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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） 

 

本学の前身は､社会福祉法人あおば福祉会が運営してきた大阪総合福祉専門学校であ

る｡同法人は､核家族化が急速に進行する中で､保育や社会福祉の充実を切望する多くの

保護者､保育者､園長､研究者などの浄財により 1979 年に設立された｡1980 年に､保育園

建設に併せて､乳幼児期から学童期に至る児童の健やかな成長･発達を願って｢大阪保育

研究所｣を設立した｡同研究所の調査･研究の成果は､『年齢別保育講座』全 6 巻､『子育

てブック』全 5巻など､多くの出版物にまとめて発表されてきた｡ 

1985 年から同研究所の実験的研究事業として､保育者と学童保育指導員を養成する

｢大阪保育学童保育専門学院｣を付属施設として開設し､国家試験で保母資格を得ること

を目標に､男女共学で､独自のカリキュラムを組んで養成を行った｡ 

1992 年に､厚生省の介護福祉士養成指定施設として｢大阪総合福祉専門学校｣を開設

し､大阪府の専門学校の認可を受けた｡ 

保育士養成は､｢児童ケアワーク科｣が専門学校に設置されたが､2002 年 4 月にようや

く念願の指定保育士養成施設として認可を受け､｢児童福祉科｣を開設することができた｡ 

新しい福祉人材養成をめざして実習現場と連携した教育実践に取組み､初年度から入

学定員を割ることなく､卒業生も全員就職できる学校となった｡ 

介護福祉士や保育士をめざす入学希望者は､高校新卒者だけでなく社会人にも増え､

学校事業の拡充を求める社会的要請が高まって､専門学校としての限界や制約を感じる

ようになった｡より充実した教育や研究をするために､創立 10 周年にむけて学校施設の

改善が検討された｡ 

おりしも堺市が中核都市になり､都市としての機能を高める公的機関の拡充が必要と

なり､同市の理解と協力を得ながら短期大学設置の検討をすすめてきた｡JR 堺市駅前の

再開発との関係で､長年遊休地となっていた近畿財務局所管の国有地払い下げについて

協議した結果､短期大学の整備であれば随意契約が可能という回答を得て､計画は実現

に向かって前進した｡ 

長年､社会福祉法人あおば福祉会の評議員として協力してきた学校法人みどり学園の

平尾達夫理事長と相談した上で､みどり学園理事会の全面的な賛同も得て､同法人が設

立主体となって大阪健康福祉短期大学建設を具体化することになった｡同法人が､幼稚

園だけにとどまらず､将来は青年期の教育にも進出したいと願っていたことと､この建

設計画がうまくかみ合うことになった｡社会福祉法人あおば福祉会の理事会も､長い間､

友好団体であったみどり学園であれば､理念や目的も共通するところが多く､短期大学

設立を委ねることに異議はなかった｡ 

このような経過を経て､2法人が協力して専門学校の実績を引きつぎ､研究と教育の発

展をはかる目的で､2002年 4月に大阪健康福祉短期大学が設立された｡ 
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（学校法人みどり学園の沿革） 

年 内  容 

1949(昭 24)年 
1953(昭 28)年
1979(昭 54)年 
2002(平 18)年 
 
 
1979(昭 54)年 
1985(昭 60)年 
1992(平 4)年 
1996(平 8)年 
1997(平 9)年 
 
2001(平 13)年 
 
2003(平 15)年 
2004(平 16)年 

2007(平 19)年 

幼児施設開設（岸和田公民館、約 40名の幼児が通う） 
大阪府認可幼稚園となる 
学校法人立幼稚園に設置者変更（学校法人みどり学園 みどり幼稚園） 
大阪健康福祉短期大学設置 
 
（大阪総合福祉専門学校の沿革） 
新金岡センター保育園（あおば福祉会）及び大阪保育研究所を設立 
大阪保育研究所付属保育・学童保育専門学院開設 
大阪総合福祉専門学校開校（介護福祉士養成施設） 
介護福祉学科Ⅱ部（夜間）開設 
大阪総合福祉専門学校に保育・学童保育専門学院を児童ケアワーク科とし
て設置 
児童ケアワーク科が指定保育士養成施設としての認可を受け児童福祉科に
名称変更 
介護福祉学科Ⅰ部を閉科し、大阪健康福祉短期大学に移行 
介護福祉学科Ⅱ部を閉科し、大阪健康福祉短期大学に移行 
児童福祉科を閉科し、大阪健康福祉短期大学に移行 

 

（大阪健康福祉短期大学の沿革） 

年 内  容 

2002(平 14)年 
 
2006(平 18)年 
2007(平 19)年 
2010(平 22)年 
2011(平 23)年 
2012(平 24)年 
2013(平 25)年 
2014(平 26)年 
2016(平 28)年 

大阪健康福祉短期大学設置（介護福祉学科Ⅰ部定員 60人、介護福祉学科Ⅱ
部定員 30人） 
子ども福祉学科設置（定員80人） 
子ども福祉学科に幼稚園教諭（二種免許状）の教職課程を開設 
介護福祉学科Ⅰ部別科を設置 
介護福祉学科Ⅱ部募集停止 
介護福祉学科Ⅱ部閉科 
介護福祉学科Ⅰ部を介護福祉学科に名称変更 
入学定員変更（介護福祉学科60人→40人） 
学舎を移転 

 

（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 

みどり幼稚園 東大阪市寺前町 2

丁目 2番 12号 
95 95 95 

大阪健康福祉短期大学 

介護福祉学科 

大阪府堺市堺区南

花田口町 2丁 3－20 

三共堺東ビル 

40 80 37 

子ども福祉学科 同上 80 160 143 

介護福祉学科別科 同上 20 20 11 



大阪健康福祉短期大学 

   

 

 4  

（3）学校法人・短期大学の組織図  

大学組織図（平成 28年 5月 1日現在） 
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員会

(副学長)

合否判定原案作成委員会

入学試験運営委員会

評価委員会

図書館

IR委員会

アドミッションオフィス

学　長

学生委員会

障害など特別な支援を
必要とする学生の修学に

関する懇談会

学科会議

将来構想委員会

子ども福祉学科
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（4）立地地域の人口動態・学生の入学動向・地域社会のニーズ 

 立地地域の人口動態（短期大学の立地する周辺地域の趨勢） 

堺市の人口は約 839,891 人（2015 年 10 月現在）であり､平成 23 年から平成

27年までの 5年間の人口動態は以下のとおりである。 

   堺市の人口動態（平成 23年～平成 27年） 

 人口増加

数（自然増

＋社会増） 

自然動態 社会動態 

自然増 

（a-b） 

出生 

（a） 

死亡 

（b） 

社会増 

（c-d） 

転入 

（c） 

転出 

（d） 

平成 23年 906 -22 7,476 7,498 928 39,304 38,376 

平成 24年 -130 -421 7,280 7,701 291 38,981 38,690 

平成 25年 -1,527 -792 7,091 7,883 -735 3,6992 37,727 

平成 26年 -1,388 -756 6,920 7,676 -632 36,420 37,052 

平成 27年 -1,759 -1,199 7,100 8,299 -560 38,186 38,746 

 

 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 

（％） 

大阪府 93 82 77 91 95 89 86 93 85 89 

堺市 30  26  27  31  22  

堺以南 44  41  44  36  47  

 その他 19  10  24  19  16  

兵庫県 5 4 1 1 3 3 1 1   

和歌山県 9 8 3 4 7 7 5 5 4 4 

奈良県 1 1     1 1 2 2 

京都府   1 1     1 1 

栃木県 1 1         

静岡県 1 1         

岐阜県         2 2 

三重県 1 1         

広島県         1 1 

鳥取県 1 1         

香川県   1 1       

福岡県 1 1         

長崎県   1 1       

 鹿児島県   1 1 1 1   1 1 

合 計 114 100 85 100 106 100 93 100 96 100 
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［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 

輝くひと やすらぐくらし にぎわうまち 

ともにつくる自由都市・堺 

 堺市のまちづくりの主役は、このまちに住み、働き、学び、憩うすべての

人々です。 

 自由と自治の伝統を受け継ぐわたくしたちは、創意と努力、情熱を結集し

て、愛すべき「わがまち堺」をともに築いていかなければなりません。 

 このまちにくらし、つどうわたくしたちは、魅力あるまちを舞台に、未来へ

の夢と希望をもって、一人ひとりが自分らしい生活文化を創造できる都市をめ

ざします。また、堺市の輝かしい歴史や豊かな文化、自然などの資産や特性を

活かし、高めながら、個性あるまちづくりをすすめることによって、人々がつ

どい交流し、都市活力をはぐくむ多彩な活動が展開される、創造性に満ちた都

市をめざします。 

 このような考え方に立って、市民の参加や協働のもとに、すべての人々がと

もに生き、豊かな生活文化を創造する活力に満ちた、地域それぞれの特色ある

生活圏を形成します。また、人々が交流し、新しい文化や情報、産業をはぐく

む場としての求心力をもった、風格のある都心と躍動感に満ちた新都心を形成

します。そして、大阪湾岸地域を基軸に圏域内外との交流と連携をすすめ、堺

市が大阪都市圏の拠点都市として発展することをめざします。 

 こうしたまちづくりをすすめることによって、分権を基調とする自治のもと

に、自主性と自律性、個性と多様性をもつ自立した都市を築き、新時代の自由

都市・堺として発展することを展望します。 

 ここに、わたくしたちは、先人たちが築いてきた都市をいしずえとして、堺

の未来をひらいていくためのまちづくりの基本理念を「輝くひと やすらぐく

らし にぎわうまち ともにつくる自由都市・堺」と定めます。 

 この基本理念のもとに、次のまちづくりの目標を設定します。 

1 ひとが輝く 市民主体のまちづくり～自由と自治がいきづく人間尊重都市を  

築くために～ 

2 健やかにくらす やすらぎのまちづくり～健康都市・堺の実現のために～ 

3 個性がいきづく つどいのまちづくり～新時代の交流都市を築くために～ 
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4 次代をひらく 産業躍動のまちづくり～進取の気風に満ちたまちをつくるた

めに～ 

（「堺市総合計画 堺 21 世紀・未来デザイン」 まちづくりの基本理念より引用） 

 

 地域社会の産業の状況 

 

 堺市は、野菜や花、酪農などを中心に大阪府内でも有数の農業生産を誇ってい

る。平成 22 年 2 月現在の販売農家数は 931（専業 213、兼業 718）にのぼり、販

売農家世帯員数は 4,024である。 

 臨海部には最先端技術を持つ企業、内陸部には独自の優れた技術を持つ中小企

業が立地している。従業員 4 人以上の工場が 1,471 あり、従業者数は 50,779 人

にのぼる。また、年間の製造品出荷額等は 38,213 億円である。 

    「商い」の分野で発展してきた堺には、商店街が現在も多く残っており、商店

数は卸売業 1,154、小売業 3,505となっている。従業者数もそれぞれ卸売業 10,174

人、小売業 31,206 人を数える。年間商品販売額としては、卸売業で 7,884 億円、

小売業で 6,136億円である。（すべて平成 26 年 7月現在） 

    伝統産業としては、自転車や刃物、敷物、線香、和ざらし・浴衣、昆布などが

ある。 

（「堺市勢要覧 2016」をもとに作成） 

 

 短期大学所在の市区町村の全体図 
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（5）課題等に対する向上・充実の状況 

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

れた事項への対応について（領域別評価票における指摘への対応は任意） 

改善を要する事項 

（向上・充実のための課

題） 

対策 成果 

・学生支援 

 学生の休学・退学を減少さ

せるために、また、優秀な学

生を確保し、卒業まで支援す

るために、独自の奨学金制度

や授業料減免制度、特待生制

度等の導入を検討すること

が望まれる。 

・毎年開催している教職員研

修会（主に FD・SD 委員会主

催）で中退問題を取り上げ、

共通認識の確認と今後の取

り組みについての検討を行

った。 

・本学独自の学費補助制度の

創設に向けた検討を行い、平

成 25 年度入試（平成 24年度

実施）より実施した。学費補

助制度は、指定校推薦入試と

AO 入試受験者に対し入学金

を減額する制度や、資格検定

合格者に対し授業料を減額

する制度などがある。 

・学費補助制度が、指定校推

薦入試受験者や資格検定合

格者など優秀な学生の入学

の一助となっている。資格検

定合格者の取得資格は、介護

福祉学科ではホームヘルパ

ーやガイドヘルパー、子ども

福祉学科では保育技術検定

が主である。両学科共通の資

格では、漢字能力検定や実用

英語技能検定などである。 

・社会的活動 

 様々な活動を通して社会

貢献をしているが、一つ一つ

の取り組みの終了後にアン

ケート調査をすることが望

まれる。 

・前回第三者評価（平成 21年

度）以降の社会的活動につい

て、とりわけ本学附属福祉実

践研究センターがかかわる

公開講座について、以下の通

り実施しアンケート調査を

行った。 

①公開講座の概要 

平成 22年度 

第 1回（5/15）「診察室から見

える子どもの心とからだ」眞

鍋穣（本学教員） 

第 2回（6/19）「子どもの心が

見えますか－「教育相談」の

窓から」佐伯洋（立命館大学） 

第 3回（7/10）「堺のお茶－千

利休をはじめとした堺の茶

人たち」（「つぼ市」会長・関

・アンケート調査の結果につ

いては、次年度企画の際の参

考資料とすることによって、

本学の社会的活動の目的で

ある「地域と結びつき、地域

住民の社会的要請に応える

（本学教育理念より）」をよ

り一層具体化することに資

することができている。 

 またアンケート調査結果

の一部は附属福祉実践研究

センター会報「NEWS LETTER」

に掲載し、公開講座の後援団

体（堺市、同市教育委員会、

同市社会福祉協議会）に対す

る事業終了報告書の添付資

料として提出している。この

ように地域行政等との連携
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西学院大学） 

第 4回（9/25）「詩歌を通して

みた明星派歌人－石上露子」

宮本正章（元四天王寺国際仏

教大学） 

第 5回（10/9）「認知症と共に

生きる：ライフサイクルに学

ぶ」亀田英明（かめだクリニ

ック） 

第 6回（11/20）「支援が必要

な子どもと家族・地域」青木

道忠（発達障害支援センター

ぽぽろ） 

平成 23年度 

第 1回（7/9）「心と身体を育

む食物資源の科学―農学・食

品学、そして食育―」阿部一

博（大阪府立大学大学院生命

科学研究所） 

第 2回（9/10）「認知症への柔

軟な対応 ―優しさと理論

と実践と―」小田史（本学教

員） 

第 3回（11/12）「介護保険に

ついて ―いざ、というとき

のために―」石通 英明（堺

市 健康福祉局） 

第 4回（3/10）「はじめましょ

う!！充実した毎日のため

に」山崎茜（堺市 市民人権

局） 

平成 24年度 

第 1回（6/9）「中国と日本の

子どもたちの輝く笑顔に希

望を託して Art Pruject「友

情の種」でこころに響く国際

理解と国際交流教育」井口和

子（本学教員） 

第 2回（7/21）「高齢社会の住

や後援を受けた事業として

実施することによって、本学

の公開講座が社会的に実際

的価値を担保するための仕

組みとして機能していると

考えられる。 
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まい方～住居とコミュニテ

ィ～」辻本乃理子（本学教員：

当時） 

第 3回（9/8）「災害に備えて

～地震対策～」井上重治／林

清隆 （堺区役所自治推進

課） 

第 4回（10/28）「子育て不安

を乗り越える ～日本の幼児

教育・保育を通して健やかな

成長を～」杉山隆一（佛教大

学） 

平成 25年度 

第 1回（6/15）「登校拒否・不

登校支援の現状とこれから

―教育・福祉両面からのアプ

ローチを考える―」中原大介

（福山平成大学） 

第 2回（9/7）「「気になる子ど

も」も一緒に育つ―発達障害

を持つ子どもの保育・教育

―」野村朋（本学教員） 

第 3回（10/27）「介護予防―

死ぬまでさびないからだと

脳をつくろう―」石田京子

（本学教員） 

平成 26年度 

第 1回（9/6）「心を育む歌の

世界 ―音楽が人間教育に

果たす役割―」熊谷 綾子

（本学教員） 

第 2回（10/26）「もし家族や

自分が認知症になったら…

―知っておきたい認知症介

護のきほん―」小田史（本学

教員） 

平成 27年度 

第 1回（9/5）「みんなで支え

合おう、豊かな高齢期」鴻上
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圭太（本学教員） 

第 2回（10/25）「生命（いの

ち）輝かす技を問う～「教育」

のアポトーシスを超えて」岡

本定男（本学学長） 

 

②アンケート調査（質問項

目） 

以下のとおりである。 

・受講の感想 

・今後のテーマへの希望 

・これまでの参加の有無 

・財務 

 介護福祉学科Ⅰ部、介護福

祉学科Ⅱ部の学生確保の対

策が望まれる。 

 収支バランス等に課題が

あり、改善傾向が認められる

ものの、更に一層の努力を期

待する。 

 

・介護福祉学科Ⅱ部は、受験

生が激減して継続が困難で

あるため、平成 23年度から募

集を停止し、平成 24 年 3 月

に閉科した。 

・介護福祉学科（旧介護福祉

学科Ⅰ部）の学生募集は依然

として厳しく、平成 25 年度、

定員を 60名から 40名に減ら

した。 

・介護福祉学科は、国家試験

が導入されることもあり、魅

力ある学習内容、国家試験対

策などの検討を行っている。 

・オープンキャンパス等で介

護職の魅力を前面に出して

学生確保に努めるなど、入試

運営委員会を中心に定員充

足に向けた様々な取り組み

を行っている。 

・毎年開催している「高等学

校進路指導部との懇談会」に

おいて、平成 26 年度より、介

護・保育・幼児教育分野の「現

状と展望」についても説明す

ることとしている。 

・平成 27 年度末の学舎売却

・介護福祉学科Ⅱ部の募集停

止による収入減は、大阪府の

離職者訓練生を介護福祉学

科別科（旧介護福祉学科Ⅰ部

別科）で受託して補ってい

る。 

・教職員の協力も得て、平成

22 年度から 3年間、収支は改

善した。 
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による資金は、必要経費以外

は確保しているが、「収入内

の支出」を、今後も引き続き

目指して、収支の改善をはか

るよう努力している。 

・平成 28年度より、(株)ユー

キャンの実務者研修を受託

したが、収益以上に学生募集

につながる宣伝効果を期待

している。 

・子ども福祉学科も平成 26

年度から、国の「幼保特例講

座」を引き受けて、単位履修

生として受講者を受け入れ

ている。 

 

 

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 

   

   

   

 

 

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。 

 特になし。 
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（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 

介護福祉学科 

（旧介護福祉

学科Ⅰ部） 

入学定員 60 60 40 40 40 

平成 25 年度名称

変更 

入学者数 27 34 21 21 14 

入学定員 

充足率（％） 
45 57 52 52 35 

収容定員 120 120 100 80 80 

在籍者数 79 68 55 45 37 

収容定員 

充足率（％） 
65 57 55 56 46 

介護福祉学科

Ⅱ部 

入学定員      

平成 23 年度募集

停止 

入学者数      

入学定員 

充足率（％） 
     

収容定員 30     

在籍者数 0     

収容定員 

充足率（％） 
0     

子ども福祉学

科 

入学定員 80 80 80 80 80 

 

入学者数 58 72 72 75 63 

入学定員 

充足率（％） 
72 90 90 93 78 

収容定員 160 160 160 160 160 

在籍者数 128 128 145 150 143 

収容定員 

充足率（％） 
80 80 90 93 89 

介護福祉学科 

別科（旧介護

福祉学科Ⅰ部

別科） 

入学定員 20 20 20 20 20 

平成 25 年度名称

変更 

※収容定員は、1

学年あたり 20 名

である。 

入学者数 20 0 18 0 11 

入学定員 

充足率（％） 
100 0 90 0 55 

収容定員※ 40 20 20 20 20 

在籍者数 38 18 18 14 11 

収容定員 

充足率（％） 
95 90 90 70 55 

［注］ 
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□ 「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、最新の名称で記載し、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。 

 

※ 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 

介 護 福 祉 学 科

（旧介護福祉学

科Ⅰ部） 

28 36 26 25 20 

介護福祉学科Ⅱ

部 
7    

 

子ども福祉学科 50 65 50 59 58 

介護福祉学科別

科（旧介護福祉

学科Ⅰ部別科）

（修了者） 

14 17 17  13 

 

③ 退学者数（人） 

区分 23 年度 24年度 25 年度 26年度 27 年度 

介 護 福 祉 学 科

（旧介護福祉学

科Ⅰ部） 

4 8 10 8 2 

介護福祉学科Ⅱ

部 
3 

    

子ども福祉学科 6 7 3 6 10 
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④ 休学者数（人） 

区分 23 年度 24年度 25 年度 26年度 27 年度 

介 護 福 祉 学 科

（旧介護福祉学

科Ⅰ部） 

1 3 2 1 0 

介護福祉学科Ⅱ

部 
2 

    

子ども福祉学科 3 0 0 2 2 

 

⑤ 就職者数（人） 

区分 23 年度 24年度 25 年度 26年度 27 年度 

介 護 福 祉 学 科

（旧介護福祉学

科Ⅰ部） 

24 29 20 23 17 

介護福祉学科Ⅱ

部 
6 

    

子ども福祉学科 37 55 44 49 42 

介護福祉学科Ⅰ

部別科 
12 17 15  13 

 

⑥ 進学者数（人） 

区分 23 年度 24年度 25 年度 26年度 27 年度 

介護福祉学科

（旧介護福祉学

科Ⅰ部） 

1 0 0 0 1 

介護福祉学科Ⅱ

部 
0 

    

子ども福祉学科 1 0 1 0 4 
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（7）短期大学設置基準を上回っている状況・短期大学の概要 

 

※ 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 

介護福祉学科 4 2 2 0 8 7 

 

3 0 24 

社会

学・

社会

福祉

学関

係 

子ども福祉学科 5 2 6 0 13 8 

 

3 0 28 

教育

学・

保育

学関

係 

（小計） 9 4 8 0 21 15  6 0   

〔その他の組織等〕            

短期大学全体の入学

定員に応じて定める

専任教員数〔ロ〕 

      3 1    

（合計） 9 4 8 0 21 18 7 0   

 

［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
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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 7 5 12 

技術職員    

図書館・学習資源センター等の専門事務職

員 

1 2 3 

その他の職員    

計 8 7 15 

［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。 

 

 

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 4,419   4,419 

2,800 24.55 

 

運動場用地      

小計 4,419   4,419  

その他      

合計 4,419   4,419  

［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） 
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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 4,019   4,019 3,650  

［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 

11 0 6 0 0 

 

 

⑥ 専任教員研究室（室） 

専任教員研究室 

16 

 

 

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〕 

学科共通 
23,102   

[267]   
107[1]  0 778   31   0 

計 
23,102   

[267]   
107[1]  0 778   31   0 

 

 

図書館 
面積（㎡） 閲覧座席数 収納可能冊数 

287 52 約 28,000 

体育館 
面積（㎡） 体育館以外のスポーツ施設の概要 

586 なし  
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（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 

・ウェブサイト 

http://www.kenko-

fukushi.ac.jp/web/guide-college/midori-

info/pdf/midori-info-02-001.pdf 

2 教育研究上の基本組織に関すること 

・ウェブサイト 

http://www.kenko-

fukushi.ac.jp/web/guide-college/midori-

info/pdf/midori-info-02-001.pdf 

3 
教員組織、教員の数並びに各教員が有する

学位及び業績に関すること 

・ウェブサイト 

教員組織、教員の数 

http://www.kenko-

fukushi.ac.jp/web/guide-college/midori-

info/pdf/midori-info-02-002.pdf 

各教員が有する学位及び業績に関すること 

http://www.kenko-

fukushi.ac.jp/web/guide-college/midori-

info/pdf/midori-info-02-004.pdf 

4 

入学者に関する受け入れ方針及び入学者の

数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又

は修了した者の数並びに進学者数及び就職

者数その他進学及び就職等の状況に関する

こと 

・ウェブサイト 

http://www.kenko-

fukushi.ac.jp/web/guide-college/midori-

info/pdf/midori-info-02-001.pdf 

・学生便覧、学生募集要項 

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 

・ウェブサイト 

（介護福祉学科）http://www.kenko-

fukushi.ac.jp/web/guide-college/midori-

info/pdf/midori-info-02-005.pdf 

（子ども福祉学科） 

http://www.kenko-

fukushi.ac.jp/web/guide-college/midori-

info/pdf/midori-info-02-006.pdf 

・講義概要（シラバス） 

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 

・ウェブサイト 

（介護福祉学科）http://www.kenko-

fukushi.ac.jp/web/guide-college/midori-
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info/pdf/midori-info-02-005.pdf 

（子ども福祉学科） 

http://www.kenko-

fukushi.ac.jp/web/guide-college/midori-

info/pdf/midori-info-02-006.pdf 

・学生便覧、講義概要（シラバス） 

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 

・ウェブサイト 

http://www.kenko-

fukushi.ac.jp/web/guide-college/midori-

info/pdf/midori-info-02-001.pdf 

・学生便覧 

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 

・ウェブサイト 

http://www.kenko-

fukushi.ac.jp/web/guide-college/midori-

info/pdf/midori-info-02-001.pdf 

・学生便覧、学生募集要項 

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 

・ウェブサイト 

http://www.kenko-

fukushi.ac.jp/web/guide-college/midori-

info/pdf/midori-info-02-001.pdf 

・学生便覧 

 

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 

・ホームページ 

財産目録 

http://www.kenko-

fukushi.ac.jp/web/guide-

college/midori-info/pdf/midori-

info-03-003.pdf 

貸借対照表 

http://www.kenko-

fukushi.ac.jp/web/guide-

college/midori-info/pdf/midori-

info-03-004.pdf 

資金収支計算書 

http://www.kenko-

fukushi.ac.jp/web/guide-

college/midori-info/pdf/midori-
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info-03-005.pdf 

消費収支計算書 

http://www.kenko-

fukushi.ac.jp/web/guide-

college/midori-info/pdf/midori-

info-03-007.pdf 

事業報告書 

http://www.kenko-

fukushi.ac.jp/web/guide-

college/midori-info/pdf/midori-

info-03-001.pdf 

監査報告書 

http://www.kenko-

fukushi.ac.jp/web/guide-

college/midori-info/pdf/midori-

info-03-009-01.pdf 

http://www.kenko-

fukushi.ac.jp/web/guide-

college/midori-info/pdf/midori-

info-03-009-02.pdf 

［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。 

 どのように学習成果の向上・充実を図っているか。 

 

（例） 

 A学科の学習成果については、次のような手法で向上・充実を図っている。 

 B学科の学習成果については、次のような手法で向上・充実を図っている。 

 

介護福祉学科では、グレード制を取り入れるとともに、その他の座学・演習・実技を

総合的に関連付けて学び、学生個々が自己の到達段階を明らかにしながら次のステップ

に進めるように指導している。また、各科目及び卒業時共通試験の結果を学習成果の量

的データとしている。さらに学習成果の獲得が困難であることが予想される学生を対象

に特別ゼミとして学習の方法やノートの取り方を指導している。 

 子ども福祉学科では、実習を軸に科目を配置し、それぞれにおける到達目標を明示し

ている。また、学生それぞれが「科目履修カルテ」を記入し、個々の到達と課題を確認

できるようにしている。また、各科目の試験結果を量的データとして蓄積しその共有を
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図っている。さらに学習上の困難を抱える学生についてゼミ指導教員による個別支援を

行っている。 

両学科共に専任教員全員によって構成される学科会議、主として「現場実習」に関す

る事項を取り扱う実習運営会議、ゼミを担当する教員によって構成されるゼミ指導教員

会議等で専任教員が必要に応じて学生一人ひとりの状況について共有し、とりわけ授業

科目の出席状況について毎月の会議において全学生の状況を専任教員間でタイムリー

に共有し、支援の必要な学生の指導について検討している。 

また学習成果は各教科目の講義要項（シラバス）において｢授業終了時の達成課題｣を

学生に対して明示すると共に、非常勤講師と専任講師による講師団会議や現場実習にお

いて実際に実習生を指導する現場職員や施設長を対象とした実習指導者懇談会等にお

いてその周知と意見交換を行い、その向上・充実を図っている 

学習成果は教科目ごとの試験により適切に測定・評価され、その結果は点数（100点

を上限とする）、評語（S：100～90点、A：89～80点、B：79～70点、C：69～60 点、D：

59点以下）及び成績評価平均値（GPA）によって学生に通知し、基準を満たさなかった

場合は再試験を行って再度評価を行っている。再試験を行う際には両学科ともに補習授

業等を行い、成績評価基準に達する学習成果が得られるように支援している。またこれ

らの成績表は本人だけではなく保護者に通知するなど学習成果の獲得に向けたとりく

みを多面的におこなっている。 

 

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

 オフキャンパス（実施していれば記述する） 

 遠隔教育（実施していれば記述する） 

 通信教育（実施していれば記述する） 

 その他の教育プログラム（実施していれば記述する） 

 

本学では両学科の正課における教育プログラムに加え、①「実務者研修」スクーリン

グ（平成 28 年度）、②「委託訓練事業 介護福祉士養成科」、③「保育士資格及び幼稚

園教諭免許状取得のための特例制度」等の教育プログラムを実施、実施予定（平成 28年

度）している。これら教育プログラムの詳細については「基準Ⅲについての特記事項」

において記述する。 

 

 

（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）。 

 

 本学では公的資金の適正管理について「公的研究費管理・運営体制規程」（規程集（別

冊））を整備しその適切な運営・管理に努めると共に、学長を最高管理責任者とした不

正防止計画推進委員会を設置し、公的資金の不正防止計画を推進している。 
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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 

 

9 人 

9 人 
平成 25年 5月 17日 

18：00～18：45 
9 人 100.0％ 0 人 2／2 

9 人 
平成 25年 7月 26日 

14：00～16：20 
7 人 77.8％ 2 人 2／2 

9 人 
平成 25年 11月 15日 

14：00～16：10 
6 人 66.7％ 3 人 2／2 

9 人 
平成 26年 3月 8日 

17：25～18：25 
6 人 66.7％ 3 人 0／2 

9 人 
平成 26年 5月 17日 

15：00～15：45 
8 人 88.9％ 1 人 2／2 

9 人 
平成 26年 7月 25日 

14：00～16：15 
6 人 66.7％ 3 人 2／2 

8 人 
平成 26年 10月 8日 

14：00～16：30 
6 人 75.0％ 2 人 1／2 

8 人 
平成 26年 10月 29日 

20：05～20：45 
7 人 87.5％ 1 人 0／2 

8 人 
平成 26年 1月 21日 

14：00～15：45 
6 人 75.0％ 2 人 1／2 

9 人 
平成 27年 3月 22日 

16：15～17：00 
9 人 100.0％ 0 人 0／2 

9 人 
平成 27年 5月 23日 

14：00～14：40 
6 人 66.7％ 3 人 1／2 

9 人 
平成 27年 7月 2日 

16：30～18：30 
8 人 88.9％ 1 人 2／2 

9 人 
平成 27年 11月 24日 

18：30～19：30 
7 人 77.8％ 2 人 2／2 

9 人 
平成 28年 3月 13日 

16：05～16：30 
8 人 88.9％ 1 人 2／2 

評

議

員

会 

19 人

（平成

25年 3

月 29 日

21 人 
平成 25年 5月 17日 

19：00～20：30 
17 人 81.0％ 4 人 2／2 

21 人 
平成 26年 3月 8日 

15：00～17：15 
14 人 66.7％ 7 人 0／2 
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から 21

人に変

更） 

21 人 
平成 26年 5月 17日 

16：00～18：00 
17 人 81.0％ 4 人 2／2 

20 人 
平成 26年 10月 29日 

18：30～20：00 
17 人 85.0％ 3 人 0／2 

20 人 
平成 27年 3月 22日 

14：00～16：00 
16 人 80.0％ 4 人 0／2 

20 人 
平成 27年 5月 23日 

15：00～17：15 
13 人 65.0％ 7 人 1／2 

21 人 
平成 28年 3月 13日 

14：00～15：50 
16 人 76.2％ 5 人 2／2 

 

［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。 

 

 

（13）その他 

 上記以外に、評価員が理解を深めるのに役立つ情報があれば記述する。 

特になし 

 

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） 

大阪健康福祉短期大学評価委員会 （平成28年5月1日現在） 

委員長    岡本 定男  大阪健康福祉短期大学学長 

委 員    田村 洋子  大阪健康福祉短期大学事務長 

       岩根  良  学校法人みどり学園法人事務局長 

       代田盛一郎  大阪健康福祉短期大学ALO 

       小田 史   大阪健康福祉短期大学介護福祉学科長 

       野村 朋   大阪健康福祉短期大学子ども福祉学科長 

 

 自己点検・評価の組織図（規程は提出資料） 
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 組織が機能していることの記述（根拠を基に） 

