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常磐会学園大学

Ⅰ．建学の精神・大学の基本理念、使命・目的、大学の個性・特色等
1．建学の精神・大学の基本理念
常磐会学園は、半世紀以上にわたり教員養成に力を注ぎ、大阪府市を中心に関西圏にお
いて実践的指導力の高い教員を養成してきた。昭和 39(1964)年に開学した常磐会短期大学
は、現在までに約 24,000 人の幼稚園教諭・保育士を輩出し、現在、卒業生の多くが関西
を中心とした地域の幼児教育機関で、管理者、教職員として活躍している。
常磐会学園大学（以下、本学）は、平成 11(1999)年に常磐会短期大学の英語科を改組し
て「国際コミュニケーション学部

国際コミュニケーション学科」として開学した。その

後、平成 18(2006)年に幼稚園教諭、小学校教諭を養成する「国際幼児児童教育学科」を増
設し、1 学部 2 学科とした。平成 23(2011)年に「国際コミュニケーション学部」の実績を
踏まえるとともに、常磐会学園が培ってきた「子ども教育」を基盤とする「国際こども教
育学部

国際こども教育学科」を設置し、教員、保育士養成を主とする大学へと改組した。

本学建学の精神は、校是である「和平

知天

創造」を教職員さらには学生が自覚し、

それぞれの立場で校是を実現していくことである。
この校是を学生向けに具体化し、本学理念として本学のホームページでは以下のように
示している。
和平：

国や地域や世代を超えて、様々な文化や考え方を持つ人と積極的にかかわり、
よりよい関係を作り深いつながりを生み出せる人であれ

知天：

教育や保育を担うものとして、使命感や責任感を持ち、実践者として求められ
るものを常に振り返ることができる人であれ

創造：

教育や保育を担うものとして、自ら積極的に学ぶ姿勢を持ち、創造と工夫を生
涯続けることができる人であれ

2．使命・目的
現在、子どもを取り巻く環境には、家族間や地域の人間関係の希薄化、インターネット
への過剰な依存等、子どもの健全な育成の妨げとなる要因が多く存在する。一方、学校教
育においては、指導力不足教員や不登校の児童・生徒の問題、家庭においては子育てに自
信と意欲を持たない親、児童虐待や引きこもりなどの問題がある。また、21 世紀の少子高
齢化、情報（知識基盤）社会の中で地域連携や地球環境に係る問題の解決が迫られている。
このような現状から、人間愛に基づく国際的な視座と、子どもや地域の人々への教育的
な愛情を基盤とした教育者としての使命感、温かい子ども理解、専門的な知識技術を備え
た実践的指導力を有する教育者を育成することが必要である。特に、本学の位置する大阪
は、在日外国人や外国文化の影響を受けて育ってきた日本人の幼児・児童、保護者が多い
ことから、何よりもまず、教育活動を主導する教員・保育士自身に、適切なコミュニケー
ションを行なうことができる能力が要求される。そのため、国際コミュニケーション学部
で培ってきた国際コミュニケーション能力は、21 世紀の子どもの教育、保育に当たる全て
の教員・保育士に必須のスキルである。この認識のもとに本学の使命は、多文化社会に必
要な語学力と情報活用力に強い教員・保育士の養成を目指すことにある。
ここに示した本学の使命は、①教育課程の内容・方法の方針（カリキュラムポリシー）
や②学位授与の方針（ディプロマポリシー）として学生便覧等に示している。
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① カリキュラムポリシー

子どもを取り巻く環境には、家族間や地域の人間関係の希薄化、インターネット
への過剰な依存等、子どもの健全な育成の妨げとなる要因が多く存在する。本学の
位置する大阪は、在日外国人や外国文化の影響を受けて育ってきた幼児・児童、保
護者が多いことから、何よりもまず、教育活動を主導する教員・保育士自身に、適
切なコミュニケーションを行なうことができる能力が要求される。学士課程教育に
おいて、人間性及び社会性を育む教養教育と 21 世紀の子どもの教育、保育に当たる
全ての教員・保育士に必須のスキルであるという認識のもとに、多文化社会 に必要
な語学力と情報活用力に強い教員・保育士を養成し、さらに専門的知識を体系的に
身につける。
② ディプロマポリシー

地域に愛着と誇りを持ちながらグローバルな視野に立ち、国際社会に貢献できる
人材であり、人間尊重を基盤に豊かな人間性を育てる人材と様々な人間関係におけ
るコミュニケーションを通じて適切な行動を取ることができる人材である。さらに、
児童・乳幼児の発達の特性を深く理解し、一人ひとりの個性に応じて効果的な指導
ができる専門性を有する人材である。
本学の学則では、目的を次のように示している。「本学は、教育基本法、学校教育法及
び児童福祉法の規定に従い人間教育を基盤とする建学の精神に則り、「和平

知天

創造」

を校是として、国際化・情報化等の社会の変化に対応し、共生社会を担う教育や保育の専
門家としての資質と見識を養うことを目的とする。」
① 異文化間コミュニケーション能力を備えた教員・保育士の養成

・国際化社会に必要な異文化理解、異文化間コミュニケーション能力を有する教員を養成
する。
・地域に愛着と誇りを持ちながらグローバルな視野に立ち、国際社会に貢献できる教員を
養成する。
・文化的に多様な保育所、幼稚園、小学校における様々な課題の解決に、コミュニケーシ
ョンの能力が重要であることを理解した教員を養成する。
② 時代の要請に応え得る教員・保育士の養成

・教育に対する強い使命感と指導力を有し、職務遂行に全力を尽くす教員を養成する。
・人間尊重を基盤に豊かな人間性を育てる教員を養成する。
・コミュニケーション能力を活かし、地域の課題に主体的に取り組むことのできる教員を
養成する。
・教員と幼児・児童間、教員と保護者間、幼児間、児童間など様々な人間関係におけるコ
ミュニケーションを通じて適切な行動を取ることができる教員を養成する。
③ 児童・乳幼児教育に必要な専門性を有する教員・保育士の養成

・児童・乳幼児の発達の特性を深く理解し、一人ひとりの個性に応じて効果的な指導がで
きる教員を養成する。
・遊び文化を創造し、子どもに豊かな環境を提供できる教員を養成する。
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３．大学の個性・特色等
本学では、少人数による研究室単位のきめ細かな個別指導を徹底し、
「時代の要請に応え
得る先生」の養成のため以下のように努めている。
① グローバルな視野に立ち国際社会に貢献する

グローバルな視野に立ち国際社会に貢献することである。そのために国や地域や世代を
超えて、様々な文化や考え方を持つ人と積極的に関わり、よい関係を作ることのできる人
材を養成しようとしている。この考え方は「多文化保育コース」という専攻の名称、カリ
キュラム体系にも反映されている。
② 人と人とのつながり、関係を大切にする

人と人とのつながり、関係を大切にすることである。都市化、核家族化の進行のなかで、
人間関係の希薄化が言われる昨今の風潮は、人々が漠然と不安を抱く保育・教育の困難性
と無関係ではない。よき教育者、保育士となるために、高いコミュニケーション能力はき
わめて重要である。教職員と学生の交流、学生同士の学びあいが可能となるよう、1 年次
生から研究室制度をとるなど体制を整えている。
③ 学生の主体的な学びを重視する

大学生活全体を通して、学生の主体的な学びを重視していることである。学生はインタ
ーンシップ、ボランティアなどで子どもが育つ現場に赴き、実践と理論、体験と知識、生
活と学問を統合した学びを得る。教員の側も授業改善に取り組み、参加体験型の授業が実
現されるよう研鑽に努めている。
④ 学生にも反映している個性・特色

これらの特色は教職員が展開する教育研究活動だけでなく、学生の自主的な活動にも顕
著に表れている。一つ目は、学生による地域貢献である。本学は平野区との地域協定で物
的、人的交流を進めてきたが、かつては本学が依頼されたイベントに参加する学生を教員
が関係する授業で参加を募っていた。ここ 3 年は、学内最大のサークルに成長した「ボラ
ンティアサークル」が、独自で進めるイベントや企画だけでなく、区役所や社会福祉協議
会のイベントの企画や運営さらに、サークル外の学生個人に対するボランティア紹介へと
発展している。
二つ目は、自主的な学習サークルである。本学では、授業以外に教職員が中心に進める
長期休業中の採用試験対策がある。さらに、進路支援センターが中心となって進める外部
講師による教採セミナーがある。これとは別に教員採用試験や公立保育士試験、教育委員
会主催の教員養成セミナー選考等、同じ目標を持つ学生たちが毎年、複数のサークルを立
ち上げ、教員を招請して学習会や面接練習などを実施している。

3

常磐会学園大学

Ⅱ．沿革と現況
1．常磐会学園ならびに本学の沿革
年

月

内

容

明治38(1905)年

大阪府女子師範学校同窓会「常磐会」設立

昭和2(1927)年

常磐会幼稚園を創設

昭和28(1953)年

常磐会幼稚園教員養成所を創設

昭和30(1955)年

学校法人常磐会学園を設立

昭和36(1961)年

常磐会幼稚園教員養成所を常磐会保育学院と改称

昭和39(1964)年

常磐会短期大学保育科を開設（定員80人）

昭和40(1965)年

常磐会短期大学保育科に保母養成課程の指定を受ける

昭和43(1968)年

常磐会東住吉准看護学院を開設

昭和46(1971)年

常磐会短期大学付属泉丘幼稚園を増設

昭和47(1972)年

常磐会短期大学幼児教育研究会を設置

昭和48(1973)年

常磐会短期大学保育科を幼児教育科と改称、定員を200人に変更

昭和49(1974)年

常磐会短期大学に専攻科幼児教育専攻を設置（定員20人）

昭和52(1977)年

常磐会短期大学に初等教育科を増設（定員100人）
常磐会保育学院・常磐会東住吉准看護学院を閉学

昭和54(1979)年

常磐会短期大学幼児教育科の定員を300人に変更

昭和58(1983)年

常磐会学園茨木高美幼稚園を増設

平成元(1989)年

常磐会短期大学に英語科を増設（定員100人）
情報教育センターを設置
常磐会学園茨木高美幼稚園の名称を常磐会短期大学付属茨木高美幼
稚園と改称

平成2(1990)年

常磐会短期大学初等教育科を閉学

平成3(1991)年

常磐会短期大学英語科の定員を200人に変更

平成4(1992)年

常磐会短期大学に専攻科英語専攻を設置（定員20人）
学位授与機構の認定を受ける

平成6(1994)年

常磐会短期大学専攻科幼児教育専攻科が学位授与機構の認定を受け
る
常磐会学園教育センターを設置（常磐会短期大学設立30周年記念）

平成11(1999)年

常磐会学園大学国際コミュニケーション学部・国際コミュニケーション学科
を創設（定員1 年次100人、3 年次100人、同時開学）
常磐会短期大学専攻科英語専攻を廃止

平成12(2000)年

常磐会短期大学英語科を閉学
常磐会学園大学国際コミュニケーション学科教職課程（英語1種）の
認定を受ける

平成13(2001)年

常磐会学園大学国際コミュニケーション学科教職課程（情報1種）の
認定を受ける

平成16(2004)年

認証保育所いずみがおか園開設
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平成17(2005)年

常磐会短期大学付属泉丘幼稚園・認証保育所いずみがおか園が総合施
設モデル事業実施園に選定

平成18(2006)年

常磐会学園大学国際コミュニケーション学部・国際幼児児童教育学科
を設置（定員国際コミュニケーション学科 1 年次 60 人、国際幼児児
童教育学科 1 年次 50 人、3 年次編入学 20 人）
教職課程（小学校教諭1種、幼稚園教諭1種）の認定を受ける

平成19(2007)年

常磐会学園大学国際コミュニケーション学部・国際幼児児童教育学科
に指定保育士養成施設の指定を受ける（定員30人）
幼稚園教諭上級免許状取得講座の開設（特別科目履修生）
常磐会短期大学専攻科幼児教育専攻を廃止
認証保育所いずみがおか園は認可保育所となる
認定こども園（常磐会短期大学付属泉丘幼稚園・いずみがおか園）の
認定を受ける

平成20(2008)年

幼児教育研究会を乳幼児教育研究会と改称

平成21(2009)年

常磐会短期大学が短期大学基準協会による第三者評価において「適
格」であるとの評価を受ける

平成22(2010)年

常磐会学園大学が、日本高等教育評価機構による平成21年度大学機
関別認証評価において「大学評価基準を満たしている」と評価を受け
る

平成23(2011)年

常磐会学園大学国際こども教育学部・国際こども教育学科を設置（定
員1年次110人、3年次編入学20人）
常磐会学園大学国際コミュニケーション学部・国際コミュニケーショ
ン学科、国際幼児児童教育学科の学生募集停止
指定保育士養成施設の定員を30人から60人に変更

平成27(2015)年

常磐会学園大学国際コミュニケーション学部を廃止し、国際こども教
育学部国際こども教育学科一学部一学科となる
（定員1年次118人、3年次編入学4人に変更）
指定保育士養成施設の定員を60人から100人に変更
常磐会学園こどもセンターを設置
常磐会幼稚園が幼稚園型認定こども園常磐会短期大学付属常磐会幼
稚園となる
泉丘幼稚園・いずみがおか園が幼保連携型認定こども園常磐会短期大
学付属いずみがおか幼稚園となる

平成28(2016)年

常磐会学園大学の教育課程に学校図書館司書教諭講習科目を開設す
る
常磐会短期大学が短期大学基準協会による第三者評価において「適
格」であるとの評価を受ける
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2．本学の現況
・大学名

常磐会学園大学

・所在地

大阪市平野区喜連東 1 丁目 4 番 12 号

・学部構成

国際こども教育学部

国際こども教育学科

・学生数、教員数、職員数
【学生数】
学 部

学 科

国際こども

国際こども

教育学部

教育学科

在籍学生数

入学

編入学

収容

定員

定員

定員

1 年次

2 年次

3 年次

4 年次

計

118

4

480

135

138

133

128

534

【教員数】
専任教員数
学

部

国際こども
教育学部

兼任教員数
教授

准教授

講師

助教

計

9

8

3

1

21

34

※ 教授数には学長が含まれる
【職員数】
専任職員

兼任職員

臨時職員

合計

15

16

0

31
平成 28(2016)年 5 月 1 日現在
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Ⅲ．評価機構が定める基準に基づく自己評価
基準 1．使命・目的等
1－1

使命・目的及び教育目的の明確性

≪1－1 の視点≫
1-1-①

意味・内容の具体性と明確性

1-1-②

簡潔な文章化

（1）1－1 の自己判定
基準項目 1－1 を満たしている。
（2）1－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
1-1-①意味・内容の具体性と明確性
常磐会学園大学学則第 1 条において、「本学は、教育基本法及び学校教育法及び児童福
祉法の規定に従い人間教育を基盤とする建学の精神に則り、
「和平

知天

創造」を校是と

して、国際化・情報化等の社会の変化に対応し、共生社会を担う教育や保育の専門家とし
ての資質と見識を養うことを目的とする」と明示している。【資料 1-1-①-1】
平成 27(2015)年に、校是である「和平

知天

創造」の内容をより具体的な理念として

明確化し、下記のように定めた。
理念
和平：

国や地域や世代を超えて、様々な文化や考え方を持つ人と積極的にかかわ
り、よりよい関係を作り深いつながりを生み出せる人であれ

知天：

教育や保育を担うものとして、使命感や責任感を持ち、実践者として求め
られるものを常に振り返ることができる人であれ

創造：

教育や保育を担うものとして、自ら積極的に学ぶ姿勢を持ち、創造と工夫
を生涯続けることができる人であれ

やや抽象的であった校是が具体的となり、より理解され実践が進められている。
常磐会学園大学学則第 3 条においては、教育目的として次のように明記している。
(1)

地域に愛着と誇りを持ちながらグローバルな視野に立ち、国際社会に貢献できる人

(2)

人間尊重を基盤に、豊かな人間性を育てる人

(3)

コミュニケーションを通じて適切な行動ができる人

(4)

乳幼児・児童・生徒の発達の特性を深く理解し、一人ひとりの個性に応じて効果的

な指導ができる専門性を有する人を育成する。【資料 1-1-①-2】
校是を理念とし、豊かな人間性を育てるために、一人ひとりの子どもの発達の特性を理
解し、個性に応じた効果的な指導を行い、子どもと共感できる実践力のある保育者、教育
者を育てることを目標としている。
具体的には、保護者の子育てを積極的に支援し、地域連携を組織する能力が必要である。
何よりも、教育活動を主導する教員・保育士自身に適切なコミュニケーションを行う能力
が要求されている。本学の位置する大阪は、在日外国人をはじめ海外にルーツをもつ人や、
海外からの帰国者も多く、外国人の影響を受けてきた幼児・児童・保護者も多数いる。そ
のためには、本学がこれまで培ってきた国際コミュニケーション技能は、21 世紀の子ども
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の教育、保育に携わる全ての教員・保育士に必須なスキルであると考えている。国際的か
つ地球的な視座が求められる社会に必要な多文化理解能力、教員と幼児・児童、教員と保
護者、幼児間、児童間など様々な人間関係におけるコミュニケーション能力を有する教員・
保育士の養成を目指している。
【エビデンス集・資料編】
【資料 1-1-①-1】常磐会学園大学学則第 1 条
【資料 1-1-①-2】常磐会学園大学学則第３条
1-1-②簡素な文章化
校是に基づいた使命及び目的を、平易な文章を用いて、具体的に簡潔に表現するための
検討を重ねる中、教授会、理事会等で何度も議論し、平成 27(2015)年に使命・目的を下記
のように具体的かつ簡潔な内容に改めた。
国や地域や世代を越えて、様々な文化や考え方を持つ人と積極的に関わり、よい関係や
深いつながりを生み出せる人材を育成することを目標とする。そのため、聴く力と読み取
る力を中心とした「受け止める姿勢」、話す力や表現する力を中心とした「伝える技術」、
人の気持ちを想像し共有できる「共感性」をもった保育や教育の実践者を育てることを目
標とする。
さらに、校是を理念として、これらを体系的な教育方針として、入学者受け入れの方針
(アドミッションポリシー）、ならびに、先に 2 ページに示した教育課程編成・実施の方針
(カリキュラムポリシー）、卒業認定・学位授与の方針(ディプロマポリシー）としての具体
的な内容として示している。
① アドミッションポリシー
常磐会学園大学国際こども教育学部の目的である、人間愛に基づく国際的な視点と子
どもや地域の人々への教育的な愛情を基盤とした教育者・保育者の育成と、使命感、温
かい子ども理解、専門的な知識技術を備えた実践的指導力を有する教育者・保育者の育
成を十分理解するとともに、次のような、知識・技能・態度の修得を望む学生を求めて
います。
1. 高い使命感と指導力を有する教育者・保育者を目指す人
2. 子どもの発達の特性を理解し、個々に応じた指導力の修得を目指す人
3. 子どもたちに豊かな環境を提供したいと願う人
4. 教員と子ども間をはじめ、あらゆる人間関係におけるコミュニケーションを通じて、
適切に行動できることを願う人
これらの具体的な内容を、大学案内や大学のホームページなど学外に対する広報活動に
おいても公表している。【資料 1-1-②-1】【資料 1-1-②-2】
【エビデンス集・資料編】
【資料 1-1-②-1】常磐会学園大学ホームページ
体系的な教育方針（三つの方針）
http://www.sftokiwakai.ac.jp/disclosure/student01.html
【資料 1-1-②-2】2016 年度学生便覧 pp.3-4 教育方針
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(3）1－1 の改善・向上方策(将来計画）
本学の基本理念が、教職員・学生に十分に理解されていることが大切である。そのため、
学生便覧、履修の手引き、ホームページ、入学案内等において、読み手に分かりやすく表
現を工夫し変えてきた。それぞれの表記において、文章表現に差違が生じている。今後、
文章の整合性を点検しつつ、それぞれの役割に応じた、より適切な表現にする努力を続け
ていきたい。また、学生をどのように育てていくのか、目標をより具体化し、使命・目的
についての説明や定義をさらに具体的に明確性のあるものにしていく。
1－2

使命・目的及び教育目的の適切性

≪1－2 の視点≫
1-2-①

個性・特色の明示

1-2-②

法令への適合

1-2-③

変化への対応

（1）1－2 の自己判定
基準項目 1－2 を満たしている。
（2）1－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
1-2-①個性・特色の明示
本学は、校是として「和平

知天

創造」を掲げ、時代に対応しながらその具現化への

努力を継続している。個性・特色は以下のとおりである。
一つ目に、グローバルな視野に立ち国際社会に貢献することである。そのために国や地
域や世代を超えて、様々な文化や考え方を持つ人と積極的に関わり、よい関係を作ること
のできる人材を養成しようとしている。この考え方は「多文化保育コース」という専攻の
名称、カリキュラム体系にも反映されている。
二つ目に、人と人とのつながり、関係を大切にすることである。都市化、核家族化の進
行のなかで、人間関係の希薄化が言われる昨今の風潮は、人々が漠然と不安を抱く保育・
教育の困難性と無関係ではない。よい教育者・保育者となるために、高いコミュニケーシ
ョン能力はきわめて重要である。教職員と学生の交流、学生同士の学びあいが可能となる
よう、1 年次生から研究室制度をとるなど体制を整えている。
上記の特色とも関連して三つ目に、大学生活全体を通して、学生の主体的な学びを重視
していることである。学生はインターンシップ、ボランティアなど、子どもが育つ現場に
赴き、実践と理論、体験と知識、生活と学問を統合した学びを得る。教員の側も授業改善
に取り組み、参加体験型の授業が実現されるよう研鑽に努めている。
半世紀以上にわたり人間教育に力を注いできた学園の社会的使命という観点からもこ
れらは適切である。
以上のような本学の個性・特色は、学生便覧、履修の手引き、大学案内、学生募集要項、
ホームページ等に明示され、広く周知している。【資料 1-2-①-1】【資料 1-2-①-2】【資料
1-2-①-3】【資料 1-2-①-4】【資料 1-2-①-5】
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【エビデンス集・資料編】
【資料 1-2-①-1】2016 年度学生便覧
【資料 1-2-①-2】2016 年度履修の手引き
【資料 1-2-①-3】常磐会学園大学 Campus Guide 2017
【資料 1-2-①-4】常磐会学園大学募集要項 2017
【資料 1-2-①-5】常磐会学園大学ホームページ

学科紹介

http://www.sftokiwakai.ac.jp/academics
1-2-②

法令への適合

本学の目的は「常磐会学園大学

学則」第 1 条で、「教育基本法、学校教育法及び児童

福祉法の定めるところに従い…」と明記しており、これは学校教育法第 83 条に規定され
る大学の目的に適合している。【資料 1-2-②-1】
大学設置基準に基づいて設置認可を申請し、文部科学省設置・学校法人審議会の審議を
経て、平成 11(1999)年に 4 年制大学としての設置認可を受け今日に至っている。小学校教
諭一種・幼稚園教諭一種免許状に係る教職課程については教育職員免許法および同法施行
規則に基づいて申請し、平成 18(2006)年に文部科学省より課程認定された。
また保育士資格についても、児童福祉法施行令に基づき申請し、平成 19(2007)年厚生労
働省より指定保育士養成施設として指定を受けた。
大学の名称については大学設置基準第 40 条の 4 に適合している。
日常的にも、常に法的根拠を明らかにし、法令の改定にも留意し、法令への適合性を維
持している。以上のことから、本学の目的等は法令に適合している。
エビデンス集（データ編）表 3-2 法令等の遵守状況に示したように、常磐会学園大学学
則をはじめとする本学の規程や運営は法令等の定めに遵守して実施されている。【資料
1-2-②-2】
【エビデンス集・資料編】
【資料 1-2-②-1】常磐会学園大学学則第 1 条
【資料 1-2-②-2】大学の運営及び質保証に関する法令等の遵守状況
１-2-③

変化への対応

学長の指揮のもと教授会を中心に、中長期計画に基づいて立てられた年次計画を推進し
ている。
「常磐会学園大学学則」第 1 条には「…国際化・情報化の社会変化に対応し」第 2
条には「…その目的及び社会的使命を達成するために、別に定めるところにより、自己点
検・自己評価を行う」と定められている。成果や課題は、年 3 回の「教育研究活動の計画」
全体会でチェックされたり、
「第三者評価委員会」からの意見も集約したりして、その使命・
目的及び教育目的が社会情勢の変化に対応しているか適宜点検している。学校教育法等の
改正等の重要な案件は、教授会や学内の研修会で取り上げられ、全教職員が共通理解でき
る体制が作られている。
本学の校是に則った使命や目的、教育目的自体は、育てるべき学生像が示すという積極
的な意味があり、一貫してこれを堅持し、どの時代においても継承し実践していくことが
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課題である。しかし、社会の変化にともなう時代の要請に照らし合わせ、体制を見直し、
再構築していくことは、大学本来の社会的使命において重要である。
【資料 1-2-③-1】
【資
料 1-2-③-2】
本学は前回、平成 22(2010)年の大学機関別認証評価以降、ドラスティックに大学の体制
を変えた。すなわち、平成 23(2011)年に「国際こども教育学部国際こども教育学科」を設置
し、「国際コミュニケーション学部国際コミュニケーション学科」ならびに、「国際コミュ
ニケーション学部国際幼児児童教育学科」からの改組転換を行った。これは、学園の持つ
保育・教育の伝統に立ち返るべく軸足を移していこうという構想に基づいている。新しい
時代に相応しい専門的職能を身につけた教員、保育士養成の必要性と需要の高まりによる
学園の中長期経営計画策定を通じた教育課程、入試改革、教育目的やその実現のための検
討の一環である。
「国際こども教育学部国際こども教育学科」の完成年度までは大幅な変更
は慎み、児童福祉法施行規則の一部改正による履修科目の変更などに対して、科目名の変
更、読み替えなどの対応を行った。また、指定保育士養成施設の定員を平成 23(2011)年に
30 人から 60 人に、平成 27(2015)年には 100 人に変更し、現在、我が国急務の課題である
保育士の養成にも力点を置いた。
平成 26(2014)年には運営会議の中に学内将来構想検討委員会を新設し、新学舎建築計画
をはじめ、新たな中長期計画の策定、教育目的やカリキュラムを含む大学運営全般の見直
しに着手した。【資料 1-2-③-3】
さらには、新たな教育課程として、小学校・中学校の連携に力が注がれている昨今の我
が国の動静に鑑み、平成 28(2016)年度から司書教諭の資格が取得できるように体制を整え
た。さらに、中学校の教員免許取得について検討を重ねている。【資料 1-2-③-4】
さらに、学校教育法や学校教育法施行規則等の内容は近年改正されているが、教授会議
事録、理事会議事録が示すように、その都度、学内の規程等の見直しを実施している。
【資
料 1-2-③-5】【資料 1-2-③-6】【資料 1-2-③-7】
以上のとおり、学部の改組を行い、教育目的の見直しを行うことで、本学は社会情勢の
変化に対応し、近年改正された法令にも遵守し、規程や運営の見直しを進めている。
【エビデンス集・資料編】
【資料 1-2-③-1】常磐会学園大学学則第 1 条、第 2 条
【資料 1-2-③-2】常磐会学園大学第 3 期第三者評価委員会提言
【資料 1-2-③-3】平成 26 年 5 月 19 日将来構想検討委員会議事録
【資料 1-2-③-4】平成 27 年 11 月 11 日教授会議事録
【資料 1-2-③-5】平成 26 年 12 月 10 日教授会議事録
【資料 1-2-③-6】平成 26 年 12 月 16 日理事会議事録
【資料 1-2-③-7】平成 27 年 11 月 17 日理事会議事録
(3）1－2 の改善・向上方策(将来計画）
本学の使命や目的、教育目的については、学園全体の関係と目指すべき方向性のもと、
必要に応じて大学運営部会において見直す。また、毎年、学園の中期経営計画策定のなか
で、改善・向上策とその実施状況について、教職員に周知することで、本学の教育目的が
大学と学園全体で共有され、実現されるよう努める。
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1－3

使命・目的及び教育目的の有効性

≪1－3 の視点≫
1-3-①

役員、教職員の理解と支持

1-3-②

学内外への周知

1-3-③

中長期的な計画及び 3 つの方針等への使命・目的及び教育目的の反映

1-3-④

使命・目的及び教育目的と教育研究組織の構成との整合性

（1）1－3 の自己判定
基準項目 1－3 を満たしている。
（2）1－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
1-3-①

役員、教職員の理解と支持

本学の使命・目的、教育目的については、役員、教職員の理解と支持が円滑に得られる
ようになっている。例えば、前出の「第三者評価委員会」の提言は、運営部会に報告され
た。運営部会で審議されたものは、常任理事会で報告されたり、教授会で学部長や各部長
から報告されたり、事務長から事務局会議で報告されたりする。【資料 1-3-①-1】【資料
1-3-①-2】
具体的には、学則等の変更は初めに運営部会で審議される。その後、教授会で審議され
たのち、理事会で審議される。理事や評議員に対しては、理事会（年に 15 回開催）・評議
員会（年に 4 回開催）において、学長が大学の教育内容について常に報告し、改変等があ
る場合には、審議事項として諮られ承認されている。
教員に対しても、運営部会や教授会等における学長からの説明を通じて本学の使命・目
的について理解を深め、支持を得ている。また職員に対しては、大学の使命・目的につい
て事務長を通し周知され、共有されている。【資料 1-3-①-3】【資料 1-3-①-4】【資料 1-3①-5】
【エビデンス集・資料編】
【資料 1-3-①-1】常磐会学園大学第 3 期第三者評価委員会提言（運営委員会資料）
【資料 1-3-①-2】平成 27 年 9 月 7 日運営部会議事録
【資料 1-3-①-3】平成 26 年 12 月 8 日運営部会議事録
【資料 1-3-①-4】平成 26 年 12 月 10 日教授会議事録
【資料 1-3-①-5】平成 26 年 12 月 16 日理事会議事録
1-3-②

