 

26．資金収支計算書・消費収支計算書の概

要（旧書式１）（平成 25 年度～平成 26

年度） 

27．貸借対照表の概要（旧書式２）（平成

25 年度～平成 26 年度） 

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 度）

計算書類（決算書）の該当部分 

28．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 

29．活動区分資金収支計画書、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 

30．消費収支計算書・消費収支内訳表（平

成 25 年度～平成 26 年度） 

中・長期の財務計画 31．中・長期の財務計画（平成 28 年度～

平成 30 年度） 

事業報告書 

 過去 1 年間（平成 27 年度） 

32．事業報告書（平成 27 年度）  

事業計画書／予算書 

 第三者評価を受ける年度（平成 28 年度）

33．事業計画書／予算書（平成 28 年度） 

基準Ⅳ：リーダーシップとガバナンス 

A 理事長のリーダーシップ 

寄附行為 34．学校法人越原学園 寄附行為 



 名古屋女子大学短期大学部  

30 
 

＜備付資料一覧表＞ 

記述の根拠となる資料等 備付資料 

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．創立百年記念誌「平成 27 年 越原学園

百年｣ 

2．越原学園創立百年記念企画展チラシ 

3．名古屋女子大学学報第 98 号  

「特集 学園創立百年記念企画展」 

4．名古屋女子大学学報第 99 号  

「特集 学園創立百年記念行事」 

5．創立者越原春子伝『もえのぼる』 

6．春子日誌『美濃少女（みののおとめ）』

7．卒業学年に対するアンケート 

8．「建学のこころ」レポート 

B 教育の効果 

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 

9．平成 25～27 年度「学生による授業評価」

（集計結果と考察） 

10．平成 26 年度名古屋女子大学短期大学

部 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 

該当なし 

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 

11．単位認定の状況表（平成 27 年度卒業

学生） 

学習成果を表す量的・質的データに関する印

刷物 

7．卒業学年に対するアンケート 

12．学年末アンケート 

13．卒業生の就業状況に関するアンケート

14．就職先から見た名古屋女子大学・名古

屋女子大学短期大学部卒業生の評価に関す

るアンケート 

15．「私の学びの足跡」（学習ポートフォリ

オ） 
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記述の根拠となる資料等 備付資料 

16．学修の行動・時間・成果に係るアンケ

ート調査 

17．医療秘書実務実習体験文集 

18．海外総合演習報告書 

19．卒業研究報告書 

20．教育実習報告書「幼稚園教育実習を終

えて」 

21．『すてきな大人になるために～for your 

dream～新作作品と授業での取り組み』 

B 学生支援 

学生支援の満足度についての調査結果 7．卒業学年に対するアンケート 

12．学年末アンケート 

就職先からの卒業生に対する評価結果 14．就職先から見た名古屋女子大学・名古

屋女子大学短期大学部卒業生の評価に関す

るアンケート 

卒業生アンケートの調査結果 7．卒業学年に対するアンケート 

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 

22．入学手続要項 

23．春から大学生になるみなさんへ 

24．個別相談のご案内 

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 

25．学生生活をはじめるにあたって 

26．入学前教育について 

27．学科別入学前教育プログラム 

28．ピアノ入門レッスン受講者募集 

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 

29．新入生オリエンテーション日程 

30．初年次教育用テキスト「大学で学ぶと

いうこと」 

31．履修要項 2015 

32．シラバス 2015 

33．学生生活の手引き HABATAKI2015 

34．総合学生支援システム操作マニュアル

35．指導教員一覧 

36．オフィスアワー 

37．成績不振者への履修指導について 

38．大学生基礎力レポート 

学生支援のための学生の個人情報を記録す

る様式 

39．学籍簿 

40．学生個人票 

41．学生基本登録情報変更届 
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記述の根拠となる資料等 備付資料 

42．学生保健カード 

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） 

43．進路決定状況（平成 25 年度～平成 27

年度） 

44．主な就職先（平成 25 年度～平成 27 年

度） 

GPA 等の成績分布 45．GPA 等の成績分布 

学生による授業評価票及びその評価結果 9．平成 25～27 年度「学生による授業評価」

（集計結果と考察） 

46．平成 27 年度「学生による授業評価」

実施要領、アンケート用紙 

社会人受け入れについての印刷物等 47．学生募集要項「特別選抜」 

海外留学希望者に向けた印刷物等 33．学生生活の手引き HABATAKI2015 

48．留学ハンドブック 2015 

FD 活動の記録 49．FD 授業改善プログラム 

50．FD 活動実施報告書 

51．FD 授業参観報告書 

SD 活動の記録 52．職員研修一覧表 

53．平成 27 年度管理職育成研修実施案 

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

付け：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 

54．専任教員の個人調書（書式１） 

55．教育研究業績書（書式２） 

非常勤教員一覧表［書式 3］ 56．非常勤教員一覧表（書式３） 

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） 

57．大学 Web ページ 教育・研究情報の公

開（各教員が有する学位及び業績） 

http://www.nagoya-wu.ac.jp/sogo/kokai/g

aiyo_tan.html 

専任教員の年齢構成表 58．専任教員の年齢構成表 
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 第三者評価を受ける年度（平成 28 年 5

月 1 日現在） 

科学研究費補助金等、外部研究資金の獲得状

況一覧表 

 過去 3 年間（平成 25 年度～平成 27 年

度） 

59．平成 25 年度～平成 27 年度 科学研究

費補助金獲得状況 

60．平成 25 年度～平成 27 年度 外部研究

資金の獲得状況 

研究紀要・論文集 

 過去 3 年間（平成 25 年度～平成 27 年

度） 

61．名古屋女子大学紀要（家政・自然編、

人文・社会編）第 60 号～第 62 号 

62．総合科学研究 第 7 号～第 9 号 

教員以外の専任職員の一覧表（氏名、職名）

 第三者評価を受ける年度（平成 28 年 5

月 1 日現在） 

63．教員以外の専任職員の一覧表（氏名・

職名） 

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 

33．学生生活の手引き HABATAKI2015 

64．学生生活の手引き HABATAKI2016 

 

 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 

33．学生生活の手引き HABATAKI2015 

64．学生生活の手引き HABATAKI2016 

65．学術情報センター利用の手引き 2015 

66．学術情報センター利用の手引き 2016 

C 技術的資源 

学内 LAN の敷設状況 67．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 

33．学生生活の手引き HABATAKI2015 

64．学生生活の手引き HABATAKI2016 

65．学術情報センター利用の手引き 2015 

66．学術情報センター利用の手引き 2016 

D 財的資源 

寄附金・学校債の募集についての印刷物等 該当なし 

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） 

67．財産目録及び計算書類（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 

A 理事長のリーダーシップ 

理事長の履歴書 

 第三者評価を受ける年度（平成 28 年 5

月 1 日現在） 

68．理事長の履歴書（平成 28 年 5 月 1 日

現在） 
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学校法人実態調査表（写し） 

 過去 3 年間（平成 25 年度～平成 27 年

度） 

69．学校法人実態調査表写し（平成 25 年

度～平成 27 年度）  

理事会議事録 

 過去 3 年間（平成 25 年度～平成 27 年

度） 

70．理事会議事録（平成 25 年度～平成 27

年度） 

諸規程集 
<法人> 

越原学園 寄附行為、越原学園 名誉理事長に

関する規程、越原学園  常務理事会規程、越

原学園 小川奨学基金規程、越原学園 学園運

営組織の役職の設置及び任命に関する規程、

教職員研修室規程、法人顧問に関する内規、

越原学園 監事監査の実施に関する内規、越

原学園 情報公開に関する内規 

<規範・倫理> 

名古屋女子大学教員倫理綱領 

<組織・庶務> 

越原学園  事務分掌規程、越原学園  公印規

程、名古屋女子大学  決裁規程、名古屋女子

大学 文書取扱規程、名古屋女子大学 文書保

管規程、名古屋女子大学 大学運営会議規程、

越原学園 高大連携推進委員会規程、越原学

園 個人情報保護に関する基本方針、越原学

園 個人情報保護規程、個人情報の取扱いに

関する規程、個人情報の取扱いに関する規程

［取得・入力段階取扱］に係る取扱要領、越

原学園 特定個人情報の適正な取扱いに関す

る基本方針、越原学園  特定個人情報取扱規

程、越原学園 情報倫理委員会規程、越原学

園 公益通報等に関する内規、名古屋女子大

学 旅費規程、名古屋女子大学 出張申請およ

び出張命令の手続きに関する内規、名古屋女

子大学 出張等に関する内規、名古屋女子大

学 越原学舎出張旅費内規、名古屋女子大学

外国出張旅費に関する内規 

<人事・給与>  

71．学校法人越原学園名古屋女子大学短期

大学部諸規程集 
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越原学園 就業規則、越原学園 服務規程、越

原学園 任用規程、越原学園 給与規程〔名古

屋女子大学（短期大学部・付属幼稚園含）〕、

越原学園 給与規程の特例に関する内規、越

原学園 期末手当・勤勉手当に関する内規、

越原学園 役員等の報酬等に関する規程、越

原学園 役員の退職金支給に関する規程、越

原学園 退職手当規程、退職者の旅費に関す

る内規、越原学園 休職規程、心身の故障に

よる欠勤者の休職発令に関する内規、心身の

故障による休職者の復職に関する内規、越原

学園 定年規程、越原学園 育児休業等に関す

る規程、越原学園 介護休業等に関する規程、

越原学園 災害補償規程、越原学園 再雇用等

に関する内規、越原学園 再雇用者等の給与

に関する申し合わせ、越原学園  教員の期限

付任用に関する規程、越原学園  職員採用規

程、越原学園 職員の職位・職能基準に関す

る規程、越原学園 技術職員の期限付任用に

関する規程、越原学園  技術職員の期限付任

用更新に関する内規、越原学園  事務職員の

期限付任用に関する規程、越原学園 懲戒に

関する内規、越原学園  教員の超過授業手当

に関する内規、越原学園 教員学外研修規程、

越原学園 学生の海外研修引率に伴う海外出

張期間中の休日等の取扱い及び学生を引率

しない海外出張に関する内規、越原学園 非

常勤講師及び契約教職員就業規則、越原学園

契約職員任用替えに関する内規、越原学園

非常勤講師採用内規、越原学園  ハラスメン

ト防止・対策委員会規程、越原学園 ハラス

メント等相談窓口内規、越原学園  ハラスメ

ント等の人権侵害防止に関するガイドライ

ン、名古屋女子大学  ティーチング・アシス

タント実施要項、名古屋女子大学  教員人事

考課規程、越原学園  職員人事考課規程、名

古屋女子大学 職員研修規程、名古屋女子大
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学短期大学部 学長選考規程、名古屋女子大

学学部長・名古屋女子大学短期大学部部長選

考規程、越原学園 教員選考規程、名古屋女

子大学 教員資格審査委員会規程、名古屋女

子大学及び名古屋女子大学短期大学部 教員

資格審査基準、名古屋女子大学  授業プレゼ

ンテーション実施要領、名古屋女子大学 教

員選考に係る申し合わせ事項、名古屋女子大

学 教員選考手続きの流れ、名古屋女子大学

教員の昇任審査について、名古屋女子大学

名誉教授に関する規程、名古屋女子大学 学

長補佐に関する内規、名古屋女子大学 客員

教授規程、名古屋女子大学 特命教授規程 

<会計> 

越原学園  経理規程、越原学園  資金運用規

程、越原学園 受託研究取扱規程、越原学園

受託研究費の会計処理に関する内規、名古屋

女子大学 専任教職員の私費による海外研修

に対する助成内規、名古屋女子大学 教育研

究費交付規程、名古屋女子大学  研究費等に

よる備品購入に関する内規、名古屋女子大学

学術振興研究助成要項、名古屋女子大学 授

業料等学納金の納付に関する規程、名古屋女

子大学 援業料等学納金の納付に関する規程

施行細則、授業料等学納金の不徴収に関する

内規、名古屋女子大学  在籍料の納付に関す

る取扱内規、名古屋女子大学 予算委員会設

置要領 

<管財> 

越原学園 固定資産管理に関する規程、越原

学園 備品の購入に関する規程、越原学園 備

品の管理に関する規程、越原学園  施設設備

使用規程、越原学園  同窓会館利用規程、越

原学園 校用車利用規程、越原学園 越原学舎

使用要項、越原記念館ホール使用規程、名古

屋女子大学  豊田運動場使用規程、越原学園

災害対策マニュアル、名古屋女子大学 学生
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寮規程、教育研究室利用規程、実験室・実習

室・準備室・共同教育研究室利用規程 

<学則・運営> 

名古屋女子大学短期大学部 学則、名古屋女

子大学短期大学部 教授会規程、細則、名古

屋女子大学 自己点検・自己評価委員会規程、

名古屋女子大学 第三者評価報告書作成委員

会規程、名古屋女子大学 紀要編集委員会規

程、名古屋女子大学  紀要編集委員会細則、

名古屋女子大学 動物実験規程、名古屋女子

大学 動物実験委員会規程、名古屋女子大学

ヒトを対象とする研究に関する委員会規程、

名古屋女子大学 奨学寄付金規程、名古屋女

子大学 ＧＰ推進委員会規程、名古屋女子大

学 ＧＰ推進委員会作業部会規程、名古屋女

子大学 研究員規程、名古屋女子大学 教育職

員海外研修規程、名古屋女子大学  国内他研

究機関研修実施要項、名古屋女子大学  教

育・基盤研究助成規程、名古屋女子大学 教

育・基盤研究助成費出版助成要項、名古屋女

子大学 公的研究費の管理・監査体制に関す

る規程、名古屋女子大学 公的研究費の物品

購入等契約に係る取引停止等の取扱要領 

<教務> 

名古屋女子大学 教務委員会規程、名古屋女

子大学短期大学部 学位規程、名古屋女子大

学短期大学部 履修規程、名古屋女子大学短

期大学部 試験規程、名古屋女子大学短期大

学部 技能審査の合格に係る学修の単位認定

規程、名古屋女子大学  科目等履修生規程、

特別聴講生規程、名古屋女子大学  長期履修

学生規程、名古屋女子大学 再入学に関する

規程、名古屋女子大学短期大学部  転学科等

に関する規程、名古屋女子大学  自己点検・

自己評価委員会 ＦＤ作業部会規程、名古屋

女子大学 自己点検・自己評価委員会 シラバ

ス検討作業部会規程、名古屋女子大学 国際
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交流委員会規程、名古屋女子大学  海外交流

室規程 

<学生支援> 

名古屋女子大学 学生委員会規程、名古屋女

子大学 学生表彰規程、名古屋女子大学短期

大学部 学生懲戒規程、名古屋女子大学 日本

学生支援機構奨学生推薦委員会規程、名古屋

女子大学 小川奨学生規程、名古屋女子大学

小川奨学生緊急支援奨学金内規、名古屋女子

大学短期大学部  学生海外留学に関する規

程、名古屋女子大学短期大学部  海外留学生

奨学金規程、名古屋女子大学 外国人留学生

授業料減免に関する規程、名古屋女子大学

外国人留学生奨学金規程、名古屋女子大学短

期大学部 外国人留学生受入に関する規程、

名古屋女子大学 意見箱設置要項、名古屋女

子大学 学生相談室規程、名古屋女子大学 顧

問連絡会内規、名古屋女子大学  学生サーク

ル結成に関する規程、名古屋女子大学 学生

サークルの顧問に関する規程、名古屋女子大

学 助成金交付基準、名古屋女子大学 課外活

動助成金規程、名古屋女子大学  課外活動特

別助成金内規、名古屋女子大学  無料職業紹

介業務運営規程、名古屋女子大学  無料職業

紹介事業個人情報適正管理規程、名古屋女子

大学 キャリア支援委員会規程、名古屋女子

大学 学生寮生活規程 

<入試・広報> 

名古屋女子大学 広報委員会規程、名古屋女

子大学 入試委員会規程、名古屋女子大学 入

学者選抜規程、名古屋女子大学  オープンキ

ャンパス運営本部設置要項、名古屋女子大学

オープンカレッジ規程、名古屋女子大学 オ

ープンカレッジ実施要項、越原学園 学園へ

のマスコミ取材受入れに係る取り決め、名古

屋女子大学 公開講座等規程 

<学情図書> 
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名古屋女子大学 学術情報センター規程、名

古屋女子大学 学術情報センター運営委員会

規程、名古屋女子大学  学術情報センター資

料収集・管理内規、名古屋女子大学 学術情

報センター予算外で購入する図書の管理に

関する内規、名古屋女子大学 学術情報セン

ター図書館利用内規、名古屋女子大学 学術

情報センター図書館利用細則 

<システム> 

越原学園 情報倫理基準、名古屋女子大学 情

報倫理に関する学生向けガイドライン、名古

屋女子大学  情報倫理に関する教職員向けガ

イドライン、名古屋女子大学 情報倫理に関

する情報システム管理者向けガイドライン、

名古屋女子大学 情報システム・ネットワー

クに関する利用内規、名古屋女子大学  Web

ページの公開申請及び運用に関する要項、名

古屋女子大学 学術情報センター共同利用演

習室利用内規、名古屋女子大学  学生向け学

術情報センター共同利用演習室利用要項、名

古屋女子大学 学術情報センター備品貸出要

項 

<研究所> 

名古屋女子大学 総合科学研究所規程、名古

屋女子大学  総合科学研究所顧問料に関する

内規 

<その他>  

名古屋女子大学 安全衛生管理規程、名古屋

女子大学 衛生委員会規程 

 規程名は省略せず、個々の名称を全て列

挙する。 

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、

72．学長の個人調書（平成 28 年 5 月 1 日

現在）（書式１） 

73．教育研究業績書（平成 23 年度～平成

27 年度）（書式２） 
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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］ 

教授会議事録 

 過去 3 年間（平成 25 年度～平成 27 年

度） 

74．短期大学部教授会議事録（平成 25 年

度～平成 27 年度） 

委員会等の議事録 

 過去 3 年間（平成 25 年度～平成 27 年

度） 

75．大学運営会議（平成 25 年度～平成 27

年度） 

76．自己点検・自己評価委員会（平成 25

年度～平成 27 年度）  

77．自己点検・自己評価委員会 FD 作業部

会（平成 25 年度～平成 27 年度） 

78．自己点検・自己評価委員会シラバス検

討作業部会（平成 25 年度～平成 27 年度）

79．第三者評価報告書作成委員会（平成 25

年度～平成 27 年度）  

80．教育・基盤研究助成委員会（平成 25

年度～平成 27 年度）  

81．動物実験委員会（平成 25 年度～平成

27 年度）  

82．ヒトを対象とする研究に関する委員会

（平成 25 年度～平成 27 年度）  

83．紀要編集委員会（平成 25 年度～平成

27 年度）  

84．国際交流委員会（平成 25 年度～平成

27 年度）  

85．入試委員会（平成 25 年度～平成 27 年

度） 

86．入学者選抜委員会（平成 25 年度～平

成 27 年度） 

87．学生委員会（平成 25 年度～平成 27 年

度） 

88．日本学生支援機構奨学生推薦委員会（平

成 25 年度～平成 27 年度） 

89．学生相談室運営委員会（平成 25 年度

～平成 27 年度） 

90．教務委員会（平成 25 年度～平成 27 年

度） 
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記述の根拠となる資料等 備付資料 

91．キャリア支援委員会（平成 25 年度～

平成 27 年度） 

C ガバナンス 

監事の監査状況 

 過去 3 年間（平成 25 年度～平成 27 年

度） 

92．監事の監査状況（平成 25～27 年度）

93．監事の監査報告書 平成 25 年度～平

成 27 年度  

評議員会議事録 

 過去 3 年間（平成 25 年度～平成 27 年

度） 

94．評議員会議事録（平成 25～27 年度）

選択的評価基準 

地域貢献の取り組みについて 

選択的評価基準の評価を希望する場合 

 自己点検・評価の根拠となる資料・デー

タは備付資料とする。 

 資料・データ一覧を様式 5 に記載する。

複数の基準を選択する場合は基準ごとにま

とめて記載する。 

95．オープンカレッジのパンフレット 

96．春待ち小町、春待ち小町マルシェ、Coco

キャンタウン、瑞穂区民まつりの関係資料

97．『MEIJO GIRL』、『瑞穂 Promenade』、

みずほワクワクシールラリー関係資料 

98．名女カフェ、マックスバリュ産学連携

食育活動の関係資料 

99．草木染体験、作品販売の関係資料 

100．絵本読み聞かせ隊の関連資料 

101．授業でボランティア活動説明時の配

布資料 

102．スポーティブ・ライフ in 瑞穂の関係

資料 

103．みずほっぺ絵本作成の関係資料 

104．絵本の読み聞かせとピアノ演奏コン

サートチラシ  

105．地域貢献事業の関連資料（『総合科学

研究』10 号）  

106．地域貢献演習初回授業配布資料 
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【基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果】 

 基準Ⅰの自己点検・評価の概要 

本学は創立以来の学園の信条である「親切」を根幹として、真の男女平等の

実現を目指し、「よき家庭人であり力強き職能人」としての女性を育成すること

を建学の精神とし、またこれを教育理念として掲げており、学内外に公表して

いる。また、本学園の歴史と教育等に関する史資料の常設・企画展示を行って

いる越原記念館の見学、創立者生誕の地で実施する「越原学舎研修」（2 泊 3 日）

等を通して、学生は建学の精神を学び、その精神を具現化するために、各学科

の専門教育を学んでいる。 

本学では建学の精神に基づき、学則第 1 章第 1 条に本学の教育目的、学則第 2

章第 2 条 2(1)、(2)に生活学科・保育学科の教育目的を定めている。各学科にお

いて育成する人材像は、建学の精神に基づいて作成された教育目的によって明

確に示され、すなわちそれが学生の身に付けるべき学習成果となっている。こ

れらは、教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）、学位授与の方

針（ディプロマ・ポリシー）の中に明確に示されている。各学科の教育目的・

目標、カリキュラム・ポリシーやディプロマ・ポリシー及び具体的な学習成果

は、大学 Web ページや刊行物を通して公表されている。 

学科の学習成果は、カリキュラム・ポリシーやディプロマ・ポリシーに基づ

き設定されるシラバスにおいて「授業の到達目標」として明示されている。教

員はこれに基づき、定期試験等による成績評価により学生の学習成果を量的に

測定しているほか、実務能力としては資格・免許の取得人数や種類から評価し

ている。また、年度末に実施される各学科の「卒業学年に対するアンケート」

及び在学生への「学年末アンケート」「学修の行動・時間・成果に係るアンケー

ト調査」により質的・量的データとして測定を行い、総合評価へとつなげてい

る。その結果を踏まえて各学科会議等で検討を行い、学習成果にかかわる PDCA

サイクルを回す努力を進めている。 

本学は、建学の精神や学校教育法、短期大学設置基準等の関係法令に基づい

て作成された学則に基づき運用されている。関係法令が改正された場合は、必

要に応じて学則等の変更を行い、常に法令順守に対応している。 

教員の教育力の向上については、自己点検・自己評価委員会及び自己点検・

自己評価委員会 FD 作業部会を中心として取り組んでいる。各授業の評価と点検

については、平成 11 年度から「学生による授業評価アンケート」を実施してお

り、評価結果は授業担当教員へとフィードバックされたのち、教員自身が結果

考察を記述し、簡易製本して図書館で学内公表を行っている。平成 21 年度から

は「学生による授業評価アンケート」結果に基づく「授業改善プログラム」を

実施し、各学科で授業参観や授業検討会を実施するなど PDCA サイクルを回し

ている。 

平成 21 年度の財団法人短期大学基準協会による「名古屋女子大学短期大学部 

機関別評価結果」は大学 Web ページで公開しており、平成 26 年度の「名古屋

女子大学短期大学部 自己点検・評価報告書」についても同様に大学 Web ペー

様式 6－基準Ⅰ
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ジで公開を行っている。また、平成 23 年 4 月より、各教員の教育･研究業績も

大学 Web ページで公開している。 

今後の改善計画及び行動計画としては、学生に建学の精神を在学中に継続し

て浸透させるため、建学の精神を学ぶ機会が希薄となっている 2 年次に向けて

の具体的方策等を各学科会議で検討し、実行する。また、学園全体を象徴する

「学園歌（校歌）」の練習を、1 年・2 年次で音楽教員指導のもと、実施してい

くことを計画している。 

特に学科専任教員以外のシラバスにおいて、学科の教育目的が十分に反映さ

れた記載となっているかどうかを、シラバス校正時に学科長等が再確認する。 

ディプロマ・ポリシーに基づく各授業科目の到達目標の再検討、各授業科目

の難易度に関連したナンバリングの作成、取得資格・免許等の取得状況の学生

の総合評価としての活用方法等の具体的方策について、短期大学部及び両学科

において検討を重ねていく。 

「学生による授業評価アンケート」や「卒業学年に対するアンケート」の実

施によって PDCA サイクルを回すにあたり、FD を通して学生の意見を取り入

れる工夫や教員の教育力向上のための取り組みに関して、学科としてより一層

検討を進める。 

自己点検・評価については、定期的に総合的な自己点検・評価の実施と報告

書作成を行い、適切に PDCA サイクルを回し、経常的で組織的な改善活動の取

組みにつなげるよう努める。自己点検・評価報告書は、認証評価結果を含めて、

今後も学内共有及び社会への公表を行うことで、本学の教育研究活動の現状把

握と改善につなげていく。 

 

 

［テーマ 基準Ⅰ-A 建学の精神］ 
［区分 基準Ⅰ-A-1 建学の精神が確立している。］ 

 基準Ⅰ-A-1 の自己点検・評価 

 (a)  現状 

本学は創立以来の学園の信条である「親切」を根幹として、「個々の人格を陶

冶し、かつ高い教養を身に付け、真の男女平等の実現を目指し、よき家庭人で

あり力強き職能人としての女性を育成すること」を建学の精神とし、またこれ

を教育理念として掲げている。これらのことは、名古屋女子大学短期大学部学

則第 1 章第１条に、「深い専門の学芸を教授研究し、職業または実際生活に必要

な能力を養うと共に、高い教養と高潔な品格を身につけた良き社会人の育成」

にあると示されている。 

建学の精神・教育理念は学校法人越原学園 Web ページ（http://www.koshiha 

ra.nagoya-wu.ac.jp）や、「大学案内」などの刊行物、本学園の歴史と教育や民

俗などに関する史資料の常設・企画展示を行っている越原記念館を通して一般

に公表されている。学生には入学式・卒業式での学長の式辞や越原（おっぱら）



 名古屋女子大学短期大学部  

45 
 

学舎での新入生向けの体験型導入教育、初年次教育などの学習機会、越原記念

館の巡覧を通じて周知され、理解が図られている。 

学校法人越原学園 Web ページに理事長のあいさつや創立者紹介、学校法人の

沿革として随所に建学の精神に関連した記述があるほか、「学園要覧」、「大学案

内」などの刊行物にも記載している。 

学生向けとしては、新入学生には初年次教育用テキスト「大学で学ぶという

こと」に掲載し配付するとともに、必修科目「建学のこころ」（越原学舎研修・

2 泊 3 日）を創立者、越原春子先生の生誕の地、岐阜県加茂郡東白川村越原（お

っぱら）にある越原学舎で受講し、学園長及び副学園長によって行われる講義

を通して、建学の精神、本学の教育理念・目的を学ぶ典型的な体験型導入教育

を実施している。その際、創立者越原春子伝『もえのぼる』（平成 5 年刊行）及

び春子日誌『美濃少女（みののおとめ）』（平成元年刊行）を全学生に配付して

いる。また、越原学舎研修の事前準備として、越原記念館の巡覧を行っている。 

なお、越原学舎研修では、建学の精神に関連付けながら、各学科の引率教員

により将来設計に関する指導（キャリア教育）が行われており、研修 終日に

はレポート作成が行われ、建学の精神を体得することのできる 良の機会とな

っている。 

 

「建学のこころ」のシラバス（保育学科） 
授業科目名  建学のこころ  

授業の目的と  
概要  

本学創設者の生家に隣接する越原学舎で学ぶことにより、学園訓「親切」

の意義と建学精神を理解し、本学の教育理念・目的について認識を深める。

授業の到達  
目標  

共同生活を通じて自己を啓発するとともに、豊かな感性と柔軟な思考力を

養い、短大２年間の学習の目標を立て、その設計を確かなものとする。  

授業計画  

1.事前指導（担当：学科教員）  
新入生オリエンテーション等において、事前指導の講義を行う。また、

越原記念館の見学にて、事前学習を行う。  
2.学園長講義  

本学創設者の生家において、各種の資料を援用しながら、「親切」を学園

訓として本学園を創立するに至った創設者越原春子の足跡を学び、女性

の生き方について考えるとともに、学生各自のこれからの勉学の在り方

を考える。  
3.学科別講義・学習  
(1) 保育者にとって、何が重要であるのかを考え、今後の短大生活を送る

計画を立てさせる。  
(2) 共同生活を送る中で、同じ目的意識を共有した仲間を理解しあい、主

体的に行動する習慣を養い、さまざまな体験を通じて豊かな感性を育む。

さらに「思いやり」「心づかい」ができる『福祉マインドを持った保育者』

の視点を養わせる。  

学習上の  
留意事項  

越原研修への準備段階でも授業への主体的で積極的な参加が望まれる。ま

た、越原学舎では共同生活を楽しく進めるとともに、自己規律の育成に努

めること。  
授業外学習の  
指示  

事前に『美濃少女』『もえのぼる』「越原研修のしおり」等に目を通してお

くこと。  

成績評価基準  
成績評価は授業参加の態度とレポートの総合評価による。とくに、積極性、

自発性、協調性と責任感を重視する。  

テキスト  
越原春子日誌『美濃少女』（みののおとめ） 越原一郎（編）  

             学校法人 越原学園  
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また、入学式、卒業式等での学長式辞及び新入生オリエンテーション期間中

の短期大学部部長講話・学科長講話等は、建学の精神を主軸として組み立てら

れており、口頭で示している。そして、専任教員は授業やその他日常の学生指

導において、建学の精神・教育理念に基づいた指導を行っている。さらに、創

立者の足跡と学園の歩みを永く記録に留めるために、越原記念館において、各

種資料より建学の精神をうかがい知ることができるようになっている。  

教職員向けとしては、毎年度始めの全学始業総会における学長による訓示の

中に盛り込まれ、全員が建学の精神を確認しあう機会となっている。また、新

任教職員には新任教職員研修での VTR 視聴、創立者越原春子伝『もえのぼる』

及び春子日誌『美濃少女』の配付等により周知している。 

本学園は平成 27 年に創立百年を迎え、11 月 5 日に創立百年記念式典を挙行

し、来賓・父母代表・卒業生代表をはじめ学園教職員と学生・生徒代表が参列

した。式典では、理事長・学長が式辞の中で、学園創設からの歴史並びに建学

の精神、学園訓「親切」について再確認するとともに、この先の百年に向かっ

ての決意を表明した。また、平成 27 年 9 月から平成 28 年 2 月まで、越原記念

館では学園創立百年記念企画展「もえのぼる」が開催され、学園創立百年の歩

みに関わる多数の所蔵資料が広く一般に公開された。 

 

(b)  課題 

建学の精神は、学校法人越原学園 Web ページや刊行物を通じて一般に公表し、

学生に対しても初年次教育や、新入生向けの体験型導入教育で十分な理解が図

られている。職員についても、採用時の研修における越原記念館の巡覧や研修

レポートにより建学の精神が浸透している。平成 26 年度自己点検・自己評価報

告書での課題を踏まえ、平成 27 年度の「卒業学年に対するアンケート」におい

て、在学 2 年間における建学の精神についての学生の意識を確認した。全学年

を通じて、建学の精神を意識して学業に取り組んだ学生は、生活学科では約 20％、

保育学科では約 40％であったので、今後はその改善策を各学科会議等で検討を

重ねていく。 

 

 

 テーマ 基準Ⅰ-A 建学の精神の改善計画 

学生に建学の精神を在学中に継続して浸透させるため、建学の精神を学ぶ機

会が希薄となっている 2 年次に向けての具体的方策等を各学科会議で検討し、

実行する。また、学園全体を象徴する「学園歌（校歌）」の練習を、1 年・2 年

次で音楽教員指導のもと、実施していくことを計画している。 

 

【提出資料】  

（建学の精神・教育理念についての印刷物）  

1．学校法人越原学園 Web ページ 

http://www.koshihara.nagoya-wu.ac.jp 
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2．平成 27 年度学園要覧 

3．平成 27 年度大学案内 

4．履修要項 2015 

5．初年次教育用テキスト「大学で学ぶということ」 

6．越原学舎研修によせて（学生用） 

 

【備付資料】  

（創立記念、周年誌等）  

1．創立百年記念誌「平成 27 年 越原学園百年｣ 

2．越原学園創立百年記念企画展チラシ 

3．名古屋女子大学学報第 98 号「特集 学園創立百年記念企画展」 

4．名古屋女子大学学報第 99 号「特集 学園創立百年記念行事」 

5．創立者越原春子伝『もえのぼる』 

6．春子日誌『美濃少女（みののおとめ）』 

7．卒業学年に対するアンケート 

8．「建学のこころ」レポート 

 

 

［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 

短期大学部の教育目的は、短期大学部学則第 1 章第 1 条に、次のように示さ

れている。 
第 1 条  

名古屋女子大学短期大学部は、教育基本法、学校教育法にのっとり、深い専門の学芸

を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を養うと共に、高い教養と高潔な品格を

身につけた良き社会人を育成することを目的とする。 

 