評価委員会は、本学の教育研究水準の向上ならびに本学の教育目的と目標の達

成のため、教育活動、研究活動、社会貢献活動、国際交流および大学運営等に

ついて自己点検・評価を実施するとともに関連する業務を行うことを目的に設

置されている。そして、関連する委員会や部署が作成する自己点検・評価を評

価委員会が集約し、委員会の協議を経て、毎年度自己点検・評価報告書を作成

している。 

 第三者評価受審に向け、平成 20 年度には浜松学院短期大学部と相互評価を

行い、現在は第 2クールの第三者評価受審に向け、評価基準が改訂されたこと

もあり自己点検・評価の改善のための取り組みを行っている。 

 

 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） 

平成 27年 5月 11日 評価委員会を開催し、『平成 26 年度自己点検・評価報告

書』作成日程の確認等を行った。 

平成 27年 6月 4 日 拡大評価委員会（評価委員会委員および執筆担当者が出

席）を開催し、執筆担当者への留意点等の周知等を行った。 

平成 27年 8月 28 日 評価委員会を開催し、「ALO対象説明会」の報告および平成

28年度第三者評価受審について、教員業績書および教員個

人調書の作成依頼等について検討した。 

理 事 会 

副 学 長 

理 事 長 

学   長 教 授 会 

評 議 員 会 法人事務局 

自己点検・評価委員会 

介

護

福

祉

学

科

別

科 

  

子

ど

も

福

祉

学

科 

介

護

福

祉

学

科 

図

書

館 

事

務

セ

ン

タ

ー 
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平成 28年 1月 14 日 評価委員会を開催し、『平成 27 年度自己点検・評価報告

書』作成スケジュールについての確認等を行った。 

平成 28年 3月 14 日 評価委員会を開催し、『平成 27 年度自己点検・評価報告

書』の執筆依頼について確認等を行った。 
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＜提出資料一覧＞

報告書作成マニュアル記載の提出資料 資料番号・資料名

 基準Ⅰ：建学の精神と教育の効果

 A 建学の精神

1 「2015年度学生便覧」

2 「大阪健康福祉短期大学憲章」

3 「2015キャンパスガイド」

4 「2016キャンパスガイド」

5
http://www.kenko-fukushi.ac.jp/web/guide-

college/president-message/index.php#anc_education

6
http://www.kenko-fukushi.ac.jp/web/guide-college/college-

charter/index.php

 B 教育の効果

学則 7 大阪健康福祉短期大学学則

教育目的・目標についての印刷物 1 「2015年度学生便覧」

学生が獲得すべき学習成果についての印刷物 8 「2015年度　講義概要」

C 自己点検・評価

自己点検・評価を実施するための規程 9 大阪健康福祉短期大学評価委員会規程

第三者評価以外の外部評価についての印刷物 ー 該当なし

 基準Ⅱ：教育課程と学生支援

 A 教育課程

1 「2015年度学生便覧」

5
http://www.kenko-fukushi.ac.jp/web/guide-

college/president-message/index.php#anc_education

1 「2015年度学生便覧」

5
http://www.kenko-fukushi.ac.jp/web/guide-

college/president-message/index.php#anc_education

10
「2015年度入学試験　学生募集要項」、同「指定

校推薦用」

11
「2016年度入学試験　学生募集要項」、同「指定

校推薦用」

5
http://www.kenko-fukushi.ac.jp/web/guide-

college/president-message/index.php#anc_education

カリキュラムに対応した授業科目担当者一覧 12 授業科目担当者一覧

シラバス 8 「2015年度　講義概要」

 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 1 「2015年度学生便覧」

3 「2015キャンパスガイド」

4 「2016キャンパスガイド」

10
「2015年度入学試験　学生募集要項」、同「指定

校推薦用」

11
「2016年度入学試験　学生募集要項」、同「指定

校推薦用」

10
「2015年度入学試験　学生募集要項」、同「指定

校推薦用」

11
「2016年度入学試験　学生募集要項」、同「指定

校推薦用」

13
http://www.kenko-

fukushi.ac.jp/web/admissions/recruiting/index.php

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

短期大学案内・募集要項・入学願書

建学の精神・教育理念についての印刷物

学位授与の方針に関する印刷物

教育課程編成・実施の方針に関する印刷物

入学者受け入れ方針に関する印刷物
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 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）」 14 「計算書類等の概要（過去3年間）」

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度）

消費収支計算書・消費収支内訳表 17
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 18 中・長期の財務計画

事業報告書 19 平成27年度事業報告書

事業計画書／予算書 20 平成28年度事業計画書／予算書

　　　※　資料番号14～20までのURL 21
http://www.kenko-fukushi.ac.jp/web/guide-college/midori-

info/index.php

 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 22 寄附行為

15

16
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）
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

資金収支計算書・資金収支内訳表・貸借対照表
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＜備付資料一覧＞ 

  

報告書作成マニュアル記載の備付資料 資料番号・資料名 

 基準Ⅰ：建学の精神と教育の効果   

 A 建学の精神     

創立記念、周年誌等 

1 創立 10 周年創基 26 周年記念誌 

2 
「平和の源流 それは健康と福祉－福祉・教育のプロフェッショナルを志す者へのメッセー

ジ－」 

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 
3 大阪健康福祉短期大学自己点検評価報告書（平成 25 年度～平成 27 年度） 

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 4 単位認定状況表（平成 27 年度卒業生） 

学習成果を表す量的・質的データに関する印

刷物 

5 免許・資格の取得状況 

6 成績原簿 

7 科目履修カルテ 

8 学修ポートフォリオ 

9 卒業時共通試験結果（介護福祉学科） 

 B 学生支援     

学生支援の満足度についての調査結果 ― 該当なし 

就職先からの卒業生に対する評価結果 ― 該当なし 

卒業生アンケートの調査結果 10 平成 27 年度卒業生調査 

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 

― 2015 年度入学試験募集要項（提出資料 8） 

― 2016 年度入学試験募集要項（提出資料 9） 

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 

11 
「子ども福祉学科 2015 年度入学前教育のご案内」「介護福祉学科 2015 年度入学前課題

のご案内」 

12 「2016 年度入学予定者の皆さんへ」 

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 

13 新入生オリエンテーション資料（平成 27 年度入学生） 

14 在学生オリエンテーション資料（平成 27 年度入学生） 

学生支援のための学生の個人情報を記録する

様式 
15 学生個人シート 

進路一覧表等の実績についての印刷物等 
16 「卒業生進路・就職状況について」（平成 25 年度～平成 27 年度） 

17 http://www.kenko-fukushi.ac.jp/web/employment-career/about-job/index.php 

GPA 等の成績分布 18 各科目点数一覧 

学生による授業評価票及びその評価結果 19 学生による授業評価票、評価結果 

社会人受け入れについての印刷物等 

― 2015 年度入学試験募集要項（提出資料 8） 

― 2016 年度入学試験募集要項（提出資料 9） 

20 2016 年度科目等履修生募集要項 

21 社会人リーフ「社会人のみなさまへ」 

22 http://www.kenko-fukushi.ac.jp/web/purpose/prospective-everyone/society.php 
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23 大阪府離職者等再就職訓練募集要項 

24 大阪府離職者等再就職訓練「案内ちらし」 

25 2015 年度大阪健康福祉短期大学幼保特例講座科目等履修生募集要項 

26 
http://news-kenko-

fukushi.blogspot.jp/search/label/%E7%89%B9%E4%BE%8B%E8%AC%9B%E5%BA%A7 

海外留学希望者に向けた印刷物等 ― 該当なし 

FD 活動の記録 

27 FD・SD 委員会議事録 

19 授業評価アンケート 

28 教職員ガイダンス資料（平成 27 年度） 

29 教職員研修会資料（平成 27 年度） 

SD 活動の記録 

27 FD・SD 委員会議事録 

28 教職員ガイダンス資料（平成 27 年度） 

29 教職員研修会資料（平成 27 年度） 

 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 30 
専任教員個人調書（平成 28 年 5 月 1 日現在） 

教育研究業績（平成 23 年度～平成 27 年度） 

非常勤教員一覧表［書式 3］ 31 非常勤教員一覧表（平成 27 年度） 

教員の研究活動について公開している印刷物

等 

32 
「創発 第 12・13 号」（平成 25 年度）「創発 第 14 号」（平成 26 年度）平成 27 年度

は該当なし 

33 
http://www.kenko-fukushi.ac.jp/web/guide-college/midori-info/pdf/midori-info-02-

004.pdf 

専任教員の年齢構成表 34 専任教員年齢構成表（平成 28 年 5 月 1 日現在） 

科学研究費補助金等、外部研究資金の獲得状

況一覧表 
― 該当なし 

研究紀要・論文集 32 
「創発 第 12・13 号」（平成 25 年度）「創発 第 14 号」（平成 26 年度）平成 27 年度

は該当なし 

教員以外の専任職員の一覧表（氏名、職名） 35 専任職員一覧表（平成 28 年 5 月 1 日現在） 

 B 物的資源     

校地、校舎に関する図面 36 建物配置図、平面図 

図書館、学習資源センターの概要 37 図書館の概要（平成 27 年度） 

C 技術的資源     

学内 LAN の敷設状況 38 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 
39 教室配置図 

 D 財的資源     

寄附金・学校債の募集についての印刷物等 40 「ご寄附をお考えの皆様へ」 

財産目録及び計算書類 41 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 42 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） 43 平成 25 年度～平成 27 年度学校法人実態調査表 

理事会議事録 44 平成 25 年度～平成 27 年度理事会議事録 

諸規程集 45 学校法人みどり学園大阪健康福祉短期大学規程集、同別冊 

組織・総務関係   

事務分掌規程 46-1 大阪健康福祉短期大学事務組織および事務分掌規程 

文書取扱い（授受、保管）規程 
46-2 大阪健康福祉短期大学文書処理規程 

46-3 大阪健康福祉短期大学文書管理規程 

公印取扱規程 46-4 大阪健康福祉短期大学公印規程 

個人情報保護に関する規程 46-5 大阪健康福祉短期大学個人情報基本方針 

防災管理規程 46-6 学校法人みどり学園施設・設備・備品管理規定 

自己点検・評価に関する規程 ― 大阪健康福祉短期大学評価委員会規程（提出資料 9） 

SD に関する規程 46-7 
大阪健康福祉短期大学ファカルティ・ディベロップメント及びスタッフ・ディベロップメ

ント委員会規程 

図書館規程 46-8 大阪健康福祉短期大学図書館規程 

各種委員会規程 

46-9 大阪健康福祉短期大学運営会議規程  

46-10 大阪健康福祉短期大学介護福祉学科会議規程  

46-11 大阪健康福祉短期大学子ども福祉学科会議規程 

― 大阪健康福祉短期大学評価委員会規程（提出資料 9） 

46-12 大阪健康福祉短期大学将来構想委員会規程 

46-13 大阪健康福祉短期大学教務委員会規程 

46-14 大阪健康福祉短期大学介護福祉実習運営委員会規程 

46-15 大阪健康福祉短期大学子ども福祉学科実習運営委員会規程 

46-16 大阪健康福祉短期大学教育実習連絡委員会規程 

46-17 大阪健康福祉短期大学介護福祉ゼミ指導教員会議規程  

46-18 大阪健康福祉短期大学子ども福祉学科ゼミ指導教員会議規程 

46-19 大阪健康福祉短期大学学生委員会規程 

46-20 大阪健康福祉短期大学保健委員会規程 

46-21 大阪健康福祉短期大学進路・就職指導委員会規程 

46-22 大阪健康福祉短期大学入学試験運営委員会規程 

46-23 大阪健康福祉短期大学情報システム委員会規程 

46-24 大阪健康福祉短期大学付属福祉実践研究センター規程 

46-25 大阪健康福祉短期大学国際交流委員会規程 

46-7 
大阪健康福祉短期大学ファカルテイ・ティベロツプメント及びスタッフ・ディベロップメ

ント委員会規程 

46-26 大阪健康福祉短期大学生支援室規程  
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46-27 大阪健康福祉短期大学アドミッション・オフィス規程 

46-28 大阪健康福祉短期大学 IR(Institutional Research)委員会規程 

― 大阪健康福祉短期大学評価委員会規程（提出資料 9） 

人事・給与関係   

就業規則 46-29 大阪健康福祉短期大学就業規則  

教職員任免規程 

46-30 大阪健康福祉短期大学人事委員会規程 

46-31 大阪健康福祉短期大学教員資格審査基準 

46-32 大阪健康福祉短期大学教員選考内規 

46-33 大阪健康福祉短期大学教員資格審査基準に関する申し合わせ 

定年規程 46-29 大阪健康福祉短期大学就業規則  

役員報酬規程 46-34 学校法人みどり学園役員報酬規程 

教職員給与規程 46-35 大阪健康福祉短期大学教職員給与規程 

教職員退職金支給規程 46-29 大阪健康福祉短期大学就業規則  

旅費規程 46-36 学校法人みどり学園旅費規程 

育児・介護休職規程 
46-37 大阪健康福祉短期大学育児休業規則 

46-38 大阪健康福祉短期大学介護休業規則 

懲罰規程 46-29 大阪健康福祉短期大学就業規則  

教員選考基準 46-31 大阪健康福祉短期大学教員資格審査基準 

財務関係   

会計・経理規程 46-39 学校法人みどり学園会計取扱規程 

研究費（研究旅費を含む）等の支給規程 
46-40 大阪健康福祉短期大学個人研究費規程 

46-41 大阪健康福祉短期大学個人研究費規程細則 

消耗品及び貯蔵品管理に関する規程 ―   

教学関係   

学長候補者選考規程 46-42 大阪健康福祉短期大学学長選考規程 

学部（学科）長候補者選考規程 46-43 大阪健康福祉短期大学学科長任命規程 

教員選考規程 

46-30 大阪健康福祉短期大学人事委員会規程 

46-31 大阪健康福祉短期大学教員資格審査基準 

46-32 大阪健康福祉短期大学教員選考内規 

46-33 大阪健康福祉短期大学教員資格審査基準に関する申し合わせ 

教授会規程 46-44 大阪健康福祉短期大学教授会運営規程 

入学者選抜規程 46-45 大阪健康福祉短期大学入学試験実施・合否判定原案作成委員会規程 

奨学金給付・貸与規程 46-46 大阪健康福祉短期大学受験生・入学生のための補助制度実施規定 

ハラスメント防止規程 46-47 大阪健康福祉短期大学セクシャルハラスメント等の人権侵害防止と排除に関する基本宣言 

紀要投稿規程 46-48 大阪健康福祉短期大学紀要『創発』執筆要綱 

学位規程 46-49 大阪健康福祉短期大学学位規程 

研究活動不正行為の取扱規程 46-50 大阪健康福祉短期大学研究活動上の不正行為への対応に関する取扱規程 

公的研究費補助金取扱に関する規程 46-51 大阪健康福祉短期大学公的研究費管理・運営体制規程 
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FD に関する規程 46-7 
大阪健康福祉短期大学ファカルティ・ディベロップメント及びスタッフ・ディベロップメ

ント委員会規程 

B 学長のリーダーシップ     

学長の個人調書 47 
学長の教員個人調書（平成 28 年 5 月 1 日現在） 

教育研究業績書（平成 23 年度～平成 27 年度） 

教授会議事録 48 教授会議事録（平成 25 年度～平成 27 年度） 

委員会等の議事録 49 委員会議事録（平成 25 年度～平成 27 年度） 

C ガバナンス     

監事の監査状況 50 監査報告書（平成 25 年度～平成 27 年度） 

評議員会議事録 51 評議員会議事録（平成 25 年度～平成 27 年度） 

報告書作成マニュアル指定以外の備付資料  

基準Ⅰ 

52 「第 9 回 保護者・大学懇談会」資料（平成 28 年度） 

53 「実習報告会」資料（平成 27 年度） 

54 「高等学校進路指導部との懇談会」資料〔平成 27 年度〕 

55 「2015 年度 学生卒業レポート集」 

56 「2015 年度 私の介護観」 

57 「2016 年度講師団会議」資料 

58 「2015 年度実習指導者懇談会」資料 

基準Ⅱ 

59 「非受験者アンケート」 

60 「新入生アンケート」 

54 「高等学校進路指導部との懇談会」資料〔平成 27 年度〕 

基準Ⅲ 
61 「授業アンケート（教員用）」 

67 「学校法人みどり学園 経営改善計画 平成 27 年度～31 年度（5 カ年）」 

基準Ⅳ 

62 「本学教職員の皆さんへ」 

63 市民公開講座資料（平成 27 年度） 

64 「学長からのメッセージ」 

選択的評価基準     

３、地域貢献の取り組みについて 
65 福祉実践研究センターNEWS LETTER 

66 後援事業終了報告書 
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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 

※ ここには、基準において、改善が必要な事項について、その現状、課題、改善計画及び行動計画

の概要を記述してください。 

 

我が国が直面することになる 21世紀最大の国民的歴史的課題と言えるもの、それは、

少子化・高齢化であると言って良い。この課題と正面から向き合い、これを卓越した実

践力を備えた幼児教育者・介護福祉専門家養成によって主体的に切り開くための立場と

方法を凝縮して表現したもの、それが、建学の精神たる本学「教育の理念」（資料 1．

『学生便覧』）である。本学は、この国民的課題に直面する平成 14 年４月、多くの専

門的地域的関係者の支えと期待に応える形で設立され、以来、健康と福祉に関わる人々

の中核的関心に開拓的に取り組み続けている。この領域・分野を探究的に担う実践者養

成機関たる本学設立理念は、「研究」「民主」「地域」「実践」「連携」「開放」「国

際」といったキーワードによって支えられ、この精神は、開学 10 周年を記念して新た

に制定された『大阪健康福祉短期大学憲章』（資料 1．『学生便覧』）へと発展明示さ

れ た 。 こ う し た 建 学 の 精 神 は 、 本 学 ホ ー ム ペ ー ジ (http://www.kenko-

fukushi.ac.jp/web/guide-college/president-message/index.php）への明記をはじめ、

学内教職員集会（「新年度教授会」「教職員ガイダンス」「講師団会議」「教職員研修

会」）等の公式行事的機会はもとより、入・在学学生には、『学生便覧』、「学則」等

で周知され、保護者や地域住民に開かれた周年行事（「入学前ガイダンス」「入学式」

「（大学祭）市民公開講座」「学位授与式」等）や、「秋葉前学長を偲ぶ会」（平成 27

年 6月 14日開催、参集者及び後日希望者等に、冊子『平和の源流 それは健康と福祉』

として配布。備付資料 2）といった大学単位の特別企画等に於いても意識的に宣明され、

「建学の精神」の具体化発展に努めているところである。尚、本学受験案内冊子たる『キ

ャンパスガイド』（資料 4．『キャンパスガイド』）にも、本「教育の理念」及び「本

学のあゆみ」を明記し、入学者にその立場を明示している。 

教育の効果に関わって、学科の教育目的・目標は、建学の精神（「教育の理念」）に基

づいて構成されており、『キャンパスガイド』、ホームページ、『学生便覧』等に明記

している。それらの定期的点検については、毎年度の「講義概要」に掲載するシラバス

作成時に教務及び入試運営委員会を中心に為されている。 

教育の質と関わって、教育関係法令等コンプライアンス（法令順守）の姿勢に立ちつ

つ、それを実体化する工夫や観点の創出に努めている。具体的には、両学科の関連領域

に関わる最新の社会的動向を注視し、本学執行会議たる運営会議等での情報共有や見直

しの為の論議・点検スタイルを保持している。そのための質・量とものデータ蓄積につ

いては、それを活かす方法論議の深化と併せて、学習成果として公表する努力をしてい

る。（備付資料 52．『保護者・大学懇談会』） 

 

「自己点検・評価」について、毎年度『自己点検・評価報告書』としてまとめられ、

刊行（ホームページ等で）周知されている。そこで開明確認された喫緊の課題について、

様式 6－基準Ⅰ 

http://www.kenko-fukushi.ac.jp/web/guide-college/president-message/index.php
http://www.kenko-fukushi.ac.jp/web/guide-college/president-message/index.php
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教授会を初め、教員各種会議や関連部署で確認・共有されている。とりわけ、年度当初

に定期的に開催される「教職員ガイダンス」にあっての全学的実態報告での基礎資料と

して配布（備付資料 28．『教職員ガイダンス』）され、討議に付され、改善意識の共有

確認がなされている。そこでの課題解決にあたっては、その事後点検と次なる課題解明

への計画行動という PDCA サイクルの有効な循環に努めている。 

自己点検・評価における成果や課題意識は、年間を通じての教職員活動の中心点に位

置付けられ、授業や学生支援など、具体場面における質向上に実際的に生かす努力がな

されている。 

「建学の精神」に関わる改善・行動計画としては、「教育の理念」と本学独自制定の

『大阪健康福祉短期大学憲章』（資料 2）との内的整合性を図りつつ、時代の発展に合

わせた「精神」の具体化を行う。併せて、本学行事の各機会をとらえての周知・明示に

努め、学生を軸にその歴史的具体的発展を感受できるような設営を教育的に企画する。 

「３つの方針」（カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシー、アドミッション・

ポリシー）の明確化に関しては、現行のカリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシ

ーの進展を精査しつつ、今後アドミッション・ポリシーとの整合性のある一体的を図っ

ていく。 

また、効果的な学習成果を定めるために、既に蓄積された量的データの分析やデータ

の質的取り扱いについて、その方法論を含めての論議を興していく。加えて、2015年度

に開始した学修ポートフォリオの積極的活用を行う。 

教育の質保障のために、PDCAサイクルの内容と循環について全学的な意識化と取り組

みを進めていく。その際、現在行っている年度初期の「教職員研修会」（備付資料 29）

での報告に加えて、年間を通じての報告・議論の場を設けていく必要がある。 

「自己点検・評価」に関わる改善・行動計画としては、単なる毎年度公表の『自己点検・

評価報告書』作りに終始せず、構成員による全学的日常的意識化姿勢の共有を目指して、

活動の一層の具体化を追求する。 

そこで解明確認された喫緊の課題について、教授会・学科会議及び各種委員会や関連

部署で共有しつつその解決にあたり、（その事後点検と次なる課題解明への計画行動と

いう）PDCAサイクルの有効な循環を産むよう努める。 

 

 

［テーマ 基準Ⅰ-A 建学の精神］ 

 

［区分 基準Ⅰ-A-1 建学の精神が確立している。］ 

 

基準Ⅰ-A-1の自己点検・評価 

※ 以下の観点を参照して、自己点検・評価を行い、（a）及び（b）を記述してください。 

 

 (a)  現状 

我が国が直面することになった 21 世紀最大の歴史的難題と言えるもの、それは、少

子化・高齢化であると言って良い。国力の充実発展を保障するものは、言うまでもなく、
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それを支える国民の継続的安定的福祉の充実にある。この課題に正面から向き合い、こ

れを卓越した実践力を備えた幼児教育者・介護福祉士養成によって主体的に切り開く立

場と方法を凝縮して表現したもの、それが、本学建学の精神たる「教育の理念」である。 

本学建学の精神は、以下３項の「教育の理念」として明示されている。 

 

１．本学は、健康と社会福祉の研究とその担い手の養成つうじて社会の民主主義の発

展に貢献する 

こころとからだの健やかな維持、社会の平和と健全さの持続的発展は、社会全般にお

ける民主主義の確保・充実によってこそ実現される。21世紀は、これまで人類が経験し

たことのない危機や課題との対峙を余儀なくされており、わけても福祉の分野における

高齢化、少子化への有効な対応は、国の存亡に掛かる国民的要請の主領域である。この

課題への対応は、当該分野に掛かる諸科学の研究的進展とそれに基づく広範かつ主体的

担い手の養成によってこそ果たされる。 

介護福祉士、保育士、幼稚園教諭など、人々のライフサイクルにおけるゴールとスタ

ートを豊かに確かに保障する担い手養成は、社会の民主主義発展への不可欠な役割を引

き受けている。 

本学は、こうしたマクロ的視点や把握の研究的進展に掉さし、介護福祉学科・子ども

福祉学科を設置し、関連諸科学の進展と有能な担い手の養成をともに実現することを目

指し、日々努力を続けている。その際、高等教育機関としての短大に相応しく、福祉諸

分野への理論的歴史的探求と実践的有能性獲得の両極を保障しつつ、専門性と人格性を

具備した若者を継続的に社会に送り出している。 

 

２．本学は、地域と結びつき、地域住民の社会的要請に応えるような高等教育機関とし

て、健康と社会福祉の研究を行い、その中でも実践的な研究を重視する。 

大学、わけても短大は、地域住民の期待と支持によって発展してきたし、そこでの研

究・教育の成果を再び地域へ還元する役割を歴史的に一貫して果たしてきた。分けても

本学は、短大の前身にあたる「新金岡センター保育園」とそれに付設する「大阪保育研

究所」（ともに堺市）設立を起源とし、地元堺市はもとより、近畿を超えて全国の保育・

学童保育分野の研究運動的進展を牽引する働きもした。その後高齢化社会到来への地域

的要望・課題招来を背景に、介護福祉士養成を目指す「大阪総合福祉専門学校」を設立

し、先の保育・学童保育分野の担い手養成（「大阪保育研究所付属 保育・学童保育専

門学院」）の実績も統合し、平成 14年 4月、本学を設立した。 

こうした経緯に端的に示されるように、本学は、設立時から一貫して、子育て・介護

といった社会福祉分野に対する地域住民の期待や要望を常に自覚し、健康と社会福祉分

野における高等教育機関に相応しい先進的実践的研究を担ってきている。わけても、そ

こでの研究は、子育てや介護現場、そして本学卒業生との共同的研究スタイルを堅持し、

堺市をはじめとする健康と福祉への地域的要請に積極的に応える実践的研究として認

められている。 
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３．本学は、健康と社会福祉の研究と教育の分野で他の高等教育機関と提携し、社会

的に開放し、国際交流を図る。 

本学の社会貢献分野は、健康と福祉という国民の生存と生きがいを根底的に支える

ための基底基幹部に属し、個人・地域・各種公共機関及び国の存立・持続に関わる分

野である。そうした把握と自覚の元、広く深い研究と教育を開拓し、併せて同領域を

専攻する他の高等教育機関との提携的研究・実践を志向追及している。併せて、「福祉

実践研究センター」を中心に地元自治体をはじめ、広く社会的な研究活動の開拓や成

果の還元にも意を注いでいる。 

一方、本学は、平成 14 年の開学以来、サイゴン大学（ベトナム）との介護及び幼児

保育を軸とした共同研究および学生交流事業を継承し、国際交流の実を上げるための努

力を続けている。 

こうした姿勢や成果の地域還元と他機関との共同研究姿勢は、健康と福祉の研究とそ

の担い手養成を本務とする本学にとっての基本条件であり、そのための開かれた大学の

開拓・保持もまた疎かにできない重要課題である。 

 

こうした建学の精神の具現化である「教育の理念」は、創立 10 周年を期して、より

具体発展的に、本学独自の「大阪健康福祉短期大学憲章」（平成 23年制定。資料 2）と

して定立・表明され、全教職員に周知されるとともに、平成 26 年度以来『学生便覧』

冒頭に掲げられ、全学で共有されている。 

併せて、学生全員の手元にある『学生便覧』のわけても冒頭にある「学則」にて、建

学の精神（「教育の理念」）と本学の「目的」との関係が示唆され、併せてその精神の確

認及び定期的点検評価への姿勢を明示している。 

また、建学の精神は、「教授会」や「教職員ガイダンス」「教職員研修会」をはじめと

した学内諸会議や、入学式を初めとした学内諸行事、及び、保護者や地域住民に開かれ

た周年行事（「入学前ガイダンス」「入学式」「保護者大学懇談会」「（大学祭）市民公開

講座」「学位記授与式」等）に於いて意識的に宣明され、その精神の今日的継承姿勢を

貫いている。 

尚、こうしたあり方が、形骸化マンネリ化しないよう、「教育の理念」「大学憲章」「目

的」（「学則」）いずれもの具体的実践的発展を、教育・研究の随所で追求するよう全学

的努力を維持している。 

建学の精神は、学科の教育目的・目標に関連して具体化表明され、それに基づく教育

効果は、授業科目の配置、単位・卒業認定、免許・資格取得、就職率等によって端的に

検証表示され、両学科の学習成果として共有・表示されている。その測定方法の改善周

知についても、学科会議での検討をはじめ、定期的点検が目指されている。 

 

(b)  課題 

「建学の精神」としての本学「教育の理念」と「大阪健康福祉短期大学憲章」及び「目

的」（便覧内「学則」）との内的整合性を整備点検再構成し、より発展的な定立を図るこ

とが必要である。 
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※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］ 

（1） 建学の精神は短期大学の教育理念・理想を明確に示している。 

（2） 建学の精神を学内外に表明している。 

（3） 建学の精神を学内において共有している。 

（4） 建学の精神を定期的に確認している。 

 

 

テーマ 基準Ⅰ-A 建学の精神の改善計画 

※ ここには、各区分の課題についての改善計画を記述してください。 

※ 改善計画の後に、テーマに関係する提出資料・備付資料の番号及び資料名を提出資料・備付

資料ごとに記載してください。 

 

 建学の精神（「教育の理念」）の「3つの教育理念」と『学則』冒頭に明示した「目的」

との関係、及び創立 10 周年を記して制定した『大阪健康福祉短期大学憲章』との関係

を一層整理し、わけても、本学存立の根幹たる「建学の精神」の内容的整理・明確化を

行う。 

 建学の精神を、大学行事の節目（入学前ガイダンス、入学式、オリエンテーション、

教職員ガイダンス、保護者・大学懇談会、大学祭、学位記授与式など）や新学期業務初

め（4月教授会、事務センター会議等）などで、従前に増して意識的に採り上げ、学生

を軸に、本学構成員が、その歴史的具体的発展を自覚・感受できるような設営工夫に努

める。 

 

提出資料 

1．「2015年度学生便覧」 

2．「大阪健康福祉短期大学憲章」 

4．「2016キャンパスガイド」 

 

備付資料 

2．「平和の源流 それは健康と福祉－福祉・教育のプロフェッショナルを志す者へのメ

ッセージ－」  

28．教職員ガイダンス資料（平成 27年度）  

29． 教職員研修会資料（平成 27年度） 

52．「第 9回 保護者・大学懇談会」資料（平成 28年度）  

 

 

［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 
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※ 以下の観点を参照して、自己点検・評価を行い、（a）及び（b）を記述してください。 

(a)  現状 

学科の教育目標は建学の精神（「教育の理念」）に基づいて構成されており、学校案内、

ホームページや学生便覧に明記し、明確に以下の通り示している（表ⅠB1-①、②）。 

 

（表ⅠB1-①）介護福祉学科の教育目標（ディプロマ・ポリシー） 

１．所定のカリキュラムを履修することによって、総合的な学力を養い、豊かな人間

性を身につけ、知識と技能を兼ね備えた専門職として働ける力を身につけます。 

２．福祉現場で必要とされる円滑なソシアル・コミュニケーション能力を身につけ、

現場では多職種協働によるチームアプローチが必要であることが理解できます。 

３．卒業まで学習に励むことによって、広い識見、洞察力、判断力を養い、どのよう

な事態に遭遇しても的確な対応ができる能力を身につけます。 

４．在学期間中に、講義や演習、論文やレポートの作成等を通じて、わが国の福祉の

現情を理解し、高度な教養を求める姿勢を身につけます。 

 

（表ⅠB1-②）子ども福祉学科の教育目標（ディプロマ・ポリシー） 

１．「人」にかかわる専門職として必要とされる人間に関する総合的な知識を身につ

ける 

２．保育士・幼稚園教諭という高度な専門職業人の養成と保育・幼児教育・福祉に関

する総合的な研究を行う 

３．本学科の実践的な取り組みや研究成果を社会や地域に還元し、社会貢献・地域貢

献を図る 

 

さらに学内向けにはセメスターごとにオリエンテーションを行い（新入生オリエンテ

ーション、後期履修オリエンテーション、在学生オリエンテーション）、カリキュラム

全体の構造を周知するとともに、教務主任より講義概要(シラバス)の読み方、選択科目・

選択必修科目の内容について説明し、専任教員の担当する科目については担当者が直接

説明している。さらに、学生の進路に対応した履修モデルを示し、ゼミ指導教員による

学生の進路選択に応じた個別の履修指導を行っている。学外に向けてはホームページ・

「キャンパスガイド」おいて周知している。平成 27 年度は特に「キャンパスガイド」

について検討を行い、本学の教育目標に基づく「学びの特徴」を高校生に向けた平易な

表現で示すこととした。また、保護者・大学懇談会や高等学校進路指導部との懇談会に

おいて、視覚資料等を用いて本学の教育目標を学科ごとに保護者や高等学校教員にむけ

て説明する機会を設けている。 

 学科の教育目的・目標の点検については毎年講義概要（シラバス）作成時に教務委員

会を中心に教育目的・目標の点検を行っている。平成 25 年度からカリキュラムマップ

の作製に取り組んだ。平成 26 年度に教務委員会が主体となってアドミッション・ポリ

シー、カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシーの素案を作成し、今年度はその

内容について論議した。 
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(b)  課題 

学科の教育目的・目標について、今日的動向を視野に入れて点検・検討を行い、より

一体的なアドミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシー

の策定に向けての検討が求められる。 

 