学内外への周知

教職員に対しての本学の使命・目的の周知に関しては、教授会や FD(Faculty
Development)研修会ならびに SD(Stuff Development)等においての学長からの説明、また
各種行事等においての学長の挨拶等を通じて行っている。教職員は入試説明会や入試相談
会、オープンキャンパス、さらに育友会（保護者会）総会等、多くの機会において、受験
生や保護者に大学の使命や教育目的を伝える必要がある。そのために、常日頃から本学の
使命・目的を十分に理解し説明できることが求められている。
学生に対しては、学年初めのオリエンテーションや各期初めの履修指導のなかで説明し、
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「学生便覧」や「履修の手引き」においても本学の使命・目的を示している。電子掲示板
でも各種情報提供の際、大学の使命・目的について提示している。
対外的な公表については、基本的に「Campus Guide 2017」
「常磐会学園報」
「大学ホー
ムページ」を通して行っている。
高校生・高等学校に対しては、入試部長がオープンキャンパスや入試説明会において、
「Campus Guide 2017」や「募集要項 2017」等を活用しながら、大学紹介として本学の
使命・目的について説明している。オープンキャンパスに参加した高校生の質問や問い合
わせには、本学の使命・目的に関心を示した内容のものが多く含まれている。【資料 1-3②-1】【資料 1-3-②-2】【資料 1-3-②-3】
ホームページを通した周知については、本学の「建学の理念」の中で教育目的について
述べるとともに、受験生や保護者や高校教員はもちろん、本学に関心を持たれる一般の方
にとっても、わかりやすく豊富な情報を提供できるホームページを作成することを第一に
考えている。【資料 1-3-②-4】
保護者に対しては、入学式において学長が本学の使命・目的を示している。また育友会
（保護者会）総会等の機会を通して学長や学部長が、本学の教育理念を踏まえ、それを具
体化した形で使命・目的について言及している。
また、本学の教育目的の周知は、毎年 2 月に開催している実習先の園長・施設長との「実
習協議会」や 4 月と 9 月に実施している「兼任講師懇話会」においても学長や学部長、教
務部長のあいさつや説明等の機会にも行っている。【資料 1-3-②-5】【資料 1-3-②-6】
大阪市平野区との地域協働協定によって、人的交流や知的・物的資源の相互活用が、教
員の派遣や学生サークルの行事参加として実現し、大学の使命・目的を周知できる機会と
なっている。

図 1-3-1

平野区役所と地域協働協定で進めている事業

図 1-3-1 は、平野区役所との地域協働協定で進めている事業を紹介している区役所のホ
ームページである。【資料 1-3-②-7】
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【エビデンス集・資料編】
【資料 1-3-②-1】常磐会学園大学 Campus Guide 2017
【資料 1-3-②-2】常磐会学園大学募集要項 2017
【資料 1-3-②-3】常磐会学園報第 9 号
【資料 1-3-②-4】常磐会学園大学ホームページ 大学案内 建学の理念
http://www.sftokiwakai.ac.jp/campus/philosophy.html
【資料 1-3-②-5】平成 27 年度実習協議会要項
【資料 1-3-②-6】兼任講師第 1 回懇話会次第
【資料 1-3-②-7】平野区ホームページ その他の教育関連
http://www.city.osaka.lg.jp/hirano/page/0000334340.html
1-3-③

中長期的な計画及び３つの方針等への使命・目的及び教育目的の反映

本学の使命・目的、教育目的に沿って 5 年を区切りとする学園の中長期計画が立てられ、
年度ごとに具体化されている。平成 27(2015)年度中長期計画では、「本学の方針・目標を
実現するための取り組み」として、次の 6 つの項目が掲げられている。
【資料 1-3-③-1】
・教育目的を達成するために、さらなる設備施設の充実のための新学舎 3 号館の建設
・学生の希望に応え、さらなる進路の幅を広げるための中学校教員免許（英語）課程の申
請、開設、そのためのカリキュラムの変更
・司書教諭講習認定申請
・特別支援教育特別課程の開設に向けての事前相談・申請
・公設民営化の実施に伴う付属小中学校の設置の検討
・インターンシップ制の導入の検討
また、本学の目的・使命、教育目的は、本学の「本学の 3 つの方針」アドミッションポ
リシー(前出 p.8)、ディプロマポリシー及びカリキュラムポリシー(前出 p.2)にも反映され､
具体化され、示されている。【資料 1-3-③-2】
【エビデンス集・資料編】
【資料 1-3-③-1】常磐会学園大学部門別中長期計画（平成 27～31 年度）
【資料 1-3-③-2】2016 年度学生便覧 pp.3-4 教育方針
1-3-④

使命・目的及び教育目的と教育研究組織の構成と整合性

本学の使命･目的､教育目的を実現するための教育研究組織として、「国際こども教育学
部」に「国際こども教育学科」を設置し 1 学部 1 学科制をとり、教職課程(幼稚園教諭一
種免許状、小学校教諭一種免許状）と保育士養成課程（保育士資格）を置いている。これ
は幼児教育と保育の専門家を養成するという本学の使命・目的に見合ったもので、整合性
を確保している。教育研究を推進する組織は、図 1-3-2「平成 28 年度 学務分掌」と図 1-3-3
「平成 28 年度 学務分掌組織図」のとおり、大学の管理・運営組織、各種委員会から構成
されている。【資料 1-3-④-1】【資料 1-3-④-2】
なかでも、大学の社会的使命である社会貢献を担当しているのが、「地域貢献プロジェ
クト」と「教育センター」である。
「地域貢献プロジェクト」は平野区役所との地域協働協
定に基づく事業を中心的に進めている部署である。今年度は協定締結 6 年目になる。【資
料 1-3-④-3】
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図 1-3-2「平成 28 年度 学務分掌」

図 1-3-3「平成 28 年度 学務分掌組織図」
教育センターでは、社会人の学び直しと生涯学習の機会提供を目的とし、公開講座を実
施している。図 1-3-4 は、本学ホームページで紹介している公開講座の案内画面である。
【資料 1-3-④-4】
教育センター年報は教育センターの公開実施一覧を隔年でまとめている。
【資料 1-3-④-5】
紀要の編集や公開授業の調整、FD や授業アンケートの実施等を行う「研究部」も、研
究成果の公表や教員の研究分野や実績の公開を通じて社会貢献を行っている。【資料 1-3④-6】
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図 1-3-4

本学ホームページに示した公開講座の案内

本学の教育研究組織は、教員がそれぞれの専門研究を活かしながら、本学の使命と教育
目的を積極的に社会に広め還元していく機関として活動しており、本学の使命・目的と整
合性が保たれている。
【エビデンス集・資料編】
【資料 1-3-④-1】平成 28 年度学務分掌
【資料 1-3-④-2】平成 28 年度学務分掌組織図
【資料 1-3-④-3】平成 27 年度地域貢献プロジェクト会議資料
【資料 1-3-④-4】常磐会学園大学ホームページ

公開講座

http://www.sftokiwakai.ac.jp/kouza/index.html
【資料 1-3-④-5】教育センター年報 vol.11 2015
【資料 1-3-④-6】平成 26 年度教育研究活動の現状と課題

－自己点検・評価報告書－

Ⅱ教員の研究分野・内容・実績
（3）1－3 の改善・向上方策(将来計画）
本学の使命・目的、教育目的の有効性については、そのさらなる改善・向上を図るため、
FD 委員会の活動や｢学生による授業評価と授業改善のためのアンケート｣「キャンパスラ
イフに関するアンケート」等の分析を通じて､本学の教育目的を学内の教職員間で継続的に
確認・共有し、さらに周知徹底していく。また、学園の中長期計画を作成する中で、それ
らを検証し改善していく。こうした取り組みを継続する中で、本学の使命・目的、教育目
的への理解と支持を確保し、その有効性を大学全体で確認する。
さらに、個々の学生に接する研究室でのミーティングや基礎演習・専門演習の時間にお
いて、さらに本学の使命・目的を学生に伝えるという共通認識を教員間で確認する。
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また、本学の使命・目的を具体化していくものとして、学生の「聴くこと・共感するこ
と」を中心に据えた「人とかかわる力」の育成のためのアクティブ・ラーニング、体験学
習の取り組みの研究と実践をさらに深めていく。
地域協働により大学の使命・目的を周知する機会が増えてきているが、さらに使命・目
的に即した活動を活性化させ、地域協働に盛り込む。そのために、相互理解能力をもった
人材を派遣できるよう教職員及び学生の意識改革に取り組む。
［基準 1 の自己評価］
建学の精神を踏まえた大学の使命・目的、教育目的は本学学則に定められ、意味、内容
は具体的かつ明確に示されている。また本学の個性・特色をなお一層、明確かつ具体化す
るために目標を定め、目指すべき教員・保育士像が学生一人ひとりに届き、意識されるよ
う配慮している。これら全ては法令に適合している。
建学の精神、使命・目的、教育目的は様々な方法で学内外に周知している。特に学生に
はオリエンテーションから始まり、行事での講話、各講義まで周知徹底され、子どもと保
護者から信頼され、人々の福祉を実現するための専門性を有し、ひいては国際社会に貢献
できる人であろうとする意欲を高めるものになっている。
建学の精神、使命・目的、教育目的は中長期計画や３つの方針に反映されており、教職
員はこの計画や方針に基づいた教育活動を行っている。大学の様々な課題について運営部
会、教授会、各部会、各委員会等がそれぞれ連携しながら教育研究の目的を達成するため
に活動し、建学の精神、使命・目的、教育目的は、大学経営の基本軸となっている。以上
のことから、基準１「使命・目的等」の基準を満たしていると自己評価する。

17

常磐会学園大学

基準 2．学修と教授
2－1

学生の受入れ

≪2－1 の視点≫
2-1-①

入学者受入れの方針の明確化と周知

2-1-②

入学者受入れの方針に沿った学生受入れ方法の工夫

2-1-③

入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持

（1）2－1 の自己判定
基準項目 2－1 を満たしている。
（2）2－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
2-1-①入学者受入れの方針の明確化と周知
本学の入学者受け入れの方針(アドミッションポリシー)は、教授会において決定され、
全教職員に周知されている。以下に掲げるとおりである。【資料 2-1-①-1】
アドミッションポリシー
常磐会学園大学国際こども教育学部の目的である、人間愛に基づく国際的な視
点と子どもや地域の人々への教育的な愛情を基盤とした教育者・保育者の育成と、
使命感、温かい子ども理解、専門的な知識技術を備えた実践的指導力を有する教
育者・保育者の育成を十分理解するとともに、次のような、知識・技能・態度の
修得を望む学生を求めています。
1.

高い使命感と指導力を有する教育者・保育者を目指す人

2.

子どもの発達の特性を理解し、個々に応じた指導力の修得を目指す人

3.

子どもたちに豊かな環境を提供したいと願う人

4.

教員と子ども間を始め、あらゆる人間関係におけるコミュニケーションを通

じて、適切に行動できることを願う人
アドミッションポリシーは、本学ホームページに明示するとともに、オープンキャンパ
スや進路指導担当の高校教員を対象とした入試説明会、受験生対象の入試直前対策相談会、
教員による高校訪問等さまざまな機会を活用して周知している。【資料 2-1-①-2】
「Campus Guide 2017」、「募集要項 2017」においては、校是を掲げながら本学の目標
を明示している。【資料 2-1-①-3】【資料 2-1-①-4】
平成 27(2015)年度にはオープンキャンパスを 6 回開催し、高校生や保護者に対してアド
ミッションポリシー、教育目的、教育理念及びカリキュラム等について説明している。ま
た、高大連携事業で高校生の大学見学の際、大学紹介をする時や入試直前相談会（2 回開
催）で教職員による個別相談を通しても説明している。さらに高校内や別会場で開催され
る進学ガイダンス等に積極的に参加し、高校生や保護者にアドミッションポリシーや教育
特色、キャンパスライフ等を説明している。オープンキャンパスや大学見学では、高校生
対象の体験授業を実施し、教育内容の理解を深める機会となっている。さらに本学教員に
よる高等学校への出前授業などを通しても、高校生にアドミッションポリシーや教育特色、
キャンパスの様子等を説明している。【資料 2-1-①-5】
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【エビデンス集・資料編】
【資料 2-1-①-1】2016 年度学生便覧 pp.3-4

教育方針

【資料 2-1-①-2】常磐会学園大学ホームページ
情報公開

入学者に関する受け入れ方針

http://www.sftokiwakai.ac.jp/disclosure/student01.html
【資料 2-1-①-3】常磐会学園大学 Campus Guide 2017
【資料 2-1-①-4】常磐会学園大学募集要項 2017
【資料 2-1-①-5】オープンキャンパスちらし
2-1-②入学者受入れの方針に沿った学生受入れ方法の工夫
入学者受け入れの方針は、アドミッションポリシーとして本学ホームページに記載し、
「Campus Guide 2017」及び「募集要項 2017」では、本学の目標を記載し周知を図って
いる。
入学者選抜に関して、大学入学試験運営委員会において入学者選抜の実施方針、入学試
験要項に関する事項等の原案を作成し、教授会で決定している。学長から委嘱された教員
が、入試問題を作成、点検及び答案の採点を行い、入学者選抜方法の種別ごとに判定会議
を開催し、合否判定原案を判定会議に提案し、調査書、学力試験、面接、小論文等を総合
判定して、合格者を決定している。【資料 2-1-②-1】
入学試験の実施にあたっては、実施本部を設置し、教員に対して入試実施説明会を事前
に行う等、アドミッションポリシーに沿った入学者選抜における体制、組織が整備されて
おり、公平かつ厳正な体制のもとに実施している。
入学者選抜の方法としては、平成 27(2015)年度現在、1 年次入学の場合、次の 5 通りの
試験を実施している。
① 一般入試
② 指定校推薦入試
③ 公募推薦入試
④ 大学入試センター試験利用入試
⑤ 社会人入試
3 年次編入学の場合は、次の 4 通りの試験を実施している。
① 一般入試
② 指定校推薦入試
③ 公募推薦入試
④ 社会人入試
各入学者選抜方法の概要は以下の通りである。
①一般入試
一般入試では、コミュニケーション能力の修得と異文化理解に強い関心を示す学生を選
抜するため、学科試験として国語と英語の 2 科目を課している。国語の試験内容は、「国
語総合」程度(古文・漢文を除く)、また英語の試験内容は、「コミュニケーション英語Ⅰ」
(リスニングを除く)程度である。この試験結果に基づいて判定しているが、その際提出書
類(出身校の調査書または成績証明書)を参考資料として総合的に判定している。
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②指定校推薦入試
指定校推薦入試では、提出書類（出身校の校長または学長の推薦書と調査書または成績
証明書）及び面接（2～3 人のグループ面接）の結果に基づいて判断している。特に、面接
試験では、本学の志望理由や入学後自らが描く学生生活・将来構想、時事問題などを設問
項目とし、受験生の総合的コミュニケーション能力を採点項目としている。
③公募推薦入試
公募推薦入試では、学科試験（国語、英語から 1 科目選択）、面接（2～3 人のグループ
面接）、提出書類（出身校の校長または学長の推薦書・調査書）を参考資料として総合的に
判定している。面接内容は②指定校推薦入試と同様である。
④大学入試センター試験利用入試
大学入試センター試験利用入試では、大学入試センター試験の国語（近代以降の文章の
み）と選択科目（受験科目の内、国語以外で最も高得点の 1 科目）で選抜し、その際出身
校の調査書または成績証明書を参考資料として総合的に判定している。
⑤社会人入試
社会人入試では、小論文（与えられた文書・資料を読解し論述する）、面接（2～3 人の
グループ面接）で選抜し、その際志望理由書・出身校の成績証明書・履歴書を参考資料と
して総合的に判定している。【資料 2-1-②-2】
なお、合否発表の日程が早い指定校推薦と公募推薦の合格者中心に、入学までの学修意
欲の継続・向上を図るため、研究室体験や体験授業等をおこなう「入学前体験登校」を 2
回実施している。
「入学前体験登校」では、レポート課題が出される。課題は入学前オリエ
ンテーションで回収され、ゼミ担当教員が添削し、1 回目の「基礎演習Ⅰ」で学生に返却
される。【資料 2-1-②-3】
【エビデンス集・資料編】
【資料 2-1-②-1】常磐会学園大学入学試験規程
【資料 2-1-②-2】常磐会学園大学募集要項 2017
【資料 2-1-②-3】平成 27 年度入学前指導実施要項
2-1-③入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持
表 2-1-1

「本学の学生受け入れの推移」入学定員、入学者数、収容定員および在籍者数
平成 24 年度

平成 25 年度

平成 26 年度

平成 27 年度

平成 28 年度

入学定員(人)

110

110

110

118

118

入学者数(人)

130

134

137

143

135

118.2

121.８

124.5

121.2

114.4

収容定員(人)

480

480

480

480

480

在籍者数(人)

363

421

477

529

534

在籍者数比率(％)

75.6

87.7

99.4

110.2

111.3

入学定員超過率（％）
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前ページの表 2-1-1 は、「本学の学生受け入れの推移」である。それぞれの値は過去 5
年間の入学定員、入学者数、入学定員超過率、収容定員、在籍者数、在籍者数比率を示し
ている。
過去 5 年間の入学定員超過率は、平成 24(2012)年度 118.2%、平成 25(2013)年度 121.8%、
平成 26(2014)年度 124.5%、平成 27(2015)年度 121.2%、平成 28(2016)年度 114.4%で、そ
の平均入学定員超過率は、120.0％である。全体の収容定員に対する在籍者数比率も、
平成 24(2012)年 度 75.6%、 平成 25(2013)年 度 87.7%、 平成 26(2014)年 度 99.4%、 平 成
27(2015)年度 110.2%、平成 28(2016)年度 111.3%と、教育環境確保の観点からも適正に維
持している。【資料 2-1-③-1】【資料 2-1-③-2】
【エビデンス集・資料編】
【資料 2-1-③-1】学部、学科別在籍者数（過去 5 年間）
【資料 2-1-③-2】常磐会学園大学ホームページ
情報公開

入学者数一覧

http://www.sftokiwakai.ac.jp/disclosure/student02.html
（3）2－1 の改善・向上方策(将来計画）
常に入学者受け入れの方針や受け入れ方法などの点検、改善、具体化、明確化に努力し、
18 歳人口および社会情勢や入学者数の動向に鑑み、入学者数の適正化を図る。
従来の広報活動を強化するとともに、広報のポイントである本学のあらたな魅力を探り
ながら、ホームページの活用や教員による高校訪問、学生による母校訪問など多様な広報
活動に取り組む。
学生の受け入れについては、アドミッションポリシーを生かした選抜方法・内容の検討
を今後とも進めていく。また、入試タイプと入学後の学生の学修状況との関連を把握し選
抜方法検討の資料とするなど、受け入れ体制のさらなる整備を図る。
2－2

教育課程及び教授方法

≪2－2 の視点≫
2-2-①

教育目的を踏まえた教育課程編成方針の明確化

2-2-②

教育課程編成方針に沿った教育課程の体系的編成及び教授方法の工夫・開発

（1）2－2 の自己判定
基準項目 2－2 を満たしている。
（2）2－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
2-2-① 教育目的を踏まえた教育課程編成方針の明確化
校是を理念とし、国や地域や世代を超えて、様々な文化や考え方を持つ人と積極的にか
かわり、よい関係を作り、深いつながりを生み出せる人材を育成することを目的とし、聴
く力と読み取る力を中心とした「受け止める姿勢」、話す力や表現する力を中心とした「伝
える技術」、人の気持ちを想像し共有できる「共感性」を持った教育や保育の実践者を育て
ることを目指し、先に記したカリキュラムポリシー(p.2)を定め、学生便覧や本学ホームペ
ージに示している。【資料 2-2-①-1】【資料 2-2-①-2】
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【エビデンス集・資料編】
【資料 2-2-①-1】2016 年度学生便覧 pp.3-4

教育方針

【資料 2-2-①-2】常磐会学園大学ホームページ 情報公開 体系的な教育方針（三つの方針）
http://www.sftokiwakai.ac.jp/disclosure/student01.html
2-2-②

教育課程編成方針に沿った教育課程の体系的編成及び教授方法の工夫・開発

教育課程及び授業科目の構成は、建学の精神に則り、本学の目的（常磐会学園大学学則
第 1 条）及びカリキュラムポリシーに従い編成している。【資料 2-2-②-1】
具体的には資格志望に応じた以下に示す。選択が緩やかな 3 コース制を敷いている。
① 児童教育コース

主に小学校教員免許、幼稚園教員免許の取得を目指す

② あそび文化コース

主に幼稚園教員免許、保育士資格の取得を目指す

③ 多文化保育コース

主に保育士資格、幼稚園教員免許の取得を目指す

専攻したいコースの決定は 3 年次の初めに各自の希望により行う。教育課程は、各コー
スで履修に必要な専門教育科目とそれぞれのコースで共通して履修する共通基礎科目で構
成されている。
表 2-2-1 は本学の教育課程を示しており、次に示す 7 つの科目群からなっている。【資
料 2-2-②-2】
表 2-2-1

教育課程

コース専門教育科目

コ
ー
ス
専
門
基
礎
科
目

コ
ー
ス
専
門
応
用
科
目

実
習
科
目

共通基礎科目

演習科目（卒論作成指導）
専門演習Ⅱ（4年次）
専門演習Ⅰ（3年次）
基礎演習Ⅱ（2年次）

教
養
教
育
科
目

第
二
外
国
語
科
目

英
語
お
よ
び

情
報
科
目

基礎演習Ⅰ（1年次）

①「教養教育科目」
教育者・保育者を目指す者に求められる豊かな人間性・自主性・創造性の涵養を育む基
礎となる教養課程として位置づけている。
②「英語および第二外国語科目」
外国文化の理解と語学運用能力の習得を促進する。
③「情報科目」
情報を適切に活用する技術・能力の習得を促進する。
④「コース専門基礎科目」
小学校教諭一種免許状の取得のための「小学校教員養成科目」、幼稚園教諭一種免許状
の取得のための「幼稚園教員養成科目」、保育士資格取得のための「保育士養成指定科目」
で構成する。
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⑤「コース専門応用科目」
現代的テーマを扱う応用科目である。コースごと、テーマごとに理論を深め実践力を高
めることにより、本学として特色のある教員養成の中心となる科目となっている。
⑥「実習科目」
「教育実習」「保育実習」及びそれらの「事前・事後指導」「ボランティア実習」「介護
体験実習」など高い専門性と実践力に裏付けられた実技を身につけ、社会のニーズに応え
る人材の養成を目的としている。
⑦「演習科目」
「基礎演習」「専門演習」で構成され、保育・教育や教職に対する学生の学びが、卒業
時に卒業論文として結実されるよう１年次から段階的に指導する。基礎的な指導から高度
な専門研究へ 4 年間にわたり継続して指導を行う。1、2 年次生向けの「基礎演習Ⅰ・Ⅱ」
は 15 人程度、3、4 年次生向けの「専門演習Ⅰ・Ⅱ」は 8 人程度の少人数クラス編成で、

図 2-2-1

アットホームな研究室方式

演習形式により行っている。図 2-2-1 は「アットホームな研究室方式」を紹介した大学案
内のページである。【資料 2-2-②-3】
教授方法の工夫・開発については、学長の呼びかけのもと、各教員の課題となり、学生
に対するアンケートには、「授業には興味の持てる内容が多いか」「学生参加形式の授業が
多かった」等を問う項目もあり、学生の評価も高い。【資料 2-2-②-4】
兼任講師懇話会は、各学期の授業が始まる前に年間 2 回、実施している。兼任講師懇話
会では、アクティブ・ラーニング等の授業の工夫について研修や情報交換を行っている。
【資料 2-2-②-5】
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授業科目の履修にあたっては、各学期における履修科目数の上限や先修条件等、いくつ
かの単位習得の条件がある。各学期における履修科目数の上限は、指定された科目を除い
て 12 科目が上限とされている。ただし、期間 GPA(Grade Point Average)の値によって履
修できる科目数が加算される。さらに、保育実習や教育実習には実習に参加するまでに履
修すべき先修条件が設定されている。【資料 2-2-②-6】
また、司書教諭資格を取得するための科目、一般財団法人全国大学実務教育協会が認定
するカウンセリング実務士、こども音楽療育士の資格取得のための科目や単位取得はでき
ないが自らのスキルアップの科目として「音楽演習Ⅰ・Ⅱ・ⅢA・ⅢB」が設定されている。
【資料 2-2-②-7】
【エビデンス集・資料編】
【資料 2-2-②-1】常磐会学園大学ホームページ 情報公開体系的な教育方針（三つの方針）
http://www.sftokiwakai.ac.jp/disclosure/student01.html
【資料 2-2-②-2】2016 年度履修の手引き

p.4

本学の教育課程

【資料 2-2-②-3】常磐会学園大学 Campus Guide 2017 pp.7-8 アットホームな研究室方式
【資料 2-2-②-4】常磐会学園大学 Campus Guide 2017

p.40

数字で見る常磐会学

園大学
【資料 2-2-②-5】平成 27 年兼任講師懇話会次第
【資料 2-2-②-6】2016 年度履修の手引き pp.5-6 履修について
【資料 2-2-②-7】2016 年度履修の手引き pp.10-11 資格の取得
（3）2－2 の改善・向上方策(将来計画）
これまでの教育課程は、平成 27(2015)年に完成年度を迎えた。平成 26(2014)年度より学
内将来構想検討委員会で、より教育現場で必要とされている知識・能力を身につけるため
にカリキュラム改善に着手した。改善の内容は、カリキュラムの全体構造の見直しと専門
性の養成である。
カリキュラムの全体構造については、学ぶこと、学び続けることを学生に浸透させるこ
とにより、本学の教育理念とともに、目指す人間像・教育者像に近づくために教示できる
構造にしていく。
専門性の養成については、コースで展開している科目を見直すことで、これまで以上に
４年制大学で学んだことを教育・保育現場でスムーズな対応や支援ができる学生を増やす
ことが期待できる。
社会の要請に応えるために専門的な知識をもつ教員と職員の連携によるキャリア教育
を教育課程に位置づけ、系統的な学修を進める。
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2－3

学修及び授業の支援

≪2－3 の視点≫
2-3-①

教員と職員の協働並びに TA(Teaching Assistant)等の活用による学修支援及
び授業支援の充実

(1）2－3 の自己判定
基準項目 2－3 を満たしている。
（2）2－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
2-3-①教員と職員の協働並びに TA(Teaching Assistant)等の活用による学修支援及び授
業支援の充実
教員間の協働では、まず実習指導があげられる。教員養成、保育士養成校として重要な
科目である教育実習・保育実習の実習訪問指導を全ての専任教員が担当し指導に当たると
ともに、教学課職員とも連携し実習先との連絡調整を進めている。教員間の協働による学
生への指導水準を維持し、学生個々の課題を的確に把握するため、実習指導室が全教員に
指導方針を説明している。実習後には、今後の課題把握と学生の事後指導のために総括会
議を開催している。全専任教員が、実習科目担当教員と連携して、学生の情報を共有して
いる。総括会議でも実習訪問指導に参加した教員と教学課職員が協働して運営している。
【資料 2-3-①-1】
保育実践演習や教職実践演習等の科目では、複数の教員によるティームティーチングで
教員の協働による授業を展開している。【資料 2-3-①-2】
専任教員は、各々週 2 コマの「オフィスアワー」を設け、学生の学修上の質問や相談に
応じている。それ以外の場面でも小規模大学の特徴を活かし、各教職員が学生とのコミュ
ニケーションを日常的に交わし、学生支援の効果を高めている。【資料 2-3-①-3】
本学は、大学院を設置していないため、大学院生による TA 制度はない。しかし、演習
科目を中心に、優秀な成績でその科目の単位を修得した上級学年の学生を選考し、活用し
ている。これは、学生が大学教育を補佐および援助することを通して、本学の教育の向上
に資すること、担当する学生自身がステューデントアシスタント（SA）の経験から教育力・
指導力を高め、自身のキャリア育成の一助とすること等をねらいとしている。【資料 2-3①-4】【資料 2-3-①-5】
本学の教養教育の運営は、教務部と教学課が中心となっている。教務部は教務部長以下
5 人の教員で構成され、6 人の教学課職員と連携して、教養教育の計画、実施、総括など
の業務を行っている。また、教務部の中の「基礎・専門演習」担当者が中心となって、教
務部所属教員と共に、教養科目の一つである「基礎演習Ⅰ・Ⅱ」の年間計画、教材作成、
総括、次年度の内容の見直し等についての作業を行っている。【資料 2-3-①-6】
本学の授業支援の運営は、教務部と教学課が中心となっている。とくに「基礎演習Ⅰ・
Ⅱ」の教材は、教務部教員と教学課職員が連携して作成している。学生の基礎情報や実習
に関する情報も共有され、教職員が一体となって学生の指導に当たっている。
各年次の指導担当者においては、年に数回、担当者会議を開き、指導に配慮を要する学
生や指導方法についての情報交換、課題や問題の共通理解をして、より良い授業の実施を
目指している。年度末には年間の取り組みの反省点や次年度への提案などをまとめて、次
年度の指導担当者に引き継ぐシステムをとっている。【資料 2-3-①-7】
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【エビデンス集・資料編】
【資料 2-3-①-1】保育実習・教育実習総括会記録
【資料 2-3-①-2】2016 年度講義概要「保育実践演習Ⅰ・Ⅱ」、「教職実践演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」
【資料 2-3-①-3】平成 27 年度時間割表(オフィスアワー入り)
【資料 2-3-①-4】SA の活用について
【資料 2-3-①-5】SA 勤務予定表、SA 出勤簿
【資料 2-3-①-6】「基礎演習Ⅰ・Ⅱ」指導計画
【資料 2-3-①-7】「基礎演習Ⅰ・Ⅱ」担当者会議議事録
(3）2－3 の改善・向上方策(将来計画）
学修及び授業の支援に関する課題として、心身の不調等による休学、退学や進路変更を
申し出る学生への対応がある。各研究室の教員や科目担当教員が早急に兆候をとらえ、必
要に応じて各研究室の教員を中心に面談を実施し、助言や支援を行っている。今後、さら
に学生の大学生として学ぶ意識や姿勢の向上を図る。そのために教授会、基礎演習担当者
会議、各委員会等において教職員の協働により具体的な方策を示していく。
教職員の協働ならびに学修支援及び授業支援の充実を図るために、総合的な学生情報の
データベースの構築が急務である。現在は、紙媒体の学生カードを用いて、担当教員が管
理しているが、今後は教務システムを学内 LAN に設置して、個人情報に十分留意しなが
ら履修・成績・実習記録・ボランティア活動・学生相談・学生指導等の内容を一元管理し、
この情報を基にきめ細やかな指導を行うことを計画している。学生情報の管理を改善する
ことで、学生一人ひとりのニーズに沿った対応がより可能となる。
TA 制度に関しては、平成 28(2016)年度も引き続き、要望の多い実技・演習科目を中心
に SA の導入を実施していく。
2－4