生活学科・保育学科の教育目的は、短期大学部学則第 2 章第 2 条 2(1)、(2)に、

次のように明記されている。 

第 2 条  
2 学科の教育目的  
（１）生活学科  

生活学を理論と実践の両面から探求し、人間生活の知識を習得すると共に新しい時代に相

応しい社会生活の知識を学び、「衣生活・食生活・住生活と情報」についての専門技術を身に

付け、創造性豊かで魅力ある人間として、社会で活躍できる人材の育成を目的とする。 
（２）保育学科  

「保育・教育・福祉」の分野について深く専門知識を学び、「命の大切さ、それを守るための優

しさ」を体得し、核家族化や地域コミュニティの希薄化が育児に与える影響など、さまざまな子育

て支援の要望に対応できる福祉マインドを持った人間性豊かな保育士及び幼稚園教諭の育成

を目的とする。 
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各学科の教育目的は、学園の信条「親切」を根幹として、女性が高い教養を

身に付け、真の男女平等の実現を目指し、よき家庭人であり、力強き職能人と

しての女性を育成するという建学の精神を具体的な方策として示している。 

この教育目的の実現に向けて、生活学科では、まず、生活学を基盤とした学

科基礎力や学士力を養成する基礎科目を学び、次に専門的な知識を深く学んで

いる。生活学科では、平成 17 年度から 3 つの専攻（生活創造デザイン・食生活・

生活情報）を設けて専門性を高めてきたが、平成 25 年度より専攻課程を廃止し

コース制とした。これまでの専攻から引き継いで 3 つのコース（生活情報・生

活創造デザイン・食生活）を設け、平成 27 年度からは生活創造デザインコース

をファッションデザインコースに名称変更し、その詳細な教育目的を定めてい

る。 

生活学科生活情報コースは、 新の IT 活用能力を身に付ける徹底した「実践

的情報教育」を行い、IT 機器を駆使して人と人とのコミュニケーションに活用

する能力を養うとともに、ビジネスの即戦力として活躍できる専門能力を身に

つけた人材の育成を目的としている。 

生活学科ファッションデザインコースは、生活に密着したデザインの理論・

演習・実習を基盤とし、時代によって表情を変える服飾デザインを中心に、生

活に生かせる幅広いデザインを学び、審美眼や創造力を育み、豊かな感性で快

適なライフスタイルを創造する専門能力を培い、「モノづくりの心」を持つ人材

の育成を目的としている。 

生活学科食生活コースは、多様化する現代生活に 適の「食」を科学と文化

から追究し、世界の食文化を始め、食品の生産から調理までの過程を学ぶ。そ

して、医療分野で活躍できる栄養や健康に関わる知識など、人の健康に関わり

を持つ「食」について深く学び、消費者にアドバイスできる専門能力を身に付

けた人材の育成を目的としている。 

また、実務能力については、指標を認定資格あるいは検定資格などの取得状

況に置き、これらを学科会議などで年度末に確認している。平成 27 年度は認定

資格について、医療秘書実務士 63 名、フードコーディネーター3 級 34 名、上

級情報処理士 100 名、情報処理士 11 名、秘書士 25 名、ドレメ式洋裁教員認定

4 名、フォーマルウェアスペシャリスト検定準 2 級 19 名など多様な資格を取得

し、後述するように、学生はこれらの取得資格を活かして広汎な職種に就職し

ている。また、各学期の中間と期末に行う「学生による授業評価アンケート」

によって、各授業への満足度など教える側への学生の評価だけでなく、学生自

身の授業への取り組み方、学生の興味関心など学生の勉学意識も把握している。

「卒業学年に対するアンケート」では、教育目標への到達度や学習時間など学

生生活の実態を把握している。これらの結果を学科会議などで検討し、各授業

については担当する教員が教育目的・目標に沿う授業内容を検討し、学科とし

ては、キャリア教育や実務教育、教養教育などの学生指導に活かしている。 

保育学科では、学則の教育目的に従い、「福祉マインドを持った人間性豊かな

保育士及び幼稚園教諭」という保育の専門職として活躍するために、福祉の精
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神を具現化でき、諸問題について、他者と協議しながら倫理感を持って自主的

に解決策を見出そうと努めることができる能力を身に付けることをディプロ

マ・ポリシーとしている。 

各学科の教育目的については、教授会及び教務委員会・学生委員会など各種

委員会で周知され、学生への配付物の作成等が行われている。各学科の教育目

的及び生活学科のコースの教育目的は、大学 Web ページ、「学園要覧」、「履修

要項」、「大学で学ぶということ（初年次教育用テキスト）」などの刊行物のほか、

入学前指導・新入生オリエンテーションや初年次教育科目としての「建学のこ

ころ」（越原学舎研修）において、学科教員による講義等、様々な方法を通じて

学内外に表明し、学生への周知が図られている。また、日常的にはクラス指導

教員等により伝えられるほか、授業に関してはシラバスや授業開講時のオリエ

ンテーションで各教科の担当教員によって周知され、授業中においても適宜担

当教員によって伝達されている。 

短期大学部及び各学科の教育目的は不変であるが、大学をとりまく情勢、学

生のニーズの変化などによって、各学科の改組、及び定員の見直しが行われ、

その都度各学科の教育目的の見直しが必要であるか否かの検討を行っている。 

生活学科では、平成 17 年度から 3 つの専攻（生活創造デザイン・食生活・生

活情報）を設けて専門性を高めてきたが、専門分野を深く学ぶだけでなく、関

連分野を幅広く学びたいという学生の多様化に伴い、さらには少子化及び四大

志向も考慮して、平成 25 年度より専攻課程を廃止し、3 コース制（生活情報・

生活創造デザイン・食生活）とした。また、平成 27 年度からは生活創造デザイ

ンコースをファッションデザインコースに名称変更した。そして、多様な学生

の将来設計に合わせて、専門の枠を越えた学びや資格取得を可能にするような

教育課程の変更を実施しているが、従来からの学科の教育目的に変わりはない

ことが確認され、廃止された 3 専攻の教育目的は現在の 3 コースの教育目的に

引き継がれている。 

保育学科では、前回の平成 21 年度第三者評価の受審以降、学生の教育効果を

高めるため、民間の協会による資格取得を随時廃止して、保育士資格及び幼稚

園教諭二種免許状に特化させた。また、保育者に対する社会的な需要と保育学

への志願者増に対応するため、平成 17 年度の学科開設時の定員 80 人を、平成

20 年度には 100 人に、平成 23 年度には 120 人に、平成 25 年度には 160 人へ

と段階的に増員してきたが、教育目的の変更はしていない。 

 

(b) 課題 

生活学科・保育学科ともに、学科の教育目的は確立しており、大学 Web ペー

ジ及び「学園要覧」、「履修要項」、「大学で学ぶということ（初年次教育用テキ

スト）」などの刊行物で公表し、新入生及び保証人、非常勤講師を含む教職員に

も伝えており、教育目的の周知は行き届いているといえる。但し、学科専任教

員は教育目的と自分の担当する授業科目及び所属学科との相関の意識は強いも
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のの、学科専任教員以外の理解度については教員間で幅があるため、これらの

理解度を深めることも必要である。 

 

 

［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 

各学科において育成する人材像は、建学の精神に基づいて作成された教育目

的によって明確に示され、すなわちそれが学生の身に付けるべき学習成果とな

っている。これらは、後述する教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポ

リシー）、学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）の中に明確に示されている。

学科の学習成果は、カリキュラム・ポリシーやディプロマ・ポリシーに基づき

設定されるシラバスにおいて、「授業の到達目標」として明示されている。教員

はこれに基づき定期試験等による成績評価により学生の学習成果を量的に測定

しているほか、実務能力としては資格・免許の取得人数や種類から評価してい

る。また、年度末に実施される各学科の「卒業学年に対するアンケート」及び

在学生への「学年末アンケート」、「学修の行動・時間・成果に係るアンケート

調査」により質的・量的データとして測定を行い、総合評価へとつなげている。

これらの測定結果を踏まえ、学科会議の中で、学生の教育方針やカリキュラム

編成について検討が行われている。 

［生活学科］ 

生活学全般に関する幅広い諸知識や情報技術、及び生活学を基盤とした専門

知識や技能を習得させるために、1 年次を中心に、「学科基礎・総合科目群」の

学科基礎力養成科目、学士力養成科目や「コース基礎ユニット選択科目群」の

履修により、生活学全般に関する専門基礎知識を幅広く学習させるとともに、

社会で通用する知識・技術も習得させる。その上で、2 年次を中心に専門性を保

った 3 コース（生活情報・ファッションデザイン・食生活）に分かれて、その

コースの詳細な教育目的を実現するための学習成果につながるよう、より高度

な専門知識・技能の学習を目的とした「コース専修科目群」を履修することで、

基礎知識・技能を発展させ応用していく能力を伸長させる。さらに、1 年・2 年

次の「学科基礎・総合科目群」の秘書力養成科目、健康・医療力養成科目の履

修により、生活学に準じた各種資格の取得を可能とし、社会での即戦力となる

ような職能人育成を目指している。 

学科全体の学習成果については、前述した通り、実務能力の指標として認定

資格の取得人数や資格の種類から測定している。また、教養教育の学習成果に

ついては、「学生による授業評価アンケート」や「学年末アンケート」による学

生自身の自己評価から確認している。 

また、「医療秘書実務実習」や「海外総合演習」の授業については、事前指導

と事後指導を行い、これらの指導の結果、それぞれの科目にて報告書を作成す

ることによって学習成果としている。「卒業研究」の授業では、年間を通して各
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研究指導教員が研究指導を行い、これらの学習成果として、「卒業研究報告」を

簡易製本で作成している。 

平成 26 年 7 月に生活学科独自の Web ページを改定し、専門性を保ったコー

ス選択の方法や 2 年間で学ぶ科目、取得資格・将来のなりたい職種などを関連

付けて説明している。また、平成 26 年度末に『すてきな大人になるために～for 

your dream～新作作品と授業での取り組み』を作成して、海外総合演習・地域

貢献・卒業制作及び各種授業・学外発表などの学習成果を公表し、広報活動に

も活用している。 

［保育学科］ 

「福祉マインドをもった人間性豊かな保育者養成」のため、5 系列（福祉の理

論、こころとからだの発達・健康、保育と教育の理論、保育と教育の内容・技

能、保育と教育の実践）に分類された「学科専門科目」を体系的に履修するこ

とによって、保育・教育全般に関する専門基礎知識を幅広く学習させるととも

に、保育所・施設・幼稚園等で通用する知識・技術も習得させる。規定の授業

科目を履修することで、卒業と同時に、保育士資格と幼稚園教諭二種免許状を

取得することができる。「保育実習 1A」と「保育実習指導 1A」、「保育実習 1B」

と「保育実習指導 1B」、「保育実習 2」と「保育実習指導 2」、「保育実習 3」と「保

育実習指導 3」、「教育実習」と「教育実習指導」は関係づけて実施されており、

これらの学習成果として、「幼稚園教育を終えて」を簡易製本で作成している。 

また、学科として平成 22 年度から「学習ポートフォリオ」を実施してきたが、

平成 27 年度より「私の学びの足跡」として、教員養成課程の科目「保育・教職

実践演習」と連携させ、継続的、横断的に取り組み保育者の専門性、資質の向

上を図るよう取り組んでおり、半期ごとの振り返りをさせて、学生たちに各自

の学習成果を確認させている。 

 

(b) 課題 

 学科の学習成果を測定する量的データとしては、授業科目の成績評価が基本

であり、各授業科目のシラバスに記されている到達目標に基づいた評価基準で

決められている。しかし、各授業科目間において、到達目標の程度の差につい

ての調整や検討が進んでいる訳ではないことが課題である。 

 また、学習成果の指標となっている取得資格・免許等の取得状況の学生の総

合評価としての位置付けが進んでいないことも課題といえよう。 

 

 

［区分 基準Ⅰ-B-3 教育の質を保証している。］ 

 基準Ⅰ-B-3 の自己点検・評価 

(a) 現状 

本学は、建学の精神や学校教育法、短期大学設置基準等の関係法令に基づい

て作成された「名古屋女子大学短期大学部学則」に基づき運用されている。関

係法令が改正された場合は、全学的にその影響について検討し、必要に応じて
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「名古屋女子大学短期大学部学則」等の変更を行っている。このように、本学

は常に法令順守に対応している。 

教育の質の保証を実践するにあたっては、短期大学部及び両学科の 3 つのポ

リシーと、生活学科 3 コースの教育目的の実現が重要である。そのためには、

カリキュラムの内容の改善と運用上の工夫が必要であり、教員の教育力の向上

が不可欠である。カリキュラムについては学科会議及び教務委員会で検討を行

い、改善に努めている。教員の教育力の向上については、自己点検・自己評価

委員会及び自己点検・自己評価委員会 FD 作業部会を中心として取り組んでいる。 

学習成果を測定する仕組みとしては、学期ごとの定期試験が主であり、これ

により学習成果を量的に測定している。そのほか、レポート、実習、卒業研究

などで質的に把握している。実務能力としては、資格・免許の取得人数や種類

から評価している。このように、本学は学習成果を焦点とする査定（アセスメ

ント）の手法を有している。 

各授業の評価と点検については、平成 11 年度から自己点検・自己評価委員会

が「学生による授業評価アンケート」を実施しており、その集計結果について、

教員自身による考察と授業改善方法の検討が各学期 2 回（中間・期末）行われ

ている。教員は授業シラバスを作成してそれを学生に公開し（Plan）、授業を実

施する（Do）。各学期の中間及び期末に学生による授業評価アンケートを実施し

（Check）、アンケート結果が基準値を下回った教員に対しては、部長・学科長

による面談や、自己点検・自己評価委員会 FD 作業部会で定められた「FD 授業

改善プログラム」によって、教員相互の授業参観や、授業手法の検討会を実施

することで改善を図っている（Action）。さらに、期末に行われるアンケート結

果と考察は、「学生による授業評価（集計結果と考察）」として冊子にまとめら

れ、図書館で閲覧できる状態にしている。このように、授業改善の PDCA サイ

クルが機能している。 

なお、本学での教育を有効なものにしていくため、段階的に PDCA サイクル

の取り組みを進めている。まず、入学予定者（主に AO 入試や指定校推薦入試

などの専願で早期に入学が決定している者）に対して、入学後の学びを想定し

て入学前に行う課題（作文・漢字検定取得等）を提示し（Plan）、入学予定者に

入学前教育を行わせ（Do）、その課題が出来ているかどうかの判断を行うととも

に、入学直後に行う「大学生基礎力レポート」にて入学時点での基礎学力や学

修スタイルの状況を把握し（Check）、これに基づいて学生に基礎学力上の弱点

を伝え、以後の学習の仕方などについてのアドバイスを行い（Action）、学生と

教員で学習指導上の問題点を共有している。 

この学習成果にかかわる PDCA サイクルは、入学後も続く。「私の学びの足跡」

（学習ポートフォリオ）や各種学科での説明を通じて、学生自らの学習計画を

立てさせ（Plan）、その計画にそって学習を進め（Do）、その学習成果について

は、学生自らが振り返ると同時に学年末アンケート等の実施により学生の状況

を把握し（Check）、これらの振り返りとアンケート調査の分析に基づき、クラ
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ス指導教員を中心に学生への学習アドバイスを実施している（Action）。また、

アンケート調査の分析は、教育課程の質の保証の見直しの資料ともなっている。 

その他、学外で行われる様々な研修会に教員が参加し、教育の実践方法や近

年の学生の動向などの情報を短期大学部教授会で報告し、意見交換することで

教育の質の向上を図っている。 

 

(b) 課題 

各学科において教育効率を高めるため、学生の教育面におけるニーズの変化

を考慮して、カリキュラム面での改良と工夫を必要に応じて随時検討し実施し

ているが、今後もより一層発展的に継続させていくことが求められる。 

「学生による授業評価アンケート」や「卒業学年に対するアンケート」の実

施により、自己点検・自己評価委員会及び FD 作業部会を通じて授業改善の

PDCA サイクルが機能しているので、今後も継続的に実施し、調整していく。 

 

 

 テーマ 基準Ⅰ-B 教育の効果の改善計画 

特に学科専任教員以外のシラバスにおいて、学科の教育目的が十分に反映さ

れた記載となっているかどうかを、シラバス校正時に学科長等が再確認する。 

ディプロマ・ポリシーに基づく各授業科目の到達目標の再検討、各授業科目

の難易度に関連したナンバリングの作成、取得資格・免許等の取得状況の学生

の総合評価としての活用方法等の具体的方策について、短期大学部及び両学科

において検討を重ねていく。 

「学生による授業評価アンケート」や「卒業学年に対するアンケート」の実

施によって PDCA サイクルを回すにあたり、FD を通して学生の意見を取り入

れる工夫や教員の教育力向上のための取り組みに関して、学科としてより一層

検討を進める。 

 

【提出資料】  

（学則）  

7．名古屋女子大学短期大学部学則 

（教育目的・目標についての印刷物）  

2．平成 27 年度学園要覧 

4．履修要項 2015 

5．初年次教育用テキスト「大学で学ぶということ」 

8．大学 Web ページ（教育研究上の目的） 

http://www.nagoya-wu.ac.jp/sogo/kokai/gaiyo_tan.html 

（学生が獲得すべき学習成果についての印刷物）  

4．履修要項 2015 

5．初年次教育用テキスト「大学で学ぶということ」 

9．シラバス 2015 
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［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 

本学では、学則第１章第１条の 2「自己点検・評価」に示されるとおり、自己

点検・自己評価委員会が「教育研究水準の向上を図り、第１条の目的及び社会

的使命を達成するため、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行

う」ことで、さらなる改善を目指し、学園の発展に寄与するものと位置づけて

いる。 

平成 6 年度に「名古屋女子大学自己点検・自己評価委員会規程」を定め、学

長を議長とする自己点検・自己評価委員会を設置した。主な役割は、（1）自己

評価の全体の実施計画に関すること、（2）自己評価の事項・項目に関すること、

（3）自己評価の結果の調整及び報告書に関すること、（4）自己評価の結果の公

表に関すること、（5）自己評価の結果に基づく改善に関すること、（6）その他

自己評価の実施に関する事項についての協議である。 

「名古屋女子大学自己点検・自己評価委員会規程」に基づき、自己点検・自

己評価委員会は、その傘下に下記の部会、関連委員会を有する。 

①名古屋女子大学 自己点検・自己評価委員会 FD 作業部会 

②名古屋女子大学 自己点検･自己評価委員会 シラバス検討作業部会 

③名古屋女子大学 第三者評価報告書作成委員会 

自己点検・自己評価委員会では、平成 11 年度から「学生による授業評価アン

ケート」を実施しており、教員の授業改善のための資料として活用されている。

評価項目を再検討するため休止した平成 14 年度を除いて、各年度前期・後期に

分けて継続して行い、評価結果は前期・後期それぞれに授業担当教員へフィー

ドバックされたのち、教員自身が結果考察を記述し、簡易製本で「学生による

授業評価（集計結果と考察）」を作成して、図書館で学内公表を行っている。 

平成 21 年度からは、自己点検・自己評価委員会及び自己点検・自己評価委員

会 FD 作業部会において、「学生による授業評価アンケート」結果に基づく「授

業改善プログラム」を実施し、各学科で授業参観や授業検討会を実施するなど、

PDCA サイクルを回している。また、平成 24 年度から、「学生による授業評価」

は前期・後期の中間を加え、計年 4 回実施して、授業改善に対する PDCA サイ

クルをさらに加速させている。 

平成 19 年度に、認証評価機関が行う第三者評価に対応するため、自己点検・

自己評価委員会を母体に、学長を委員長とする「第三者評価報告書作成委員会」

を設置した。さらに、報告書作成編集の実務に当たる組織としては、第三者評

価報告書作成委員会の下に作業部会を設置した。 

平成 20 年に財団法人短期大学基準協会に第三者評価受審の申請を行い、平成

21 年度には、「財団法人短期大学基準協会による第三者評価のための自己点検・

評価報告書」を提出し、適格と認定された。その際指摘のあった向上・充実の
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ための課題については、継続的に対応している。シラバスの改善については、

平成 24 年度から自己点検・自己評価委員会の下にシラバス検討作業部会を設置

し、シラバスの充実を図った。 

平成 21 年度の財団法人短期大学基準協会による１回目の認証評価の受審後、

「学生による授業評価アンケート」及び「授業改善プログラム」の実施を中心

とした自己点検・評価は定期的に行ってきたが、総合的な自己点検・評価につ

いては実施していたとはいえない状態であった。 

平成 24 年度に財団法人短期大学基準協会の短期大学評価基準が大幅に改訂さ

れた後、平成 26 年度に自己点検・自己評価委員会規程を改正し、認証評価機関

の定める項目に準拠して総合的な自己点検・評価を行うシステムとした。平成

26 年度に新評価基準を準用して自己点検・評価を実施し、「平成 26 年度名古屋

女子大学短期大学部 自己点検・評価報告書」を作成した。 

平成 21 年度の財団法人短期大学基準協会による「名古屋女子大学短期大学部 

機関別評価結果」は大学 Web ページ（http://www.nagoya-wu.ac.jp/hyoka/ jaca/ 

hyokakekka2009.pdf）で公開し、平成 26 年度「名古屋女子大学短期大学部自

己点検・評価報告書」についても大学 Web ページ（http://www.nagoya-wu.ac.jp/ 

sogo/kokai/26hyoka_tan.pdf）で公開している。 

また、平成 23 年 4 月より、各教員の教育･研究業績を大学 Web ページ（http:// 

www.nagoya-wu.ac.jp/sogo/kokai/gaiyo_tan.html）で公開している。 

以上のように、本学では「自己点検・評価報告書」の作成や、「学生による授

業評価アンケート」などの結果を活用した PDCA サイクルの仕組みが有効に機

能している。 

 

(b) 課題 

平成 13 年から平成 27 年度の間に、本学では自己点検・評価報告書を 3 回作

成している。自己点検・自己評価委員会では、毎年度前期・後期の「学生によ

る授業評価アンケート」及び「授業改善プログラム」の実施を中心とした自己

点検・評価活動を周期的に行ってきたが、今後は定期的に総合的な自己点検・

評価の実施と報告書作成を行っていく必要がある。 

 

 

 テーマ 基準Ⅰ-C 自己点検・評価の改善計画 

自己点検・評価については、定期的に総合的な自己点検・評価の実施と報告

書作成を行い、適切に PDCA サイクルを回し、経常的で組織的な改善活動の取

組みにつなげるよう努める。自己点検・評価報告書は、認証評価結果を含めて、

今後も学内共有及び社会への公表を行うことで、本学の教育研究活動の現状把

握と改善につなげていく。 

 

【提出資料】  

（自己点検・評価を実施するための規程） 
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10．名古屋女子大学自己点検・自己評価委員会規程 

11．名古屋女子大学 自己点検・自己評価委員会 FD 作業部会規程 

12．名古屋女子大学 自己点検･自己評価委員会 シラバス検討作業部会規程 

13．名古屋女子大学 第三者評価報告書作成委員会規程 

 

【備付資料】  

（過去 3 年間に行った自己点検・評価に係わる報告書等） 

9．平成 25～27 年度「学生による授業評価」（集計結果と考察） 

10．平成 26 年度名古屋女子大学短期大学部 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） 

該当なし 

 

 

 基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果の行動計画 

学生に建学の精神を在学中に継続して浸透させるため、建学の精神を学ぶ

機会が希薄となっている 2 年次に向けての具体的方策等を各学科会議で検討

し、実行する。また、学園全体を象徴する「学園歌（校歌）」の練習を、1 年・

2 年次で音楽教員指導のもと、実施していくことを計画している。 

特に学科専任教員以外のシラバスにおいて、学科の教育目的が十分に反映さ

れた記載となっているかどうかを、シラバス校正時に学科長等がチェックする

体制を整える。 

ディプロマ・ポリシーに基づく各授業科目の到達目標の再検討、各授業科目

の難易度に関連したナンバリングの作成、取得資格・免許等の取得状況の学生

の総合評価としての活用方法等の具体的方策について、短期大学部及び両学科

において検討を重ねていく。 

「学生による授業評価アンケート」や「卒業学年に対するアンケート」の実

施によって PDCA サイクルを回すにあたり、FD を通して学生の意見を取り入

れる工夫や教員の教育力向上のための取り組みに関して、学科としてより一層

検討を進める。 

自己点検・評価については、定期的に総合的な自己点検・評価の実施と報告

書作成を行い、適切に PDCA サイクルを回し、経常的で組織的な改善活動の

取組みにつなげるよう努める。自己点検・評価報告書は、認証評価結果を含め

て、今後も学内共有及び社会への公表を行うことで、本学の教育研究活動の現

状把握と改善につなげていく。 

 

◇ 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。 

   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。 

   なし 
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【基準Ⅱ 教育課程と学生支援】 
 基準Ⅱの自己点検・評価の概要 

本学の「学位授与の方針」（ディプロマ・ポリシー）は、建学の精神に基づき

力強き職能人としての女性を社会に送り出すことを目的として策定され、大学

Web ページ等により学内外に公開している。ディプロマ・ポリシーを実現する

ため、「教育課程編成・実施の方針」（カリキュラム・ポリシー）が策定され、

二つの方針を受けて「全学共通科目」と各学科の「専門科目」において教育課

程を体系的に編成すると同時にシラバスを整備している。シラバスには、授業

の到達目標や成績評価基準などの項目をすべて明記している。教育の方針や目

的等を明確化し、学習意欲のある学生を広く受け入れるために、「入学者受け入

れの方針」（アドミッション・ポリシー）を定め、大学 Web ページ等により周

知している。 

生活学科の教育課程は 3 コース（生活情報・ファッションデザイン・食生活）

の専門領域に関連する各種資格の取得、保育学科の教育課程は保育士資格と幼

稚園教諭二種免許状の取得を目的として編成されている。在学中 2 年間で達成

可能なようにカリキュラムが編成され、大半の学生がそれらの資格を取得して

卒業し、保育所・幼稚園への就職に活かされている。 

成績評価については、平成 25 年度に従来の 4 段階評価基準から 5 段階評価基

準へと改め、成績評価の厳格化を行った。また、本学では独自の GPA 的評価が

導入されており、それぞれを点数化し、その平均値を算定することで学習成果

を測定している。さらに、資格の取得状況や年度末に実施される「卒業学年に

対するアンケート」及び「年度末学生アンケート」等によって学習成果を測定

している。保育学科では、「私の学びの足跡」（学習ポートフォリオ）を作成し、

学生の指導履歴として学生指導に役立てている。 

卒業生の就業状況に関する調査として、平成 26 年度から卒業･就職から 2 年

を経過した卒業生を対象に毎年度「卒業生の就職状況に関する調査」を、就職

先企業等に対しては 3 年毎に「就職先から見た名古屋女子大学・名古屋女子大

学短期大学部卒業生の評価に関するアンケート」を行い、本学の教育課程やキ

ャリア支援オフィスでの指導等に反映させている。 

FD 活動については、自己点検・自己評価委員会及び自己点検・自己評価委員

会 FD 作業部会が「学生による授業評価アンケート」を実施し、その結果に基

づき授業改善の取り組みを行っている。また、学科による FD 活動（学科 FD）

として、教員相互の授業参観や授業検討会を行っている。 

学習支援については、指導教員制度を設け、学生を 40 人程度のクラスに編成

し、1 名の指導教員を配置している。学生の履修指導、学生生活全般に係る相談、

進路相談等については学生支援センター教学支援部門、学生生活支援部門、キ

ャリア支援部門などの事務職員が対応している。学術情報センター大学図書館

の事務職員は、学生の学習向上のため支援を行っているほか、短期大学部との

連携による読書推進活動を平成 24 年度より実施している。また図書館にはパソ

様式 7－基準Ⅱ
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コン相談窓口を設置し、支援を行っている。事務職員は、様々な SD 活動を通

じて専門性を高め、学生支援の職務を充実させている。 

本学では AO 入試・推薦入試の入学手続者に「入学前教育」を実施している。

3 月下旬には全新入生を来校させ「入学前オリエンテーション」、入学式後には

「新入生オリエンテーション」を実施しているほか、新入生対象の 2 泊 3 日の

「越原学舎研修」においては、学科独自の初年次教育を展開している。 

学生の生活支援としては、指導教員制度、奨学金制度、保健室、学生相談室、

学生寮等の多様な制度があり、組織的支援を行っている。学生の意見・要望等

を聞くための「意見箱」を学生ホールに設置しているほか、各学科で「卒業学

年に対するアンケート」及び在学生への「学年末アンケート」を実施しており、

学生指導に役立てている。 

進路支援としては、キャリア支援オフィスを置き、進路相談への対応、求人

情報検索やメール配信システム等による情報提供を行っている。また、本学の

「キャリアデザインプログラム」により、入学から卒業後まで体系的に学生の

サポートを行っており、「キャリアガイダンス」等を実施している。そのほか、

生活学科ではキャリア関連科目「キャリアデザイン 1」「キャリアデザイン 2」、

保育学科では「保育者養成ゼミ」を開講し、進路支援を行っている。 

今後の改善計画及び行動計画としては、平成 28 年 3 月 31 日に、中央教育審

議会大学分科会大学教育部会から発表された「『卒業認定・学位授与の方針』（デ

ィプロマ・ポリシー）、『教育課程編成・実施の方針』（カリキュラム・ポリシー）

及び『入学者受入れの方針』（アドミッション・ポリシー）の策定及び運用に関

するガイドライン」に基づき、今後 3 つのポリシー（短期大学部、生活学科、

保育学科）の見直しを進めていく。また、平成 27 年度に「カリキュラムマップ」

を作成し学生に配布したが、平成 29 年度新入生よりカリキュラムマップを「履

修要項」に記載する。 

生活学科、保育学科ともに多様な学生が在籍しており、両学科の教育目的・

目標さらには学位授与の方向性にも完全に一致しない場合も出て来ているため、

学生への個別の履修指導等の対応について、学科会議等で指導方針を固めてい

く。 

一般的な授業科目における成績評価に留まらず、ディプロマ・ポリシーに則

して価値のある授業科目を傾斜配分した成績評価基準を算出し、また、学生の

取得資格・免許およびコンテスト受賞の成果等、インターンシップ活動やボラ

ンティア活動の成果をディプロマ・ポリシーに則して数値化して加えた「名女

大式 GPA」を検討する。 

ディプロマ・ポリシーに基づく各授業科目の到達目標の再検討、各授業科目の

難易度に関連したナンバリングの作成、取得資格・免許等の取得状況の学生の総

合評価としての活用方法等の具体的方策について、短期大学部及び両学科におい

て検討を重ねていく。 

卒業後評価について、今後は生活学科でも学科独自に就職先へのアンケート

調査の実施を検討するなど、卒業生及び企業からの調査結果の分析をさらに進
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める。それをもとに、学生支援センターキャリア支援オフィスと学科教員が連

携して、内定辞退及び早期離職防止等を含め、卒業を控えた学生（一部の卒業

生を含む）への指導、在学生へのキャリア指導に活かしていく。 

学生生活支援については、学生のクラブ活動・ボランティア活動等を学びに

つなげるよう支援する。また、年度末学生アンケート調査等で得られた学生の

要望に関し、継続して取り組んでいく。奨学金の充実など経済援助についても可

能な限り対策を講じる。 

進路支援については、生活学科では「生活マナー論」「文章表現法」｢キャリ

アデザイン 1｣｢キャリアデザイン 2」「地域貢献演習」等において、四年制大学

生に負けない学士力・社会人基礎力をより意識して指導する。保育学科では、

就職試験対策講座や小論文の添削、就職試験の過去問実践等によりさらに教育

効果を上げていくよう検討する。両学科のキャリア教育と連携させて、学生支

援センターキャリア支援オフィス主催のキャリアガイダンス、就職セミナーの

内容を充実させ、学生への動機付けを図る。インターンシップについては、ガ

イダンスの充実、受入企業の見直しや新規開拓を通じて参加者数の増加を目指

す。 

入学前教育に関しては、PDCA サイクルに基づいたチェックを実施すること

により、「学びへの動機付け」、「スタディスキル」、「仲間意識・帰属意識」の更

なる向上を目指す。 

 

［テーマ 基準Ⅱ-A 教育課程］ 
［区分 基準Ⅱ-A-1 学位授与の方針を明確に示している。］ 

 基準Ⅱ-A-1 の自己点検・評価 

(a) 現状 

本学の「学位授与の方針」（ディプロマ・ポリシー）は、平成 22 年度に建学

の精神に基づき、力強き職能人としての女性を社会に送り出すことを目的とし

て策定された。それを大学Ｗ eb ページ（http://www.nagoya-wu.ac.jp/sogo/ 

kokai/policy_tan.html#plan02）に掲載し、学内外に明確に示している。その内

容は以下の通りである。 

 

[名古屋女子大学短期大学部] 
短期大学では、各学科が定める授業科目を履修し、基準（卒業要件）となる単位数を修得する

ことが、短期大学士授与のひとつの条件となっている。それは、基礎学力を身に付け、各学科の専

門的知識・技術を習得しつつ、学生個人の目的（資格・免許の取得など）を達成していることを意

味する。 
また、豊かな人間性を基礎とし、創造力・表現力・行動力・社会性・主体性の五分野で自己の

能力を伸ばし、自主的に人間・社会・自然に対する多様な課題を見つけ出して、その課題につい

て分析・解決し、さらに表現できる方法を身に付けることにより、よき家庭人であり力強き職能人とし

ての資質や能力を習得した人に、短期大学士の学位を授与する。 
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短期大学部のディプロマ・ポリシーのもとに定められた各学科のディプロ