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］ 

（1） 学科・専攻課程の教育目的・目標を建学の精神に基づき明確に示している。 

（2） 学科・専攻課程の教育目的・目標を学内外に表明している。 

（3） 学科・専攻課程の教育目的・目標を定期的に点検している。 

 

［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 

※ 以下の観点を参照して、自己点検・評価を行い、（a）及び（b）を記述してください。 

 

(a)  現状 

学科の学習成果は建学の精神である「教育の理念」に基づき明確に示されている。両

学科ともに民主主義と基本的人権の尊重を重視した社会福祉の担い手を養成するとい

う視点に力点を置いて作成されている。その内容は講義概要（シラバス）に示されてい

る。 

さらに学科の教育目的・目標に基づき各学科では以下のように学習成果を明確化してい

る。介護福祉学科では、介護総合演習および実習はグレード制を取り入れるとともに、

その他の座学・演習・実技を総合的に関連付けて学び、学生個々が自己の到達段階を明

らかにしながら次のステップに進めるように指導している。子ども福祉学科では、実習

を軸に科目を配置し、それぞれにおける到達目標を明示している。また、学生それぞれ

が「科目履修カルテ」（備付資料 7）を記入し、個々の到達と課題を確認できるようにし

ている。 

学習成果は教科目ごとの試験により適切に測定・評価され、その結果は点数（100点

を上限とする）、評語（S：100～90点、A：89～80点、B：79～70点、C：69～60 点、D：

59 点以下）及び成績評価平均値（GPA）によって学生に通知されることとなっている。

介護福祉学科では各科目及び卒業時共通試験の結果を学習成果の量的データとしてい

る。子ども福祉学科では、各科目の試験結果を量的データとして蓄積しているが分析方

法の仕組みは未確立である。両学科ともに、学生の状況について学科の専任教員全員に

よって構成される学科会議、主として「現場実習」に関する事項を取り扱う実習運営会

議、ゼミを担当する教員によって構成されるゼミ指導教員会議等で専任教員が必要に応

じて学生一人ひとりの状況について共有する仕組みを有しており、質的データとして記

録を蓄積し活用している。 

また、学習の成果を総合的に発揮するものとして「実習」と「卒業研究（子ども福祉
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学科）」を下表（表ⅠB2-①、②）のとおりカリキュラムに位置付け、実習については｢実

習報告会｣、卒業研究については｢卒業研究発表会｣等によって総合的な学びの成果をま

とめ、発表を行っている。こうした発表の内容や冊子を通じて学習成果の質的把握を行

っている。 

 

（表ⅠB2-①）介護福祉学科「実習」科目の一覧 

領域 授業科目の名

称 

授業形態 履修単位 

介護 介護総合演習 介護総合演習

Ⅰ 

演習 ２ 

介護総合演習

Ⅱ 

演習 ２ 

介護総合演習

Ⅲ 

演習 ２ 

介護総合演習

Ⅳ 

演習 １ 

実習 介護実習Ⅰ 実習 ２ 

介護実習Ⅱ 実習 ４ 

介護実習Ⅲ 実習 ４ 

（註）「介護総合演習」は実習前指導として実施される。 

 

（表ⅠB2-②）子ども福祉学科「実習」及び「卒業研究」科目の一覧 

領域 授業科目の名

称 

授業形態 履修単位 

実習 教育実習指導

Ⅰ 

実習 

1 
教育実習指導

Ⅱ 

実習 

幼稚園実習Ⅰ 実習 1 

幼稚園実習Ⅱ 実習 3 

保育実習指導

Ⅰa（保育所） 

演習 1 

保育実習指導

Ⅰb（児童福祉

施設） 

演習 1 

保育実習指導

Ⅱ 

演習 1 

保育実習Ⅰ a

（保育所） 

実習 2 
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保育実習Ⅰ b

（児童福祉施

設） 

実習 2 

保育実習Ⅱ（保

育所） 

実習 2 

本学独自科目 保育研究ゼミ 演習 1 

 

学習成果の表明については、両学科ともに各教科目の｢授業終了時の達成課題｣を講義要

項において明示している。年に 1回非常勤講師と専任講師による講師団会議（備付資料 

57）を開催し、講義要項の意味、内容、原則について確認すると同時に学生の学習状況

に関する意見交換を行う場を設けている。また、実習については現場で実際に実習生を

指導する現場職員や施設長を対象とした「実習指導者懇談会」（備付資料 58）等で資料

を配布して説明し、本学の教育も目標並びに学習成果について周知を図っている。 

学習成果の定期的な点検については、両学科ともに成績についてはセメスターごと、

授業科目の出席状況については毎月の会議において全学生の状況を専任教員間でタイ

ムリーに共有し、支援の必要な学生の指導について検討している。また、実習について

は「実習指導者懇談会」において現場実習指導者との意見交換を行い、学習成果の点検

や指導内容の精査に努めている。 

 

(b)  課題 

子ども福祉学科の学習成果の量的データの蓄積については整備が図られたが、その分

析、活用については今後の課題である。 

また、両学科共通して「学修ポートフォリオ」を導入したが、現在のところ学生各自

の学習成果の確認のツールとなっている。その具体的な活用についてさらなる検討が必

要である。 

 

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］ 

（1） 学科・専攻課程の学習成果を建学の精神に基づき明確に示している。 

（2） 学科・専攻課程の学習成果を学科・専攻課程の教育目的・目標に基づいて明確に示

している。 

（3） 学科・専攻課程の学習成果を量的・質的データとして測定する仕組みを持ってい

る。 

（4） 学科・専攻課程の学習成果を学内外に表明している。 

（5） 学科・専攻課程の学習成果を定期的に点検している。 

 

［区分 基準Ⅰ-B-3 教育の質を保証している。］ 
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基準Ⅰ-B-3の自己点検・評価 

※ 以下の観点を参照して、自己点検・評価を行い、（a）及び（b）を記述してください。 

 

(a)  現状 

全国介護福祉士養成施設協会、全国保育士養成協議会等の会議や研修会に関係教職員

を派遣し、学校教育法、短期大学設置基準等の関係法令等に関する情報を収集し、常に

共有するように努めている。法人、教授会のリーダーシップの下、各学科で検討し必要

に応じて学内規程等の改正を行うなど、法令順守に努めている 

学習成果を焦点とするアセスメントに関しても、出席状況やその内容理解を定期的に

チェックすることと定期試験の結果を教務委員会、学科会議において確認することによ

ってその手法を有していると考えられる。 

また、教育の向上・充実のための PDCAサイクルについては、教務委員会及び FD・SD

委員会で課題・目標を設定し（Plan)、教務委員会を通して各教員に周知を図り（Do）、

定例の教務委員会及び FD・SD 委員会で定期的に論議し（Check）、改善が必要な点は適

宜行い、年度末には総括を行う（Act）ことによって、一定の成果を上げている。 

平成 27 年度は、介護福祉学科・子ども福祉学科ともに平成 26 年度の総括（Act）を

踏まえて設定した平成 27年度の課題（Plan）を、4 月の教職員ガイダンスで以下の 5点

として全教職員に周知した（Do）。 

（1）教学について、カリキュラム・ポリシーおよびカリキュラムマップについて、

素案に基づき議論し、年度内に一定の結論を出す。（2）介護、保育、教育の各実習

要項について、用語の概念および定義の統一を図るため、継続して議論する。（3）

正課外授業については内容を精査し、必要なものについてはシラバスに記載し、授業

内で実施できるよう、検討する。（4）教務予算について、計画的に執行するよう、

予算の見積り、計上、手続きについて教員に対して周知・徹底を図る。（5）規程改

正について、「定期試験における不正行為処分基準」と「定期試験における不正行為

処分基準運用内規」の一本化を検討する。（備付資料 28） 

これらの課題は、定例の教務委員会で進捗状況を確認し以下の 6点について改善を行

った（Do）（Check）。 

（1）平成 27年 7月の教務委員会に於いてカリキュラムマップの作成と学修成果の把

握のための学修ポートフォリオについて論議を行い、第 6回教授会で審議し（備付資

料 48）、学修ポートフォリオを平成 27年度前期から実施した。（2）GPA制度につい

て平成 26 年度までは学生への通知は行っていたものの、十分活用されているとはい

いがたい状況であったため、表彰の際に基準とすることに加えて、退学勧告の目安と

することとし、教学規程の改訂を行った。（3）正課外授業について担当者間で調整

を行い、就職フェアの参加、マナー講座を正課授業内で行うことを確認し、実施した。

（4）規程改正について第 2 回教務委員会で論議を行い、「定期試験における不正行

為処分基準」と「定期試験における不正行為処分基準運用内規」を一本化して第 14

回教授会で了承された（備付資料 48）。（5）カリキュラム・ポリシーについて各学

科の素案は出されたが学科間のすり合わせに至らず、次年度の課題とした。（6）講
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義概要（シラバス）について、FD・SD委員会の提案を受け、シラバス依頼時に記載の

注意事項を同封した。さらにシラバス内容について、介護福祉学科ではディプロマ・

ポリシーとの関連、子ども福祉学科では到達目標の具体性に重点を置いて両教務小委

員会でチェックし、必要に応じて加筆・修正を依頼した。 

 

(b)  課題 

今後も社会的な動向を把握し、関係法令の変更などに注視して対応していくことが求

められる。カリキュラムマップ、学修ポートフォリオの活用について教務委員会を中心

に論議を進めていく。カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシーについては喫緊

の課題として平成 28年度に取り組む。また、教育の向上・充実のための PDCA サイクル

について、教務委員会と FD・SD 委員会の連携の下、全学的な取り組みに反映させてい

くことが課題である。 

 

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］ 

（1） 学校教育法、短期大学設置基準等の関係法令の変更などを適宜確認し、法令順守に

努めている。 

（2） 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。 

（3） 教育の向上・充実のための PDCAサイクルを有している。 

 

テーマ 基準Ⅰ-B 教育の効果の改善計画 

※ ここには、各区分の課題についての改善計画を記述してください。 

※ 改善計画の後に、テーマに関係する提出資料・備付資料の番号及び資料名を提出資料・備付

資料ごとに記載してください。 

 

教育目的・目標については、関係法令の変更などを注視しつつ、介護福祉学科では国

家試験導入・実施の状況、子ども福祉学科においては平成 30 年に予定されている「保

育所保育指針」の改訂、「幼稚園教育要領」「幼保連携型認定子ども園教育・保育要領」

の改訂を視野に入れ、各学科の関連領域に関する最新の社会的動向を把握し、運営会議

で情報を共有し、見直しの必要性が生じた場合には、学科および教務委員会に検討を委

託する。検討の結果を教授会で随時共有できるようにしていく。同時に FD・SD 委員会

と連携して各学科・教務委員会でも主体的に情報を収集し、検討した内容を随時報告・

起案する。 

カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシーについては教務委員会で起案し、ア

ドミッション・ポリシーとの整合性のある一体的なものを作成していく。 

より効果的な学習成果を定めるためには、蓄積された量的データの分析を進めるとと

もに、質的なデータの取り扱いについて論議を進めていく。また、平成 27 年度に開始

した学修ポートフォリオの積極的な活用について論議する。 

教育の質を保障するために、教育の向上・充実のための PDCA サイクルについてより

全学的な取り組みにするために、現在行っている年度初めの教職員研修会での報告に加
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えて、定期的に経過を報告する場を設けていく必要がある。 

 

備付資料 

7.  科目履修カルテ 

28. 教職員ガイダンス資料(平成 27年度) 

48. 教授会議事録(平成 25年度～平成 27年度) 

57. 「2016年度講師団会議」資料 

58. 「2015年度実習指導者懇談会」資料 

 

［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 

※ 以下の観点を参照して、自己点検・評価を行い、（a）及び（b）を記述してください。 

 

(a)  現状 

「大阪健康福祉短期大学評価委員会」規定（資料 9）を定め、学長を委員長とする全

学的評価点検体制を設けている。その成果は、毎年度『自己点検・評価報告書』（備付

資料 3）としてまとめられ、刊行（ホームページ上等で）周知されている。委員会では、

本学の社会的存立の根底たる教育・研究・学修・FD・学生生活を軸とした教学全般やそ

の環境的経営的基盤保障の実態を課題的に検討評価している。わけても、そこで解明確

認された喫緊の課題について、教授会・学科会議及び各種委員会や関連部署で共有され、

その解決にあたり、その事後点検と次なる課題解明への計画行動という PDCA サイクル

の有効な循環に努めている。 

自己点検・評価の現状および課題、成果等について、年度当初に定期的に開催される

「教職員ガイダンス」（備付資料 28）にあっての全学的実態報告での基礎資料として配

布され、討議に付され、改善意識の共有確認がなされている。ここでの成果や課題意識

は、年間を通じての教職員活動の中心点に位置付けられ、授業や学生支援など、具体場

面における質向上に実際的に生かす努力がなされている。 

 

(b)  課題 

介護及び子ども福祉分野における資格養成施設としての本学が、学生の学修成果向上

を核とする社会的貢献の実態評価において、より具体的かつ実際的在り方を組織的に構

築することは、基本的課題の眼目である。なかでも PDCA サイクルの有効な循環性構築

は、個々の企画設営を実態的に改善有効化し、大学全体を活性化する上で依拠すべき有

力な指標であり、評価のより実態的な手法を含め、発展的な改善・具体化を図る必要が

ある。 

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］ 
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（1） 自己点検・評価のための規程及び組織を整備している。 

（2） 日常的に自己点検・評価を行っている。 

（3） 定期的に自己点検・評価報告書等を公表している。 

（4） 自己点検・評価活動に全教職員が関与している。 

（5） 自己点検・評価の成果を活用している。 

 

テーマ 基準Ⅰ-C 自己点検・評価の改善計画 

※ ここには、各区分の課題についての改善計画を記述してください。 

※ 改善計画の後に、テーマに関係する提出資料・備付資料の番号及び資料名を提出資料・備付

資料ごとに記載してください。 

 

 毎年度公表の『自己点検・評価報告書』（は、多岐にわたる本学改善等の具体を示す

ものであり、そこには、社会的評価の客観的根拠が明示されている。ただ、この「報告

書」作りが、点検・評価の日常的遂行意識の代替となっては、その効果を果たすことは

出来ない。両学科や全学の関連委員会を軸に、自己点検・評価の成果が、より日常的で

全学的な改善に結びつくような活動の一層の組織化を追求する。 

そこで解明確認された喫緊の課題について、教授会・学科会議及び各種委員会や関連

部署で共有され、その解決にあたり、その事後点検と次なる課題解明への計画行動とい

う PDCAサイクルの有効な循環に努める。 

 

提出資料 

9. 大阪健康福祉短期大学評価委員会規程 

備付資料 

3. 大阪健康福祉短期大学自己点検評価報告書（平成 25 年度～平成 27 年度） 

28. 教職員ガイダンス資料（平成 27年度）  

 

基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果の行動計画 

建学の精神たる「教育の理念」に掲げられた内容の整理を行い、時代の発展に合わせ 

た「精神」の具体化を行う。併せて、本学行事の各機会をとらえての周知・明示に努め、

学生を軸にその歴史的具体的発展を感受できるよう工夫する。 

 経年的日常業務たる授業・会議・学生指導など、大学存立の社会的意義は、優れて自 

己点検・評価の PDCAサイクルが機能しているかどうかに掛かっている。その為には、 

各局面にあっての実測的システムの改善が求められ、この為の意識的努力を行う。 

 

◇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。 

内外の主要行事・企画における「建学の精神」や本学設立の歴史的経緯・特性への学

びや責任自覚の深化に努めている。 

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

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

※ ここには、基準において、改善が必要な事項について、その現状、課題、改善計画及び行動計画

の概要を記述してください。 

 

本学は、「建学の精神」に基づき、教育目的・目標に即した教育課程編成を行っている。

学位授与の方針は、『学則』（資料中の両学科「ディプロマ・ポリシー」として明記され、

「大阪健康福祉短期大学教学規程」（資料 1．『学生便覧』）に「卒業要件」として学内外

に表明され、定期的点検をなしている。 

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）は、学位授与の方針に対応し

た体系的成り立ちになっており、『学則』及び「教学規程」に基づき明確に定められて

いる。 

本学における入学者受け入れの方針（アドミッション・ポリシー）は、入学前の学習

成果の把握・評価を示し、その選抜方法は、アドミッション・ポリシーに対応している。 

学習成果のアセスメントは、講義概要（シラバス）における科目ごとの「授業修了時

の達成課題（到達目標）」及び「単位認定の方法および基準」として明記し、達成・獲

得可能なものとして示されている。卒業生の進路先からの評価については、実習時の教

員による巡回・訪問指導の際に聴取した資料をもとに、学習成果点検に活用している。 

教員は、学生の学習成果獲得状況を常に把握し、評価・指導に生かしている。学生に

よる授業評価も行い、その結果を授業改善に活用している。 

FD・SD活動において、教職員は、これを意識的に為し、学生の学習成果獲得に向け、

支援している。図書館及び学内各種情報システムは、その資源を有効に使い、学生の学

習成果を高めることに貢献している。 

本学では学習成果の獲得に向けて、「ガイダンス」や「オリエンテーション」、及び個

別相談を計画的に実施している。併せて、各種印刷物やウェブでも明示し、学習進度に

応じた補習授業や支援を行っている。 

学生の生活支援については、これを組織的に行い、サークル活動や学生の自主行事等

における教職員による積極的支援を行っている。 

食堂やヴェンディングサービスなどキャンパス・アメニティが整備され、駐輪場など

も必要数を設置している。奨学金など、学生の就学支援については、公的奨学金制度の

積極的導入と併せて、本学独自の学費減免制度を実施している。学生のメンタルヘルス

やカウンセリングについて、専門相談員を配置するなど、健康管理体制を整えている。 

社会人の学習支援や学生の地域活動にも、評価と支援を強めている。 

進路・就職支援については、ゼミ指導教員・キャリア支援センター及び進路・就職

指導委員会の三者によって組織的に為されており、就職状況把握を基にした資格取得

や試験対策などへの支援を行っている。 

学生募集は、受け入れ方針の明示とともに、受験問い合わせ対応を含め、事務体制

の整備と併せた適切な対応を行っている。また、入学者に対する学習や生活へのオリ

エンテーションを実施し、入学後のソフトランディングへと繋げている。 

様式 7－基準Ⅱ 
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改善が必要な事項についての課題や行動計画に関しては、ディプロマ・ポリシーの

再検討、アドミッション・ポリシーの一層の明確化、カリキュラム・ポリシーの教育

課程全般における定期的見直しを図る。 

教育資源の有効活用に関しては、既設の在り方をより組織的にする方法改善を押し進

める。 

学生の自主活動の発展のため、活動場所の一層の充実を保障し、教職員によるサポー

ト体制を整えて行く。 

また、各種奨学金制度等の周知徹底や、健康管理・メンタルヘルスへの関心向上のた

めの具体的援助策について一層の改善を進めていく。 

学舎移転に伴い、障がい者受け入れのための施設整備の充実を検討する。 

進路・就職支援に関する改善計画については、学生が情報に一層アクセスしやすい環

境を整備していく 

入学者受け入れの方針に関しては、現行選抜方法について、改善的検討を進め、面接

内容・評価基準等の適切化を追求する。 

 

 

［テーマ 基準Ⅱ-A 教育課程］ 

 

［区分 基準Ⅱ-A-1 学位授与の方針を明確に示している。］ 

 

基準Ⅱ-A-1の自己点検・評価 

※ 以下の観点を参照して、自己点検・評価を行い、（a）及び（b）を記述してください。 

 

(a)  現状 

本学における学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）は、両学科の教育目標（表Ⅱ

A1-①、②）に示されている学習成果を達成すること並びに学則および教学規程に示さ

れた卒業要件、成績評価基準、資格取得要件によって構成されている（表ⅡA1-③、④）。

これについては、「学生便覧」で明示している。 

 

（表ⅡA1-①）介護福祉学科の教育目標（ディプロマ・ポリシー） 

１．所定のカリキュラムを履修することによって、総合的な学力を養い、豊かな人間

性を身につけ、知識と技能を兼ね備えた専門職として働ける力を身につけます。 

２．福祉現場で必要とされる円滑なソシアル・コミュニケーション能力を身につけ、

現場では多職種協働によるチームアプローチが必要であることが理解できます。 

３．卒業まで学習に励むことによって、広い識見、洞察力、判断力を養い、どのよう

な事態に遭遇しても的確な対応ができる能力を身につけます。 

４．在学期間中に、講義や演習、論文やレポートの作成等を通じて、わが国の福祉の

現情を理解し、高度な教養を求める姿勢を身につけます。 
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（表ⅡA1-②）子ども福祉学科の教育目標（ディプロマ・ポリシー） 

１．「人」にかかわる専門職として必要とされる人間に関する総合的な知識を身につ

ける 

２．保育士・幼稚園教諭という高度な専門職業人の養成と保育・幼児教育・福祉に関

する 

総合的な研究を行う 

３．本学科の実践的な取り組みや研究成果を社会や地域に還元し、社会貢献・地域貢

献を図る 

 

（表ⅡA1-③）卒業要件、成績評価基準、資格取得要件（介護福祉士、保育士） 

 介護福祉学科 子ども福祉学科 

卒業要件 62単位以上 

成績評価基準 試験によって評価し、S（100～90点）、A（89～80点）、

B（79～70点）、C（69～60点）、D（59点以下）の内、

SABCを合格とする。 

資格取得要件 「介護福祉士国家試験受

験資格取得に関する履修

内規」に定められた科目を

履修し、その単位を修得し

なければならない。これら

の科目は卒業に必要な単

位に参入する。 

「保育士資格取得に関す

る履修内規」に定められた

科目を履修し、その単位を

修得しなければならない。

これらの科目は卒業に必

要な単位に参入する。 

卒業の認定及び学位授与 修業年限（2年）在学し、62単位以上を修得した者に卒

業を認定し、短期大学士の学位を認定する。 

学位の名称 短期大学士（介護福祉学） 短期大学士（保育学） 

 

本学では学則および教学規程並びに大阪健康福祉短期大学学位規程に定められたと

おり、卒業もしくは必要単位修得に伴い学位（介護福祉学科においては「短期大学士（介

護福祉学）」、子ども福祉学科においては「短期大学士（保育学）」）及び国家資格（介護

福祉士・保育士・幼稚園教諭二種免許状等）を取得でき、社会的にも通用性がある。ま

た、学則、教学規程、ディプロマ・ポリシー等については必要に応じて教務委員会およ

び各学科にて確認、再検討を行っている。 

 

(b)  課題 

学位授与と資格取得との関連を明確にし、ディプロマ・ポリシーとして統合化するこ

とについて再検討を行う必要がある。 

 

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］ 

（1） 学科・専攻課程の学位授与の方針は、それぞれの学習成果に対応している。 
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①  学科・専攻課程の学位授与の方針は、卒業の要件、成績評価の基

準、資格取得の要件を明確に示している。 

（2） 学科・専攻課程の学位授与の方針を学則等に規定している。 

（3） 学科・専攻課程の学位授与の方針を学内外に表明している。 

（4） 学科・専攻課程の学位授与の方針は、社会的（国際的）に通用性がある。 

（5） 学科・専攻課程の学位授与の方針を定期的に点検している。 

 

［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 

※ 以下の観点を参照して、自己点検・評価を行い、（a）及び（b）を記述してください。 

 

(a)  現状 

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）は、学則及び教学規程に基づ

き各学科において以下のとおり定められており、学位授与・学習成果に対応したものと

なっている（表ⅡA2-①、②）。 

 

（表ⅡA2-①）介護福祉学科カリキュラムの編成方針（カリキュラム・ポリシー） 

１．学生に基礎的な学力、学習方法を身につけさせ、知識と技術を学習させて、卒業

後、福祉の現場で専門職として役立てる人材を育成します。 

２．国が定めた必修科目の修得に力点を置きつつ、問題解決能力や応用力を養うため

に、可能な限り独自科目を採り入れて多角的な探求力を養成します。また、授業を通

じて職業倫理、人権擁護の精神を身につけます。 

３．実習先との連携を密にして、実習指導を重視します。 

４．学生が主体的に学び、自らの課題を見出して解決する能力を身につけられるよう

に、所定の期間で身につけた知識や研究を論理的にまとめ、適切に表現できるよう懇

切な個別指導を行います。 

 

（表ⅡA2-②）子ども福祉学科カリキュラムの編成方針（カリキュラム・ポリシー） 

１．保育士養成指定科目の教科内容の精選と体系的な配置 

２．保育学を中心にしながらより深く保育を理解する独自科目の配置 

３．幼稚園教諭免許状取得に必要な教職及び教科に関する科目の配置 

４．短期大学としての実習プログラムの設定 

５．基礎分野科目の充実（専門分野の基礎としての位置づけ、人間とその生活を理解

し、学生自身の日常生活を充実させるために必要な教養科目） 

６．保育者として求められる基礎的な能力を身につけるための保育基礎ゼミ（１年次）

を配置し（保育や幼児教育にかかわる課題について自発的、科目横断的な学習能力を

習得する）、２年次の保育研究ゼミにつなぐ 
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教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）は学習成果に対応したものと

して、下表に示した授業編成によって実践されている（表ⅡA2-③、④）。 

 

（表ⅡA2-③）介護福祉学科カリキュラム 

 

● 卒業必修 

◎ 資格必修 

○ 選択必修 

無印は選択 

領域 授業科目の名称 
先修 

条件 

授業 

形態 

履修 

単位 

必修・選択の別 配当年次及び時間数 

卒業 

介護

福祉

士 

1 年次 2 年次 

前期 後期 前期 後期 

人
間
と
社
会 

人間の理解 生命倫理  講義 2 ● ◎   30  

（倫理等） 人間関係論  講義 2 ● ◎ 30    

社会の理解 

（社会保障制度） 

  

社会福祉概論  講義 2 ● ◎  30   

（社会保障制度） 

 

介護福祉制度論  講義 2  ◎ 30    

人間と社会総合演習 有 講義 2  ◎    30 

人間と社会に関する選択科目 

  

  

  

  

  

生物学  講義 2 ○ ○   30  

統計基礎  講義 2 ○ ○   30  

生活学  講義 2 ○ ○ 30    

福祉マネジメント論  講義 2 ○ ○   30  

日本国憲法  講義 2 ○ ○ 30    

福祉労働論  講義 2 ○ ○    30 

介護 

介護の基本 

  

  

  

  

  

介護福祉学  講義 2 ● ◎ 30    

介護対象論  講義 2 ● ◎ 30    

リハビリテーション  講義 2 ○ ◎  30   

在宅介護福祉  講義 2 ○ ◎ 30    

リスクマネジメント  講義 2 ○ ◎    30 

介護福祉倫理  講義 2 ● ◎    30 

コミュニケーション技術 

  

コミュニケーション論Ⅰ  演習 １ ● ◎  30   

コミュニケーション論Ⅱ  演習 １  ◎   30  

生活支援技術 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

生活支援論  講義 2 ● ◎ 30    

生活支援技術Ⅰ  演習 １ ● ◎ 30    

生活支援技術Ⅱ  演習 １ ● ◎ 30    

生活支援技術Ⅲ  演習 １  ◎  30   

栄養・調理  演習 １ ● ◎  30   

レクリエーション  演習 １  ◎   30  

生活支援の展開Ⅰ  演習 １ ● ◎ 30    

生活支援の展開Ⅱ  演習 １ ● ◎  30   

生活支援の展開Ⅲ 有 演習 １  ◎   30  

生活支援の展開Ⅳ 有 講義 １  ◎   30  

介護過程 

  

  

  

  

ケアマネジメント論  講義 2  ◎    30 

介護過程概論  講義 2 ● ◎ 30    

介護過程Ⅰ  演習 １  ◎  30   

介護過程Ⅱ  演習 １  ◎   30  

介護過程Ⅲ  演習 １  ◎    30 

介護総合演習 

  

  

  

介護総合演習Ⅰ  演習 2  ◎ 60    

介護総合演習Ⅱ 有 演習 2  ◎  60   

介護総合演習Ⅲ 有 演習 2  ◎   60  

介護総合演習Ⅳ 有 演習 １  ◎    30 

実習 
介護実習Ⅰ  実習 2  ◎ 80    

介護実習Ⅱ 有 実習 4  ◎  184   
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介護実習Ⅲ 有 実習 4  ◎   192  

こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
の
し
く
み 

発達と老化の理解 

  

発達心理学  講義 2 ○ ◎  30   

医学一般  講義 2 ○ ◎  30   

認知症の理解 

  

認知症ケアの理解と支援Ⅰ  演習 １ ● ◎  30   

認知症ケアの理解と支援Ⅱ  演習 １  ◎   30  

障害の理解 

  

障害の理解と支援Ⅰ  演習 １ ○ ◎  30   

障害の理解と支援Ⅱ  演習 １ ○ ◎   30  

こころとからだのしくみ 

  

  

  

こころとからだのしくみ(総論)  講義 2 ● ◎ 30    

こころとからだのしくみ(各論Ⅰ)  講義 2  ◎  30   

こころとからだのしくみ(各論Ⅱ)  講義 2  ◎  30   

こころとからだのしくみ総合演習 有 演習 １  ◎    30 

 

領域 授業科目の名称 
先修 

条件 

授業 

形態 

履修

単位 

必修・選択の別 配当年次及び時間数 

卒業 

介護

福祉

士 

1 年次 2 年次 

前期 後期 前期 後期 

医療的ケ

ア 

医療的ケア 

医療的ケア概論Ⅰ 有 講義 2  ◎  30   

医療的ケア概論Ⅱ 有 講義 2  ◎   40  

医療的ケア演習 有 演習 1  ◎   10  

小  計    91   
530 664 632 240 

2066 

 

領域 授業科目の名称 
先修 

条件 

授業 

形態 

履修

単位 

必修・選択の別 配当年次及び時間数 

卒業 

介護

福祉

士 

1 年次 2 年次 

前期 後期 前期 後期 

本学独自

科目 

ゼミ 

キャリアアップゼミナールⅠ  演習 2 ● ● 30    

キャリアアップゼミナールⅡ  演習 2 ● ●  30   

キャリアアップゼミナールⅢ  演習 2 ● ●   30  

キャリアアップゼミナールⅣ  演習 2 ● ●    30 

総合科目 
健康と福祉Ⅰ  演習 2     30  

健康と福祉Ⅱ  演習 2      30 

共通科目 国際理解  演習 2    (40)  40 

小  計    14   
30 30 60 100 

220 

合  計    105   2286 

 

（表ⅡA2-④）子ども福祉学科カリキュラム 
     ● 卒業必修 無印は選択 

     ◎ 資格必修  

     ○ 選択必修  

 

領域 
授業科目の名称 

授業 

形態 

履修 

単位 

必修・選択の別 配当年次及び時間数 

卒業 
幼稚園教諭 

二種免 保育士 
1 年次 2 年次 

前期 後期 前期 後期 

教
養
科
目 

外国語、体育 

以外の科目 

日本国憲法 講義 2 ● ● ● 30    

人間理解 講義 2      30  

子ども学入門 講義 2 ● ● ● 30    

現代社会と子ども・家族 講義 2      30  

文章表現Ⅰ 講義 2    30    

文章表現Ⅱ 講義 2     30   

情報教育入門（機器操作を含む） 演習 1 ● ● ● 15    

情報リテラシー演習 

コミュニケーション入門Ⅰ 

コミュニケーション入門Ⅱ 

演習 

演習 

演習 

1 

1 

1 

 

 

 

● 

 

 

● 

 

 

 

15 

 

 

 

15 

15 

 

 

 

 

 

外国語 英語 演習 2 ● ● ● 30    
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体育 
体育（講義） 講義 1 ● ● ●  15   