単位認定、卒業・修了認定等

≪2－4 の視点≫
2-4-①

単位認定、進級及び卒業・修了認定等の基準の明確化とその厳正な適用

（1）2－4 の自己判定
基準項目 2－4 を満たしている。
（2）2－4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
2-4-①単位認定、進級及び卒業・修了認定等の基準の明確化とその厳正な適用
成績評価に疑義があるときは、学生は成績発表日より起算して 10 日以内に再評価等を
申し出ることができる。疑義申し立てを受理した教務部は、調査を行う。その調査結果を
受けて学長が決裁し、教授会に報告する。単位修得に関する学生からの「疑義申し立て」
制度については、適切に運用されている。単位認定に対して、公正・公平に透明性を高め
るシステムとして学生に認知され、学生の学習意欲を喚起できるものとなっている。
【資料
2-4-①-1】
単位の認定は、筆記試験及び実験・実習・実技・レポート・作品制作・受講態度等で総
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合的に評価する。各科目の評価の観点は「講義概要」に明記している。【資料 2-4-①-2】
成績評価は「学務規程」の「第 3 章 評価」に示すとおり、秀（100 点～90 点）
・優（89
点～80 点）・良（79 点～70 点）・可（69 点～60 点）・不可（59 点以下）に区分し、秀・
優・良・可を合格とし、その科目の単位取得を認める。【資料 2-4-①-3】
これらの評価は、単位認定会議に諮られ、成績原簿及び成績証明書には秀・優・良・可
の区分を記載し、保管する。学生には次学期前の成績発表で知らせる。GPA 制度により、
ポイントによる次学期の履修登録単位数の上限枠を決めている。成績優秀者には更に学修
に対する意欲と励みを持たせるとともに、ポイントの低い学生については学修意欲や自信
を無くすことがないように指導教員を中心にきめ細かく指導し、単位修得への意欲を高め
ることに生かされている。【資料 2-4-①-4】
進級については学年制をとっていないが、科目によっては先修条件があり、それぞれの
条件を満たさないと、履修できなかったり、卒業延期になったりする場合がある。【資料
2-4-①-5】
他大学の卒業または中途退学をした入学生については、30 単位を超えない範囲で本学に
おいて修得した単位とみなしている。【資料 2-4-①-6】
また、3 年次編入生については以前の大学等で取得した単位のうち 60 単位まで認定する
制度がある。【資料 2-4-①-7】
卒業の認定に当たっては、卒業論文審査会と単位認定会議を経た学生について、卒業認
定会議を実施している。【資料 2-4-①-8】
【エビデンス集・資料編】
【資料 2-4-①-1】常磐会学園大学学務規程第 9 条
【資料 2-4-①-2】2016 年度講義概要
【資料 2-4-①-3】常磐会学園大学学務規程第 9 条
【資料 2-4-①-4】2016 年度履修の手引き p.5 GPA について
【資料 2-4-①-5】2016 年度履修の手引き p.8 先修条件
【資料 2-4-①-6】常磐会学園大学学則第 28 条
【資料 2-4-①-7】常磐会学園大学編入学規程第 5 条
【資料 2-4-①-8】常磐会学園大学学則第 38 条
（3）2－4 の改善・向上方策(将来計画）
学期毎に GPA を算出し、次学期の履修登録科目数の上限値、次学期の受講者数決定、
奨学金採用者決定、専門演習の研究室決定の選考等に活用している。さらに、単位認定会
議においては、GPA が芳しくない学生について学修状況やその指導についてゼミ担当教員
や教科担当教員からの報告をもとに全教員で指導について共通理解を図っている。また、
学期初めの「基礎演習Ⅰ・Ⅱ」や「専門演習Ⅰ・Ⅱ」では個人面談の資料として活用され
ている。今後は、成績不振者の指導だけでなく、さらに学習意欲を高めるために活用する
方策を立て、学生全体のレベルの向上を進める。
2－5

キャリアガイダンス

≪2－5 の視点≫
2-5-①

教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する指導のための体制の
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整備
（1）2－5 の自己判定
基準項目 2－5 を満たしている。
（2）2－5 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
2-5-①教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する指導のための体制の整備
本学では、大学院への進学に興味をもつ学生もいる。大学院へ進学する意志をもつ学生
に対する進路指導については、卒業論文の作成を直接指導する研究室の指導教員が中心と
なって行っている。進学希望先については、直接指導する教員のみならず進路支援センタ
ーや教職教育研究センターにおいても情報を収集し、学生に対する支援を行っている。
【資
料 2-5-①-1】
本学を卒業する大多数の学生は、卒業後の進路として就職を希望している。就職指導と
支援に関する指導は、進路支援センターで行っている。進路支援センターは 5 人の課員 3
～6 人のキャリアアドバイザーで構成しており、主な業務の内容は以下のとおりである。
① 求人、進学情報の開拓、収集及び提供：求人・進学情報の整理・提供と保管
② 就職、進路のための指導：セミナーや講座、ガイダンス及び個人面談の実施
③ 企業インターンシップのための指導：インターンシップ生受け入れ企業の開拓
④ 要支援学生のための指導：就職支援機関の情報収集と提供、企業開拓
学生の求める進路決定に対する情報は多様化しており、それに応えるべく多方面の関係
機関と連携しながらきめ細やかな情報の提供と指導を行っている。
具体的には、1、2 年次生には、「基礎演習Ⅰ・Ⅱ」の時間内で、年 2 回キャリア教育の
時間をもち、
「就職に向けて今できること」、
「就職先の情報」等のテーマで講演を開き、進
路に興味関心を抱かせるようにしている。3 年次生の 4 月当初に「就職の手引き」を配布
するとともに、月 2 回のペースで「就職ガイダンス」を実施している。第 1 回のガイダン
スにおいて 3 年次生全員に進路（就職）登録カードを記入させ、第 1 回目の個人面談日を
予約させることで、進路指導を積極的に受け止めさせる第一歩としている。【資料 2-5-①
-2】【資料 2-5-①-3】
4 月から 7 月までは、就職活動を始めるにあたっての心構え、自己分析の方法、職業選
択についてなど、就職意識の醸成と向上、自己理解を高めることを指導内容としている。
8 月、9 月の夏期休暇中も個別対応している。10 月から 2 月にかけては「履歴書・エント
リーシートの書き方」を実施し、通年で外部講師による「模擬面接」
「教員採用試験・公務
員受験講座」
「スーツの着こなしマナー」等就職活動に必要な知識と技能の向上に努めてい
る。この間も学生の希望に応じての個人面談は継続される。
教員・保育士を志望する学生に対しては、学生支援センター内にある実習指導室と教職
教育研究センターが進路支援センターと連携を図り、求人情報の収集、各就職サイト運営
企業が開催する就職フェアの情報等を収集し、個々の学生への支援をしている。
また、企業就職希望者のために企業への求人依頼状の発送、企業訪問等により求人企業
情報を収集している。
収集した企業情報は掲示等を行い、学生への迅速な情報提供に努めている。また、最新
情報は登録学生の携帯メールアドレスへも発信している。
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企業インターンシップについては、進路支援センターが受け入れ企業の情報収集、学生
への情報提供、参加学生と企業とのマッチングの調整を行っている。事前、事後指導、単
位認定手続き等は学外研修担当教員が行っている。
配慮を要する学生の就職支援については、企業開拓及び公的機関の利用、NPO 法人等の
情報収集を行い、学生の所属する研究室担当教員と連携しながら指導を行っている。
社会の要請に応えるために専門的な知識をもつ教員と職員の連携によるキャリア教育
を教育課程に位置づけ、系統的な学修を進めている。
「学生支援センター」では、実習指導、
教職教育研究、学生相談を中核に活動を行っている。さらに、学生相談室や実習指導室も
組み込み、密接な連携体制のもとに一層充実した学修支援活動を展開している。その他の
支援として、キャリア教育の一環としての企業インターンシップ活動では、学生支援セン
ター担当者が活動希望者の興味・関心や適性を把握して、進路支援センターと連携して受
け入れ事業所と活動希望者双方に有効な取り組みとなるよう心がけている。本学では開学
以来、2 年次生以上の学生を対象にインターンシップ制度を導入している。長期休業期間
中の 2 週間を利用し、学生自らが将来のキャリアに関連した就業体験を行っている。本学
のインターンシップは、企業対象と学校対象の 2 種類がある。企業を対象とする制度は、
進路支援センターがインターンシップ実施企業をリストアップし、学生が参加希望する企
業を選択するというシステムをとっている。
インターンシップに関する単位取得については、事前・事後指導および２週間の活動に
より、卒業単位として 2 単位が取得できる。
学校や幼稚園、保育所を対象とする制度は、学生支援センターが中心となって実習指導
室、教職教育研究センター、教学課等によりインターンシップ関連の情報を整理し、学生
に提供している。学校関連のインターンシップ制度の希望者は多いが、近隣の校園からそ
れを上回る要望がある。単位取得に関しては、企業インターンシップの単位認定条件に準
じている。単位認定の条件を満たせば、単位が与えられる。
これらのインターンシップに参加した学生の満足度は大きく、仕事をすることの責任の
重さやビジネスマナーの必要性、職業に携わることの喜びなどを、実体験を通して学んで
いる。インターンシップ終了後は、学内において報告会を開催し、他学生に対してもイン
ターンシップへの参加を呼びかける機会としている。
キャリア教育の一環として外部講師によるガイダンスも実施している。外部講師には、
就職活動支援企業の教育担当者、企業・教育委員会の人事担当者、本学の卒業生などを招
聘している。企業の現状や課題、仕事をすることの意義、先輩の体験談などを内容とし、
自己のキャリアアップについて具体的・自覚的に考えるよう指導している。外部講師によ
るガイダンスに参加した学生には、感想文やレポートを提出させ、その後の就職活動に活
かすようにしている。学生の就職・キャリア意識の向上が当面の大きな課題である。学生
に自分の課題をより鮮明にさせる方策として、1 年次生の「基礎演習Ⅰ」において、大学
入学時からの将来設計を描かせる機会を新たに設けた。また、インターンシップへの参加
は学生の職業意識を前向きで意欲的な方向に大きく変化させている。学生支援センターを
中心に実習指導室、教職教育研究センター、進路支援センター、研究室担当教員の連携を
密にし、時機を逸しないように学生一人ひとりに応じた支援を行っている。
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【エビデンス集・資料編】
【資料 2-5-①-1】学校法人常磐会学園進路支援センター規程
【資料 2-5-①-2】常磐会学園大学 Campus Guide 2017

pp.23-24

【資料 2-5-①-3】就職の手びき
(3）2－5 の改善・向上方策(将来計画）
学生のサポート体制を一層充実させるために、進路支援センターと研究室担当教員との
連絡体制をさらに密にする。
本学の学生の就職・キャリア意識の向上が当面の大きな課題である。学生に自分の課題
をより鮮明にさせる方策として、1 年次生の「基礎演習Ⅰ」において、大学入学時からの
将来設計を描かせる機会を設けているが、さらに今後この時間を充実・拡大させる計画を
している。また、教育・保育実習が職業意識を好ましい方向に大きく変化させているので、
実習指導のより一層の充実を目指し、実習先との連携を密にして指導していく。インター
ンシップへの参加も学生の職業意識を好ましい方向に大きく変化させているので、参加者
を増加させるために、情報提供を一層充実させる。
就職指導は、教員や保育士志望学生の対応が中心であるが、一般企業への就職も視野に
入れた指導を行う。とくに、一般企業への就職活動は 3 年次から始まるので、研究室担当
教員を中心とした学生への啓発をより積極的に実施する。
学生支援センターのもと、実習指導室、教職教育研究センター、進路支援センター、研
究室担当教員の連携をさらに密にし、年間を通じて学生一人ひとりに応じた支援を行う。
就職ガイダンスの参加者数を増加させるには、ガイダンスの日程と内容を学生にわかり
やすく提示していく。これまでのメール配信だけでなく、ポータルサイトの利用等も進め
る。
2－6

教育目的の達成状況の評価とフィードバック

≪2－6 の視点≫
2-6-①

教育目的の達成状況の点検・評価方法の工夫・開発

2-6-②

教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての評価結果のフィードバック

(1）2－6 の自己判定
基準項目 2－6 を満たしている。
（2）2－6 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
2-6-①教育目的の達成状況の点検・評価方法の工夫・開発
教育目標の達成状況の点検のため、学期の後半に「学生による授業評価アンケート」を
実施している。教員・開設科目ごとに分析され、授業評価を評価分布表として各教員へフ
ィードバックされる。アンケート内容は、学生の自らの学修態度の振り返りと教員の授業
に対しての指導方法、学修内容等であることから、教育目標の達成について点検・評価で
きる。【資料 2-6-①-1】
学生の意識調査として、「キャンパスライフに関する調査」において、受講科目や学生
生活の満足度についてアンケートを実施している。本学の教育目的の達成状況を点検・評
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価にも反映できる。【資料 2-6-①-2】
本学は、1 学部 1 学科の小規模校であり、教員間の意思疎通は頻繁に行われている。そ
のため上記のような形式での点検・評価だけでなく、教員相互の情報交換をする中で学修・
教育目標の達成状況の情報交換や確認を行っている。
卒業後の教育目的の達成状況の点検・評価については、就職状況の調査を進路支援セン
ターが毎年 5 月をめどに前年度の「就職統計資料」をまとめ、学内文書として就職状況等
について全教職員が把握している。就職先への企業アンケートは行っていないが、各企業
の就職担当者を通して卒業生の状況について情報収集をしている。【資料 2-6-①-3】
教育目標の達成状況を点検・評価するためには、本学の教育目標及び「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」と講義概要が整合しなければ
ならない。各教員には、教育目標の再確認をした後、講義概要を作成するように依頼して
いる。また、教務部・教学課で講義概要を点検している。【資料 2-6-①-4】
【エビデンス集・資料編】
【資料 2-6-①-1】平成 26 年度教育研究活動の現状と課題 －自己点検・評価報告書－
【資料 2-6-①-2】キャンパスライフに関するアンケート実施のお願い
【資料 2-6-①-3】平成 27 年度就職統計資料
【資料 2-6-①-4】平成 28 年度のシラバス作成のお願い
2-6-②教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての評価結果のフィードバック
授業内容・方法の改善の組織的活動の一環として、研究部が中心となり、「学生による
授業評価アンケート」を学期毎に実施している。【資料 2-6-②-1】【資料 2-6-②-2】
「学生による授業評価アンケート」は、兼任講師を含む全教員で複数教員が共同で行っ
ている科目及び 10 人未満の科目を除く科目を対象として、第 13 週あるいは第 14 週目に
アンケートを実施している。
「学生による授業評価アンケート」は、「教員が自身の教授技術の向上、及び担当する
授業改善のために行う。また、アンケートに回答することを通じて、学生が自分の学習の
振り返りをすることも目的としている。」としており、各教員が、アンケート結果をもとに
振り返りと今後の授業改善に関しての取り組みをするための資料として担当教員に返却し
ている。各教員はこれをもとに「教育内容・方法の達成状況」
「学修指導」について振り返
りを行ってきた。教員は、
「今後の授業改善に関しての取り組み」のコメントを記述し、提
出する。このように授業アンケートが、全学的な教育目的の達成状況の点検、教育内容・
方法の検討のための重要な機会として位置づけられている。
平成 26(2014)年度より「学生による授業評価アンケート」の内容を一新して、設問内容
を「教員の教授技術の向上、及び担当する授業改善のため」
「学生の自分の学習の振り返り」
について分けて回答するように修正した。自由記述の領域を増やすことでマークだけでは
見えない改善点を把握できるようになった。また、平成 25(2013)年度より教員が記述する
コメントについても内容を絞り「今後の授業改善に関しての取り組み」のみに変更した。
その結果、アンケート当該年の授業内容や方法の振り返りが、次年度に向けた計画に生か
され、より機能的になった。
アンケート結果は「教育研究活動の現状と課題
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報告書としてまとめられ、全教職員ならびに関係大学・機関など学内外へ配布している。
【エビデンス集・資料編】
【資料 2-6-②-1】平成 26 年度教育研究活動の現状と課題
【資料 2-6-②-2】平成 27 年度授業アンケート実施要項

－自己点検・評価報告書－

(3）2－6 の改善・向上方策(将来計画）
教育目的の共有は、教員が校是の精神を徹底することによって図られるが、達成状況を
点検し、どのように評価するかは、これからも検討していくべき内容である。各教員でで
きることとして、教育目標とそれぞれの科目との関連性について検討し、シラバスの相互
確認や関連教科との内容調整を行っていく。
学期毎の「学生による授業評価アンケート」の結果に対して、各教員は「今後の授業の
改善」について明記することになっている。したがって、単年度のフィードバックではな
く、個々の教員の振り返りの積み重ねをすることで意味のあるフィードバックになること
が期待される。そのためにも次年度のアンケートでは、改善策の実施と効果についての振
り返りを進める。
2－7

学生サービス

≪2－7 の視点≫
2-7-①

学生生活の安定のための支援

2-7-②

学生生活全般に関する学生の意見・要望の把握と分析・検討結果の活用

（1）2－7 の自己判定
基準項目 2－7 を満たしている。
（2）2－7 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
2-7-①学生生活の安定のための支援
学生生活の安定のための支援の中心は学生部と教学課である。この 2 つの部署が中心と
なって進路支援センター、各研究室等が連携し、学生サービス及び厚生補導に当たってい
る。図 2-7-1 は、本学の「学生支援体制の組織図」である。

図 2-7-1 学生生活支援体制の組織図
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学生部は、学生サービス、厚生補導全般を統括し、学生部長、学生部担当教員、進路支
援センター長、教学課長、教学課員、保健センターで構成している。学生部の学生サービ
ス関連の支援業務を整理すると以下のとおりになる。【資料 2-7-①-1】
① 学生生活(学校行事やマナーに関することなど)
② 学生相談(学生の個人的なことに関する相談への対応など)
③ 就職支援(学生の希望に対する情報の提供や助言など)
④ 学生自治会活動・学生の自主的活動(学生の活動等に関する要望や助言に関するこ
と)
⑤ クラブ・同好会活動(クラブ・同好会活動に関する要望や助言に関すること)
⑥ ボランティア(ボランティア活動全般に対する指導・助言など)
教学課は、テキストなどの書籍類の販売や学習活動に必要な教材・教具の斡旋など、授
業に関する学生サービスを行っている。教学課の学生サービス関連の支援業務を整理する
と、以下のとおりになる。【資料 2-7-①-2】
① 経済的支援(奨学金、授業料減免に関すること)
② 課外活動支援(学生自治会、サークル、ボランティアの各活動に関すること)
③ 心身の健康管理の支援(定期健診など)
④ その他、学籍、学生の安全に関すること
学生部と教学課の学生支援制度については本学ホームページにも公開している。【資料
2-7-①-3】
各研究室は、1、2 年次生の基礎演習は 14 人前後の学生で構成され、3、4 年次生の専門
演習では 8 人前後の学生で構成され専任教員が配置されている。研究室担当教員は入学時
から卒業時まで、学修上の質問や相談への対応と指導、友人関係など学生生活における悩
みや相談への対応など学生生活の様々な場面で学生と接し、必要に応じて指導・助言・支
援を行っている。そのための時間として、各研究室担当教員はオフィスアワーを設定し、
毎週授業 2 コマ分に相当する時間が充てられている。専任教員の研修室前の所定の場所に
オフィスアワーを記した時間割を掲示している。【資料 2-7-①-4】
学生相談室では、担当教員が学生の様々な心の問題、メンタルケアやカウンセリング、
学修の相談等について対応している。学生相談室は週５講時開室している。【資料 2-7-①
-5】
保健センターでは、学生の健康支援を担当している。全学生を対象とした健康診断を４
月上旬に行い、その結果を各学生に通知している。平成 27(2015)年度の受診率は約 99％で
あり、有所見者については、保健センターが個別に対応している。また、実習前健康診断
も実施している。学生生活をサポートするために新入生には「健康調査表」を作成し、保
健指導上必要な情報については、本人の了承と個人情報の保護をしながら関係教員・部門
の間で共有している。【資料 2-7-①-6】【資料 2-7-①-7】【資料 2-7-①-8】
学生の経済的支援については、日本学生支援機構の奨学金制度を活用している。平成
28(2016)年 5 月 1 日現在、貸与を受けた学生数は延べ 300 人であり、64.1％の在籍学生が
奨学生となっている。【資料 2-7-①-9】
本学独自の制度として、常磐会学園奨学金、常磐会学園大学育友会奨学金、一般財団法
人常磐会奨学金もある。【資料 2-7-①-10】【資料 2-7-①-11】【資料 2-7-①-12】
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その他、地方自治体、民間団体等の各種奨学金制度の情報収集および情報提供を行って
いる。毎学期初め「基礎演習Ⅰ・Ⅱ」
「専門演習Ⅰ・Ⅱ」で、奨学金の紹介・説明を行うと
ともに、学内掲示板に奨学生募集等の告示を行い、周知を図っている。
ハラスメントは、「ハラスメント防止等に関する規程」と「ハラスメント防止ガイドラ
イン」を定め、ハラスメントが教育研究環境等を損なわないよう、構成員全員に注意喚起
をしている。ハラスメント相談窓口として相談員を置き、相談方法等を公開している。
【資
料 2-7-①-13】【資料 2-7-①-14】【資料 2-7-①-15】
学修上で特別な支援が必要と思われる学生に対しては、個人情報保護に注意を最大限払
いながら、保健センター、学生相談室、学生部、教務部、教学課が連携し、個々に対応し、
必要に応じて配慮や支援を行っている。
危機管理については、気象警報発令時の授業の取扱い等を学生規程の第９章でとりあげ、
その内容は学生便覧に示している。【資料 2-7-①-16】
随時、学生に注意喚起や対処方法の内容を授業等で取り入れている、また、学内の避難
経路は、「学生便覧」に掲載している。【資料 2-7-①-17】
施設・設備に関しては、隣接する短期大学 2 号館に学生食堂・購買部があり、短期大学
と共有している。さらに、本学 2 号館 1 階に軽食が用意される簡易食堂もある。飲み物の
自動販売機は 1 階の学生ホールと 3 階の交流ラウンジに設置されている。ロッカー棟には、
学生一人ひとりのロッカーと更衣室があり、出入り口にはウォータークーラーが設置され
ている。喫煙場所は屋外自転車置き場に隣接し、分煙の徹底を図っている。
学生自治会活動やクラブ・同好会活動への支援において、学生自治会のサークル数は 16
団体で、登録は活動日、活動場所、活動内容、構成員等を登録すればすぐに活動できる状
況になっている。【資料 2-7-①-18】
学生の自主活動である自治会を中心にサークル連絡会等に対して次のような支援を行
っている。物的支援として自治会に部屋の提供、サークルに備品倉庫と活動場所を提供し
ている。4 月にはサークル連絡会主催の新入生歓迎会を開催し、各サークル活動を紹介、
アピールする場を提供している。自治会費については、大学が委託徴収している。保護者
会組織の育友会からは、各サークルに対してサークル活動を支援する補助金が支給されて
いる。【資料 2-7-①-19】
【エビデンス集・資料編】
【資料 2-7-①-1】常磐会学園大学部会規程
【資料 2-7-①-2】学校法人常磐会学園事務組織規程
【資料 2-7-①-3】常磐会学園大学ホームページ

情報公開

学生支援制度

http://www.sftokiwakai.ac.jp/disclosure/support01.html

【資料 2-7-①-4】研究室に掲示された教員の時間割
【資料 2-7-①-5】学生相談室利用案内パンフレット
【資料 2-7-①-6】有所見者個票例
【資料 2-7-①-7】学校法人常磐会学園保健センター規程
【資料 2-7-①-8】学校法人常磐会学園保健センター年報
【資料 2-7-①-9】大学独自の奨学金給付・貸与状況（授業料免除制度）
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【資料 2-7-①-10】学校法人常磐会学園奨学金給付規程
【資料 2-7-①-11】常磐会学園大学育友会奨学規程
【資料 2-7-①-12】一般財団法人常磐会奨学規程
【資料 2-7-①-13】学校法人常磐会学園ハラスメント防止等に関する規程
【資料 2-7-①-14】学校法人常磐会学園ハラスメント防止ガイドライン
【資料 2-7-①-15】学校法人常磐会学園ハラスメント防止フローチャート図
【資料 2-7-①-16】2016 年度学生便覧 p.27 気象警報発令時の授業等の取扱い
【資料 2-7-①-17】2016 年度学生便覧

pp.57-65

【資料 2-7-①-18】同好会結成許可願い例
【資料 2-7-①-19】同好会活動補助費申請書例
2-7-②学生生活全般に関する学生の意見・要望の把握と分析・検討結果の活用
学生の意見・要望を把握するシステムとしては、研究室方式の学生支援体制があげられ
る。各研究室には学習面だけでなく、生活面などの指導が行き届くように少人数の学生を
所属させ、学期初めの「基礎演習Ⅰ・Ⅱ」
「専門演習Ⅰ・Ⅱ」では、個別面談を実施し、個々
の学生の意見や要望も直接聞けるようにしている。【資料 2-7-②-1】
心的支援では、学生相談室が設置され、担当教員が学生の心理面だけでなく生活面や社
会面、学習面、進路面の相談に気軽に応じる体制をとっている。【資料 2-7-②-2】
実習指導室や教職教育研究センターは、教職に関する進路、実習、履修、その他の相談
に応じ、学生の要望や意見を把握するよう心がけている。同時に進路支援センター、教学
課でも日常的に学生の相談に応じるなかで、その意見を把握している。【資料 2-7-②-3】
学生生活・講義科目・施設設備に関する学生の満足度を調査するため、「キャンパスラ
イフに関するアンケート」を実施している。結果については、研究室担当教員により全学
生に結果とコメントを掲載した配布物を配り、学生に説明をしている。【資料 2-7-②-4】
大学を改善していくための学生からの意見・要望書も常時、教学課などで受け付け、対
応している。また、学生自治会が学生の視点からの意見・要望・提案を聞く「意見箱」を
設置している。定期的に学生自治会代表者と学生部長が同席する中、投函された内容を確
認し、必要に応じて学生部で検討し、改善に努力している。【資料 2-7-②-5】
以上のように様々な機会を通じて学生の要望については、把握するようにしており、学
生部や教学課が窓口となり大学として対応し、改善に努力している。その結果、様々な施
設や設備についての要望である休憩スペース、自習室、ピアノ練習室については、3 号館
の新築により、改善が図られている。【資料 2-7-②-6】
【エビデンス集・資料編】
【資料 2-7-②-1】「基礎演習Ⅰ・Ⅱ」指導計画
【資料 2-7-②-2】学生相談室利用案内パンフレット
【資料 2-7-②-3】実習指導室利用案内パンフレット
【資料 2-7-②-4】キャンパスライフに関するアンケート実施のお願い
【資料 2-7-②-5】「意見箱」写真
【資料 2-7-②-6】常磐会学園大学ホームページ

新学舎紹介キャンパスマップ

http://www.sftokiwakai.ac.jp/newschool/index.html
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(3）2－7 の改善・向上方策(将来計画）
今後は、「学生便覧」を軸に「キャンパスライフに関するアンケート」等の結果を分析
することによって、学生生活の具体的支援を一層積極的に充実・改善する。
施設面においては、学生生活環境ならびに学修環境のさらなる拡充にむけて「大学 3 号
館」が平成 28(2016)年 7 月に完成予定である。それに伴って現学舎の整備もすでに行われ
ている。かつての喫煙ルームがテラス風の休憩所になったのはその一例である。
経済的に支援の必要な学生に対しては、奨学金制度の利用等きめ細やか、かつ適切な対
応で取り組む。
学生の課外活動については、より主体的な大学づくりに向けて、多様かつ創造的な文化・
スポーツ活動、ボランティア活動、諸行事が充実するよう、適切な支援をしていく。
健康支援に関しては、学生部、教学課、学生相談室、保健センター等、各部門が連携を
とりながら、支援体制を強化していく。平成 28(2016)年度からは、心の健康支援の必要性
の高まりに対応して、月、水、金の 3 日間、臨床心理士が相談に応じる体制を新たに設け
た。今後、それの常設化も含めて効果的な心的支援の充実を進めていく。
2－8

教員の配置・職能開発等

≪2－8 の視点≫
2-8-①

教育目的及び教育課程に即した教員の確保と配置

2-8-②

教員の採用・昇任等、教員評価、研修、FD(Faculty Development)をはじめと
する教員の資質・能力向上への取組み

2-8-③

教養教育実施のための体制の整備

（1）2－8 の自己判定
基準項目 2－8 を満たしている。
（2）2－8 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
2-8-①教育目的及び教育課程に即した教員の確保と配置
表 2-8-1 専任教員および専任教授数