マ・ポリシーは、各学科の育成する人材像、卒業時の成果を示している。その

内容は以下の通りである。 

 
［生活学科］  

「衣生活・食生活・住生活と情報」について、それぞれの専門的立場から貢献できる能力を備え

つつ、生活学を理論と実践の両面から探求して、先人の残した体系的知識を体得した学習成果

で、将来に展開するための考え方や技能を習得した人に、短期大学士（生活学）の学位を授与す

る。 
 

［保育学科］  
「福祉マインドを持った人間性豊かな保育士及び幼稚園教諭」という保育の専門職として活躍

するために、福祉の精神を具現化でき、諸問題について、他者と協調しながら倫理感を持って自

主的に解決策を見い出そうと努めることができる能力を身に付けた人に、短期大学士（保育学）の

学位を授与する。 

 

ディプロマ・ポリシーについては学則には規定していないが、大学 Web ペー

ジや「履修要項」等の刊行物により学内外に公開している。また、卒業の要件、

成績評価の基準、資格取得の要件等は「履修要項」によりディプロマ・ポリシ

ーと整合的に策定され、入学時からオリエンテーション等を通して学生に丁寧

に説明している。 

また、ディプロマ・ポリシーについて、卒業状況や年次ごとに実施されるア

ンケート調査により、その達成状況を確認し、また、学生の就職状況を勘案し、

社会的動向を踏まえて点検を行っている。さらにその内容については、学科改

組や関連法令の変更があった際に必要に応じて更新を行っている。 

短期大学部のディプロマ・ポリシーに記されている 5 つの分野（創造力・表

現力・行動力・社会性・主体性）の学習成果を伸長させる授業として、生活学

科では学科基礎・総合科目群（学士力養成）がある。具体的には、海外総合演

習、地域貢献演習（入門・基礎・実践・応用）、卒業研究の 3 つである。「海外

総合演習」は 2 月下旬～3 月上旬の約 10 日間、イタリア・フランスにおいて専

門の研究所・各種学校・ブランド工房などで現場の専門家による講義・実習を

実際に体験できる。平成 27 年度に実施された主な「地域貢献演習」は、「春待

ち小町（子ども向きイベント）」「『MEIJO GIRL』編集（地域情報誌発行）」「児

童館クリスマスイベント」「ファッションデザインクリエイト（草木染め体験等）」

「まごころはぐくみ（企業との共同ボランティア活動）」「名女カフェ」の各プ

ロジェクトが並ぶ。「卒業研究」は「プログラミングゼミ」「ファッションデザ

インゼミ」「調理学ゼミ」等、それぞれ 3 コースの専門分野に沿ったゼミで、も

のづくりに励み、その成果としてポスター、ファッション、食関係のコンテス

トへの応募さらに入賞等に繋がっている。 

保育学科では「保育と教育の実践」である校外実習（事前・事後指導を含む）

が該当する。2 年間のうちに、幼稚園・施設の見学及びボランティア活動から始

まり、保育所実習 2 回（計 4 週間）、施設実習（10 泊 11 日、通いで 13 日間）、

幼稚園教育実習 1 回 4 週間の校外実習がある。当然ながら実習中は観察、参加
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及び指導実習（実践的な教育）があり、学生は自分たちの創意工夫とコミュニ

ケーション能力を駆使して臨まなければならない。このような授業科目の履修

を通じて段階的に経験し、専門職に必要となる実践力を養い、ディプロマ・ポ

リシーに適合し、社会に通用する学生を輩出している。 

 

(b) 課題 

    平成 28 年 3 月 31 日に、中央教育審議会大学分科会大学教育部会から発表さ

れた「『卒業認定・学位授与の方針』（ディプロマ・ポリシー）、『教育課程編成・

実施の方針』（カリキュラム・ポリシー）及び『入学者受入れの方針』（アドミ

ッション・ポリシー）の策定及び運用に関するガイドライン」に基づき、「何が

できるようになるか」に力点を置きながら、今後ディプロマ・ポリシーの見直

しを進めていく。 

各学科における課題は次のとおりである。  

［生活学科] 

ディプロマ・ポリシーに基づき、本学科で習得する専門的知識や諸能力は、

資格・免許の取得によって測られる。一部に資格未取得の学生がみられるが、

これらの学生を指導する必要がある。 

［保育学科］ 

ごく少数ではあるが、ディプロマ・ポリシーにある「保育の専門職」として

の就職を希望しない学生は、選択科目等への志向が保育者志望の学生とは異な

る。これらの学生には別途対応する必要がある。 

 

 

［区分 基準Ⅱ-A-2 教育課程編成・実施の方針を明確に示している。］ 

 基準Ⅱ-A-2 の自己点検・評価 

(a) 現状 

本学は建学の精神、教育目的及び「学位授与の方針」（ディプロマ・ポリシー）

に基づいた「教育課程編成・実施の方針」（カリキュラム・ポリシー）を策定し、

学生が卒業時に身につけるべき能力の修得に向けて、在学中の 2 年間で学ぶべ

き内容を示している。短期大学部全体のカリキュラム・ポリシーの中で、基礎

から応用、発展へと体系化されたカリキュラムの編成について言及し、各学科

のカリキュラム・ポリシーではさらに具体的に取得できる資格等に応じた内容

を記載している。 

本学のカリキュラム・ポリシーは、大学 Web ページに掲載し、これを学内外

に明確に示している。その内容は以下の通りである。 
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[名古屋女子大学短期大学部] 

短期大学では、建学の精神「学園の信条である『親切』を根幹として、個々の人格を陶冶し、か

つ高い教養を身に纏った、よき家庭人であり力強き職能人としての女性を育成する」を実現するた

め、「全学共通科目」と各学科の「専門科目」にて、教育課程を構成している。 

「全学共通科目」は幅広い知識を習得した豊かな人間形成を進めるために、本学の創立者越

原春子先生の故郷で“建学の精神” を学ぶ越原（おっぱら）研修を中心とした「建学のこころ」、

「外国語科目群」、「健康科目群」及び「教養教育科目群」を設けている。その「教養教育科目群」

は幅広い教養を得る科目（女性学、心のはたらき、文学の味わい、歴史の視点、くらしの経済、生

活と環境等）と初年次教育・キャリア教育を含めた人間形成に役立つ科目（文章表現法、生活マ

ナー論、キャリア入門、情報処理演習等）で構成している。「専門科目」は、生活学科及び保育学

科の教育目標を実現するため、専門性の高い科目を体系的に学ぶように構成している。基礎から

実践・応用へと発展していくように設置され、段階的により高度な専門的技能を習得できるように、

多くの演習・実習科目を設け、学生の主体的な学びを大切にし、各専門領域における問題解決

力・判断力を養う。 

 

カリキュラム・ポリシーの見直しについては学科改組や関連法令の改正があ

った際に必要に応じて行っている。 

専任教員は短期大学設置基準に定める数が配置され、各学科のカリキュラム

に応じた教育を可能とするよう組織が編成されている。特に保育学科では、幼

稚園教諭二種免許状及び保育士資格を取得するために法令で定められた教員組

織を編成している。また、専任教員の資格については、「越原学園教員選考規程」

及び「教員資格審査基準」に定めるとともに、大学 Web ページ上に各教員の教

育研究業績を公表することによって適格性を公表している。非常勤講師につい

ては、任用の際に「教員選考に関わる申し合わせ事項」に基づき資格審査を行

うことによって、適格者であることを審議、決定している。 

両学科では後述するように教育課程を体系的に編成すると同時に、シラバス

を整備し、教員配置も適正である。シラバスは、授業の概要、授業の到達目標、

授業計画（授業回数ごとの内容）、学習上の留意事項、授業外学習の指示、成績

評価基準、テキスト、参考書などの項目をすべて明記している。さらに、両学

科とも、学科会議においてカリキュラム・ポリシーやディプロマ・ポリシーに

基づき、教育課程を充実させるための見直しを行っている。平成 27 年度には、

両学科で「カリキュラムマップ」を作成し学生に配布した。授業科目の教育課

程での位置付け、及び授業科目における学習の流れが一目で分かり、履修の補

助資料として活用されている。 

成績評価については、平成 25 年度に「名古屋女子大学短期大学部履修規程」

を改訂し、従来の ABC 合格と D 不合格の 4 段階評価から、SABCD 合格と D 不

合格の 5 段階評価基準へと改め、成績評価の厳格化を行った。 

各学科の現状は次のとおりである。 

［生活学科］ 

本学科のカリキュラム・ポリシーは、短期大学部のカリキュラム・ポリシー

に基づき、またディプロマ・ポリシーに対応し、「よき家庭人であり力強き職能

人としての資質や能力を習得した人」を育成するように、以下の通り定められ

ている。 
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（１）生活学科 

生活学全般に関する幅広い諸知識や情報技術、及び生活学を基盤とした専門知識や技能を習

得させるために、一年次を中心に、「学科基礎・総合科目群」や「コース基礎ユニット選択科目群」の

履修により、生活学全般に関する専門基礎知識を幅広く学習させるとともに、社会で通用する知識・

技術も習得させる。その上で、二年次を中心に専門性を保った３コース（ファッションデザインコース・

食生活コース・生活情報コース）に分かれて、より高度な専門知識・技能の学習を目的とした「各コー

ス専修科目群」を履修することで、基礎知識・技能を発展させ応用していく能力を伸長させる。 

 

教育課程は、教養に基づく職業能力の育成、専門性の保証が実現するように、

体系的に編成されている。学生の多様な学習ニーズに対応するため、平成 25 年

度より新たにユニット選択制を取り、選択した専門コースに沿って、科目を選

択できるように設定した。この教育課程変更に伴い授業科目数が増加したため、

学生の履修状況や学生に対するアンケート結果から学習状況を把握し、平成 27

年新入学生から教育課程の見直しを行った。 

 生活学科の専門科目は、①学科基礎・総合科目群、②コース基礎ユニット選

択科目群、③コース専修科目群の 3 つに区分される。 

学科基礎・総合科目群は、生活学を広く学ぶ学科基礎力養成科目（生活学・

色彩学・キャリアデザインなど）と社会人基礎力を高める学士力養成科目（海

外総合演習・地域貢献演習・卒業研究）、資格取得に関わる秘書力養成科目と健

康・医療力養成科目から構成されている。 

学科基礎力養成科目と学士力養成科目は、学科の基礎となる力を育む。2 年間

の学びを円滑にするために、基本的に 1 年次に履修するよう指導している。3

コースの専門分野に沿って専門の教員が担当する「キャリアデザイン」において

は、学生の実態に合わせた内容を工夫しており、社会の即戦力となるためのキャリ

ア教育を行っている。 

秘書力養成科目や健康・医療力養成科目では、資格取得が自由に選択できる

ように設定し、上級情報処理士・医療秘書実務士・秘書士などの資格を取得す

ることで学生の学びの幅を広げる工夫をしている。そして、学びの集大成とし

て、本学科では「卒業研究」を設置、開講しており、専門教育の修得成果を示

すことができる。 

コース基礎ユニット科目群では、専門性の保証として、コース選択の基礎と

なる科目をまとめて修得できるように 3 つの群（IT 系、アパレル系、調理・食

品系）を配置している。その上で 3 コース（生活情報・ファッションデザイン・

食生活）にそって、コース専修科目群を配置している。 

［保育学科］ 

本学科のカリキュラム・ポリシーは、以下の通り定められている。 
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（２）保育学科  

「福祉マインドを持った人間性豊かな保育士及び幼稚園教諭」を育成するために、5 系列（福祉関

連科目、こころとからだの発達・健康、保育と教育の理論、保育と教育の内容・技能、保育と教育の

実践）に分類された「学科専門科目」で構成している。さらに、保育者としての総合的な知識と資質を

養成するために、少人数教育型の「保育者養成ゼミ」を設けている。このように、基礎から実践・応用

に発展するような教育課程を組んでいる。 

・福祉の専門知識や技術を習得する。（福祉の理論） 

・乳幼児のこころと身体の発達について学ぶとともに、それらを支える小児の栄養や健康について

専門的に学習する。（こころとからだの発達・健康） 

・保育・教育の本質や目的を理解する。（保育と教育の理論） 

・保育と教育の内容について実践的に学ぶとともに、これらに必要な技能を習得する。（保育と教

育の内容・技能） 

・保育所、施設及び幼稚園での実習を通して、保育・教育の現場や対象であるこどもを総合的に

理解するとともに、保育士・幼稚園教諭としての資質を高め実践力を養う。（保育と教育の実践） 

 

保育学科においても、教育課程は、教養に基づく職業能力の育成、専門性の

保証が実現するように、体系的に編成されている。保育士・幼稚園教諭として

の資質を高めるため、5 系列（福祉の理論、こころとからだの発達・健康、保育

と教育の理論、保育と教育の内容・技能、保育と教育の実践）に分類された「学

科専門科目」を基礎から応用に向けて構成している。さらに、保育者としての

総合的な知識と資質を養成するために、少人数教育型の「保育者養成ゼミ」（平

成 28 年度入学生からは「保育者養成講座」）を設けている。また、このような

学びの集大成として、本学科では半期ごとの振り返りを行う学科の「私の学び

の足跡」（学習ポートフォリオ）を実施している。 

保育学科の教育の質保証については、校外実習（保育所・施設・幼稚園）を

中心とした厳格な成績評価によって、保育者としての資質向上を図っている。

とくに校外実習については、「履修要項」に示しているように履修可否の要件を

設けて厳格に実施している。具体的に記せば、実習前に資格取得専門必修科目

を全て履修（合格）しているか、または履修中（履修中であっても失格の判定

が出た学生は除く）であることを基準としている。このように、専門科目にお

いて校外実習で必要な基礎知識・技能を修得させた上で、校外実習を実施する

ことによって、質の高い保育者養成のための教育体制を組んでいる。 

 

(b) 課題 

 平成 28 年 3 月 31 日に、中央教育審議会大学分科会大学教育部会から発表さ

れた「『卒業認定・学位授与の方針』（ディプロマ・ポリシー）、『教育課程編成・

実施の方針』（カリキュラム・ポリシー）及び『入学者受入れの方針』（アドミ

ッション・ポリシー）の策定及び運用に関するガイドライン」に基づき、大学

教育の質的転換を意識して、今後カリキュラム・ポリシーの見直しを進めてい

く。平成 27 年度に「カリキュラムマップ」を作成し学生に配布したが、平成

29 年度新入生より、カリキュラムマップを「履修要項」に記載する。 

各学科の具体的な課題は次のとおりである。 
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［生活学科］ 

学生の履修状況や学生に対するアンケート結果から学習状況、資格取得の状

況等を把握し、各教員間で情報共有して教育課程編成について適宜見直しを行

う。コース基礎ユニット科目は、ユニットとして履修し、単位を修得するよう

指導しているが、一部履修をしていない学生がいることから、学生に対する教

育課程の説明、履修指導をより細やかに実施していく必要がある。 

［保育学科］ 

保育士資格・幼稚園教諭免許状取得のための授業科目は、時間割上あまり余

裕がなく、学生の負担が大きい。また、2 年間の在籍途中で、「保育の専門職」

になることを断念した学生にとっては、教育課程、履修または進路についての

より細やかな指導が必要である。 

 

 

［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 

本学では、教育の方針や目的等を明確化し、学習意欲のある学生を広く受け

入れるため、入学者受け入れの方針（アドミッション・ポリシー）を定めてい

る。短期大学部のアドミッション・ポリシー（学科が求める学生像）は、大学

Web ページにおいて明示し、周知を図っている。 

その内容は以下の通りである。 

 

[名古屋女子大学短期大学部] 

短期大学では、「よき家庭人で力強き職能人」を実現するため、生活学または保育学の専門的

な知識・技能とともに、日常生活に欠かせない諸知識・技能を習得しようと意欲を持ち、自主的

な姿勢で学習ができる人を求める。 

 

また、学科のアドミッション・ポリシー（学科が求める学生像）は、大学 Web

ページと併せて、受験生が学校選びの際に目に触れやすい「大学案内」の冒頭

部においても、在学中に取得できる資格・免許や目指すべき進路と併せて明記

している。 

その内容は以下の通りである。 
 

[生活学科] 

人間生活・社会生活の知識、衣食住の生活と情報についての専門的技術を身に付けたいという

熱意があり、かつ創造性豊かで、何事にも真面目に積極的に取り組める人を求める。 

[保育学科] 

子どもが好きで、あらゆる人間同士のコミュニケーションを大切に思い、命の尊さを真面目に

受け止め、社会や自然に対して真摯な眼差しを持てる人を求める。 

 

アドミッション・ポリシー（学科が求める学生像）に加えて「入試の選抜視

点」、「選抜において評価重視する特性」を定めており、包括的かつ視覚的に公

開されている。 
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「入試の選抜視点」は以下の通りとなっている。 

指定校制推薦  

志望する学科・専攻の求める学生像を満たすことを、高校での学習

状況等に関する評価、面接により判断し、選抜する。受験するため

には、本学が指定する高等学校長の推薦を必要とする。  

公募制推薦  
志望する学科・専攻の求める学生像を満たすことを、高校での学習

状況等に関する評価、課題作文、面接により判断し、選抜する。  

一般入学試験  

高校までに身に付けた学力を本学の入試問題で判断し、志望する学

科・専攻の教育を受けるに相応しい知識及び能力があるかを判定し、

選抜する。  

大学入試  

センター試験利用  

高校までに身に付けた学力をセンター試験で判断し、志望する学

科・専攻の教育を受けるのに相応しい知識及び能力があるかを判定

し、選抜する。  

センタープラス  

方式  

高校までに身に付けた学力を本学の入試問題及びセンター試験で判

断し、志望する学科・専攻の教育を受けるのに相応しい知識及び能

力があるかを判定し、選抜する。  

AO 選抜  

本学の学園訓、教育理念等を理解し、志望する学部・学科・専攻の

求める学生像に合致する人物であることを、エントリーカード及び

個別面接により判断し、選抜する。  

資格優遇選抜  

志望する学科・専攻が定めた資格・スキルを有する人物で、本学の

学園訓、教育理念等を理解し、学科・専攻の求める学生像に合致す

ることをエントリーカード及び個別面接により判断し、選抜する。  

特別選抜  

社会人  

本学の学園訓、教育理念等に共感し、高い勉学意欲及び適性を持つ

人物であることを面接及び小論文等により判断し、選抜する。  

特別選抜  

帰国生  

本学が定める出願資格を満たしたうえで、本学の学園訓、教育理念

等を理解する、高い勉学意欲及び適性を持つ人物であることを面接

及び小論文等により判断し、選抜する。  

特別選抜  

外国人留学生  

本学が定める出願資格を満たしたうえで、本学の学園訓、教育理念

等を理解する、高い勉学意欲及び適性、水準以上の日本語能力を持

つ人物であることを面接及び小論文等により判断し、選抜する。  

 

「選抜において評価重視する特性」は以下の通りとなっている。 
 

１．知識・理解 高等学校までの学習範囲の知識を有し、それらの基本的内容を理解している。 

２．関心・意欲 志望する学科専攻における学びを理解し、学びへの強い関心・意欲がある。 

３．能力・適性 志望する学科専攻において学ぶ基本的能力・適性がある。 

４．態度・表現 学園訓および教育理念を受容し、成長する姿勢がある。 
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◎：重視する、○：評価する 

生活学科 
知識 

理解 

関心 

意欲 

能力 

適性 

態度 

表現 
募集枠方針 

指定校制推薦 ◎ ○ 募集人員の 35% （推薦選抜） 

募集人員の 45% 公募制推薦 ◎ ○ 募集人員の 10% 

一般入試 ◎ ○ 募集人員の 26% 

（学力選抜） 

募集人員の 34% 
センター試験利用 ◎ ○ 募集人員の 4% 

センタープラス方式 ◎ ○ 募集人員の 4% 

AO 選抜・資格優遇 ◎ ○ （ＡＯ選抜）募集人員の 21% 

特別選抜・社会人 ◎ ○ 

若干名 特別選抜・帰国生 ◎ ○ 

特 別 選 抜 ・ 外 国 人

留学生  
◎ ○ 

＜能力・適性＞45%、＜知識・理解＞34%、＜関心・適性＞21% 

保育学科 
知識 

理解 

関心 

意欲 

能力 

適性 

態度 

表現 
募集枠方針 

指定校制推薦 ◎ ○ 募集人員の 32% （推薦選抜） 

募集人員の 40% 公募制推薦 ◎ ○ 募集人員の 8% 

一般入試 ◎ ○ 募集人員の 40% 

（学力選抜） 

募集人員の 50% 
センター試験利用 ◎ ○ 募集人員の 6% 

センタープラス方式 ◎ ○ 募集人員の 4% 

AO 選抜・資格優遇 ◎ ○ （ＡＯ選抜）募集人員の 10% 

特別選抜・社会人 ◎ ○ 

若干名 
特別選抜・帰国生 ◎ ○ 

特 別 選 抜 ・ 外 国 人

留学生  
◎ ○ 

 

＜知識・理解＞50%、＜能力・適性＞40%、＜関心・意欲＞10% 

 

 

 

知識・理解 関心・意欲 能力・適性 

保育学科 50 10 40 

生活学科 34 21 45 
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(b) 課題 

平成 28 年 3 月 31 日に、中央教育審議会大学分科会大学教育部会から発表さ

れた「『卒業認定・学位授与の方針』（ディプロマ・ポリシー）、『教育課程編成・

実施の方針』（カリキュラム・ポリシー）及び『入学者受入れの方針』（アドミ

ッション・ポリシー）の策定及び運用に関するガイドライン」に基づき、「学力

の 3 要素」（知識・能力・態度）及び求めている学生像が明確になるように平成

29 年 4 月 1 日を目途に見直しを行う。 

 

 

［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 

教育課程で示される各科目はシラバスにおいて授業の目的と概要、授業の到

達目標、授業計画、学習上の留意事項、授業外学習の指示、成績評価基準が設

定され、授業の到達目標に具体的な学習成果が示されている。その学習成果は

SABCD の 5 段階の成績評価で示されるが、本学では独自の GPA 的評価が導入

されており、それぞれを点数化し、その平均値を算定することで学習成果を測

定している。 

各授業科目で設定された学習成果は授業内で達成可能なものとされており、

それらを積み重ねることで、社会に出てから活かすことのできる各資格が取得

可能となる。 

また、シラバスの内容は当然ディプロマ・ポリシーならびにカリキュラム・

ポリシーに基づいて設定されており、学生の単位修得状況はおおむね適正に推移

している。成績不振の学生に対しては、当該科目担当者及び指導教員が個人面談

などの対応をとるなどの働きかけを行っている。欠席が多い学生については、

専任、非常勤を問わず「授業欠席報告書」により、半期科目を 3 回以上欠席し

た学生について指導教員に報告することになっており、これに基づいて指導教

員が該当学生を指導している。上述のような指導もあり、ほとんどの学生が資

格取得のうえ 2 年間で卒業しており、学習成果の一定期間内での達成は可能で

あると判断している。 

学生の学習成果の測定としては、両学科ともに資格の取得状況と年度末に実

施される「卒業学年に対するアンケート」等により行われている。学習成果と

して得られる資格（検定・認定ともに）・免許は、実際的な価値があるものであ

り、2 年間で取得可能なように設計されている。 

過去 5 年間の免許・資格取得者数は次のとおりである。 
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（過去 5 年間の免許・資格取得者数） 

免許・資格名  23 年度 24 年度 25 年度 26 年度  27 年度

IT パスポート試験  7 3 3 1 0 

上級情報処理士  59 55 39 114 98 

情報処理士  6 15 4 23 10 

情報処理技能検定  

（データベース）1 級  
6 16 3 0 0 

情報処理技能検定  

（表計算）2 級以上  
77 56 120 113 67 

ホームページ作成検定 1 級  62 45 67 53 52 

マルチメディア検定ベーシック  0 5 2 9 2 

マイクロソフトオフィススペシャリスト 0 0 0 1 0 

日本語ワープロ検定 2 級以上  47 29 53 56 53 

文書デザイン検定 1 級  63 21 99 84 60 

プレゼンテーション作成検定 1 級  0 0 0 17 10 

CG エンジニア検定試験 3 級  1 0 0 0 0 

Web デザイナー検定ベーシック  2 0 0 3 1 

秘書士  62 60 39 13 25 

秘書技能検定準 1 級  0 2 0 0 0 

秘書技能検定 2 級  22 14 13 21 36 

秘書技能検定 3 級  36 33 34 24 38 

保育士  109 121 125 152 147 

幼稚園教諭二種免許状  108 120 124 159 151 

レクリエーションインストラクター  14 17 15 1 －  

ピアヘルパー  21 －  －  －  －  

医療秘書実務士  45 31 42 61 63 

フードスペシャリスト  11 21 17 －  －  

フードコーディネーター3 級  55 59 53 50 34 

栄養士  68 －  －  －  －  

食生活アドバイザー2 級  3 13 5 6 6 

食生活アドバイザー3 級  31 48 11 22 12 

2 級テキスタイルアドバイザー  21 17 9 －  －  

フォーマルスペシャリスト検定準 2 級

（ブロンズライセンス）  
16 25 20 23 22 

ドレメ式洋裁学校教員認定 3 級  14 14 2 9 4 

パターンメイキング技術検定 3 級  4 5 0 0 0 

リビングスタイリスト 2 級  5 0 0 0 0 
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各学科の現状は次のとおりである。 

［生活学科］ 

本学科では 3 コース（生活情報・ファッションデザイン・食生活）別に教育

目的が定められており、生活情報コースでは IT、リテラシー、Web デザイン、

SE・プログラミング、ファッションデザインコースでは材料・加工、設計・製

造、企画、食生活コースでは調理、食文化、食品・食品の安全、フードコーデ

ィネート、食品流通・消費、栄養の各授業科目が並び、具体的な学習成果が得

られている。さらに、各分野での資格取得に連動し、就職活動や卒業後の生活

にも役立っているため、学習成果は実質的な価値を持っている。また、学科基

礎・総合科目群の授業科目では学士力を培い上級情報処理士の資格を取得でき、

秘書力養成科目、健康・医療力養成科目では医療秘書実務士・秘書士の資格を

取得できるため、学習成果は実質的な価値を持っている。 

以下の表(Ａ、Ｂ)は本学科の過去 6 年間の年度ごとの入学者数と、その入学者

が卒業に至るまでの間の推移を表した数字である。 

 

＜A 表＞  

 23 年度  
入学生  

24 年度  
入学生  

25 年度  
入学生  

26 年度  
入学生  

27 年度  
入学生  

入学定員  200 200 140 140   140 

入学者数  168 128 173 140 145 

退学者数（除籍含）  
[①１年次  ②2 年次］  

[①4 ②2］ [①1 ②2］ [①4 ②2］ [①1 ②2］ [①2 ②-］

 

＜B 表＞  

 24 年度  
卒業時  

(25.3.18) 

25 年度  
卒業時  

(26.3.18) 

26 年度  
卒業時  

(27.3.18) 

27 年度  
卒業時  

(28.3.18) 

28 年度  
卒業時  

(29.3.18) 

卒業者数  160 122 164 133 －  

卒業延期（留年）者数  2 3 3 4 －  

卒業率  95.2％  95.3％  94.7％  95.0％  －  

就職希望者数  128 95 138 118 －  

就職者数  ※  104 88 129 112 －  

就職率  81.3％  92.6％  93.5％  94.9％  －  

                                                                  ※9 月卒業者を含まない  

この一覧表から分かる通り、各年度の入学者の中で退学するのはごく少数で

ある。退学理由は経済的理由、身体的理由など様々であるが、授業について行

けなくて退学するというケースはほぼ皆無である。また、毎年卒業率は高く、

学習成果は 2 年間という一定期間で達成可能といえる。卒業生のほとんどが自

分の所属コース（専門領域）にそった資格を取得して卒業している。したがっ

て、学習成果の達成はほぼ可能であると判断している。 
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［保育学科］ 

保育学科では、学科の主目的が保育士資格と幼稚園教諭二種免許状の取得と

なっており、さらにディプロマ・ポリシーの中でその具体像を明示することで、

学習成果を明らかにしている。両資格の取得は在学中の 2 年間で達成可能であ

るようにカリキュラムが編成され、大半の学生がそれらの資格を取得して卒業

し、保育所・幼稚園への就職に活かされている。 

本学科では「福祉マインドを持った人間性豊かな保育士及び幼稚園教諭」を

育成するため、①福祉の理論、②こころとからだの発達・健康、③保育と教育

の理論、④保育と教育の内容・技能、⑤保育と教育の実践、の 5 系列に分類さ

れた「学科専門科目」で構成し、さらに少人数教育型の「保育者養成ゼミ１」「保

育者養成ゼミ２」「保育者養成ゼミ２」（平成 28 年度より「保育者養成基礎講座」

「保育者養成発展講座」「保育者養成実践講座」）を設けている。いずれの科目

も具体的な学習成果（シラバスでは「授業の到達目標」）を設定し、評価してい

るので、本学科の教育課程の学習成果には具体性があるといえる。 

以下の表(A、B)は本学科の過去 6 年間の年度ごとの入学者数と、その入学者

が卒業に至るまでの間の学習成果に関する主な項目別の数字である。 

 

＜A 表＞ 

 23 年度  
入学生  

24 年度  
入学生  

25 年度  
入学生  

26 年度  
入学生  

27 年度  
入学生  

入学定員  120 120 160 160 160 

入学者数  132 133 171 161 178  

退学者数（除籍等含） 
[①年次  ②2 年次］  

[①4 ②3］ [①2 ②1］ [①3 ②1］ [①1 ②1］ [①5 ②-］

 

＜B 表＞  

 24 年度  
卒業時  

(25.3.18) 

25 年度  
卒業時  

(26.3.18) 

26 年度  
卒業時  

(27.3.18) 

27 年度  
卒業時  

(28.3.18) 

28 年度  
卒業時  

(29.3.18) 

卒業者数  124 129 166 157 －  

卒業延期（留年）者数  1 1 1 2 －  

卒業率  93.9％  97.0％  97.0％  97.5％  －  

保育士資格取得者数  120 124 152 147 －  

幼稚園教諭免許状  
取得者数  

119 123 159 151 －  

就職希望者数  120 123 150 151 －  

就職者数  ※  118 120 148 149 －  

就職率  98.3％  97.6％  98.6％  98.6％  －  

                                                                 ※9 月卒業者を含まない  

この一覧表から分かる通り、各年度の入学者の中で退学するのはごく少数で

ある。退学理由は人間関係の悩み、進路変更などで、授業について行けなくて

退学するというケースはほぼ皆無である。また、毎年卒業率は高く、学習成果
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は 2 年間という一定期間で達成可能といえる。卒業生のほとんどが保育士資格

と幼稚園教諭二種免許状の両方を取得して卒業している。したがって、学習成

果の達成はほぼ可能であると判断している。 

 

 

(b) 課題 

  本学においては、学生の取得資格・免許およびコンテスト受賞の成果等を学

習成果の指標として活用しているが、これらの成果が授業科目における成績評

価をはじめ、本学独自の GPA 的評価に充分に活かされていないことが課題であ

る。また、インターンシップ活動やボランティア活動も同様である。さらに、

生活学科の卒業研究、地域貢献演習、保育学科の校外実習など、ディプロマ・

ポリシーおよび学士力育成に影響のある授業科目の評価においても、成績評価

および本学独自の GPA 的評価の算出において、他の授業科目と同等の扱いとな

っている。つまり、ディプロマ・ポリシーに則した真の成績評価を測定するこ

とが難しい現状になっていることが課題といえる。 

［生活学科］ 

学習成果の査定は概ね明確になっているが、入学時の学力が低下しているこ

とを踏まえて、一層の個別指導が必要となる。また、複数教員によってコース

別に展開されている「キャリアデザイン 2」（1 年後期）などで、コース間の学

習成果に差が出ず、よりよいキャリア教育が展開されるよう、この授業の目標

をさらに明確にし、授業展開を工夫する。 

［保育学科］ 

入学時の基礎学力が低下し、また多様な学生が入学してきていることを踏ま

えて、なお一層のきめ細かな指導が必要になっている。 

 

 

［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。］ 

 基準Ⅱ-A-5 の自己点検・評価 

(a) 現状 

卒業生の就業状況に関する調査として、平成 26 年度からキャリア支援オフィ

スが主体となって、卒業･就職から 2 年を経過した卒業生を対象に毎年度「卒業

生の就職状況に関するアンケート」を、就職先企業等に対しては 3 年毎に「就

職先から見た名古屋女子大学・名古屋女子大学短期大学部卒業生の評価に関す

るアンケート」を行い、本学の強み・弱みを把握し、教育課程やキャリア支援

オフィスでの指導等に反映させることにより、キャリア支援の改善推進を図っ

ている。平成 26 年度においては卒業・就職した卒業生のうち 233 名と企業等

111 社を対象に、平成 27 年度においては卒業・就職した卒業生のうち 161 名を

対象として調査を実施した。 
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卒業生の全般的な傾向としては、真摯な態度で勤務することを通じて企業等