体育（実技） 実技 1 ● ● ● 30    

保育の本質・目的に関する科目 

保育原理 講義 2 ● ● ● 30    

教育原理 講義 2  ● ●  30   

子ども家庭福祉 講義 2  ● ● 30    

社会福祉 講義 2  ● ●   30  

保育ソーシャルワーク 演習 1  ● ●  15   

社会的養護 講義 2  ● ● 30    

教職論 講義 2  ● ●   30  

地域福祉論 講義 2  ○ ○    30 

子どもの権利 講義 2  ○ ○   30  

グループワークの理論と方法 講義 1  ○ ○   15  

児童文化 講義 2  ◎ ○    30 

保育の対象の理解に関する科目 

発達心理学 講義 2 ● ● ● 30    

保育心理学演習 演習 1  ● ●  15   

臨床心理学 講義 1  ○ ○    15 

子どもの保健Ⅰ 講義 2  ● ● 30    

子どもの保健Ⅱ 講義 2  ● ●  30   

子どもの保健（演習） 演習 1  ● ●   15  

子どもの食と栄養 演習 2  ● ● 30    

家庭支援論 講義 2  ● ●    30 

保育・教育相談演習Ⅱ 演習 1  ◎ ○   15  

子育て支援演習 演習  1  ○ ○    15 

保育の内容・方法に関する科目 

教育課程論 講義 2  ● ●  30   

保育内容（総論） 演習 1 ● ● ●  30   

保育内容（表現） 演習 1  ● ●  30   

保育内容（言葉） 演習 1  ● ● 30    

保育内容（環境） 演習 1  ● ●   15  

保育内容（人間関係） 演習 1  ● ●   30  

保育内容（健康） 演習 1  ● ●   15  

乳児保育 演習 2  ● ● 30    

障害児保育Ⅰ 演習 2  ● ●  30   

障害児保育Ⅱ 演習 1  ○ ○   15  

障害をもつ人の発達保障 演習 1  ○ ○    15 

社会的養護内容 演習 1  ● ●  15   

保育・教育相談演習Ⅰ 演習 1  ● ●   15  

教育方法論 講義 2  ◎ ○    30 

子どもと学習活動 講義 2  ◎ ○    30 

調理実習Ⅰ 演習 1  ○ ○  15   

調理実習Ⅱ 演習 1  ○ ○  15   

保育制度論 講義 1  ○ ○    15 

教材研究 A（おもちゃ・製作あそび） 演習 1  ○ ○   15  

教材研究 B（絵本） 演習 1  ○ ○    15 

保育メディア演習 演習 1  ○ ○    15 

施設ケアワーク演習 演習 1  ○ ○   15  

保育の表現技術 

総合表現 演習 1  ● ●    30 

音楽Ⅰa（理論・声楽） 演習 1 ● ● ● 15    

音楽Ⅰb（理論・声楽） 演習 1  ○ ○  15   

音楽Ⅱa（器楽） 演習 1 ● ● ● 30    

音楽Ⅱb（器楽） 演習 1  ○ ○  15   

子どもと保育の音楽Ⅰ 演習 1  ○ ○   15  

子どもと保育の音楽Ⅱ 演習 1  ○ ○    15 

造形Ⅰ 演習 1 ● ● ● 30    

造形Ⅱ 演習 1  ○ ○  30   

幼児体育Ⅰ 演習 1 ● ● ●  30   

幼児体育Ⅱ 演習 1  ○ ○   30  

子どもと遊びⅠ 講義 1  ○ ○  15   

子どもと遊びⅡ 演習 1  ○ ○  15   

 

実習 

教育実習指導Ⅰ 実習 
1 

 ◎  15    

教育実習指導Ⅱ 実習  ◎    15  

幼稚園実習Ⅰ 実習 1  ◎  40    

幼稚園実習Ⅱ 実習 3  ◎    120  

保育実習指導Ⅰa（保育所） 演習 1  ● ● 15    

保育実習指導Ⅰb（児童福祉施設） 演習 1  ● ●  15   

保育実習指導Ⅱ 演習 1  ● ●   15  

保育実習Ⅰa（保育所） 実習 2  ● ●  80   

保育実習Ⅰb（児童福祉施設） 実習 2  ● ●  80   

保育実習Ⅱ（保育所） 実習 2  ● ●   80  

卒業実習指導Ⅰ（障害児・者施設） 演習 1   ○   15 
 

80 
卒業実習指導Ⅱ（児童館） 演習 1   ○   15 

卒業実習指導Ⅲ（学童保育） 演習 1      15 
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卒業実習Ⅰ（障害児・者施設） 実習 2   ○    

卒業実習Ⅱ（児童館） 実習 2   ○   80 

卒業実習Ⅲ（学童保育） 実習 2      80 

総合演習 保育・教職実践演習 演習 2  ● ●    40 

幼稚園 

資格 
教科に関する科目 

算数教育 講義 2  ◎     30 

国語教育 講義 2  ◎     30 

本学独自科目 

児童館の機能と運営 講義 2      30  

キャリアアップ教育Ⅰ 演習 1 ● ● ● 15    

キャリアアップ教育Ⅱ 演習 1 ● ● ●  15   

キャリアアップ教育Ⅲ 演習 1 ● ● ●   24  

キャリアアップ教育Ⅳ 演習 1 ● ● ●    15 

キャリアアップ教育Ⅴ（ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ） 実習 1    (40) (40) 40  

学童保育の指導法 講義 1      15  

児童の健全育成と福祉 講義 1      15  

保育基礎ゼミⅠ 演習 1 ● ● ● 30    

保育基礎ゼミⅡ 演習 1 ● ● ●  30   

保育研究ゼミ 演習 1 ● ● ●   15  

国際理解 演習 2     (40)  40 

合  計   138    
610 655 949 520 

2734 

 

また、成績評価は、試験の結果に基づき決定され、学内授業及び実習とも厳格に適用

され、その結果は点数（100点を上限とする）、評語（S：100～90点、A：89～80 点、B：

79～70点、C：69～60点、D：59点以下）及び成績評価平均値（GPA）によって学生に通

知されることとなっている。講義概要（シラバス）には、達成目標・到達目標、授業内

容、準備学習、授業時間数、成績評価方法・基準、教科書・参考書等が明示され、学科

長および教務担当者により毎年チェックされている。 

教育課程の教員配置は教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）を達成

することができるよう、教員の資格・業績を適切に反映したものとなっており、教育の

必要に応じ、非常勤講師等の公募を行っている。 

また教育課程は学習成果や社会的要請（法令等の変更を含む）への対応を基に、必要

に応じて見直しを行っている。 

 

(b)  課題 

資格に伴う教育内容の最新の理論水準を確保しつつも、今後も定期的に教育課程の再

検討を行う。子ども福祉学科については平成 30年に予定されている「保育所保育指針」

改定、「幼稚園教育要領」「幼保連携型認定子ども園教育・保育要領」の改訂の動向を把

握し、教育改定に反映させていくことが焦眉の課題である。 

 

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］ 

（1）学科・専攻課程の教育課程は、学位授与の方針に対応している。 

（2）学科・専攻課程の教育課程を体系的に編成している。 

① 学習成果に対応した、授業科目を編成している。 

②  成績評価は教育の質保証に向けて厳格に適用している。 

③  シラバスに必要な項目（達成目標・到達目標、授業内容、準備学習の内容、授業

時間数、成績評価の方法・基準、教科書・参考書等）が明示されている。 

③  通信による教育を行う学科・専攻課程の場合には印刷教材等による授業（添削等

による指導を含む。）、放送授業（添削等による指導を含む。）、面接授業又はメデ
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ィアを利用して行う授業の実施方法を適切に行っている。 

（3）学科・専攻課程の教育課程の教員配置は、教員の資格・業績を適切に反映してい

る。 

（4）学科・専攻課程の教育課程の見直しを定期的に行っている。 

 

［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 

※ 以下の観点を参照して、自己点検・評価を行い、（a）及び（b）を記述してください。 

 

(a)  現状 

本学における入学者受け入れの方針（アドミッション・ポリシー）は以下のように明

文化されホームページ等を通して示している（表ⅡA3-①）。 

 

（表ⅡA3-①）アドミッション・ポリシー（本学の入学者受け入れの方針） 

１ 基本理念・目標 

大阪健康福祉短期大学の教育理念では、「健康、社会福祉の諸科学の成果に常に関

心を払いつつ、それらと結びついた研究と教育にあたる」、「社会福祉、教育の諸分

野の任にあたる人材には、その専門性と倫理性、人格性が問われ、高等教育のなかで

養成される事がますます期待されてくるようになるであろう」と謳われている。わが

国の福祉・教育を充実させ、文化の発展に寄与できる人材を育てることが使命である。

そのために、福祉・教育の現場を担える力量を備えた卒業生を送りだしたいと願って

いる。 

地域と社会の課題に応えられるように、探求力を養い、問題解決する能力を備えた

人材の養成をめざしている。これらの分野でプロフェッショナルとなるために、高い

専門性と幅広い教養を身につけて、これからの少子高齢社会の担い手になろうという

意欲がある受験生を求めている。 

 

２ 求める学生像 

本学の基本理念を理解し、学習を通して上記の目標を達成しようとする意欲ある学

生を求めている。各学科の求める学生像を、受験生にも理解できる平易なことばで表

現すると、下記のようになる。 

 

＜介護福祉学科＞ 

(1) 人間が好きで、いろいろな人とかかわりたい。 

(2) 誰かのために、自分を生かしたい。当てにされる自分を発見したい。 

(3) 人間のくらしや社会に興味がある。 

(4) 介護に関心や意欲があり、利用者から学び、成長したい。 
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＜子ども福祉学科＞ 

(1) 子どもが好き、人間が好きで、いろいろな人とかかわりたい。 

(2) 誰かのために、自分を生かしたい。当てにされる自分を発見したい。 

(3) 人間のくらしや社会に興味がある。 

(4) 子どもといっしょに自分も成長したい。 

 

前年度からの課題であった、入学前の学習成果の把握･評価の基準、及び面接内容・

評価基準等については、継続して、見直し、内容の検討を行っている。 

本学では下表（表ⅡA3-②）のとおりの入学者選抜の方法を有しているが、そのすべて

の試験方法に課している面接試験の中で、入学者受け入れの方針（アドミッション・ポ

リシー）にある内容を備えているか、面接評価基準によって確認している。また、各学

科の「求める学生像」（資料 11．『学生募集要項』）についても面接や小論文の評価基準

によって確認している。 

 

（表ⅡA3-②）入学者選抜の方法と入試科目・選考方法 

選抜の方法 

入試科目・選考方法 

面接 
小論文 

（800 字・60分） 

国語 

（現代文・60分） 

AO入試 ○（個人面接） － － 

指定校推薦入試 ○（集団面接） － － 

公募推薦入試 ○（集団面接） ○ － 

一般入試 ○（集団面接） － ○ 

社会人入試 ○（集団面接） ○ － 

社会人入試（自己推

薦） 

○（集団面接） － － 

 

(b)  課題 

入学前の学習成果の把握･評価の基準について、その具体的な科目とそのレベルを示

せていない。課題は、入学前の学習成果の把握･評価の基準を明確にし、面接内容・評

価基準等の見直しを図ることである。 

 

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］ 

（1） 各学科・専攻課程の学習成果に対応する入学者受け入れの方針を示している。 

（2） 入学者受け入れの方針は、入学前の学習成果の把握・評価を明確に示している。 

（3） 入学者選抜の方法（推薦、一般、AO選抜等）は、入学者受け入れの方針に対応して

いる。 

 

［区分 基準Ⅱ-A-4 学習成果の査定（アセスメント）は明確である。］ 
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基準Ⅱ-A-4の自己点検・評価 

※ 以下の観点を参照して、自己点検・評価を行い、（a）及び（b）を記述してください。 

(a)  現状 

講義概要（シラバス）（資料 8．『2015 年度 講義概要』）は、科目毎の「授業修了時の

達成課題（到達目標）」及び「単位認定の方法及び基準」を具体的に明記している。こ

れにより学生は、自己の学習成果の確認が可能である。また両学科ともに教科目の学習

成果を確認する目的で実習が組み込まれており、学習成果を福祉現場で具体的に確認し

うる仕組みを作っている。 

多くの学生にとってこれらの達成課題は達成可能に設定されている。通常、標準修業

年限内に修了が可能で、必要な単位を取得することにより国家資格等を取得している。

介護福祉学科では介護福祉士および社会福祉主事任用資格、子ども福祉学科では保育士、

幼稚園教諭二種免許状、児童厚生二級指導員、社会福祉主事任用資格が取得可能である。

いずれの国家資格等も法令等によって定められた固有の指定科目を修得することによ

って取得されるという点においてその社会的有用性や実際的な価値は高いといえる（表

ⅡA4-①）。 

 

（表ⅡA4-①）本学で取得可能な国家資格等と指定科目について 

資格名称 法令等 

介護福祉士 ・社会福祉士及び介護福祉士法（昭和 62年法律第 30号） 

・社会福祉士介護福祉士学校指定規則（平成 20年文部科学省・

厚生労働省令第 2号） 

保育士 ・児童福祉法（昭和 22年法律第 164号） 

・児童福祉法施行令（昭和 23年政令第 74号） 

・児童福祉法施行規則（昭和 23年厚生省令第 11号） 

幼稚園教諭二種免

許状 

・教育職員免許法（昭和 24 年法律第 147号） 

・教育職員免許法施行規則（昭和 29年文部省令第 26号） 

児童厚生二級指導

員 

・財団法人児童健全育成財団が定める児童厚生員養成課程の指

定科目 

社会福祉主事任用

資格 

・社会福祉法（昭和 26年法律第 45号） 

・社会福祉主事の資格に関する科目指定（昭和 25年厚生労働省

令第 226号） 

 

卒業生の多くは資格を活かし専門職として就労し、実践的知識や技能・技術を発揮し、

専門性の高い福祉のスペシャリストとして活躍している。 

教育課程の学習成果は、教学規程に基づき試験の結果によって成績評価として測定さ

れ、点数（100 点を上限とする）、評語（S：100～90 点、A：89～80 点、B：79～70 点、

C：69～60点、D：59点以下）及び成績評価平均値（GPA）で表記された成績個人カード

として学生に提示している。 
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(b)  課題 

学習成果は教育課程内の個々の科目において重層的に設定されているが、学生自身が

自らの学習成果を把握し、主体的に学習に取り組むことが出来るよう学修ポートフォリ

オ等を活用するなどの改善が必要である。 

 

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］ 

（1） 学科・専攻課程の教育課程の学習成果に具体性がある。 

（2） 学科・専攻課程の教育課程の学習成果は達成可能である。 

（3） 学科・専攻課程の教育課程の学習成果は一定期間内で獲得可能である。 

（4） 学科・専攻課程の教育課程の学習成果に実際的な価値がある。 

（5） 学科・専攻課程の教育課程の学習成果は測定可能である。 

 

［区分 基準Ⅱ-A-5 学生の卒業後評価への取り組みを行っている。］ 

 

基準Ⅱ-A-5の自己点検・評価 

※ 以下の観点を参照して、自己点検・評価を行い、（a）及び（b）を記述してください。 

 

(a)  現状 

学生の卒業後の評価について、その進路先となる介護福祉・児童福祉・保育に関する

施設等が実習施設等であることが多いという本学の教育課程の特徴に鑑みて、実習時の

教員による巡回・訪問指導の際に進路先からの評価の聴取を実施しているところである。

巡回・訪問指導に際しては当該施設への過去の進路状況等を準備し、卒業生の動向につ

いても聴取できるよう資料整備を行っている。また聴取した卒業生の評価について、教

育に反映させるべき意見については、各教員が指導内容や指導方法に反映させるととも

に、学科会議等の機会を通じて共有・活用し、現場で求められる能力・技能の習得に結

びつくようにしている。 

 

(b) 課題 

すべての卒業生の進路先の評価を聴取できていないことが課題である。聴取する評価

項目を整備し、卒業生の評価の全体像を把握する必要があると考えられる。 

また、卒業後評価の情報収集と共有、カリキュラムへの反映、学習成果の点検など、

組織的な取り組みとなるよう検討する。 

 

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］ 

（1） 卒業生の進路先からの評価を聴取している。 

（2） 聴取した結果を学習成果の点検に活用している。 

 

テーマ 基準Ⅱ-A 教育課程の改善計画 

※ ここには、各区分の課題についての改善計画を記述してください。 
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※ 改善計画の後に、テーマに関係する提出資料・備付資料の番号及び資料名を提出資料・備付

資料ごとに記載してください。 

両学科ともに、専門職養成のための教育課程は規定されており、授業科目の新設や

廃止といった大幅な改善の余地はない。しかし独自科目における学習成果及び教育内

容を検討していくことは今後の課題であり、年度ごとに総括を行い、必要があれば教

育課程の再検討を行っていく。 

学生自身の学習成果の把握を目的とし、セメスターごとに学習ポートフォリオを作成

させ、主体的に学習に取り組む姿勢を獲得させる。学生が取り組むべき課題を発見し、

具体的な行動につながるようゼミ担当教員と連携した決め細やかな支援を行う。 

両学科の実習運営委員会とキャリア支援センターが連携し、卒業生の卒業後評価の情

報収集を行う。また卒業生アンケート、卒業生対象の学習会・研究会等を継続的に実施

し、情報を蓄積し、データベースとして活用できるようにしていく。各学科で情報共有

を行い、卒業後の学生の実践力という視点での学習成果の点検を行い、必要に応じ、現

行カリキュラムへの反映を行っていく。 

 

提出資料 

8．「2015年度 講義概要」 

11．「2016年度入学試験 学生募集要項」 

 

 

［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 

※ 以下の観点を参照して、自己点検・評価を行い、（a）及び（b）を記述してください。 

 

(a)  現状 

教員は、学位授与の方針に対応した成績評価基準により学習成果を評価している。各

学科の教務委員会を中心に、講義概要（シラバス）等で示された学習成果の基準を満た

さない場合は、補習授業、再試験などを実施している。また、介護福祉学科における介

護総合演習や実習、子ども福祉学科における音楽Ⅱｂ（器楽）および実習など、幾つか

の科目においてはグレード制をとっており、履修において先修条件を設けている。 

教員は、学習成果の獲得状況を適切に把握するため、定期試験だけでなく各授業担当

者が授業中の課題やリアクションペーパーなどを活用している。また、教務委員会およ

び各学科において、単位修得状況を定期的に確認し、必要に応じて面談などを実施して

いる。 

教員は学位授与の方針に対応した成績評価基準により、学習成果を評価している。講

義概要（シラバス）等で示した学習成果の獲得に向け、基準を満たさなかった場合は再
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試験を行って再度評価を行っている。再試験を行う際には両学科ともに補習授業等を行

い、成績評価基準に達する学習成果が得られるように支援している。 

 また、教員は学習成果の獲得状況を適切に把握するために、リアクションペーパー、

課題の提出状況、小レポートを実施している。そこで把握した状況を授業の進行や内容

に反映させている。介護福祉学科では、学習成果の獲得が困難であることが予想される

学生を対象に特別ゼミとして学習の方法やノートの取り方を指導している。子ども福祉

学科では学習上の困難を抱える学生についてゼミ指導教員による個別支援を行ってい

る。 

 学生による授業評価については、平成 27年度にはアンケートを実施し（備付資料 19）、

各教員に結果を集約したものを送付し、次年度の授業内容に反映させるよう依頼をする

ことができた。 

 授業内容について、講義概要（シラバス）依頼の段階から関連授業科目担当者間での

意思疎通、協力・調整に努めている。非常勤講師については教務委員を中心に関連科目

間での連絡調整を行っている。 

 FD活動を通じた授業改善については、平成 27年度は両学科から教務委員が研修会に

出席し、その内容をそれぞれの学科会議で共有した。また、教務委員会においてもその

内容を共有し、講義概要（シラバス）作成方針の見直しを行い、平成 28 年度の講義概

要作成に反映させることができた。日常的にも学科会議、実習運営会議等で学生の状況、

対応、支援について論議し、教育改善に向けての取り組みが行われている。 

 教員は学科の教育目的・目標の達成状況を把握するために、定期試験以外にリアクシ

ョンペーパーや小テストを活用して評価に努めている。 

 学生に対しては、入学時、進級時に履修に関するガイダンスを行うだけでなく、毎月

の学科会議等で状況を把握しながら履修及び卒業に至る指導を行っている。両学科とも

に進級時にはゼミ指導教員および実習指導教員が概ね持ち上がる体制をとっており、入

学から卒業まで一貫した指導体制を構築している。 

教務事務担当職員は学生の出席状況や成績等を把握し、ゼミ指導教員との連携を密に

し、学習成果を認識している。また、成績表に GPA を記載し本人だけではなく保護者に

通知するなど職務を充実させ、学習成果の獲得に貢献している。 

事務職員は、学生便覧や大学案内の作成、毎年 4月に開催される教職員ガイダンスの

機会などを通じて、それぞれの学科の教育目的・目標を把握している。中でも教務委員

会に所属する事務職員は、教務委員会及び各学科の教務小委員会を通じ、教員と共に教

育目的・目標の達成状況を把握している。 

事務職員はさまざまな SD研修会に参加し、参加報告を会議などの場で共有しながら、

学生支援の職務の充実に向けて取り組んでいる。 

教務事務担当職員は、履修登録を受理すると共にチェックを行い、教員と連携をとっ

て学生が必要な単位を取得できるよう支援している。また、出欠管理や成績管理を通じ

て学生の単位取得状況を把握し、学生に対して履修から卒業に至るまでの支援を行なっ

ている。 

なお、本学図書館に所蔵のない文献等に関しては、大学図書館間の文献複写・相互貸

借制度を利用し、提供に努めている（表ⅡB1-②）。平成 27年度の授業等での図書館利用
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実績実績は（表ⅡB1-③）の通りである。 

教職員による学内のコンピュータ活用について、教員はその研究や授業の資料作成等

において十分に活用している。また、全教職員への連絡等は電子メールを用いて行われ

ており、学校運営においても活用されているといえる。 

学生の学内 LAN及びコンピュータの活用について、学生個別に対しメールアドレスの

発行を行い、各種レポートや卒業論文等の作成・添削等を通してその周知と活用を促進

している。 

教職員のコンピュータ利用技術の向上について、コンピュータの普及にともない基本

的スキルについては習得されているものと考えている。 

 

(b)  課題 

授業内での課題、補習授業などは各授業担当者の裁量によってのみ実施されており、

それらを組織的に支援する方法については、今後の課題である。 

平成 26 年度の課題であった学生による授業評価について内容を検討し、実施し、結

果を教員に返すことはできたが、その分析や具体的な改善については個別の取り組みと

なっており、組織的な取り組みについては今後の課題である。 

教務事務の中心を担っている専任事務職員は介護福祉学科・子ども福祉学科にそれぞ

れ 1名である。各学科複数の職員がこの業務に精通する必要があることと合わせ、後継

者を育てることを見通した人員配置が必要であるが、少人数の専任職員ではかなり困難

である。知恵を出し合い打開していくことが求められている。 

図書館について、次年度以降は、利用案内や情報検索案内を 1学年単位でまとめて行

なえる体制を整え、子ども福祉学科教員との事前打合せによる準備ができるよう努めて

いきたい。 

学舎移転に伴い、学舎間によるネット会議や資料の電子化等の対応が求められると考

えられる。また学生のコンピュータ（スマートフォン等を含む）の普及率の高さに対応

した教育資源の構築・活用（Wi-Fiの導入等を含む）と併せて、より高度化したコンピ

ュータ利用に関する教職員のスキルアップ（ネットリテラシーの強化等を含む）に取り

組む必要がある。 

 

（表ⅡB1-①）図書館の利用案内と情報検索案内 

 

 介護 1年 介護 2年 子福 1年 子福 2 年 

利用案内 
4／22（水） 

（30 分） 
 

4／8（水）, 

4／15（水） 

（30分×2

回） 

4／24（金） 

（10分×2

回） 

情報検索 

案内 

9／30（水） 

（60 分） 

4／13（月） 

（45分） 

10／27（火） 

（45分×2

回） 
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（表ⅡB1-②）文献複写・相互貸借制度利用実績 

 依頼件数 内訳 

文献複写 24件 学生：6件、教員：18件 

相互貸借 4件 教員：4件 

 

（表ⅡB1-③）授業等での図書館利用実績 

利用の区分 利用学科 日時 授業科目名・利用者等 

図書館利用 介 護 福 祉

学科 

4/13（月）1限 9:00～10:30 

4/13（月）16:30～ 

4/20（月）1限 9:00～10:30 

4/27（月）1限 9:30～10:30 

4/27（月）2限 10:30～12:10 

5/11（月）1限 9:00～10:30 

5/11（月）3限 13:00～14:30 

5/13（水）3限 13:00～14:30 

5/15（金）4限 14:40～16:10 

5/27（水）4限 14:40～16:10 

5/27（水）5限 16:20～17:50 

6/8（月）4限 14:40～16:10 

6/19（金）2限 10:40～12:10 

12/16（水）3限 13:00～14:30 

健康と福祉(2年) 

情報検索案内（追加） 

(2年) 

(2年) 

(2年) 

健康と福祉(2年) 

健康と福祉(2年) 

ゼミ(2年) 

介護福祉学(1年) 

ゼミ(1年) 

介護総合演習Ⅰ(1 年) 

(1年) 

生活支援論(1年) 

(別科生 2年) 

 子 ど も 福

祉学科 

5/20（水）2・3 限 10:40～

16:10 

5/28（木）2限 10:40～12:10 

6/9（火）2限 10:40～12:10 

12/8（火）1限 9:00～10:30 

調理(1年) 

 

環境(2年) 

(1年) 

ゼミ（1年） 

資料利用 その他 4/13（月）絵本貸出 118件 

4/16（木）資料貸出 1件 

5/11（月）資料貸出 123件 

5/21（木）資料貸出 48件 

5/28（木）資料貸出 23冊 

6/12（金）資料貸出 120件 

6/19（金）資料貸出 2冊 

6/21（日）絵本貸出 114冊 

6/30（火）資料貸出 5件 

9/29（火）資料複写 

健康と福祉(介護 2年) 

「偲ぶ会」展示用 

健康と福祉(介護 2年) 

高校進路指導部との懇談会 

実習指導者懇談会 

「偲ぶ会」展示用 

生活支援論(介護 1年) 

特例講座(保育内容(総論) 

健康と福祉(介護 2年) 

(子福 1年) 

 

 

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］ 
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（1）教員は、学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて責任を果たしている。 

① 教員は、学位授与の方針に対応した成績評価基準により学習成果を評価してい

る。 

④  教員は、学習成果の獲得状況を適切に把握している。 

⑤  教員は、学生による授業評価を定期的に受けている。 

⑥  教員は、学生による授業評価の結果を認識している。 

⑦  教員は、学生による授業評価の結果を授業改善のために活用している。 

⑧  教員は、授業内容について授業担当者間での意思の疎通、協力・調整を図ってい

る。 

⑨  教員は、FD活動を通して授業・教育方法の改善を行っている。 

⑩  教員は、学科・専攻課程の教育目的・目標の達成状況を把握・評価している。 

⑪  教員は、学生に対して履修及び卒業に至る指導ができる。 

（2）事務職員は、学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて責任を果たしている。 

① 事務職員は、所属部署の職務を通じて学習成果を認識している。 

④  事務職員は、所属部署の職務を通じて学習成果の獲得に貢献している。 

⑤  事務職員は、所属部署の職務を通じて学科・専攻課程の教育目的・目標の達成状

況を把握している。 

⑥  事務職員は、SD活動を通じて学生支援の職務を充実させている。 

⑦  事務職員は、所属部署の職務を通じて学生に対して履修及び卒業に至る支援がで

きる。 

（3）教職員は、学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて施設設備及び技術的資源

を有効に活用している。 

① 図書館・学習資源センター等の専門事務職員は、学生の学習向上のために支援を

行っている。 

② 教職員は、学生の図書館・学習資源センター等の利便性を向上させている。 

③ 教職員は、学内のコンピュータを授業や学校運営に活用している。 

④ 教職員は、学生による学内 LAN及びコンピュータの利用を促進している。 

⑤ 教職員は、教育課程及び学生支援を充実させるために、コンピュータ利用技術の

向上を図っている。 

 

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

っている。］ 

 

基準Ⅱ-B-2の自己点検・評価 

※ 以下の観点を参照して、自己点検・評価を行い、（a）及び（b）を記述してください。 

 

(a)  現状 

本学では学習成果の獲得に向けて、学習の動機付けのためのガイダンスやオリエンテ

ーション、個別相談を計画的に実施している。入学直後の新入生ガイダンス（備付資料

13）では授業、実習等の履修の仕組みや学生生活について学科ごとに詳細な説明を行っ
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ている。また選択必修科目や選択科目の履修登録に対する相談や指導は入学後だけでな

く、セメスター毎に行い、計画的な履修や学習成果の獲得に向けた支援としている。 

また学生便覧をはじめとした学習支援のための印刷物を発行し、年度初めのガイダン

スに配布し、その後もガイダンス（備付資料 14）やオリエンテーションなどで適宜必要

に応じて活用できるようにしている。 

基礎学力の不足している学生や成績不振者には、追加課題や補習授業、学習支援資料

の配布などを実施している。とりわけ本試験において合格に至らなかった者に対しては

再試験前にゼミ指導教員による指導を継続的に行っている。とりわけ授業の出欠状況に

ついては定期的に確認を行い、欠席による受験資格の喪失（多欠）を防止するとりくみ

を重点的に行っている。またゼミ指導教員を中心に、個別面談等の学習上の指導助言も

行っている。またオフィスアワーを導入し、専任教員が学生からの学業、進路、学生生

活等の様々な質問や相談を受けるための時間帯を設けることによって、学生が学習成果

を獲得するための一助としている。 

また、進度の早い学生に対しては、個別の科目において、追加課題や発展的課題を与

えるなどをしている。なお本学では通信による教育ならびに留学生の受け入れ・派遣に

ついては実施していない。 

 

(b)  課題 

進度の速い学生、優秀学生への学習支援は個別の授業担当者によるものがなされてい

るが、今後、組織的な学習支援体制を整えて行く必要がある。 

 

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］ 

（1） 学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて、学習の動機付けに焦点を合わせた学習

の方法や科目の選択のためのガイダンス等を行っている。 

（2） 学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて、学生便覧等、学習支援のための印刷物

（ウェブサイトを含む）を発行している。 

（3） 学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて、基礎学力が不足する学生に対し補習授

業等を行っている。 

（4） 学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて、学習上の悩みなどの相談にのり、適切

な指導助言を行う体制を整備している。 

（5） 学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて、通信による教育を行う学科の場合に

は、添削等による指導の学習支援の体制を整備している。 

（6） 学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて、進度の速い学生や優秀学生に対する学

習上の配慮や学習支援を行っている。 

（7） 学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて、留学生の受け入れ及び留学生の派遣

（長期・短期）を行っている。 

 

［区分 基準Ⅱ-B-3 学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて学生の生活支援を組織

的に行っている。］ 
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基準Ⅱ-B-3の自己点検・評価 

※ 以下の観点を参照して、自己点検・評価を行い、（a）及び（b）を記述してください。 

(a)  現状 

本学では、学生と教職員の距離が近く、常に相談し合える環境（雰囲気）がある。そ

の上で、平成 20 年度より新たな少人数指導体制を確立した。その結果、ゼミによる個

別指導（ゼミ指導教員）とクラスにおける集団指導（アドバイザーの設置）を二本柱の

体制として整理し、実習指導や学生自身による自治組織（学生協議会）との相乗効果を

意識的に図る体制をとった。 

各学科とも少人数教育の要となるゼミに全学生を少人数で配属し、ゼミ指導教員が学

生個別指導を行なう体制を整えている。また、1年次には各クラスにアドバイザーを配

置し（2年次は必要に応じて）、さらに重層的に学生指導を行なう体制を取っている。 

ゼミ指導教員は各学科のゼミ指導教員会議、アドバイザーの意見や見解は、学生委員

会で集約し、検討の上で、指導方針を決めている。ゼミ指導教員会議、学生委員会とも、

それぞれに事務センター職員を配置し、教員組織、事務組織いずれも学生の状況を多面

的に把握し必要な支援を提供できる体制にある。 

学生協議会の基本単位がクラスであることから、学生委員会では学生協議会の動向と

共にクラスの状況も把握し、学生の自治能力育成に力を入れている。さらに、実習上の

支援体制には、実習運営委員会を中心にゼミ指導教員との連携を行い、学生支援にあた

っている。 

平成 27年度の既存サークル数は 2である（表ⅡB3-①）。平成 26年度と比べて、サー

クル数は 4 つ減少している。要因として、「短期大学のため、1 年生が入らなければ継

続されないという現状にあること」や「学科、学年ごとにサークルを立ち上げ、卒業後、

解散するパターンの増加」等が挙げられる。なお、学生のサークル所属率は、全学生の

約 24％である。学科ごとにみると介護福祉学科が約 16％、子ども福祉学科は約 27％で

あり介護福祉学科と比べて高い所属率となっている。 

平成 27 年度時点で 5 年以上継続しているサークルは、「NOTE」、「Fellow‘s」の 2 サ

ークルである。今後、サークルが継続していくために、学内行事やその他（地域の祭り

等）での発表の場や日常的に学内で活動できる場を十分に提供していくことが重要であ

ると考えている。 

なお、各サークルの代表者でサークル代表者会議を構成し、学内施設使用のルールの

確認、公平な活動予定の作成、活動報告等を行い、相互に刺激し合ってより良い活動が

出来るように努めている。 

本学では、学生自治組織を「学生協議会」と称している。平成 16 年度の準備会から

スタートし、平成 17年に結成、平成 18年に組織を整備し、現在に至る。執行部の運営

のもと、クラスリーダー･サブリーダー会議、委員会として学習、広報、環境、食堂、

行事を置いて、学生が主体となった学生参加の大学作りを目指して活動している。各委

員会の活動としては、学習アンケート調査、学生新聞の発行、大学祭（本学では「健福

祭」という）、卒業イベント、新入生歓迎会、運動場草抜き、食堂新メニューアンケー

ト等が実施されている。なお、各委員会には、担当教職員が配置され、学生の委員会活

動をサポートしている。 
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大学祭への学生の参加率は、平成 22 年度あたりから少しずつ減少傾向にある。カリ