（人）

設置基準上必要な人数

本学の人数

専任数

18

21

教授数

9

9
※学長が含まれる

表 2-8-1 は専任教員および専任教授数を示している。表によると、本学の国際こども教
育学部は、国際こども教育学科の 1 学部 1 学科で大学設置基準を満たした教員配置をして
いる。
本学の教員の確保と配置にあたっては、全教員において本学の教育目的、教育課程に適
した人材を選任するように努めている。
専任教員に欠員が生じる場合は、
「専任教員採用候補者審査委員会規程」に基づき、委員
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会を設置し、専任教員選考基準を用いて、選任する。【資料 2-8-①-1】
この審査委員会の下で、書類審査及び面接を行い、「専任教員選考基準」を用いて、該
当する教員候補の教育研究実績、社会における活動、人格識見等に加え、本学の学部・学
科の特色を勘案し、前職での経験も考慮して行うことにしている。【資料 2-8-①-2】
また、兼任講師においては兼任講師の雇用に関する規程に沿って、採用している。【資
料 2-8-①-3】
【エビデンス集・資料編】
【資料 2-8-①-1】常磐会学園大学専任教員採用候補者審査委員会規程
【資料 2-8-①-2】常磐会学園大学専任教員選考基準
【資料 2-8-①-3】学校法人常磐会学園兼任講師の雇用に関する規程
2-8-②教員の採用・昇任等、教員評価、研修、FD(Faculty Development)をはじめとする教
員の資質・能力向上への取組み
専任教員の採用は、「専任教員採用候補者審査委員会規程」により、審査委員会が学長
の招集で設置される。教員の退職等によって欠員が生じた場合は、補充人事を行い、授業
や大学運営に支障が生ずることが無いようにしている。【資料 2-8-②-1】
教員の昇任審査は、専任教員昇格に関する規程に基づき、
「 専任教員昇格審査委員会規程」
において委員会を設置して、実施されている。【資料 2-8-②-2】【資料 2-8-②-3】
教員評価は、「評価規程」に基づき、毎年度、自己点検・評価報告書を各教員が作成し、
研究成果の確認が行われている。【資料 2-8-②-4】【資料 2-8-②-5】
FD 活動は、FD 委員会を置き、FD 研修会、学修改善のための教室整備等を中心に各委
員会と連携し、大学の教育力、教員の資質・能力の向上の取り組みを計画、実施している。
【資料 2-8-②-6】
毎年、FD 研修会を開催し、近年ではアクティブ・ラーニング、学校教育法改正等をテ
ーマとして全教員対象に実施してきた。平成 27(2015)年度は、職員の SD 研修会と合同で
「ストレスチェック制度について」の研修会を開催し、常磐会学園の教職員 93 人の参加
があった。
学生による授業評価として「学生による授業評価アンケート」を春期と秋期に毎年 2 回
実施している。授業アンケートは、毎学期欠かさず実施し、教員・開設科目ごとに分析さ
れ、授業評価が評価分布表として各教員へフィードバックされる他、報告書としてまとめ
られ、全教職員ならびに関係大学・機関など学内外へ定期的に配布している。【資料 2-8②-5】
学内においては、「今後の授業改善に関しての取り組み」のコメントを添えて、評価分
布表を各研究室の前に一定期間掲示して授業改善の目安としている。兼任講師の科目につ
いては、事務所窓口に評価分布表をファイルし、一定期間、自由に閲覧できるようにして
いる。授業アンケートによる授業評価の各教員による自己分析を通して、組織的な教育研
究活動の評価を行い、大学全体としての授業研究を推進し、教員の資質・能力向上への取
り組みとしている。【資料 2-8-②-7】
「公開授業」も平成 20(2008)年度より定期的に実施している。平成 27(2015)年度は、
「言
語表現法」を公開した。公開後、公開した教員、参加した教員で授業方法や展開について
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意見交換を行った。【資料 2-8-②-8】
【エビデンス集・資料編】
【資料 2-8-②-1】常磐会学園大学専任教員採用候補者審査委員会規程
【資料 2-8-②-2】常磐会学園大学専任教員の昇格に関する規程
【資料 2-8-②-3】常磐会学園大学専任教員昇格審査委員会規程
【資料 2-8-②-4】常磐会学園大学評価規程
【資料 2-8-②-5】平成 26 年度教育研究活動の現状と課題

－自己点検・評価報告書－

【資料 2-8-②-6】常磐会学園大学 FD(ファカルティ・ディベロップメント)委員会規程
【資料 2-8-②-7】授業アンケート結果掲示の様子
【資料 2-8-②-8】公開研究授業のご案内
2-8-③教養教育実施のための体制の整備
教養教育の運営は、教務部と教学課が中心となっている。教務部は教務部長以下 5 人の
教員で構成され、6 人の教学課職員と連携して、教養教育の計画、実施、総括などの業務
を行っている。
本学は、常磐会学園大学学則その他でも明示しているように「国際化・情報化に対応」
「豊かな人間性を育成」
「コミュニケーションを通じた適切な行動」のできる教員・保育士
の養成を目的としている。したがって、教育課程もそれに基づいて構成されている。
専門性を学ぶ「コース専門教育科目」があり、その基礎となる「共通基礎科目」が本学
の教養教育を担う科目群となっている。本学が設定している教養科目は、コミュニケーシ
ョン力を高めること、異文化理解を深めること、実践力を身につけさせることは、人と人
とのつながりが重視される時代のニーズを反映し、人間形成に資している。 その中では、
「教養教育科目」「英語および第二外国語科目」「情報科目」と分かれている。【資料 2-8③-1】
「英語科目」及び「情報科目」は、入学時にプレイスメントテストによる少人数、習熟
度別クラス編成を行い、
「英語科目」は 5 クラスにし、
「情報科目」は 4 クラスとし受講者
数は他の科目よりも少人数にとどめている。また、英語科目の半数は英語を母語とする専
任教員が担当している。
さらに、少人数クラスで展開している「基礎演習Ⅰ・Ⅱ」が、初年次教育、
「読み」
・
「書
き」・「話す」の基礎学力能力向上、コミュニケーション能力の向上など、多様な教育目的
を含みながら本学の教養教育の学修・修得にきわめて重大な役割を担っている。授業内容
と年間計画は、教務部から提案され、指導内容や指導方法の統一を図り、各クラスによる
取り組み内容の差が出ないような体制を組んでいる。また、毎年、次年度の内容の見直し
等についての作業を行っている。
各年次の指導担当者においては、年に数回、担当者会議を開き、学生の状況、指導方法
の工夫等について情報交換し、課題や問題の共有化・解決の模索等を行い、より良い授業
の実施を進めている。年度末には年間の取り組みの反省点や次年度への提案などをまとめ
て、次年度の指導担当者に引き継ぐシステムをとっている。【資料 2-8-③-2】

38

常磐会学園大学

【エビデンス集・資料編】
【資料 2-8-③-1】2016 年度履修の手引き
【資料 2-8-③-2】「基礎演習Ⅰ・Ⅱ」担当者会議議事録
(3）2－8 の改善・向上方策(将来計画）
本学は、平成 27(2015)年度よりカリキュラムの見直しを進めている。当然、教養教育を
さらに充実させ、強化することは、教育目的にあげられている国際的教養を身につけた高
度な語学力・情報活用能力を持った人材の育成につながる。
本学の教養教育とその実施体制を含めた改善・向上については、教務部が中心となって
教学課と連携して、また、学内将来構想検討委員会において毎年点検し、見直しを進めて
いる。
今後、退職が予定されている教員の採用人事、科目内容やカリキュラム変更後の担当科
目等について、中長期的な展望から検討していくことが必要である。具体的には学長を中
心とした運営部会、学内将来構想検討委員会において検討し、本学の教員の資質向上が図
られるように見直していく。
これまでも研修会では、その時々に必要な内容について、学内外の講師を招いて行って
きた。今後も教員の資質・能力向上のために企画をしていく。公開授業についてもさらに
多くの授業を公開し、教員相互の技術の向上、点検のために進めていく。
2－9

教育環境の整備

≪2－9 の視点≫
2-9-①

校地、校舎、設備、実習施設、図書館等の教育環境の整備と適切な運営・管理

2-9-②

授業を行う学生数の適切な管理

（1）2－9 の自己判定
基準項目 2－9 を満たしている。
（2）2－9 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
2-9-①校地、校舎、設備、実習施設、図書館等の教育環境の整備と適切な運営・管理
本学（大阪市平野区）の校地面積は 48,297 ㎡で、市営地下鉄谷町線出戸駅から徒歩 10
分、同線平野駅から徒歩 15 分、JR 大和路線加美駅から徒歩 25 分にある。また市営バス
北出戸バス停は本学前であり、いずれにしても天王寺から 30 分圏内にあり、立地条件と
交通の便に恵まれている。また常磐会短期大学が隣地に、認定こども園常磐会短期大学付
属常磐会幼稚園及び常磐会学園こどもセンターが本学から徒歩 10 分の地に設置されてい
る。厚生補導の施設として、茨木学舎を共用施設として利用している。【資料 2-9-①-1】
校舎面積は 15,291 ㎡で、1 号館、2 号館からなる。教室は多目的講義室、普通講義室、
小講義室、演習室、パソコン教室、多目的実習室、ピアノ練習室を設置している。また、
スポーツ施設及び講堂（ホール）、学生控室（学生自治会室）、学生自習室（学生ホール、
交流ラウンジ）、課外活動施設（ロッカールーム、更衣室）、厚生補導に関する施設（学生
相談室、学生食堂）等の専用施設を備えている。その他、隣接する短期大学との共用施設
として、図書館（書庫、閲覧室、事務室）、進路支援センター、理科室、音楽室、アトリ
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エ、アリーナ、小児保健実習室、小児栄養実習室等がある。【資料 2-9-①-2】
本学の学舎は平成 11(1999)年度の開学に合わせての建築であり、耐震構造であり、耐震
対策などの建築基準をすべて満たして建築されている。さらに、業者による定期調査を実
施し、必要な改善工事を実施している。【資料 2-9-①-3】【資料 2-9-①-４】
また、平成 28(2016)年度 7 月には 3 号館が完成し、150～250 人を収容可能な大講義室、
アクティブ・ラーニング教室、総合学修室、小学校模擬教室、幼児教育・保育実践室、乳
幼児家庭実習室、個人ピアノ練習室、アンサンブル室、音楽室を設置する。【資料 2-9-①
-5】【資料 2-9-①-6】
図書館については、本学・短期大学共有である。教育・研究支援の中心を担う機関で、
「図書資料の収集、整理、保管し、利用を供するとともに、図書資料並びに学術に関する
情報を提供し、教育・研究活動に資する事を目的とする。」
（常磐会学園

図書館規程

第

2 条）とされている。【資料 2-9-①-7】
教育、保育関連蔵書を中心に、現在は図書が約 106,000 冊、継続購入雑誌が 122 タイト
ル、視聴覚教材が約 900 点を所蔵している。蔵書の特徴としては、絵本を初めとする児童
書の収集に力を入れており、絵本や紙芝居、児童書が合わせて約 13,500 冊ある。情報検
索用のパソコンや AV 機器も設置し、図書館の資料は、オンライン蔵書検索システム
(OPAC)を使って大学内のパソコンより探すことができる。データベースは、
「CiNii」
「聞
蔵Ⅱビジュアル」
「ジャパンナレッジ」を利用できるようにしている。
【資料 2-9-①-8】
【資
料 2-9-①-9】
基本的サービスに加え、新入生オリエンテーション、ゼミや授業等での個別講習会・利
用対応、教員による学内選書会、教員・学生による書店での選書ツアー等の様々な活動を
実施している。
毎年 10 月に「絵本読み聞かせコンテスト」を開催し、絵本との出会いや読み聞かせを
通しての発見は図書館利用の促進にも効果をもたらしている。平成 26(2014)年度からは学
外にも公開し、付属常磐会幼稚園の保護者や園児、近隣住民が観覧している。
図書館広報誌「知天」を毎年発行して、教職員・学生からの図書の紹介やイベント等に
ついて報告し、教職員・学生の読書・研究に資するようにしている。【資料 2-9-①-10】
このような図書館活動を支える組織として図書館運営委員会があり、図書館運営につい
て活発に議論し、図書館活動をサポートしている。【資料 2-9-①-11】
図書資料の収集については、選書の公正を図りながら教員の選定に加え、大学生からの
リクエストも聴き、学生のニーズを把握した収集を心がけている。その一環として書店で
の選書ツアーを開催している。【資料 2-9-①-12】
【エビデンス集・資料編】
【資料 2-9-①-1】校地、校舎の面積
【資料 2-9-①-2】講義室、演習室、学生自習室等の概要
【資料 2-9-①-3】定期調査報告(建築物)
【資料 2-9-①-4】定期報告改善完了報告書
【資料 2-9-①-5】常磐会学園大学ホームページ

新校舎紹介キャンパスマップ

http://www.sftokiwakai.ac.jp/newschool/index.html
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【資料 2-9-①-6】常磐会学園大学 Campus Guide 2017
【資料 2-9-①-7】学校法人常磐会学園

図書館規程

【資料 2-9-①-8】常磐会学園図書館ホームページ
http://tokiwakai-library.jp/index.html
【資料 2-9-①-9】学校法人常磐会学園図書館利用案内
【資料 2-9-①-10】学校法人常磐会学園図書館広報誌「知天」
【資料 2-9-①-11】学校法人常磐会学園図書館運営委員会規程
【資料 2-9-①-12】学校法人常磐会学園図書資料管理規程
2-9-②授業を行う学生数の適切な管理
本学では、教育効果の向上及び授業におけるきめ細やかな指導を目的として、少人数に
よる授業を展開している。たとえば、各授業の上限人数を教室等の学修環境に則しながら
上限 50 人に設定している。【資料 2-9-②-1】
また、1 年次「基礎演習Ⅰ」、2 年次「基礎演習Ⅱ」は各 10 研究室（各研究室 14 人前後）
である。3 年次「専門演習Ⅰ」、4 年次「専門演習Ⅱ」は、19 研究室(専任教員 19 人で各
研究室は８人前後)である。【資料 2-9-②-2】【資料 2-9-②-3】
必修科目である「英語コミュニケーションⅠA～ⅡB」と「情報基礎演習ⅠA、ⅠB」は
習熟度別クラスを展開している。クラス編成は、入学時のプレイスメントテストと各学期
の学修状況で組み替える。
「英語コミュニケーションⅠA～ⅡB」は 5 クラスずつ、
「情報基
礎演習ⅠA、ⅠB」は４クラスずつ編成している。また、スキルアップ科目「音楽演習Ⅰ」
は、入学時のアンケートで 9 クラスに分けて、各自の能力に応じた演習内容で学修できる
ようにしている。履修クラスの変更は、学期の初めに学生へ周知している。
【エビデンス集・資料編】
【資料 2-9-②-1】平成 27 年度 春・秋期履修登録の進め方
【資料 2-9-②-2】常磐会学園大学 Campus Guide 2017

p.7

【資料 2-9-②-3】「専門演習Ｉ」オリエンテーション研究室紹介資料
（3）2－9 の改善・向上方策（将来計画）
本学は、平成 11(1999)年度開学に合わせての建築であるので、校舎は耐震構造になって
おり、耐震対策などの建築基準をすべて満たして建築されている。
平成 27(2015)年度に「3 号館」の新築工事に着手して、平成 28(2016)年７月に完成予定
である。
今後は、本学の事業計画に従い、情報教育機器のリニューアルや老朽化した設備の取替
え・更新等の教育研究環境の施設設備整備の計画を年度ごとに実施していく。
［基準 2 の自己評価］
本学は、校是を理念にし、3 つのポリシ－を明確にし、充実した学生生活、国際化・情
報化の社会に対応する教育内容を確保している。
入学者受け入れについては、入学試験の多様化、試験方法の周知を図り、入試判定を厳
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正に行っている。入学者数の維持については、概ね適正に維持できている。
授業は、教育者・保育者養成という教育の目標に沿って適切に実施されている。カリキ
ュラムは、本学の教育目的を踏まえ、コミュニケーション能力、言語・語学力、情報活用
能力を有する教員・保育士を養成する内容となっている。また、少人数で開設している「基
礎演習」・「専門演習」を置き、学修に対する意欲向上、きめ細やかな指導を図っている。
単位認定および卒業認定等は、常磐会学園大学学則等により基準を明らかにし、厳正に適
用している。
就職支援は、進路支援センターが中心となり、基礎演習・専門演習の研究室担当、教職
教育研究センター、実習指導室と連携して、入学時から相談・支援を行っている。ガイダ
ンスや教員採用試験対策講座、履歴書指導を実施している。
教育目標の達成状況を点検・評価するために GPA 制度を利用し、履修登録単位数の上
限値、奨学金採用者決定、専門演習の研究室決定の選考等に利用している。
本学は、大学設置基準、教職課程基準、指定保育士養成施設指定基準に見合う教員を配
置している。教員の採用、任期、昇任については、規程に定め適正に運用されている。本
学の教育研究組織は、教育・研究上の目的に照らして、教授会、各部会、各委員会等から
なる組織間において、適切な関連性を保って運営を行っている。教員それぞれの明確な任
務と役割を互いに連携しながら、教育方針の決定等について有効な教育研究上の意思決定
を行っている。
教員の資質・能力向上の取り組みは、FD 活動や授業アンケート、公開授業等を中心に
各種委員会と連携して実施している。
以上、本学は豊かな人間性を育てるため、総合的に適正な学修・育成を行っている。
今後の改善・向上方策は、各項目で記した改善点を含みながら、学生の主体的な学修を
促進するためにカリキュラムの検討、教育の資質の向上、社会が求める教育研究を行って
いく。
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基準 3．経営・管理と財務
3－1

経営の規律と誠実性

≪3－1 の視点≫
3-1-①

経営の規律と誠実性の維持の表明

3-1-②

使命・目的の実現への継続的努力

3-1-③

学校教育法、私立学校法、大学設置基準をはじめとする大学の設置、運営に関
連する法令の遵守

3-1-④

環境保全、人権、安全への配慮

3-1-⑤

教育情報・財務情報の公表

（1）3－1 の自己判定
基準項目 3－1 を満たしている。
（2）3－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
3-1-①経営の規律と誠実性の維持の表明
本学の法人組織における管理運営体制は、学校教育法、私立学校法、学校法人常磐会学
園寄附行為及び管理運営に関する諸規程に基づき、執行されている。
管理運営面の様々な課題に対し、主体的かつ機能的に対処できる体制の必要性から、理
事長が議長となり、原則として常任理事会を週 1 回、理事会を月 1 回開催し、理事長のリ
ーダーシップの下に諸事項の審議、決定を行っている。【資料 3-1-①-1～8】
表 3－1－1

設置者の管理運営組織

「寄附行為」に基づき理事会が設置され、学校法人の業務は理事会で決定さ
理事会

れることになる。定数 11 人の理事は、選任条項に従い選任され、うち 1 人
が理事長とされる。また、理事のうち 5 人を常任理事としている。
理事会で選任された常任理事をもって、常任理事会を構成している。

常任
理事会

常任理事会は、様々な社会的要請・課題に迅速に対応していくために、原則
週１回開催し、日常の業務を決定している。理事会は管理部門と教学部門を
担う学長を常任理事として選任し、両部門の連携はより密接なものとなって
いる。
監事定数 2 人のうち、1 人は公認会計士、1 人は元法人常任理事で常勤監

常

勤

事として選任されている。これによって、財務に関する部分に限らず学校法

監

事

人の運営全般についての監査体制を維持している。常勤監事は、理事会・評
議員会以外にも、学園内部の主要会議に出席し、意見具申を行っている。
本学園の評議員会は、「学校法人常磐会学園寄附行為」により理事会の諮
問機関と位置づけられており、その諮問事項は「学校法人常磐会学園寄附行

評議員
会

為」第 19 条に規定されている。
評議員定数は 27 人となっているが、理事定数の 2 倍を超える人数である
ことから欠員が生じやすいこともあり、「学校法人常磐会学園寄附行為」の
選任条項に留意しながら、理事会はすみやかな欠員補充を行い定員の充足に
努めている。
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学長は「学校法人常磐会学園寄附行為」により理事となり、常任理事に選任されている。
また、理事会が評議員会に諮問したうえで決定を行うなど適切に運営されている。常磐会
学園全体における管理運営組織は、表 3-1-1「設置者の管理運営組織」で示す。以上のこ
とから、経営の規律と誠実性の維持を表明していると自己評価する。
【エビデンス集・資料編】
【資料 3-1-①-1】学校法人常磐会学園寄附行為
【資料 3-1-①-2】学校法人常磐会学園経理規程
【資料 3-1-①-3】学校法人常磐会学園経理規程細則
【資料 3-1-①-4】学校法人常磐会学園固定資産及び物品管理規程
【資料 3-1-①-5】学校法人常磐会学園資産運用規約
【資料 3-1-①-6】学校法人常磐会学園公益通報者保護規程
【資料 3-1-①-7】学校法人常磐会学園就業規則
【資料 3-1-①-8】学校法人常磐会学園情報開示規則
3-1-②使命・目的の実現への継続的努力
「学校法人常磐会学園寄附行為」第 3 条（目的）では、「この法人は、教育基本法、学
校教育法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に
従い、学校教育及び保育を行うことを目的とする。」としており、この目的に沿って、
平成 27(2015)年12 月に理事会の承認を経て本学の「中長期計画（平成 28～32 年度）」を
策定している。この「中長期計画」では常磐会学園の建学の精神・理念に沿った教育の理
念・目的を掲げるとともに、目指す方向や行動目標、具体的施策等を定めており理事及び
教職員の共通認識を図っている。
各年度の事業計画、予算編成方針、予算編成は、本学の「中長期計画」に則って継続性
を持って策定しており、各年度の事業計画に対する実施状況は、
「教育研究活動の現状と課
題」として報告書にまとめられ、学内外に公表している。また、本学ホームページにおい
ても財務状況を含め公表している。【資料 3-1-②-1～8】
以上のことから、使命・目的の実現への継続的努力をしていると自己評価する。
【エビデンス集・資料編】
【資料 3-1-②-1】学校法人常磐会学園寄附行為
【資料 3-1-②-2】常磐会学園大学学則
【資料 3-1-②-3】平成 26 年度教育研究活動の現状と課題 -自己点検・評価報告書－
【資料 3-1-②-4】平成 26 年度事業実績
【資料 3-1-②-5】平成 27 年度事業計画
【資料 3-1-②-6】平成 27 年度事業実績
【資料 3-1-②-7】平成 28 年度事業計画
【資料 3-1-②-8】常磐会学園大学ホームページ

大学案内

財務状況

http://www.sftokiwakai.ac.jp/affairs/index.html
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3-1-③学校教育法、私立学校法、大学設置基準をはじめとする大学の設置、運営に関連す
る法令の遵守
本学の法人組織における運営体制は、学校法人常磐会学園寄附行為や常磐会学園大学学
則に従い、諸規程は、学校教育法、私立学校法、大学設置基準等の関係法令に従って作成
し、遵守すべき事項は適宣定めて運営している。
大学設置基準に基づき、学部設置の認可申請、収容定員の変更届、設置計画履行状況報
告書、常磐会学園大学学則変更届、設置認可書類の申請、届出、本学ホームページへの公
表等を円滑に行っており、大学の設置、運営に関連する法令を遵守している。【資料 3-1③-1】
なお、平成 26(2014)年度に「学校教育法及び国立大学法人法の一部改正する法律」の趣
旨に則り、本学の学則及び関連規程を改正した。
大学教育を推進する上で特に必要な規程として「学校法人常磐会学園個人情報の保護に
関する規程」「学校法人常磐会学園公益通報者保護規程」「学校法人常磐会学園ハラスメン
ト防止等に関する規程」等を定めている。
【資料 3-1-③-2】
【資料 3-1-③-3】
【資料 3-1-③
-4】
「学校法人常磐会学園就業規則」において教職員に諸規程の遵守と常磐会学園の正常な
運営に対する責務を果たすよう規定し周知徹底している。さらに、
「学校法人常磐会学園監
事監査規則」を定めるとともに、監事機能の充実を図るため常勤監事の設置、外部監査の
実施を行い、常磐会学園の業務全般について、法令、寄附行為及び学園の諸規程に沿って
いるかの合議制の確保、経営基盤の確立のための効率性及び経済性の確保、教育研究、教
育効果の向上の確保を行っている。【資料 3-1-③-5】【資料 3-1-③-6】【資料 3-1-③-7】
以上のことから、学校教育法、私立学校法、大学設置基準をはじめとする大学の設置、
運営に関連する法令の遵守をしていると自己評価する。
【エビデンス集・資料編】
【資料 3-1-③-1】常磐会学園大学ホームページ

大学案内

設置・届出書類等

http://www.sftokiwakai.ac.jp/affairs/index.html
【資料 3-1-③-2】学校法人常磐会学園個人情報の保護に関する規程
【資料 3-1-③-3】学校法人常磐会学園公益通報者保護規程
【資料 3-1-③-4】学校法人常磐会学園ハラスメント防止等に関する規程
【資料 3-1-③-5】学校法人常磐会学園就業規則
【資料 3-1-③-6】学校法人常磐会学園監事監査規則
【資料 3-1-③-7】学校法人常磐会学園常任理事会規程
3-1-④環境保全、人権、安全への配慮
大学全体として環境保全の配慮には積極的に取り組んでいる。省エネルギー対策として、
教職員、学生、来学者に対してクールビズや節電等をポスター掲示や研究室指導等を通し
て呼びかけ、実績を上げている。また、設備や器具の更新には省エネルギー型の空調設備
や照明器具に変更している。
ハラスメント防止については、「学校法人常磐会学園ハラスメント防止ガイドライン」
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「学校法人常磐会学園ハラスメント防止等に関する規程」を制定し、万が一問題が発生し
た場合を想定し「ハラスメント防止対策フローチャート図」を共有し救済と解決に向けた
対策が取れるようにしている。【資料 3-1-④-1】【資料 3-1-④-2】【資料 3-1-④-3】
人権への配慮に関わる具体的な活動として、人権教育推進委員会を設置し、人権問題に
関わる基本方針、人権教育、教職員人権研修等、学生・教職員の人権意識の啓発を行って
いる。学生には「基礎演習Ⅰ・Ⅱ」の時間を利用して年間 1 回、教職員に年間 1 回、人権
研修会を実施している。さらに、短期大学の人権担当部署と連携しているので短期大学が
実施する学生向け、教職員向けの研修会にも参加できるようにしている。人権に関する学
習・研修内容は、人権教育推進委員会で毎回、創意工夫しながら題材を決定している。
【資
料 3-1-④-4】
個人情報の取扱いについては、
「学校法人常磐会学園個人情報の保護に関する規程」を整
備し、個人情報の漏えい予防等に努め、適切かつ円滑な運営を図っている。【資料 3-1-④
-5】
安全管理への配慮については、「学校法人常磐会学園安全衛生管理規程」「学校法人常磐
会学園危機管理規程」等に従って実施している。【資料 3-1-④-6】【資料 3-1-④-7】
また、救急・救命活動に有効とされている AED（自動体外式助細動器）を１階学生ホー
ル等に配置し、適切な使用ができるよう学生・教職員に対して講習会を毎年実施している。
救急救命講習会は「教職実践演習Ⅰ」
「教職実践演習Ⅲ」の授業で実施し、ほぼ全員の学生
が４年間に２回の講習を受講している。内容は、大阪市消防局の普通救命講習の内容に準
拠し、応急手当普及員の資格を持つ教員や学生が指導に当たり、受講者には大阪市平野消
防署から普通救命講習修了証が交付される。【資料 3-1-④-8】【資料 3-1-④-9】

図 3-1-1

救命講習を指導する教員の資格を示す認定証

消防設備の点検は年 2 回、大学全体での消防・避難訓練は、毎年 11 月に消防署の指導
のもと実施している。防災訓練も、毎年 11 月に実施している。1、2 年次生の「基礎演習
Ⅰ・Ⅱ」の後半 30 分が充てられ、教職員だけでなく、学生も含めた防災訓練を実施して
いる。特に 2 年次生のゼミでは、学生の一人がゼミ学生を引率して避難誘導を実施してい
る。授業以外で学内にいる学生等には、担当する教職員が避難誘導する体制を敷いている。
【資料 3-1-④-10】【資料 3-1-④-11】
教職員の健康・管理は、「学校法人常磐会学園安全衛生管理規程」の基に「保健センタ
ー」により支援体制が整えられており、必要とされる場合は産業医の指導が入り維持され
ている。【資料 3-1-④-12】
情報管理については「常磐会学園大学情報倫理規程」を定め、教職員及び学生に対して
基本方針、遵守事項を周知している。さらに、サーバーコンピュータ、学内 LAN、情報演
習室、各研究室、事務室等のパソコンには、セキュリティ対策を充実させ、安全管理を行