への貢献と社会人としての成長を実感していることが認められた。その一方で、

言葉遣いや電話対応などの基本的なマナーや、仕事の計画性の不足に不安を感

じている卒業生も散見された。 

また、企業等から見た本学卒業生の全般的な評価は「真面目で礼儀正しいが、

やや積極性に欠ける」といったもので、喫緊の課題となる事項は認められなか

った。 

各学科の取り組み内容は下記の通りである。 

［生活学科］ 

学科としては現時点では、学生の卒業後、就職先への定期的なアンケート調

査は行っていない。しかし、学内企業展、学内説明会などの開催時に学生の就

職先の方から卒業生の動向を伺ったり、例年 OG 懇談会などで卒業生が来校し

た際に就職先の状況を確認したりして情報を収集し、それを教員間で共有し、

学習成果の点検に活用している。 

［保育学科］ 

学生の卒業後評価について、本学科では学生が教育・保育実習中に、教員が

実習施設を訪問して学生の巡回指導をしている。その際に、その施設に採用さ

れて勤務している卒業生がいれば、当該卒業生の勤務態度や仕事の様子などを

聴取し、その内容を学科会議で報告して評価に代えてきた。平成 26 年度にはこ

れに加え、前年度卒業学生に対して記名のアンケート調査をしている。これは

現在の仕事内容や仕事に対する満足度などについて問うたものである。アンケ

ート用紙を卒業生に郵送し、記入後大学宛に返送してもらうという方式で実施

している。 

平成 26 年度には 117 名中 29 名から回答が寄せられた。現在の仕事への満足

度に関して「かなり満足」「ほぼ満足」「やや不満」「かなり不満」の 4 段階で問

うたところ、ほぼ半数（14 名、48％）の卒業生が「ほぼ満足」と回答し、続い

て「かなり満足」「やや不満」が同数（各 6 名、20％）、「かなり不満」は 2 名で

あった（未回答が 1 名）。仕事内容については「一人ひとりの負担が大きい」「持

ち帰りの仕事が多い」といった不満から、「仕事は大変ですが、子どもの成長を

見るのはとても楽しいです」「やりがいを感じる」といったものまで多様な意見

が寄せられた。また、在学中に学んだどのようなことが現場で役立っているか、

もしくはもっと学んでおきたかったことは何かについてもコメントがあり、回

収率が 25％と低い状態ではあるが、このアンケート調査の結果は本学科の教育

の改善に活用したいと考えている。但し、不満を持つ卒業生に対して指導体制

が組めなかったこともあり、平成 27 年度のアンケート実施は見送ることとなっ

た。 

 

(b) 課題 

「卒業生の就職状況に関するアンケート」において、ビジネスマナーに不安

を感じている卒業生がいることに対し、全学共通科目「生活マナー論」「キャリ
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ア入門」等の履修に際して、入学当初からキャリア意識を高められるよう教職

員が連携し、学生への動機付けを図っていくことが課題である。 

 

 

［生活学科］ 

学科独自では卒業生の進路先からの評価の聴取を行っていないので、今後就

職先へのアンケート調査の実施を検討するか、キャリア支援オフィスによるア

ンケート調査の結果を活用していく。 

［保育学科］ 

学科独自の卒業生へのアンケート調査については、その内容、回答結果の活

用法とともに、回収率をさらに上げ、より多くのフィードバックを得られるよ

う工夫していく必要がある。とくに、職場に不満を持つ卒業生に対する指導を、

具体的にどのように進めていくのかは検討課題である。 

 

 

 テーマ 基準Ⅱ-A 教育課程の改善計画 

平成 28 年 3 月 31 日に、中央教育審議会大学分科会大学教育部会から発表さ

れた「『卒業認定・学位授与の方針』（ディプロマ・ポリシー）、『教育課程編成・

実施の方針』（カリキュラム・ポリシー）及び『入学者受入れの方針』（アドミ

ッション・ポリシー）の策定及び運用に関するガイドライン」に基づき、今後 3

つのポリシー（短期大学部、生活学科、保育学科）の見直しを進めていく。 

平成 27 年度に「カリキュラムマップ」を作成し学生に配布したが、平成 29

年度新入生より、カリキュラムマップを「履修要項」に記載する。 

生活学科では 3 コースの専門性を追求せず各種資格の取得を希望しない学生、

保育学科では保育職から一般企業就職へ志望変更する学生など、両学科ともに

多様な学生が在籍しており、両学科の教育目的・目標さらには学位授与の方向

性にも完全に一致しない場合も出て来ている。このような学生への個別の履修

指導等の対応を迫られているため、学科会議等で指導方針を固めていく。 

一般的な授業科目における成績評価に留まらず、ディプロマ・ポリシーに則

して価値のある授業科目を傾斜配分した成績評価基準を算出し、また、学生の

取得資格・免許およびコンテスト受賞の成果等、インターンシップ活動やボラ

ンティア活動の成果をディプロマ・ポリシーに則して数値化して加えた「名女

大式 GPA」を検討する。 

卒業生のアンケート調査を卒業後評価の一環として実施しているが、今後は

生活学科でも学科独自に就職先へのアンケート調査の実施を検討するなど、卒

業生及び企業からの調査結果の分析をさらに進める。それをもとに、学生支援

センターキャリア支援オフィスと学科教員が連携して、内定辞退及び早期離職

防止等を含め、卒業を控えた学生（一部の卒業生を含む）への具体的な指導、

在学生への具体的キャリア指導に活かしていかなければならない。 
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【提出資料】 

（学位授与の方針に関する印刷物） 

4．履修要項 2015 

14．大学 Web ページ（教育・研究情報の公開） 

http://www.nagoya-wu.ac.jp/sogo/kokai/policy_tan.html#plan02 

（教育課程編成・実施の方針に関する印刷物） 

4．履修要項 2015 

14．大学 Web ページ（教育・研究情報の公開） 

http://www.nagoya-wu.ac.jp/sogo/kokai/policy_tan.html#plan02 

15．カリキュラムマップ 

（入学者受け入れ方針に関する印刷物） 

3．平成 27 年度大学案内 

14．大学 Web ページ（教育・研究情報の公開） 

http://www.nagoya-wu.ac.jp/sogo/kokai/policy_tan.html#plan02 

（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） 

16．平成 27 年度授業科目担当者一覧 

（シラバス・平成 27 年度） 

9．シラバス 2015 

 

【備付資料】 

（単位認定の状況表・平成 27 年度卒業学生） 

11．単位認定の状況表（平成 27 年度卒業学生） 

（学習成果を表す量的・質的データに関する印刷物） 

7．卒業学年に対するアンケート 

12．学年末アンケート 

13．卒業生の就業状況に関するアンケート 

14．就職先から見た名古屋女子大学・名古屋女子大学短期大学部卒業生の評価

に関するアンケート 

15．「私の学びの足跡」（ポートフォリオ） 

16．学修の行動・時間・成果に係るアンケート調査 

17．医療秘書実務実習体験文集 

18．海外総合演習報告書 

19．卒業研究報告書 

20．教育実習報告書「幼稚園教育実習を終えて」 

    21．『すてきな大人になるために～for your dream～新作作品と授業での 

            取り組み』 
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［テーマ 基準Ⅱ-B 学生支援］ 

［区分 基準Ⅱ-B-1 学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて教育資源を有効に活用し

ている。］ 

 基準Ⅱ-B-1 の自己点検・評価 

 (1) 教員の学習成果の獲得に向けた取り組み状況 

(a) 現状 

本学のディプロマ・ポリシーに基づき、学習成果の成績評価は、各授業科目

において学期末を中心に実施される試験成績と平常成績を総合し、シラバスに

記された評価方法に基づいて、SABC 合格と D 不合格の 5 段階の評価基準で判

定している。また、本学では独自の GPA 的評価が導入されており、それぞれを

点数化し、その平均値を算定することで、編入学や奨学金の受給などに利用し

ている。 

本学では指導教員制を設け、学生を 40 人程度のクラスに編成し、それぞれ１

名の指導教員を配置している。指導教員は自身のクラスの学生について、その

学習成果を期首の履修指導や期末の成績、アンケート調査により、また、日々

の個別相談によって卒業に至るまで詳細に把握しており、特別に指導が必要な

学生の情報については学科会議で共有することにより、教員全体での学習成果

の把握に努めており、学科の教育目的の達成状況を確認している。 

FD 活動については、自己点検・自己評価委員会が「学生による授業評価アン

ケート」を実施し、その結果に基づき、授業改善の取り組みを行っている。教

員は前期・後期各 2 回、それぞれ中間と期末に「学生による授業評価アンケー

ト」を受け、それらは集計された後、各教員にフィードバックされている。評

価結果については、教員自身が結果考察を記述の上、学生による自由記述も含

めて冊子にまとめられ、図書館で学内公開され、授業改善の資料として活用さ

れている。評価結果が基準値を下回った場合は、部長・学科長による面談や、

自己点検・自己評価委員会 FD 作業部会で定められた「FD 授業改善プログラム」

に基づく教員相互の授業参観や授業検討会によって授業改善が行われている。 

 

各学科の現状については次のとおりである。 

［生活学科］ 

生活学科では、学科による FD 活動（学科 FD）の一環として、授業参観を前

期・後期ともにコース別に各１回実施している。授業参観の科目は、学び方の

根幹となる情報、ファッション、食生活の科目を中心にした授業からそれぞれ

１科目選んでいる。授業参観終了後には参加教員を中心として検討会を実施し、

授業改善へとつなげている。 

また、教員全員参加の学科会議が毎月開催されて意思疎通をはかっている。

それを補完するために、教員全員からなるメーリングリストを作って情報の共

有に努めており、教員間の情報共有は十分になされていると考えられる。 
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学習成果の把握方法としては、レポートや提出課題の点検に加え、定期的な

小テストの実施のほか、大学案内に明記している資格の取得人数を担当科目に

該当する教員が把握しており、その情報は学科内で共有されている。 

［保育学科］ 

保育学科では、「私の学びの足跡」（学習ポートフォリオ）を作成し、学習成

果の達成状況を把握している。学生が各自立てた目標やそれに向けた取り組み、

その結果に対する自己評価と今後の課題についてクラス指導教員、ゼミ担当教

員の両方で確認しながら学生指導に役立てている。 

また、保育学科では学科 FD として前期、後期の各期にそれぞれ 1 回ずつ授

業参観を行い、結果について学科会議で討議することにより、互いの授業改善

を図っている。生活学科と同様に、学科会議を補完するため、教員全員からな

るメーリングリストを作って情報の共有に努めており、教員間の情報共有は十

分になされていると考えられる。 

授業間の連携としては、関連する保育実習科目（保育所・施設）で共通の『保

育実習の手引き』及び「保育実習の記録」を共同で作成し、指導において活用

しているほか、1 年次生と 2 年次生合同の保育所実習報告会を開催している。ほ

かにも、美術と言語表現といった授業の枠を超えた合同制作や、共通するテー

マについて外部講師による講演を複数の授業で合同開催するなど連携を図り、

学生の総合的な学び、理解の深化を図っている。 

また、音楽授業の ML（ミュージックラボ）教室には本学科独自のオリジナル

仕様（ディスプレイ搭載）のクラヴィノーヴァを設置し、個人でピアノを練習

するためのレッスン室、練習室が計 16 室あり、土日も含め夜間まで使用できる

ようになっている。また、実際の保育所を模した保育室もあり、各種授業で活

用されている。 

 

(b) 課題 

本学においては、学生の取得資格・免許およびコンテスト受賞の成果等を、

学習成果の指標として活用しているが、これらの成果が授業科目における成績

評価をはじめ、本学独自の GPA 的評価に充分に活かされていないことが課題で

ある。 

 

(2) 事務職員の学習成果の獲得に向けた取り組み状況 

(a) 自己点検・評価を基に現状を記述する。 

学生支援センター教学支援部門は、授業の履修や試験、成績等を取り扱う事

務組織であり、学生及び教員の支援を行っている。具体的には学科の教育目的

や卒業・資格要件にあわせた履修指導を学生に行い、教員を通して授業支援を

行うことで学習成果の獲得に貢献している。また、学生の卒業や一定の資格取

得について判定を行い、成績順位を管理することで学習成果を認識するととも

に、学科の教育目的の達成状況を把握している。教学支援部門で把握している

成績不振者を期首の履修指導時にリスト化して教員に提供することや、教学支
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援部門が実施する「学修の行動・時間・成果に係るアンケート調査」の集計結

果を教員に提供することで、教員と職員の情報共有による学生支援体制の向上

を図っている。 

学生生活支援部門の事務職員は、学園訓「親切」を念頭におき、課外活動、

奨学金、学納金納付相談など学生生活全般に係る学生対応業務を行い、学生生

活の不安を取り除き、安心して学習に専念できる環境を整える支援を行うこと

で、各学科の学習成果達成に貢献できていると認識している。さらに、事務職

員は学生委員会を通じて学生指導全般に係る事柄について教員と連携をとり、

各学科の教育目的・目標の達成に努めている。新入生には、入学式後の 3 日間

新入生オリエンテーションを実施しているが、日程調整から事務職員が携わっ

ている。オリエンテーションにおいても履修登録方法、奨学金、学術情報セン

ター利用説明等に事務職員が関わり、通学途上の交通安全指導講習会の企画、

開催も事務職員が担当している。 

キャリア支援部門の職員は、恒常的な進路相談や面接指導、履歴書・エント

リーシートの添削のほか、学校推薦求人の選考に当たっての成績照会などを通

じ、恒常的に学習成果の確認を行うとともに、問題点等について適宜教員と情

報を交換し、対応している。また、卒業生及び卒業生の就職先企業等に対する

定期的なアンケートの実施によって、学習成果についての社会的・実践的な観

点からの評価を把握し、指導への反映を図っている。 

事務職員は、学生指導に係る外部研修等の SD 活動にも積極的に参加し、他大

学の学生指導方法等を参考とし、本学の学生支援の改善向上が図られている。

また、本学では平成 16 年度から SD を大学全体で推進しており、「職員研修規

程」に基づき研修が制度化されている。新規採用職員への新任者研修、職制別

研修、業務別研修、派遣研修、特別研修を実施しているほか、学生の学習成果

の獲得のため、学園の中心となるべき中間管理職に対して、リーダーシップを

発揮できる職員の育成に向けた管理職研修を実施している。このように、事務

職員は SD 活動を通じて専門性を高め、学生支援の職務を充実させている。 

 

(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。 

教員の持っている情報と事務職員の持っている情報には差があるので、学生

の情報をクラス指導教員と共有し、事務職員としての学習成果への貢献方法を

検討する。 

 

(3)学習成果の獲得に向けた施設設備及び技術的資源の有効活用の状況 

(a) 自己点検・評価を基に現状を記述する。 

学生の学習支援として、学術情報センター大学図書館の事務職員及び教員は、

学科活動、授業と連携した様々な取組みを実施している。入学時には、学術情

報センター利用説明を中心とした図書館の概要説明をオリエンテーションに組

み込み、全学科で実施している。さらに、コンピュータを使った蔵書検索や図

書館ツアーについて、生活学科ではアセンブリセッション（授業時間以外に学
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生指導やさまざまなガイダンスを行うための毎週 90 分の時間）の１回を、保育

学科では必修科目である「保育者養成ゼミ（平成 28 年度から保育者養成基礎講

座）」の１回を図書館利用ガイダンスにあてている。また、1 年生の前期授業内

で「レポート作成のための情報収集」講習を実施（全学科クラス単位の演習）

している。生活学科については、1 年生後期の「キャリアデザイン 2」の授業内

で、「就活のための情報収集」講習を実施（コース単位の演習）している。 

平成 24 年度より、短期大学部と大学図書館の連携による読書推進活動「私の

人生本棚～目指せ 7305ｐ～」を実施している。短大卒業時までに 7305ｐ（誕生

から卒業まで 1 日 1ｐの概算）の読書をすることを目標に、1 年生では読書講座

の開講と読書ノートを介した読書記録を提出し、2 年生では各学科、コースの特

色を活かした読書活動と活動成果の発表（作品の展示、絵本読み聞かせ会の開

催等）等を行っている。短期大学部教員と図書館職員によるワーキンググルー

プにより、年次計画、学生指導を担当し、在学 2 年間を通した活動により、学

生の読書習慣の醸成に効果をもたらしている。読書推進活動の成果として、目

標の 7305p 読了者と１年間の読書量が多かった学生を表彰している。また、読

書推進活動の一環として、学科別に教員のおすすめの本を紹介し、読書に親し

んでもらう機会を設けている。その様子は大学図書館内で発表しており、学生

は自由に掲示物にコメントを書き込むことができ、図書館との距離感を縮める

ような工夫をしている。 

生活学科では、読書推進活動の一環として、平成 27 年度は 2 年生が学内のギ

ャラリーでの発表を行っている。例えば生活学科の生活情報コースの学生はア

ニメーションを使って本の一部を映像化したり、ファッションデザインコース

の学生は本に出てくる主人公のドレスを制作したり、食生活コースの学生は本

に出てくる料理をテーブルコーディネートで表現したりと、さまざまな工夫を

凝らして成果発表を行っている。 

保育学科でも、読書推進活動として、保育者の立場から童話や絵本を読んだ

感想を展示している。また、地域の幼児との関わりの手がかりとした地域貢献

アクションプログラム「保育学科 絵本読み聞かせ隊」活動により、大型書店

の児童書売場で、来店した子どもたちに絵本を読み聞かせる活動を行っている。

なお、併設する四年制大学も含めた共同プロジェクトとして、学生の読書支援、

「名女大読書プロジェクト」を展開している。このプロジェクトでは、読書感

想文コンクールの実施、学生サポーターによる学生主体の読書イベントや図書

館ボランティア活動への参加等、図書館を通し、学生が主体的に係わる場を提

供することで、読書習慣の醸成や社会経験の機会を設ける支援を行っている。 

学術情報センターでは図書館閲覧カウンターにパソコン相談窓口を設置し、

学内 PC 演習室での問合せや指導支援を実施している。そのほか、全学共通科目

の「基礎情報処理演習 1」「基礎情報処理演習 2」を必修化することで、コンピ

ュータの基礎的知識を身に付けさせている。この科目を通して学内 LAN の仕組

みを深く学び、課題の提出方法や授業で使用する資料の入手方法を学ぶことが

できる。生活学科の選択科目である「情報リテラシー演習」では、学術情報セ
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ンターの Web ページから日経 BP 記事検索の方法の指導も行っており、コンピ

ュータを利用した図書館の利用について総合的に指導している。 

平成 16 年度より、学術情報センター内に利用者サービス推進プロジェクトチ

ームを組織し、学生への支援向上を図っている。その一つとして、例年学生対

象の利用者アンケート（オンライン調査）を実施し、結果を公表(学術情報セン

ター広報誌、学術情報センターWeb ページ)、アンケートでの要望に具体的に改

善することで学生へのフィードバックを行っており、学生の満足度向上に寄与

している。改善された内容は、学術情報センターWeb ページの利便性向上、グ

ループ学習室の増設、図書館サインの改善などである。なお、平成 27 年度、学

術情報センターが新館として図書館、PC 施設の複合施設となり、窓口を一元化

したことから設問も両サービスを統合したものに改定し実施した。 

 

【アンケート「PC 相談室の対応で、特に改善が必要なものは何ですか。」】 
（単位：件）  

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度

話しかけやすさ   18 
(20%)

26 
(20%) 

36 
(19%) 

25 
(17%)

対応の親切さ  3 
(3%) 

7 
(5%) 

11 
(6%) 

10 
(7%) 

質問に対する迅速さ  2 
(2%) 

4 
(3%) 

6 
(3%) 

0 
(0%) 

質問に対する的確さ  2 
(2%) 

5 
(4%) 

1 
(1%) 

2 
(1%) 

満足している   58 
(64%)

84 
(66%) 

135 
(70%) 

110 
(75%)

その他  8 
(9%) 

2 
(2%) 

4 
(2%) 

0 
(0%) 

合計  91 128 193 147 

 

【アンケート「図書館職員の対応で、特に改善が必要なものは何ですか。」】 
（単位：件）  

  23 年度 24 年度 25 年度 26 年度

話しかけやすさ   23 
(25%)

25 
(20%)

34 
(18%)

14 
(10%)

対応の親切さ  11 
(12%)

10 
(8%) 

13 
(7%) 

14 
(10%)

質問に対する迅速さ  1 
(1%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

質問に対する的確さ  0 
(0%) 

1 
(1%) 

4 
(2%) 

1 
(1%) 

満足している   52 
(57%)

82 
(64%)

116 
(60%)

97 
(66%)

その他  2 
(2%) 

3 
(2%) 

3 
(2%) 

1 
(1%) 

利用しない /未回答  2 
(2%) 

23 
(12%)

23 
(12%)

20 
(14%)

合計  91 193 147 147 
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【アンケート「新図書館・新 PC 自習室に満足していますか」】 
               （単位：件） 

 27 年度

大変満足している  24 
（26％）

満足している  34 
（37％）

普通  27 
（30％）

あまり満足していない  2 
（2％）

全く満足していない  0 
（0％）

利用していないのでわからない  4 
（4％）

合計  91 

 

そのほか、学術情報センターでは教職員の PC スキル向上を目的とした学内

SD として、ICT 講習会も定期的に実施している。 

 

(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。 

短期大学部と大学図書館と連携している読書推進活動では、保育学科の「絵

本読み聞かせ隊」等、読み聞かせに使用する資料を蔵書として整備するなど、

活動の環境的側面から支援を行っており、今後の活動活性化のためさらなる蔵

書充実を図ることが課題である。また、教員が紹介したおすすめ本について、

図書館の蔵書にない書籍については該当書籍を購入して蔵書の充実を図り、学

習成果の向上に努めているが、今後も継続して行っていく。 

 

 

［区分 基準Ⅱ-B-2 学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて学習支援を組織的に行っ

ている。］ 

 基準Ⅱ-B-2 の自己点検・評価 

(a) 現状 

【入学前教育・入学前指導】 

本学では AO 入試・推薦入試の入学手続者には「入学前教育」を行っている。

入学までに取り組むべき課題として、「創立者 越原春子」の感想文、基礎学力

講座「国語」（通信添削）、レポート課題 2 回を与えている。平成 28 年度入学生

からは、入学前教育オリエンテーション（平成 27 年 12 月実施）、学科講座スク

ーリング（平成 28 年 2 月実施）として創立者の紹介や大学の講義体験を行い、

授業開始時における円滑な教育の導入を図ることを目指している。 

3 月下旬には、全新入生を来校させ「入学前オリエンテーション」を実施して

いる。そこでは、初年次教育用テキスト「大学で学ぶということ」を配布し、
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入学までに熟読し、大学生になるという自覚を持つように指導している。これ

により、入学後のオリエンテーションでの初年次教育を円滑に進めている。ま

た、学科に合わせた指導を行っている。 

生活学科では学び方の根幹を、情報科目を中心とした生活情報コース、ファ

ッションの科目を中心としたファッションデザインコース、食に関する科目を

中心とした食生活コースの 3 つから選ぶ。入学後はすぐに履修登録が始まるた

め、入学式までに自分の学び方を決める必要がある。そのために入学前指導で

は、それぞれのコースでの学び方を中心に取得できる資格や、将来なりたい職

種などを一覧にした資料を配布し、入学後の学生生活をイメージさせている。

また、生活学科の特徴的科目である「海外総合演習」と「地域貢献演習（入門・

基礎・実践・応用）」について紹介している。 

保育学科では入学後の音楽技能授業の受講に備えて読譜やピアノの練習を課

し、結果を「バイエル習熟度チェックシート」に記入し提出することを義務づ

けている。平成 28 年度新入生からは、希望者に対して「ピアノ入門レッスン」

（平成 28 年 1 月・2 月・3 月）を実施した。また、全員が卒業までに漢検（日

本漢字能力検定）準 2 級の取得を学科目標としており、未受験者にはまずは 3

級受験からスタートすることとし、すでに 3 級を取得している学生には入学時

点で合格証書のコピーを提出するよう指導している。また、校外実習に向けて

の準備が入学後すぐに始まるため、それに関する事前説明を行い、課題を出し

ている。 

【新入生オリエンテーション・初年次教育】 

本学では新入生オリエンテーションを入学式後に 3 日間実施している。ここ

では｢履修要項｣や「学生生活の手引き」などの印刷物を中心に、学習の方法や

履修科目の選択（カリキュラムや卒業要件、資格要件、授業における出欠の取

り扱い、試験や成績など）及びより良い学生生活のためのガイダンスなどを行

っている。 

これらのガイダンスのほかに、本学が独自に作成した「大学で学ぶというこ

と」という初年次教育テキストを用い、大学生としての心構え、短期大学部で

の学びの意義や高等学校までの学びとの違い、また、学生の目指す未来像に向

けた科目の選択方法及び受講上の注意などについて指導している。 

生活学科では、オリエンテーションで特に履修指導に力を入れている。生活

情報コース、ファッションデザインコース、食生活コースの 3 つの中から選択

し、その後取得を希望する資格によって履修科目を決定する。11 の履修モデル

があり、教員の個別相談だけでは充分ではない場合もあるため、2 年生から選出

された学生サポーターが履修相談に応じることで、よりきめ細やかな指導がで

きている。学生サポーターは履修相談以外にもキャンパス内の案内をしたり、

学生生活における疑問や不安に対する助言を与えたりしている。 

保育学科では、保育士資格及び幼稚園教諭免許取得に向けた学科専門科目の

履修の重要性及び校外実習等への心構え等の指導に力を入れている。なお、保
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育学科においても、2 年生から選出された学生サポーターが履修相談に応じてお

り、よりきめ細やかな指導ができている。 

生活学科は新入生オリエンテーション期間中に、保育学科は越原学舎研修中

に「大学生基礎力レポート」（基礎学力・適性検査）を実施している。その結果

については専門業者によるフォロー講座が 5 月頃に行われ、学生は各自の適性

や基礎学力における得意分野、不得意分野を確認する。保育学科では結果表を

各自保管させ、短大在学中の 2 年間での各自の成長や変化を確認し、進路選択

の資料として活用するよう指導している。 

   【越原学舎研修】 

本学では、4 月から 5 月にかけて、新入生を対象に実施される 2 泊 3 日の越

原学舎研修でも学科独自の初年次教育を展開している。 

生活学科では、グループワークを中心としたプレゼンテーション・コンテス

ト等の他、地元の民間施設を利用して陶芸体験（皿作り）を行っている。プレ

ゼンテーション・コンテストはクラスメートと協力することで新入生同士の交

流を図るだけでなく、自分の意見を自分の言葉で、そして大勢の学生の前で発

表することで、就職活動や卒業後の一般企業での活動の準備につなげることを

意図している。また、生活学科では、「ホームページ作成」や「ファッションク

リエイト演習」「調理実習」など、ものづくりを志す専門科目も開講されている

ことから、陶芸体験を今後の制作学習を意識した演習として位置づけている。 

保育学科では、共同生活を送るなかで、同じ目的意識を共有した仲間を理解

し、主体的に行動し、さまざまな体験を通じて豊かな感性を育むことを目的と

して、グループ単位で合唱コンテストを実施している。保育者として重要な素

養の一つとして音楽があることはいうまでもないが、合唱コンテストはグルー

プ内で協力して合唱曲を仕上げていくプロセスにも大きな学びがあると考えて

いる。また、保育者としての 低限の教養を身につけるため、学科では漢字検

定 3 級以上の取得を義務づけているが、漢字力強化のための時間も設けている。

保育者は「連絡帳」など日常的に文章を書くことが多いことを踏まえ、漢字力、

文章力の重要性について、短大入学当初にしっかり認識する機会となっている。 

その他にも、両学科とも毎回食事の配膳や掃除などは学生が当番制で担当し、

研修中は班ごとに協力し合って規則正しい生活を送る。全国から集まり、入学

して初めて出会う人々との濃密な時間は、友人関係を築く重要な機会となって

いる。 

【指導教員制度】 

学生の学習上のサポートについては、本学では指導教員制を設け、授業や履

修を取り扱う事務組織である学生支援センター教学支援部門と連携して対応し

ている。学習上・生活上の悩み等は、クラス指導教員（教学系技術職員等も含

む）、または学科所属教員が学生の相談に当たり、解決を図っている。 

生活学科では、1 年生 3 クラスにはそれぞれ主指導教員と副指導教員の 2 名を

配置している。3 つのコース（生活情報、ファッションデザイン、食生活）を学

ぶ学生に対応するため、基本的に 3 名の主指導教員はそれぞれのコースの専門
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教員を充てている。1 年生の主指導教員は、次年度は 2 年生の主指導教員として

持ち上がりとなり、2 年間を通じて継続的に学生の指導に当たる。副指導教員は

1 年間の学生の指導を基盤として次年度は 1 年生の主指導教員となる。 

保育学科ではクラス指導教員とゼミ担当教員（少人数 15 名程度の授業形態の

「保育者養成ゼミ」、平成 28 年度入学生からは「保育者養成講座」）の併用で学

生指導を進めており、1 人の教員では漏れてしまう指導内容を、2 人の教員が別

の視点から学生を支援し、情報を共有しながら学生指導を進めている。 

【習熟度別授業・学生指導】 

生活学科では、「実践ワード演習」など一部のコンピュータを利用している演

習科目について、習熟度別のクラス編成を実施している。 

保育学科では、音楽の演習科目について、は習熟度に合わせた授業を実施し

ている。入学時に読譜問題と読譜に関する意識調査（全く音楽経験のない学生

が 2～3 割程度入学）を課し、学生の読譜についてのレベル調査を行っている。

その結果、必要と思われる学生を抽出し、毎週継続して読譜プリントを課題と

したり、個別指導内で個々の学生の技能に応じた読譜、運指の指導を行ってい

る。その効果を測るため、学期ごと、または学年末に入学時と同じ問題を課し

て変化を測り、次年度課題の設定の参考としている。また、ピアノ指導につい

ても、学生のレベルに合わせて、個人レッスンを展開している。とくにピアノ

演奏技術が優れている学生については、学生の技能に応じた曲を指定して指導

を行っている。 

なお、両学科とも、授業内で対応しきれなかった課題に関しては、教員がオ

フィスアワーなどの時間を使って指導している。 

【優秀な学生に対する指導】 

進度の早い学生や優秀学生に対する学習上の配慮や学習支援については、各

学科の専門領域において、学科の教員による個別指導を中心にさまざまな工夫

がなされている。また、図書館やパソコン実習室は夜間まで開いており、自主

学習の環境も整っている。 

生活学科の場合、ファッションデザインコースでは、演習・実習科目での課

題作品を制作することが多いことから、進度の速い学生に対しては、より高度

な条件を課すなどして完成度を上げるように指導するとともに、完成した作品

は、学内のギャラリーコアンにおいて展示・発表会を行っている。生活情報コ

ースでは、IT パスポート国家試験を受験するような進度の早い学生には、特別

授業を施している。また、教員が個別に課外のゼミなどを設定して、さらにレ

ベルを高める努力も行っている。なお、より深く学びたい学生には Web-CT を

利用して参考資料を入手できる学修支援を実施している。食生活コースでは、

資格、検定対策の補習講座を授業外で実施している。 

保育学科では、優秀な学生にはボランティア活動を積極的に薦めている。と

くに、保育所・幼稚園・福祉施設でのボランティア活動では、様々な保育現場

と保育・教育方針を実感できるからである。 

【学習成果の獲得に向けた学科の特別な取り組み】 
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生活学科では、課外学習として、情報と食を学ぶ「 先端の情報技術を学ぶ」

コースとファッションと食を学ぶ「神戸ファッションを学ぶ」コースの２つの

夏期研修を実施している。夏期研修以外にも、学びの場を学内だけにとどめず、

広く学外に目を向けた指導をしている。例えば、生活情報コースでは日本情報

処理検定協会主催の文書デザインコンテスト、ファッションデザインコースで

は日本デザイン文化協会（NDK）主催の中部フレッシュコンテスト、食生活コ

ースでは瑞穂区役所まちづくり推進室主催の瑞穂区さくらスイーツコンテスト

などに出品し、優秀な成績を修めている。 

また、社会で活躍している方を講師に招き、実社会で必要とされる知識など

について講演を依頼している。例えば生活情報コースでは独立行政法人情報処

理推進機構、ファッションデザインコースでは瀧定名古屋株式会社、食生活コ

ースではシュガークラフト専門家など、各分野で活躍している方を講師として

招き、講演、実演、実習などを行っている。さらに、公益財団法人名古屋国際

センターNIC 地球市民教室に登録している外国人を講師に招き、調理実習を通

して、異文化の「食」を実体験する実習を行っている。 

生活学科では、１年生の指導のために、授業時間以外に毎週１回 90 分間のア

センブリセッション（必修講座）を前期に 15 回設けている。「建学のこころ」

を学ぶ越原学舎研修の事前ガイダンスや図書館の利用法についてのガイダンス、

学生生活や就職活動の指導、海外総合演習の事前授業である西欧の衣食住など

について学ぶ自己研鑽に充てている。 

 

（平成 27 年度のアセンブリセッションの内容） 

  日付 テーマ 

1 4 月 15 日 図書館利用ガイダンス 

2 4 月 22 日 越原研修ガイダンス 

3 4 月 29 日 越原研修期間 

4 5 月 13 日 インターンシップガイダンス 

5 5 月 20 日 
海外総合演習ガイダンス 

(DVD、テーブルマナー募集） 

6 5 月 27 日 読書講座（おすすめ本） 

7 6 月 3 日 「大学基礎力レポート」フォロー講座 

8 6 月 10 日 
情報セキュリティ特別講座 

(愛知県警瑞穂警察署） 

9 6 月 17 日 Web テスト 

10 6 月 24 日 夏季研修ガイダンス 

11 7 月 1 日 第１回キャリアガイダンス 

12 7 月 8 日 
海外総合演習ガイダンス 

（演習について、食事情とマナー） 
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  日付 テーマ 

13 7 月 15 日 
海外総合演習ガイダンス 

（衣生活事情） 

14 7 月 22 日 
海外総合演習ガイダンス 

（外国に生きる、情報検索） 

15 7 月 29 日 
名古屋市政セミナー 

（名古屋市総務局情報化推進課） 

 