キュラム改訂などに伴い、10月の大学祭前に実施される実習（8月、9月に実施）など

により、大学祭前の準備期間が短く、学生の負担が大きいことなどが参加率の減少の要

員のひとつとして挙げられる。今後は、学生の負担を軽減し、より多くの学生が大学祭

に参加できるような対策案を大学と学生協議会との間で考えていくことが必要である。 

本学では、学生のキャンパス・アメニティの配慮として学生食堂、学生談話室などを

設置している（表ⅡB3-②）。近隣にスーパー、コンビニエンスストア、書店、100円均

一ショップなどがあるため、学内に売店は設置していないが、学生からの要望を受け、

食堂運営を委託している障害者作業所に依頼し、食堂にてアイスクリーム、紙パックジ

ュース、障害者作業所製のパン・クッキーを販売している。 

本学には学生寮はないが、業者に下宿、マンションの斡旋を依頼している。相談窓口

は事務センターで、毎年数名が利用している。 

本学は、最寄り駅から徒歩 3分の距離にあり、自動車通学は認めていない。通学上の

便宜としては、屋根付きの駐輪場を設置し（約 80 台駐輪可能）、自転車、バイク（届出

制）の通学を認めている。 

本学において学生が受給できる奨学金は、日本学生支援機構奨学金（第一種、第二種）、

生命保険協会介護福祉士養成奨学金、介護福祉士等修学資金貸付制度（各都道府県別）、

ニヤクコーポレーション介護福祉士奨学基金などがある。ただし、この中には毎年募集

がないものも含まれている。 

介護福祉学科（介護福祉士養成）の学生が対象になっている奨学金制度はいくつかあ

るが、子ども福祉学科（保育士・幼稚園教諭養成）の学生が対象になっている奨学金制

度は日本学生支援機構奨学金のみである。 

現在、本学独自の奨学金制度は設置されていないが、学費減免制度（表ⅡB3-③）が

あり、学生の経済支援を行っている。 

 平成 27 年度現在の本学における奨学生数状況については、下表のとおりである（表

ⅡB3-④ⅰ、ⅱ）。平成 26 年度と比べ奨学生数は増加している。学生総数に大きな変化

はないため、奨学生の割合が平成 26年度よりも高くなっている。 

近年は、日本学生支援機構奨学金の予約採用を高校時に申請し、予約採用候補者とし

て決定している学生が多く入学している。これにより、入学してから希望申請を受け付

ける在学採用においては、各奨学団体から与えられた本学の内示数枠内で、奨学金希望

学生全員を何らかの奨学金に推薦することが可能な状況になっている。 

年 2回実施される健康診断の受診確認、及び未受診者への勧奨を行い、その結果を把

握し、医師より学生への説明と共に返却している。要観察・要精査者には個別に面談を

実施している。また、堺市歯科医師会による「青年期における歯と口の健康サポーター

養成事業」への参画を行った。           

本学では、学生の意見や要望を聴取する場として、全教職員と学生自治組織である学

生協議会による「全学協議会」を毎年 1 回開催している。平成 27 年度は 6 月末に開催

した。学生による大学への要望は、各クラスおよび学生協議会各委員会から出され、そ

れらを学生協議会執行部がとりまとめて「大学への要望」として事前に提出されている。

提出された要望書に基づき、全学協議会の場にて大学側の担当部署がそれぞれ回答して
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いる。また全学協議会当日も学生から大学への質問を受け付け、対応している。 

本学には開学以来留学生は在籍していないため、学習および生活支援を現在実施して

いない。 

社会人学生を積極的に受け入れ、支援体制を整えている。厚生労働省の制度である離

職者プログラムによる別科生の受け入れも行っており、社会人学生には学びやすい環境

と体制を整えている。大学施設を 20時 00分まで開放しており、図書館も 19時 45分ま

で利用可能である。 

また、これまで肢体不自由で車椅子使用の学生、視覚障がい、聴覚障がいのある学生

が入学している。その都度、「障害など特別な支援を必要とする学生の修学に関する懇

談会」を開催し、必要に応じた支援体制を整えている。 

ハード面では、障がい者用トイレ、エレベーター、点字ブロック、視覚障がい者用の

機器(「点字電子手帳」、点字エディタ、点字編集システム、点訳支援システム等増設セ

ット等)が整備され、ソフト面では、手話通訳、試験時の配慮等対応、関係機関との連

携などを行っている。 

 長期履修生の定めはなく、受け入れる体制を整えていない。 

本学での学生による地域活動・地域貢献・ボランティア活動の中心となっているのは

サークルである。毎年、複数のサークルが大学の公認を受け活動を行っている。 

大学での学習とは違った形で、自分たちの得意な活動を通し、学外の保育園、福祉施

設、地域社会と関わることは、保育士や幼稚園教諭、介護福祉士を目指す学生にとって、

視野を広げ、地域社会に貢献していくための手がかりになるであろうと大学として評価

している。サークル活動を支援する体制として、顧問教員を配置するとともに、サーク

ルに対し学内施設および備品（音響機器・楽器等）の使用を許可している。 

過去 3 年間の地域活動およびボランティア活動を行っているサークルは次のとおり

である（表ⅡB3-⑤）。 

 

(b)  課題 

移転に伴い、これまでの学生の自主的な活動（サークル、行事等）を保障していくた

めに、さらなる議論が必要である。活動場所を保障し、教員がサポートできる体制を整

えていかなければならない。 

また、経済的に困難な状況を抱える学生への各種奨学金制度等の周知徹底や、健康管

理・メンタルヘルスへの関心の向上と具体的援助策についてもさらに進めていく必要が

ある。 

健康診断受診時の疾病予防の勧奨など、学生が関心の持てる機会を検討しながら、継 

続的に健康教育を実施していくことに加えて、学舎移転に伴う学生の生活環境変化によ

る健康リスク等の現状把握の必要がある。 

学舎移転に伴い、障がい者の受け入れのための施設整備の充実が必要である。 

長期履修生については、今後も受け入れる方針はない。 

 

（表ⅡB3-①）平成 27年度サークル（五十音順） 
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サークル名称 活動内容 活動参加状況 

NOTE 軽音楽 学内行事、地域の各種祭り 

Fellow’ｓ ダンス 学内行事、地域の各種祭

り、施設のイベント参加 

 

（表ⅡB3-②）学生の休息のための施設の概要 

室名 用途／主な使い方 備考／課題 

学生談話室 1 

 

 

休憩時間・放課後の談話・昼

食 

 

飲み物等の自動販売機が設置され

ており、昼食時などに活用してい

る。細長い構造なので、小グループ

での使用が多い。 

学生談話室 2 休憩時間・放課後の談話・昼

食 

食堂の前に位置しているため、食

堂満席時に利用されることも多

い。サークルの会議にも使用され

ている。複数のグループが利用す

るにはやや狭い。 

保健室 1 

 

 

保健用（事務センターに申請） 1 室 2 ベッド。異性の利用希望者

が重なった場合は保健室 2 を利用

することとなっている。 

保健室 2 

 

 

保健用（事務センターに申請） 保健室 1 が使用中の場合、異性の

利用希望者が重なった場合に利用

している。 

食堂 

 

 

 

 

 

昼食中心 障害者作業所に運営を委託してい

る。クラス単位での作業所との交

流会を年に一回実施している。ま

た、学生協議会の食堂委員会と食

堂で会議を年に 2～3 回行ってお

り、より良い運営のあり方や新メ

ニューについて討議をしている。

学生利用数の増加に伴い席数が不

足していることが課題に挙げられ

る。 

体育館 休憩時間の運動・クラス活動・

サークル活動 

屋内球技やダンスを中心に学生の

運動施設としてよく使われてい

る。 

グラウンド 休憩時間・放課後の談話 隣接する斎場との関係で球技等不

可。有効活用できていないのが現

状である。 
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自動販売機 お茶、水、ジュースなど 1階(1号館と 2号館の間)と 2階(1

号館)部分にそれぞれ 1 台ずつ設

置している。飲料水等を販売して

いる。 

 

（表ⅡB3-③）受験生・入学生のための補助制度一覧 

対象 制度 概要 

Ⅰ 入学前 ⑫ 指定校推薦入試及び AO入試受験

者への補助制度 

入学金の減免 

②本学の卒業生が再入学する場合の補助制度 入学金の免除 

Ⅱ 入学後 ④ 資格検定合格者のための補助制度 入学金の減免 

④遠隔地からの入学者への補助制度 授業料の減免 

⑤ 高等教育機関を卒業して入学される社会人

に対する補助制度 

授業料の減免 

⑦ 同一世帯の兄弟姉妹が同時に在学する場合

の補助制度 

授業料の減免 

⑧ 児童養護施設入所児童及び里子で、本学へ

入学した者に対する補助制度 

授業料の減免 

 

（表ⅡB3-④ⅰ）奨学生数状況（予約採用者含む） 

奨学金名称 平成 26年度 

採用奨学生数 

平成 27 年度 

採用奨学生数 

日本学生支援機構第一種奨学金 15（10） 20（18） 

日本学生支援機構第二種奨学金 45（35） 46（39） 

大阪府介護福祉士等修学資金貸付制度 3 4 

生命保険協会介護福祉士養成奨学金 1 1 

ニヤクコーポレーション介護福祉士奨学基金 0 0 

※（ ）は内数で予約採用者 

 

（表ⅡB3-④ⅱ）在学採用での奨学金申請者状況（予約採用者除く） 

年度 平成 26年度  平成 27年度  

申請者数 20 15 

採用者数 19 14 

 

（表ⅡB3-⑤）サークルによる地域活動およびボランティア活動実績（平成 25～27年度） 

平成 25年度 和太鼓サークル「欅」 (地域の祭りや保育園・福祉施設での公演活動)  

ダンスサークル「Fellow’s」（地域の祭りや保育園・福祉施設での公

演活動)  

平成 26年度 和太鼓サークル「欅」 (地域の祭りや保育園・福祉施設での公演活動)  
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ダンスサークル「Fellow’s」 (地域の祭りやダンスイベントでの公演

活動)  

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］ 

（1） 学生の生活支援のための教職員の組織（学生指導、厚生補導等）を整備している。 

（2） クラブ活動、学園行事、学友会など、学生が主体的に参画する活動が行われるよう

支援体制が整備されている。 

（3） 学生食堂、売店の設置等、学生のキャンパス・アメニティに配慮している。 

（4） 宿舎が必要な学生に支援（学生寮、宿舎のあっせん等）を行っている。 

（5） 通学のための便宜（通学バスの運行、駐輪場・駐車場の設置等）を図っている。 

（6） 奨学金等、学生への経済的支援のための制度を設けている。 

（7） 学生の健康管理、メンタルヘルスケアやカウンセリングの体制を整えている。 

（8） 学生生活に関して学生の意見や要望の聴取に努めている。 

（9） 留学生の学習（日本語教育等）及び生活を支援する体制を整えている。 

（10） 社会人学生の学習を支援する体制を整えている。 

（11） 障がい者の受け入れのための施設を整備するなど、障がい者への支援体制を整えて

いる。 

（12） 長期履修生を受け入れる体制を整えている。 

（13） 学生の社会的活動（地域活動、地域貢献、ボランティア活動等）に対して積極的に

評価している。 

 

［区分 基準Ⅱ-B-4 進路支援を行っている。］ 

 

基準Ⅱ-B-4の自己点検・評価 

※ 以下の観点を参照して、自己点検・評価を行い、（a）及び（b）を記述してください。 

 

(a)  現状 

本学の就職支援は、学生を直接指導するゼミ指導教員とキャリア支援センター及びそ

の両者の連携を図る進路・就職指導委員会（備付資料 46－21）の三者によって行われて

いる。 

 キャリア支援センター（就職支援室）は、原則として平日は毎日開室し、求人情報の 

閲覧、学生相談への対応、各種セミナーや就職フェアの情報発信を行っている。また求 

人票に関する事務業務や法人事業所への対応、学生の進路状況の集約等を教員と連携し

ながらとりくんでいる。とりわけ学生の進路状況の集約は、年間複数回実施する進路希

望調査の集約をはじめ、学生の就職活動を希望、施設見学、受験希望、受験、受験結果

といった段階で把握・集約し、随時ゼミ指導教員に報告することによって一人ひとりの

状況を把握し適切な指導を行うことができるよう努めている。また介護福祉学科と連携

し実習施設／法人を対象とした学内求人説明会を開催している。学内求人説明会では施

設・法人のブースを設営し学生が巡回することにより、詳細な説明や質問を通した交流

が可能となっている。 
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就職のための資格取得の支援は、就職に関する資格・免許状の取得が各学科における

教育目的・目標としてカリキュラムに含まれているため、主として各学科の教員が実施

している。就職試験対策について、各学科におけるキャリア形成に関する教科目及び正

課外の就職指導（ガイダンス・講座）を用いて実施しており、その内容は働くことの意

義や社会人としてのマナー、筆記試験・面接試験対策など、就職試験全般を包括したも

のとなっている。 

各学科の卒業時の就職状況はすべて集約され全教職員へと開示され、分析・検討の資

料として活用されている。また、入学前ガイダンスや保護者・大学懇談会、高等学校進

路指導部との懇談会を通して学内外に公開されている。 

進学に対する支援は、ゼミ担当教員との個人面談を中心に行われ、併せて編入学枠を

有している大学等の資料の閲覧をキャリア支援センターで行っている。なお留学に対す

る支援は、希望学生がいないため実施していない。 

  

 

(b)  課題 

本学における進路支援は教職員の役割分担及び連携によって、円滑かつ学生の個別状

況に応じてきめ細かく展開されていると考えられる。学舎移転後もこうした水準を担保

しつつ、より一層学生自身が就職活動や自らの進路に関する情報にアクセスしやすい環

境を整備していく必要がある。 

 

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］ 

（1） 就職支援のための教職員の組織を整備し、活動している。 

（2） 就職支援室等を整備し、学生の就職支援を行っている。 

（3） 就職のための資格取得、就職試験対策等の支援を行っている。 

（4） 学科・専攻ごとに卒業時の就職状況を分析・検討し、その結果を学生の就職支援に

活用している。 

（5） 進学、留学に対する支援を行っている。 

 

［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 

※ 以下の観点を参照して、自己点検・評価を行い、（a）及び（b）を記述してください。 

 

(a) 現状 

本学における入学者受け入れの方針（アドミッション・ポリシー）は以下のように明

文化されホームページ等を通して公表すると共に、学生募集要項（指定校推薦用および

全体用の 2種）（資料 11）に記載し、明確に示している（表ⅡB5-①）。 

 

（表ⅡB5-①）アドミッション・ポリシー（本学の入学者受け入れの方針） 
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１ 基本理念・目標 

大阪健康福祉短期大学の教育理念では、「健康、社会福祉の諸科学の成果に常に関

心を払いつつ、それらと結びついた研究と教育にあたる」、「社会福祉、教育の諸分

野の任にあたる人材には、その専門性と倫理性、人格性が問われ、高等教育のなかで

養成される事がますます期待されてくるようになるであろう」と謳われている。わが

国の福祉・教育を充実させ、文化の発展に寄与できる人材を育てることが使命である。

そのために、福祉・教育の現場を担える力量を備えた卒業生を送りだしたいと願って

いる。 

地域と社会の課題に応えられるように、探求力を養い、問題解決する能力を備えた

人材の養成をめざしている。これらの分野でプロフェッショナルとなるために、高い

専門性と幅広い教養を身につけて、これからの少子高齢社会の担い手になろうという

意欲がある受験生を求めている。 

 

２ 求める学生像 

本学の基本理念を理解し、学習を通して上記の目標を達成しようとする意欲ある学

生を求めている。各学科の求める学生像を、受験生にも理解できる平易なことばで表

現すると、下記のようになる。 

 

＜介護福祉学科＞ 

(1) 人間が好きで、いろいろな人とかかわりたい。 

(2) 誰かのために、自分を生かしたい。当てにされる自分を発見したい。 

(3) 人間のくらしや社会に興味がある。 

(4) 介護に関心や意欲があり、利用者から学び、成長したい。 

 

＜子ども福祉学科＞ 

(1) 子どもが好き、人間が好きで、いろいろな人とかかわりたい。 

(2) 誰かのために、自分を生かしたい。当てにされる自分を発見したい。 

(3) 人間のくらしや社会に興味がある。 

(4) 子どもといっしょに自分も成長したい。 

 

入学試験担当事務職員を配置し、受験希望者や高等学校、保護者等からの問い合わせ

に対応する体制を整備すると共に必要に応じて見学や相談についても個別に対応して

いる。 

入試事務の実施体制は、教授会のもとに入学試験運営委員会（備付資料 46－22）を設

置し、委員長（学長）以下 6 名の委員で構成し、入試広報について方針、実施の検討、

及び執行業務を行っている。とりわけ入試広報については全学的なとりくみとして位置

づけている（表ⅡB5-②）。 

 

（表ⅡB5-②）平成 27年度の入試広報に関するとりくみ 
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月 とりくみ 概要 

4月 オープンキャンパス  

非受験者アンケート オープンキャンパスに参加したが受験し

なかった者を対象としたアンケート。 

オープンキャンパス委員委嘱

式、研修会 

学長からオープンキャンパス委員を委嘱。

オープンキャンパス委員向けの研修を実

施。 

5月 オープンキャンパス  

高等学校進路指導部との懇談会 高校の進路指導担当者を招き、本学の特

色、介護・保育・幼児教育分野の説明、入

学試験の説明を行う。 

6月 オープンキャンパス  

新入生アンケート 新入生対象に受験動機、オープンキャンパ

ス、将来の進路について問うアンケート。 

オープンキャンパス告知 DM発送 資料請求者、進学ガイダンス参加者、個別

見学者でオープンキャンパスに参加して

いない者対象 

AO入試告知 DM発送 オープンキャンパス参加者対象 

高等学校訪問 全ての専任教員で分担し高等学校訪問を

行う。 

7月 オープンキャンパス 

大学案内パンフレット・学生募

集要項編集開始 

 

8月 オープンキャンパス  

9月 オープンキャンパス  

10月 「高大連携情報交換会」参加 「大阪私立高等学校進路指導研究会」主催 

・オープンキャンパス参加者へ

大学祭（健福祭）招待状発送 

・健福祭当日に入試コーナー設

置 

 

11月  （パンフレット用写真撮影） 

12月   

1月 第 2次高等学校訪問 （パンフレット用写真撮影） 

2月  （パンフレット用写真撮影） 

3月 オープンキャンパス  

通年 ・進学ガイダンスに参加 

・WEBサイト、広報媒体への参画 

・学舎移転後のオープンキャン

パスのあり方の検討 
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入学試験については、大学事務長と他 2名の事務センター職員を事務担当として配置

している。指定校推薦、公募推薦、一般、社会人、社会人（自己推薦）、AO入試を実施

している。平成 27年度の入学試験の実施状況については以下のとおりである（表ⅡB5-

③）。 

 

（表ⅡB5-③）平成 28年度入学試験の実施状況 

 

試験日 ＡＯ 
指定校

推薦 

公募推

薦 
一般 社会人 

社会人 

（自己

推薦） 

追加募集 
第 13回 H27/4/6    〇 〇 〇 

第 14回 H27/4/10    〇 〇 〇 

AO 入 試

（第 2 回

面接） 

日程 A H27/9/12 〇      

日程 B H27/10/17 〇      

日程 C H27/12/5 〇      

日程 D H28/3/12 〇      

前期募集 

第 1回 H27/10/17  〇 〇  〇 〇 

第 2回 H27/11/7  〇 〇  〇 〇 

第 3回 H27/11/21   〇  〇 〇 

第 4回 H27/12/5  〇 〇  〇 〇 

第 5回 H28/1/23   〇  〇 〇 

第 6回 H28/1/30   〇  〇 〇 

後期募集 

第 7回 H28/2/13    〇 〇 〇 

第 8回 H28/2/27    〇 〇 〇 

第 9回 H28/3/5    〇 〇 〇 

第 10回 H28/3/12    〇 〇 〇 

追加募集 第 11回 H28/3/25    〇 〇 〇 

 

指定校推薦、公募推薦、一般、社会人、社会人（自己推薦）に加え平成 22 年度から

AO入試を導入し、多様な選抜を実施している。 

より公平、公正かつ的確な判断がなされる基準を目指す観点から、すべての選抜方法

における課題（現代国語、小論文、面接）の内容、基準について、平成 26 年度に見直

しを行った。さらに、入学試験問題作成は、入学試験運営委員のみが作成にあたってい

る。事前に外部に漏洩することのないよう、データの受け渡しには電子メールを使用し

ないなどの配慮を行っている。試験問題作成後は、複数の入試運営委員によりダブルチ

ェックを行っている。 

また、入学試験監督の任務について、入学試験監督マニュアルとして明文化し、公平、

公正な入学試験を実施している。 

また、平成 24 年度に、受験資格を含む出願書類の点検や合否通知作成等について、
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ミスを生じさせないための事務システムの見直しを図り、継続して実行している。具体

的には、入試事務担当が書類の作成、整理等を行い、入試運営委員長及び副委員長がチ

ェックする体制をとっている。 

また、入学手続者に対しては毎年 2月上旬に「入学前ガイダンス」（備付資料 12）を

実施し、授業や学生生活についての情報を提供している。個別相談会も設け、相談に応

じている。事前に質問事項をアンケート調査し、必要な事項については全体の場で説明

し周知を図っている。 

入学者に対しては入学直後に、学内および学外施設を利用したオリエンテーションを

実施し、学生生活全般や学習・履修方法などを指導している。 

 

(b)  課題 

現在実施している入試方法（指定校推薦、公募推薦、一般、社会人、社会人（自己推

薦）、AO入試）について、より実態に即した多様な形態になるよう、その方法について

の検討が求められる。 

 

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］ 

（1） 学生募集要項は、入学者受け入れの方針を明確に示している。 

（2） 受験の問い合わせなどに対して適切に対応している。 

（3） 広報又は入試事務の体制を整備している。 

（4） 多様な選抜を公正かつ正確に実施している。 

（5） 入学手続者に対し入学までに授業や学生生活についての情報を提供している。 

（6） 入学者に対し学習、学生生活のためのオリエンテーション等を行っている。 

 

テーマ 基準Ⅱ-B 学生支援の改善計画 

※ ここには、各区分の課題についての改善計画を記述してください。 

※ 改善計画の後に、テーマに関係する提出資料・備付資料の番号及び資料名を提出資料・備付

資料ごとに記載してください。 

 

学習成果獲得に向けての教員の課題としては、補習や課題の出し方などの授業上の工

夫を授業担当者の裁量のみではなく、学習不振者を含めて組織的な支援につなげていく

方法について検討を進めていくことが第一に挙げられる。また、学習進度の早い学生や、

優秀な学生に対する取り組みについても、組織的な取り組み方について検討する。その

際、客観的資料に基づいて検討や作業を進めていく必要があるため、学生による授業評

価については引き続き実施していく。アンケート結果を教員に返し、各自の改善に役立

てる取り組みはすでに行っているが、今後はその改善例を共有化するなど組織的な取り

組みにしていくことが求められる。 

職員の事務機能については、教務事務担当職員の業務を整理し、「見える化」して、

業務の共有を図る、図書館のオリエンテーションを合理化するなど業務を整理しつつ、

工夫して後継者を育てていく。そのための人員配置などについて論議を進めていく。ま

た、学舎移転によって学科ごとの学舎が分離した中で、ネット会議や資料の電子化への
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対応を行い、合理的な会議運営の方法を検討していく。そのためには教職員のコンピュ

ータ利用に関する知識やスキルアップなどを図る研修などを企画していく必要がある。

このことは教員の教育におけるコンピュータ活用のスキルを上げていくうえでも有効

に作用すると思われる。 

学生生活支援については、移転による諸条件の変化に伴って生じる問題について論議

していく。具体的には学科ごとの学舎が離れているため、学生の自主的活動（サークル・

行事等）への支援が必要である。活動場所を確保し、教員がサポートできる体制を整え

ていくための議論を、学生委員会を中心に進めていく。個別の学生に対する支援につい

ては、奨学金制度の周知徹底や健康管理に関する支援を強化したい。また、学生支援室

の利用方法についても学舎移転後の条件変化の中で周知徹底の方法などを工夫してい

く。さらに障害を持つ学生の施設設備の充実については中長期的な計画の下に進めてい

く。 

進路支援については学舎移転後もきめ細やかな支援が可能となるように学科間およ

び教職員の連携を強化しつつ、キャリア支援コーナーを学生談話室の一角に設けるなど

学生の主体的なアクセスにつながる環境設定を工夫する。 

入学者受け入れの方針については、入学試験運営委員会を中心に現行の入試方法と志

願者数の推移などを分析し、入学試験内容を検討していく。 

 

提出資料 

11．「2016年度入学試験 学生募集要項」、同「指定校推薦用」 

 

備付資料 

12．「2016年度入学予定者の皆さんへ」 

13．新入生オリエンテーション資料（平成 27年度入学生） 

14．在学生オリエンテーション資料（平成 27年度入学生） 

19．学生による授業評価票、評価結果 

46－21．大阪健康福祉短期大学進路・就職指導委員会規程 

46－22．大阪健康福祉短期大学入学試験運営委員会規程 

 

 

基準Ⅱ 教育課程と学生支援の行動計画 

※ ここには、各テーマの改善計画を踏まえ、次の PDCA サイクルに反映させるために、改善等

のための工程を示した行動計画を記述してください。 

 

両学科ともに、独自科目における学習成果及び教育内容を検討していくことが今後の

課題であり、年度ごとに総括を行い、必要があれば教育課程の再検討を行っていく。 

学生自身の学習成果の把握を目的とし、セメスターごとに学習ポートフォリオを作成

させ、主体的に学習に取り組む姿勢を獲得させる。学生が取り組むべき課題を発見し、

具体的な行動につながるようゼミ担当教員と連携した決め細やかな支援を行う。 
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両学科の実習運営委員会（備付資料 46－14、46－15）とキャリア支援センターが連携

し、卒業生の卒業後評価の情報収集を行う。また卒業生アンケート、卒業生対象の学習

会・研究会等を継続的に実施し、情報を蓄積し、データベースとして活用できるように

していく。各学科で情報共有を行い、卒業後の学生の実践力という視点での学習成果の

点検を行い、必要に応じ、現行カリキュラムへの反映を行っていく。 

学習成果獲得に向けて、補習や課題の出し方などの授業上の工夫を授業担当者の裁量

のみではなく、学習不振者を含めて組織的な支援につなげていく方法について検討を進

めていく。また、学習進度の早い学生や、優秀な学生に対する取り組みについても、組

織的な取り組み方について検討する。その際、客観的資料に基づいて検討や作業を進め

ていく必要があるため、学生による授業評価については、その改善例を共有化するなど

組織的な取り組みにしていく。 

職員の事務機能については、業務の共有を図る。そのための人員配置などについて論

議を進めていく。また、学舎移転によって学科ごとの学舎が分離した中で、ネット会議

や資料の電子化への対応を行い、合理的な会議運営の方法を検討していく。そのために

は教職員のコンピュータ利用に関する知識やスキルアップなどを図る研修などを企画

していく。 

学生生活支援については、移転により、学科の学舎が離れたため、学生の自主的活動

（サークル・行事等）への支援が必要である。個別の学生に対する支援については、奨

学金制度の周知徹底や健康管理に関する支援を強化し、「学生支援室」（備付資料 46－

27）の利用方法についても、学舎移転後の条件変化の中で周知徹底の方法などを工夫し

ていく。さらに、障害を持つ学生の施設設備の充実については中長期的な計画の下に進

めていく。 

進路支援については、学舎移転後もきめ細やかな支援が可能となるように学科間およ

び教職員の連携を強化しつつ、キャリア支援コーナーを学生談話室の一角に設けるなど、

学生の主体的なアクセスにつながる環境設定を工夫する。 

入学者受け入れの方針については、入学試験運営委員会を中心に現行の入試方法と志

願者数の推移などを分析し、入学試験内容を検討していく。 

 

◇ 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。 

介護福祉学科では介護福祉士資格の取得に国家試験が導入されることに対応し、平成

23 年、試験対策を重視したカリキュラムへの改正を行った。卒業時に介護福祉士とし

ての求められる 3領域(人間と社会、介護、こころとからだのしくみ)の基礎的知識を確

かなものとすることを目的とし、以後、継続して内容の充実に努めている。その一環と

して、日本介護福祉士養成施設協会（介養協）の実施する卒業時共通試験の結果に応じ

た個別補習を実施し、国家試験で求められる水準の担保に努めている。 

また学生は、卒業前に、これまでの授業、実習での学びを振り返り、介護福祉士とし

て、尊厳の保持や自立支援などの原則を意識した介護に具体的にどのように取り組んで

いくのかについて深く考え、教員とも議論を交わし、最終的に「私の介護観」を執筆し

ている。この「私の介護観」は毎年、教員が冊子としてまとめ、学生に配布するともに
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図書館にも収めている。 

子ども福祉学科では 2年間の学びの集大成として、保育や幼児教育、児童福祉にかか

わる課題について自発的、科目横断的な学習能力を習得することを目的として「保育研

究ゼミ」を設け卒業研究レポートの作成を行っている。卒業研究レポートは「卒業研究

レポート集」としてまとめられ、毎年発刊されている。 

また、正課外の活動を通した大学運営への学生の参画の一貫として、オープンキャン

パス委員を学長から、図書館委員を図書館長から委嘱している。オープンキャンパス（キ

ャンパス案内、学生生活ガイダンス、実習体験のアシスタント等）や図書館運営（大学

祭における図書館からのコーナー出展や学内の読み聞かせ企画等）の企画を通して、学

生の意見表明と要求の実現に平行して取り組んでいる。そうした取り組みによって、学

生の主体性を引き出しつつ、学生生活の支援並びに学習成果の獲得に対する間接的な支

援を図っている。 

 

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

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

※ ここには、基準において、改善が必要な事項について、その現状、課題、改善計画及び行動計画

の概要を記述してください。 

 

 本学における教育資源は、人的資源、物的資源、技術的資源のいずれにおいても文部

科学省、厚生労働省に定められた基準に適応するように整備され、適切に運用されてい

る。 

教員配置は介護福祉学科、子ども福祉学科とも、文部科学省、厚生労働省の課程認定

に適応した配置がなされている。中長期的な課題としては教職員の年齢構成に目配りし

て、今後の採用計画を立てることが必要になっている。 

学科内で教授に昇任する教員を、計画的に育てることが必要になっている。そのため

には学会への参加、紀要への投稿に加えて、科研費等の外部資金獲得で研究活動を活性

化することが望ましい。 

財的資源は支出超過の課題が認められるが、入学生の定員充足と経営改善計画の推進

によって、抜本的な財政基盤の強化が望まれる。平成 28 年度の学舎移転計画も、長期

借入金の負担から脱却して、新たな大学づくりに踏み出す一歩だと言える。 

両学科とも、各種講座や事業にも取り組む努力をしている。それらの取組みは、収 

益につながるだけでなく、本学の存在を広める効果を期待している。 

介護福祉学科は、法人が所管している「あべのハルカス」の教室で、(株)ユーキャン

と提携して介護福祉士国家試験の受験者のために、平成 28 年度「実務者研修」スクー

リングを受託して実施する準備をしている。年間 5 クール実施するが、350名の受講生

が集まり、すでに満席となっている。また、大阪府の離職者訓練事業である「委託訓練

事業 介護福祉士養成科」を平成 28 年度は受託できたので、4 月から開講する準備を

している。 

子ども福祉学科は、幼保特例講座（備付資料 25）を開講して 3 年目になるが、平成

28年度は幼稚園教諭コースに絞って実施する。80 名の定員が、満席になっている。 

これらの受講生の紹介で受験に結びついた例がいくつかあるので、講座や事業が収益

だけでなく、受験生への呼び水になることを期待している。 

事務職員は専任職員が減っているので、多様な業務を処理するためには、職員集団と

しての力量を高めることが必要になっている。電算化により省力化することも必要であ

り、SD活動を意識的に取り組むことが欠かせない。 

移転に伴って、教育活動に支障をきたさぬように物的資源を整備し、図書館について

も教員と連携して充実をはかることが課題になっている。 

移転後には、学内サーバをクラウド化し、異なる学舎間のネットワーク構築を検討し

ている。これによりネット会議が可能になり、学舎間の移動が省けるメリットが生まれ

ることを期待している。 

校地の売却で一時的な資金の余裕は生まれるが、従来通り、経費の節減を継続しなけ

ればならない。 

 

様式 8－基準Ⅲ 
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［テーマ 基準Ⅲ-A 人的資源］ 

 

［区分 基準Ⅲ-A-1 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて教員組織

を整備している。］ 

 

基準Ⅲ-A-1の自己点検・評価 

※ 以下の観点を参照して、自己点検・評価を行い、（a）及び（b）を記述してください。 

 

(a)  現状 

本学の教員組織は、介護福祉学科、子ども福祉学科とも、文部科学省、厚生労働省の

課程認定に適応した教員配置がなされ、それぞれの学科ごとに学科長、教務主任などの

役割を決めて適切な教員組織が編成されている。子ども福祉学科は幼稚園免許状が取得

可能な教職課程を設けているため、文部科学省の定める教職課程に対応したものになっ

ている。 

本学の教員組織は、文部科学省、厚生労働省が定めている専任教員を、下の表のよう

に配置しており、短期大学設置基準にも適応したものとなっている（表ⅢA1-①）。 

 