46

常磐会学園大学

っている。【資料 3-1-④-13】
以上のことから、環境保全、人権、安全への配慮をしていると自己評価する。
【エビデンス集・資料編】
【資料 3-1-④-1】学校法人常磐会学園ハラスメント防止ガイドライン
【資料 3-1-④-2】学校法人常磐会学園ハラスメント防止等に関する規程
【資料 3-1-④-3】ハラスメント防止対策フローチャート図
【資料 3-1-④-4】平成 27 年度人権教育研修会
【資料 3-1-④-5】学校法人常磐会学園個人情報の保護に関する規程
【資料 3-1-④-6】学校法人常磐会学園安全衛生管理規程
【資料 3-1-④-7】学校法人常磐会学園危機管理規程
【資料 3-1-④-8】応急手当普及員認定証・普通救命講習修了証
【資料 3-1-④-9】普通救命講習修了証交付申請書
【資料 3-1-④-10】平成 27 年度消防（初期消火・避難）訓練実施要綱
【資料 3-1-④-11】平成 27 年度消防(初期消火・避難誘導)訓練についての報告
【資料 3-1-④-12】学校法人常磐会学園安全衛生管理規程
【資料 3-1-④-13】常磐会学園大学情報倫理規程
3-1-⑤教育情報・財務情報の公表
教育情報の公表については、「本学のホームページ」内の大学案内のトップページで、
建学の理念の下に、校是、目的、理念、目標を明確に示し公表している。また、
「Campus
Guide 2017」「学生便覧」等の冊子においても詳しく説明している。【資料 3-1-⑤-1】【資
料 3-1-⑤-2】【資料 3-1-⑤-3】
さらに、入学式、新年度オリエンテーション、卒業式では、学長による式辞や講話の中
で全学生に対して、建学の理念、校是、目的を解説し、学内における共有化・定着化を図
っている。玄関ホールには、本学の校是である「和平

知天

創造」
（学校法人常磐会学園

の前身である常磐会の初代理事長、西脇りか氏が建学の精神とした）の額（図 3-1-2）を
掛けるなど、学生・教職員及び来学者の目に触れるようにしている。【資料 3-1-⑤-4】

図 3-1-2

本学の校是を記した額

財務情報については、「学校法人会計基準」に則り、「学校法人常磐会学園寄附行為」の
関連条文に従い情報公開資料として「資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表、
事業報告書、監事監査報告書、財産目録」を作成し、これらの資料は「学校法人常磐会学
園寄附行為」第 40 条及び「学校法人常磐会学園情報開示規則」に従い、事務室に前年度
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の「財産目録、計算書類、事業報告書」等を備え付けている。
【資料 3-1-⑤-5】
【資料 3-1⑤-6】【資料 3-1-⑤-7】
情報公開の請求があった場合、所定の手続きにより閲覧を可能としている。また、文部
科学省通知に従い「本学のホームページ」内の「情報公開」のページに財務情報を掲載す
るなど、広く一般社会に公表している。【資料 3-1-⑤-8】
以上のことから、教育情報・財務情報の公表は適切に実施している。
【エビデンス集・資料編】
【資料 3-1-⑤-1】常磐会学園大学ホームページ

大学案内

建学の理念

http://www.sftokiwakai.ac.jp/campus/philosophy.html
【資料 3-1-⑤-2】常磐会学園大学 Campus Guide 2017
【資料 3-1-⑤-3】2016 年度学生便覧
【資料 3-1-⑤-4】「校是」を示した額

写真

【資料 3-1-⑤-5】学校法人会計基準
【資料 3-1-⑤-6】学校法人常磐会学園寄附行為
【資料 3-1-⑤-7】学校法人常磐会学園情報開示規則
【資料 3-1-⑤-8】常磐会学園大学ホームページ

情報公開

http://www.sftokiwakai.ac.jp/disclosure/index.html
(3）3－1 の改善・向上方策(将来計画）
本学は、経営の規律と誠実性は十分に維持できるよう努力しているが、常にその社会的
責務を再認識し、経営の規律と誠実性、建学の精神や経営方針に基づき地域社会に貢献で
きる組織として、より一層の努力を重ねていく。さらに、子どもを取り巻く教育環境の変
化にも柔軟に対応できる体制を整備し、地域社会や保護者等への説明責任を果たし、信頼
される教育機関を目指していく。
また、常に透明性のある経営に努め、教育の質を向上させる観点から、自己点検評価を
実施し第三者評価や外部監査、内部監査に適切かつ迅速に対応していく。全教職員の共通
認識に立った危機管理体制の確立、適切な環境保全・人権・安全への配慮を行い情報公開
については、積極的に推進していく。
3－2

理事会の機能

≪3－2 の視点≫
3-2-①

使命・目的の達成に向けて戦略的意思決定ができる体制の整備とその機能性

（1）3－2 の自己判定
基準項目 3－2 を満たしている。
（2）3－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
3-2-①使命・目的の達成に向けて戦略的意思決定ができる体制の整備とその機能性
学校法人常磐会学園寄附行為の第 6 条によると、理事会は、次の 11 人で構成されてい
る。
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(1) 常磐会学園大学学長
(2) 常磐会短期大学学長
(3) この法人の設置する付属園園長1人
(4) 一般財団法人 常磐会理事長
(5) 評議員のうちからその互選によって定められた者3人以内
(6) この法人に縁故ある学識経験者又は功労者の中から理事会において選任された者４人
以内【資料 3-2-①-1】

理事会は学校法人常磐会学園寄附行為に基づき理事長が開催し、年度当初の理事会にお
いて必ず「私立大学経営倫理綱領」ならびに「私立大学の経営に関する指針」を確認し、
理事としての自覚を再認識し、意思統一を図っている。【資料 3-2-①-2】
また、前理事長により平成 23(2011)年度に理事業務分担に関する申し合わせが提案され
た。平成 23(2011)年度から４つの理事分科会を設け、理事の担当業務を明確にし、学内外
の必要な情報を収集し、進めた調査研究を互いに交流することを通して理事会の活性化を
目指している。理事分科会は、原則月 1 回の定例理事会終了後に開催し、各分科会のチー
フは常任理事が務め、各分科会での協議内容を常任理事会において理事長に報告する。
平成 27(2015)年度は常磐会学園の将来計画策定に向けて、各部門別の中長期計画をまとめ
た。【資料 3-2-①-3】【資料 3-2-①-4】
本学園の管理運営上の様々な課題に対しては、主体的かつ機能的に対処するため、学校
法人常磐会学園寄附行為に則って常任理事会を設け、週 1 回開催している。
常任理事会は、理事長を議長として大学・短期大学の両学長・両事務長からなり、本学
事務長は法人の事務局長、短期大学事務長は法人総務部長・財務部長を兼務し、本学園全
体の動向が把握できている。
常任理事会では原則として、法人の日常業務の決定ならびに管理部門・教学部門との調
整・連携事項の検討、理事会・評議員会に付議する事項、それらの実施方法等の検討を行
うが、上記のように常勤メンバーで構成しているため、緊急の課題に対しても、すぐ集ま
り速やかに対応することができている。【資料 3-2-①-5】【資料 3-2-①-6】
さらに、1 人の常勤監事が毎回出席し、本学園の現状把握に努めるとともに、日常的に
学内の多くの業務に接することができ、時宜に応じた適切な助言や指導をしている。
【資料
3-2-①-7】
付属幼稚園（認定こども園）にかかる審議事項については、年 10 回程度開催される園
長会及び園長連絡会で検討し、常任理事会に提案され、議案により関係園長が出席し説明
を行う。そこでの審議を経て、理事会に付議される。【資料 3-2-①-8】
評議員会では、学校法人常磐会学園寄附行為第 19 条の諮問事項（予算、事業計画、寄
附行為の変更、その他法人業務に関する重要事項等）に対し広く意見を聴取し、それらを
参考に理事会で意思決定する。【資料 3-2-①-9】
【エビデンス集・資料編】
【資料 3-2-①-1】学校法人常磐会学園寄附行為第６条
【資料 3-2-①-2】平成 28 年 4 月 19 日理事会議事録
【資料 3-2-①-3】平成 26 年度理事分科会運営について
【資料 3-2-①-4】常磐会学園大学部門別中長期計画（平成 27～31 年度）
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【資料 3-2-①-5】学校法人常磐会学園常任理事会規程
【資料 3-2-①-6】平成 27 年度常任理事会議事録
【資料 3-2-①-7】平成 28 年度監事監査計画
【資料 3-2-①-8】平成 28 年度幼稚園園長会について
【資料 3-2-①-9】学校法人常磐会学園寄附行為第 19 条
(3）3－2 の改善・向上方策(将来計画）
理事会で本学園の中長期計画の見直しをし、可能な限りの数値目標等を設定し達成状況
を評価していく。また、18 歳の人口減少を踏まえて、学生確保の戦略的な方策を具体的に
検討するため、今後、法人本部の入試広報室を企画経営戦略室と位置づけ、事務局長を中
心として入試広報室員、本学・短期大学の入試部員で包括的に大学経営の今後のあり方を
常任理事会へ提言、迅速に具体化を図っていく。
3－3

大学の意思決定の仕組み及び学長のリーダーシップ

≪3－3 の視点≫
3-3-①

大学の意思決定組織の整備、権限と責任の明確性及びその機能性

3-3-②

大学の意思決定と業務執行における学長の適切なリーダーシップの発揮

（1）3－3 の自己判定
基準項目 3－3 を満たしている。
（2）3－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
3-3-①大学の意思決定組織の整備、権限と責任の明確性及びその機能性
大学の主な意思決定として、教授会、運営部会、各部会、各委員会等からなり「学校法
人常磐会学園寄附行為」及び「常磐会学園大学学則」ならびに「常磐会学園大学学務規程」
と、それらを基に作られた関連の諸規程に従い行われる。また、事務局の管理運営は「学
校法人常磐会学園事務組織規程」と、それを基に作られた関連の諸規程に従い行われてい
る。【資料 3-3-①-1】【資料 3-3-①-2】【資料 3-3-①-3】【資料 3-3-①-4】
教授会は、学長、教授、准教授、及び専任の講師、助教、事務長をもって構成する。原
則、月 1 回第 2 水曜日に行われる。教授会の審議事項は、本学教授会規程又は常磐会学園
大学学則第 8 条に定めるとおりである。【資料 3-3-①-5】
運営部会は、本学における教育活動全般の総合調整を図り、実行管理するために、学長、
学部長、教務部長、学生部長、入試部長、研究部長、事務長の 7 人で構成する。原則、毎
週月曜日に行われる。運営部会の協議内容等については、教授会に意見を具申するととも
に、教授会の諮問に応ずる。各部会は、教務部、学生部、入試部、研究部の４部を設け、
専任教員は何れかの部に所属し、各教員は個別の分掌を担当する。各部の部会は月 1 回以
上、必要に応じて行われ重要事項は、運営部会を経て教授会で審議される。【資料 3-3-①
-6】
各委員会の構成は、平成 27(2015)年度では、人権教育推進委員会、FD 委員会、ICT 委
員会、学士力向上委員会、図書館運営委員会、地域貢献委員会等であり各委員会の協議は、
必要に応じて行われ、運営部会を経て教授会で審議される。【資料 3-3-①-7】【資料 3-3-
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①-8】
本学の事務局は、図 3-3-1「事務局組織図」のように、事務長のもとに総務課、会計課、
教学課、就職課、図書課の 5 課と保健センターで編成されており、必要に応じて教授会、
各部会に、事務局員も参加している。事務局は合同事務連絡会議を月 1 回、短期大学と合
同で開催し、審議事項や報告事項（教授会結果報告等）を行い、事務局全員の会議につい
ては、毎週火曜日の朝、連絡会を行い、迅速に情報を共有化している。事務局の動向は、
教授会、常任理事会にも随時報告されている。【資料 3-3-①-9】
総務課
会計課
教学課
大学事務局

事務長

就職課
（進路支援センター)
図書課
保健センター

図 3-3-１

事務局組織図

以上のことから、本学の意思決定組織の整備、権限と責任の明確性及びその機能性は適
切に実施している。
【エビデンス集・資料編】
【資料 3-3-①-1】学校法人常磐会学園寄附行為
【資料 3-3-①-2】常磐会学園大学学則
【資料 3-3-①-3】常磐会学園大学学務規程
【資料 3-3-①-4】学校法人常磐会学園事務組織規程
【資料 3-3-①-5】常磐会学園大学教授会規程
【資料 3-3-①-6】常磐会学園大学部会規程
【資料 3-3-①-7】常磐会学園大学 FD（ファカルティ・ディベロップメント）委員会規程
【資料 3-3-①-8】人権教育の推進について
【資料 3-3-①-9】学校法人常磐会学園事務組織規程
3-3-②大学の意思決定と業務執行における学長の適切なリーダーシップの発揮
本学の意思決定と業務執行における学長の適切なリーダーシップの発揮については、前
述した、理事会、常任理事会、教授会、運営部会では主要なメンバーとして、必ず学長が
出席しリーダーシップを発揮している。【資料 3-3-②-1】
平成 26(2014)年 6 月に公布された「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法
律」の趣旨に則り、常磐会学園大学学則を改正し専決事項の制定、学長が指示する特命事
項、学長裁定による学長が決定する事項の明確化等を整備した。【資料 3-3-②-2】
常任理事会は、日常の管理運営業務の中で迅速な意思決定が必要な場合も多くなってき
ている情勢を踏まえ、原則的に週１回理事長の招集で開催されている。大学・短期大学学
長及び大学・短期大学事務長が構成員となっているので、常任理事会の決定は、速やかに、

51

常磐会学園大学

両部門の教職員に周知されている。また、付属幼稚園等には短期大学学長から周知されて
いる。【資料 3-3-②-3】
本学の業務執行における学長のリーダーシップを発揮することが可能となるよう、制度
的な枠組みを確立している。また、評議員会には教育研究部門から 2 人、事務管理運営部
門から 2 人を評議員とし、管理運営面で学長をサポートできる体制としている。
【資料 3-3②-4】
以上のことから、本学の意思決定と業務執行における学長の適切なリーダーシップの発
揮は適切に実施している。
【エビデンス集・資料編】
【資料 3-3-②-1】常磐会学園大学学則
【資料 3-3-②-2】平成 26 年 12 月 10 日教授会議事録
【資料 3-3-②-3】学校法人常磐会学園常任理事会規程
【資料 3-3-②-4】学校法人常磐会学園寄附行為
（3）3－3 の改善・向上方策(将来計画）
学生の確保が年々困難になってくる厳しい経営環境の中で、個人情報の保護、公益通報
者への保護、様々なハラスメント防止等、複雑になってくる法令に対するコンプライアン
ス、あるいは多様化してくる学生・保護者及び近隣住民への対応等、管理運営面での課題
は多い。本学園のめざす「教育・研究及び管理運営体制の安定化」を確保するために、意
思決定の仕組みを明確にし、中長期計画(平成 27 年度～平 成 31 年 度)を策定した。大学改革
に向けて、学長がこれまで以上にリーダーシップを発揮できるよう体制整備等の充実を図
る。
3－4

コミュニケーションとガバナンス

≪3－4 の視点≫
3-4-①

法人及び大学の各管理運営機関並びに各部門の間のコミュニケーションによ
る意思決定の円滑化

3-4-②

法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックによるガバナンスの機能性

3-4-③

リーダーシップとボトムアップのバランスのとれた運営

（1）3－4 の自己判定
基準項目 3－4 を満たしている。
（2）3－4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
3-4-①法人および大学の各管理運営機関ならびに各部門の間のコミュニケーションによる
意思決定の円滑化
理事会は、「学校法人常磐会学園寄附行為」の「第 3 章

役員及び理事会」の項に基づ

いて理事長が招集、開催されている。理事会においては、寄附行為変更、常磐会学園大学
学則変更、予算・決算、役員人事などの重要事項につき決議を行っている。【資料 3-4-①
-1】【資料 3-4-①-2】
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学内理事である学長および事務長が、大学の教学と経営の両面における重要事項の説明
ならびに報告を行っており、大学と理事会が十分な意思疎通を図ったうえで決定している。
本学の諮問機関としては評議員会が位置づけられている。これは理事会と同様に理事長
が招集するが、学校法人常磐会学園寄附行為の第４章に基づき理事会に先立って重要事項
について審議し、意見を述べている。【資料 3-4-①-3】
本学においては、定例の教授会が各月１回開催されている。出席者は学長と教授・准教
授・講師・助教、事務部門からは大学事務長が出席し、教育・研究に関する重要事項につ
いて審議、決定している。専任教員と事務部門の一部の職員は、このほかに教育活動を推
進するための４つの部会ならびに各種委員会にそれぞれ属し、各部長や主担が招集する会
議の場で各部門の課題や懸案事項について審議・報告を行い、情報の共有化を図っている。
【資料 3-4-①-4】【資料 3-4-①-5】
教職員間の伝達については、事務所の掲示板への掲示、全教員に割り振られた専用のメ
ールボックスへの配布、あるいは電子メールなどで、学内の情報を迅速かつ確実に伝える
ようにしている。【資料 3-4-①-6】
【エビデンス集・資料編】
【資料 3-4-①-1】学校法人常磐会学園寄附行為第 3 章
【資料 3-4-①-2】学校法人常磐会学園常任理事会規程
【資料 3-4-①-3】学校法人常磐会学園監事監査規則
【資料 3-4-①-4】常磐会学園大学教授会規程
【資料 3-4-①-5】常磐会学園大学部会規程
【資料 3-4-①-6】メールボックスの写真
3-4-②法人および大学の各管理運営機関の相互チェックによるガバナンスの機能性
理事会は法人の最高意思決定機関であり、本学からの提出議案は学長から説明が行われ
審議されている。【資料 3-4-②-1】
理事の業務の執行状況と財産の状況を監査する立場にある監事による監査については、
私立学校振興助成法第 14 条に基づいて行われている。【資料 3-4-②-2】【資料 3-4-②-3】
評議員会は、27 人以内の構成となっており、予算、事業計画等について、理事会決定す
る前に理事長が招集し、その意見を聞かなければならない。【資料 3-4-②-4】
予算と事業計画については、各部門部署からの事前のヒアリングが行われ、適切な予算
計上と事業案策定ができるシステムが確立している。決算と事業報告については、監事に
よる会計監査とその報告が行われるのは言うまでもない。【資料 3-4-②-5～8】
【エビデンス集・資料編】
【資料 3-4-②-1】学校法人常磐会学園寄附行為
【資料 3-4-②-2】学校法人常磐会学園経理規程
【資料 3-4-②-3】学校法人常磐会学園監事監査規則
【資料 3-4-②-4】学校法人常磐会学園寄附行為第 4 章
【資料 3-4-②-5】平成 26 年度事業実績
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【資料 3-4-②-6】平成 27 年度事業計画
【資料 3-4-②-7】平成 27 年度事業実績
【資料 3-4-②-8】平成 28 年度事業計画
3-4-③リーダーシップとボトムアップのバランスのとれた運営
学園全体は理事長をトップに、本学は学長ならびに事務長が理事としてその職務を果た
している。学長は週 1 回開催される運営部会で、各部や委員会から報告される状況や課題
の調整を行うとともに、理事会の内容も伝達している。事務長は、事務的な側面から情報
提供ならびに情報の共有化に努めている。【資料 3-4-③-1】
さらに、月 1 回開催される教授会においても、学長はこれを主宰し、教員への教育・研
究・運営に関する情報を迅速かつ丁寧に提供し、情報の共有化を図ることにより大学運営
の円滑化を図っている。事務長は、運営部会と同様に、事務的な側面から情報提供ならび
に情報の共有化に努めている。【資料 3-4-③-2】
さらに年に 3 回実施されている教育研究活動の計画全体会では、学長のリーダーシップ
のもと、教職員が一堂に会し、各部署の状況や課題について情報や課題の共有と改善に努
めている。【資料 3-4-③-3】
【エビデンス集・資料編】
【資料 3-4-③-1】平成 28 年 4 月 11 日運営部会議事録
【資料 3-4-③-2】平成 28 年 4 月 13 日教授会議事録
【資料 3-4-③-3】平成 26 年度教育研究活動の現状と課題 －自己点検・評価報告書－
（3）3－4 の改善・向上方策(将来計画）
理事長のリーダーシップのもと、管理運営ならびに教育にかかわる意思決定機関は適切
に整備され、機能しているといえる。本学においては、学長のリーダーシップのもと、さ
まざまな機会を利用して教職員が意思疎通を図っている。また、学生アンケートを毎年実
施しており、その結果は教授会で公表され、「基礎演習Ⅰ・Ⅱ」で 1、2 年次生に対して、
「専門演習Ⅰ・Ⅱ」において 3、4 年次生に対してのフィードバックも行っている。教職
員だけでなく、学生も含めた全学体制で意思疎通の機会を共有している。今後も、さらに
円滑かつ柔軟な管理運営体制の強化に向けて一層努めていく。
3－5

業務執行体制の機能性

≪3－5 の視点≫
3-5-①

権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した組織編制及び職員の配置による
業務の効果的な執行体制の確保

3-5-②

業務執行の管理体制の構築とその機能性

3-5-③

職員の資質・能力向上の機会の用意

(1）3－5 の自己判定
基準項目 3－5 を満たしている。
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(2）3－5 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
3-5-①権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した組織編制及び職員の配置による業務の
効果的な執行体制の確保
本学の教育目的を達成するための専任教員による学務分掌の概要は、 15 ページの図
1-3-3「平成 28 年度学務分掌組織図」に示したように、学長、学部長のもと教授会、運営
部会、人権教育推進委員会、各委員会・プロジェクト、実習指導室、学生支援センター、
教務部、入試部、学生部、研究部で構成されている。【資料 3-5-①-1】
さらに、15 ページの図 1-3-2「平成 28 年度学務分掌」で示したように、教務部、学生
部、研究部、入試部では各専任教員が配置され、部内では各人がそれぞれ一つの係の主担
として活動する。また、学生の指導に当たっては専任教員全員が 1 年次生または 2 年次生
の「基礎演習Ⅰ・Ⅱ」の担当として携わる。さらに「専門演習Ⅰ・Ⅱ」の担当として、卒
業論文指導を中心とした 3 年次生と 4 年次生の指導に携わっている。【資料 3-5-①-2】
全教員は複数の部署に所属し、事務局の総務課、会計課、教学課、就職課、保健センタ
ー、図書課の各部署と共に自己点検・評価を行い、教育研究活動の推進に改善を加えてい
る。【資料 3-5-①-1】【資料 3-5-①-2】【資料 3-5-①-3】
具体的には、各部署では毎年 4 月の時点で前年度からの検討事項を引き継ぎ、年間の教
育研究活動の計画を立案し、5 月中旬に教育研究活動の計画についての全体協議会を催し、
10 月に中間報告会を、年度末 3 月に最終報告会を行っている。
本学の教育目的を達成するための組織として、学長の指示の下に教員組織を学部長が統
括し、職員組織を事務長が統括している。各部会や各部署で検討された事項は運営部会に
報告され、必要に応じて教授会で審議される。
また、緊急を要する懸案が発生し、臨時の教授会を開くことができない場合、運営部会
において審議し、学長が決裁を行い、その後、結果を教授会に報告するシステムをとって
いる。【資料 3-5-①-4】
【エビデンス集・資料編】
【資料 3-5-①-1】平成 28 年度学務分掌組織図
【資料 3-5-①-2】平成 28 年度学務分掌
【資料 3-5-①-3】学校法人常磐会学園事務組織規程
【資料 3-5-①-4】常磐会学園大学教授会規程
3-5-②業務執行の管理体制の構築とその機能性
運営部会は、本学における教育活動全般の総合調整を図り、教務部、学生部、研究部、
入試部、学校行事をはじめとする本学の教育研究活動全般について審議している。定例会
議は毎週月曜日の午前中をあて、回数は年間に 35 回程になる。急を要する懸案事項は、
教授会に代わって学長の諮問機関としての機能も発揮している。構成は、学長、学部長、
教務部長、学生部長、研究部長、入試部長、事務長の 7 人である。【資料 3-5-②-1】
事務局の業務執行の管理体制については、「学校法人常磐会学園事務組織規程」「学校法
人常磐会学園経理規程」「学校法人常磐会学園稟議規程」「学校法人常磐会学園公印取扱規
程」
「学校法人常磐会学園文書取扱規程」等に基づき業務の能率的運営と教育研究の円滑な
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活動に資するため適正に行われている。具体的には、年度当初の理事長、学長の基本方針
説明に基づき、事務局長及び各部署責任者がそれぞれの権限により業務を円滑に執行して
いる。また、事務局の合同事務連絡会議を毎月 1 回開催し、各部署の業務の進捗状況、懸
案事項等を報告し、事務局内の情報を共有することに努めている。毎週火曜日の朝、大学
事務局職員全員が一堂に会し、運営部会や常任理事会での情報を各部署の連絡事項など迅
速に情報を共有している。【資料 3-5-②-2～6】
教育研究に関わる事項について学長が決定する際に意見具申する組織として教授会があ
る。教授会規程では教授会は学長の求めに応じて次のことを審議し、意見を述べる。
（1）学生の入学、卒業及び課程の修了に関すること
（2）学位の授与に関すること
（3）教育課程に関すること
（4）教育研究に関すること
（5）その他、学長が必要と認めたこと
この規程に従い、毎月第 2 水曜日に教授会が行われている。本学の教授会は学長をはじ
め、専任教員と事務長で構成されている。【資料 3-5-②-7】
【エビデンス集・資料編】
【資料 3-5-②-1】常磐会学園大学部会規程
【資料 3-5-②-2】学校法人常磐会学園事務組織規程
【資料 3-5-②-3】学校法人常磐会学園経理規程
【資料 3-5-②-4】学校法人常磐会学園稟議規程
【資料 3-5-②-5】学校法人常磐会学園公印取扱規程
【資料 3-5-②-6】学校法人常磐会学園文書取扱規程
【資料 3-5-②-7】常磐会学園大学教授会規程
3-5-③職員の資質・能力向上の機会の用意
職員研修については、各種諸団体が実施している研修会等、特に私学団体等が開催する
研修会に参加することを中心に、日常業務における OJT も推進している。日本私立大学協
会や日本私立短期大学協会が実施する職種ごとの研修及び管理者研修に総務課・会計課・
教学課・就職課・図書課の課員が参加している。
学内での研修は、新規採用職員の場合は法人本部の事務局長と総務部長が学園の概要及
び教育機関の職員としての心得を中心に研修を行い、総務部長が諸規程の説明・諸手続き
等の説明を行っている。
事務局全体で SD 研修を 9 月に 1～2 日、短期大学と合同で実施している。課長等が講
師を務めることで他部署の業務内容を理解し、指導力の向上にもつながる。
管理者研修の一環として、特に予算管理・統制について毎年、各課長、課長代理が該当
部署の当初予算を説明する際には、各課の現状と課題、それに伴う予算の立て方、執行時
の手続きなどについて、理事長他、5 人の常任理事全員が指導に当たっている。
職員の研修の一環として、自己点検・評価の組織活動が位置づけられている。毎年、事
務局の部署ごとに、教育部門と事務部門にまたがる「教育研究活動の計画」の協議会に参
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加している。当初計画作成に始まり、中間報告会、最終報告会に参加して自部署の課題に
対する結果と評価を報告し、参加者の意見を確認している。【資料 3-5-③-1】
職員のスキルアップ研修として、本学が近隣地域住民向けに開催している公開講座を利
用している職員もいる。【資料 3-5-③-2】
【エビデンス集・資料編】
【資料 3-5-③-1】平成 27 年度 SD 計画実施要項
【資料 3-5-③-2】公開講座払込取扱票
（3）3－5 の改善・向上方策(将来計画）
学務分掌も事務局の各部署も適切に人員を配置し、他部署との連携も図りながら機能的
に業務を執行している。各教職員もそれぞれの責任ある担当の業務を執行している。しか
し、業務内容の軽重や必要人員の確保という問題も生じている。主に教員が中心となって
進めている部署で、さらに教員の数も確保したいが、専任で執務できる事務職員の要望が
ある。さらに事務局では短期大学の職務もともに進めている部署があったり、他の部局と
の連携で、本来の業務に支障が出たりすることもある。ICT 活用による効率化も進めてい
るが、今後は、人的配置とそのバランスについて検討していく。
職員の資質・能力の向上を求めるために、職員に各自の資質・能力を自己評価させ、大
学が進むべき将来像に向けての意識改革を図る。
組織的な SD 活動の必要性の理解を図り、研修実施計画を作成するとともに、職員が参
加できる時間的な余裕を生み出す作業を進めていく。
研修実施計画については、部署ごとの目標に沿った外部研修に参加し、その結果を報告
することとする。また、研修内容を活かした活動計画を少なくとも一つは具体的に実施す
ることを義務づける。その報告会は、研修参加者が講師となり研修内容が職員全員に情報
共有できる方法で実施する。
3－6

財務基盤と収支

≪3－6 の視点≫
3-6-①

中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立

3-6-②

安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保

（1）3－6 の自己判定
基準項目 3－6 を満たしている。
（2）3－6 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
3-6-①中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立
毎年開催される予算及び決算理事会において、経営実態、財政状況に基づき経営計画が
策定されている。
将来構想を踏まえた取り組みの中で、本学は平成 23(2011)年度より「国際コミュニケー
ション学部」の募集を停止し、
「国際こども教育学部国際こども教育学科」を新たに開設し
た。平成 26(2014)年度に国際こども教育学部が完成年度を迎え、平成 27(2015)年度には収
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容定員 118 人に対し、143 人を確保した。国際こども教育学部の設置は、短期大学の幼児
教育科に次ぐ本法人のこれからの強みと捉え、学生確保のもとに発展することを含め、本
法人全体の経営安定化につながるものと考えている。【資料 3-6-①-1】
【エビデンス集・資料編】
【資料 3-6-①-1】平成 28 年度事業計画
3-6-②安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保
本学の帰属収支差額は、平成 25(2013)年度と平成 26(2014)年度はプラスで推移している。
収入超過の第一の理由は、国際こども教育学部を開設したことによる入学者数の増加であ
る。表 3-6-1 は、平成 24(2012)年度から平成 28(2016)年度までの入学者数と定員超過率の
推移を示したものである。平成 24(2012)年度より継続して入学定員数を上回っており、
平成 25(2013)年度 134 人、平成 26(2014)年度 137 人、平成 27(2015)年度 143 人の入学者
を確保している。
表 3-6-1