生活学科と同様に、保育学科においても社会で活躍している方を講師に招き、

実社会で必要とされる知識などについて講演を依頼している。例えば、愛知県

警察サイバー犯罪対策課職員を講師に招き、「情報セキュリティに関する現状と

対策」を開講している。年度によって異なるが、パネルシアターや音楽療法で

活躍している先生を招いての講座（特別授業）も開講している。 

【保証人との連携】 

学生保証人を対象として毎年 6 月に実施する学科別懇談会では、年間の行事

予定や教育内容の説明をはじめ、生活学科では海外総合演習や夏期研修を始め

とした学内外で実施する研修及び進路状況などについて、保育学科では保育実

習・教育実習の進め方について、情報提供している。質疑応答や個別相談の時

間も設け、大学での様子、就職支援についての要望などの意見を取り入れ、学

校と家庭の連携を図っている。また、生活学科では、平成 26 年度から海外総合

演習の保護者向け説明会を 7 月に実施し、研修の目的、研修先の紹介、過年度

の様子を紹介して参加者を募るとともに、海外総合演習の意義について説明し

ている。 

【留学支援】 

学生の留学受け入れ・送り出しについては海外交流室を設け、学生の希望す

る留学先や期間に応じて担当者が相談を受け付けている。海外の提携校に対す

る協定留学や、提携先でなくとも学長が特に認めた場合は認定留学によって本

学に在籍したまま留学することができ、留学先で修得した単位は 30 単位を上限

として本学で修得した単位として認定する仕組みを設けている。 

 

(b) 課題 

両学科ともに、多様な学生が入学するようになっており、学力・学習意欲等

の二極化現象が生じているように思われる。そのため、学科の学習成果の獲得

に向けて、学科会議で学生指導について話し合いを行うなどの学習支援を組織

的に行い、教員間で問題を共有している。今後はさらに組織的な学習支援を行

えるような体制づくりについて検討が必要である。 
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［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 

【学生指導】 

本学では、学科毎にクラスを編成し、担任の教員を置く「クラス指導教員制」

を採用している。指導教員は、学生生活における指導・助言、単位履修の方法

や成績についての指導・助言、保護者など家庭との連絡にあたっており、個人

面談などを通して学生のニーズに応じた支援を行っている。また、クラス指導

教員だけでなく、「オフィスアワー」等を活用して学科の全教員が学生の生活支

援にあたる体制を整備している。 

学生にとって特に日常的に関わりの深い学生支援センターは、教学支援部門、

学生生活支援部門、キャリア支援部門の 3 つの部門からなり、事務職員が対応

している。学生生活に関する重要事項については、教員と職員で組織される各

種委員会（教務委員会、学生委員会、キャリア支援委員会等）で審議されてい

る。 

【学生会】 

学生会は、会長、副会長、書記、会計の役員及び大学公認の各サークルから

選出した学生により構成されている。学生会の主な活動内容は、新入生歓迎会

企画・実施、所轄消防署との火災・災害予防啓発ボランティア、大学祭企画（お

笑いライブ）を行っている。また、学園創立記念日には毎年学生を代表して創

立者胸像に献花を行っている。 

【クラブ活動】 

大学公認サークル（学生会公認）は、文化系と運動系を合わせると約 40 サー

クルあり、大学施設を利用し活動を行っている。年 2 回サークル代表者会議を

開催し、学生支援センターがサークル運営における各種書類の作成、注意事項

について説明・アドバイスを行っている。大学祭については、公認サークルの

一つである大学祭実行委員会が中心となって各種の企画を計画・実施しており、

例年 10 月初旬頃に開催されている。 

公認サークルに対する活動助成金は、算出基準を基に学生支援センター学生

生活支援部門が計算し支給している。また、課外活動特別助成金 150 万円（年

間）を別途予算化しており、発表会・コンサート等会場費や全国大会、西日本

大会出場時等の遠征に要する費用の一部として、1 サークル 30 万円を上限に支

給する制度を設け、学生のクラブ活動を支援している。 

【奨学金制度】 

本学における奨学金は、日本学生支援機構奨学金、各種奨学金財団奨学金以

外に、大学独自の奨学金として小川奨学金があり、学業成績優秀者に給付する

一般奨学金と家計急変者を救済するための学費相当額を給付限度とした緊急支

援奨学金がある。また、春光会（同窓会）奨学金にも、学業成績優秀者に給付

する奨学金と緊急支援奨学金がある。 
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平成 25 年 2 月の厚生労働省通知「保育士修学資金貸付制度（5 年以上当該地

域で保育業務に従事すると返還義務免除）」に伴い、平成 25 年度より愛知県・

滋賀県などで実施されている。本学では、他の奨学金と同様に学生支援センタ

ー学生生活部門が窓口になり、学科教員が希望学生の中から指定学生数の候補

者を選考している。 

【保健室】 

専任看護師が在室し、病気、怪我等の応急措置に対応している。毎年 4 月に

実施する定期健康診断の結果により、健康指導、治療が必要な学生には個々に

案内を行って治療を促したり、学校医による健康相談を受けるよう健康維持管

理に関わる業務を行っている。また、看護師は学生相談室カウンセラーと連携

をとりながら、学生のメンタル面の支援にも関わっている。 

【学生相談室】 

学生相談室を設置し、非常勤カウンセラーをおいている。学生相談室がどの

ようなところで、どのような相談ができるのかを学生に周知するため、新入生

オリエンテーションでカウンセラーから学生相談室の紹介を行い、学生相談室

報を発行、配付している。また、教員と事務職員から構成される学生相談室運

営委員会を置き、学生相談の現状等について把握している。さらに、年１回学

生相談室の企画・運営により、外部講師を招いて、教員・事務職員を対象とし

たカウンセリング研修会を実施している。 

【学生食堂】 

食堂は東館（座席 232 席）と南 5 号館（座席 180 席）、南 8 号館（座席 388

席）の 3 箇所があり、いずれも同じ委託業者「ハーベスト」により、主に昼食

が提供されている。改善が必要な点については直接働きかけ、業者との連携を

密にしている。 

【売店】 

南 2 号館に「丸善雄松堂」が入っており、書籍や文具の他、日用品などを販

売している。また、東館ではラウンジに隣接する食堂と同じ業者に委託する形

でミニコンビニを設け、軽食（弁当、パン、菓子等）を販売している。東館ラ

ウンジには自動販売機が設置してあり、飲み物等を販売している。南 8 号館食

堂では「柿安」による弁当販売及びファミリーマート自動販売機の設置を開始

し、学生に好評である。 

【学生寮の状況】 

平成 20 年 3 月に現在の「和春寮」が完成した。専用コート、バルコニー等を

設けた部屋が計 110 戸あり、立地は学舎まで徒歩 10 分である。管理人は常駐し

ていないため、株式会社学生情報センターと管理委託契約を締結しており、防

犯監視カメラやオートロックシステムなど、万全のセキュリティ設備を完備し

ている。また、設備管理、清掃業務も同社に委託している。なお、主管部署で

ある学生支援センターの職員が週１回定期巡回している。 
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【寄宿の斡旋】 

学生支援センターが信頼のおける仲介業者（株式会社学生情報センター）を

紹介している。 

【通学】 

本学は名古屋駅から地下鉄桜通線で 19 分、 寄りの瑞穂区役所駅から 300m

であり、アクセスは良好である。自転車駐輪場は、大学と共有する形で 465 台

収容可能である。駐車場に関しては、教職員を対象に自家用車通勤自粛に向け、

平成 18 年 3 月 31 日をもって全廃することとした。教職員、学生は公共交通機

関を利用している。名古屋市内でも地下鉄・市バス網が充実している本学だか

らこそ可能な措置と言える。 

【学生休息施設・空間】 

学生の休息場所は、食堂が東館（席数 232 席）と南 5 号館（座席 180 席）、南

8 号館（座席 388 席）の 3 箇所ある。南 5 号館の 2 階部分は学生ラウンジにな

っており、東館には談話室が設置されており、キャンパス中央にはベンチを配

した中庭がある。 

  【学生の意見や要望の聴取】 

学生の意見・要望等を適切に教育等に反映させる方策の一つとして、学生か

ら幅広い意見を聞くための「意見箱」（名古屋女子大学と共有）を学生ホールに

設置している。意見箱の管理、意見に対する対応は学生支援センター学生生活

支援部門が主管している。意見箱への投函件数は、平成 25 年度 8 件、平成 26

年度 6 件、平成 27 年度 13 件であった。意見への回答は、個別回答を希望する

学生には直接回答を行い、回答不要の場合においても改善が可能である意見に

ついては随時改善を図っている。 

図書館、食堂には別途意見箱を設置し、図書館及び食堂（業者）が管理し学

生からの意見を汲み上げ改善している。また、各学科で「卒業学年に対するア

ンケート」及び在学生への「学年末アンケート」（学生生活満足度、学修達成度

など）を実施しており、結果はクラス指導教員及び学科内で共有し、学生指導

に役立てている。 

【社会人・留学生への支援】 

    本学では社会人・留学生への支援として、クラス指導教員が個別に指導を行

い、必要に応じて学生支援センターと連携して支援している。 

  【障がい者への支援】 

障がい者への対応については、キャンパスのバリアフリー化を随時進めてお

り、学内の主要箇所にスロープ及び点字ブロックを設け、障害者用トイレ、エ

レベーターを設置している。また、各エレベーターには手摺を設けてある。 

  【長期履修生】 

    本学では「長期履修学生規程」を定め、職業等を有している等の事情により、

3 年以上 6 年までを在学期間として長期履修学生を受け入れる体制を整えてい

る。 
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  【学生の社会的活動に対する評価】 

本学では、地域活動、地域貢献、ボランティア活動等の社会的活動を積極的

に支援している。生活学科では、地域貢献を主眼に置いた「地域貢献演習」（1

年前期～2 年後期）を授業として位置付け、実施している。保育学科では、「保

育者養成ゼミ 1」にて愛知県社会福祉協議会ボランティアセンター編「ボランテ

ィア体験学習ノート」を活用し、保育所・幼稚園・福祉施設でのボランティア

活動を推奨している。 

 

(b) 課題 

学生会は、活動が低調になった時期があったが、現在の構成（役員とサーク

ル代表者）になってからは安定して活動を続けている。但し、学生会活動にお

いては学生と地域との連携がさらに必要であることから、学生と地域とのパイ

プ役を事務職員が今以上に関わっていくことが必要である。 

短大生は四年制大学生と比べ、時間的に余裕がない。そのため、短大生のク

ラブ活動参加率は 10%以下である。学生生活においてクラブ活動を行うことで

人間として成長することに期待したいので、短大生が忙しいことに配慮しなが

らも、クラブ活動参加率を向上させる方策を検討する必要がある。 

奨学金制度については、経済的に困窮し奨学金を受給する者は年々増加傾向

にあるので、奨学金の充実など経済援助の対策の検討が必要である。 

学生食堂は 3 箇所設置されているが、南 5 号館の食堂は利用者数が比較的少

ない。 

 

 

［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・進学支援のための教職員の組織として、各学科から選出された教員と

職員からなるキャリア支援委員会を設置し、学生の進路支援に対して全学的に

取り組んでいる。この委員会では本学のキャリア支援活動の推進を図ることを

目的とし、キャリアデザインプログラムの内容、キャリアガイダンス等の開催

日程などについて定期的（年間 5 回）に委員会を開催し審議している。 

事務組織としては、キャリア支援オフィスを設置し、学生からの就職や進学

に関する相談を受け、また学生が必要とする情報を提供している。構成員は職

員 4 名、契約職員等 3 名で、名古屋女子大学と名古屋女子大学短期大学部の両

方の学生対応を行っている。キャリア支援オフィスには就職活動やキャリアに

関する書籍・雑誌を配架し、学生は自由に閲覧できるようになっており、希望

者には貸出も行っている。また、パソコンによる企業・求人情報の検索ができ

るスペースを設けている。キャリア支援オフィスの活用方法について説明を行

う｢キャリア支援オフィスツアー｣を実施し、学生サービスの向上を図っている。 
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また、求人情報検索システム（J－NET）を導入し、学生が本学に届いた求人

の中から自分にあった求人情報を学内・学外を問わず、インターネット環境が

あればどこからでも利用することができるようにしている。学生にタイムリー

に就職情報を提供するため、メール配信システムも活用している。このシステ

ムには既卒求人情報も掲載しており、就職せずに卒業したり、就職したがその

後離職し、本学の支援を希望する卒業生に対して、求人情報提供及び個別相談

の体制を整えている。 

就職・進学支援体制としては、本学のキャリアデザインプログラムにより、

入学から卒業後まで体系的に学生のサポートを行っている。入学直後に「大学

生基礎力レポート」（基礎学力・適性検査）を実施、さらにフォローセミナーを

実施することにより客観的に自己分析を行い、将来への動機付けや目標実現の

ための学生生活の過ごし方について認識を促している。生活学科は１年次の 6

月よりキャリアガイダンス（全 5 回）を実施、保育学科は１年次の 9 月よりキ

ャリアガイダンスの第 2 回から第 4 回を実施し、就職活動に役立つ実践的な指

導を行っている。 

（キャリアガイダンス） 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのほか、学生が自己の職業適性や将来設計について考える機会となり、主

体的な職業選択や高い職業意識の育成が図られるインターンシップを推進して

いる。インターンシップへの参加学生数の実績は、平成 25 年度は 9 名、平成

26 年度は 7 名と少数であったことから、平成 27 年度にインターンシップガイ

ダンスを立ち上げてインターンシップへの理解促進と参加意欲の向上を図った

結果、参加者は 14 名に増加した。 

資格取得支援について、生活学科ではコースに応じた専門的な資格取得を各

コースのカリキュラムの中でサポートしており、6 種類の資格（授業科目外で支

援する資格も含めれば 28 種類）が取得可能である。関連科目を担当している教

員を中心に、授業内でのサポートに加え、授業外の補習を実施したり、個別質

問に応じた指導を進めたりしている。また、オープンカレッジによる資格取得

対策講座も開かれている。保育学科では保育士資格・幼稚園教諭二種免許状を

取得できるカリキュラムを編成しており、保育者としての総合的な知識と資質

を養成している。オープンカレッジでは、公務員試験対策講座も開かれている。 

 

 

キ
ャ
リ
ア
ガ
イ
ダ
ン
ス 

第１回  就職活動を始めるにあたり  

第 2 回  自己分析  

第 3 回  履歴書の書き方  

第 4 回  卒業生との懇談会  

第 5 回  就職活動マナーセミナー  



 名古屋女子大学短期大学部  

92 
 

   （取得できる資格）  

 生活学科  保育学科  

取
得
で
き
る
資
格 

上級情報処理士・情報処理士   
秘書士   
医療秘書実務士   
フードコーディネーター３級   
フォーマルスペシャリスト検定準 2 級  
（ブロンズライセンス）   
ドレメ式洋裁学校教員認定   

保育士資格   
幼稚園教諭二種免許状  

就職試験対策支援としては、キャリア支援オフィスによる筆記試験対策セミ

ナー、グループディスカッション対策セミナー、就職活動メイクセミナー等を

開講して就職活動をサポートしている。また、就職未決定者への支援として、

愛知新卒応援ハローワークとの連携による「就職活動相談会」を実施している。

さらに、在学中の内定辞退や就職後の早期離職防止を目的として、就職内定者

に対する内定者フォローセミナーを開催している。 

就職状況については、進路状況調査（全 3 回）を行い、キャリア支援オフィ

スで取り纏め、キャリア支援委員会において報告している。調査結果は前年度

の同時期と比較・分析し、次年度の就職指導に活かしている。また、卒業生に

対しても、アンケートを実施することで、卒業生の進路状況を把握・分析し、

卒業後のサポートの充実と在学生の就職活動に活用している。 

進学支援については、大学 3 年次編入学・専門学校等への入学情報について、

キャリア支援オフィス内に資料閲覧コーナーを設置している。大学への編入学

を希望する学生に対しては、情報をメール配信や掲示等で提供している。進学

希望者には早期にクラス教員による個別相談を実施し、自己 PR 書、履歴書など

の書き方指導を行っている。なお、指定校推薦枠での編入学を希望する学生に

ついては、キャリア支援オフィスと学科が連携して受験指導を行っている。進

学（大学編入）実績は、平成 25 年度 3 名（大学編入）、平成 26 年度 6 名（大

学進学 1 名、大学編入 5 名）、平成 27 年度 4 名（大学編入）となっている。留

学についての支援は、海外交流室で学生の留学についての相談を行っている。 

   ［生活学科］ 

生活学科ではキャリア関連科目「キャリアデザイン 1」「キャリアデザイン 2」

を必修科目としている。「キャリアデザイン 1」は各クラス単位で受講し、そこ

では自分の将来について具体的に考えるため、自己分析や職業適性テスト、「大

学生基礎力レポート」（基礎学力・適性検査）などを実施している。「キャリア

デザイン 2」はコースごとに受講し、それぞれの専門に応じた内容を展開してい

る。例えば、生活情報コースでは県内の製造業への就職が多いため、企業見学

を実施したり、ファッションデザインコースでは服飾に関する企業との懇談会

を実施したり、食生活コースではフードコーディネーターとして活躍している

方を講師として招き、学生時代の学びと技術を社会で活かす方法についての講

座を開講したりしている。各講座の詳細は下記の通りである。 
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（学内講座） 

コース  社会人講師  授業内容  

生活情報  

日経メディア

プロモーショ

ン  

読み方アド

バイザー  
業界研究の方法や

企業が望む資質  

有名な企業ばかりにとらわれ

ず、素晴らしい技術を持った

企業を見つけるために、今す

べきことは何か。  

独立行政法人

情報処理推進

機構  

IT 人材育成

本部主任  
資格と就職（活動）

情報処理技術者試験（IT パス

ポート試験等）の紹介と 資

格取得による就職活動へのつ

ながりについて  

ファッション

デザイン  

瀧定名古屋株

式会社  
品質管理室

主任  

繊維業界について

－素材メーカー、

アパレル、商社、

販売店はどんなも

の－  

商社機能、海外生産での商社

の役割などをテーマに、学生

の理解を深め就職に繋げる。

（一社）カケ

ンテストセン

ター  

東海事業所  
名古屋ラボ  
ラボ長  

繊維業界について

－検査業務はどん

なもの－  

海外生産が多い中で検査業務

に求められるものとは、など

をテーマに、学生の理解を深

め就職に繋げる。  

食生活  

フードコーデ

ィネーター  
 

フードコーディネ

ーターの役割  
大学での学びを活かしてさら

にスキルアップするには  

喫茶「がらん」 経営者  
女性の起業につい

て  

人とのつながりを求め、地域

との共生にかける人生を通し

て  

 

（学外講座） 

コース  見学・実習先  授業内容  

生活情報  トヨタ自動車  
地場産業に対する理解を深め、企業で働く社会人と直接接する

ことで、働くことの意義等を考える。  

ファッション

デザイン  
刈谷市美術館  

絵本原画、雑誌挿絵、グラフィックデザインの世界で活躍する  
作品を通してファッションの世界で生きることの意義を考える。

食生活  

柳橋中央市場  
寿司職人として働くということ、寿司の歴史について  
築地の玉寿司職人による講座  

ウエスティンナ

ゴヤキャッスル  
和・洋・中料理を学ぶと同時に、サービス、ホスピタリティー、

マナーのあり方について接客業のプロから学ぶ。  

ミツカンミュー

ジアム  
食生活コースの専門スキルの向上と食品関連企業の活動につい

て理解を深め、働くことの意義を考える。  

 

「キャリアデザイン 2」では、そのほか「卒業生との懇談」として、コースご

とに卒業生数名を学校に招き、社会での働き方等について 1 年生とともに考え

ていくキャリア教育「キャリアガイダンス」を行っている。おもに、社会人と

学生の違いや自分の就職活動の様子などを在学生に伝えており、就職に対する

意識付けを行っている。個別懇談を行うこともあり、学生が社会人から生の声

を聴く貴重な機会となっている。また、内定を獲得した 2 年生を招いて、就職

活動の進め方や会社訪問の仕方、面接や試験の受け方など、実際に体験した内
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容を 1 年生に伝えるとともに、これから就職活動を始める 1 年生の不安を解消

することを目的とした懇談会を実施している。さらに、就職未決定者を対象に、

就職のためのガイダンスを平成 26 年度 10 月から実施している。 

   ［保育学科］ 

保育学科の学科専門科目「保育者養成ゼミ」（平成 28 年度新入生からは「保

育者養成講座」）では、ゼミ担当教員を中心に進路指導や個人面接指導、履歴書

指導などを行っている。また、公立の保育士・幼稚園教諭を目指す学生のため

に、1 年次後期には外部業者による公務員試験対策講座（オープンカレッジ）も

実施している。その他、本学の「教育特色化推進事業」を利用し、平成 26 年度

から「多様な学生に対応した就職支援のための取り組み―より質の高い保育者の

育成を目指して―」というテーマで、就職試験における基礎学力の補充、保育者

として働くことへの意識を高めるための講演会の実施など、学科独自の就職支

援の取り組みを行っている。具体的には、私立保育所への就職についての説明

会と、愛知県私立幼稚園連盟主催による愛知県内の私立幼稚園の就職に関する

説明会を実施している。また、外部講師による小論文の個別添削（1 年後期～2

年前期）と一般教養科目対策講座（1 年後期を中心として）も学生全員を対象と

して実施している。 

 

(b) 課題 

短大生の一般企業向け就職活動は、入学年度の 3 月から開始になるため、入

学当初から就職への早期の動機付けを行う必要がある。生活学科では、キャリ

ア関連科目の｢キャリアデザイン 1｣・｢キャリアデザイン 2｣を開講し、卒業後の

進路についての動機付けを行っている。しかし、具体的な卒業後の進路を決定

できず、就職活動を開始する時期が遅くなり、その結果就職先が決まらないま

ま卒業したり、非正規雇用の職に就く場合もある。また、就職未決定者を対象

に、就職のためのガイダンスを実施しているものの、積極的に活動できる学生

とそうでない学生の二極化が進んでおり、自ら行動できない学生も少なからず

存在する。インターンシップについても、参加者数をさらに増加させる必要が

ある。 

一般事務職の求人が減少しており、総合職・営業職の求人が増加傾向にある。

総合職・営業職は、大学・短大問わずの募集になっているため、四年制大学生

と変わらぬ条件で就職活動に臨むことになる。保育士や幼稚園教諭の採用試験

においても、四年制大学生と同じ採用試験を受験する機会も多くなっているた

め、生活学科・保育学科ともに、四年制大学生に｢負けない力｣を身につける必

要がある。 

保育学科では、株式会社立の保育所・幼稚園および認可外保育所への就職希

望者も少数であるが存在している。社会福祉法人・宗教法人立の保育所・幼稚

園との違い、認可保育園との違いを、学生に充分認識させた上で就職活動に臨

ませることが必要である。 
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また、保育職における研修期間中での内定辞退者および就職後短期間での離

職者が増加しており、それを防止するために、学科とキャリア支援オフィスが

共同で対策を講じていく必要がある。 

 

 

［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。］ 

 基準Ⅱ-B-5 の自己点検・評価 

(a) 現状 

学生募集要項とともに使用する「大学案内」では、「学部・学科・専攻インデ

ックス」において学科のアドミッション・ポリシー（学科が求める学生像）を

明記している。大学Ｗeb ページ及び入試広報課Ｗeb ページにおいては、「入学

者に関する受入方針（アドミッション・ポリシー）」を明示している。各学科の

入学者受入方針が「学科が求める学生像」、「入試の選抜視点」、「選抜において

評価重視する特性」から視覚的に明確化されており、受験生の理解を促進して

いる。 

入学者選抜試験に関する事務及び広報部門として、入試広報課が設置されて

おり、本学の広報及び入学者選抜試験に伴う業務を一元的に扱う体制が整備さ

れている。受験生や保護者、高等学校等からの受験に関する問い合わせに対し

ては、入試広報課が中心となって対応しており、大学 Web ページ上に入試に関

するＱ＆Ａのページを設け、問い合わせの多い質問項目を予め掲載していると

共に、入試広報課直通のフリーダイヤルや E メールでの問い合わせに応じてい

る。また、各種資料の請求については、ハガキだけでなく、自動音声応答電話

（テレメール）での受付を行っており、希望者に対して送付している。また、

高校生の利用が多い LINE による情報提供も行っている。キャンパス内の見学

についても、オープンキャンパス開催時だけでなく、見学希望者の要望に応じ

て随時行っており、受験生等からの幅広いニーズに対応している。 

本学の入学者選抜方法は、入学者選抜規程に基づき定められており、推薦選

抜、学力検査選抜、特別選抜及び AO 選抜、資格優遇選抜の 5 種類を設け、入

学者を選抜している。入学者の選抜はすべて、入試広報課が作成する選抜原案

を学科会議、教授会で審議し、 終決定は学長、学部長・部長、学科長、法人

本部長、学生支援センター長、入試広報センター長、入試広報課長で構成する

入学者選抜委員会において行っており、公正かつ正確な実施が確保されている。

なお、入試問題の作成については、入試委員会規程に則り、各教科入試問題責

任者を中心にグループで問題作成に当たっている。 

なお、指定校制推薦、AO 選抜、資格優遇選抜の各入学試験を経て早期に合格

が決定した学生に対しては、専願選抜（指定校制推薦、AO 選抜、資格優遇選抜）

入学者に特有である「基礎学力」（およびスタディスキル）不安および「短大生

活・授業不安」、「短大生活・友人不安」に対応するため「入学前教育」を実施

している。「入学前教育」は「プレ初年次教育」であると位置付け、「学びへの

動機付け」（進路意識）、「スタディスキル」（基礎学力、大学生活・授業不安）、
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「仲間意識・帰属意識」（大学生活・友人不安）を目的として、「入学前教育オ

リエンテーション」、「基礎学力講座・通信添削（国語）」、「学科課題(1)、(2)・

通信添削」、「学科講座スクーリング」、「建学のこころレポート」、「入学前オリ

エンテーション」を実施している。又、保育学科ではピアノ未経験者のための

「ピアノ入門レッスン」を行っている。 

また、平成 23 年度新入生より、短期大学部全入学予定者を 3 月末に来校させ

て、学科教員が直接指導する「入学前指導」を行い、授業や学生生活について

の情報を提供している。入学後は、本学独自の初年次教育テキスト「大学で学

ぶということ」を中心に、新入生オリエンテーションなどを通し、入学後の学習、

学生生活への移行が円滑に行われるよう配慮している。 

  

(b) 課題 

入学前教育に関し、「学びへの動機付け」、「スタディスキル」、「仲間意識・帰

属意識」の向上を目指す必要がある。 

     

 

 テーマ 基準Ⅱ-B 学生支援の改善計画 

ディプロマ・ポリシーに基づく各授業科目の到達目標の再検討、各授業科目の

難易度に関連したナンバリングの作成、取得資格・免許等の取得状況の学生の総

合評価としての活用方法等の具体的方策について、短期大学部及び両学科におい

て検討を重ねていく。 

学習支援について、両学科ともに、多様な学生の入学により、学力・学習意

欲等の二極化現象が生じているように思われる。そのため、学力・学習意欲等

の低い学生に対し、基礎学力の定着、学生の学習意欲の維持・向上、学習環境

の整備につながるよう、個別の学生指導を一層充実させていく。 

学生生活支援については、学生のクラブ活動・ボランティア活動等を学びに

つなげるように支援する。年度末の学生アンケート調査等で得られた学生の要

望に関し、継続して取り組んでいく。 

経済的に困窮し奨学金を受給する者は年々増加傾向にあるので、奨学金の充実な

ど経済援助についても可能な限り対策を講じる。 

南 5 号館の食堂は立地面から利用しにくかったが、委託業者とともに新メニ

ュー開発の取り組みや食器類を新しくするなどの改善を行い、利用者数を増や

すことができた。今後も、学生食堂のメニュー、設備等について学生アンケー

トなどを基に委託業者と改善に取り組んでいく。 

進路支援について、両学科のキャリア教育と連携させて、学生支援センター

キャリア支援部門主催のキャリアガイダンス、就職セミナーの内容を充実させ、

学生への動機付けを図る。 

インターンシップについては、今後も引き続きガイダンスの充実、受入企業

の見直しや新規開拓を通じて参加者数の増加を目指す。 
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学生一人ひとりの希望進路や活動状況が把握できるようきめ細かい個別指導

を行い、学生の情報をキャリア支援部門と学科担当教員（クラス指導教員およ

び学科教員、保育学科ではゼミ担当教員が加わる）で共有することで、双方か

らサポートできる連携体制を整える。 

就職後短期間での離職者および保育職における研修期間中での内定辞退者が

増加しており、それを防止するために、学科とキャリア支援部門が共同で対策

を講じていく。具体的には就職意識を高めるため、キャリア支援部門と学科教

員による就職支援のカウンセリング機能を充実させていく。 

四年制大学生との競合に対応した就職支援としては、生活学科では「生活マ

ナー論」「文章表現法」｢キャリアデザイン 1｣｢キャリアデザイン 2」「地域貢献

演習」等において、四年制大学生に負けない学士力・社会人基礎力をより意識

して指導する。保育学科では、教育特色化推進化事業による就職試験対策講座

や小論文の添削、就職試験の過去問実践等によりさらに教育効果を上げていく

よう検討する。 

入学前教育に関し、「学びへの動機付け」、「スタディスキル」、「仲間意識・帰

属意識」の更なる向上を目指すため、PDCA サイクルに基づいたチェックを実

施する。 

 

【提出資料】 

（学生便覧（学則を含む）、学習支援のために配布している印刷物等） 

4．履修要項 2015 

5．初年次教育用テキスト「大学で学ぶということ」 

17．学生生活の手引き HABATAKI2015 

（短期大学案内・募集要項・入学願書 平成 27・28 年度） 

3．平成 27 年度大学案内 

18．平成 27 年度学生募集要項、出願書類 

19．平成 28 年度大学案内 

20．平成 28 年度学生募集要項、出願書類 

 

【備付資料】 

（学生支援の満足度についての調査結果） 

7．卒業学年に対するアンケート 

12．学年末アンケート 

（就職先からの卒業生に対する評価結果） 

14．就職先から見た名古屋女子大学・名古屋女子大学短期大学部卒業生の評価

に関するアンケート 

（卒業生アンケートの調査結果） 

7．卒業学年に対するアンケート 

（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） 

22．入学手続要項 
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23．春から大学生になるみなさんへ 

24．個別相談のご案内 

（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） 

25．学生生活をはじめるにあたって 

26．入学前教育について 

27．学科別入学前教育プログラム 

28．ピアノ入門レッスン受講者募集 

（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） 

29．新入生オリエンテーション日程 

30．初年次教育用テキスト「大学で学ぶということ」 

31．履修要項 2015 

32．シラバス 2015 

33．学生生活の手引き HABATAKI2015 

34．総合学生支援システム 操作マニュアル 

35．指導教員一覧 

36．オフィスアワー 

37．成績不振者への履修指導について（依頼） 

38．大学生基礎力レポート 

（学生支援のための学生の個人情報を記録する様式） 

39．学籍簿 

40．学生個人票 

41．学生基本登録情報変更届 

42．学生保健カード 

（進路一覧表等の実績についての印刷物等 平成 25～27 年度） 

43．進路決定状況（平成 25 年度～平成 27 年度） 

44．主な就職先（平成 25 年度～平成 27 年度） 

（GPA 等の成績分布） 

45．GPA 等の成績分布 

（学生による授業評価票及びその評価結果） 

9．平成 25～27 年度「学生による授業評価」（集計結果と考察） 

46．平成 27 年度「学生による授業評価」実施要領、アンケート用紙 

（社会人受け入れについての印刷物等） 

47．学生募集要項「特別選抜」 

（海外留学希望者に向けた印刷物等） 

33．学生生活の手引き HABATAKI2015 

48．留学ハンドブック 2015 

（FD 活動の記録） 

49．FD 授業改善プログラム 

50．FD 活動実施報告書 

51．FD 授業参観報告書 
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（SD 活動の記録） 

52．職員研修一覧表 

53．平成 27 年度管理職育成研修実施案 

 

 

 基準Ⅱ 教育課程と学生支援の行動計画 

平成 28 年 3 月 31 日に、中央教育審議会大学分科会大学教育部会から発表さ

れた「『卒業認定・学位授与の方針』（ディプロマ・ポリシー）、『教育課程編成・

実施の方針』（カリキュラム・ポリシー）及び『入学者受入れの方針』（アドミ

ッション・ポリシー）の策定及び運用に関するガイドライン」に基づき、今後 3

つのポリシー（短期大学部、生活学科、保育学科）の見直しを進めていく。平

成 27 年度に「カリキュラムマップ」を作成し学生に配布したが、平成 29 年度

新入生より、カリキュラムマップを「履修要項」に記載する。 

生活学科では 3 コースの専門性を追求せず各種資格の取得を希望しない学生、

保育学科では保育職から一般企業就職へ志望変更する学生など、両学科ともに

多様な学生が在籍しており、両学科の教育目的・目標さらには学位授与の方向

性にも完全に一致しない場合も出て来ているため、学生への個別の履修指導等

の対応について、学科会議等で指導方針を固めていく。 

一般的な授業科目における成績評価に留まらず、ディプロマ・ポリシーに則

して価値のある授業科目を傾斜配分した成績評価基準を算出し、また、学生の

取得資格・免許およびコンテスト受賞の成果等、インターンシップ活動やボラ

ンティア活動の成果をディプロマ・ポリシーに則して数値化して加えた「名女

大式 GPA」を検討する。 

ディプロマ・ポリシーに基づく各授業科目の到達目標の再検討、各授業科目の

難易度に関連したナンバリングの作成、取得資格・免許等の取得状況の学生の総

合評価としての活用方法等の具体的方策について、短期大学部及び両学科におい

て検討を重ねていく。 

卒業生のアンケート調査を卒業後評価の一環として実施しているが、今後は

生活学科でも学科独自に就職先へのアンケート調査の実施を検討するなど、卒

業生及び企業からの調査結果の分析をさらに進める。それをもとに、学生支援

センターキャリア支援部門と学科教員が連携して、内定辞退及び早期離職防止

等を含め、卒業を控えた学生（一部の卒業生を含む）への具体的な指導、在学

生への具体的キャリア指導に活かしていく。 

学生生活支援については、学生のクラブ活動・ボランティア活動等を学びに

つなげるよう支援する。また、年度末学生アンケート調査等で得られた学生の

要望に関し、継続して取り組んでいく。経済的に困窮し奨学金を受給する者は年々

増加傾向にあるので、奨学金の充実など経済援助についても可能な限り対策を講じ

る。 

進路支援については、生活学科では「生活マナー論」「文章表現法」｢キャリ

アデザイン 1｣｢キャリアデザイン 2」「地域貢献演習」等において、四年制大学
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生に負けない学士力・社会人基礎力をより意識して指導する。保育学科では、