（表ⅢA1-①）専任教員配置と指定基準との比較表 

学部・学科名 
収容

定員 

設置上必要専任教

員 
専任教員 

 うち 

教授 

教授 准教

授 

講師 計 

介護福祉学科 80 ７ 3 3 3 1 7 

子ども福祉学科 160 8 3 4 2 5 11 

大学全体の収容定

員に定める専任教

員数 

 3 1 1 0 2 3 

計 240 18 ７ 8 5 8 21 

 

専任教員の職位は学位、教育実績、研究業績、製作物発表、その他の経歴等、短期大

学設置基準の基準を充足している。 

教員を新規採用する場合や、内部教員を昇任させる場合の職位は、本人の教育実績、

研究業績、制作物発表等を勘案し、本学の規程や内規に則って定めている。そのために

「人事委員会規程」、「教員選考内規」、「教員資格審査基準」、「教員資格基準に関する申

し合わせ」等（備付資料 46－30、31、32、33）を定め、最終的に教授会の議を経て学長

が決定する。短期大学設置基準の規程は、これを充足している。 

両学科とも実習を伴う課程で、カリキュラムの中でも施設実習が占める割合が高い。

現場経験がある教員の指導が不可欠で、実習を重視する方針に基づいて非常勤教員を配

置している。 
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補助教員は配置していないが、教員が学生指導に専念できるように、実習に関する事

務は事務職員が担当している。 

上述したように、教員採用、昇任は本学の人事委員会規程や選考内規等に基づいて厳

正に行っている。 

 

(b) 課題 

教授職に就く教員を学科内で育成する必要がある。特に子ども福祉学科では、早急に

対策を立てなければならない。両学科とも実習を伴う課程なので、基準通りの教員配置

まで減らすと、手厚い指導体制が取れなくなる悩みもある。特任教員や非常勤教員を含

めて、教育水準を低下させない教員配置を考える。 

 

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］ 

（1） 短期大学及び学科・専攻課程の教員組織が編成されている。 

（2） 短期大学及び学科・専攻課程の専任教員は短期大学設置基準に定める教員数を充足

している。 

（3） 専任教員の職位は真正な学位、教育実績、研究業績、制作物発表、その他の経歴

等、短期大学設置基準の規定を充足している。 

（4） 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて専任教員と非常勤教員（兼

任・兼担）を配置している。 

（5） 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて補助教員等を配置してい

る。 

（6） 教員の採用、昇任はその就業規則、選考規程等に基づいて行っている。 

 

［区分 基準Ⅲ-A-2 専任教員は、学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づ

いて教育研究活動を行っている。］ 

 

基準Ⅲ-A-2の自己点検・評価 

※ 以下の観点を参照して、自己点検・評価を行い、（a）及び（b）を記述してください。 

 

(a)  現状 

創立以来、年 1 回、紀要『創発』が定期的に発刊されており、平成 26 年度まで刊行

された。平成 27年度の学舎移転にむけた諸準備で、この期のみ未発刊になった。 

専任教員には計画的に研究活動を行うように督励している。各種学会への参加、研修

会への出席なども積極的に行われている。これ以外にも学会誌、単行本などにも教員が

成果を発表している。研究発表や論文の多くは、それぞれの学科の教育活動に関連して

いて、「教育課程編成や実施の方針に基づいて成果をあげている」といえる。 

専任教員の研究活動の状況は、本学ホームページ上で公開されている。科学研究費に

ついては、2011年度初め、獲得に向けて、有識者を招いての学習会を開いたが、個人研

究としての獲得には至っていない。その他の外部研究費も獲得できた者はいない。 

「個人研究費規程」、「個人研究費規程細則」等、個人研究費を使用する研究活動につ
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いての規程は整備している。（備付資料 46－40、41）また平成 27 年度から学長裁量経

費による研究費規定も定めているが、まだ研究費を請求する申請が出ていない。 

専任教員には個人研究室が与えられており、相談や打ち合わせ用の相談室も用意され

ている。個人研究室には、専用のパソコン・プリンター、書棚、ロッカー、電話等が設

置されており、相談用のテーブルや椅子も備えている。 

本学では専任教員に対し週一日の研修日を確保し、その研究・研修時間の保障を行っ

ている。 

学術交流協定に基づき、毎年度ベトナムのサイゴン大学を訪問して交流を重ねている。

平成 26 年 12 月に第 13 回「日越友好学術ツアー」を実施した。2 年に一度、介護や子

育てに関するシンポジウムを開催してきた。平成 27 年度は、学生の参加希望者がいな

くなり、実施を見送っている。国際会議には個人的に参加した例はあるが、海外出張規

程は未整備である。 

FD 活動に関する規程は未整備であるが、平成 20 年度に FD 委員会を立ち上げ、平成

23 年度からは教職協働という観点から FD・SD 委員会として規程（備付資料 46－7）を

整備し、活動を継続している。 

活動内容は FD 活動、SD 活動の推進に関する企画・立案および実施である。特に、4

月の教職員ガイダンス、７月の教職員研修会の企画・立案および実施には、重点を置い

て実施している。また、学外で開催される FDあるいは SDに関連する研修会にも参加し

ている。また、授業改善のための授業アンケートの企画、分析も委員会活動として取り

組んでいる。 

授業改善の取り組みを広げるために、学生を対象とした授業アンケートだけではなく、

平成 26年度からは教員対象の授業アンケート調査（備付資料 61）を実施した。学生を

対象としたものについては、平成 27 年度は結果を各教員に返却したが、教員を対象と

したアンケートは、分析方法についての論議が不十分であり、それを活用して連携する

には至っていない。 

学習成果向上を目的に、学科会議、教務委員会、ＦＤ・ＳＤ委員会等が連携しながら

の取り組みについては、担当者間での協議を行っているが、組織的取り組みとしては不

十分であり、工夫や改善が求められる。 

 

(b)  課題 

研究発表がやや一部の教員に偏りつつある。全教員が、少なくとも年一回は研究成果

を発表することが望ましい。特に昨年度から設けている「学長裁量経費」への応募を督

励したい。紀要は教職員の努力を結集して、平成２８年度末には発刊する。 

FD活動については、規程を整備し、組織的な取り組みとなるよう改善が求められる。 

 

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］ 

（1） 専任教員の研究活動（論文発表、学会活動、国際会議出席等、その他）は学科・専

攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて成果をあげている。 

（2） 専任教員個々人の研究活動の状況が公開されている。 



大阪健康福祉短期大学 

   

 

 83  

（3） 専任教員は、科学研究費補助金、外部研究費等を獲得している。 

（4） 専任教員の研究活動に関する規程を整備している。 

（5） 専任教員の研究成果を発表する機会（研究紀要の発行等）を確保している。 

（6） 専任教員が研究を行う研究室を整備している。 

（7） 専任教員の研究、研修等を行う時間を確保している。 

（8） 専任教員の留学、海外派遣、国際会議出席等に関する規程を整備している。 

（9） FD活動に関する規程を整備している。 

（10） 規程に基づいて、FD活動を適切に行っている。 

（11） 専任教員は、学習成果を向上させるために短期大学の関係部署と連携している。 

 

［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 

※ 以下の観点を参照して、自己点検・評価を行い、（a）及び（b）を記述してください。 

 

(a)  現状 

大阪健康福祉短期大学事務組織及び事務分掌規程（備付資料 46－1）に基づき、業務

を遂行している。大学事務長、法人事務局長等を置き、責任を明確にしている。平成 28

年度に堺東学舎・堺市駅前学舎の両方に事務センターを置くことに伴い、事務長補佐を

2人にし、体制を強化することを決定した。 

専任事務職員のうち図書館職員は専門の資格を持ち業務にあたっている。専任事務職

員は、日本私立短期大学協会主催の研修会をはじめ、研修会等に可能な限り参加し、職

能の向上に努力している。参加者には、事務センター会議において報告を求め、情報の

共有を行っている。 

今年度は経験を積んだ専任事務職員の退職があり、後任は非常勤での補充となった。

優秀な非常勤職員を採用してはいるが、とりわけ学生担当は専任事務職員を配置できな

くなるなど、困難が生じている。 

また、大阪健康福祉短期大学事務組織および事務分掌規程を整備している。 

短期大学設置基準に則り、事務室を設置するとともに、パソコン等の情報機器、備品 

等を整備している。 

 防災対策として、消防計画を定め防火体制を整備し、消防署の協力も得て避難訓練を

行っている。また、校舎を耐震化している。情報セキュリティ対策として、ウィルス感

染対策、不正侵入対策、情報漏洩対策、機器障害対策をとっている。 

FD・SD 委員会規程を定めているが、SD 活動に関する規程は整備されていない。私立

短期大学協会が実施する教務、入試等分野ごとの研修会、大阪私立短期大学協会共同 SD 

推進委員会が実施する研修会に、職員を派遣しその内容を事務センター会議で発表、共

有するように努めている。 

毎週事務センター会議を開催（平成 27年度は 47回開催）し、問題の共有や業務改善

に努めている。平成 28 年 4 月の学舎移転に伴い、事務職員は 2 か所に分かれて勤務す

ることから、業務の洗い直しや人員配置、大学全体の事務のあり方についての検討を行
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ってきた。会議資料等のペーパーレス化、WEB会議の導入、バイク便による物流の確保

等、実施する予定である。 

専任事務職員は、各委員会の担当事務職員として、あるいは委員会の構成員として大

学運営に携わっている。 

 

(b)  課題 

本学は小規模な大学であり、専任職員の人数も限られている。少ない人員で多種多様

な業務を処理するには、各々の直接の担当以外の業務についても一定の理解が必要であ

る。また、各々の担当業務を深めることとあわせ、大学業務全般について理解を広げる

ことが不可欠である。個々のスキルアップのみならず、職員集団としての力量を高める

ことが必要である。 

今年度は専任事務職員の減少もあり、様々な業務を兼任していることから研修に参加

できなかった事例もある。今後、SD 活動の活発化に意識的に取り組む必要があるとと

もに、研修方針の確立が求められている。また、電算化による省力・正確化、職員構成

のあり方、人事異動等の方針確立など、意識的な取組みが求められている。 

防災対策として、体育館の耐震化、地震等の自然災害対策、BCP（事業継続計画）の

策定を行う必要があるが、移転計画の中で検討する。 

情報セキュリティ対策として、行動指針などの整備、集団的な管理体制の整備が必要 

である。 

 

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］ 

（1） 事務組織の責任体制が明確である。 

（2） 専任事務職員は、事務をつかさどる専門的な職能を有している。 

（3） 事務関係諸規程を整備している。 

（4） 事務部署に事務室、情報機器、備品等を整備している。 

（5） 防災対策、情報セキュリティ対策を講じている。 

（6） SD活動に関する規程を整備している。 

（7） 規程に基づいて、SD活動を適切に行っている。 

（8） 日常的に業務の見直しや事務処理の改善に努力している。 

（9） 専任事務職員は、学習成果を向上させるために関係部署と連携している。 

 

［区分 基準Ⅲ-A-4 人事管理が適切に行われている。］ 

 

基準Ⅲ-A-4の自己点検・評価 

※ 以下の観点を参照して、自己点検・評価を行い、（a）及び（b）を記述してください。 

 

(a)  現状 

就業規則をはじめ諸規程は、国の動きや学内の必要性に合わせて追加・訂正をしてい

る。就業規則、給与規程、諸規程を含めて、『大阪健康福祉短期大学規程集』（備付資料

45）を作成し、毎年度これに加除を加えている。教職員には 1 冊ずつ貸与しているが、
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平成 27年度末には不要になった規程を削除して、新しく規定集を再編集した。 

『健康福祉短期大学規程集』を教職員全員に貸与しているが、新採用の教職員には、

4月中旬に「教職員ガイダンス」（備付資料 28）を行って周知をはかっている。 

出勤簿、諸届けなど規程に沿って対処し、就業は適正に管理できている。 

 

(b)  課題 

規程集が膨大になり、「教職員ガイダンス」も毎年行っているが、なかなか全部を周

知させるのが困難になっている。教授会や各委員会などでも、「規定集」をいつも身近

に置いて議論することを習慣づけることに努める。 

 

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］ 

（1） 教職員の就業に関する諸規程を整備している。 

（2） 教職員の就業に関する諸規程を教職員に周知している。 

（3） 教職員の就業を諸規程に基づいて適正に管理している。 

 

テーマ 基準Ⅲ-A 人的資源の改善計画 

※ ここには、各区分の課題についての改善計画を記述してください。 

※ 改善計画の後に、テーマに関係する提出資料・備付資料の番号及び資料名を提出資料・備付

資料ごとに記載してください。 

 

教員組織の整備は中長期的な人事計画を検討する。両学科の構成と各学科の事情を考

慮して、全学的な観点から教員配置を考える。 

事務組織については、SD活動を活性化し、専門性を高める取組みが必要である。 

専任教員の研究活動の成果を発表するために、紀要『創発』を年一回、定期的に発行

する。毎年度実施している「教職員研修会」（備付資料 29）などで、積極的に研究成果

を発表するように督励する。 

事務職員は、私短協主催の研修会等に積極的に参加しており、毎週開く事務センター

会議で内容を報告し、共有できるように配慮しているが、個々のスキルアップと職員集

団としての力量を高める取組みを進める。 

法律改正などに合わせ諸規程を改定した場合には、就業規則等を見直し、すみやかに

周知・徹底させる。 

 

備付資料 

28. 教職員ガイダンス資料（平成 27年度） 

29. 教職員研修会資料（平成 27年度） 

45. 学校法人みどり学園大阪健康福祉短期大学規程集、同別冊 

46－1．大阪健康福祉短期大学事務組織および事務分掌規程 

46－7．大阪健康福祉短期大学ファカルティ・ディベロップメント及びスタッフ・ディベロ

ップメント委員会規程 

46－30．大阪健康福祉短期大学人事委員会規程 
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46－31．大阪健康福祉短期大学教員資格審査基準 

46－32．大阪健康福祉短期大学教員選考内規 

46－33．大阪健康福祉短期大学教員資格審査基準に関する申し合わせ 

46－40．大阪健康福祉短期大学個人研究費規程 

46－41．大阪健康福祉短期大学個人研究費規程細則 

61．「授業アンケート（教員用）」 

 

 

［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 

※ 以下の観点を参照して、自己点検・評価を行い、（a）及び（b）を記述してください。 

 

(a)  現状 

校地の面積は 6,288㎡であり、短期大学設置基準の規定を充足している。 

運動場（888㎡）を有している。 

校舎の面積は 6,155㎡であり、短期大学設置基準規定を充足している。 

校地と校舎は、正門から入り口まで点字ブロックの設置、エレベーターの階数表示な

どへの点字シールの貼付、段差の解消、障害者用トイレの設置など、障害者に対応して

いる。 

学科の教育課程編成・実施の方針に基づいて、授業を行う講義室・演習室（1,508 ㎡）、

実習室（711㎡）が用意されている。 

また、授業を行うための必要な機器・備品を整備している。 

適切な面積の図書館（257㎡）を有している。 

平成 27年度末時点での蔵書数は、23,098冊（表ⅢB1-①ⅰ、ⅱ、ⅲ）であり、閲覧座

席は、個人机・グループ机等 55席設置している。 

 

（表ⅢB1-①ⅰ）平成 27年度 和洋別所蔵冊数 

 和書 洋書 全体 

図書 22,831 267 23,098（冊） 

雑誌 107 2 109（誌） 

うち学術雑誌 74 2 76 

うち学術雑誌以外 33 0 33 

 

（表ⅢB1-①ⅱ）平成 27年度 電子・視聴覚資料 

 平成 27年度受入数 所蔵件数・所蔵冊数 
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電子ジャーナル 計 0 0（件） 

視聴覚資料 計 10 778（件） 

（表ⅢB1-①ⅲ）平成 27年度 図書・雑誌・視聴覚資料以外の所蔵数 

 種別 所蔵数 

機械・器具 計 視聴覚教材（DVDプレイヤー） 2台 

視聴覚教材（VHSプレイヤー） 3台 

視聴覚教材（TVモニター） 4台 

視聴覚器具（ヘッドフォン） 5点 

パーソナルコンピューター 8台 

ポータブル FDD 1台 

利用者用プリンター 1台 

スキャナー 1台 

実験器具（K式発達検査） 1式 

標本 計 なし 0点 

適切な面積の体育館（616㎡）を有している。 

 

(b)  課題 

現校地からの移転計画を、学科の教育課程編成・実施の方針に基づいて校地、校舎、

施設設備、その他の物的資源が整備できるように推進する。なお、移転後の平成 28 年

度に関する校地、校舎、施設設備については下表（表ⅢB1-②）のとおりである。 

 

（表ⅢB1-②）校地、校舎、施設設備等の比較表 

 平成 27年度 平成 28年度 基準面積 

校地面積 6,288 ㎡ 

内運動場（888㎡） 

4,419㎡ 2,800㎡ 

校舎面積 6,155 ㎡ 4,019㎡ 3,650㎡ 

 

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］ 

（1） 校地の面積は短期大学設置基準の規定を充足している。 

（2） 適切な面積の運動場を有している。 

（3） 校舎の面積は短期大学設置基準の規定を充足している。 

（4） 校地と校舎は障がい者に対応している。 

（5） 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて授業を行う講義室、演習

室、実験・実習室を用意している。 

（6） 通信による教育を行う学科の場合には、添削等による指導、印刷教材等の保管・発

送のための施設が整備されている。 

（7） 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて授業を行うための機器・備

品を整備している。 

（8） 適切な面積の図書館又は学習資源センター等を有している。 
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（9） 図書館又は学習資源センター等の蔵書数、学術雑誌数、AV資料数及び座席数等が

十分である。 

⑬  購入図書選定システムや廃棄システムが確立している。 

⑭  図書館又は学習資源センター等に参考図書、関連図書を整備して

いる。 

（10） 適切な面積の体育館を有している。 

 

［区分 基準Ⅲ-B-2 施設設備の維持管理を適切に行っている。］ 

 

基準Ⅲ-B-2の自己点検・評価 

※ 以下の観点を参照して、自己点検・評価を行い、（a）及び（b）を記述してください。 

 

(a)  現状 

会計取扱規程（備付資料 46－39）、同施設・設備・備品管理規程が制定され

ており、これらの規定に従い、施設設備、物品（消耗品、貯蔵品等）を維持管

理している。 

消防計画は整備しているが、地震対策・防犯対策についての諸規則は、整備

されていない。 

火災対策のための消防機器の定期的な点検、火災避難訓練は行っている。地

震対策では、耐震診断は行ったが、訓練は行っていない。防犯対策では、開校

時間外の機械警備を行っているが、防犯訓練は行っていない。                  

省エネルギー・省資源対策については、エレベーターの運転停止（必要時に

は運転）、コントロールパネルによる冷暖房運転（室温）チェック、廊下の間

欠点燈などにより、電気･ガス使用量を減少させている。省資源対策・リサイク

ル等については、印刷物・コピーの裏紙使用などとあわせ、紙ごみの分別回収、

ペットボトル・アルミ缶等の分別回収などを行い配慮している。 

コンピュータシステムのセキュリティ対策について、学内サーバにおいてはファイア

ウォールを設置、各クライアントにはセキュリティ対応ソフトを導入し、定期的なアッ

プデートを行っている。また外部からウィルス等が持ち込まれた場合は、情報システム

委員会より、教職員へ早急な注意喚起を行う体制をとっている。 

 

(b)  課題 

移転にともなう備品の移動もあり、備品管理台帳をあらためて整備する。リスクマネ

ジメント、地震・防犯対策のための諸規程を整備し、訓練などを通じ学生・教職員に周

知する。地球環境保全について、学生・教職員の意識を高めるとともに、省エネルギー・

省資源対策をさらに強化する。 

学舎移転に伴い、IT 関係での新たな脆弱性が発見された場合には、迅速な対応が求

められる。またデータ保持の観点から定期的なバックアップについても強化していくこ

とが必要であると考えられる。さらに移転に伴い、学内サーバをクラウド化し学内 LAN

の無線化及び異なる学舎間のネットワーク構築が課題となる。このことによって機器面
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でのセキュリティ対策はむしろ向上すると考えられるが、反面、使用側のセキュリティ

意識の向上（パスワードの管理の厳格化など）等の注意喚起が必要となる。 

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］ 

（1） 固定資産管理規程、消耗品及び貯蔵品管理規程等を、財務諸規程を含め整備してい

る。 

（2） 諸規程に従い施設設備、物品（消耗品、貯蔵品等）を維持管理している。 

（3） 火災・地震対策、防犯対策のための諸規則を整備している。 

（4） 火災・地震対策、防犯対策のための定期的な点検・訓練を行っている。 

（5） コンピュータシステムのセキュリティ対策を行っている。 

（6） 省エネルギー・省資源対策、その他地球環境保全の配慮がなされている。 

 

テーマ 基準Ⅲ-B 物的資源の改善計画 

※ ここには、各区分の課題についての改善計画を記述してください。 

※ 改善計画の後に、テーマに関係する提出資料・備付資料の番号及び資料名を提出資料・備付

資料ごとに記載してください。 

 

学舎移転計画に合わせて、機器・備品の更新、施設の維持管理等の方法など、新しい

課題に向けての調査・研究をする。学生の活動を保証できるように、施設・設備の整備

計画を立てる。 

 

 

備付資料 

46－39. 学校法人みどり学園会計取扱規程 

 

 

［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 

※ 以下の観点を参照して、自己点検・評価を行い、（a）及び（b）を記述してください。 

 

(a)  現状 

学科の教育課程編成・実施の方針に基づいて、学生対象には情報処理室、図書館、キ

ャリア支援室に必要な端末を整備し、教員には各自 1台のパソコンとプリンターを個人

研究室に配備し、職員には各自 1台のパソコンが配付されている。環境整備に関しては

情報システム委員会で検討し、パソコンの入れ替えやソフトウェアの更新を順次行って、

環境の向上・充実をはかっている。 

学生の情報技術の向上については、情報処理の授業を行うとともに、G-mail を利用
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したメールアドレスを配布し、卒業論文の作成や添削、キャリアアップ教育でその周知

と活用をはかっている。また、学科の教育課程編成にあたり、技術的資源が配分できる

ように各学科会議を中心に見直している。図書館司書によるコンピュータでの文献検索

講座を実施して、学内 LAN 及びコンピュータの利用促進をはかっている。また、Power 

Pointを利用した卒業研究論文発表を実施している。 

教員は、ビデオなどの視聴覚教材、Power Pointなどを積極的に活用し、授業効果を

高めている。 

学生の就職支援のために、キャリア支援センターに情報検索用のパソコンを配備し、

短大内から CiNii（ NII：国立情報学研究所学術情報ナビゲータ）などのオンラインデ

ーターベースサービスへアクセスできるようにしている。情報処理室、マルチメディア

を備えた中教室等は整備されている。 

平成 28年度には介護福祉学科で、学生にタブレット端末の貸与を検討している。 

 

(b) 課題 

コンピュータ関連のリース料などはかなり高額で、財政的にも負担が大きい。業者の

選定などを精査し、コスト面も考慮しながら充実をはかる。情報的資源に関する機器備

品等の整備については、今後も計画的に充実するとともに、教職員の情報技術の向上を

はかる組織的な取り組みが必要である。 

 

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］ 

（1） 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて技術サービス、専門的な支

援、施設、ハードウェア及びソフトウェアの向上・充実を図っている。 

（2） 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて情報技術の向上に関するト

レーニングを学生及び教職員に提供している。 

（3） 技術的資源と設備の両面において計画的に維持、整備し、適切な状態を保持してい

る。 

（4） 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて技術的資源の分配を常に見

直し、活用している。 

（5） 教職員が学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて授業や学校運営に

活用できるよう、学内のコンピュータ整備を行っている。 

（6） 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて、学生の学習支援のために

必要な学内 LANを整備している。 

（7） 教員は、新しい情報技術などを活用して、効果的な授業を行うことができる。 

（8） 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて授業を行うコンピュータ教

室、マルチメディア教室、CALL教室等の特別教室を整備している。 

 

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 

※ ここには、各区分の課題についての改善計画を記述してください。 

※ 改善計画の後に、テーマに関係する提出資料・備付資料の番号及び資料名を提出資料・備付

資料ごとに記載してください。 
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来年度、移転以降の会議をネット会議にするなど、経営改善計画の経営方針に基

づいて、技術的資源の充実を図る。 

 

［テーマ 基準Ⅲ-D 財的資源］ 

 

［区分 基準Ⅲ-D-1 財的資源を適切に管理している。］ 

 

基準Ⅲ-D-1の自己点検・評価 

※ 以下の観点を参照して、自己点検・評価を行い、（a）及び（b）を記述してください。 

 

(a)  現状 

平成 22 年度から 5 年間、文部科学省私学部参事官室の指導を受けて、経営改善計画

に取り組んでいるが、その努力の成果は徐々に現れている。平成 22 年度、平成 23 年

度、平成 24 年度の 3 年間、資金収支及び消費収支は、わずかずつではあるが、最終決

算で黒字になっている。しかし平成 26年度と平成 27年度は若干の赤字に転じた。平成

27年度から 5年間、さらに経営改善計画に取り組むように指導を受けている。 

消費収支で赤字を出さないことを目標に、教職員の協力を得て取り組んだ成果である

が、黒字に転じた最大の要因は、人件費の削減に負うところが大きい。今後は学生募集

を成功させて、教職員の待遇改善や教育費の充実をはかることが課題となっている。毎

年度末には、参事官室からは毎年度末に「引き続き経営改善計画に取り組むこと」とい

う指摘事項を受けている。 

学校法人みどり学園は、幼稚園と短期大学の 2事業にかかわっている。幼稚園は、小

規模ではあるが、園児募集も順調で経営的には安定している。短期大学は介護福祉学科

と子ども福祉学科を設置しているが、介護福祉学科の学生募集が年々困難になっている。

子ども福祉学科の募集は改善していて、平成 24年度は定員の 80％までしか学生を確保

できなかったが、平成 25年度以降は 90％の入学生を確保し、それ以後も順調に学生確

保は出来ている。 

規模が小さい法人なので、それぞれの事業を成功させることが重要だが、特に短大の

学生確保が焦眉の課題である。 

短大の財政を立て直すために、平成 27 年度に学舎を売却して、3 月末に長期借入金

を一括返済した。これにより、負債から免れて資金の余裕もできたので、駅に近い交通

至便な場所にあるビルの部屋を賃借して、新たに短大を作り直すことに踏み切った。 

平成 28年 4月には、新しい学舎で新学年を迎える。 

退職給与引当金等は目的どおりに引き当てられているが、さらに充実したい。 

資産運用については、銀行の定期預金などに預けている。 

教育研究費は帰属収入の 20％を超えているので、図書館などの資金配分についても

改善をはかる。 

   

(b)  課題 
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平成 27 年度の学舎売却・移転に伴って、一時的に資金的な余裕はできるが、財的資

源を確保するためには、入学定員充足が最重要課題となっている。 

そのために年間オープンキャンパスを 10回以上、各種入学試験を 14回以上実施して

いる。オープンキャンパス参加者が年々増加してきたが、学舎移転の影響で減少を懸念

している。進学ガイダンス等に力を入れて、定員充足に近づけるよう努力する。 

各種補助金の確保、科研費等の外部資金の確保なども、当面の課題となっている。 

今後は学生募集を成功させて、教職員の待遇改善や教育費の充実をはかることも重要

な課題となっている。また施設・設備の償却費を備蓄して新たな発展計画を立てること

が求められている。 

 

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］ 

（1） 資金収支及び事業活動収支は、過去 3 年間にわたり均衡している。 

（2） 事業活動収支の収入超過又は支出超過の状況について、その理由を把握している。 

（3） 貸借対照表の状況が健全に推移している。 

（4） 短期大学の財政と学校法人全体の財政の関係を把握している。 

（5） 短期大学の存続を可能とする財政が維持されている。 

（6） 退職給与引当金等が目的どおりに引き当てられている。 

（7） 資産運用規程を整備するなど、資産運用が適切である。 

（8） 教育研究経費は経常収入の 20％程度を超えている。 

（9） 教育研究用の施設設備及び学習資源（図書等）についての資金配分が適切である。 

（10） 入学定員充足率、収容定員充足率が妥当な水準である。 

（11） 収容定員充足率に相応した財務体質を維持している。 

 

［注意］ 

基準Ⅲ-D-1について 

 文部科学省高等教育局私学部参事官の指導を受けている場合は、その経過の概要を記

述する。 

 

［区分 基準Ⅲ-D-2 量的な経営判断指標等に基づき実態を把握し、財政上の安定を確

保するよう計画を策定し、管理している。］ 

 

基準Ⅲ-D-2の自己点検・評価 

※ 以下の観点を参照して、自己点検・評価を行い、（a）及び（b）を記述してください。 

 

(a) 現状 

少子高齢社会を支える人材育成が、本学の教育目標である。両学科とも資格を取 

得して、現場で役立つ職業人を育成するのが使命であるが、介護福祉学科において取得

可能であった介護福祉士資格について、卒業後の国家試験導入が決定されたことを受け、

カリキュラムを検討し国家試験対策を万全にした。国家試験合格率を上げることによっ
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て本学の評価向上を図り、学生募集につなげていくことに努めている。また子ども福祉

学科で取得可能な保育士資格、幼稚園教諭免許状をめぐっては、平成 27 年 4 月からの

子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、認定こども園の増加が見込まれることを受け、

学生に保育士資格と幼稚園教諭免許の両方を取得するようさらに督励し、新制度に対応

した人材育成を図ると共にその取得率を向上させ、学生募集につないでいくことに努め

ている。 

両学科で育成している資格者は、介護や保育の分野が深刻な人手不足に悩んでいるの

で、貴重な人材として期待されている。優れた卒業生を送り出すことが、将来にわたっ

て本学に期待される役割だと自覚している。 

短期大学の強み・弱みなどの客観的な環境分析は、毎年、経営改善計画の中でも行っ

ている。強みは各学舎が交通至便で駅近くにあることや、両学科とも求人数が多くて、

希望を持って努力している学生は、両学科ともほぼ間違いなく就職できることである。 

子ども福祉学科は保育士資格と幼稚園教諭 2 種免許状が卒業と同時に取得できること

が強みである。認定こども園が普及すると、この 2 つの資格が必要になるが、競争相手

の専門学校では幼稚園教諭の免許が取れないので、短大の優勢性を強調できる。 

学生募集対策は、法人では経営委員会が、大学では入試運営委員会が担当している。

学生募集をすすめるために、本学独自の学費補助制度を策定した。学納金計画について

は、延納、分納、最終支払い時期等についての規則を整備している。 

人事計画については、平成 22 年度の経営改善計画策定から、定年退職、退職教職員

の不補充を原則として守り、全体的にスリム化してきた。教職員の採用や昇進について

は、人事委員会や教授会の議を経て学長が承認する。人事に関する規程も整備している。 

施設設備の将来計画で、経営委員会は体育館の耐震補強工事を最優先にしていたが、

学舎を売却して移転する計画が出されて整備計画は白紙に戻している。 

外部資金については、平成 25 年 8 月にみどり学園は、文部科学省から税額控除が適

用される法人として認められた。この制度を生かして引き続き寄付募集に取り組む。 

平成 27 年度に学舎を売却して移転を計画しているが、新学舎は次のようになる予定

である（表ⅢD2-①）。 

 

（表ⅢD2-①）平成 28年度からの新学舎の概要 

学舎名 住所 主たる使用目的 

堺東学舎 堺市堺区南花田口町 2-3-

20三共堺東ビル 

・主として子ども福祉学科

の授業 

・大学本部 

堺市駅前学舎 堺市堺区東東雲町 1-2-7 

出原ビル 

・主として介護福祉学科の

授業 

鳳学舎 堺市西区鳳南町 5-598 ・両学科の実技・実習に関

する授業 

リバティプラザ 堺市堺区翁橋町 1-1-17 ・体育、音楽等の授業 

・放課後の活動 
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介護福祉学科は入学定員を 60名から 40名に減らし、全国的に同科への志願者が減少

している実情に合わせた。教職員数は転退職者の不補充を維持してきたので、かなりス

リムになったが、文部科学省の教員配置基準に照らし合わせると、まだ 3名過員になっ

ている。今後とも経費のバランスが保てるように、教育内容を維持しながら教職員数を

適正配置に近づける。 

施設設備については、両学科を構成するのに必要最小限で、余分な部分は無いと理解

しているが、消耗品やリース料、高熱水費等の削減につとめる。 

経営情報の公開は、学内で予算・決算についての説明会を、毎年度に数回ずつ開催し

て、教職員に現状を理解して、大学運営への協力を呼びかけている。危機意識は概ね共

有できていると考えている。 

 

(b)  課題 

本学の強みを生かして、どのように知名度を上げるかが課題である。まだ本学を知ら

ない高校生は多いというのが実情である。平成 28 度は学舎が移転するので、急いで周

知・徹底をはかる必要がある。 

 