入学者数と定員超過率の推移

平成 24 年度

平成 25 年度

平成 26 年度

平成 27 年度

平成 28 年度

入学定員(人)

110 人

110 人

110 人

118 人

118 人

入学者数(人)

130 人

134 人

137 人

143 人

135 人

118.2％

121.8％

124.5％

121.2％

114.4％

定員超過率（％）

平成 27(2015)年度の基本金組入前当年度収支差額（帰属収支差額）はマイナスに転じて
いるが、その理由は明らかで、1・2 号館外壁の大規模修繕工事による修繕費と、1 号館空
調改修工事にともなう固定資産除却差額が発生しているためである。当面は建物関係の大
規模な修繕と固定資産除却差額は発生しないため、この先も定員確保ができれば、健全な
財政状態を維持することができる。そのために全学を挙げて学生獲得に取り組んでいる。
【資料 3-6-②-1】
【エビデンス集・資料編】
【資料 3-6-②-1】常磐会学園大学消費収支（事業活動収支）推移
（平成 23 年度～平成 27 年度）
(3）3－6 の改善・向上方策(将来計画）
本学の財政基盤を安定させるためには、学生確保が最重要課題である。本学は国際こど
も教育学部を設置後、入学定員を上回る学生を確保している。今後も安定した学生確保を
維持していくために、教育研究施設や教育環境の整備を着実に行い、更なる質的向上を図
る。またその一環として、平成 28(2016)年度に新学舎を建設し、本学の教育施設の質的向
上に取り組んでいる。
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3－7

会計

≪3－7 の視点≫
3-7-①

会計処理の適正な実施

3-7-②

会計監査の体制整備と厳正な実施

(1）3－7 の自己判定
基準項目 3－7 を満たしている。
（2）3－7 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
3-7-①会計処理の適正な実施
本法人の会計は、「学校法人常磐会学園経理規程」「学校法人常磐会学園固定資産及び物
品管理規程」「学校法人常磐会学園資産運用規約」を遵守し、適切に実施している。
予算については、毎年、11 月初旬に｢次年度事業行事計画表・予算編成資料｣を各部門に
配布し、各部門はこれを受けて、翌年度の事業計画及び予算の原案を作成する。これらの
原案は、12 月下旬までに法人本部に提出され、１月下旬に理事長を中心とした各部門担当
者とのヒアリング及び検討会を経て、原案に取りまとめられる。その後 3 月開催の評議員
会に諮問され、理事会で決定後、4 月から当該年度当初予算として各部門において執行さ
れる。
また、決算及び在籍学生数の確定ならびに給与改定等を踏まえて、12 月に予算修正が行
われ、2 月開催の評議員会に再度諮問された後、当該年度の補正予算として理事会で決定
される。各部門では、この予算をもとに年度末まで管理している。なお、予算執行は各課
責任者からの起案書・支出書の決裁に基づき行われる。
会計年度終了後、2 か月以内に決算書を作成し、公認会計士及び監事の監査を受けた後、
次年度 5 月の理事会・評議員会に事業報告書と決算書を提出し、承認を得ている。【資料
3-7-①-1～7】
【エビデンス集・資料編】
【資料 3-7-①-1】学校法人常磐会学園経理規程
【資料 3-7-①-2】学校法人常磐会学園経理規程施行細則
【資料 3-7-①-3】学校法人常磐会学園経理規程細則
【資料 3-7-①-4】学校法人常磐会学園固定資産及び物品管理規程
【資料 3-7-①-5】学校法人常磐会学園資産運用規約
【資料 3-7-①-6】平成 27 年度監事監査報告書
【資料 3-7-①-7】平成 27 年度事業実績
3-7-②会計監査の体制整備と厳正な実施
本法人は公認会計士による会計監査および監事による監査を受けている。3 人の公認会
計士による監査は年間を通し、延べ 68 日程度行われる。私立学校振興助成法第 14 条第３
項の規定に基づき、計算書類すなわち資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照
表について監査を受けている。監査報告書では、現在のところ特に重要な指摘事項は受け
ていない。
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2 人の監事（うち 1 人は常勤）は、法人本部で開催される理事会・評議員会に毎回出席
している。決算案作成時には、公認会計士より監査実施経過報告を受け、監事監査を実施
する。その際には会計帳簿等の書類の閲覧等を行い会計責任者に説明を求め、業務の執行
状況や財産の状況について監査している。毎年 6 月の理事会では公認会計士による監査報
告書に基づき、監査講評が行われている。【資料 3-7-②-1】
【エビデンス集・資料編】
【資料 3-7-②-1】平成 27 年度監査実施報告書
（3）3－7 の改善・向上方策(将来計画）
学校法人会計基準及び「学校法人常磐会学園経理規程」を遵守し、今後も適切に会計処
理を行う。
財務情報の公開については、本学ホームページに掲載している内容をよりわかりやすく
するために、今後は図や表を活用し内容の充実を図る。また、学生や保護者などの利害関
係者だけではなく、社会一般にも理解を得られるよう工夫をしていく。
なお、各部門で運用している会計ソフトを、学園会計システムとして一元化し、月次処
理の時間短縮を図ることが近々の課題である。
［基準 3 の自己評価］
18 歳人口の減少に伴い、学生の確保が年々困難になる厳しい経営環境の中で、本学の管
理・運営については、学園全体として理事長、ならびに本学においては学長のリーダーシ
ップのもと、理事会や評議員会、運営部会や教授会等が適切に運営され、諸課題につき審
議・調整がなされ、正常に機能している。さらに、複雑化する法令に対するコンプライア
ンス、多様化する学生・保護者対応等の管理運営面での課題についての認識は、理事長を
はじめ学長を中心に各部署間で共有され、諸課題も適切に解決が諮られている。
教育・研究上の目的に照らせば、教授会、各部会、各委員会等からなる組織間において
は、適切な関連性を保って運営を行っている。今後、FD・SD 研修等で適切な相互理解の
場を設け、教職員が経営面についてのより深い理解と教育力を併せもつことで、その機能
がより効果的に発揮できるような体制作りの強化を図ることが肝要であり、きめ細やかな
学生に対するサポート体制をさらに充実させることが急務である。
本学の財務に関しては、財政基盤を安定させるための学生確保が最重要課題である。本
学は国際こども教育学部を設置後、入学定員を上回る学生を確保しており、今後も安定し
た学生確保を維持していくために、教育研究施設や教育環境の整備を着実に行い、更なる
質的向上を図ること、学校法人会計基準及び「学校法人常磐会学園経理規程」を遵守し、
今後も適切に会計処理を行うことが重要である。
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基準 4．自己点検・評価
4－1

自己点検・評価の適切性

≪4－1 の視点≫
4-1-①

大学の使命・目的に即した自主的・自律的な自己点検・評価

4-1-②

自己点検・評価体制の適切性

4-1-③

自己点検・評価の周期等の適切性

（1）4－1 の自己判定
基準項目 4－1 を満たしている。
（2）4－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
4-1-①大学の使命・目的に即した自主的・自律的な自己点検・評価
本学では平成 11(1999)年、開学と同時に「常磐会学園大学自己点検・評価委員会規程」
を定め、平成 21(2009)年、「自己点検・評価委員会規程」を「常磐会学園大学評価規程」
と改正し、この規程のもとに自己点検・評価を組織的に行っている。【資料 4-1-①-1】
この規程は本学における教育、研究、社会貢献、及び管理運営その他大学運営全般の状
況について行う自己点検・評価に関して必要な事項を定めたものであり、本学の教育研究
活動等について、その活動の一層の活性化と質的向上を目指し、本学建学の精神の堅持と
社会的使命を達成することを目的としている。
本学の使命・目的に即した自主的・自律的に自己点検・評価を進める機能を果たしてい
るのは次の 4 つである。
① 「情報公開」
② 「教育研究活動の計画」
③ 「学生による授業アンケート」
④ 「キャンパスライフに関する調査」

大学設置基準で求められる情報は本学のホームページで公開している。 図 4‐1‐1 は、

図 4-1-1

本学ホームページ上の「情報公開」
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本学がホームページ上で「情報公開」している画面である。ホームページ上から必要な情
報にたどり着きやすいように配置している。【資料 4-1-①-2】
「教育研究活動の計画」は、次のように進められている。
4 月に教員が中心で組織している部署も、事務局が中心に組織している部署も、昨年度
までの活動における問題点や課題を踏まえて、年間目標と具体的方策を計画する。教務部、
学生部、研究部、入試部の議事録を挙げる。【資料 4-1-①-3】
【資料 4-1-①-4】
【資料 4-1①-5】【資料 4-1-①-6】
計画した内容を全教職員が会する第 1 回全体会で報告し、適切であるか審議する。【資
料 4-1-①-7】
実施した教育課程の評価は、研究部によって学生による授業評価のアンケート調査を行
っている。授業アンケートは、次のように進められている。
本学のすべての授業を対象に、14 週目か 15 週目の授業で学生から受講した授業につい
てアンケートを実施する。ティームティーチングで授業している科目、出席者数が 10 名
を満たない科目はアンケート実施から割愛している。【資料 4-1-①-8】
本学における学生生活に対する見直しや改善を進める目的で実施しているのは、「キャ
ンパスライフに関するアンケート」である。自己点検・評価の一環として、平成 20(2008)年
度からは、学年末に近い 12 月から 1 月に「キャンパスライフに関するアンケート」を実
施し、学生生活や施設、設備等について学生の満足度を調査している。【資料 4-1-①-9】
【エビデンス集・資料編】
【資料 4-1-①-1】常磐会学園大学 評価規程
【資料 4-1-①-2】常磐会学園大学ホームページ 情報公開
http://www.sftokiwakai.ac.jp/disclosure/index.html
【資料 4-1-①-3】平成 27 年 4 月 15 日教務部会会議録
【資料 4-1-①-4】平成 27 年 4 月 15 日学生部会議議事録
【資料 4-1-①-5】平成 28 年 4 月 20 日研究部会議事録
【資料 4-1-①-6】平成 28 年 4 月 20 日入試部記録
【資料 4-1-①-7】平成 27 年度「教育研究活動の計画」全体会第 1 回
【資料 4-1-①-8】平成 27 年度授業アンケート実施要項
【資料 4-1-①-9】平成 27 年度キャンパスライフに関するアンケート実施のお願い
4-1-②自己点検・評価体制の適切性
本学ホームページの内容は、年度末から関係部署に情報収集した内容を提示できるよう
にしている。【資料 4-1-②-１】
「教育研究活動の計画」全体会開催は研究部が担当している。自己点検・評価の対象と
なる部署は、学長が報告する「大学経営」、教務部長が報告する「教務部」、事務局の教学
課が報告する「教学課」等の各部署だけでなく、
「地域貢献」等のプロジェクトもあり、合
計 18 の部署がある。
「教育研究活動の計画」の全体会は、全学の教職員が一堂に会し、相
互に意見交換できる機会である。他部署の活動に参画できたり、情報共有も図れたり、密
度の濃い会議である。11 月に開催される第 2 回全体会では、4 月に報告した具体的な手立

62

常磐会学園大学

ての進捗状況を報告する。報告する各部署は、第 1 回全体会で提出した資料に、進捗状況
を書き加えて報告し、報告内容が適切であるか審議する。【資料 4-1-①-2】
授業アンケートでは調査の透明性、公平性の高い調査を実施するためにいくつかのルー
ルを設定している。
・事務局総務課の協力で授業前に調査用紙が準備される。
・実施にあたっては調査用紙の回収と提出を行う学生を指名し、役割を指示する。
・授業終了 10 分前に用紙を配布し、実施する。
・指名された学生により、調査用紙の回収し、担当教員が同行して事務局に提出する。
【資料 4-1-②-3】
アンケートの詳細について、専任教員には教授会で、兼任教員には個別で説明を行う。
集計作業は業者に委託し、集計結果は、各学期の単位認定会議終了後に教科担当の教員に
配布される。【資料 4-1-②-4】
「キャンパスライフに関するアンケート」は実施時期を統一するため定められた期間の
「基礎演習Ⅰ・Ⅱ」「専門演習Ⅰ・Ⅱ」の授業で実施している。【資料 4-1-②-5】
【エビデンス集・資料編】
【資料 4-1-②-1】平成 27 年度「情報公開」に関する起案書
【資料 4-1-②-2】平成 27 年度「教育研究活動の計画」全体会第 2 回
【資料 4-1-②-3】平成 27 年度授業アンケート実施方法
【資料 4-1-②-4】平成 27 年度授業アンケート実施要項
【資料 4-1-②-5】平成 27 年度「キャンパスライフに関するアンケート」用紙
4-1-③自己点検・評価の周期等の適切性
大学ホームページで公開している「情報公開」の内容は、毎年 5 月 1 日付の情報が表示
できるようにしている。
3 月に実施される「教育研究活動の計画」第 3 回全体会は、それぞれの部署の教育研究
活動の総括の場として開催される。自らの活動を評価し、次年度へ向けての課題を報告し、
その内容が適切であるか審議する。第 2 回全体会で報告した内容に、
「A」
「B」
「C」の「3
段階で評価した結果」と「今後の課題」を書き加えて報告する。【資料 4-1-③-1】
授業アンケートの実施時期は、春期開講科目は７月に、秋期開講科目と通年科目は１月
に実施している。各教員は学生が登校する成績発表日から定められた期間アンケート結果
と結果に対するコメントの掲示が求められている。担当教員はアンケート結果を個々の授
業改善と授業スキルの向上のために活用している。【資料 4-1-③-2】【資料 4-1-③-3】
「キャンパスライフに関するアンケート」は平成 20(2008)年度からは、学年末に近い 12
月から 1 月に実施している。学生生活や施設、設備等について学生の満足度を分析してい
る。分析は研究部で実施している。分析結果は、学年末の成績発表時に公開している。分
析結果は、各部署の活動に活かされたり、施設設備の充実に活かされたりしている。
【資料
4-1-③-4】
「教育研究活動の計画」「授業アンケート」「キャンパスライフに関するアンケート」の
3 つの自己点検・評価の活動と、専任教員の研究分野・内容・実績をまとめて、「教育研究
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活動の現状と課題」－自己点検・評価報告書－として毎年度末にまとめ、学内外へ定期的
に公表している。【資料 4-1-③-5】
【エビデンス集・資料編】
【資料 4-1-③-1】平成 27 年度「教育研究活動の計画」全体会第 3 回
【資料 4-1-③-2】授業アンケートコメント記入用紙
【資料 4-1-③-3】学生による授業評価アンケート結果の一例
【資料 4-1-③-4】キャンパスライフに関するアンケートについて
【資料 4-1-③-5】平成 26 年度「教育研究活動の現状と課題」－自己点検・評価報告書－
(3）4－1 の改善・向上方策(将来計画）
本学では大学評価委員会と研究部が中心となって、毎年自己点検・評価を行っている。
「教育研究活動の計画」では、18 の部署の分け方の見直し、3 段階の評価基準の設定が課
題である。アンケート内容も年度ごとの傾向もとらえられるよう、大きな変更を控えて進
めてきた。そのため各部署でそれぞれ関連する業務を毎年度見直すことができているが、
数年単位の大学の改善・変化を捉えるような調査はまだできていない。今後は毎年度行う
自己点検・評価に加え、数年単位で大きな流れを捉える自己点検・評価の方法を導入し、
より精度の高い自己点検・評価が行えるようにしていく。
4－2

自己点検・評価の誠実性

≪4－2 の視点≫
4-2-①

エビデンスに基づいた透明性の高い自己点検・評価

4-2-②

現状把握のための十分な調査・データの収集と分析

4-2-③

自己点検・評価の結果の学内共有と社会への公表

（1）4－2 の自己判定
基準項目 4－2 を満たしている。
（2）4－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
4-2-①エビデンスに基づいた透明性の高い自己点検・評価
本学では平成 11(1999)年、開学と同時に「常磐会学園大学自己点検・評価委員会」を設
け、自己点検・評価活動に取り組んできた。平成 21(2009)年の評価規程の変更により、
「常
磐会学園大学自己点検・評価委員会」は「大学評価委員会」に改称された。【資料 4-2-①
-1】
「大学評価委員会」では、学長の指揮の下、教職員が、大学の理念や目的を日々の業務
遂行の場において、どれだけ具現化しているかを点検してきた。その一例が各部署の会議
録である。各部署の長は責任をもって記録を残している。教授会や運営部会の記録は常時
閲覧できるようにしている。常磐会学園大学学則、教授会議事録、理事会議事録、各種規
程、各種統計などがあり、エビデンスに基づいた透明性の高いものである。【資料 4-2-①
-2】【資料 4-2-①-3】【資料 4-2-①-4】【資料 4-2-①-5】
平成 15(2003)年度からは、自己点検・評価報告書として「教育研究活動の現状と課題」
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を年度ごとに発行している。この報告書は 3 部構成になっており、各部署の活動状況の報
告、教員の研究業績の報告、12 月に実施している「キャンパスライフアンケート」、毎年
春期と秋期の２回実施している授業アンケートの分析結果の報告でまとめられている。
【資
料 4-2-①-6】
「教育研究活動の現状と課題」は、5 月、11 月、3 月の年 3 回開催される「教育研究活
動の計画」全体会での検討に基づいて作成される。
「教育研究活動の計画」全体会は、原則
全教職員が参加する。全体会では各部署の活動状況の報告の後、質疑応答の時間が設けら
れている。そのため、報告された各部署の活動状況や課題について、参加者である全教職
員は忌憚のない意見や疑問点を述べることができ、自己点検・評価についての透明性が確
保されている。【資料 4-2-①-7】【資料 4-2-①-8】【資料 4-2-①-9】
【エビデンス集・資料編】
【資料 4-2-①-1】常磐会学園大学評価規程
【資料 4-2-①-2】常磐会学園大学学則
【資料 4-2-①-3】平成 27 年度教授会議事録
【資料 4-2-①-4】常磐会学園大学規程集
【資料 4-2-①-5】常磐会学園大学の 15 年の歩み
【資料 4-2-①-6】平成 26 年度教育研究活動の現状と課題 －自己点検・評価報告書－
【資料 4-2-①-7】平成 27 年度「教育研究活動の計画」全体会

第1回

【資料 4-2-①-8】平成 27 年度「教育研究活動の計画」全体会

第2回

【資料 4-2-①-9】平成 27 年度「教育研究活動の計画」全体会

第3回

4-2-②現状把握のための十分な調査・データの収集と分析
平成 18(2006)年度より、自己点検・評価活動をより充実させるために各部署で作成した
「教育研究活動の計画」を持ち寄り、全体会を開催し審議している。【資料 4-2-②-1】
具体的には、4 月に各部署において重点目標を立案し、5 月に目標を達成するための具
体的方策について、教育研究活動の年間計画を審議する協議会を開いている。【資料 4-2②-2】
また、11 月には各部署の経過達成状況を集約し、目標の達成状況を確認するために中間
報告会を設けている。【資料 4-2-②-3】
年度末の 3 月には、部署ごとに当該年度の総括をし、今後の問題点を明確にする「自己
点検・評価報告会」を開いている。【資料 4-2-②-4】
同じく平成 24(2012)年度より、自己点検・評価活動への教職員の参加を強めるとともに、
学内の教職員による「自己点検・評価」に加え、外部有識者等による「第三者評価委員会」
を設け、自己点検・評価体制を整備している。【資料 4-2-②-5】
各学期末には、学生への授業アンケートによる授業評価が実施される。授業アンケート
の対象となるのは、本学で開講されているすべての授業である。ただし、実習系の授業、
複数教員が共同で行っている授業、出席者が 10 人未満の授業は実施していない。アンケ
ートは 12 の質問項目に、④そう思う、③ややそう思う、②あまりそう思わない、①そう
思わないの 4 段階で回答する形式となっている。結果は業者による集計により教員・開設
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科目ごとに分析され、授業評価を評価分布表として各教員に配布している。アンケートの
記入内容が回答した学生の成績評価に影響しないよう、授業評価の各教員への配布時期を
成績処理終了後に設定している。【資料 4-2-②-6】
評価結果の利用法は教員個人に委ねられているが、評価分布表を各研究室の前に一定期
間掲示して授業改善の目安としている。平成 20(2008)年度より、年 1 回 12 月に「キャン
パスライフに関する調査」を実施し、学生の満足度を分析している。【資料 4-2-②-７】
これらの収集されたデータは分析と考察が加えられ、毎年発行されている「教育研究活
動の現状と課題」としてまとめられることにより、多面的な角度からの現状把握を可能に
している。【資料 4-2-②-8】
【エビデンス集・資料編】
【資料 4-2-②-1】平成 26 年度教育研究活動の現状と課題 －自己点検・評価報告書－
【資料 4-2-②-2】平成 27 年度「教育研究活動の計画」全体会

第1回

【資料 4-2-②-3】平成 27 年度「教育研究活動の計画」全体会

第2回

【資料 4-2-②-4】平成 27 年度「教育研究活動の計画」全体会

第3回

【資料 4-2-②-5】常磐会学園大学第三者評価委員会規程
【資料 4-2-②-6】平成 26 年度教育研究活動の現状と課題 －自己点検・評価報告書－
Ⅲ

授業評価

【資料 4-2-②-7】平成 26 年度教育研究活動の現状と課題 －自己点検・評価報告書－
Ⅳ

キャンパスライフの調査

【資料 4-2-②-8】平成 26 年度教育研究活動の現状と課題 －自己点検・評価報告書－
4-2-③自己点検・評価の結果の学内共有と社会への公表
自己点検・評価の結果を学内外に伝える手立てとしてインターネットと印刷物を利用し
ている。インターネットの利用は先に示したように、本学ホームページ上に「情報公開」
として示している。【資料 4-2-③-1】
印刷物による情報公開は「教育研究活動の現状と課題」は、全教職員ならびに関係大学・
機関など学内外へ定期的に配布している。各部署の自己点検・評価結果は「教育研究活動
の現状と課題」を通じて学内外に公表されているので、教職員は実質的な相互評価と自己
評価を行っている。
授業アンケートの結果については、「教育研究活動の現状と課題」において結果と分析
を公表するとともに、教員・開設科目ごとに分析された評価分布表を各研究室の前に一定
期間掲示している。また授業改善に向けての授業担当者のコメントをまとめた冊子を、学
生がよく利用する教学課の窓口に置き、学生に向けて公表している。
キャンパスライフアンケートについても、「教育研究活動の現状と課題」での結果と分
析の公表に加え、基礎演習・専門演習担当者を通して、学生に向けて集計結果と改善に向
けての取り組みを報告している。【資料 4-2-③-2】
【エビデンス集・資料編】
【資料 4-2-③-1】常磐会学園ホームページ
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http://www.sftokiwakai.ac.jp/disclosure/index.html
【資料 4-2-③-2】平成 26 年度教育研究活動の現状と課題 －自己点検・評価報告書－
(3）4－2 の改善・向上方策(将来計画）
これまでにも、「学生による授業評価アンケート」について、回答傾向をより明確にす
るために、回答段階を 5 段階から 4 段階に変更するなど、自己点検・評価の方法について
改善が図られてきたが、
「運営部会」や「FD 委員会」におけるデータ収集・分析について、
必要な事項を精査しつつ、より活発な活動を展開していく。
平成 27(2015)年度の自己点検・評価報告書については、冊子形式の公開に加え、本学
ホームページにて公開作業を進めている。
4－3

自己点検・評価の有効性

≪4－3 の視点≫
4-3-①

自己点検・評価の結果の活用のための PDCA サイクルの仕組みの確立と機能性

（1）4－3 の自己判定
基準項目 4－3 を満たしている。
（2）4－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
4-3-①自己点検・評価の結果の活用のための PDCA サイクルの仕組みの確立と機能性
本学は、平成 22(2010)年に日本高等教育評価機構から平成 21 年度大学機関別認証評価
において「大学評価基準を満たしている」と評価を受け、今年度 2 回目の評価を受けよう
としている。【資料 4-3-①-1】
その後、外部有識者等による「第三者評価委員会」も組織し、その提言を学内にも周知
させ、大学運営に生かしている。【資料 4-3-①-2】【資料 4-3-①-3】
「教育研究活動の現状と課題」は、これまでの教育研究、大学運営、地域貢献等につい
て、エビデンスに基づいて到達点と課題を示したものである。本報告は冊子化されたもの
を教職員全員に配布するとともに、各大学に送付している。さらなる情報公開を図るため
に、本学ホームページでの公開を検討している。
本学では、研究部が主体となって、年 3 回の「教育研究活動の計画」全体会が開催され
ている。【資料 4-3-①-4】
第 1 回全体会では、各部署で検討された目標、具体的な取り組みと課題を教職員全体で
共有、検討を図り、当該年度における各部署の具体的な取り組みと目標を明確にする。本
会で決定された具体的な取り組みと目標は、関係する各部署に委任して、実行のための方
針が審議され可能な限り実行に移される。
第 2 回全体会では、第 1 回全体会で共有された具体的な取り組みと目標について、各部
署から、現時点での進捗状況と目標の達成度が報告される。
第 3 回全体会では、第１回全体会で設定した目標、具体的な取り組みに対して、各部署
が、本年度における達成度を項目別に A～C の 3 段階で評価し、その評価に至った理由を
エビデンスに基づいて報告する。さらに、それらの達成度、具体的な取り組みの中で明ら
かになった課題をふまえて、各部署における次年度の課題、目標を設定する。これらの課
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題は、全体会での報告によって、教職員全体で検討し、共有される。そして、関係する各
専門部会を中心に、課題の解決に向けて次年度の教育研究活動が計画される。本学ではこ
のように、
「 教育研究活動の計画」全体会を中心にした PDCA サイクルが確立されている。
また、FD、SD 研修の開催や、兼任講師懇話会において参加型授業に関する講演を開催
し、教育研究活動のさらなる改善を図っている。
このような PDCA サイクルに即した自己点検・評価システムにしたがって、課題解決に
向けた実行体制を強化していく。
【エビデンス集・資料編】
【資料 4-3-①-1】平成 21 年度日本高等教育評価機構評価結果
【資料 4-3-①-2】平成 27 年度常磐会学園大学第三者評価委員
【資料 4-3-①-3】平成 27 年度 9 月 9 日教授会議事録
【資料 4-3-①-4】平成 26 年度

「教育研究活動の計画」全体会

報告書様式

(3）4－3 の改善・向上方策(将来計画）
初めて日本高等教育評価機構・大学機関別認証評価を受審した平成 22(2010)年度に比べ、
資料の収集体制が整備されてきた。各委員会や部署において提起された課題は、
「教育研究
活動の計画」全体会で全学的に共有され、検討がされた上で、全体会での提言に基づき各
専門部会や部署において改善方策を図る体制が、教育研究活動の改善に寄与している。今
後は、PDCA サイクルを年度単位の周期で実施する一方で、大学全体として理事会、教授
会、各種委員会、事務組織の職務と連携を明確にしながら、PDCA サイクルのより円滑な
実施を図る体制を整えていく。
［基準 4 の自己評価］
本学の自己点検・評価は、研究部を中心に、主に「教育研究活動の計画」全体会におい
て、適正な自己点検・評価活動により、問題点や課題を提起し、それらの解決に向けて実
施されている。自己点検・評価の結果は、
「教育研究活動の現状と課題」の冊子にまとめら
れ、各専門部会や部署で教育研究活動の改善・向上に役立てられている。冊子は教職員全
員に配布するとともに、各大学に送付し、情報公開を図るとともに透明性を確保している。
以上のことから、本学は基準４を満たしている。
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Ⅳ．大学が使命・目的に基づいて独自に設定した基準による自己評価
基準 A

社会貢献・地域貢献

A－1

地域貢献・地域貢献

≪A－1 の視点≫
A-1-①

大学がもっている物的・人的資源の地域への提供

A-1-②

学生の地域活動の推進とボランティア活動への参加

A-1-③

公共・教育機関等との連携と社会への提供

（1）A－1 の自己判定
基準項目 A－1 を満たしている。
（2）A－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
A-1-①大学がもっている物的・人的資源の地域への提供
大学の使命である教育と社会貢献・地域貢献の推進を目指して、1 年を前期と後期に分
け、多くの公開講座や生涯学習講座などの実施を行っている。【資料 A-1-①-1】
そこでは、教員の専門分野を生かして、地域の幼児からシニア層、高齢者層に至るまで、
様々な年齢層の地域住民に対して提供を行っている。子育て世代を対象にした講座は地域
内でも行われているが、
「子育てに生かせるカウンセリング講座」等は、大学の専門的知識
をわかりやすく伝えることで、大きく地域の子育て支援を担っていると言っても過言では
ない。
また、常勤、非常勤を問わず、様々な分野で教員同士が密な連携で長期にわたって実施
してきたこと、さらには学ぶ者同士の交流の場づくりとなり輪を広げてきたこと等、評価
に値すると考える。
本学の特色を生かして教育、子育て、幼児教育、各世代の健康教育、社会人のキャリア
アップやスキルアップを図るなど、幅広く、地域社会の学びと交流の輪を広げている。
【資
料 A-1-①-2】
開講した講座は以下に示す。
表 A-1-1

教職員の公開講座一覧(一部掲載）

講座名
シニアパソコン

講

座

内

容

ワープロ、インターネット、年賀状、表計算、写真・ビデオ
編集等の学習

はじめてのパソコン

電源の入れ方からマウス操作、文字入力等の基本操作からの
学習(Ｗindows８の使用）

優しい俳画入門

基本の筆使いを学び、心に感じる自然の美しさや日常の情
景、四季の素材を素朴に絵で表現

子育てに生かせる

「どうせ僕なんか‥」と自信を持てない子、意欲の低い子の

カウンセリング講座

やる気と元気を引き出すための具体的な方法
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やさしい日本画講座