教育特色化推進化事業による就職試験対策講座や小論文の添削、就職試験の過

去問実践等によりさらに教育効果を上げていくよう検討する。両学科のキャリ

ア教育と連携させて、学生支援センターキャリア支援部門主催のキャリアガイ

ダンス、就職セミナーの内容を充実させ、学生への動機付けを図る。インター

ンシップについては、今後も引き続きガイダンスの充実、受入企業の見直しや

新規開拓を通じて参加者数の増加を目指す。 

入学前教育に関しては、PDCA サイクルに基づいたチェックを実施すること

により、「学びへの動機付け」、「スタディスキル」、「仲間意識・帰属意識」の更

なる向上を目指す。 

 

◇ 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。 

  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。 

  なし 
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【基準Ⅲ 教育資源と財的資源】 
 基準Ⅲの自己点検・評価の概要 

教員組織はカリキュラム・ポリシーに基づき、短期大学設置基準、教職課程

認定基準、教育職員免許法等と厚生労働省管轄の指定保育士養成施設の指定基

準に沿う形で教員数を配置している。実習支援等や授業補助のため、技術職員

を配置している。教員の採用、昇任については、「学校法人越原学園教員選考規

程」等に基づき研究業績と教育歴等から選考している。教職員の人事管理は、

就業規則をはじめ労働基準法等関係法令に基づき整備しており、適切に行われ

ている。 

専任教員の研究活動の状況は、教育研究業績一覧として大学 Web ページで公

表している。教員には研究室、個人研究費及び競争的研究費が与えられ、『名古

屋女子大学紀要』、『総合科学研究』等が研究成果の発表の場となっている。研

究活動に関する規程も整備され、組織としての責任体制を確立している。FD 活

動としては、「学生による授業評価アンケート」、教員相互の授業参観、授業検

討会等による「FD 授業改善プログラム」などを実施している。 

事務組織は規程に基づき整備され、事務組織の責任体制は明確である。学生

対応の事務部署を連携一体化し、学生支援センター（教学支援部門、キャリア

支援部門、学生生活支援部門等）、学術情報センター（大学図書館、システム部

門）を中心に業務遂行に当たっている。平成 16 年度から SD 活動を大学全体で

推進しており、「職員研修規程」に基づき研修が制度化されている。 

防災対策については、「災害対策マニュアル」を作成し、年 1 回の防災訓練を

実施している。また、警備員が昼夜の定期巡回を実施しており、管理棟以外に

は防犯カメラを設置し不審者の侵入に備えている。保有する個人情報保護の取

り扱いについては、「個人情報保護規程」等を制定し、適切な管理に努めている。 

校地面積および校舎面積については短期大学設置基準の規定を満たしている。

平成 27 年度、本学天白学舎（名古屋女子大学文学部）の汐路校地への移転統合

を行い、学部、短大共用施設として一元化した学習支援環境を実現した。体育

館をはじめ、運動場・図書館など老朽化した施設設備を新設し、学習環境を整

備した。 

新図書館では、自学自習環境の機能性向上と、ラーニングコモンズなどアク

ティブラーニング支援機能を拡充した。図書館と情報センターを一体化し、学

術情報センターとして運営し、図書、ICT 環境を総合的に提供している。PC 自

習室や PC 演習室を整備し、貸出用ノート PC は無線 LAN で利用可能にしてい

る。また、e ラーニング環境として、平成 17 年度から LMS を導入し、学内・

自宅問わず講義資料の閲覧等を可能にしている。情報セキュリティ対策も施し

ている。 

財政については、平成 25 年度から入学定員を満たしており、財的資源を確保

している。経営状況については、教育活動収支差額は恒常的にプラスであり、

特別収支差額のマイナスも文学部移転終了に伴い平成 28 年度からはプラスの見

込みである。 

様式 8－基準Ⅲ 
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今後の改善計画及び行動計画としては、教育研究では、必修科目における専

任教員の担当割合を高め、教員の採用においては年齢・職位的にバランスのと

れる構成となるよう計画する。 

科学研究費補助金など外部資金獲得の申請数をさらに増やすため、説明会の

開催や申請書類の事前チェックなどのサポートを継続して行う。文部科学大臣

の定めた「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に基

づき、「名古屋女子大学研究活動における不正行為への対応等に関するガイドラ

イン」を作成する。 

学生対応の事務部署では、教員と職員が一体となって学生支援ができるよう、

関係部署及び教員との連携・情報共有をさらに進めていく。大学文学部（天白

学舎）の汐路学舎移転に伴い、汐路学舎学生支援センターは併設の大学と短大

全学生を対象として窓口対応する部署となったが、今後、更に充実した学生サ

ービスに繫がるよう機能向上を目指していく。 

施設設備について、講義室や実習室の視聴覚機器等は計画的に更新していく。

また、平成 27 年度後期の学舎統合を機に行った教育環境の整備をさらに進めて

いく。 

平成 27 年度後期の新図書館開設を機に、PC 自習施設や図書館内で無線 LAN

を利用したラーニングコモンズを新設したが、これらの空間を活用した学習支

援について、具体的プログラムの検討を進めていく。 

防災対策として、備蓄品・救助救出用資機材の保存期間や物量などを定期的

に確認する仕組みを作る。電気･ガス空調については、更なるエネルギー使用量

の削減と、節水や限られた資源の再活用（リユース）の仕組みづくりも行う。 

経営状況については、教育活動収支差額は恒常的にプラスであり、特別収支

差額のマイナスも平成 28 年度からはプラスの見込みであるが、将来的に汐路学

舎中央館、本館などの建替え計画があることから、さらに減価償却累計額等の

要積立額に対し、運用資産の蓄積が十分とされるよう経営状況を見直していく。

また、財源である学生募集については、入り口から出口まで教員組織と事務組

織が連携し、授業科目内容の見直しやキャリア教育を強化していく。 

 

 

［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 

教員組織は教育課程の編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）に基づ

き、短期大学設置基準、教職課程認定基準、教育職員免許法等と厚生労働省管

轄の指定保育士養成施設の指定基準に沿う形で教員数を配置している。 

生活学科と保育学科はともに、カリキュラム・ポリシーに沿った形で、教員

組織を編成している。平成 28 年 5 月 1 日現在、「学科の種類に応じて定める必
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要専任教員数」は、生活学科、保育学科ともにカリキュラム・ポリシーに即し

た教員を配置し、必要数を上回っている。「短期大学全体の入学定員に応じ定め

る専任教員数」を合わせると、必要総数 23 人に対して、現員は 29 人である。

具体的には、教授 9 人、准教授 6 人、講師 13 人、助教 1 人の計 29 人が配置さ

れている。 

 

（学科別専任教員数） 

 

（年齢別専任教員数） 

 

 

実習、実技、技能の面においては、専任教員及び専任教員では補いきれない

部分を補完する形で非常勤教員を適切に配置している。また、実習支援や資格

（保育士資格・幼稚園教諭免許状）に関わる校外実習の事務業務及び授業補助

のために、技術職員を配置している。 

教員の採用、昇任については、「学校法人越原学園教員選考規程」「名古屋女

子大学教員資格審査委員会規程」「名古屋女子大学教員資格審査基準」「名古屋

女子大学教員選考に係る申合せ事項」「名古屋女子大学授業プレゼンテーション

実施要領」等に基づき、教員資格審査委員会を設けて真正な学位、教育実績、

研究業績、制作物発表、その他の職歴等について書類選考し、書類審査を通過

した候補者については、模擬授業（授業プレゼンテーション）を実施し候補者

を絞り、一次面接を経て、短期大学部教員選考教授会で審議した結果を理事長、

副理事長、法人本部長、学長、副学長に報告し、二次面接（理事面接）により

総合人物評価を行う。その基本は、本学の専任教員としての資質等を、カリキ

ュラム・ポリシーに適合する研究業績と教育歴などから選考することにある。 

 

(b) 課題 

必修科目における専任教員の担当割合を高めていく必要がある。また、教員

の年齢分布に偏りがある。職位バランスにも偏りがあり、教授・准教授・講師

の中で講師の比率が高い。  

 

 

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 計

生活学科 1 3 2 2 0 4 1 0 4 9 13

保育学科 2 3 0 2 1 8 0 0 3 13 16

計 3 6 2 4 1 12 1 0 7 22 29

計助教
学部

教授 准教授 講師

学科 / 年齢 ～30 31～40 41～50 51～60 61～ 計

生活学科 0 3 3 4 3 13

保育学科 0 4 2 7 3 16

計 0 7 5 11 6 29
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［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 

専任教員個々人の研究活動の状況は、教育研究業績一覧として過去 5 年間の

内容を大学 Web ページに掲載しており、各学科の教育課程編成・実施の方針（カ

リキュラム・ポリシー）に基づき、成果を上げている。 

教員の個人研究費として「教育研究費」があり、年間で教授 40 万円、准教授

35 万円、講師 30 万円、助教・助手に 15 万円を配分している。平成 21 年度よ

り、教育研究活動の活性化のため、上記を基準金額として、教員の教育研究業

績一覧及び学生の授業評価結果などのデータを評価するなどして、人事考課に

より増額する措置を実施している。 

競争的研究費としては、「名古屋女子大学教育・基盤研究助成規程」に基づき

「教育・基盤研究助成費」を設定している。また、科学研究費助成事業に採択

された場合にその減額分を補填する「科研費差額助成」、研究成果の刊行を助成

する「出版助成」を「教育・基盤研究助成費」の枠内において設けている。競

争的研究費への申請者は研究計画調書を提出し、学内審査を経て、助成金額が

決定される。 

なお、科学研究費助成事業及び教育・基盤研究助成費の採択状況は下記のと

おりである。 

 

（本学専任教員の過去 3 年間の科学研究費助成事業採択状況） 

年度  新規申請件数  うち新規採択件数  
継続課題を含む  

全採択数  

平成 25 年度 6 2 4 

平成 26 年度 5 1 2 

平成 27 年度 10 2 4 

 

   （本学専任教員の過去 3 年間の教育・基盤研究助成費採択状況） 

年度  新規申請件数 うち新規採択件数 継続課題件数  採択件数合計

平成 25 年度 6 6 1 7 

平成 26 年度 6 6 4 10 

平成 27 年度 7 7 2 9 

    

受託研究については、平成 25 年度は 2 件、平成 26 年度は 2 件、平成 27 年度

は 3 件であった。 

研究活動に関する規程としては、「名古屋女子大学教員倫理綱領」で、本学に

勤務する教員として遵守すべき 5 つの倫理の中に、研究者としての倫理につい

て定めている。文部科学大臣の定めた「研究機関における公的研究費の管理・
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監査のガイドライン（実施基準）（平成 26 年 2 月 18 日改正）」に基づき、「名古

屋女子大学公的研究費の管理・監査体制に関する規程」を定め、公的研究費の

不正使用防止に関する基本姿勢を示すと共に、 高管理責任者を学長、統括管

理責任者を法人本部長とした組織としての責任体制を確立している。 

競争的資金等の配分を受けた研究者に対しては、日本学術振興会が定めた研

究倫理教育プログラムの受講を必須とし、研究者から誓約書を徴収している。

不正使用の防止について必要な事項を定めた「名古屋女子大学公的研究費の管

理・監査体制に関する規程」も整備している。「名古屋女子大学  ヒトを対象と

する研究に関する委員会規程」も定めている。 

教員の研究成果は、紀要編集委員会が編集する『名古屋女子大学紀要（家政・

自然編、人文・社会編）』（名古屋女子大学と共有）を毎年１回、学内審査を経

て発行し、国内外の大学及び教育・研究機関へ送付して公表している。平成 27

年度で第 62 号となる。学術情報センターWeb ページ上の「名古屋女子大学機関

レポジトリ」にて、全論文を PDF 形式にて公開している。 

総合科学研究所では、平成 18 年度から研究紀要『総合科学研究』を刊行して

いる。総合科学研究所は、自然・家政・文化・教育に関する理論の追求及び研

究を行うとともに、その枠にとらわれない相互共同研究を推進している。『総合

科学研究』は年 1 回の発行で、機関研究（「創立者越原春子及び女子教育に関す

る研究」「大学における効果的な授業法の研究」）・プロジェクト研究の研究論文

を掲載しており、大学 Web ページで PDF 形式にて公開している。 

専任教員の研究室については、基本的に、教員 1 人につき１室を充てている。

（教員数 29 名・研究室 29 室）なお、研究室には、什器類（事務机、椅子、書

庫、ロッカー等）が共通に設置されている。 

専任教員の研究、研修については、「越原学園服務規程」に基づき「越原学園

教員学外研修規程」を定め、講師以上の教員については週に 1 日 7 時間 45 分の

範囲内で研修日を設定している。また、専任教員が一定期間、海外での研究機

関において研究または調査を行うため「名古屋女子大学教育職員海外研修規程」

を整備している。 

FD活動については、「名古屋女子大学自己点検・自己評価委員会規程」に基づ

き、自己点検・自己評価委員会が主体となって取り組んでいる。自己点検・自

己評価委員会が「学生による授業評価アンケート」を実施し、その結果に基づ

き、授業改善の取り組みを行っている。「学生による授業評価」アンケートは、

前期、後期それぞれ中間・期末の年4回実施し、評価結果は授業担当教員へフィ

ードバックされる。期末評価結果については、教員自身が結果考察を記述し、

簡易製本して図書館において学内公表している。 

また、自己点検・自己評価委員会 FD 作業部会が、「自己点検・自己評価委員

会 FD 作業部会規程」に基づき、各学科で FD 推進担当者を中心とした授業改

善や教育課程の運営等の FD 活動について「FD 活動実施報告書」の提出を義務

づけ、その内容の検討を行っている。また、平成 22 年度から、「学生による授

業評価」結果に基づき教員相互の授業参観、授業検討会による授業手法の改善
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に取り組む「FD 授業改善プログラム」を開始した。平成 24 年度からは、「自

己点検・自己評価委員会シラバス検討作業部会規程」を整備し、教育の質の向

上、授業内容や方法のさらなる改善を目的として、シラバスの充実を図ってい

る。 

本学では、自己点検・自己評価委員会やその下部組織である FD 作業部会、シ

ラバス検討作業部会を中心に関連部署と連携し、シラバスの点検による授業計

画の質の管理などを恒常的・組織的に行っている。 

 

(b) 課題 

本学では専任教員の研究に関する規程の整備、研究紀要の発行、研究室の整

備等、教育研究活動を推進できる環境が整っている。今後はそれらを生かし、

科学研究費補助金など外部資金獲得の申請数をさらに増やしていく必要がある。 

 文部科学大臣の定めた「研究活動における不正行為への対応等に関するガイド

ライン（平成 26 年 8 月 26 日、文部科学大臣決定）」に対応した規程を定める必

要がある。 

 

 

［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 

 

（法人事務組織図） 
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事務組織については、「学校法人越原学園学園運営組織の役職の設置及び任命

に関する規程」に、役職者の任務と任期、根拠規程及び審議・選任機関が明確

に規定されており、「学校法人越原学園事務分掌規程」に、法人本部及び法人が

設置する学校の事務組織と、その事務分掌が明確に規定されている。また、「名

古屋女子大学決裁規程」に、主管局部課の所管事項の処理にかかる決裁手続が

規定されている。このように事務組織の責任体制は明確である。 

具体的には、法人全体の管理運営を所掌する組織として法人本部を置き、そ

の下には人事課、教職員研修室、企画調整室、財務課、越原記念館、学術情報

センター（システム部門）及び入試広報センターを設置している。法人の設置

する大学（大学院を含む）と短期大学部の管理運営及び教育・研究支援を所掌

する組織として、大学事務局を置いており、大学事務局の下には、総務課、学

生支援センター、総合科学研究所及び学術情報センター（大学図書館）を置い

ている。 

学生の学習成果を向上させるため、学生対応の事務部署を連携一体化して、

学生支援センター（教学支援部門、キャリア支援部門、学生生活支援部門など）、

学術情報センター（大学図書館、システム部門）を中心に業務遂行に当たって

いる。 

事務関係諸規程としては、組織に関する「学校法人越原学園 学園運営組織の

役職の設置及び任命に関する規程」、職務に関する「学校法人越原学園事務分掌

規程」、事務処理に関する「学校法人越原学園公印規程」、「名古屋女子大学文書

取扱規程」、「名古屋女子大学文書保管規程」、「学校法人越原学園経理規程」、就

業に関する「学校法人越原学園就業規則」、「学校法人越原学園給与規程」、「学

校法人越原学園服務規程」、「学校法人越原学園任用規程」などの規程を整備し

ており、適切に事務処理を行っている。 

事務室は、本館増築棟 1 階に総務課、人事課、財務課、教職員研修室、2 階に

役員秘書室、企画調整室、本館 1 階に学生支援センター（教学支援部門、キャ

リア支援部門、保健室）、入試広報センター（大学入試広報課）、中央館１階に

学生支援センター（学生生活支援部門、キャリア支援部門）、図書館棟に学術情

報センター（大学図書館、システム部門）、越原記念館 1 階に越原記念館事務室

が置かれている。各事務室には、事務処理に必要な学内ネットワークが構築さ

れており、各人に PC が与えられている。 

事務を司るための専門的な職能については、平成 16 年度から SD 活動を大学

全体で推進しており、組織の能力向上を図るため「名古屋女子大学 職員研修

規程」を制定し、研修を制度化した。この規程に基づき、本学職員としてふさ

わしい品位と識見を備えた能力の高い職員を養成するため、新規採用職員への

新任者研修を実施するほか、職制別研修、業務別研修、派遣研修、特別研修を

行っている。そのほか、平成 18 年 9 月以降 3 か月ごとに管理職の政策提案研

修を実施し、課題を解決する能力の相互研鑽を行い、平成 22 年度 2 月から本部

月例報告会を毎月実施してきたが、平成 25 年度からは、与えられた課題に対す

る取り組みだけではなく、将来、学園の中心となるべき中間管理職に対して、
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リーダーシップを発揮できる職員としての育成に向け、管理職研修として実施

している。また、平成 19 年度より設けた「教職員研修室」の実質的な運用によ

り、本法人の全職員の能力向上に係わる研修計画の立案などを担っている。 

職員人事考課については、「学校法人越原学園 職員人事考課規程」に基づき

実施している。具体的には、「業務改革・改善計画表」「業務提案実施及び改革・

改善以外の業務の達成状況評価表」により、日常業務、勤務全般における総合

的評価を行っている。 

業務改善については、職員は平成 18 年度途中から、日常業務について「業務

報告書（報告と提案）」を上司に提出し、提案などについてのフィードバック

がされている。なお、上司は「管理職業務報告書」を作成し、所属課員の能力

開発・育成（具体計画）の推進に努めている。 

防災対策については、火災等の災害時、迅速に対応できるよう「災害対策マ

ニュアル」を毎年見直し、自衛消防隊が円滑に活動できるよう、防火管理者を

法人本部長とし、所轄消防署と連携し組織体制を整備している。また、消防設

備点検については専門業者に委託し年 2 回の法定点検はもとより、消防設備の

取扱い等では都度確認をとっている。「災害対策マニュアル」は毎年更新してお

り、消火班、救護班など各専門チームを立上げ、毎年避難訓練を確実に実施し

ている。 

防犯対策としては、警備員による昼夜定期巡回を行っているほか、教職員の

名札着用、来訪者については受付票記入と来訪者バッチの着用を義務付けてい

る。また、管理棟以外では防犯カメラを 28 台設置し不審者の侵入に備えている。 

情報セキュリティ対策としては、外部からの侵入対策として、ファイヤーウ

ォールを設置・稼動させている。各 PC については、ウィルス対策ソフトを導入

して不測の事態に備えている。また、ネットワークアクセス権限は、ユーザー

ごとに個別のアカウント（ID、パスワードなど）を与えている。 

個人情報に関しては、平成 17 年に「越原学園 個人情報保護に関する基本方

針」及び「越原学園 学生個人情報保護規程」を制定した。その後、平成 24 年

に「越原学園 個人情報保護規程」に改正し、学生以外の保証人、卒業生等も保

護対象に含むなど個人情報保護体制を一層強化するとともに、「個人情報の取扱

いに関する規程」及び「個人情報の取扱いに関する規程に係る取扱要領」を新

たに定めた。また、平成 27 年 11 月に「学校法人越原学園特定個人情報取扱規

程」「学校法人越原学園特定個人情報の適正な取扱いに関する基本方針」を制定

し、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律」、「個人情報の保護に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関

するガイドライン（事業者編）」を遵守して、組織として特定個人情報の適正な

取扱いを行っている。 

 

(b) 課題 

学生対応の事務部署を「学生支援センター」として連携一体化しているが、

関係部署及び教員との連携・情報共有をさらに進めていく必要がある。 
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［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 

就業規則を始めとする教職員の就業に関する諸規程は、労働基準法など関係

法令に基づき次のとおり整備しており、教職員に周知されている。 

 

学校法人越原学園 就業規則 

学校法人越原学園 服務規程 

学校法人越原学園 任用規程 

学校法人越原学園 給与規程 

学校法人越原学園 退職手当規程 

学校法人越原学園 休職規程 

学校法人越原学園 定年規程 

学校法人越原学園 育児休業等に関する規程 

学校法人越原学園 介護休業等に関する規程 

学校法人越原学園 災害補償規程 

学校法人越原学園 教員の期限付任用に関する規程 

学校法人越原学園 職員採用規程 

学校法人越原学園 職員の職位・職能基準に関する規程 

学校法人越原学園 技術職員の期限付任用に関する規程 

学校法人越原学園 事務職員の期限付任用に関する規程 

学校法人越原学園 教員学外研修規程 

学校法人越原学園 非常勤講師及び契約教職員就業規則 

学校法人越原学園 ハラスメント防止・対策委員会規程 

学校法人越原学園  ハラスメント等相談窓口内規  

学校法人越原学園  ハラスメント等の人権侵害防止に関するガイドライン 

学校法人越原学園 教員選考規程 他 

 

また、教職員の採用、任免、服務、出退勤及び人事記録等については、当該

諸規程に基づき法人本部人事課において適正に管理されている。 

新たに採用される教職員には、採用前の 3 月下旬に行われる新任者研修にお

いて、就業規則（服務・人事など）、服務規程（就業・服務規律など）、定年

規程で定めている概要や、ハラスメント防止等について説明する機会を設けて

いる。また、就業に関する利用頻度の高い申請書類（出退勤関連、身上異動関

連、出張関連など）については、事務局 Web ページより常時ダウンロードでき

るようにしており、本学教職員の利便性向上に努めている。 
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(b) 課題 

就業に関する利用頻度の高い申請書類等について、事務局 Web ページ上で常

時ダウンロードできるようになっているが、検索しやすさ、記入要領のわかり

やすさなどが課題としてあげられる。 

 

 

 テーマ 基準Ⅲ-A 人的資源の改善計画 

教育研究では、必修科目における専任教員の担当割合を高め、教員の採用に

おいては年齢・職位的にバランスのとれる構成となるよう計画する。 

科学研究費補助金など外部資金獲得の申請数をさらに増やすため、説明会の

開催や申請書類の事前チェックなどのサポートを継続して行う。 

文部科学大臣の定めた「研究活動における不正行為への対応等に関するガイ

ドライン（平成 26 年 8 月 26 日、文部科学大臣決定）」に基づき、「名古屋女子

大学研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」案を作成中

である。その中では、不正行為に対する基本姿勢を示すと共に、 高管理責任

者を学長、統括管理責任者を法人本部長とした組織としての責任体制を定める

こととしている（平成 28 年度中に整備予定）。 

学生対応の事務部署では、教員と職員が一体となって学生支援ができるよう、

関係部署及び教員との連携・情報共有を進める。大学文学部（天白学舎）の汐

路学舎移転に伴い、平成 27 年 9 月から汐路学舎学生支援センターは併設の大学

と短大の全学生を対象として窓口対応する部署となったが、各部門においてよ

りきめ細かな学生指導を行えるよう部門の設置スペースを拡充した。今後、更

に充実した学生サービスに繫がるよう、学生支援センターとしての機能向上を

目指していく。 

就業に関する利用頻度の高い申請書類等については、事務局 Web ページ上で

の検索しやすさ、記入要領のわかりやすさを改善する。 

 

 

【備付資料】 

（専任教員の個人調書 平成 28 年 5 月 1 日及び専任教員の教育研究業績書 

平成 23～27 年度） 

54．専任教員の個人調書（書式１） 

55．教育研究業績書（書式２） 

（非常勤教員一覧表） 

56．非常勤教員一覧表（書式３） 

（教員の研究活動について公開している印刷物等 平成 25～27 年度） 

57．大学 Web ページ 教育・研究情報の公開（各教員が有する学位及び業績） 

  http://www.nagoya-wu.ac.jp/sogo/kokai/gaiyo_tan.html 

（専任教員の年齢構成表 平成 28 年 5 月 1 日） 

58．専任教員の年齢構成表 
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（科学研究費補助金等、外部資金の獲得状況一覧表 平成 25～27 年度） 

59．平成 25 年度～平成 27 年度 科学研究費補助金獲得状況 

60．平成 25 年度～平成 27 年度 外部研究資金の獲得状況 

（研究紀要・論文集 平成 25～27 年度） 

61．名古屋女子大学紀要（家政・自然編、人文・社会編）第 60 号～第 62 号 

62．総合科学研究 第 7 号～第 9 号  

（教員以外の専任職員の一覧表 平成 28 年 5 月 1 日） 

63．教員以外の専任職員の一覧表（氏名・職名） 

     

 
［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 

本学キャンパスは、下記に示すとおり、「校地等」67,149 ㎡（大学と共用）、

「校舎」が 40,371 ㎡（大学と共用）であり、校地面積及び校舎面積については

ともに短期大学設置基準の規定を充足する面積を有している。 

 
                      （平成 28 年 5 月 1 日現在）  

区分  収容定員  
校舎  校地  

基準面積 現有面積 差異  基準面積  現有面積  差異  

名古屋女子大学  
短期大学  

600 人  3,900 ㎡ 7,463 ㎡  3,563 ㎡ 6,000 ㎡ 12,560 ㎡  6,560 ㎡

併設  
名古屋女子大学  

2,400 人  15,107 ㎡ 32,908 ㎡ 17,801 ㎡ 24,000 ㎡ 54,589 ㎡  30,589 ㎡

その他共用                

計      40,371 ㎡     67,149 ㎡    

 

 

平成 27 年度、本学天白学舎（名古屋女子大学文学部）の汐路校地への移転統

合を行い、学生・教職員の「知の交流拠点」としての整備をすすめ、学部、短

大共用施設として一元化した学習支援環境を実現した。実施の効果として、移

動による学生･教職員の時間的損失の解消、体育館はじめ運動場・図書館など老

朽化した施設設備の新設による安全で機能的かつ高品質の環境整備が整った。 

新築施設では、汐路体育館を解体し、跡地に平成 27 年度後期に図書館棟を建設

した。新図書館では、自学自習環境の機能性向上と、ラーニングコモンズなど

アクティブラーニング支援機能を拡充している。また、新たに取得した校地に
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平成 27 年度前期に体育館を移転、テニスコートも併設し、学生の利用の便を図

っている。新体育館の面積は 1,730 ㎡である。運動場敷地は、面積 27,816 ㎡の

グランド（大学と共用）を備えている。 新の設備を採用することで効率的な

保守管理を実現し、施設・設備共に適正を保つようにしている。 

 

 

（汐路校地配置図）  

 

 

校地と校舎の障がい者への対応については、キャンパスのバリアフリー化を

随時進めており、学内の主要箇所にスロープ及び点字ブロックを設け、障害者

用トイレ、エレベーターを設置している。また、各エレベーターには手摺を設

けてある。 
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授業を行う講義室、演習室、実験・実習室については、2 学科の教育課程編成・

実施の方針（カリキュラム・ポリシー）に基づいて、専用の講義室(4 室)、演習

室(8 室)、実験・実習室(21 室)、情報処理学習施設(2 室)を有している。教育課

程を実施するために必要な種々の教育機器、備品については、予算委員会によ

って精査し予算化されており、計画的な配備ができている。また、各教員は、

一般研究費及び特別研究助成費のうち 50％の範囲で、必要に応じて機器・備品

を購入することができる。 

各講義室及び実験実習室における視聴覚機器は、講義室に限らず、実習室に

おいても AV 機器類を設置し、教育環境の整備に心がけている。  

学術情報センター（図書館）は、図書館と情報センターを一体として運営し

ており、学生に対して図書、ICT 環境を総合的に整備している。図書館の面積

は 2,942 ㎡であり、収蔵冊数 240,111（大学と共用）を有している。座席数は在

学学生数の約 1.6 割を確保している。学術雑誌数、AV 資料数なども利用の充足

を満たしている。 

購入図書選定については、学生の学習の利便に役立てるため、教員による申

し込み、学生希望図書の購入、図書館での選書で整備を行っている。授業参考

図書については、各授業のシラバスに参考図書を指定、指定の資料は図書館で

購入のうえコーナーを設け学生に提供している。また、シラバス参考図書など

収集した資料は、学生に周知するため、学術情報センターWeb ページ上に公開

している。 

資料は毎年蔵書点検を実施し、不用資料については除籍処理を行い、常に必

要な資料を追加できるよう収蔵スペースの確保に努めている。 

 

(b) 課題 

講義室の視聴覚機器については 10 年以上経過したものがあり、調子が悪くな

る場合がある。 

図書館資料については授業、研究の必要資料を随時購入、整備しているが、

常に 新の必要資料の提供が必須である。 

 

 

［区分 基準Ⅲ-B-2 施設設備の維持管理を適切に行っている。］ 

 基準Ⅲ-B-2 の自己点検・評価 

(a) 現状 

固定資産管理に関する規程、消耗品及び貯蔵品に関する規程を、財務諸規程

を含め、次のとおり整備し管理している。 
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越原学園 経理規程 

越原学園 固定資産管理に関する規程 

越原学園 備品の購入に関する規程 

越原学園 備品の管理に関する規程  

越原学園 施設設備使用規程  

越原学園 同窓会館利用規程 

教育研究室利用規程 

名古屋女子大学 豊田運動場使用規程 

名古屋女子大学 学生寮規程 

越原学園 校用車利用規程 

越原学園 越原学舎使用要項 

実験室・実習室・準備室・共同教育研究室利用規程 

越原記念館ホール使用規程 

越原学園 災害対策マニュアル（災害対策実施要項、名古屋女子大学防災計画、防火管理規

程、特別警備班規程、名古屋女子大学毒物及び劇物管理規程）  

 

施設設備、物品等の維持管理については、「施設設備使用規程」「備品の購入

に関する規程」「備品の管理に関する規程」に基づき、適切に維持している。ま

た、平成 24 年には「教育研究室利用規程」、「実験室・実習室・準備室・共同教

育研究室利用規程」を制定した。これは、本学の教育研究室、実験室等（以下

教育研究室等という）を教員及び技術職員が利用する場合、学生指導の充実・

実質化の観点から教育研究室等の環境整備（整理整頓、美化、視界確保、火災、

災害時における事故防止）を趣旨とし積極的に推進し、実施するものである。 

火災・地震対策については、「災害対策マニュアル」（「名古屋女子大学防災計

画」「特別警備班規程」「消防計画」「毒物及び劇物管理規程」）を作成し、毎年

見直している。また、災害発生時に迅速に対応できるよう、所轄消防署と連携

し、自衛消防活動を円滑に進める体制として、消火班・救護班など各専門チー

ムを立上げ、組織を整備している。 

教職員・学生の防災意識を高める取り組みとして、年 1 回の学生の防災訓練

を実施している。また、学生が災害時に冷静に落ち着いて適切な行動をとり安

全を確保できるよう、『防災ガイドブック』を作成し入学時に配付している。 

消防設備については専門業者に委託し年 2 回の法定点検はもとより、消防設

備の取扱い等の確認を行っている。 

防犯対策では、不審者などの侵入や緊急災害に備え、昼・夜間とも外部委託

業者警備員が 1 日 2 回、和春寮 1 回の定期巡回を実施し、財務課（管財）担当

者が施設外部を 1 日 2 回、和春寮についても学生生活担当職員が定期的に巡回

している。また、不審者対策として、教職員の名札着用、来訪者については受

付票記入と来訪者バッチの着用を義務付けている。また、管理棟以外では防犯

カメラを設置し不審者の侵入に備えている。 
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外部からの侵入対策として、ファイヤーウォールを設置・稼動させている。