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］ 

（1） 短期大学の将来像が明確になっている。 

（2） 短期大学の強み・弱みなどの客観的な環境分析を行っている。 

（3） 経営実態、財政状況に基づいて、経営（改善）計画を策定している。 

① 学生募集対策と学納金計画が明確である。 

② 人事計画が適切である。 

⑮  施設設備の将来計画が明瞭である。 

⑯  外部資金の獲得、遊休資産の処分等の計画を持っている。 

（4） 短期大学全体及び学科・専攻課程ごとに適切な定員管理とそれに見合う経費（人件

費、施設設備費）のバランスがとれている。 

（5） 学内に対する経営情報の公開と危機意識の共有ができている。 

 

テーマ 基準Ⅲ-D 財的資源の改善計画 

※ ここには、各区分の課題についての改善計画を記述してください。 

※ 改善計画の後に、テーマに関係する提出資料・備付資料の番号及び資料名を提出資料・備付

資料ごとに記載してください。 

※  

文部科学省へ提出する「経営改善計画」に沿って、着実に財的資源が改善できるよう

に取り組む。介護福祉学科を、近い将来、どのように運営をするのか、理事会でも教授

会でも意見を出し合い、解決策を考える。 

教職員全員で学生募集に協力して、学納金による収入増を図り、施設設備、図書費等

の学習資源への資金配分を充実する。 

各種補助金の獲得に努力する。 
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基準Ⅲ 教育資源と財的資源の行動計画 

※ ここには、各テーマの改善計画を踏まえ、次の PDCA サイクルに反映させるために、改善等

のための工程を示した行動計画を記述してください。 

 

人的資源に関する行動計画は、今後も計画的な教職員配置により、本学の特徴である

「少人数教育」をはじめ教育内容を保障する教職員体制を維持するよう努める。中長期

的な人事計画を検討し、教員組織を整備する。FD活動をさらに推進し、教員、職員とも

研修に励み、活気ある大学づくりを目指す。特に教員は、個人研究費や学長裁量経費な

どを活用して研究に励み、その成果を紀要『創発』などで積極的に発表することが期待

される。また、教職員全体の能力向上をはかるため、平成 28年度中には SD活動推進計

画の策定と体制整備を行う。 

物的資源、財的資源の両面に関する行動計画の基礎をなすのは、現学舎の売却・移転

である。平成 30 年度からの高校生急減期を控えて、かねてから経営委員会では本学の

将来構想について検討を重ねてきた。その結果、子ども福祉学科は堺市の中心地である

堺東駅前に進出させ、介護福祉学科は従来から縁のある堺市駅前に置くことが最善であ

るとの結論に達した。斎場や刑務所に隣接し、十分な教育環境といえない現在の物的状

況を、鉄道駅から至近の学舎を確保・移転することにより改善するとともに、売却によ

る資金を確保し財的状況を抜本的に改善する。 

物的資源に関する行動計画は、堺東学舎（短大本部・子ども福祉学科）、堺市駅前学

舎（介護福祉学科）、鳳学舎（両学科実習室・図書館本館）を中心とした移転計画を実

行する。設置基準等にもとづく必要な施設・設備を整備する。運動場にかわる屋内施設

を確保し、サークル活動など学生の自主活動も保障する。また、技術的資源の改善につ

いても、ノートパソコン（タブレット）の学生 1 人 1 台の貸与、学舎の WIFi 化など、

学生および教職員にとって最適な環境を整備する。移転後の定期的な防災訓練の実施や

情報セキュリティのあり方などを検討し、安全・安心の環境整備に努める。さらに、平

成 29 年度中には中長期的な施設改善・配置計画を策定し、計画的な用地等の確保を進

める。 

財的資源に関する行動計画として、経営改善計画（平成 27 年度～31 年度（5カ年））

（備付資料 67）では、目標年度（平成 31年度）において、介護福祉学科は入学定員 40

名の半数の 20名以上、子ども福祉学科は定員 80名の 90％の 72名以上の入学者の確保

をめざし、平成 30 年度には収支を黒字に転化させるとしている。一方、入学者数の状

況によっては、両学科統合なども検討することにしている。現学舎売却による安定的な

財務基盤を確保し、何よりも入学者の増加や外部資金の獲得等による収入を増加させる

とともに、教育内容・環境の充実を図り、新たな奨学金制度の創設など学生支援を継続

的に充実させていく。教職員の協力を得て、目標達成できるよう努める。  

 

◇ 基準Ⅲについての特記事項 

（1）以上の基準以外に教育資源と財的資源について努力している事項。 

両学科とも、講座や事業にも取り組む努力をしている。それらの取組みは、収益につ

ながるだけでなく、本学の存在を広める効果を期待している。 
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介護福祉学科は、法人が所管しているあべのハルカスキャンパスフロア内「ハルカス

アバンスペース」の教室で、(株)ユーキャンと提携して介護福祉士国家試験の受験者の

ために、平成 28年度「実務者研修」スクーリングを受託して実施する準備をしている。

年間 5クール実施するが、350名の受講生が集まり、すでに満席となっている（表Ⅲ特

-①）。また、大阪府の離職者訓練事業である「委託訓練事業 介護福祉士養成科」を平

成 28年度は受託できたので、4月から開講する準備をしている（表Ⅲ特-②）。 

子ども福祉学科は、幼保特例講座を開講して 3 年目になるが、平成 28 年度は幼稚園

免許状取得コースに絞って実施する。80名の定員がすでに満席になっている（表Ⅲ特-

③）。 

 

（表Ⅲ特-①）平成 28年度「実務者研修」スクーリングの概要 

１ 「実務者研修」の目的 

「実務者研修」は、平成 27 年度からの介護福祉士試験を受験しようとする実務者

に対して受講が義務づけられるものであり、幅広い利用者に対する基本的な介護提供

能力の修得に加え、医療的ケアに関する知識及び技能の習得を目的とされている（※

1）。受講時間は 450 時間とされているが、すでに取得している資格によって受講免

除の制度が設けられている（※2）。 

 

２ 「実務者研修」スクーリングの内容 

科目名 日数 科目の概要 

介護過程Ⅲ ５日間 介護過程の意義、目的を理解した上で、知識・技術を総合的

に活用し、利用者の状況に応じた介護過程の実践的展開を行

う。事例を基に ICF（国際生活機能分類）に基づくアセスメ

ント、個別援助計画の作成をグループワーク形式で行う。 

 スクーリング終了時に、介護技術総合演習として個別に実

技の習熟度評価を行う。 

医療的ケア演習 ２日間 器具や人体シミュレーターを使用しての実技演習（規定の実

技回数） 

・喀痰吸引：口腔・鼻腔・気管カニューレ内部からの痰の吸

引方法 

口腔（５回以上）、鼻腔（５回以上）、気管カニューレ内部

（５回以上） 

・経管栄養：胃ろう又は腸ろう・経鼻からの経管栄養の方法 

胃ろう又は腸ろう（５回以上）、経鼻経管栄養（５回以上） 

・救急蘇生法：ＡＥＤの使用含む （１回以上） 

 

３ 定員と履修者数の経緯 

平成 28年度は 1クールあたり 40名×2クラス(80名)を年間 5クールで実施する。

順調に履修希望者は集まっており、ほぼ定員を満たす見込みである。 
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（※1）「介護保険法施行規則」（平成 11年 3月 31日厚生省令第 36号）並びに「社

会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令」（平成 23 年 10 月 21

日厚生労働省令第 132号）によって定められている。 

（※2）資格なし（受講時間 450時間：免除なし）、ホームヘルパー3級取得者（受講

時間 420時間：免除時間 30時間）、ホームヘルパー2級取得者（受講時間 320時間：

免除時間 130時間）、介護職員初任者研修取得者（受講時間 320時間：免除時間 130

時間）、ホームヘルパー1級取得者（受講時間 95時間：免除時間 355時間）、介護職

員基礎研修取得者（受講時間 50時間：免除時間 400時間）。 

 

（表Ⅲ特-②）平成 27年度「委託訓練事業 介護福祉士養成科」の概要 

１ 「委託訓練事業 介護福祉士養成科」の目的 

大阪府が民間教育訓練機関に委託して実施する「離職者等が就職するにあたり必要

とする職業能力の開発を行い、求職者の早期就職を支援すること」を目的とした事業

であり、とりわけ介護福祉士養成施設（２年課程）において介護福祉士を養成する。 

 

２ 「委託訓練事業 介護福祉士養成科」の内容 

大阪府の離職者訓練事業の制度に基づき介護福祉学科別科生として本学に入校し

た者が、養成課程 2年間で介護福祉に関する専門的、知識技術を実践的に学び、国家

資格である介護福祉士資格を取得し、介護職への再就職の促進をはかることを目的と

している。就職指導などを行うゼミを除き、本学の本科生のカリキュラムと同一の内

容を 2年間の年限内で履修する。 

 

３ 「委託訓練事業 介護福祉士養成科」の開講科目 

介護福祉学科授業科目履修内規に基づき、介護福祉士国家資格の取得に必要な 3領 

域(人間と社会、こころとからだのしくみ、介護)の授業科目(86 単位)及び医療的ケ

ア概論・演習(5 単位)、就職指導を行うキャリアアップゼミナール(8 単位)を開講し

ている。 

 

４ 履修者数の経緯 

 
 

 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

入校者（名） 19 受託なし 11 

修了者（名） 該当なし 14（26年度入校者） 該当なし 

 

（表Ⅲ特-③）特例講座の概要 

１ 特例講座の目的 

「保育士資格及び幼稚園教諭免許状取得のための特例制度（※1）」を開講し、科目
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等履修生を募集する 

 

２ 特例講座の内容 

 基礎資格（保育士資格もしくは幼稚園免許状のいずれか）を有する者であって、実

務経験のある者（※2）に対し、主に土日を活用して授業を行い、その単位取得に応

じて保育士資格もしくは幼稚園免許状の取得を可能とするもの。 

 

３ 特例講座の開講科目 

 （１）幼稚園教諭免許状取得コース（平成 26～現在に至る） 

教職に関する

科目 

免許法施行規則に定める科目区分等 本学開講科目名 単位数 

（授業回数） 科目 各科目に含める必要事項 

教職の意義等に関す

る科目 

教職の意義及び教員の役

割 

教職論 2（15回） 

教員の職務内容（研修、含

む及び身分保障等を含む） 

教育の基礎理論に関

する科目 

教育に関する社会的、制度

的又は経営的事項 

教育原理 2（15回） 

教育課程及び指導法

に関する科目 

教育課程の意義及び編成

の方法 

教育課程論 2（15回） 

保育内容の指導法 保育内容（総論） 2（15回） 

教育の方法及び技術（情報

機器及び教材の活用を含 

む。） 

教育方法論 2（15回） 

生徒指導、教育相談

及び進路指導等に関

する科目 

幼児理解の理論及び方法 保育・教育相談演習Ⅰ 1（8回） 

 

 （２）保育士資格取得コース（平成 26～27年度） 

指定教科目 特例による新設科目 本学開講特例教科目名 単位数（授業回数） 

社会福祉 福祉と養護 福祉と養護 2（15回） 

社会的養護 

児童家庭福祉 

家庭支援論 相談支援 相談支援 2（15回） 

保育相談演習 

子どもの保健Ⅰ 保健と食と栄養 保健と食と栄養 2（15回） 

子どもの食と栄養 

乳児保育 乳児保育 乳児保育 2（15回） 

 

４ 定員と科目等履修者数の経緯（※3） 
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 平成 26年度 

（前期：5～9月） 

平成 26年度 

（後期：11～2月） 

平成 27年度 

（前期：5～9月） 

平成 28年度 

（前期：5～9月） 

幼稚園免許状取得コ

ース 
79（80） 82（80） 105（100） 85（80） 

保育士資格取得コー

ス 
53（80） 39（80） 25（60） 開講せず 

履修者（定員）名 

 

（※1）文部科学省「幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例」並び

に厚生労働省「幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例」に基づく

制度。 

（※2）子ども・子育て支援新制度の施行後５年以内に次の施設において「３年以上

かつ 4320 時間以上」の実務経験を有する者（複数施設における合算可能）。①幼稚

園（特別支援学校幼稚部を含む）、②認定こども園、③保育所、④公立の認可外保育

施設、⑤へき地保育所、⑥幼稚園併設型認可外保育施設、⑦認可外保育施設（認可外

保育施設指導監督基準を満たし、一定基準の集団により、継続的に保育を行う施設）。 

（※3）一部科目履修者を含む。 

 

 

（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。 

科研費を申請してもまだ獲得するに至っていない。研究意欲を高めるためにも、ぜひ

獲得をめざしたい。 
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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 

※ ここには、基準において、改善が必要な事項について、その現状、課題、改善計画及び行動計画

の概要を記述してください。 

 理事長と学長は学生時代からの知己で、お互いによく理解し合っている。学長は、理

事長が経営している「みどり幼稚園」の評議員を長年引き受けており、両者の教育観も

共通部分が多い。本学設立の理念や教育方針には、両者とも賛同していて、常にそこへ

立ち戻ることを教職員にも要求している。 

 本学の将来は、これらの理念や方針を土台に据えないと語ることは出来ない。迷った

ときには、一旦その考え方に戻ってみよう ―― これは学長が、学生にも教職員にも

常に投げかける信条である。 

理事長と学長は、学校法人及び大学の運営全般にわたってリーダーシップを発揮して

いる。理事会及び教授会等は、法令や諸規程に基づいて運営され、その機能と役割を果

たしている。 

 理事会の前段に経営委員会があり、教授会の前段には運営会議が置かれている。 

 経営委員会は、7名の理事で構成し、運営会議は、図書館長、学科長、教務委員長な

どで構成されている。各委員会の議事録の報告を受け、当面する議題の審議を行い、教

授会の議題整理している。 

 学長は、どちらの会議にも出席していて、大学運営全般を知る立場にある。 

 理事長と学長は、これらの会議の審議を踏まえて、理事会や教授会で的確な判断をし

ている。 

 平成 27 年度は、本学の移転準備という大問題に直面したが、理事長・学長は教職員

を励まし、移転の積極的な側面を訴えて不安を取り除き、新しい大学づくりを目指すと

いう目標で教職員を意思統一させている。 

 このように本学におけるガバナンスとリーダーシップは、教職員の協力を得ながら、

法令や規程に基づいて発揮されている。 

 理事長は、経営改善計画を進めるためにも従来から経営状況の情報公開をして、教職

員の理解と協力を得るように務めている。年間数回、理事長が教職員に財政状況を説明

している。 

  以上のように、理事長と学長は、学校法人及び大学の運営全般にわたってリーダー

シップを発揮している。理事会及び教授会等は、法令や諸規程に基づいて運営され、そ

の機能と役割を果たしている。 

  

 

［テーマ 基準Ⅳ-A 理事長のリーダーシップ］ 

 

［区分 基準Ⅳ-A-1 理事会等の学校法人の管理運営体制が確立している。］ 

 

基準Ⅳ-A-1の自己点検・評価 

※ 以下の観点を参照して、自己点検・評価を行い、（a）及び（b）を記述してください。 

様式 9－基準Ⅳ 
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(a) 現状 

理事長は、建学の精神及び教育理念・目的を理解し、学園の発展に寄与できる適任者

である。学校法人の運営全般にリーダーシップを適切に発揮している。 

理事長は学校法人みどり学園の創始者の孫に当たり、すでに 30 年以上みどり学園の

理事長を務めている。本学の教育理念、目的をよく理解した上で本学を創設したので、

本学を発展させるのに最もふさわしい人物である。 

理事長は、学校法人を代表し、その業務を総理している。大学の日常業務については

常務理事に一定の権限を与えているが、財政・経営については責任を持って総理してい

る。大学の運営には法的責任が伴うことを認識し、必要に応じて弁護士や公認会計士に

も相談している。 

理事長は、毎会計年度終了後２カ月以内に監事の監査を受け、「寄付行為」（資料 22）

により、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)を評議員会に報告し、その意見を求めている。 

上記のことはすべてみどり学園の寄付行為に定められており、それに基づいて実施し

ている。 

理事長は、「寄付行為」に基づいて理事会を開催し、学校法人の意思決定機関として

適切に運営している。理事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、寄付行為の定めるところにより、議長を務め理事会の運営を民主的に行

っている。 

理事長を補佐するために、平成 27 年 3 月の理事会で寄付行為を変更し副理事長の設

置を決定し、同年 5月に選出・承認した。短期大学の諸問題に敏速に対応するため、経

営委員会を置き毎月 1回定例的に開催している。 

第三者評価にあたっては、報告書の作成をはじめ、全般的な指示・監督をする役割を

担って、報告書は最終的に理事会で承認している。 

理事会は、短期大学発展のために、学内外の情報を収集し、大学運営に関する法的な

責任があることを認識し、学校法人運営と短期大学運営に必要な規定を整備している

（表ⅣA1-①ⅰ、ⅱ）。 

 

（表ⅣA1-①ⅰ）学校法人運営と短期大学運営に必要な規定の一覧（規程集） 

○大阪健康福祉短期大学憲章 

 

Ⅰ 法人・管理運営関係 

1 

(総則)学校法人みどり学園寄付行為 

(総則)学校法人みどり学園常務理事業務分掌規程 

(総則)学校法人みどり学園大阪健康福祉短期大学経営委員会規程 

(総則)大阪健康福祉短期大学人権侵害防止等に関する規程 

(総則)大阪健康福祉短期大学個人情報基本方針 
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Ⅱ 学校管理運営関係 

1 

(総則)大阪健康福祉短期大学学則 

(総則)大阪健康福祉短期大学文書処理規程 

(総則)大阪健康福祉短期大学公印規程 

(総則)大阪健康福祉短期大学教職員倫理規程 

 

2 

(会議)大阪健康福祉短期大学教授会運営規程 

(会議)大阪健康福祉短期大学運営会議規程 

(会議)大阪健康福祉短期大学介護福祉学科会議規程 

(会議)大阪健康福祉短期大学子ども福祉学科会議規程 

(会議)大阪健康福祉短期大学評価委員会規程 

(会議)大阪健康福祉短期大学将来構想委員会規程 

(会議)大阪健康福祉短期大学教務委員会規程 

(会議)大阪健康福祉短期大学介護福祉実習運営委員会規程 

(会議)大阪健康福祉短期大学子ども福祉学科実習運営委員会規程 

(会議)大阪健康福祉短期大学教育実習連絡委員会規程 

(会議)大阪健康福祉短期大学介護福祉ゼミ指導教員会議規程 

(会議)大阪健康福祉短期大学子ども福祉学科ゼミ指導教員会議規程 

(会議)大阪健康福祉短期大学学生委員会規程 

(会議)大阪健康福祉短期大学保健委員会規程 

(会議)大阪健康福祉短期大学進路・就職指導委員会規程 

(会議)大阪健康福祉短期大学入学試験運営委員会規程 

(会議)大阪健康福祉短期大学情報システム委員会規程 

(会議)大阪健康福祉短期大学付属福祉実践研究センター規程 

(会議)大阪健康福祉短期大学国際交流委員会規程 

(会議)大阪健康福祉短期大学フアカルテイ・テ･イベロツプメント及びスタッフ・デ

ィベロップメント委員会規程 

(会議)大阪健康福祉短期大学学生支援室規程 

(会議)大阪健康福祉短期大学アドミッション・オフィス規程 

(会議)大阪健康福祉短期大学 IR（Institutional Research）委員会規程 

(会議)大阪健康福祉短期大学教員評価委員会規程 

 

3 

(図書館)大阪健康福祉短期大学図書館規程 

(図書館)大阪健康福祉短期大学資料管理規則 

 

4 
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(教学)大阪健康福祉短期大学教学規程 

(教学)大阪健康福祉短期大学介護福祉学科授業科目履修規程 

(教学)大阪健康福祉短期大学子ども福祉学科授業科目履修規程 

(教学)大阪健康福祉短期大学学位規程 

(教学)大阪健康福祉短期大学科目等履修生規程 

 

5 

(学納金)大阪健康福祉短期大学納付金等納入規程 

(学納金)大阪健康福祉短期大学受験生・入学生のための補助制度 

(学納金)大阪健康福祉短期大学受験生・入学生のための補助制度実施規定 

 

Ⅲ 就業・人事関係 

1 

(人事)大阪健康福祉短期大学就業規則 

(人事)大阪健康福祉短期大学教職員給与規程 

(人事)大阪健康福祉短期大学育児休業規則 

(人事)大阪健康福祉短期大学介護休業規則 

 

2 

(服務・資格)大阪健康福祉短期大学学長選考規程 

(服務・資格)大阪健康福祉短期大学副学長任命規程 

(服務・資格)大阪健康福祉短期大学図書館長任命規程 

(服務・資格)大阪健康福祉短期大学学科長任命規程 

(服務・資格)大阪健康福祉短期大学教務主任任命規程 

(服務・資格)大阪健康福祉短期大学名誉教授称号授与規程 

(服務・資格)大阪健康福祉短期大学特任教員規程 

(服務・資格)大阪健康福祉短期大学特命教員規程 

(服務・資格)大阪健康福祉短期大学ＡＬＯ選考規程 

(服務・資格)大阪健康福祉短期大学教員人事委員会規程 

(服務・資格)大阪健康福祉短期大学教員資格審査基準 

(服務・資格)大阪健康福祉短期大学非常勤講師採用規程 

 

Ⅳ 財務関係 

1 

(経理)学校法人みどり学園会計取扱規程 

(経理)学校法人みどり学園旅費規程 

(経理)学校法人みどり学園役員報酬規程 

(経理)学校法人みどり学園慶弔規程 

(経理)学校法人みどり学園財務書類閲覧規程 
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2 

(資産等)学校法人みどり学園施設・設備・備品管理規程 

 

3 

(研究費)大阪健康福祉短期大学個人研究費規程 

(研究費)大阪健康福祉短期大学教育改善推進費（学長裁量経費）規程 

 

 

（表ⅣA1-①Ⅱ）学校法人運営と短期大学運営に必要な規定の一覧（規程集別冊） 

１ 法人 

○学校法人みどり学園顧問・相談役・参与委嘱規程 

○法人・教務納付金等納入に関する業務と教務事項に関する業務との連携の指針 

○教育改善推進費（学長裁量経費）の取り扱い規則 

○管理運営 

○大阪健康福祉短期大学退職金支給表 

○大阪健康福祉短期大学就業規則第２６条第４号等（「感染症」）・第２６条第１号

（「結婚休暇」）の運用について 

○中途採用者の年次有給休暇の取扱いについて 

○出勤簿の記入について 

○各種届書様式 

 

２ 総務 

○大阪健康福祉短期大学客員教授にかかる職務内容について 

○大阪健康福祉短期大学別科規程 

○大阪健康福祉短期大学介護福祉学科Ⅰ部別科（介護雇用）細則 

○大阪健康福祉短期大学介護福祉学科Ⅰ部別科（離職者訓練生）細則 

○大阪健康福祉短期大学教員選考内規 

○大阪健康福祉短期大学教員資格基準に関する申し合わせ 

○大阪健康福祉短期大学非常勤講師料規程 

○大阪健康福祉短期大学非常勤講師の処遇に関する暫定要領 

○臨時講師の招聘に関する申し合わせ 

○大阪健康福祉短期大学非常勤職員採用規定 

○大阪健康福祉短期大学非常勤職員給与規定 

○大阪健康福祉短期大学個人研究費規程細則 

○年度途中の職場復帰の場合の個人研究費の取扱いについて 

○大阪健康福祉短期大学事務組織及び事務分掌規程 

○大阪健康福祉短期大学セクシャルハラスメント等の人権侵害防止と排除に関する

基本宣言 
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○大阪健康福祉短期大学人権侵害防止等に関するガイドライン 

○大阪健康福祉短期大学公的研究費管理・運営体制規程 

○大阪健康福祉短期大学研究活動上の不正行為に関する申立て及び相談窓口 

研究活動上の不正行為への対応に関する取扱規程 

○大阪健康福祉短期大学個人研究室使用についての申し合わせ 

○大阪健康福祉短期大学施設開館時間外における学舎の使用についての内規 

○緊急連絡の方法と連絡網について 

○「禁煙運動促進グループ」設置要領 

 

３ 教務 

○大阪健康福祉短期大学介護福祉士資格取得に関する内規 

○大阪健康福祉短期大学介護福祉士国家試験受験資格取得に関する内規 

○大阪健康福祉短期大学保育士資格取得に関する内規 

○大阪健康福祉短期大学児童厚生員（二級）資格取得に関する内規 

○大阪健康福祉短期大学子ども福祉学科教職課程に関する履修内規 

○大阪健康福祉短期大学社会福祉主事任用資格資格取得に関する内規 

○大阪健康福祉短期大学卒業認定に関する取り扱い細則 

○大阪健康福祉短期大学卒業判定臨時会議の設置に関する申し合わせ 

○大阪健康福祉短期大学授業等の欠席の取扱いに関する内規 

○定期試験の試験監督に関する申し合わせ 

○大阪健康福祉短期大学定期試験における不正行為処分規程 

○学籍異動に関する学生指導および承認の取り扱いについて（申し合わせ） 

○交通機関の遅れによる定期試験時の遅刻の取り扱いについて（申し合わせ） 

○大阪健康福祉短期大学介護福祉実習要項 

○大阪健康福祉短期大学保育実習要項 

○大阪健康福祉短期大学教育実習要項 

○大阪健康福祉短期大学ゼミ制度及びゼミ指導教員要領 

○合同ゼミ指導教員会議申し合わせ 

○大阪健康福祉短期大学障害など特別な支援を必要とする学生の修学に関する懇談

会の実施について 

○シラバス等記載内容の第三者によるチェックに関する申し合わせ 

 

４ 学生 

○大阪健康福祉短期大学施設（施設・設備・備品）の使用について 

○卒業生の本学施設・設備・備品使用等に関する申し合わせ 

○大阪健康福祉短期大学学生団体の設立・更新等に関する規則 

○大阪健康福祉短期大学学生・学生団体の課外活動に関する規則 

○大阪健康福祉短期大学「学生食堂」の運営方針及び業者選定の検討について 

○大阪健康福祉短期大学クラス制度及びアドバイザー要領 
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○大阪健康福祉短期大学学生の懲戒に関する規程 

○大阪健康福祉短期大学奨学金推薦学生の学内選考基準に関する規程 

 

５ 入学試験 

○大阪健康福祉短期大学入学試験実施・合否判定原案作成委員会 

 

６ 図書館 

○大阪健康福祉短期大学図書館資料収集方針及び資料選定基準 

○大阪健康福祉短期大学著作権規程 

○大阪健康福祉短期大学紀要『創発』研究倫理ガイドライン 

○大阪健康福祉短期大学紀要『創発』執筆要綱 

○大阪健康福祉短期大学査読及び英文校閲に関する内規 

○寄贈図書（図書・雑誌・視聴覚教材・その他の教材）に関する申し合わせ 

○「個人研究用図書資料費」による図書・雑誌等の購入について 

○大阪健康福祉短期大学図書館委員会内規 

○大阪健康福祉短期大学図書館利用細則 

 

７ 情報 

○大阪健康福祉短期大学情報処理室使用規則 

○大阪健康福祉短期大学電子メール利用規定 

 

８ その他 

○大阪福祉健康短期大学教職員懇親会申合せ 

 

 

理事は、学校法人の建学の精神を理解し、その法人の健全な運営について学識及び見

識を有している者で、私立学校法第 38 条（役員の選任）の規定に基づき選任されてい

る。学校教育法第 9条(校長及び教員の欠格自由)の規定は、寄付行為に準用されている。 

 

(b) 課題 

理事長は幼稚園の園長も兼務しており、短期大学の日常的な決済は常務理事に委任し

ている。 

多忙な理事長を集団的に補佐する体制をとり、学校法人も短期大学も順調に運営して

いるが、全般的に理事の高齢化が進んでいるので、将来を見通して理事の若返りをはか

るのが当面の課題となっている。 

 

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］ 

（1）理事長は、学校法人の運営全般にリーダーシップを適切に発揮している。 

① 理事長は、建学の精神及び教育理念・目的を理解し、学園の発展に寄与できる者
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である。 

② 理事長は、学校法人を代表し、その業務を総理している。 

③ 理事長は、毎会計年度終了後 2月以内に、監事の監査を受け理事会の議決を経た

決算及び事業の実績（財産目録、貸借対照表、収支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。 

（2）理事長は、寄附行為の規定に基づいて理事会を開催し、学校法人の意思決定機

関として適切に運営している。 

① 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。 

② 理事会は理事長が招集し、議長を務めている。 

③ 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。 

④ 理事会は、短期大学の発展のために、学内外の必要な情報を収集している。 

⑤ 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。 

⑥ 理事会は、学校法人運営及び短期大学運営に必要な規程を整備している。 

（3）理事は法令に基づき適切に構成されている。 

① 理事は、学校法人の建学の精神を理解し、その法人の健全な経営について学識及

び見識を有している。 

② 理事は、私立学校法第 38条（役員の選任）の規定に基づき選任されている。 

③ 学校教育法第 9条（校長及び教員の欠格事由）の規定は、寄附行為に準用されて

いる。 

 

テーマ 基準Ⅳ-A 理事長のリーダーシップの改善計画 

※ ここには、各区分の課題についての改善計画を記述してください。 

※ 改善計画の後に、テーマに関係する提出資料・備付資料の番号及び資料名を提出資料・備付

資料ごとに記載してください。 

 

理事長は学校法人の運営にリーダーシップを発揮しており、理事会も正常に機能して

いるが、将来を見据えて改善を目指なければならないのは、理事の年齢構成が高くなっ

ている点である。学識や経験がある人物で、理事会に必ず出席できる人は限られており、

どうしても退職者などに構成が傾くが、若い人にも参加してもらえるように意識的に働

きかける。 

 理事長を補佐するために、平成 27 年 7 月の理事会で副理事長を選出し、文部科学省

へ届出て承認された。法人では大学に関する議題をタイミングよく、機能的に審議する

機関として「経営委員会」を設けており、毎月定例的に会議を開催している。 

 理事長は副理事長と相談し、経営委員会の審議に基づいて的確に状況を判断している

が、この連携をいっそう密にして、さらにリーダーシップを発揮しやすくする。 

 

提出資料 

22. 寄附行為 
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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 

※ 以下の観点を参照して、自己点検・評価を行い、（a）及び（b）を記述してください。 

 

(a)  現状 

学長は、前任校における教学面での顕著な実績、大学運営上の指導的経験等を経て、

「大阪健康福祉短期大学学長推挙規程」に基づき選任され、本学学長として就任した。

以来一貫して教学運営の職務遂行とリーダーシップの発揮に努めている。 

就任間もなく、学舎の売却・移転という大きな問題に直面した。しかし、教職員に向

かっては、移転を前向きにとらえて、設立の理念に立ち戻り、新たな発展をめざすチャ

ンスと位置づけることを訴え続けてきた。こうした姿勢の下、当初、移転問題では少な

からぬ不安のあった教職員も、次第に新しい大学づくりを目指す点での共通認識を持つ

ようになり、移転という難事業に対し全員の力を結集できたことが、困難を乗り切るう

えでの大きな要因となった。 

 学舎も決まり、学生や保護者の理解も得て、平成 28 年 4 月から始まる新学年に備え

ているが、まだまだ整理や施設の充実には時間がかかる。理事会、教授会が協力し合っ

て、教育環境の充実に努力しているが、学長は、これまでのようにリーダーシップを発

揮して、キャンパス移転に伴う諸事を支障なく遂行できるよう力を傾けている。 

 学長は、教授会とその前段の役員によって構成する「運営会議」（備付資料 46－9）で

の議論を重視し、教職員の意見をしっかり聞きとり、議論を深める民主的在り方に心を

砕き、最終判断を図るよう、常に心掛けている。 

 着任してまだ実質的に 1年余だが、学長は、建学の精神に立ち戻って教育研究を推進

し、本学の大学としての質向上と充実を目指すために、最高責任者としての責務を果た

している。 

学長は、建学の精神（「教育の目標」）に基づき、資格養成大学として学生の資質能力

の向上と充実に努めている。  

大学運営にあたっては、学長自身の教育・研究上の豊富な実績・経験を踏まえ、本学

の管理運営にあたって効果的な指導性を発揮している。学則及び教授会運営規定に基づ

く教授会の定期的（必要に応じて臨時）開催をはじめ、運営会議、各種委員会、各学科

会議、事務センター会議など全体に亘り、規程に基づく運営が行われるよう指揮し、全

ての部署を連携させつつ短期大学全体の教学運営体制を充実・機能させている。  

学長は、教授会での審議・報告事項について精査・検討・確認し、予め構成員に周知

させた上で、十分な意見・討議の時間や体制を保証している。 

学長は、教授会を初め、各種の審議や意見開示の背景に、常に建学の精神の具体化と

本学の社会的歴史的使命や役割を遂行するという視点をもって臨んでいる。 

学修成果の向上を果たす上での学長の識見・リーダーシップを基に、教授会等各種会
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議での十分な討議を保障し、決定の迅速な具体化を為すための運営体制の在り方や改善