日本の伝統的な絵画の表現方法・工程の学習と、顔彩による
静物写生からの表現

キッズ運動教室

伸び伸びと楽しく出来る運動遊びの体験

英字新聞を読もう

単語の発音・意味の把握・文章の読解から意見交換まで。多
角的な方面での新聞の輪読会

暮らしの法律

普段の生活に役立つ法律ミニ知識と、法律トラブルの例を通
しての学び（悪徳商法・借金・契約と裁判等）

茶道体験

盆点前を略式の方法で体験学習(抹茶の点て方と頂き方・菓
子の食べ方等の基本作法）

仏画を描こう

心の癒しとして簡単で易しい仏画の描き方の体験

文化に親しむ

中国の伝統歳時や上海事情を知り、中国語の「読む・書く・

初めての中国語

聞く・話す」の基礎の学習

やさしい英会話

英語の発声の基本(腹式呼吸)を意識して、簡単な挨拶、自己
紹介、友人紹介などの｢定型表現＋α｣の学習

シニア健康運動講座

これからの生活を生き生きと過ごすための運動知識や方法
について、気軽に楽しみながら理論と実践を学習

わくわくクラフト教

身近なものや自然素材を生かし、エコ、リサイクルなどを考

室

えながら楽しいクラフトでおもちゃや小物などの製作
地域に開かれた大学として、地域社会と連携・協働することで、大学と地域のつながり

を深め、町づくりの一端を担うことを目標としている。また、ボランティアや市民活動を
通して、社会の問題を自己の課題としてとらえ、学生自身が学問の探究を高め、専門職と
しての学びに生かしていくことを目標としている。以下は小・中学生を対象に行った活動
である。経年ごとに、本学の実践力が認められていて、参加者の輪も大きくなってきてい
る。
小・中学生のみならず、周囲の参加者も巻き込む楽しい雰囲気の中、来年に期待を寄せ
る姿がある。
○中学生のためのサマーセミナー
平成 18(2006)年から毎年開催している中学生向けの体験学習である。コンソーシアム大
阪と連携し、夏休みに中学生に大学の授業を体験させる目的で、 行われてきた。平成
21(2009)年からは「英語スピーチ」に力を入れたレッスンを展開している。大学と地域社
会との連携を強めている。【資料 A-1-①-3】
○平成 27(2015)年12 月
平野区イベント子ども外国語活動
第１回

子ども英語スピーチコンテスト

国際化が叫ばれるなか、小学校における「英語必須科目」の進展とともに、本学の学生
も英語のスピーチの指導に当たり、子ども英語スピーチコンテストの第１回の開催に寄与
した。
具体的な内容は以下の通りである。
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審査員‥‥本学英語スピーチコンテストの今年と昨年の上位入賞者４名と本学
教員



コンテスト司会‥‥初代、本学英語スピーチコンテストの優勝者、Ｋさん



スピーチの内容‥‥小学 1～3 年、4～6 年の 2 つのグループに分かれ、暗記
した内容をジェスチャーを交えて披露した。



本学生の活躍‥‥7 人の学生が、英語のチャンツ、ダンスを取り入れた子ども
音楽、英語模擬ティーチングを披露した。



教員による「日米文化の比較」をスクリーンに提示しながら講演した。

【資料 A-1-①-4】
平成 27(2015)年 11 月 7 日(土)に本学で、
「学生の感じた喜連村史と子どもたちへの継承」
をテーマに、
「喜連村史の会(地元、喜連村の歴史を学ぶ会)」との交流会を開催した。本学
では 3 年次生の「教職特別講座Ⅱ」の授業において、「地域に学ぶ」をテーマに「喜連村
史の会」の方々と交流を進めている。交流会では学生と地域の人が混ざり合って、4～5 人
のグループで話し合いを進めた上で、学生たちが喜連村の今昔を発表するとともに、教員
としての自分たちの未来も語り、多世代の貴重な交流を深めることができた。
喜連村史の会の会員に講師を依頼し、喜連村を歩いてその中世以降の歴史や文化を学ぶ
（歴史フィールドワーク）と同時に、また、地域の人たちの温かさも学生は学んだ。喜連
村史の会との交流を始めて 3 年を数える。今年からは地域内の喜連幼稚園の交流を通して
幼児教育における地域連携の重要性も学生は学びつつある。本学の学生一人ひとりの繋が
りが深まり広がるとともに、年々、交流の成果が積み上げられていくことを実感する。そ
の経過は以下のとおりである。
表 A-1-2
月日

または

期間

4 月下旬から 5 月

「教職特別講座Ⅱ」における活動の流れ
＜

連

携

活

動

の

内

容

＞

教職特別講座Ⅱから地域に学ぶ取り組み
・本学近隣地域の清掃活動
・喜連の歴史の学び（学生と喜連村史の会の方とのコラボレー
ション）
・喜連フィールドワーク活動

平成 27 年 7 月 11

喜連幼稚園児と学生とのふれあい

日(土)

・学生の手作り教材「くるくるマジック」をとおして園児とふ

14:00 ～

15:00

れあう体験をする（幼稚園お泊まり保育で）
・学生手作りの創作紙芝居「たろうの冒険」を演じる

平成 27 年 11 月 7

喜連村史の会の方との交流・討議会

日(土)

・学生の実践と、地域の町づくり活動との交流

16:00

13:30 ～

・討議会
・今後と地域連携

71

常磐会学園大学

【資料 A-1-①-5】【資料 A-1-①-6】【資料 A-1-①-7】【資料 A-1-①-8】【資料 A-1-①-9】
【エビデンス集・資料編】
【資料 A-1-①-1】常磐会学園大学ホームページ

地域貢献

http://www.sftokiwakai.ac.jp/campus/area.html
【資料 A-1-①-2】常磐会学園大学ホームページ

公開講座

http://www.sftokiwakai.ac.jp/kouza/index.html
【資料 A-1-①-3】中学生サマーセミナーちらし
【資料 A-1-①-4】平野区イベント子ども外国語活動に関する資料
子ども英語スピーチコンテストに関する資料
http://www.city.osaka.lg.jp/hirano/page/0000334340.html
【資料 A-1-①-5】2015 年度

講義概要

授業計画

【資料 A-1-①-6】喜連村史の会の活動報告
http://kiresonsi.web.fc2.com/kamishibai/f_top.html
【資料 A-1-①-7】喜連幼稚園交流計画
【資料 A-1-①-8】喜連村史の会

及び実践記録

討議会発表資料

【資料 A-1-①-9】常磐会学園大学だより 2015 年 12 月号
A-1-②学生の地域活動の推進とボランティア活動への参加
地域｢平野区｣では、コミュニティの活性化を目的として平成 28(2016)年度から高齢者の
社会参加の促進事業を予定し進めているところである。子どもから高齢者まで、多世代が
関わることのできる取り組みは当地域においても喫緊の課題である。そこで、｢平野区役所
まちづくり協働課｣からの要請を受け、子ども・福祉・教育分野に精通した本学の教員が、
児童・青少年の健全育成の観点の方面から企画・参画に関わることを予定している。
地域の公園（平野南公園・平野野堂公園）を地域の住民・各種団体が清掃・除草活動に
取り組み、美観保持に寄与するとともに、今までに地域活動に取り組んでいなかった住民
を広く参加させることで、特に高齢者の生きがいづくりにつなげることを目的とする事業
である。(公園の美化活動を通じた高齢者の社会参加の促進事業)【資料 A-1-②-1】
昨年度まで 2 年次生の科目「教職特別講座Ⅰ(現、教職実践演習Ⅰ)」と、3 年次生の科
目である「教職特別講座Ⅱ(現、教職実践演習Ⅱ)」では、1 週に 1 グループずつ、6 回の
大学周辺の清掃活動を実施した。ねらいは、
「自らが学校や保育所で子どもたちと地域の人
たちが清掃活動をする際のイメージ作り」と、
「学生の清掃活動を見た地域住民とどのよう
なコミュニケーションが取れるか」である。【資料 A-1-②-2】
長吉六反地域は大学から徒歩で 30 分程離れた地域である。高齢化が進み、平成 28(2016)
年度から地域の小学校の廃校が決定された。平野区社会福祉協議会「長吉六反地域で清掃
ボランティアをしよう」という呼びかけに、本学ボランティアサークルのメンバーが参加
した。連合町会長から「今の若い人といえば、成人式で騒ぐような人をイメージしていた
が、こんな若者がいるのか」と称賛の声をいただいた。【資料 A-1-②-3】
地下鉄御堂筋天王寺駅の地下鉄職員有志による「SUBWAY’S」をはじめ、近隣の保育園、
中学、高校、大学による演奏会「平野ミュージックステーション」を平野駅構内で行い、

72

常磐会学園大学

年末でにぎわう街の風景の中、演奏を披露している。多種にわたる楽器の音色の演奏で毎
年好評を博している。【資料 A-1-②-4】
○地下鉄平野駅「平野ミュージックステーション」
参加メンバー‥‥常磐会学園大学「森の音楽隊」(Ｍ研究室の学生を中心とした有志）
演奏内容‥‥クリスマスソング、ハンドベル演奏

他

平成 26(2014)年 12 月 20 日（土）が初参加で、翌年、平成 27(2015)年 12 月 19 日（土）
が２回目の参加である。この年は、地下鉄谷町線の天王寺駅から八尾南駅間の開業 35 周
年記念行事として扱われた。参加団体は 11 団体となり、下に示した演奏プログラムのよ
うに、最後の演奏を託された。
<演奏プログラム>
演奏順

演奏時間

所属

グループ名

1

13:00～13:20

御堂筋天王寺駅

ＳＵＢＷＡＹ’Ｓ

2

13:20～13:40

平野西保育所

５歳児ぞう組

3

13:40～14:00

大教大附属平野中学校

吹奏楽部

4

14:00～14:20

大教大附属平野高校

吹奏楽部

5

14:20～14:40

中野中学校

吹奏楽部

6

14:40～15:00

中野中学校

軽音楽部

7

15:00～15:20

東住吉高校

ギター・マンドリン部

8

15:20～15:40

東住吉総合高校

吹奏楽部

9

15:40～16:00

平野中学校

ギター部

10

16:00～16:20

平野中学校

吹奏楽部

11

16:20～16:40

常磐会学園大学

森の音楽隊

本学が専門とする乳幼児期、児童期の教育を地域に活かせるよう、以下の委員会等に参
加をしている。また、学生参加も少しずつであるが増えてきている。
○平野区子育て支援者連絡会・ひらの子育てフェスタ実行委員会
4/22

6/17

7/15

9/16

10/21

1/20

2/17

委員会出席

○第 8 回ひらの子育てフェスタへ参加


日時……平成 27(2015)年 11 月 28 日(土)



テーマ……「見トク知っトク遊ん得」



学生ボランティアの参加



常磐会学園大学、常磐会短期大学生の吹奏楽による演奏参加

具体的な取り組み概要
・平野区との地域プロジェクトの会合を持ち、平野区との地域協定に基づく各種の取り組
みに参加
・「平野区の子ども達を元気にする会議」を支援
・「子育て支援事業」「健康まつり」「子どもフェスタ」「子ども外あそび事業」等に教員・
学生の参加
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【エビデンス集・資料編】
【資料 A-1-②-1】公園の美化活動を通じた高齢者の促進事業に関する資料
【資料 A-1-②-2】教職特別講座Ⅰ

地域清掃の学生レポート

【資料 A-1-②-3】長吉六反地域の清掃ボランティア
【資料 A-1-②-4】平野ミュージックステーションの呼びかけプリント
A-1-③公共・教育機関等との連携と社会への提供
公共・教育機関等との連携は、地域連携を推進していく上で重要な役割を果たす。地域
貢献のうち、公教育の支援として、大阪市を中心とした近隣自治体の小学校からの要請に
こたえる形で英語指導に関する様々な形の研修を行っている。
それらは主に、小学校を会場に行う現職教員研修、研究授業参観、指導講評、指導に関
する質疑応答などである。また、小学校の夏季休業時を利用し、大学の施設設備を利用し
た｢英語研修プログラム｣も用意し、目前に迫る小学校英語授業に向けて、多忙な現職教員
には(夏季休業時期という好期間に)好評を博している。【資料 A-1-③-1】【資料 A-1-③-2】
○ 臨床心理査定
児童相談所や子育て支援センターにおいて、児童虐待ケースや養育困難ケースに伴い、
心理判定員や児童福祉士等へのスーパービジョンを行う。
○ 地域援助
地域の民生委員や主任児童委員・保護司・地域福祉委員に対して、養育困難事例や地域
からの孤立化傾向にある家庭に関わる専門家へのリエゾン援助を行う。
○ 保育・教育カウンセリング
保育士、教員及びスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーへのスーパービ
ジョンを行い、カウンセリングがより有効適切に機能するようにトータルアドバイスを行
う。
○ 講義・講演
子育て支援や保育士、教員の学級経営、さらに管理職の保育園・幼稚園・学校運営等、
テクニカルスキル、マネジメントスキル等のグレードアップを図るためのレクチャーを行
う。
1) 幼児教育者として
○ 平成 27(2015)年10 月 22 日(木) ～11 月 2 日(月)
「秋の教育研究フォーラム

～授業改善への発信～」(松原市教育委員会主催)



松原市立まつかぜ幼稚園異年齢活動におけるお店ごっこ活動への指導



保育所保育士・幼稚園・小学校・中学校の教員の教育の連携

ねらい‥‥
・日々の授業・保育の中で、言語活動を充実させ、｢知識・技能｣と｢思考力・判断力・表現
力｣を育むための｢子ども主体の授業・保育づくり｣を進める
・子ども主体の授業・保育づくりについての共通認識を図るとともに、授業改善・学力向
上等の取り組みの交流を通して、教員の授業力・保育力の向上を図る。
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2) 中学生のキャリア教育として
○ 平成 27(2015)年11 月 30 日(月)

大阪市立中野中学校

職業講話



題名‥‥「保育士という仕事」



キャリア教育の一環として「成人のときになお、未来に希望をもち、心をキラキラ
させ社会の役に立てる自立した若者の育成」を目指す【資料 A-1-③-3】
【資料 A-1-③-4】

【エビデンス集・資料編】
【資料 A-1-③-1】平野区子育て支援者連絡会に関する資料、ひらの子育てフェスタに関
する資料
【資料 A-1-③-2】英語研修プログラムに関する資料
【資料 A-1-③-3】教育委員会からの依頼等、講演会に関する資料
【資料 A-1-③-4】ボランティアの心得
(3）A－1 の改善・向上方策(将来計画）
「ボランティア体験の心得」(2014 年度に作成）をもとに、適切な支援・指導に努め、
情報を共有化し実態把握を行った。ボランティア体験が、教員・保育士の資質を産み出す
原動力になるばかりではなく、地域の人との温もりを感じ合うのにも必要不可欠である。
地域貢献には、学生のボランティア意識は欠かせない。現在の学生は、保育や教育、福
祉の現場に対する関心は高く、実際の場に自らが動こうとする力は十分にある。しかし、
地域に対しては、教員に賛同して活動する者もあり、地域に貢献できる学生づくりには今
後の改善が求められる。この点について今後、改善する。
［基準 A の自己評価］
本学では、地域に貢献するべく、基盤を構築しているところであり、近隣の教育委員会
との連携も締結している。
学生のボランティア活動に関しては、教員とともに近隣小学校、幼稚園、保育所との園
児・児童の交流を幅広く行っている。さらに、学生は様々な地域連携活動への参加を通じ
て、実践的な学修機会を得、将来の保育士、幼小教員、福祉施設職員へのキャリア形成に
もつなげている。
また、以上の報告の活動等は、経年毎に学生が積極的かつ能動的に取り組むことができ
る。
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基準 B．高等学校との連携
B－1

高大連携に関する方針の明確化

≪B－1 の視点≫
B-1-①

使命目的に基づいた高大連携の方針

（1）B－1 の自己判定
基準項目 B－1 を満たしている。
（2）B－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
B-1-①使命目的に基づいた高大連携の方針
本学が高大連携に組織的に取り組み始めたのは、平成 23(2011)年度からである。同年度
に、大阪夕陽丘学園高等学校と連携協定を結び、翌平成 24(2012)年には大阪市立大阪ビジ
ネスフロンティア高等学校、大阪府立松原高等学校と連携協定を結んだ。本学は常磐会学
園大学学則の第 1 条で、「本学は、教育基本法、学校教育法及び児童福祉法の規定すると
ころに従い、人間教育を基盤とする建学の精神に則り「和平

知天

創造」を校是として、

国際化・情報化等の社会の変化に対応し、共生社会を担う教育や保育の専門家としての資
質と見識を養うことを目的とする」としている。入学者の受け入れも、この理念のもとに
行われているが、入学希望者にとどまらず、広く高校教育に携わる人々や小学校教諭や幼
稚園教諭を志望する高校生、保育士を志望する高校生にも教育や保育に関する理解を深め
て欲しいと願っている。この観点から本学では、本学の志願者のみを対象とするにとどま
らず、高校生への出前授業や高等学校の教員向け進路指導手引きとして「教育・保育の仕
事を目指す高校生に対する進路指導ガイドブック」、高校生向けには「教育・保育の仕事が
分かる」の発行など後述するような幅広い取り組みを行っている。高大連携もこれらの取
り組みの一つとして考えられていた。【資料 B-1-①-1】【資料 B-1-①-2】
一方、高等学校では、教育課程の多様化の中で、コースや選択科目として幼児教育や保
育に関わる科目を設置する学校が多くなり、大学教員や保育園等の実践者による講義や幼
稚園や保育園での実習や参観の機会を設けてほしいという声があがっていた。本学は学園
として幼稚園・認定こども園の計 3 園を併設していることから、以前からその打診を受け
ることが多かったので、平成 23(2011)年度から本学の社会的使命として高校生の実習や参
観の機会を設けることに組織的に取り組むこととした。【資料 B-1-①-3】
本学の高大連携の基本的立場は、連携協定書の第１条（目的）に示すように、
「相互の建
学の理念を理解した上で、教育の交流、教員の研修、教科研究などにより相互の教育内容
の充実を図るとともに、学生及び生徒の資質向上を目指すこと」とした上で、高校生の大
学での学びについての理解を深めること、進学する意識の自覚を促すこと、進学動機や修
学意識の明確化を図ることもあげている。具体的事業内容は第 2 条で公開講座の実施や模
擬授業の提供等５項目をあげている。連携の内容は後述する公開講座、模擬授業、進路指
導への協力等で大きな成果を上げていると考えている。
平成 25(2013)年度以降、高等学校ではないが南海福祉専門学校も連携校に加えた。さら
に、平成 27(2015)年度には、大阪府教育センター附属高等学校、興國高等学校を相手校と
して、高大連携を拡大した。【資料 B-1-①-4】
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【エビデンス集・資料編】
【資料 B-1-①-1】教育・保育の仕事を目指す高校生に対する進路指導ガイドブック
【資料 B-1-①-2】教育・保育の仕事が分かる
【資料 B-1-①-3】連携高等学校の幼稚園実習のための事前研修実施要項
【資料 B-1-①-4】高等学校との教育連携に関する協定書
（3）B－1 の改善・向上方策(将来計画）
現在、高等学校との連携は５校で、大阪市内南部に 4 校、松原市に１校である。できれ
ば、今後は本学園に併設する幼稚園・認定こども園の存在する大阪府北部や大阪府東南部
にも連携校を広げていきたい。併設する幼稚園・認定こども園のある地域を対象と考える
のは、その地域の高校生の幼稚園実習や認定こども園での実習を提供することが可能であ
るからである。
さらに、高等学校教育との交流や教員研修等での連携も検討する。連携校教員を対象と
して、小学校・幼稚園教員養成と保育士養成にかかわる授業の公開や、大学教育と高等学
校教育がともに抱える教育上の課題、例えばアクティブ・ラーニングにかかわる研修会等
を実施する。
B－2

高大連携の具体性

≪B－2 の視点≫
B-2-①

連携校との協働

B-2-②

高等学校への教育情報の提供・貢献

B-2-③

高校生を対象とした教育活動

B-2-④

その他の取り組み

（1）B－2 の自己判定
基準項目 B－2 を満たしている。
（2）B－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
B-2-①連携校との協働
前述のように、本学は平成 23(2011)年度以降、高等学校との教育連携を具体的に進めて
いくため、本学による公開講座の提供や模擬授業の実施等を事業内容とする「教育連携に
関する協定」の締結を進めている。このような協定を締結した高等学校を本学では「連携
校」と呼んでいるが、現在、公立・私立を合わせて 5 校にまで拡大した。次のページの表
B-2-1 は本学が教育連携を締結した高等学校の一覧表である。【資料 B-2-①-1】
締結した協定に基づき、連携校生徒を対象として、①教育・保育に関する体験授業、②
本学の企画立案による付属幼稚園や認定こども園での体験実習、③教育系大学進路ガイダ
ンス等を実施している。これらの連携校との協働事業を、平成 25(2013)年度は 5 回（参加
生徒数 83 人）、平成 26(2014)年度は 5 回（参加生徒数 124 人）、平成 27(2015)年度は４回
（参加生徒数 80 人）実施している。【資料 B-2-①-2】
協働事業に参加した高校生からは「勉強になった」
「楽しかった」
「こんな仕事がしたい」
等の好評を得ているほか、連携校からも今後も同様の内容での事業継続の依頼を受けてお
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り、高校生のニーズに応える事業を具体的に提供できているものと考えられる。
表 B-2-1

本学が教育連携に関する協定を締結している高等学校

高等学校名（所在市区町村名）

協定開始日

私立大阪夕陽丘学園（大阪市天王寺区）

平成 23(2011)年４月１日

大阪府立松原高等学校（大阪府松原市）

平成 24(2012)年４月１日

大阪市立大阪ビジネスフロンティア高等学校

平成 24(2012)年４月１日

（大阪市天王寺区）
平成 27(2015)年４月１日

大阪府教育センター附属高等学校
（大阪市住吉区）
私立興國高等学校（大阪市天王寺区）

平成 27(2015)年４月１日

【エビデンス集・資料編】
【資料 B-2-①-1】高等学校との教育連携に関する協定書
【資料 B-2-①-2】連携校との協働事業実施一覧
B-2-②高等学校への教育情報の提供・貢献
本学では、教育相談を専門とする本学専任教員が大阪府内の高等学校へ出講して、教職
員や保護者等を対象に、
「生徒・保護者との関わり」や「思春期の子どもとの関わり」等を
テーマとした研修・講演を実施している。平成 25(2013)年度は 15 回、平成 26(2014)年度
は 11 回、平成 27(2015)年度は 11 回実施した｡【資料 B-2-②-１】
教職員や保護者等の日々の悩みに即応したテーマを選定し、分かりやすい講義内容とな
るよう工夫しており、受講者から大変高い評価を受けている。
また本学は、平成 24(2012)年度から、高等学校教員向けに進路指導の手引きとして、
「教
育・保育の仕事を目指す高校生に対する進路指導ガイドブック」を毎年発行している。小
学校、幼稚園、保育所の相違や近年の教育・保育関係における就職難易度の変化、教員・
保育士になるために必要な能力等を最新情報に基づく内容を盛り込んでいる。本ガイドブ
ックは、平成 25(2013)年度は 3,500 部、平成 26(2014)年度及び平成 27(2015)年度は各 5,000
部を発行し、近畿圏の高等学校に配布した。【資料 B-2-②-2】
以上のような教育情報の提供は、教員・保育士養成校である本学の専門性を生かした事
業活動であり、高等学校のニーズに大きく貢献している。
【エビデンス集・資料編】
【資料 B-2-②-1】高等学校への出講一覧(教職員・保護者対象）
【資料 B-2-②-2】教育・保育の仕事を目指す高校生に対する進路指導ガイドブック
B-2-③高校生を対象とした教育活動
本学では、専任教員による出前授業、模擬授業、体験授業に加えて、高等学校からの依
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頼により教職員の進路ガイダンスを実施している。【資料 B-2-③-1】
平成 25(2013)年度は対象件数 44 件（参加者約 700 人）、平成 26(2014)年度は、対象 31
件（参加者約 440 人）、平成 27(2015)年度は 51 件（参加者約 870 人）実施している。出前
授業、模擬授業、体験授業、進路ガイダンスを実施した高校からは「先生になりたいとい
う気持ちがさらに強くなった」「先生になるために、具体的に何をすべきかが理解できた」
等の感想を得ている。このことから、これらの取り組みは教員・保育士を目指す高校生に
具体的な学習意欲・進学意欲を持たせることに繋がっていると考えられ高く評価している。
【エビデンス集・資料編】
【資料 B-2-③-1】高等学校への出前授業・模擬授業・体験授業・進路ガイダンス実施一覧
B-2-④その他の取り組み
本学ではその他の取り組みとして、学生自身が有意義に大学生活を送っている姿を母校
の恩師や後輩に示すというねらいから、学生による「母校への手紙」の送付、及び訪問を
行っている。「母校への手紙」は、1・2 年次生の「基礎演習Ⅰ・Ⅱ」における文章表現学
習の一環として、「母校の先生方に手紙を書く」という課題を出し、優秀作品を選考の上、
それぞれの学生の母校に送っている。平成 26(2014)年度は 29 校に向け 34 人が、平成
27(2015)年度は 33 校に向け 37 人が送付した。【資料 B-2-④-1】
母校訪問は、学生に母校への訪問希望者を募り、教員から訪問時のマナーやプレゼンテ
ーションの指導をした上で、7 月～9 月の夏季休暇中に行なわせている。平成 25(2013)年度
～平成 27(2015)年度に 21 人が訪問している。
「母校への手紙」の送付及び母校訪問をした高等学校からは、「進学させた学生のその
後を知る上でとても貴重な機会である」と、学校長から礼状が届いた例もあり好評を得て
いる事から、評価できる取り組みであると言える。【資料 B-2-④-2】
【エビデンス集・資料編】
【資料 B-2-④-1】母校の先生方への手紙送付一覧
【資料 B-2-④-2】学校長からの礼状
(3）B－2 の改善・向上方策(将来計画）
連携校及び高校生のニーズをより詳細に調査した上で、協働事業のプログラム内容につ
いて一層の充実を図っていく。また、協働事業の実施回数を増やすとともに、連携協定を
締結する連携校の拡大を図っていく。
専門性の高い教育情報を高等学校へ提供することは、高等学校教職員の課題解決の一助
となるとともに、高校生らに教育・保育への関心を高める契機ともなる。これに鑑み、提
供する教育情報についてさらに幅を広げるとともに、提供機会の拡大を図る。また、本学
教員と高等学校教員との共同研究を目指し、教育情報の相互共有を図ることも模索中であ
る。
出前授業、模擬授業、体験授業は大学教員による大学での学びを中心とする講義となっ
ている。高等学校からは、大学教員に加え、小学校、幼稚園、保育園等の教員や保育士か
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らの講義依頼や保育園や幼稚園における参観・実習の要望もあるため、今後は付属幼稚園・
認定こども園やこどもセンターを活用し、園児とのふれ合いや大学生との交流を重視した
体験実習を検討したい。
母校訪問は、学生が訪問可能な時期と高校との都合が合わない場合があり、実施人数が
なかなか増えない。今後、訪問時期・対象年次生・訪問方法（ビデオレター等）を検討す
る。母校への手紙に関しては、できるだけ 1・2 年次生全員が母校へ手紙を送付できるよ
うに、指導を含めての取り組み方を検討する。
［基準 B の自己評価］
本学は大学独自の基準 B として「高等学校との連携」を置いた。その基準項目として
B-1「高大連携に関する方針の明確化」と B-2「高大連携の具体性」を 2 つの柱とした。
B-1 はその視点を「使命目的に基づいた高大連携の方針」とし、B-2 は「連携校との協働」
「高等学校への教育情報の提供・貢献」「高校生を対象とした教育活動」「その他の取り組
み」の 4 つとした。B-1 では本学の常磐会学園大学学則と高等学校のニーズを基に高大連
携の方針を明らかにし、高大連携に望む本学の基本的立場と事業内容の概要を明らかにし
た。B-2 では連携内容を連携校との協働だけに限定するのではなく、高等学校や高校生、
その他の取り組みの 4 つに視点を置き、高等学校との幅広い連携内容について述べた。
さらに課題として、B-1 では連携協定を結ぶ連携校を拡大することや連携校との教員と
の交流を深めることを将来的課題とした。B-2 では、上記以外に協働事業の実施回数の増
加や教育情報共有の機会を設けること、本学園の「こどもセンター」を一層活用して大学
生、高校生、園児との交流を増やすこと、本学の学生と母校との交流を増やすことなどを
将来の課題として挙げた。
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Ⅴ．エビデンス集一覧
エビデンス集（データ編）一覧
タイトル
【表 F－1】