各 PC については、ウィルス対策ソフトを導入して不測の事態に備えている。 

冷暖房の温度設定では夏季 27℃、冬季 20℃とし、またデマンドコントローラ

ーを設置・運用することにより、電力の消費を大きく抑えている。また新校舎

は LED 照明を採用し、消費電力の削減に効果をあげている。さらに、職員によ

る空き教室などの照明機器・空調機器の消忘れ点検を 1 日 2 回定期的に実施し

ている（省エネ巡回）。 

平成 12 年以降に建設した施設については、環境保全の取り組みとしてガス空

調の採用を進め CO2 排出削減を進めてきた。 

行政からの指導によりゴミの分別は十分実施しているが、ミスコピー用紙の

再利用や、専門業者による古紙回収などリサイクルにも力を入れている。 

 

(b) 課題 

震災等の災害対策として備蓄品・救助救出用資機材を確保しているが、保存

期間や物量などを定期的に確認する必要がある。 

電気･ガス空調については巡回など行い無駄なエネルギー使用量の削減を行

っているが、節水については更なる取り組みを進める必要がある。また、限ら

れた資源の再活用（リユース）の仕組みづくりも課題となる。 

施設設備（学内のトイレ）に関して、シャワー付トイレを適宜設置している

が、まだ設備改善の余地がある。 

 

 

 テーマ 基準Ⅲ-B 物的資源の改善計画 

10 年以上経過している視聴覚機器については計画的に更新していく。講義室

に限らず、実習室においても AV 機器類の設置を進める。 

図書館の資料については、常に学生へ 新の必要資料を提供するため、所蔵

資料の見直しと不要資料の整理を継続的に実施していく。 

震災等の災害対策として備蓄品・救助救出用資機材を確保しているが、保存

期間や物量などを定期的に確認する仕組みを作る。 

電気･ガス空調については更なるエネルギー使用量の削減を進める。節水や限

られた資源の再活用（リユース）の仕組みづくりも行う。 

 

 

【備付資料】 

（全体図、校舎等の位置を示す配置図、用途を示した各階の図面、校地間の距

離、校地間の交通手段等） 

33．学生生活の手引き HABATAKI2015 

64．学生生活の手引き HABATAKI2016 

（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） 
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33．学生生活の手引き HABATAKI2015 

64．学生生活の手引き HABATAKI2016 

65．学術情報センター利用の手引き 2015 

66．学術情報センター利用の手引き 2016 

 

 

［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 

図書館と情報センターを一体として学術情報センターとして運営し、学生に

対して図書、ICT 環境を総合的に提供している。全 60 台の PC から成る PC 自

習室を図書館内に、授業用の PC 演習室を別棟に設置している。また閲覧室やラ

ーニングコモンズなど多様な利用形態に応えられるよう、館内で 45 台の貸出用

ノート PC を提供し、無線 LAN で利用できるようにしている。 

館内 PC 環境、学習環境は、文部科学省 ICT 活用支援事業、教育研究活性化

設備整備補助金の採択を受けて整備を実施し、新設したラーニングコモンズ、

グループワークエリア等、学生の主体的学修環境支援に供している。 

e ラーニング環境として、平成 17 年度から LMS(Learning Management 

System)を導入して、学内・自宅問わず講義資料の閲覧やダウンロード、オンラ

インテスト、レポート提出を可能にしている。更に平成 26 年度には LMS のサ

ーバ容量拡充によって動画コンテンツも扱えるようにした。 

オンラインストレージとして、平成 16 年度から学内 LAN で利用できる個人

フォルダ・授業フォルダ（共有フォルダ）を提供し、更に平成 26 年度から学外

からも利用できる Microsoft の ONEDRIVE も提供している。 

学生生活に必要な情報を提供する「ポータルサイト」によって、教務連絡、

履修状況管理、成績確認などを学内外から利用可能にしている。 

学生の情報技術の向上については、全学共通科目（必修）として「基礎情報

処理演習 1･2」を開設しており、1 年次において十分な情報リテラシー学習がで

きるよう配当されている。また、生活学科では、専門科目として情報リテラシ

ー教育を実施しており、生活情報コースでは「Java 演習」「実践コンピュータ・

グラフィックス演習」など、ファッションデザインコースでは「アパレル CAD」

「コンピュータデザインテクニック」など、多くの情報科目が開設されている。

また、学生の基本的な PC 相談窓口を図書館カウンターに設置し、学生の問合せ

や利用支援を行っている。 

教職員の情報技術の向上に関しては、ICT に関する知識及び情報活用能力の

向上を目的とした、ICT 講習会を年間 4～5 回、定期的に実施している。 
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（学内 LAN の敷設状況） 

 

 

 

(b) 課題 

平成 27 年度に新図書館に PC 自習室を設置し、学生の PC 自習の利便性向上

を図った。同時に図書館内にグループ学習が可能なラーニングコモンズ、グル

ープ学習室を整備したが、近年学習形態の変容により、アクティブラーニング

の場としての施設需要が高まりつつあり、多様な学習への支援体制を継続的に

検討していく必要がある。 

 

 

 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年度後期の新図書館開設を機に、PC自習施設や図書館内で無線 LAN

を利用したラーニングコモンズを新設した。これらの新たな空間を活用した学

習支援について、具体的プログラムの検討を進めていく。 

 

 

【備付資料】 

（学内 LAN の敷設状況） 

    67．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） 
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33．学生生活の手引き HABATAKI2015 

64．学生生活の手引き HABATAKI2016 

65．学術情報センター利用の手引き 2015 

66．学術情報センター利用の手引き 2016 

 

 

［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 

全国的傾向として短期大学への志願者が減少する中、名古屋女子大学短期大

学部では生活学科の改組と名古屋女子大学との連携により、平成 24 年度には入

学定員充足率が 0.80 であったが、平成 25 年度には 1.15、平成 26 年度には 1.00、

平成 27 年度には 1.08 と充足をしており、財的資源を確保している。 

 

（入学定員充足率） 

学科名称  事項  H25 年度  H26 年度  H27 年度  

生活学科  入学定員  140 140 140 

入学者数  173 140 145 

入学定員充足率  1.24 1.00 1.04 

保育学科  入学定員  160 160 160 

入学者数  171 161 178 

入学定員充足率  1.07 1.01 1.11 

合計  入学定員  300 300 300 

入学者数  344 301 323 

入学定員充足率  1.15 1.00 1.08 

 

平成 24 年の翌年度繰越収支差額のマイナスは、平成 27 年度末には解消され、

3 期ぶりにプラスとなり、平成 25 年度から平成 27 年度過去 3 年間の短期大学

部事業活動収支差額比率（平成 26 年度までは帰属収支差額比率）は平均 24.04％

（書式５より）と『平成 27 年度版 今日の私学財政』の同規模短期大学部門の

平均 4.5％と比べても格段に良好である。 

平成 25 年度に文部科学省高等教育局私学部参事官の指導を受けた資産運用に

ついては、平成 26 年 3 月 1 日付けで資金運用規程を改正し、仕組み債権を新た

な運用対象から外した。 

また、教育研究経費比率は過去 3 年間の平均で 23.44％であり、退職給与引当

金については期末要支給額の 100％を計上している。なお、退職給与引当金が下

記法人全体の貸借対照表関係比率で 100％でない理由は、高等学校・中学校・幼
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稚園については、愛知県私学退職基金財団及び愛知県私立幼稚園退職金財団の

交付金とそれぞれの要支給額が同額であることによる。 

法人全体の貸借対照表の主要数値は下記の通りであり、自己資金構成率は

90％を超えている。 

 

（貸借対照表関係比率（法人全体のもの）（過去 3 年間）） 

 

 

その他、財源としての補助金獲得強化を図り、平成 25 年度には私立学校施設

整備費補助金を 2 件（計 9,015 千円）、平成 26 年度には改革総合支援補助金タ

イプ 1、及び私立大学教育研究活性化設備整備事業 1 件（1,535 千円）の採択を

受けた。 

平成 27 年度の文学部移転に伴う特別な支出により、平成 26 年度、27 年度の

2 年間、当年度収支差額、特別収支差額がマイナスとなったが、徹底して無駄を

省いた予算管理により、中長期財政計画では当年度収支差額、翌年度繰越収支

差額とも平成 28 年度以降はプラスに転じる見込みである。 

これらは、法人本部が短期大学部、大学、その他併設の高等学校、幼稚園を

一体的に運営しており、財務についても法人本部財務課で一元管理しているた

め、法人全体のバランスを考えた財政を行えることによる。  

比    率 計算式 平成25年度 平成26年度 平成27年度
固定 資 産

総   資   産
流動 資 産

総  資   産
固定 負 債

総   資   金
流動 負 債

総   資   金
自己 資 金

総  資  金
消 費収 支 差 額

総  資  金
固定 資 産

自己 資 金

固定 資 産

自己資金＋固定負債

流動 資 産

流動 負 債

総　負　債

総  資  産
総  負  債
自己 資 金

現金 預 金

前  受  金
退職給与引当特定預金（資産）

退職給与引当金

基  本  金
基本金要組入額

減価償却累計額（図書を除く）

減価償却資産取得価格（図書を除く）

83.1%

2 流動資産構成比率 16.6%17.8% 16.9%

1 固定資産構成比率 83.4%82.2%

2.6%

4 流動負債構成比率 4.0%3.0% 3.0%

3 固定負債構成比率 2.7%3.0%

94.3%

6 消費収支差額

構成比率
0.7%-2.0% -2.9%

5 自己資金構成比率 93.3%94.0%

88.1%

8 固定長期適合率 86.9%84.7% 85.7%

7 固定比率 89.4%87.4%

560.0%

10 総負債比率 6.7%6.0% 5.7%

9 流動比率 414.5%600.0%

6.0%

12 前受金保有率 753.2%787.8% 715.8%

11 負債比率 7.2%6.4%

100.3%

14 基本金比率 109.8%114.9% 112.8%

13 退職給与引当

預金率
102.0%94.9%

45.9%

「総資金」は負債＋基本金＋消費収支差額を、「自己資金」は基本金＋消費収支差額をさす。

15 減価償却比率 38.0%47.2%
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(b) 課題 

平成 27 年度は文学部移転に伴い、施設整備等活動資金収支差額が▲1,472,489

千円となり、支払資金は▲304,209 千円減少し、翌年度支払資金は▲6,073,995

千円となった。 

財源である学生数については、入学定員は平成 25 年度から 3 年間確保できて

いるが、平成 26 年度は生活学科改組を行った平成 25 年度に比べ、入学者数が

減っている。特に志願者数が減少傾向である生活学科については、今後も授業

内容の見直し等を行い、競争力強化を図る必要がある。 

また、施設整備費等補助金をはじめ、各種の補助金を積極的に獲得し、学生

の学習環境をより整備していく必要がある。 

 

（短期大学部入学者数等） 

年度  学科  志願者数  合格者数  入学者数  

平成 25 年度  

 

 

生活学科  348 310 173 

保育学科  453 296 171 

合計  801 606 344 

平成 26 年度  

 

 

生活学科  286 266 140 

保育学科  537 379 161 

合計  823 645 301 

平成 27 年度  

 

 

生活学科  264 251 145 

保育学科  529 366 178 

合計  793 617 323 

 

 

［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 

本学では、学園訓「親切」を根幹として、よき家庭人であり力強き職能人と

しての資質や能力を習得させるために、生活学を理論と実践の両面から探求す

る教育と、福祉マインドを持った人間性豊かな保育者養成の教育を展開してい

る。将来的にも、その基本的使命を維持し、社会のニーズに基づき教育内容を

見直していく。 

保育学科については、名古屋市を中心に都市部の待機児童が増加し、保育者

不足が社会的問題になっていたことと、高校生の保育者志願者数が増加傾向に

あったため、平成 25 年度に、保育学科定員を 120 人から 160 人に増員させた。

また、生活学科については、家政学の人気低下にともない、専攻制を廃止しコ

ース制としたことにより、入学定員割れを解消している。 
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18 歳人口の動向など中長期的な見通しによる「財政計画」及び中教審答申を

はじめ社会の要請を取り入れた「予算編成基本方針」に基づき、収入・支出バ

ランス及び教育研究目的を達成するための予算編成が恒常的に実施され、無駄

を排除する徹底的な経費削減策を実施しているため、事業活動収支差額比率を

始めとする主要財務指標数値は良好かつ安定的に推移している。 

本学の過去 3 年間の主要財務状況を『平成 27 年度版 今日の私学財政』の同

規模短期大学部と比較した結果は次のとおりである。 

 

 名古屋女子大学  
短期大学部  

本学法人全体  
同規模短期大学部平均

（0.5～1 千人）  

事業活動収支差額比率  24.04％  -1.62％  4.5％  

人件費比率  39.11％  43.77％  56.2％  

教育研究経費比率  23.44％  29.90％  29.3％  

 

人件費比率は同規模短期大学部と比べて低い水準にあり、法人全体で比較し

ても良好であり、無駄のない人員配置を行っている。また、教育研究経費比率

は同規模短期大学部門と比較した場合低いものの 20％以上はコンスタントに維

持しており、これは大学部門との一体的運営により、管理経費も含めたサービ

ス品質維持を前提とする経費節減継続によるものである。 

事業活動収支差額比率は短期大学部門だけで見た場合、同規模短期大学部門

に比べ格段によい。法人全体で見た場合は▲1.62％となっているが、これは前

述の文学部移転という特殊要因によるものであり問題がない。 

施設設備については、平成 27 年度に文学部の移転計画の一環として、大学短

大共用の図書館棟、運動場を新設した。基本金についても平成 25 年度に計画を

見直し適切に管理している。 

学内に対する経営情報の公開については、教育・研究情報及び財務情報につ

いては大学及び学校法人越原学園 Web ページ上で公開し、教職員に周知してい

る。 

 

(b) 課題 

単年度での予算管理を確実に行い、黒字体質で推移しているが、平成 26 年度

より大学では入学定員を割っており、2018 年度以降の 18 歳人口激減期を控え

る現在、より安定した運営のための経営計画の策定が課題となる。 

 

 

 テーマ 基準Ⅲ-D 財的資源の改善計画 

無駄を省いた予算管理と、資金運用規程の見直しによる適正な資産管理、及

び補助金獲得強化により、消費支出超過については改善しつつある。しかし、

平成 27 年度の天白学舎（文学部）の汐路学舎（法人本部、大学、短期大学部）

への移転により、多額の支出があったため、キャッシュフローについては繰越
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支払資金がマイナスとなった。また、将来的に汐路学舎中央館、本館などの建

替え計画があることから、さらに減価償却累計額等の要積立額に対して、運用

資産の蓄積が十分とされるよう経営状況を見直していく必要がある。財源であ

る学生募集については学生の出願状況等を見ながら、入り口から出口まで教員

組織と事務組織が連携し、授業科目内容の見直しやキャリア教育を強化するこ

とで、2018 年問題といわれる学生激減期への対応を実施する必要がある。 

 

 

【提出資料】  

（計算書類等の概要・過去 3 年間）  

21．資金収支計画書の概要（書式１）（平成 27 年度） 

22．活動区分資金収支計画書（書式２）（平成 27 年度） 

23．事業活動収支計算書の概要（書式３）（平成 27 年度） 

24．貸借対照表の概要（様式４）（平成 27 年度） 

25．財務状況調べ（様式５）（平成 25 年度～平成 27 年度） 

26．資金収支計算書・消費収支計算書の概要（旧書式１）（平成 25 年度～平

成 26 年度） 

27．貸借対照表の概要（旧書式２）（平成 25 年度～平成 26 年度） 

（資金収支計算書・消費収支内訳表・貸借対照表・過去 3 年間） 

28．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画書、事業活動収支計算書、事業活動収支内訳表・平成

27 年度） 

29．活動区分資金収支計画書、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） 

30．消費収支計算書・消費収支内訳表（平成 25 年度～平成 26 年度） 

（中・長期の財務計画） 

31．中・長期の財務計画（平成 28 年度～平成 30 年度） 

（事業報告書・平成 27 年度） 

32．事業報告書（平成 27 年度） 

（事業計画書／予算書・平成 28 年度） 

33．事業計画書／予算書（平成 28 年度） 

 

【備付資料】  

（寄附金・学校債の募集についての印刷物等） 

該当なし 

（財産目録及び計算書類・過去 3 年間） 

67．財産目録及び計算書類（平成 25 年度～平成 27 年度） 
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 基準Ⅲ 教育資源と財的資源の行動計画 

教育研究では、必修科目における専任教員の担当割合を高め、教員の採用に

おいては年齢・職位的にバランスのとれる構成となるよう計画する。 

科学研究費補助金など外部資金獲得の申請数をさらに増やすため、説明会の

開催や申請書類の事前チェックなどのサポートを継続して行う。 

文部科学大臣の定めた「研究活動における不正行為への対応等に関するガイ

ドライン」に基づき、「名古屋女子大学研究活動における不正行為への対応等に

関するガイドライン」を作成する。 

学生対応の事務部署では、教員と職員が一体となって学生支援ができるよう、

関係部署及び教員との連携・情報共有を進める。大学文学部（天白学舎）の汐

路学舎移転に伴い、汐路学舎学生支援センターは併設の大学と短大の全学生を

対象として窓口対応する部署となったが、今後、更に充実した学生サービスに

繫がるよう機能向上を目指していく。 

人事管理について、就業に関する利用頻度の高い申請書類等については、事

務局 Web 上での検索しやすさ、記入要領のわかりやすさを改善する。 

施設設備について、講義室の視聴覚機器については計画的に更新し、実習室

においても AV 機器類の設置を進める。平成 27 年度後期の学舎統合を機に行っ

た教育環境の整備をさらに進めていく。 

防災対策としては、備蓄品・救助救出用資機材の保存期間や物量などを定期

的に確認する仕組みを作る。電気･ガス空調については、更なるエネルギー使用

量の削減を進める。節水や限られた資源の再活用（リユース）の仕組みづくり

も行う。 

平成 27 年度後期の新図書館開設を機に、PC 自習施設や図書館内で無線 LAN

を利用したラーニングコモンズを新設した。これらの新たな空間を活用した学

習支援について、具体的プログラムの検討を進めていく。 

経営状況については、教育活動収支差額は恒常的にプラスであり、特別収支

差額のマイナスも文学部移転終了に伴い平成 28 年度からはプラスの見込みであ

る。また、将来的に汐路学舎中央館、本館などの建替え計画があることから、

さらに減価償却累計額等の要積立額に対して、運用資産の蓄積が十分とされる

よう経営状況を見直していく。財源である学生募集については、入り口から出

口まで教員組織と事務組織が連携し、授業科目内容の見直しやキャリア教育を

強化していく。  

 

◇ 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。 

  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。 

  なし 
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【基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス】 
 基準Ⅳの自己点検・評価の概要 

理事長は、創立者の理念を継承し、建学の精神に基づき質の高い教育を行う

ことを責務とし、本学園の業務執行に対してリーダーシップを発揮している。

本学園では、現在は理事長・学長が同一人物であり、教学部門と管理部門との

連携が取れている。 

本学園では、「越原学園  寄附行為」に基づき、法人の 高意思決定機関であ

る理事会を置いており、理事会は学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を

監督している。理事長は、寄附行為に定める理事会の規定に則り、学校法人越

原学園を代表する責任と権限を有している。 

理事長は、理事会を招集し、その議長を務めている。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、5 月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。理事会には、第三者評価の

受審を始め、関係法令の改正等、必要な学内外の情報が報告されている。短期

大学の運営にあたっては、教育基本法、学校教育法、私立学校法、短期大学設

置基準等の法令を遵守し、それに基づいて学内の諸規程等を整備しており、法

令改正等があればそのつど対応している。 

学長は大学運営に関し識見を有し、建学の精神に基づく教育研究を推進して

いく教学面の責任者として相応しい人物であり、短期大学の向上・充実に向け

努力している。本学園では、現在は理事長・学長が同一人物であり、学長のリ

ーダーシップが十分発揮できている。 

学長は、「名古屋女子大学短期大学部学長選考規程」に基づき選任され、教学

の 高責任者として、大学の校務を掌理し、所属教員を統率して運営にあたっ

ている。現在、短期大学部学長は大学学長と兼務している。 

学長は大学運営会議を主宰し、教授会に先立ち、名古屋女子大学、大学院、

短期大学部の間の意思疎通と情報共有・調整を行っている。短期大学部教授会

は、「短期大学部学則」及び「短期大学部教授会規程」に基づき、適切に開催さ

れている。三つのポリシーについては、教授会での審議を経て制定し、大学 Web

ページで公表している。学長又は教授会のもとに教育上の各種委員会が設置さ

れ、委員会規程に基づき運営されている。 

監事は、学校法人の財産の状況等を監査するとともに、理事会・評議員会に

出席し、理事の業務執行状況についても監査を行い、学校法人の業務または財

産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後 2

月以内に理事会及び評議員会に提出し、報告を行っている。 

評議員会は、本学園の業務もしくは財産の状況または役員の業務執行の状況

について、役員に対して意見を述べもしくはその諮問に答えており、諮問機関

として適切に運営されている。 

このように、理事長・学長の力強いリーダーシップのもと、法人と短期大学

のガバナンスは機能している。 

様式 9－基準Ⅳ 
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予算編成は、18 歳人口の動向など中長期的な見通しによる「財政計画」及び

中教審答申をはじめ社会の要請を取り入れた「予算編成基本方針」をもとに、

各部門・部署より申請が行われ、取り纏めの後、予算委員会で審議されている。

大学全体及び法人全体の事業計画は、企画調整室が各部署から事業計画案をと

りまとめ、理事会にて決議後、関係部門に通達される。 

予算編成は 3 月に当初予算を編成するほか、年 1 回以上の補正予算を編成し、

決算との乖離がないよう努めている。日常的な会計処理としては、財務課（会

計）において、学校法人会計基準に準拠した会計処理が正確に行われている。

計算書類、財産目録等は、学校法人の経営状況及び財政状況を学校法人会計基

準に基づき適正に表示している。 

会計監査は、監査法人による監査と本法人の監事による監査を実施している。

監査法人の監査は、通常期の監査及び決算監査があり、監査は監査基準に準拠

して行われ、監査日以外にも指導、助言を受けている。監事による内部監査は、

理事会への出席と、決算時の帳票類と残高の確認に加え、平成 27 年度より年複

数回の期中監査を行った。 

資産及び資金（有価証券）の管理と運用については、平成 25 年度に文部科学

省高等教育局私学部参事官の指導を受け、平成 26 年 3 月 1 日付けで資金運用規

程を改正し、適正な運用を行っている。 

教育研究活動等の情報公開については、大学 Web ページで公開している。財

務情報の公開については、財産目録、貸借対照表、資金収支計算書、消費収支

計算書、監査報告書を事務局に備え付けるとともに、学校法人越原学園 Web ペ

ージで公開している。 

今後の改善計画及び行動計画としては、理事長・学長のさらなるリーダーシ

ップのもと、18 歳人口が減少する中、定員を確保していけるよう、改組及び教

育課程の変更を進めていくともに、それに伴い三つのポリシーの再点検・修正

等も進めていく必要がある。 

監事、監査法人と連携強化を行い、会計監査とともに業務監査もより充実さ

せていく。評議員会は法人職員、卒業生、学識経験者で構成されているので、

それぞれの立場から法人運営に対する諮問機能を高める。内部監査体制につい

ては今後、引き続き充実を進めていく。 

 
 
 
［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、創立者の理念を継承し、建学の精神に基づき質の高い教育を行う

ことを責務とし、本学園の業務執行に対してリーダーシップを発揮している。 
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本学園では、女子総合学園としての基盤を固める必要性から、現在は理事長・

学長が同一人物である。この体制は、本学が目指す理事会主導の運営方法から

考えた場合妥当であり、教学部門と管理部門との連携の視点からも、意思決定

が迅速かつ円滑であり、理事長のリーダーシップが十分発揮できているといえ

る。 

理事長・学長は、本学園創立者の子孫にあたり、本学園の入学者全員を対象

として創立者生誕の地、岐阜県加茂郡東白川村越原で行われる 2 泊 3 日の宿泊

研修「越原学舎研修」において、必修科目「建学のこころ」の講義を担当して

おり、創立者の郷家で創立者の育った環境を追体験させることによって、建学

の精神や教育目的を直接学生に語り伝えている。また、入学式や卒業式、創立

記念式典（平成 27 年度は創立百年記念式典）、毎年行われている全学始業総会

等、様々な行事の機会等を通じ、本学の建学の精神「親切」について語り伝え

ている。 

以上のとおり、理事長は建学の精神及び教育理念・目的を十分理解し、学園

の発展に寄与できる人物である。 

本学園では、「越原学園 寄附行為」第 12 条第 1 項に基づき法人の 高意思決

定機関である理事会を置いており、同第 2 項に基づき、理事会は学校法人の業

務を決し、理事の職務の執行を監督している。 

理事長は、寄附行為に定める理事会の規定に則り、学校法人越原学園を代表

する責任と権限を有している。 

理事の構成については、私立学校法第 38 条の定めに基づき、寄附行為第 7 条

（理事の選任）に定めており、学内の出身者に限らず、社会経験が豊かで本学

園の運営に資する意見と識見を持つ者で構成している。また、学校教育法第 9

条（校長及び教員の欠格事由）の規定は、寄附行為第 11 条（役員の解任及び退

任）第 3 項第 3 号に「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、寄附行為において準用している。 

理事長の選任は、寄附行為第 6 条（役員）第 2 項に「理事のうち 1 人を理事

長とし、理事総数の過半数の議決により選任する」と定めており、理事長の職

務は同第 14 条（理事長の職務）に、「理事長は、この法人を代表し、その業務

を総理する」と定めている。 

理事会は、理事長が招集し、議長を務めている。理事会は年 3 回（5 月、12

月、3 月）定例的に開催し、必要に応じて臨時理事会を開催している。理事会で

は、私立学校法に定められた審議事項など、本法人が必要とする事項について

審議している。 

理事長は、寄附行為第 34 条（決算及び実績の報告）に基づき、毎会計年度終

了後 2 月以内に、監事の監査を受け、5 月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、

その意見を求めている。また、平成 28 年度に短期大学の第三者評価を受けるこ

とについても、平成 26 年度の事業計画として理事会に諮られており、理事会は

第三者評価に対する役割を果たし責任を負っている。このほか、関係法令の改



 名古屋女子大学短期大学部  

128 
 

正等、必要な学内外の情報が報告されており、理事会は、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。 

学校教育法施行規則第 172 条 2 に規定されている教育研究活動等の情報公開

については、9 項目すべてを大学 Web ページで公開している。 

財務情報の公開については、私立学校法第 47 条（財産目録等の備え付け及び

閲覧）の定めに基づき、財産目録、貸借対照表、資金収支計算書、消費収支計

算書、監査報告書を事務局に備え付けるとともに、学校法人越原学園 Web ペー

ジ上で公開している。 

短期大学の設置、運営にあたっては、「名古屋女子大学短期大学部学則」第 1

条で「教育基本法、学校教育法にのっとる」と規定している他、私立学校法、

短期大学設置基準等の法令を順守し、それに基づいて学内の諸規程等を整備し

ており、法令改正等があればそのつど対応している。 

学則等の諸規程は学校教育法、私立学校法、短期大学設置基準等に従って作

成されており、日常の組織運営や教職員の業務執行はこれらの諸規程等に準拠

して行われている。また、各法令等が定める届出事項も計画的かつ遅延なく行

われ、大学の設置、運営は法令順守のもとに円滑に行われている。 

 

(b) 課題 

理事長は、力強いリーダーシップで学園の経営を担っており、今後も理事会

のガバナンス機能を強化するとともに、管理運営の質の向上に努めていく。 

 

 

 テーマ 基準Ⅳ-A 理事長のリーダーシップの改善計画 

理事会は、法人の日常的業務の決定を行う常務理事会を適切に開催すること

により、相互の連携を密にし、機動的かつ迅速に戦略的な意思決定が行えるよ

う、一層の体制整備に努めていく。 

 

【提出資料】 

（寄附行為） 

34．学校法人越原学園 寄附行為 

 

【備付資料】 

（理事長の履歴書） 

68．理事長の履歴書（平成 28 年 5 月 1 日現在） 

（学校法人実態調査表写し・過去 3 年間） 

69．学校法人実態調査表写し（平成 25 年度～平成 27 年度） 

（理事会議事録・過去 3 年間） 

70．理事会議事録（平成 25 年度～平成 27 年度） 

（諸規程集） 

71．学校法人越原学園名古屋女子大学短期大学部 諸規程集 
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［テーマ 基準Ⅳ-B 学長のリーダーシップ］ 

［区分 基準Ⅳ-B-1 学習成果を獲得するために教授会等の短期大学の教学運営体制が確

立している。］ 

 基準Ⅳ-B-1 の自己点検・評価 

(a) 現状 

本学園では、女子総合学園としての基盤を固める必要性から、現在は理事長・

学長が同一人物である。この体制は、本学が目指す理事会主導の運営方法から

考えた場合妥当であり、教学部門と管理部門との連携の視点からも、意思決定

が迅速かつ円滑であり、学長のリーダーシップが十分発揮できているといえる。 

学長は、本学園創立者の子孫にあたり、本学園の入学者全員を対象として創

立者生誕の地、岐阜県加茂郡東白川村越原で行われる 2 泊 3 日の宿泊研修「越

原学舎研修」において、必修科目「建学のこころ」の講義を担当しており、創

立者の郷家で創立者の育った環境を追体験させることによって、建学の精神や

教育目的を直接学生に語り伝えている。また、入学式や卒業式、創立記念式典

（平成 27 年度は創立百年記念式典）、毎年行われている全学始業総会等、様々

な行事の機会等を通じ、本学の建学の精神「親切」について語り伝えている。 

以上のとおり、学長は大学運営に関し識見を有し、建学の精神に基づく教育

研究を推進していく教学面の責任者として相応しい人物であり、短期大学の向

上・充実に向けて努力している。 

学長は、「名古屋女子大学短期大学部学長選考規程」に基づき、教授会・理事

会・評議員会が選出した委員 15 人により構成する候補者選考委員会が学長候補

者を選考し、理事会で選出した後、理事長が任命する。教学の 高責任者とし

て、理事会の意向が 大限に反映されるよう大学の校務を掌理し、所属教員を

統率して運営にあたっている。 

現在、短期大学部学長は大学学長と兼務しており、「学園運営組織の役職の設

置及び任命に関する規程」第 1 条付表において、「校務を掌理し、所属教員を統

督する」と定め、短期大学の経営と教育研究に関する運営を統括している。 

学長は、大学運営会議を主宰し、教授会に先立ち、教育研究上の目的を達成

するための事項について、名古屋女子大学、大学院、短期大学部の間の意思の

疎通と情報の共有・調整を行っている。 

大学運営会議の主な役割は、（1）教育研究上の目的を達成するための基本計

画に関する事項、（2）改革を推進するための制度並びに運営に関する事項、（3）

運営基盤の整備・充実に関する事項、（4）予算の運用に関する事項などに関す

る基本方針についての協議である。 

短期大学部教授会は、「短期大学部学則第 48 条」及び「短期大学部教授会規

程」に基づき、学長・教授・准教授・助教及び専任の講師をもって組織し、短

期大学部部長が議長を務める。教授会は、(1)学生の入学、卒業及び課程の修了

に関すること、(2)学位の授与に関すること、(3)教育課程に関すること、(4)教員

の資格に関すること、(5)単位認定に関することについて学長が決定を行うに当

たり意見を述べる。このほか、 (1)学術の研究、教授内容及び教授法に関するこ
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と、(2)大学教育の普及及び成人教育に関すること、(3)諸規程に関すること、(4)

その他、学長が教育上必要と定めることについて審議し、学長の求めに応じ、

意見を述べることができる。なお、定例教授会は、原則各月第 3 金曜日に開催

している。大学事務局総務課が事務を担当しており、議事録を整備している。 

三つの方針（ポリシー）については、教授会での審議を経て平成 22 年 12 月

に制定し、大学 Web ページで広く公表するとともに、教授会の構成員へ配布し

周知を図っている。 

また、学長又は教授会のもとに、下記の各種委員会が設置され、委員会規程

に基づき、適切に運営されている。 

 

（各種委員会） 

自己点検・自己評価委員会  

自己点検・自己評価委員会 FD 作業部会  

自己点検・自己評価委員会シラバス検討作業部会  

第三者評価報告書作成委員会  

教育・基盤研究助成委員会  

動物実験委員会  

ヒトを対象とする研究に関する委員会  

紀要編集委員会  

国際交流委員会  

入試委員会  

入学者選抜委員会  

学生委員会  

日本学生支援機構奨学生推薦委員会  

学生相談室運営委員会  

教務委員会  

キャリア支援委員会  

 

(b) 課題 

学長は、短期大学の教学運営において力強いリーダーシップを発揮しており、

教学運営体制に特段の課題を感じていないが、今後、社会状況を加味して改組

及び教育課程の変更を進めていく必要がある。 

 

 