に努めている。 

教授会は、出席状況をはじめ、審議・報告内容・資料等、議事録を適切に管理してい

る。  

教授会をはじめ、各種委員会等議事録は、事務センターが記録し、次の教授会で承認

を得て保管している。  

教授会構成員は、学習成果及び三つの方針に対する認識を共有している。  

学長及び教授会の下に教育上の委員会等を設置し、各委員会・会議は、それぞれの規

程に基づき適切に運営されている。 

 学長は、就任以来、自らの教学運営上の方針・構想を、職員や学生に対し積極的に開

示する姿勢を堅持しており、その基本は、指示伝達という方法でなく、常に「対話」「懇

談」というインタラクティブ性を取り続けているところに、顕著な特質を有している。

こうした姿勢は、その主なものを継時的に例示すれば、 

① 就任直後最初の「教授会挨拶」、 

② 教職員全員への初発メール（2015年 2月 10日付）での挨拶とお願い（備

付資料 62「本学教職員の皆さんへ」）、 

③ 主として昼休みを利用しての学生たちとの意識的自覚的継続的対話活動

の展開（2014年 2月就任以降夏まで） 

④ 「教職員研修会」（2015年 7月 25 日）での基調報告（備付資料 29） 

⑤ 退学学生との対話機会の構築（2015 年 2月 27日、9月 30日）、 

⑥ 本学職員、主として非常勤職員との個別懇談会の設定と実施（2016年 2

月～） 

⑦ 大学祭での公開講座（2015年 10月 25日）での講演（備付資料 63） 

⑧ 「教職員ガイダンス」（2016年 4月 9日）での基調報告（備付資料 28）

「新たな出発と再生を目指して～移転後本学の位置と課題を見つめなが

ら」） 

⑨ 本学専任教員との「教育研究および学生指導を主とした方針・目標をめ

ぐる学長との個別懇談会」（2016年 4月  ～実施中） 

⑩ 「保護者・大学懇談会」での基調講演（備付資料 52） 

「ともに創る『夢紡ぐ大学』へ～学生が輝く新生大学の船出、今」） 

である。 

その他、学長は、学生の授業・各種発表報告会・学生主体企画、サークル活動を軸と

した自主的活動への意識的優先的参加姿勢を貫き、常に、学生・教職員の実態を検証し、

その思いを掬いとっての大学運営に努めており、その一貫性に際立つ独自の特質を有し

ていると言える。 

 こうした姿勢は、在学生のみならず、卒業生・保護者・非常勤教職員・実習等施設関

係者・地域住民など、あらゆる関係者・ステークホルダーに対しても意識的に貫かれて

おり、教学面での大学リーダーとして、個性的先進性を発揮している、と言って良い。 

 「大学は、学生を軸として、人々の生き・学び・成長する努力と喜びをともに創造す

る活性空間たるべきである」 
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 これが、学長の信条であり、こうした現学長の姿勢は、学生をはじめ教職員や来訪者

全てが否応なく目にする本学玄関に掲示された「学長からのメッセージ」（備付資料 64）、

毎月更新）として、日常的恒常的に認識周知できる設営としても用意されている。 

 

(b)  課題 

 国立大学で勤務活動してきた学長にとっては、私学経営の厳しさや、本学の慣習に  

馴染むための苦労が大きかった。しかし、就任後一年余にあって、全般的に、その役割

は、十全に果たしていると言える。あえての課題としては、 

①これまで通り、学長の方針や構想を、対話・検討・懇談を通した構成員自身の内発的 

  なものとして実効性を持たせるための本学運営体制の能率化具体化が必要である。 

②学長は、多くの委員会で委員長に就任しているが、委員会開催や内容を精査しつつ、

活動できる体制を早急に築く。 

③学生を含む本学構成員全ての内発的自発的大学づくりへの刺激や拵えを、引き続き追

求具体化する。 

 

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］ 

（1）学長は、短期大学の運営全般にリーダーシップを発揮している。 

① 学長は、教育運営の最高責任者として、その権限と責任において、教授会の意見

を参酌して最終的な判断を行っている。 

② 学長は人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学運営に関し識見を有すると認めら

れる者である。 

③ 学長は建学の精神に基づく教育研究を推進し、短期大学の向上・充実に向けて努

力している。 

④ 学長は学長選考規程等に基づき選任され、教学運営の職務遂行に努めている。 

（2）学長等は、教授会を学則等の規定に基づいて開催し、短期大学の教育研究上の

審議機関として適切に運営している。 

① 教授会を審議機関として適切に運営している。 

② 学長は、教授会が意見を述べる事項を教授会に周知している。 

③ 学長等は、教授会規程等に基づき教授会を開催し、併設大学と合同で審議する事

項がある場合には、その規程を有している。 

④ 教授会の議事録を整備している。 

⑤ 教授会は、学習成果及び三つの方針に対する認識を有する。 

⑥ 学長又は教授会の下に教育上の委員会等を設置し、設置規程等に基づいて適切に

運営している。 

 

テーマ 基準Ⅳ-B 学長のリーダーシップの改善計画 

※ ここには、各区分の課題についての改善計画を記述してください。 

※ 改善計画の後に、テーマに関係する提出資料・備付資料の番号及び資料名を提出資料・備付

資料ごとに記載してください。 
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全学的な学長のリーダーシップ発揮のため、既設の運営体制の見直しや効率化を図る。 

自主的内発的な大学づくりへの精神と気風を形にする努力を継続する。 

 

備付資料 

28. 教職員ガイダンス資料（平成 27年度） 

29. 教職員研修会資料（平成 27年度） 

46-9. 大阪健康福祉短期大学運営会議規程 

52. 「第 9回 保護者・大学懇談会」資料（平成 28 年度） 

62. 「本学教職員の皆さんへ」 

63. 市民公開講座資料（平成 27年度） 

64. 「学長からのメッセージ」 

 

 

［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 

※ 以下の観点を参照して、自己点検・評価を行い、（a）及び（b）を記述してください。 

 

(a)  現状 

監事は、学校法人の業務及び財産の状況について、平成 27年 5月 20日に監査を実施

した。同日、独立監査人である公認会計士との意見交換も行った。 

監事は、平成 27 年 5 月 23 日、7 月 2 日、11月 24 日、平成 28 年 3 月 13日と今年度

開催した理事会すべてに出席し、業務又は財産の状況について意見を述べた。 

また、平成 27 年 5 月 23 日開催の理事会及び評議員会に平成 26 年度監査報告書が提

出されており、会計年度終了後 2月以内の提出となっている。 

以上のとおり、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。 

 

(b)  課題 

現在決算時期に行っている公認会計士との意見交換を中間決算時等にも行うなど連 

携をさらに進めていく。 

 

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］ 

（1） 監事は、学校法人の業務及び財産の状況について適宜監査している。 

（2） 監事は、学校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て

いる。 

（3） 監事は、学校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している。 
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［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 

※ 以下の観点を参照して、自己点検・評価を行い、（a）及び（b）を記述してください。 

(a)  現状 

評議員会は、評議員定数 21人、実数 21人である。理事定数が 9人であり、理事の定 

数の 2倍を超える数の評議員をもって、組織している。 

評議員会は、私立学校法第 42条の規定に従い、平成 28年度当初予算、同事業計画及

び寄附行為の一部変更について、平成 28 年 3 月 13 日 14 時に開催し（備付資料 51）、

あらかじめ意見を聞いたうえで、同日 16 時 5 分に理事会を開催しそれぞれ決定してい

る。 

 

(b)  課題 

引き続き、適切に運営していく。 

 

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］ 

（1） 評議員会は、理事の定数の 2倍を超える数の評議員をもって、組織している。 

（2） 評議員会は、私立学校法第 42条の規定に従い、運営している。 

 

［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 

※ 以下の観点を参照して、自己点検・評価を行い、（a）及び（b）を記述してください。 

 

(a)  現状 

学校法人及び短期大学は、平成 2７年度予算について、平成 27 年 7 月 9 日予算説明

会、平成 27 年 7 月 9 日に教職員説明会を開催し、移転計画をはじめとする事業計画案

と予算案を説明し、理解を求めた。平成 28 年度予算編成については、移転事業遂行の

ため、当初予算は昨年度水準という方針で各委員会予算も含め理解を求め、平成 28 年

3月 13日理事会において決定している。 

平成 27 年 3 月 22 日理事会で決定した事業計画と予算については、同年 4月 11 日教

職員ガイダンスにおいて説明するなど速やかに関係部門に指示している。 

年度予算の執行については、全体として経費節減を徹底しながら、委員会予算につい

ては、各委員会での執行管理を徹底するとともに、非委員会予算についても法人事務局

により適正な執行管理を行っている。 

法人事務局において日常的な出納業務の円滑な実施に努めており、経理責任者（法人

事務局長）が常務理事、理事長に報告している。 

平成 27年度の計算書類についての独立監査人の監査報告書では、「学校法人会計基準

（昭和 46年文部省令第 18号）に準拠して、学校法人みどり学園の平成 28年 3月 31日
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をもって終了する会計年度の経営の状況及び同日現在の財政状態をすべての重要な点

において適正に表示しているものと認める。」としている 

公認会計士の監査意見は、付されていない。 

資産及び資金（有価証券を含む）の管理と運用は、資産等の管理台帳、資金出納簿等

に適切な会計処理に基づいて記録し、安全かつ適正に管理している。 

平成 25 年 8 月 29 日付けで寄附金の税額控除対象法人として文部科学大臣からの証

明書を得て（有効期間平成 30年 8月 29日まで）、適正に寄附金を募集している。また、

平成 27年度は、入学者に対し寄附金を募集した。学校債は発行していない。 

月次試算表等については、法人事務局で毎月適時に作成し、経営委員会・理事長に報

告している。 

学校教育法施行規則、私立学校法にもとづき、ホームページで教育情報の公表、財務

情報の公開を行っている。なお、平成 27 年度私立大学等経常費補助金配分に係る情報

の公表について、規定された項目以上の教育研究上の情報を公表している場合や、財務

情報について、分りやすい加工を行っている場合は、増額の調整を行うことしているが、

当法人は増額の対象となっている。 

 

(b) 課題 

今後、経営改善計画にもとづく PDCAサイクルを確立することが必要である。予算編 

成・執行システムを軌道に乗せるとともに、資産・備品管理体制の強化を図る。また、

寄付金を計画的に募集していく。 

 

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］ 

（1） 学校法人及び短期大学は、中・長期計画に基づいた毎年度の事業計画と予算を、関

係部門の意向を集約し、適切な時期に決定している。 

（2） 決定した事業計画と予算を速やかに関係部門に指示している。 

（3） 年度予算を適正に執行している。 

（4） 日常的な出納業務を円滑に実施し、経理責任者を経て理事長に報告している。 

（5） 計算書類、財産目録等は、学校法人の経営状況及び財政状態を適正に表示してい

る。 

（6） 公認会計士の監査意見への対応は適切である。 

（7） 資産及び資金（有価証券を含む）の管理と運用は、資産等の管理台帳、資金出納簿

等に適切な会計処理に基づいて記録し、安全かつ適正に管理している。 

（8） 寄付金の募集及び学校債の発行は適正である。 

（9） 月次試算表を毎月適時に作成し、経理責任者を経て理事長に報告している。 

（10） 学校教育法施行規則、私立学校法の規定に基づき、教育情報を公表し、財務情報を

公開している。 

 

テーマ 基準Ⅳ-C ガバナンスの改善計画 

※ ここには、各区分の課題についての改善計画を記述してください。 

※ 改善計画の後に、テーマに関係する提出資料・備付資料の番号及び資料名を提出資料・備付
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資料ごとに記載してください。 

 

学長をトップとした意思決定や行動の迅速化、効率化が出来るように、運営会議の 

持ち方や討議内容を検討する。 

 

備付資料 

51. 評議員会議事録（平成 25年度～平成 27年度） 

 

 

基準Ⅳ リーダーシップとガバナンスの行動計画 

※ ここには、各テーマの改善計画を踏まえ、次の PDCA サイクルに反映させるために、改善等

のための工程を示した行動計画を記述してください。 

 

理事長のリーダーシップに関する行動計画は、引き続き「経営委員会」を毎月開催し、

学内の現状・課題について審議するとともに、理事会の認識をさらに深め、理事長のリ

ーダーシップの発揮に寄与する。また、今後を見通して、理事会の年齢構成の改善を図

っていく。学長のリーダーシップに関する行動計画は、既設の運営体制の見直し、効率

化を検討する。理事長や学長が状況に応じた的確な判断をするためにも、経営委員会お

よび運営会議での議論は重要であり引き続き重視する。また、学舎移転や整備に関して

は、副理事長が大きな役割を果たしており、理事長や学長の相談役としても欠かせない

存在である。今後の大学運営にも、その力量を発揮することが期待される。 

ガバナンスに係る行動計画は、監事が会計に関することだけでなく、大学全般の情報

をより的確に把握できるように配慮し、公認会計士と監事との意見交換の場も引き続き

設けながら、さらに連携を深めることを検討する。また、学生募集等の実施計画、年度

毎の目標・課題について、予算・事業計画、決算・事業報告等の説明会等を通じて明ら

かにし、理事会、教職員が認識を共有し、連携してとりくめるようにする。 

経営改善計画の中で、独自の学費補助制度は実施しているが、固有の奨学金制度は未

設置であり、早急に検討する、と記述している（備付資料 67）。理事長・学長の強い意

向を受け、寄附金は、奨学金制度を設けることに充当する。従来から保護者を対象に寄

附金を呼びかけてきたが、充分な成果が上がってこなかった経緯があるが、平成 28 年

度秋頃には、経営委員会で寄附金募集・目標などを検討し直し、取り組みを始める予定

である。学費納付の困難な学生を真に援助するための奨学金制度の策定について、経営

委員会で検討・審議し実現させる。 

 

◇ 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。 

学長を補佐する役割を、運営会議が担っている。構成は図書館長、学科長、教務委員

長等であるが、教授会の前段で諸問題を討議して、教授会で審議する議題を整理する役

割を担っている。各委員会の議事録を集めて学内の動きを把握し、学長が的確な判断を

下すための支えをしている。 
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（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。 

介護福祉学科の学生募集が計画通りに進んでいない。全国的にこの学科は募集が困難

になっているが、すでに記述したように、各種事業を受託して学科の知名度を上げ、国

の「専門実践教育訓練給付制度」を活用して社会人入学につなげる。 
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【選択的評価基準】 

教養教育の取り組みについて 

 

 以下の基準（1）～（4）について自己点検・評価の概要を記述する。 

(a) 自己点検・評価を基に現状を記述する。 

(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。 

(c) 自己点検・評価を基に改善計画を記述する。 

 

基準（1） 教養教育の目的・目標を定めている。 

基準（2） 教養教育の内容と実施体制が確立している。 

基準（3） 教養教育を行う方法が確立している。 

基準（4） 教養教育の効果を測定・評価し、改善に取り組んでいる。 

 

（a）現状 

 本学の教養教育全体の目的は、「教育目標（ディプロマ・ポリシー）」並びに「教育課

程の編成方針（カリキュラム・ポリシー）」に介護福祉士や保育士・幼稚園教諭といっ

た専門職の基礎となる人間的教養として位置づけ示している（資料 1．『学生便覧』）。す

なわち、「所定のカリキュラムを履修することによって、総合的な学力を養い、豊かな

人間性を身につけ、知識と技能を兼ねそなえた専門職として働ける力を身につけること

（介護福祉学科）」「『人』にかかわる専門職として必要とされる人間に関する総合的な

知識を身につけること（子ども福祉学科）」を目指し、「基礎的な学力、学習方法を身に

つけさせ、知識と技術を学習させること（介護福祉学科）」「専門分野の基礎として位置

づけ、人間とその生活を理解し、学生自身の日常生活を充実させるために必要な教養科

目（子ども福祉学科）」をカリキュラムの編成方針としている。 

教養教育は授業科目として具体化され、その実施は学科教員によって責任をもって行

われる体制を確立している。介護福祉学科における教養科目は厚生労働省によって指定

された介護福祉士の養成のカリキュラムの内、「介護の基盤となる教養や倫理的態度の

涵養に資する『人間と社会』」領域の科目群がそれに該当する。また子ども福祉学科に

おける教養科目は児童福祉法及び同法施行規則によって定められた保育士養成の指定

科目である「教養科目（『外国語、体育以外の科目』、『外国語』、『体育』）」並びに教育

免許法及び同法施行規則によって定められた「特に必要な科目（『日本国憲法』『体育』

『外国語コミュニケーション』『情報機器の操作』）」に対応したものとなっている。 

教養教育を行う方法は、正課として位置づけることによって専門職の基礎となる人間

的教養として展開されると同時に、資格や免許の取得にかかわらず卒業に必要な科目と

して教養科目の一部を履修することを課すことにより、ひろく人間的教養の習得を目指

し行われている。具体的な科目の内容は表選教-①ⅰ、ⅱのとおりである。 

教養教育の効果は試験により適切に測定・評価され、その結果は点数（100 点を上限

とする）、評語（S、A、B、C、D）及び成績評価平均値（GPA）によって学生に通知される

こととなっている。 

 

様式 10－教養教育 
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（表 選教-①ⅰ）介護福祉学科「教養科目」 

領域 授業科目の名

称 

授業形態 履修単位 必修・選択の

別（※） 

人間と社会 人間の理解（倫

理等） 

生命倫理 講義 2 ●◎ 

人間関係論 講義 2 ●◎ 

社会の理解（社

会保障制度） 

社会福祉概論 講義 2 ●◎ 

介護福祉制度

論 

講義 2 ●◎ 

人間と社会総

合演習 

講義 2 ●◎ 

人間と社会に

関する選択科

目 

生物学 講義 2 ○ 

統計基礎 講義 2 ○ 

生活学 講義 2 ○ 

福祉マネジメ

ント論 

講義 2 ○ 

日本国憲法 講義 2 ○ 

福祉労働論 講義 2 ○ 

本学独自科目 ゼミ キャリアアッ

プゼミナール

Ⅰ～Ⅳ 

演習 各 2 ●◎ 

総合科目 健康と福祉Ⅰ・

Ⅱ 

演習 各 2 △ 

共通科目 国際理解 演習 2 △ 

※必修・選択の別について…●卒業必修、◎資格必修、○選択必修、△選択科目 

 

（表 選教-①ⅱ）子ども福祉学科「教養科目」 

領域 授業科目の名

称 

授業形態 履修単位 必修・選択の

別（※） 

教養科目 外国語、体育以

外の科目 

日本国憲法 講義 2 ●◎（保、

幼） 

人間理解 講義 2 △ 

子ども学入門 講義 2 ●◎（保、

幼） 

現代社会と子

ども・家族 

講義 2 △ 

文章表現Ⅰ・Ⅱ 講義 各 2 △ 

情報教育入門

（機器操作を

含む） 

演習 1 ●◎（保、

幼） 
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情報リテラシ

ー演習 

演習 1 ◎（保、幼） 

コミュニケー

ション入門Ⅰ・

Ⅱ 

演習 各 1 △ 

外国語 英語 演習 2 ●◎（保、

幼） 

体育 体育（講義） 講義 1 ●◎（保、

幼） 

体育（実技） 実技 1 ●◎（保、

幼） 

本学独自科目 キャリアアッ

プ教育Ⅰ～Ⅳ 

演習 各 1 ●◎（保、

幼） 

キャリアアッ

プⅤ（インター

ンシップ） 

実習 1 △ 

国際理解 演習 2 △ 

※必修・選択の別について…●卒業必修、◎資格必修（保：保育士、幼：幼稚園教諭）、○選択必修、△選

択科目 

 

（b）課題 

 本学の教養教育は専門職の基礎となる人間的教養として位置づけ、正課科目として具

体化されているが、その内容については今日的な課題や社会的要請に基づき今後も充実

していく必要があると考えられる。また授業の内容や方法について改善やその内容の定

期的な見直しの体制を確立する必要がある。また、選択必修／選択科目として位置づけ

られている科目については、学生が履修選択を行う際に一定の指導を行っているが、一

人ひとりの課題や希望に即した選択がなされるようカリキュラムと指導体制の両面か

ら検討を行う必要がある。 

 

（c）改善計画 

本学の教養教育が今日的な課題や社会的要請及び学生の課題や希望に対応したもの

となるよう、各学科において定期的な見直しの体制を確立するよう検討を行う。 
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【選択的評価基準】 

職業教育の取り組みについて 

 

 以下の基準（1）～（6）について自己点検・評価の概要を記述する。 

(a) 自己点検・評価を基に現状を記述する。 

(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。 

(c) 自己点検・評価を基に改善計画を記述する。 

 

基準（1） 短期大学における職業教育の役割・機能、分担を明確に定めている。 

基準（2） 職業教育と後期中等教育との円滑な接続を図っている。 

基準（3） 職業教育の内容と実施体制が確立している。 

基準（4） 学び直し（リカレント）の場としての門戸を開いている。 

基準（5） 職業教育を担う教員の資質（実務経験）向上に努めている。 

基準（6） 職業教育の効果を測定・評価し、改善に取り組んでいる。 

 

（a）現状 

 本学における職業教育は、学科の教育目標（ディプロマ・ポリシー）に基づき、入学

から卒業まで一貫して介護福祉士、保育者となるための専門職養成にかかる教育を学科

教員全員で継続して推進することによって、その役割・機能、分担が明確に定められて

いる。 

 また、後期中等教育において、本学入学前に取得した資格検定等の状況に応じて学納

金等を減免する補助制度を設置し、その周知を図ることによって、介護福祉、保育・幼

児教育・児童福祉領域を志望する間接的な動機づくりに努めている。 

 本学の職業教育は教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）に基づき、

正課科目として具体化され、その実施体制は学科教員によって責任をもって構成されて

いる。さらに専門科目では非常勤講師やゲストスピーカーを介護福祉や保育、児童福祉

等の現場から採用・招聘することによって、その充実に努めている。授業は、講義型だ

けでなく、グループディスカッションや発表をおこなう双方向対話型、実技演習やロー

ルプレイ、実習などの体験型等、複合的に教育課程を展開している。 

介護福祉学科では実習施設との連携の一環として、実習施設のみを対象として学内求

人説明会を開催している。本学の介護福祉学科の学生は少ない年で 4割、多い年で 6割、

実習施設に就職している。「介護福祉士を育てる」という施設の意識の高さは、施設の

介護の実践力ともかかわって、「このような介護がしたい、このような介護福祉士にな

りたい」というプラスの循環が生まれる。実習施設に就職した卒業生同士がつながり、

支えあう関係が出来ている施設では長期間安定して働き続けているケースが数多くみ

られる。 

子ども福祉学科では入学前教育の内容で保育・幼児教育・児童福祉領域で働く卒業生

を講師として迎え、具体的な現場の様子を講義・交流することによって以後の学習の動

機づけを行っている。また、授業内容において施設と連携を行う科目を位置づけ、現場

実習以外に保育所や幼稚園への見学や体験型授業を展開することによって、専門職への

様式 11－職業教育 
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理解と就業動機の強化に努めている。 

本学における職業教育の学び直し（リカレント）の場としての側面について、介護福

祉学科は、かつては夜間部の開講を行うなど、社会人の職業教育に積極的であった。そ

れを継承・発展させ、昨年、厚生労働省の制度である「専門実践教育訓練」の実施機関

としての認定を受けた（介護福祉学科、子ども福祉学科）。 

この数年間はハローワークの委託訓練生の受け入れを行っており、2年間の訓練終了

後、介護福祉士の資格を取得しスキルアップして介護現場で働く多くの社会人の学びを

支えてきている。また、厚生労働省が定める、介護実習Ⅱの対象施設で実習指導者とな

るために必要な講習会である「介護福祉士実習指導者講習会」（4日間／計 25 時間）を

年 1回、専任教員が講師となり実施している。ここには卒業生だけでなく、施設の実習

指導の中核を担うスタッフが参加し、情報の交換や施設と養成校が連携した指導方針を

検討する場にもなっている。 

子ども福祉学科では。卒業生を対象とした幼稚園免許状の取得に特化した科目等履修

生の募集を行い、その学び直し（リカレント）を支援すると同時に、平成 26 年度から

は「保育士資格及び幼稚園教諭免許状取得のための特例制度」の科目等履修生を２コー

ス開設し、既に実務経験を有する者に対する保育士資格・幼稚園免許状の取得援助にと

りくんでいる。 

また両学科の卒業生を主たる対象として、本学附属福祉実践研究センター（備付資料

46－24）主催で年 1回の「ケアワーク研究大会」を開催し、学び直し（リカレント）の

場としての門戸を開いている。この「ケアワーク研究大会」には本学卒業生だけでなく、

本学の前身である「保育・学童保育専門学院」や「大阪総合福祉専門学校」の卒業生、

現役学生、福祉施設等で働く者が幅広く参加し、福祉実践とその研究活動を展開してき

た（表 選職-①）。 

 

（表 選職-①）ケアワーク研究大会のとりくみ 

年度 日程 テーマ 講師等 

平成 23年度 11月 23日 シンポジウム「福祉専門職養

成の現状と課題－養成施設

と現場を架橋する－」 

シンポジスト 

中内福成（福）コスモス 

平林恵子（福）あおば福祉会 

正盛克也（福）こばと会 

鴻上圭太（本学教員） 

高砂朋子（本学教員） 

平成 24年度 11月 23日 シンポジウム「福祉労働にお

ける“家族”理解とその実際

－共同（協同）的主体関係の

構築を目指して」 

シンポジスト 

林田弓夫（福）すばる・北斗 

岡千加雄（福）あおば福祉会 

佐々木政布（福）こばと会 

宮川浩（特非）住之江学童保育を守

る会 

松尾真由子（特非）関西こども文化
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協会 

平成 25年度 11月 23日 「仲間とともに専門的力量

を高めよう－現場で生きる

研究活動のすすめかた－」 

白井舒久（本学名誉教授） 

石田京子（本学教員） 

赤城雅一（本学別科修了生・介護施

設職員） 

高目智文（本学卒業生・介護施設職

員） 

代田盛一郎（本学教員） 

東山愛子（本学卒業生・学童保育指

導員） 

平成 26年度 11月 15日 「戦争と平和－憲法 9条をめ

ぐって－」 

古川利通（本学特命教授・当時） 

川口啓子（本学教員） 

 

職業教育を担う教員の資質（実務経験）向上について、本学学科が対象とする領域（介

護福祉、保育・幼児教育・児童福祉等）の制度動向や資格・免許状取得に関する情報に

ついて各種研修会に教職員を派遣しその収集・共有に努めている。また現場実習におい

て実際に実習生を指導する実習指導者との懇談会において、現場において求められるも

のを把握しつつ、本学の職業教育の内容への反映に努めている。 

職業教育の効果は試験により適切に測定・評価され、その結果は点数（100 点を上限

とする）、評語（S、A、B、C、D）及び成績評価平均値（GPA）によって学生に通知される

こととなっている。 

 

（b）課題 

 後期中等教育との円滑な接続について、教員による出前授業を行い、本学学科が対象

とする領域（介護福祉、保育・幼児教育・児童福祉等）について、より専門的な内容を

示すことによって興味を喚起するよう計画的に進めていくことが必要である。 

また、移転とその準備にともなう事業の延期等関わって、平成 27 年度のケアワーク

研究大会が中止となったが、今後の取り組み再開とその充実が求められている。 

 

（c）改善計画 

 後期中等教育との円滑な接続について、年間計画の検討を行う。またケアワーク研究

大会の再開について、その実施体制を再構築すると同時に卒業生・卒業生組織（同窓会）

との連携を強化していく機会を設定する。 
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【選択的評価基準】 

地域貢献の取り組みについて 

 

 以下の基準（1）～（3）について自己点検・評価の概要を記述する。 

(a) 自己点検・評価を基に現状を記述する。 

(b) 自己点検・評価を基に課題を記述する。 

(c) 自己点検・評価を基に改善計画を記述する。 

 

基準（1）地域社会に向けた公開講座、生涯学習授業、正規授業の開放等を実施している。 

基準（2）地域社会の行政、商工業、教育機関及び文化団体等と交流活動を行っている。 

基準（3）教職員及び学生がボランティア活動等を通じて地域に貢献している。 

 

（a）現状 

本学では、本学の社会的活動の目的である「地域と結びつき、地域住民の社会的要請

に応える（本学教育理念より）」に基づき、地域貢献のとりくみとして、本学附属福祉

実践研究センターの事業として「市民公開講座」（備付資料 63）を行ってきた。前回の

第三者評価受審以降の活動報告について下表のとおりまとめる（表 選地-①）。 

 

（表 選地-①）大阪健康福祉短期大学 福祉実践研究センター市民公開講座 

 回・日時 テーマ・講師 

参

加

人

数 

平成 22年度 第 1回 

（5/15） 

「診察室から見える子どもの心とからだ」眞鍋穣（本学教

員） 

28 

第 2回 

（6/19） 

「子どもの心が見えますか－「教育相談」の窓から」佐伯

洋（立命館大学） 

35 

第 3回 

（7/10） 

「堺のお茶－千利休をはじめとした堺の茶人たち」（「つ

ぼ市」会長・関西学院大学） 

35 

第 4回 

（9/25） 

「詩歌を通してみた明星派歌人－石上露子」宮本正章（元

四天王寺国際仏教大学） 

48 

第 5回 

（10/9） 

「認知症と共に生きる：ライフサイクルに学ぶ」亀田英明

（かめだクリニック） 

40 

第 6回 

（11/20） 

「支援が必要な子どもと家族・地域」青木道忠（発達障害

支援センターぽぽろ） 

45 

平成 23年度（2011） 第 1回 

（7/9） 

「心と身体を育む食物資源の科学―農学・食品学、そして

食育―」阿部一博（大阪府立大学大学院生命科学研究所） 

33 

第 2回 

（9/10） 

「認知症への柔軟な対応 ―優しさと理論と実践と―」小

田史（本学教員） 

35 

様式 12－地域貢献 
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第 3回 

（11/12） 

「介護保険について ―いざ、というときのために―」石

通 英明（堺市 健康福祉局） 

22 

第 4回 

（3/10） 

「はじめましょう!！充実した毎日のために」山崎茜（堺

市 市民人権局） 

20 

平成 24年度（2012） 第 1回 

（6/9） 

「中国と日本の子どもたちの輝く笑顔に希望を託して 

Art Project「友情の種」でこころに響く国際理解と国際

交流教育」井口和子（本学教員） 

31 

第 2回 

（7/21） 

「高齢社会の住まい方～住居とコミュニティ～」辻本乃理

子（本学教員：当時） 

28 

第 3回 

（9/8） 

「災害に備えて～地震対策～」井上重治／林清隆 （堺区

役所自治推進課） 

32 

第 4回 

（10/28） 

「子育て不安を乗り越える ～日本の幼児教育・保育を通

して健やかな成長を～」杉山隆一（佛教大学） 

25 

平成 25年度（2013） 第 1回 

（6/15） 

「登校拒否・不登校支援の現状とこれから―教育・福祉両

面からのアプローチを考える―」中原大介（福山平成大学） 

25 

第 2回 

（9/7） 

「「気になる子ども」も一緒に育つ―発達障害を持つ子ど

もの保育・教育―」野村朋（本学教員） 

68 

第 3回 

（10/27） 

「介護予防―死ぬまでさびないからだと脳をつくろう―」

石田京子（本学教員） 

40 

平成 26年度（2014） 第 1回 

（9/6） 

「心を育む歌の世界 ―音楽が人間教育に果たす役割―」

熊谷 綾子（本学教員） 

35 

第 2回 

（10/26） 

「もし家族や自分が認知症になったら…―知っておきた

い認知症介護のきほん―」小田史（本学教員） 

30 

平成 27年度（2015） 第 1回 

（9/5） 

「みんなで支え合おう、豊かな高齢期」鴻上圭太（本学教

員） 

33 

第 2回 

（10/25） 

「生命（いのち）輝かす技を問う～「教育」のアポトーシ

スを超えて」岡本定男（本学学長） 

21 

 

 また「市民公開講座」は地域社会の行政（堺市、同市教育委員会、同市社会福祉協議

会）の後援を受け、事業終了報告書を提出している。その添付資料として、アンケート

調査結果を提出している。アンケートのとりくみは地域における社会的要請を顕在化さ

せ次年度企画の際の参考資料としている。このように地域行政等との連携や後援を受け

た事業として実施することによって、本学の公開講座が社会的に実際的価値を担保する

ための仕組みとして機能していると考えられる。 

教職員及び学生のボランティア活動について、その専門性や関心によって参加を行う

地域に貢献しているが、個別のとりくみに終わっている。 

 

（b）課題 

移転とその準備にともなう事業の延期等と関わって、平成 28年度の市民公開講座は、
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開催検討中となっている。今後の取り組みの再開とその充実が必要である。 

また、教職員及び学生のボランティア活動が活性化する組織的なとりくみ構築が、求

められている。 

 

（c）改善計画 

市民公開講座の開催について、その実施体制を再構築すると同時に移転に伴う新たな環境

を活かしたとりくみを推進する。また教職員及び学生のボランティア活動に関する対応に

ついて、その体制の検討を行い学外の諸機関・団体との連携についても検討を行う。 