 テーマ 基準Ⅳ-B 学長のリーダーシップの改善計画 

今後、社会状況を加味して改組及び教育課程の変更を進めていくことに伴い、

学長のさらなるリーダーシップのもと、三つのポリシーの再点検・修正等を進

めていく。  
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【備付資料】  

（学長の個人調書） 

72．学長の個人調書（平成 28 年 5 月 1 日現在） 

73．教育研究業績書（平成 23 年度～平成 27 年度） 

（教授会議事録・過去 3 年間） 

74．短期大学部教授会議事録（平成 25 年度～平成 27 年度） 

（委員会等議事録・過去 3 年間） 

75．大学運営会議（平成 25 年度～平成 27 年度） 

76．自己点検・自己評価委員会（平成 25 年度～平成 27 年度） 

77．自己点検・自己評価委員会 FD 作業部会（平成 25 年度～平成 27 年度） 

78．自己点検・自己評価委員会シラバス検討作業部会（平成 25 年度～平成 27 

年度） 

79．第三者評価報告書作成委員会（平成 25 年度～平成 27 年度） 

80．教育・基盤研究助成委員会（平成 25 年度～平成 27 年度） 

81．動物実験委員会（平成 25 年度～平成 27 年度） 

82．ヒトを対象とする研究に関する委員会（平成 25 年度～平成 27 年度） 

83．紀要編集委員会（平成 25 年度～平成 27 年度） 

84．国際交流委員会（平成 25 年度～平成 27 年度） 

85．入試委員会（平成 25 年度～平成 27 年度） 

86．入学者選抜委員会（平成 25 年度～平成 27 年度） 

87．学生委員会（平成 25 年度～平成 27 年度） 

88．日本学生支援機構奨学生推薦委員会（平成 25 年度～平成 27 年度） 

89．学生相談室運営委員会（平成 25 年度～平成 27 年度） 

90．教務委員会（平成 25 年度～平成 27 年度） 

91．キャリア支援委員会（平成 25 年度～平成 27 年度） 

 

 

［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、私立学校法第 42 条の規定に従い、寄附行為第 8 条（監事の選任及び

職務）に定めるとおり、（1）この法人の業務を監査すること、（2）この法人の

財産の状況を監査すること、（3）この法人の業務又は財産の状況について毎会

計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後２月以内に理事会及び評議

員会に提出すること、（4）第１号又は第２号の規定による監査の結果、この法

人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大

な事実があることを発見したときは、これを文部科学大臣に報告し、又は理事

会及び評議員会に報告すること、（5）前号の報告をするために必要があるとき
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は、理事長に対して評議員会の招集を請求すること、（6）この法人の業務又は

財産の状況について、理事会に出席して意見を述べることを業務としている。 

本学園では、寄附行為の規定により、法人の業務及び財産の状況を監査する

ため 2 人の監事を置いている。監事は、法人の理事、職員又は評議員以外の者

で理事会において選出した候補者のうちから評議員会の同意を得て理事長が選

任している。 

監事は、学校法人の財産の状況が適正であるか等を監査するとともに、理事

会・評議員会に出席し、理事の業務執行状況についても監査を行い、学校法人

の業務または財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会

計年度終了後 2 月以内に理事会及び評議員会に提出し、報告を行っている。ま

た、監事は、会計監査及び業務監査実施計画に基づく業務監査を実施している。 

 

(b) 課題 

監事による監査業務の支援体制をより一層高める必要がある。  

 

 

［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、理事長を含め役員の

諮問機関として適切に運営している。］ 

 基準Ⅳ-C-2 の自己点検・評価 

(a) 現状 

本学園の評議員会は、寄附行為第 19 条（評議員会）第 2 項に評議員の定数を

「12 人以上 17 人以内の評議員をもって組織する」と定め、現員 14 人で構成し

ている。理事は、寄附行為第 6 条（役員）第 1 項にその定数を「5 人以上 6 人

以内」と定め、現員 5 人で構成しており、理事定数の 2 倍を超える評議員をも

って評議員会を組織している。 

評議員会は年 3 回（5 月・12 月・3 月）定例的に開催されるほか、寄附行為

の規定に基づき臨時評議員会を開催している。評議員会は寄附行為第 21 条（諮

問事項）に定める業務を行っている。平成 18 年度から監事にも参加を求め、常

時 1 人ないし 2 人が出席している。 

評議員会の諮問事項は私立学校法第 42 条の規定に従い、寄附行為第 21 条（諮

問事項）において、予算、借入金や事業計画、寄附行為の変更等について、理

事長はあらかじめ評議員会の意見を聞かなければならないと定めており、評議

員会は本学園の業務もしくは財産の状況または役員の業務執行の状況について、

役員に対して意見を述べもしくはその諮問に答え、または役員から報告を徴す

ることができ、チェックを果たせる体制となっている。 

 

(b) 課題 

評議員会は法人職員、卒業生、学識経験者で構成されているので、それぞれ

の立場から法人運営に対する諮問機能を高める必要がある。 
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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。］ 

 基準Ⅳ-C-3 の自己点検・評価 

(a) 現状 

18 歳人口の動向など中長期的な見通しによる「財政計画」及び中教審答申を

はじめ社会の要請を取り入れた「予算編成基本方針」をもとに、教育研究諸活

動の内容・目的に分けた目的別予算ごとに各部門・部署より申請が行われ、法

人本部財務課で取り纏めを行っている。予算の査定は、個別ヒアリング後に「予

算委員会設置要領」に則り、法人本部長を委員長とする予算委員会で審議され、

教育研究関連予算案の作成、並びに予算執行に係る事項について審議を行って

いる。年度ごとの大学全体及び法人全体の事業計画は企画調整室が各部署から

事業計画案をとりまとめており、これらの案は理事会にて決議し、その後文書

にて関係部門に通達している。 

予算編成は３月に当初予算を編成するほか、年１回以上の補正予算を編成し、

決算との乖離がないよう努めている。 

予算編成基本方針については毎年 11 月の教授会で教員に説明を行い、職員に

も教授会資料を回付し周知を図っている。特に、新任者については、毎年３月

下旬に行われる新任者研修会で予算執行のルールを含め説明を行うとともに、

適宜学内報を通して予算関連事項や重要な会計処理について周知をし、年度末

の予算消化目的の駆け込み執行を抑制するなど、適正な予算執行を実現してい

る。また、目的予算毎の決裁者を決め、20 万円未満は科･課長クラスが、20 万

円以上は部局長クラスが決裁することとしており、さらに 100 万円以上の決裁

については起案を必要とするなど、重要な案件についてはより慎重に予算を執

行している。 

日常的な会計処理としては、財務課（会計）では、迅速かつ正確な手続きが

行えるよう、越原学園経理規程により会計担当者が会計専用システムで全ての

会計データの入力・管理・運用を一括集中処理することで、学校法人会計基準

に準拠した会計処理が正確に行われている。このシステムは、学校法人専用に

設計されたシステムを本学用にカスタマイズし、目的別予算管理、業者支払管

理、月次決算管理などの検証機能や、専用サーバでのアクセス制限、パスワー

ドによるセキュリティ管理を有する。また、一部の支払にインターネット決裁

を導入し、支払処理の迅速化と省力化を進めている。 

計算書類、財産目録等は、学校法人の経営状況及び財政状況を学校法人会計

基準に基づき適正に表示している。 

会計監査は、監査法人による監査と本法人の監事による監査を実施している。

監査法人の監査は、通常期の監査及び決算監査があり、監査は監査基準に準拠

して行われ、監査日以外にも電話、電子メール等により指導、助言を受けてい

る。監事による内部監査は、理事会への出席と、決算時の帳票類と残高の確認

に加え、平成 27 年度より年複数回の期中監査を行った。 

公認会計士（監査法人）からの意見内容及び対応状況は以下の通りである。 
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（平成 25 年度） 

検討事項として下記 3 点の指摘があり、記載のように対応策を講じている。 

１．機器備品の実査の確実化：平成 26 年度に実施した。 

２．滞留債権及び滞留債務：滞留債権については平成 26 年度に費用処理。滞

留債務については引き続き対応中（継続）である。 

３．学校法人会計基準の改正：平成 27 年度予算書より対応した。なお、監査

法人の監査は例年下記監査日程計画表の通り行われる。 

 

（平成 26 年度） 

検討事項として下記 3 点の指摘があり、記載のように対応策を講じている。 

１．機器備品の実査の確実化：平成 27 年度に実施した。 

２．貸付金の未収利息の計上漏れについて：平成 27 年度に実施した。 

３．人事課から財務課への資料の提出早期化：平成 27 年度決算より実施した。 

 

（平成 27 年度 監査日程計画表） 

 

 

資産及び資金（有価証券）の管理と運用については、平成 25 年度に文部科学

省高等教育局私学部参事官の指導を受け、平成 26 年 3 月 1 日付けで資金運用規

程を改正し、適正な運用を行っている。 

寄付金の募集、学校債発行については現在行っていない。 

月次試算表を毎月財務課（会計）で作成し、財務課長、法人本部長を経て理

事長に報告している。公認会計士が来校する際には、その前月までの月次試算

表のチェックを受けている。 

学校教育法施行規則第 172 条 2 に規定されている教育研究活動等の情報公開

については、9 項目すべてを大学 Web ページで公開している。 

財務情報の公開については、私立学校法第 47 条（財産目録等の備え付け及び

閲覧）の定めに基づき、財産目録、貸借対照表、資金収支計算書、消費収支計

年 月 日 曜 往査場所 監査内容 A B C D E 計

27 9 17 木 本部 監査計画・期中取引の監査 1 1 1 3

11 26 木 本部 監査計画・期中取引の監査 1 1 2

28 1 19 火 本部 期中取引の監査 1 1 1 3

3 17 木 本部 期中取引の監査 1 1 1 3

4 1 金 本部 実査・確認 1 1

4 18 月 本部 期末残高の監査 1 1 1 3

4 25 月 本部 期末残高の監査 1 1 1 3

5 2 月 本部 期末残高の監査 1 1 2

5 6 金 本部 期末残高の監査 1 1 1 3

5 10 火 本部 期末残高（表示）の監査 1 1 1 3

6 本部 監査結果報告 0.5 0.5 1

小計 0.5 9.5 9 8 0 27

事務所作業 事務所職員による補助を含む 1 3 1 5

計 1.5 12.5 9 8 1 32
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算書、監査報告書を事務局に備え付けるとともに、学校法人越原学園 Web ペー

ジで公開している。 

 

(b) 課題 

平成 25 年度に文部科学省高等教育局私学部参事官の指導を受け、監事による

監査体制を強化した。今後は引き続き内部監査体制の充実を進めていく必要が

ある。 

 

 

 テーマ 基準Ⅳ-C ガバナンスの改善計画 

監事、監査法人と連携強化を行い、会計監査とともに業務監査もより充実さ

せていく。 

評議員会は法人職員、卒業生、学識経験者で構成されているので、それぞれ

の立場から法人運営に対する諮問機能を高める。 

内部監査体制については今後、引き続き充実を進めていく。 

 

【備付資料】 

（監事の監査状況・過去 3 年間） 

92．監事の監査状況（平成 25～27 年度） 

93．監事の監査報告書（平成 25 年度～平成 27 年度） 

（評議員会議事録・過去 3 年間） 

94．評議員会議事録（平成 25～27 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・学長は、力強いリーダーシップで学園の経営を担っており、今後も

ガバナンス機能を強化するとともに、管理運営の質の向上に努めていく。 

今後は、理事長・学長のさらなるリーダーシップのもと、18 歳人口が減少す

る中、定員を確保していけるよう、改組及び教育課程の変更を進めていくとと

もに、それに伴い三つのポリシーの再点検・修正等も進めていく。 

監事、監査法人と連携強化を行い、会計監査とともに業務監査もより充実さ

せていく。評議員会は法人職員、卒業生、学識経験者で構成されているので、

それぞれの立場から法人運営に対する諮問機能を高める。 

内部監査体制については今後、引き続き充実を進めていく。 

 

◇ 基準Ⅳについての特記事項 

（1）以上の基準以外にリーダーシップとガバナンスについて努力している事項。 

  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。 

  なし  
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【選択的評価基準】 

地域貢献の取り組みについて 
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）自己点検・評価を基に現状を記述する。 

本学では、地域の市民・産業・行政と本学の研究・教育が広く連携し、地域

社会とつながり貢献することが重要であると考え、多くの活動を実施している。 

① 地域社会に向けた教育活動 

本学では、地域の方々に生涯学習の機会として大学教育の一部を広く開放し

ており、名古屋女子大学オープンカレッジ、公開講座、名古屋健康カレッジな

どを長年にわたり開催している。オープンカレッジは、平成 12 年度から開設し

ており、地域の方々への生涯学習の機会提供と在学生のキャリア支援のために、

教養・実務、資格・検定対策、就職支援など幅広い分野の講座を設けている。 

 

（オープンカレッジ受講者の推移） 

平成 23 年度  平成 24 年度  平成 25 年度  平成 26 年度  平成 27 年度  

前期  後期  前期  後期  前期  後期  前期  後期  前期  後期  

286 名  277 名 287 名  302 名 315 名 311 名 310 名 337 名  341 名  248 名

合計 563 名  合計 589 名  合計 626 名  合計 647 名  合計 589 名  

 

オープンカレッジの一環として、開放講座を設け、本学の正規授業の一部を

学外の方に公開し、学生と一緒の教室で高等教育を実際に体験する機会を提供

している。開放講座の多くは専門科目であるため、リカレント教育の場として

活用されている。平成 27 年度の本学の開放講座科目は、「くらしとインターネ

ット」「マルチメディアテクノロジ」「ユニバーサルデザイン」「名古屋のモノつ

くり」「インターネットテクノロジ」「情報と社会」「社会福祉」「子どもの保健

１」「時事問題入門」「発達障がい論」「歴史の視点」である。 

社会人への教育支援として科目等履修生制度を設けており、大学の入学資格

のある人に対して、大学の一部の科目を履修し、その単位を取得可能にしてい

る。 

愛知県内の保育士養成施設で組織している一般社団法人愛知県現任保育士研

修運営協議会（本学も会員）の要請を受けて、保育学科では現任保育士研修（公

開講座）及び名古屋市のびのび子育てサポート事業提供会員講習会を実施して

いる。 

幼稚園教諭免許状又は保育士資格の取得のための特例制度は、平成 26 年度か

ら開始し、これまでに 10 名が受講している。この特例制度は、新たに創設され

た「幼保連携型認定こども園」の配置職員が「幼稚園教諭免許状」と「保育士

資格」の両方の免許・資格を有する「保育教諭」の資格が必要になるために制

度化されたものである。保育士資格または幼稚園教諭免許状を有し保育所・幼

様式 12－地域貢献
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稚園等において一定の実務経験を有する者を対象として保育士資格・幼稚園教

諭免許状の取得に必要な単位数等の特例を設ける制度である。本学では、保育

士資格又は幼稚園教諭免許状の取得のための特例制度における以下の指定科目

を開設している。 

 

（保育士資格） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（幼稚園教諭免許状（一種・二種共通）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 高校生への学校・授業公開 

進路を考える高校生のために、本学では様々な取り組みを行っている。大学

見学会は、高校からの見学依頼があれば、原則として全て受け入れている。ま

た、進学希望の高校生に大学についての理解を深めてもらうために、本学科の

教員が高校に訪問して出前授業を実施している。各高校の出前授業の要望は原

則として全て受け入れている。さらに、平成 26 年度からは祝日等で通常授業が

組まれる日に、通常授業を高校生に開放する取り組みを始めている。このよう

に、高校生のキャリアデザイン形成、大学理解の一助となればとの思いから積

極的に取り組んでいる。 

 

 

特別措置の履修科目名と単位数  本学での授業科目名と単位数  

福祉と養護（２単位以上）  
社会福祉（講義２単位）  

社会的養護（講義２単位）  

相談支援（２単位以上）  
家族支援論（講義２単位）  

保育相談支援（演習１単位）  

保健と食と栄養（２単位以上）  

子どもの保健１（講義２単位）  

子どもの保健２（講義２単位）  

子どもの食と栄養１（演習１単位）  

子どもの食と栄養２（演習１単位）  

乳児保育（２単位以上）  
乳児保育１（演習１単位）  

乳児保育２（演習１単位）  

特別措置の履修科目名と単位数  本学での授業科目名と単位数  

保育者・教育者論（２単位以上）  保育者・教育者論（講義２単位）  

教育制度論（２単位以上）  教育制度論（講義２単位）  

保育・教育課程論（１単位以上）  保育・教育課程論（講義２単位）  

保育内容総論（１単位以上）  保育内容総論（演習１単位）  

教育の方法と技術（１単位以上）  教育の方法と技術（講義２単位）  

幼児理解の理論と方法（１単位以上）  幼児理解の理論と方法（演習１単位）  
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（平成 27 年度大学見学会及び出前授業の実績） 

 4 月  5 月  6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月  1 月  2 月  3 月

大学見学会    
3 校

130 名

1 校

3 名

1 校  
24 名  

  

出前授業   
1 校  

58 名  
1 校

12 名

1 校

16 名

1 校

30 名

1 校

28 名

1 校

9 名
   

 

さらに、本学園の名古屋女子大学高等学校と連携して、「高大一貫コース」の

生徒を対象に平成 17 年度から高大連携体験授業を行っている。高校生を大学の

専門的な学びに触れさせ、生徒の進路意識の啓発を目的として実施している。

各学科で実施している授業の一部を体験する内容である。高等学校の授業は 50

分授業が一般的であるため、担当する教員は、1 回 90 分の大学の授業形式にお

いて生徒の集中力が持続するような工夫を施して取り組んでいる。また、事前

事後課題を出しており、その課題への取り組みは名古屋女子大学中学校高等学

校図書館と連携して、パスファインダーを作成してサポートしている。このよ

うな教育が大学入学後に主体的な学びの姿勢につながることを期待している。 

 

(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。 

① 地域社会に向けた教育活動 

地域社会に向けた教育活動は、どの事業も PDCA サイクルに基づいて毎年実

施しており、課題は特に見当たらない。しかし、併設する名古屋女子大学では、

所属教員が公開講座（名古屋市の区との共催）を担当しているが、短大では平

成 19 年度以降講座の開設を行っていない。公開講座は、地域の生涯学習への支

援につながるため、再度講座講師を担当することや講座開設に向けた検討が課

題である。 

オープンカレッジについては、毎年多くの受講生が確保できている講座は、「女

性体操教室」「ヨガ」「フラダンス」などの身体を動かす講座であり、その他講

座の受講者は少ない。 

 

② 高校生への学校・授業公開 

教員の積極的なボランティア精神に支えられて実施しており、課題は特に見

当たらない。ただし、公開授業、出前授業、高大連携体験授業を行った教員自

身は自己評価を行っているが、教職員での情報交換等の機会はこれまで設けら

れていない。 

 

(c) 自己点検・評価を基に改善計画を記述する。 

① 地域社会に向けた教育活動 

オープンカレッジについては、多くの受講生を確保できる講座と少ない講座

があるため、講座の受講者に対するアンケート調査の分析を行い、ニーズを把
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握する。公開講座については、本学所属教員が担当できるよう、本学園の関係

部署と調整を図っていくとともに、講座開設に向けた検討を実施する。 

 

② 高校生への学校・授業公開 

大学見学会や出前授業に PDCA サイクルを取り入れ、公開授業や出前授業を

行った教員で情報交換を実施する。 

 

 

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の交流活動を行って

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。 

本学が主体として実施しているボランティア活動の多くは、地域社会の行政、

商工業、教育機関及び文化団体等との交流活動を基盤としているため、ここでは

基準（２）と（３）を混合して記載を進める。 

なお、生活学科の諸活動は、学科基礎・総合科目群の学士力養成として設置し

ている「地域貢献入門演習」（1 年前期）、「地域貢献基礎演習」（1 年後期）、「地

域貢献実践演習」（2 年前期）、「地域貢献応用演習」（2 年後期）の授業を中心と

した成果でもある。但し、実施している内容は授業時間内で収まらないため、授

業と課外学習（学生のボランティア活動）が混在化して進められている。 

 

（a）自己点検・評価を基に現状を記述する。 

①行政諸機関との交流活動 

１）名古屋市瑞穂区役所（街づくり推進室、文化小劇場等）との交流活動 

１）－１ 瑞穂区民まつり 

瑞穂区民まつり実行委員会が主催する「瑞穂区民まつり ふれあいみずほ DE

ナイト」（毎年 8 月上旬実施、瑞穂公園レクリーション広場）において、平成 24

年度から平成 26 年度までは保育学科の教職員・学生が、幼児・小学校低学年児

童とその保護者を対象とし、牛乳パックを使用した魚釣り、ペットボトルを用い

た水中花作り、紙鉄砲、大型紙芝居の実演などの子育て支援活動を行った。平成

27 年度からは生活学科の教職員・学生が引き継いで、子ども対象にゲーム等を展

開している。 

１）－２ 瑞穂区マスコットキャラクターの絵本作成 

平成 27 年度に、瑞穂区マスコットキャラクターである「みずほっぺ」を主人

公とした交通安全の絵本製作に学生が取り組んだ。瑞穂区長他、瑞穂区関係者の

方々による審査で選ばれた 4 作品を大型絵本に制作し、3 月下旬の瑞穂区主催イ

ベント「瑞穂区安心・安全で快適なまちづくりフェスタ」（パロマ瑞穂田辺陸上

競技場）において、学生たちが地域の子どもたちを対象に読み聞かせをした。 

１）－３ 絵本コンサート 

保育学科教員による無料の絵本コンサートを、瑞穂文化小劇場主催、本学保育

学科と瑞穂区役所及び瑞穂児童館後援として実施した。学生が瑞穂区マスコット
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の「みずほっぺ」の着ぐるみの中に入ることで共演し、学生たちが会場の子ども

たちのお世話をする等のボランティアとして活躍した。絵本の読み聞かせとピア

ノ演奏というこのコンサートは、地域の子どもたちからお年寄りまで幅広く楽し

んでいただける公演として、保育学科の専門性を活かした新たな地域貢献活動を

展開した。 

１）－４ スポーティブ・ライフ in 瑞穂 

スポーティブ・ライフ月間等実行委員会（名古屋市教育委員会・名古屋市教育

スポーツ協会等の団体で構成）が主催して、例年 11 月下旬にパロマ瑞穂スポー

ツパークにて実施されている。平成 24 年度は生活学科の教職員・学生が担当し

（平成 25 年度の実施はなかった）、平成 26 年度からは、「身近なものを利用して

遊ぼう！」をテーマに伝承遊び体験や手遊び、リズム体操などの活動を保育学科

の学生が実施している。 

 

２）名古屋市瑞穂児童館との交流活動 

児童館との交流活動を進めているのは、総合科学研究所主催の「開かれた地域貢

献事業」である。この交流事業は、平成 22 年度から開始し、保育・教育、栄養・

生活関係の 11 つの講座と児童館クリスマスイベントの 5 つの企画が実施されて

いる。これらは、本学の教職員と学生の他、大学同窓会「春光会」が協力して実

施している。平成 27 年度は、生活学科による「オリジナル T シャツを作ろう！」、

「オーナメントクッキーをつくろう！」、「クリスマスのペーパークラフトをつく

ろう！」、「ひなまつりのお菓子作り（おこしもの作り）」、保育学科による「親の

メンタルヘルスについて考える」、「子育て教室」、「みんなでクリスマスを楽しみ

ましょう」を実施した。また、生活学科では、児童館クリスマスイベントの際、

クリスマスイルミネーションの展示を行った。地域の方には学びや住民同士の交

流の場、参加学生にはコミュニケーション力を向上させる場として良い機会とな

っている。 

 

３）名古屋市保健所との交流活動 

総合科学研究所主催の「開かれた地域貢献事業」では、名古屋市瑞穂保健所と

共催する事業もある。平成 27 年度は、瑞穂保健所との交流事業は、「若返り教室

キラキラコース（平成 27 年度認知症・うつ予防教室）」を支援する形式で、教職

員による 6 つの企画が実施され、学生も協力している。 

 

②商工業関連諸機関との交流活動 

１）名古屋市商工会議所との交流活動 

平成 26 年度は、生活学科の「地域貢献演習」のプロジェクトの 1 つとして

『MEIJO GIRL』（学内配布）を作成したが、平成 27 年 6 月に名古屋商工会議所

と「瑞穂地域案内情報誌（小冊子）等共同発行における協定書」を締結し、大学

周辺の瑞穂区を紹介する目的で『瑞穂 Promenade』発行の連携活動を開始した。

学生にとっては取材先の紹介や仲介に加え、印刷・配布などの助言を得ることが
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できる。商工会議所にとっては、女子学生の視点からお店を紹介することで、よ

り地域が活性化する可能性が見込める。平成 27 年度後期は、瑞穂区役所の後援

を得て、瑞穂区役所まちづくり推進室主催の桜のイベント情報を記載し、情報提

供及び配布先の拡大などの協力体制を整えた。このように、名古屋商工会議所と

連携することで地域の活性化に貢献している。 

また、大学近隣地区の店舗の協力を得て、協賛品を景品としたシールラリー「み

ずほわくわくシールラリー」を実施し、住民の方に新たな瑞穂区の魅力を伝える

機会になった。 

２）産学連携食育活動 

生活学科の「地域貢献演習（入門・基礎）」内の取り組みの１つとして、平成

27 年度にマックスバリュ中部株式会社との産学連携食育活動を実践した。マック

スバリュ中部株式会社が行っている食育活動「ちゃんとごはん」の中で、地域の

お客様向けの週替わりのレシピカードの設置があり、スーパーマックスバリュの

店頭で販売されている惣菜のとんかつを使用したアレンジレシピ 2 品を考案した。

また、その販売促進に向け、レシピカードの配布と考案したレシピの試食イベン

トを実施した。 

３）「春待ち小町」「春待ち小町マルシェ」「COCO キャンタウン」 

平成 20 年度に、協働型サービスラーニングを目指す生活学科生活情報専攻（現

生活情報コース）専門科目の「バーチャル・カンパニー演習」（平成 25 年度入学

生から「地域貢献入門演習」・「地域貢献基礎演習」・「地域貢献実践演習」・「地域

貢献応用演習」）の目標として、地域貢献を目的とした子供向けイベント「春待

ち小町（はるまちこまち）」を本学で実施した。このイベントは、イルミネーシ

ョンや体験コーナー、展示、模擬店、ステージなど、学生が中心となって企画し、

運営する地域交流を図るためのミニ文化祭であり、その後、名古屋市の後援や地

域貢献ボランティア協会などの協力を得て毎年 1 回実施しており、平成 27 年度

には第 9 回を実施した。また、この「春待ち小町」を本学周辺以外の地域でも開

催することを目的とし、町おこしの一環として各地域と協働することを目指して、

地域貢献ボランティア協会と協働し、愛知県津島市の地方卸売市場・名古屋西流

通センターで出前型イベント「春待ち小町マルシェ」の実施を始めた。平成 25

年 7 月に第 1 回を実施し、その後、12 月を除く毎月実施している。開催場所も

小牧市の愛北総合食品卸売市場や犬山どんでん館前など各所で展開している。ま

た、平成 27 年度には、「街中キャンパス」と題した「COCO キャンタウン（ここ

ろとこころでふれあいキャンパスタウン）・つるまいネコまつり」も企画・運営

した。昭和区の鶴舞公園で実施し、「ネコ」をテーマとした子供向けイベントを

実施している。 

４）草木染め体験教室、作品販売・古着再生作品を通じた地域行事 

生活学科の「地域貢献演習（入門）」で取り組む草木染めハンカチ製作体験は、

企画、運営、広報活動を学生が行い、毎年 7 月、幼稚園・小学生から大人・お年

寄りまでが参加する中、名古屋友禅渡辺染工場で名古屋友禅体験教室と同時開催

している。また、地域の公設市場「瑞穂通三丁目市場」では、自ら草木染めによ
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る染色加工を行い、さらに縫製加工して完成させた小物、雑貨等作品の展示即売

を行っている。 

また生活学科の「地域貢献演習（基礎）」で取り組む、地域の公設市場「瑞穂

通三丁目市場」での行事として、9 月からはジーンズ・着物帯・ネクタイ等の古

着から作ったリメーク作品を展示即売すると同時に、地元の方からのリメーク依

頼を受付け、これを 1 月には依頼内容に沿った形でリメークする活動も行ってお

り、地元とも連携を図っている。 

５）「名女カフェ」のオープン 

瑞穂区内のコーヒー専門店主よりコーヒーの知識と淹れ方を学び、イベント等

で臨時カフェをオープンし、地域の人々にコーヒーをサービスした。平成 27 年

度は、7 月に学内食堂で、9 月にフードビジネスショー（吹上ホール）で実施し

ている。また、平成 25 年度より介護付有料老人ホーム「メディカルホームまど

か汐路」にて、定期的なカフェを継続実施している。さらに、平成 27 年度は「地

域貢献実践演習」（2 年前期）、「地域貢献応用演習」（2 年後期）の授業において、

コーヒーの淹れ方を教えていただいたコーヒー店主のコーヒー専門店で、インタ

ーンシップを行った。 

 

③教育諸機関等との交流活動 

１）絵本読み聞かせ活動 

平成 26 年度に、保育学科では「読書推進活動」（図書館との共同取り組み）の

一環として、学生のボランティアによる「絵本読み聞かせ隊」を結成し、瑞穂区

内の幼稚園・保育所等での活動を展開した。平成 27 年度からは、ジュンク堂ロ

フト名古屋店との協定を締結し、書店内での絵本読み聞かせ活動を実施している。

年間 6 回に渡り、書店内の絵本コーナーにおいて、来店する親子に個別絵本読み

聞かせをする活動を継続してきた。平成 28 年 3 月には書店内のイベントコーナ

ーにて、地域の子どもたちの集団を対象とした大型絵本読み聞かせ会を実施した。

また、平成 28 年 1 月には、JR 安城駅にある市観光案内所での絵本読み聞かせ活

動に参加している。 

２）保育所・幼稚園・福祉施設でのボランティア活動 

保育学科では、保育所・幼稚園・福祉施設でのボランティア活動について、1

年夏休みからの参加を学科として推奨しており、「保育者養成基礎講座」でボラ

ンティア活動の説明を行っている。 

  

(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。 

生活学科の地域貢献は、単なる貢献にとどまらず、学生教育という観点に立っ

て進めているものであり、その意味で本取組が地域社会から厚い信頼を受け支援

され続けることが必要不可欠である。そのためには、既存の協力提携団体、施設

との協力関係を継続するとともに、連携団体、施設をさらに増やして、教育目的

に沿う取り組みを増加させることが課題である。 
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保育学科の地域貢献は、子どもの成長、発達過程を学ぶ学生が諸イベントにお

ける企画を考えているため、対象の子どもたちや保護者から大変喜ばれており、

継続した活動になっている場合が多い。今後も学生の学習成果の発表の場であり、

かつ地域の子どもたちの子育て支援につながる活動として充実させていくこと

が課題である。 

 

①行政諸機関との交流活動 

総合科学研究所主催「開かれた地域貢献事業」は、新たな講座が増える中でな

じみとなった講座もあり、リピートする参加者も増えている。また、企画段階か

ら共催する瑞穂保健所及び瑞穂児童館と綿密な打ち合わせを行いながら講座を

実施している。参加者アンケート結果でも講座内容は好評であるが、参加者のニ

ーズに合った講座内容を検討する必要がある。 

 

②工業関連諸機関との交流活動 

産学連携食育活動の平成 27 年度の活動は、本学も企業側も初めての試みであ

ったが、平成 28 年度も継続して実施する予定である。今後も継続して実施する

ためには、学生に活動内容を十分に理解させるような指導の工夫が必要となる。 

『瑞穂 Promenade』の作成に際し、個々の商店との取材打ち合わせについて

は学生が主体的に行っているが、連携先の名古屋商工会議所との打ち合わせにつ

いても、より多くの学生を関わらせることが課題である。 

 「春待ち小町マルシェ」「COCO キャンタウン」では、学生は毎週の授業時に、

毎月実施されるイベントの運営に向けての内容を検討し、実施後に振り返りを行

いつつ、次回にフィードバックしている。ただし、本学で実施する「春待ち小町」

と異なり、遠隔地で実施することもあり学生の参加人数が課題となっている。 

 

③教育諸機関等との交流活動 

絵本の読み聞かせ活動は、年間通して定期的に実施することができ、徐々に周

知され利用者も増加している。参加学生は数名であるが、この活動により養育者

として必要な知識や技術を学ぶことになる。しかし、得た知識・技術が他の参加

していない学生に十分に活かされていないことが課題である。 

 

(c) 自己点検・評価を基に改善計画を記述する。 

①行政諸機関との交流活動 

総合科学研究所主催「開かれた地域貢献事業」は、時代の変化に合わせて参加

者のニーズに合った講座内容にするため、各施設職員との定期的な打ち合わせや

参加者のニーズを探る工夫について検討する。 

また、平成 28 年度後期からは、瑞穂区役所民生子ども課と連携して、月１回

の子育てサロン「さくらひろば」にて保育学科学生の絵本読み聞かせを行う計画

が進んでいる。 
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②商工業関連諸機関との交流活動 

産学連携食育活動を今後も継続して実施できるよう、学生指導方法を工夫する。

活動した学生や教員が詳細な活動記録を残し、また、企業側とも打ち合わせ回数

を増やし、地域社会への食育活動を進めていく。 

『瑞穂 Promenade』の発行については、名古屋商工会議所との交渉により多

くの学生を関与させることで、学生の学士力・社会人基礎力を養成する。 

「春待ち小町マルシェ」「COCO キャンタウン」は、現地までの学生の移動手

段、補講や他の活動との日程調整など、学生たちが参加しやすい環境づくりを進

めていく。 

 

③教育諸機関等との交流活動 

絵本読み聞かせ活動は、今後も継続的な活動になるよう周知活動を行っていく。

また、保育学科の授業の中で報告会を実施し、ボランティア活動体験を保育学科

の学生全員の学びにつなげていく。 

さらに、瑞穂文化小劇場において、学生が製作した地域の昔話の紙芝居を大型

スクリーンに映写し、学生たちが音楽と共に読み聞かせをする企画を予定してい

る。地域の幼稚園及び保育園の子どもたちを招待し、学生の学びの発表の場とす

ると共に、地域の子どもたちと昔話の世界を共有する機会としていく。 

このように、今後も大学教育が子育て支援につながるような企画には積極的に

関与し、ボランティア活動を進める。 
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