大学名・所在地等

【表 F－2】

設置学部・学科・大学院研究科等／開設予定の学部・学科・大学院研究科等

【表 F－3】

学部・研究科構成

【表 F－4】

学部・学科の学生定員及び在籍学生数

【表 F－5】

大学院研究科の学生定員及び在籍学生数

【表 F－6】

備考

該当なし

全学の教員組織(学部等）
全学の教員組織(大学院等）

該当なし

【表 F－7】

付属校及び併設校、付属機関の概要

【表 F－8】

外部評価の実施概要

【表 2－1】

学部、学科別の志願者数、合格者数、入学者数の推移（過去 5 年間）

【表 2－2】

学部、学科別の在籍者数(過去 5 年間）

【表 2－3】

大学院研究科の入学者数の内訳（過去 3 年間）

【表 2－4】

学部、学科別の退学者数の推移（過去 3 年間）

【表 2－5】

授業科目の概要

【表 2－6】

成績評価基準

【表 2－7】

修得単位状況(前年度実績）

【表 2－8】

年間履修登録単位数の上限と進級、卒業(修了）要件(単位数）

【表 2－9】

就職相談室等の利用状況

【表 2－10】

就職の状況（過去 3 年間）

【表 2－11】

卒業後の進路先の状況(前年度実績）

【表 2－12】

学生相談室、医務室等の利用状況

【表 2－13】

大学独自の奨学金給付・貸与状況(授業料免除制度）(前年度実績）

【表 2－14】

学生の課外活動への支援状況(前年度実績）

【表 2－15】

専任教員の学部、研究科ごとの年齢別の構成

【表 2－16】

学部の専任教員の1週当たりの担当授業時間数(最高、最低、平均授業時間数）

【表 2－17】

学部、学科の開設授業科目における専兼比率

【表 2－18】

校地、校舎等の面積

【表 2－19】

教員研究室の概要

【表 2－20】

講義室、演習室、学生自習室等の概要

【表 2－21】

付属施設の概要(図書館除く）

【表 2－22】

その他の施設の概要

【表 2－23】

図書、資料の所蔵数

【表 2－24】

学生閲覧室等

【表 2－25】

情報センター等の状況

【表 2－26】

学生寮等の状況

【表 3－1】

職員数と職員構成(正職員・嘱託・パート・派遣別、男女別、年齢別）

【表 3－2】

大学の運営及び質保証に関する法令等の遵守状況

【表 3－3】

教育研究活動等の情報の公表状況

【表 3－4】

財務情報の公表(前年度実績）

【表 3－5】

消費収支計算書関係比率(法人全体のもの）

【表 3－6】

事業活動収支計算書関係比率(法人全体のもの）

【表 3－7】

消費収支計算書関係比率(大学単独）

【表 3－8】

事業活動収支計算書関係比率(大学単独）

【表 3－9】

貸借対照表関係比率(法人全体のもの）

【表 3－10】

貸借対照表関係比率(法人全体のもの）

【表 3－11】

要積立額に対する金融資産の状況(法人全体のもの）(過去 5 年間）
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エビデンス集（資料編）一覧
基礎資料
タイトル

コード
【資料 F-1】
【資料 F-2】
【資料 F-3】
【資料 F-4】
【資料 F-5】
【資料 F-6】
【資料 F-7】

【資料 F-8】

【資料 F-9】

【資料 F-10】

【資料 F-11】
【資料 F-12】

該当する資料名及び該当ページ
寄附行為
学校法人常磐会学園 寄附行為
大学案内
常磐会学園大学 Campus Guide2017
大学学則、大学院学則
常磐会学園大学 学則、大学院学則「該当なし」
学生募集要項、入学者選抜要綱
常磐会学園大学募集要項 2017
学生便覧
2016 年度学生便覧
事業計画書
学校法人常磐会学園平成 28 年度事業計画
事業報告書
学校法人常磐会学園平成 27 年度事業実績
アクセスマップ、キャンパスマップなど
アクセスマップ、キャンパスマップ、常磐会学園大学 Campus
Guide2017
法人及び大学の規程一覧(規程集目次など）
学校法人常磐会学園規程集（目次）
理事、監事、評議員などの名簿(外部役員・内部役員）及び理
事会、評議員会の前年度開催状況(開催日、開催回数、出席状
況など）がわかる資料
学校法人常磐会学園理事、監事、評議員名簿
平成 27 年度理事会、評議員会開催状況・役員出席一覧表
決算等の計算書類(過去 5 年間)、監事監査報告書(過去 5 年間)
平成 23～27 年度、計算書類・監事監査報告書
履修要項、シラバス
2016 年度履修の手引き、2016 年度講義概要

基準 1．使命・目的等
基準項目
コード

該当する資料名及び該当ページ

備考

1-1．使命・目的及び教育目的の明確性
【資料 1-1-①-1】

常磐会学園大学学則第 1 条

【資料 F-3】参照

【資料 1-1-①-2】

常磐会学園大学学則第 3 条

【資料 F-3】参照

常磐会学園大学ホームページ
【資料 1-1-②-1】

情報公開 体系的な教育方針（三つの方針）
http://www.sftokiwakai.ac.jp/disclosure/student01.html

【資料 1-1-②-2】

2016 年度学生便覧 pp.3-4 教育方針

【資料 F-5】参照

1-2．使命・目的及び教育目的の適切性
【資料 1-2-①-1】

2016 年度学生便覧

【資料 F-5】参照

【資料 1-2-①-2】

2016 年度履修の手引き

【資料 F-12】参照

【資料 1-2-①-3】

常磐会学園大学 Campus Guide2017

【資料 F-2】参照
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【資料 1-2-①-4】

常磐会学園大学募集要項 2017

【資料 1-2-①-5】

常磐会学園大学ホームページ 学科紹介
http://www.sftokiwakai.ac.jp/academics

【資料 1-2-②-1】

常磐会学園大学学則 第 1 条

【資料 F-3】参照

【資料 1-2-②-2】

大学の運営及び質保証に関する法令等の遵守状況

【表 3－2】参照

【資料 1-2-③-1】

常磐会学園大学学則第 1 条、第 2 条

【資料 F-3】参照

【資料 1-2-③-2】

常磐会学園大学第 3 期第三者評価委員会提言

【資料 1-2-③-3】

平成 26 年 5 月 19 日将来構想検討委員会議事録

【資料 1-2-③-4】

平成 27 年 11 月 11 日教授会議事録

【資料 1-2-③-5】

平成 26 年 12 月 10 日教授会議事録

【資料 1-2-③-6】

平成 26 年 12 月 16 日理事会議事録

【資料 1-2-③-7】

平成 27 年 11 月 17 日理事会議事録

【資料 F-4】参照

1-3．使命・目的及び教育目的の有効性
【資料 1-3-①-1】

常磐会学園大学第 3 期第三者評価委員会提言（運営委員会資料）

【資料 1-3-①-2】

平成 27 年 9 月 7 日運営部会議事録

【資料 1-3-①-3】

平成 26 年 12 月 8 日運営部会議事録

【資料 1-3-①-4】

平成 26 年 12 月 10 日教授会議事録

【資料 1-2-③-5】と同じ

【資料 1-3-①-5】

平成 26 年 12 月 16 日理事会議事録

【資料 1-2-③-6】と同じ

【資料 1-3-②-1】

常磐会学園大学 Campus Guide2017

【資料 F-2】参照

【資料 1-3-②-2】

常磐会学園大学募集要項 2017

【資料 F-4】参照

【資料 1-3-②-3】

常磐会学園報

【資料 1-3-②-4】

常磐会学園大学ホームページ 大学案内 建学の理念

第9号

http://www.sftokiwakai.ac.jp/campus/philosophy.html
【資料 1-3-②-5】

平成 27 年度実習協議会要項

【資料 1-3-②-6】
【資料 1-3-②-7】

兼任講師第 1 回懇話会次第
平野区ホームページ その他の教育関連
http://www.city.osaka.lg.jp/hirano/page/0000334340.html

【資料 1-3-③-1】

常磐会学園大学 部門別 中長期計画（平成 27～31 年度）

【資料 1-3-③-2】

2016 年度学生便覧 pp.3-4 教育方針

【資料 1-3-④-1】

平成 28 年度学務分掌

【資料 1-3-④-2】

平成 28 年度学務分掌組織図

【資料 1-3-④-3】

平成 27 年度地域貢献プロジェクト会議資料
常磐会学園大学ホームページ 公開講座
http://www.sftokiwakai.ac.jp/kouza/index.html
教育センター年報 vol.11 2015
平成 26 年度教育研究活動の現状と課題－自己点検・評価報
告書－ Ⅱ教員の研究分野・内容・実績

【資料 1-3-④-4】
【資料 1-3-④-5】
【資料 1-3-④-6】

【資料 F-5】参照

基準 2．学修と教授
基準項目
コード

該当する資料名及び該当ページ

備考

2-1．学生の受入れ
【資料 2-1-①-1】

2016 年度学生便覧 pp.3-4 教育方針
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【資料 F-5】参照

常磐会学園大学

常磐会学園大学ホームページ
【資料 2-1-①-2】

【資料 1-1-②-1】と同じ

情報公開 入学者に関する受け入れ方針
http://www.sftokiwakai.ac.jp/disclosure/student01.html

【資料 2-1-①-3】

常磐会学園大学 Campus Guide2017

【資料 F-2】参照

【資料 2-1-①-4】

常磐会学園大学募集要項 2017

【資料 F-4】参照

【資料 2-1-①-5】

オープンキャンパスちらし

【資料 2-1-②-1】

常磐会学園大学入学試験規程

【資料 2-1-②-2】

常磐会学園大学募集要項 2017

【資料 2-1-②-3】

平成 27 年度入学前指導実施要項

【資料 2-1-③-1】

学部、学科別在籍者数(過去 5 年間)

【資料 2-1-③-2】

常磐会学園大学ホームページ 情報公開 入学者数一覧

【資料 F-4】参照

【表 2－2】参照

http://www.sftokiwakai.ac.jp/disclosure/student02.html
2-2．教育課程及び教授方法
【資料 2-2-①-1】

2016 年度学生便覧 pp.3-4 教育方針

【資料 F-5】参照

【資料 2-2-①-2】

常磐会学園大学ホームページ

【資料 1-1-②-1】と同じ

情報公開 体系的な教育方針（三つの方針）
http://www.sftokiwakai.ac.jp/disclosure/student01.html
【資料 2-2-②-1】

常磐会学園大学ホームページ

【資料 1-1-②-1】と同じ

情報公開 体系的な教育方針（三つの方針）
http://www.sftokiwakai.ac.jp/disclosure/student01.html
【資料 2-2-②-2】

2016 年度履修の手引き p.4 本学の教育課程

【資料 F-12】参照

【資料 2-2-②-3】

常磐会学園大学 Campus Guide2017 pp.7-8 アットホームな

【資料 F-2】参照

研究室方式
【資料 2-2-②-4】

常磐会学園大学 Campus Guide2017 p.40 数字で見る常磐会

【資料 F-2】参照

学園大学
【資料 2-2-②-5】

平成 27 年兼任講師懇話会次第

【資料 2-2-②-6】

2016 年度履修の手引き pp.5-6 履修について

【資料 F-12】参照

【資料 2-2-②-7】

2016 年度履修の手引き pp.10-11 資格の取得

【資料 F-12】参照

2-3．学修及び授業の支援
【資料 2-3-①-1】

保育実習・教育実習総括会記録

【資料 2-3-①-2】

2016 年度講義概要「保育実践演習Ⅰ・Ⅱ」、
「教職実践演習Ⅰ・
Ⅱ・Ⅲ」

【資料 2-3-①-3】

平成 27 年度時間割表(オフィスアワー入り)

【資料 2-3-①-4】

SA の活用について

【資料 2-3-①-5】

SA 勤務予定表、SA 出勤簿

【資料 2-3-①-6】

「基礎演習Ⅰ・Ⅱ」指導計画

【資料 2-3-①-7】

「基礎演習Ⅰ・Ⅱ」担当者会議議事録

2-4．単位認定、卒業・修了認定等
【資料 2-4-①-1】

常磐会学園大学学務規程第 9 条
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【資料 2-4-①-2】

2016 年度講義概要

【資料 F-12】参照

【資料 2-4-①-3】

常磐会学園大学学務規程第 9 条

【資料 2-4-①-1】と同じ

【資料 2-4-①-4】

2016 年度履修の手引き p.5 GPA について

【資料 F-12】参照

【資料 2-4-①-5】

2016 年度履修の手引き p.8 先修条件

【資料 F-12】参照

【資料 2-4-①-6】

常磐会学園大学学則第 28 条

【資料 F-3】参照

【資料 2-4-①-7】

常磐会学園大学編入学規程第 5 条

【資料 2-4-①-8】

常磐会学園大学学則第 38 条

【資料 F-3】参照

2-5．キャリアガイダンス
【資料 2-5-①-1】

学校法人常磐会学園進路支援センター規程

【資料 2-5-①-2】

常磐会学園大学 Campus Guide2017 pp.23-24

【資料 2-5-①-3】

就職の手びき

【資料 F-2】参照

2-6．教育目的の達成状況の評価とフィードバック
【資料 2-6-①-1】

平成 26 年度教育研究活動の現状と課題

－自己点検・評価

【資料 1-3-④-6】と同じ

報告書－
【資料 2-6-①-2】

キャンパスライフに関するアンケート実施のお願い

【資料 2-6-①-3】

平成 27 年度就職統計資料

【資料 2-6-①-4】

平成 28 年度のシラバス作成のお願い

【資料 2-6-②-1】

平成 26 年度教育研究活動の現状と課題
報告書－

【資料 2-6-②-2】

平成 27 年度授業アンケート実施要項

－自己点検・評価

【資料 1-3-④-6】と同じ

2-7．学生サービス
【資料 2-7-①-1】

常磐会学園大学部会規程

【資料 2-7-①-2】

学校法人常磐会学園 事務組織規程

【資料 2-7-①-3】

常磐会学園大学ホームページ 情報公開 学生支援制度
http://www.sftokiwakai.ac.jp/disclosure/support01.html

【資料 2-7-①-4】

研究室に掲示された教員の時間割

【資料 2-7-①-5】

学生相談室利用案内パンフレット

【資料 2-7-①-6】

有所見者個票例

【資料 2-7-①-7】

学校法人常磐会学園保健センター規程

【資料 2-7-①-8】

学校法人常磐会学園保健センター年報

【資料 2-7-①-9】

大学独自の奨学金給付・貸与状況（授業料免除制度）

【資料 2-7-①-10】

学校法人常磐会学園 奨学金給付規程

【資料 2-7-①-11】

常磐会学園大学育友会奨学規程

【資料 2-7-①-12】

一般財団法人常磐会奨学規程

【資料 2-7-①-13】

学校法人常磐会学園 ハラスメント防止等に関する規程

【資料 2-7-①-14】

学校法人常磐会学園 ハラスメント防止ガイドライン

【資料 2-7-①-15】

学校法人常磐会学園 ハラスメント防止フローチャート図

【資料 2-7-①-16】

2016 年度学生便覧 p.27 気象警報発令時の授業等の取扱い

【資料 F-5】参照

【資料 2-7-①-17】

2016 年度学生便覧 pp.57-65

【資料 F-5】参照
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【表 2-13】参照

常磐会学園大学

【資料 2-7-①-18】

同好会結成許可願い例

【資料 2-7-①-19】

同好会活動補助費申請書例

【資料 2-7-②-1】

「基礎演習Ⅰ・Ⅱ」指導計画

【資料 2-3-①-6】と同じ

【資料 2-7-②-2】

学生相談室利用案内パンフレット

【資料 2-7-①-5】と同じ

【資料 2-7-②-3】

実習指導室利用案内パンフレット

【資料 2-7-②-4】

キャンパスライフに関するアンケート実施のお願い

【資料 2-7-②-5】

「意見箱」写真

【資料 2-7-②-6】

常磐会学園大学ホームページ
新学舎紹介キャンパスマップ
http://www.sftokiwakai.ac.jp/newschool/index.html

【資料 2-6-①-2】と同じ

2-8．教員の配置・職能開発等
【資料 2-8-①-1】

常磐会学園大学専任教員採用候補者審査委員会規程

【資料 2-8-①-2】

常磐会学園大学専任教員選考基準

【資料 2-8-①-3】

学校法人常磐会学園兼任講師の雇用に関する規程

【資料 2-8-②-1】

常磐会学園大学専任教員採用候補者審査委員会規程

【資料 2-8-②-2】

常磐会学園大学専任教員の昇格に関する規程

【資料 2-8-②-3】

常磐会学園大学専任教員昇格審査委員会規程

【資料 2-8-②-4】

常磐会学園大学評価規程

【資料 2-8-②-5】

平成 26 年度教育研究活動の現状と課題 －自己点検・評価
報告書－
常磐会学園大学 FD(ファカルティ・ディベロップメント)委員
会規程

【資料 2-8-②-6】

【資料 2-8-①-1】と同じ

【資料 1-3-④-6】と同じ

【資料 2-8-②-7】

授業アンケート結果掲示の様子

【資料 2-8-②-8】

公開研究授業のご案内

【資料 2-8-③-1】

2016 年度履修の手引き

【資料 F-12】参照

【資料 2-8-③-2】

「基礎演習Ⅰ・Ⅱ」担当者会議議事録

【資料 2-3-①-7】と同じ

2-9．教育環境の整備
【資料 2-9-①-1】

【表 2-18】
校地、校舎の面積

【表 2-22】参照

【資料 2-9-①-2】

講義室、演習室、学生自習室等の概要

【資料 2-9-①-3】

定期調査報告(建築物)

【資料 2-9-①-4】

定期報告改善完了報告書

【資料 2-9-①-5】

常磐会学園大学ホームページ
新校舎紹介キャンパスマップ
http://www.sftokiwakai.ac.jp/newschool/index.html

【資料 2-7-②-6】と同じ

【資料 2-9-①-6】

常磐会学園大学 Campus Guide2017

【資料 F-2】参照

【資料 2-9-①-7】

学校法人常磐会学園 図書館規程

【資料 2-9-①-8】

常磐会学園図書館ホームページ
http://tokiwakai-library.jp/index.html

【資料 2-9-①-9】

学校法人常磐会学園図書館利用案内

【資料 2-9-①-10】

学校法人常磐会学園図書館広報誌「知天」

【資料 2-9-①-11】

学校法人常磐会学園図書館運営委員会規程
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【表 2-20】参照

常磐会学園大学

【資料 2-9-①-12】

学校法人常磐会学園図書資料管理規程

【資料 2-9-②-1】

平成 27 年度 春・秋期履修登録の進め方

【資料 2-9-②-2】

常磐会学園大学 Campus Guide2017

【資料 2-9-②-3】

「専門演習Ｉ」オリエンテーション研究室紹介資料

p.7

【資料 F-2】参照

基準 3．経営・管理と財務
基準項目
コード

該当する資料名及び該当ページ

備考

3-1．経営の規律と誠実性
【資料 3-1-①-1】

学校法人常磐会学園寄附行為

【資料 F-1】参照

【資料 3-1-①-2】

学校法人常磐会学園経理規程

【資料 3-1-①-3】

学校法人常磐会学園経理規程細則

【資料 3-1-①-4】

学校法人常磐会学園固定資産及び物品管理規程

【資料 3-1-①-5】

学校法人常磐会学園資産運用規約

【資料 3-1-①-6】

学校法人常磐会学園公益通報者保護規程

【資料 3-1-①-7】

学校法人常磐会学園就業規則

【資料 3-1-①-8】

学校法人常磐会学園情報開示規則

【資料 3-1-②-1】

学校法人常磐会学園寄附行為

【資料 3-1-②-2】

常磐会学園大学学則

【資料 3-1-②-3】

平成 26 年度教育研究活動の現状と課題
報告書－

【資料 3-1-②-4】

平成 26 年度事業実績

【資料 3-1-②-5】

平成 27 年度事業計画

【資料 3-1-②-6】

平成 27 年度事業実績

【資料 F-7】参照

【資料 3-1-②-7】

平成 28 年度事業計画

【資料 F-6】参照

【資料 3-1-②-8】

常磐会学園大学ホームページ 大学案内
財務状況

【資料 F-1】参照
【資料 F-3】参照
－自己点検・評価

【資料 1-3-④-6】と同じ

http://www.sftokiwakai.ac.jp/affairs/index.html
【資料 3-1-③-1】

常磐会学園大学ホームページ 大学案内
設置・届出書類等
http://www.sftokiwakai.ac.jp/affairs/index.html

【資料 3-1-③-2】

学校法人常磐会学園個人情報の保護に関する規程

【資料 3-1-③-3】

学校法人常磐会学園公益通報者保護規程

【資料 3-1-①-6】と同じ

【資料 3-1-③-4】

学校法人常磐会学園ハラスメント防止等に関する規程

【資料 2-7-①-13】と同じ

【資料 3-1-③-5】

学校法人常磐会学園就業規則

【資料 3-1-①-7】と同じ

【資料 3-1-③-6】

学校法人常磐会学園監事監査規則

【資料 3-1-③-7】

学校法人常磐会学園 常任理事会規程

【資料 3-1-④-1】

学校法人常磐会学園 ハラスメント防止ガイドライン

【資料 2-7-①-14】と同じ

【資料 3-1-④-2】

学校法人常磐会学園 ハラスメント防止等に関する規程

【資料 2-7-①-13】と同じ

【資料 3-1-④-3】

ハラスメント防止対策フローチャート図

【資料 2-7-①-15】と同じ

【資料 3-1-④-4】

平成 27 年度人権教育研修会
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【資料 3-1-④-5】

学校法人常磐会学園個人情報の保護に関する規程

【資料 3-1-③-2】と同じ

【資料 3-1-④-6】

学校法人常磐会学園安全衛生管理規程

【資料 3-1-④-7】

学校法人常磐会学園危機管理規程

【資料 3-1-④-8】

応急手当普及員認定証、普通救命講習修了証

【資料 3-1-④-9】

普通救命講習修了証交付申請書

【資料 3-1-④-10】

平成 27 年度消防(初期消火・避難)訓練実施要綱

【資料 3-1-④-11】

平成 27 年度消防(初期消火・避難誘導)訓練についての報告

【資料 3-1-④-12】

学校法人常磐会学園 安全衛生管理規程

【資料 3-1-④-13】

常磐会学園大学情報倫理規程

【資料 3-1-⑤-1】

常磐会学園大学ホームページ 大学案内 建学の理念
http://www.sftokiwakai.ac.jp/campus/philosophy.html

【資料 3-1-⑤-2】

常磐会学園大学 Campus Guide 2017

【資料 F-2】参照

【資料 3-1-⑤-3】

2016 年度学生便覧

【資料 F-5】参照

【資料 3-1-⑤-4】

「校是」を示した額 写真

【資料 3-1-⑤-5】

学校法人会計基準

【資料 3-1-⑤-6】

学校法人常磐会学園寄附行為

【資料 F-1】参照

【資料 3-1-⑤-7】

学校法人常磐会学園情報開示規則

【資料 3-1-①-8】と同じ

【資料 3-1-⑤-8】

常磐会学園大学ホームページ 情報公開
http://www.sftokiwakai.ac.jp/disclosure/index.html

【資料 3-1-④-6】と同じ

3-2．理事会の機能
【資料 3-2-①-1】

学校法人常磐会学園寄附行為第 6 条

【資料 3-2-①-2】

平成 28 年 4 月 19 日理事会議事録

【資料 3-2-①-3】

平成 26 年度理事分科会運営について

【資料 3-2-①-4】

常磐会学園大学部門別中長期計画（平成 27～31 年度）

【資料 1-3-③-1】と同じ

【資料 3-2-①-5】

学校法人常磐会学園常任理事会規程

【資料 3-1-③-7】と同じ

【資料 3-2-①-6】

平成 27 年度常任理事会議事録

【資料 3-2-①-7】

平成 28 年度監事監査計画

【資料 3-2-①-8】

平成 28 年度幼稚園園長会について

【資料 3-2-①-9】

学校法人常磐会学園 寄附行為 第 19 条

【資料 F-1】参照

【資料 F-1】参照

3-3．大学の意思決定の仕組み及び学長のリーダーシップ
【資料 3-3-①-1】

学校法人常磐会学園寄附行為

【資料 F-1】参照

【資料 3-3-①-2】

常磐会学園大学学則

【資料 F-3】参照

【資料 3-3-①-3】

常磐会学園大学学務規程

【資料 2-4-①-1】と同じ

【資料 3-3-①-4】

学校法人常磐会学園事務組織規程

【資料 2-7-①-2】と同じ

【資料 3-3-①-5】

常磐会学園大学教授会規程

【資料 3-3-①-6】

常磐会学園大学部会規程

【資料 2-7-①-1】と同じ

【資料 3-3-①-7】

常磐会学園大学 FD(ファカルティ・ディベロップメント)委員
会規程

【資料 2-8-②-6】と同じ

【資料 3-3-①-8】

人権教育の推進について

【資料 3-3-①-9】

学校法人常磐会学園事務組織規程

【資料 2-7-①-2】と同じ
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【資料 3-3-②-1】

常磐会学園大学学則

【資料 F-3】参照

【資料 3-3-②-2】

平成 26 年 12 月 10 日教授会議事録

【資料 1-2-③-5】と同じ

【資料 3-3-②-3】

学校法人常磐会学園常任理事会規程

【資料 3-1-③-7】と同じ

【資料 3-3-②-4】

学校法人常磐会学園寄附行為

【資料 F-1】参照

3-4．コミュニケーションとガバナンス
【資料 3-4-①-1】

学校法人常磐会学園寄附行為 第 3 章

【資料 F-1】参照

【資料 3-4-①-2】

学校法人常磐会学園常任理事会規程

【資料 3-1-③-7】と同じ

【資料 3-4-①-3】

学校法人常磐会学園監事監査規則

【資料 3-1-③-6】と同じ

【資料 3-4-①-4】

常磐会学園大学教授会規程

【資料 3-3-①-5】と同じ

【資料 3-4-①-5】

常磐会学園大学部会規程

【資料 2-7-①-1】と同じ

【資料 3-4-①-6】

メールボックスの写真

【資料 3-4-②-1】

学校法人常磐会学園寄附行為

【資料 F-1】参照

【資料 3-4-②-2】

学校法人常磐会学園経理規程

【資料 3-1-①-2】と同じ

【資料 3-4-②-3】

学校法人常磐会学園監事監査規則

【資料 3-1-③-6】と同じ

【資料 3-4-②-4】

学校法人常磐会学園寄附行為

【資料 3-4-②-5】

平成 26 年度事業実績

【資料 3-1-②-4】と同じ

【資料 3-4-②-6】

平成 27 年度事業計画

【資料 3-1-②-5】と同じ

【資料 3-4-②-7】

平成 27 年度事業実績

【資料 F-7】参照

【資料 3-4-②-8】

平成 28 年度事業計画

【資料 F-6】参照

【資料 3-4-③-1】

平成 28 年 4 月 11 日運営部会議事録

【資料 3-4-③-2】

平成 28 年 4 月 13 日教授会議事録

【資料 3-4-③-3】

平成 26 年度教育研究活動の現状と課題
告書－

第4章

【資料 F-1】参照

－自己点検・評価報

【資料 1-3-④-6】と同じ

3-5.業務執行体制の機能性
【資料 3-5-①-1】

平成 28 年度学務分掌組織図

【資料 1-3-④-2】と同じ

【資料 3-5-①-2】

平成 28 年度学務分掌

【資料 1-3-④-1】と同じ

【資料 3-5-①-3】

学校法人常磐会学園事務組織規程

【資料 2-7-①-2】と同じ

【資料 3-5-①-4】

常磐会学園大学教授会規程

【資料 3-3-①-5】と同じ

【資料 3-5-②-1】

常磐会学園大学部会規程

【資料 2-7-①-1】と同じ

【資料 3-5-②-2】

学校法人常磐会学園事務組織規程

【資料 2-7-①-2】と同じ

【資料 3-5-②-3】

学校法人常磐会学園経理規程

【資料 3-1-①-2】と同じ

【資料 3-5-②-4】

学校法人常磐会学園稟議規程

【資料 3-5-②-5】

学校法人常磐会学園公印取扱規程

【資料 3-5-②-6】

学校法人常磐会学園文書取扱規程

【資料 3-5-②-7】

常磐会学園大学教授会規程

【資料 3-5-③-1】

平成 27 年度 SD 計画実施要項

【資料 3-5-③-2】

公開講座払込取扱票

【資料 3-3-①-5】と同じ

3-6．財務基盤と収支
【資料 3-6-①-1】

平成 28 年度事業計画

【資料 F-6】参照
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【資料 3-6-②-1】

常磐会学園大学消費収支（事業活動収支）推移（平成 23 年度
～平成 27 年度）

3-7．会計
【資料 3-7-①-1】

学校法人常磐会学園経理規程

【資料 3-1-①-2】と同じ

【資料 3-7-①-2】

学校法人常磐会学園経理規程施行細則

【資料 3-7-①-3】

学校法人常磐会学園経理規程細則

【資料 3-1-①-3】と同じ

【資料 3-7-①-4】

学校法人常磐会学園固定資産及び物品管理規程

【資料 3-1-①-4】と同じ

【資料 3-7-①-5】

学校法人常磐会学園資産運用規約

【資料 3-1-①-5】と同じ

【資料 3-7-①-6】

平成 27 年度監事監査報告書

【資料 F-11】参照

【資料 3-7-①-7】

平成 27 年度事業実績

【資料 F-7】参照

【資料 3-7-②-1】

平成 27 年度監査実施報告書

基準 4．自己点検・評価
基準項目
コード

該当する資料名及び該当ページ

備考

4-1．自己点検・評価の適切性
【資料 4-1-①-1】

常磐会学園大学 評価規程

【資料 2-8-②-4】と同じ

【資料 4-1-①-2】

常磐会学園大学ホームページ 情報公開
http://www.sftokiwakai.ac.jp/disclosure/index.html

【資料 3-1-⑤-8】と同じ

【資料 4-1-①-3】

平成 27 年 4 月 15 日教務部会会議録

【資料 4-1-①-4】

平成 27 年 4 月 15 日学生部会議議事録

【資料 4-1-①-5】

平成 28 年 4 月 20 日研究部会議事録

【資料 4-1-①-6】

平成 28 年４月 20 日入試部記録

【資料 4-1-①-7】

平成 27 年度「教育研究活動の計画」全体会 第 1 回

【資料 4-1-①-8】

平成 27 年度授業アンケート実施要項

【資料 4-1-①-9】

平成 27 年度キャンパスライフに関するアンケート実施のお
願い

【資料 4-1-②-1】

平成 27 年度「情報公開」に関する起案書

【資料 4-1-②-2】

平成 27 年度「教育研究活動の計画」全体会 第 2 回

【資料 4-1-②-3】

平成 27 年度授業アンケート実施方法

【資料 4-1-②-4】

平成 27 年度授業アンケート実施要項

【資料 4-1-②-5】

平成 27 年度「キャンパスライフに関するアンケート」用紙

【資料 4-1-③-1】

平成 27 年度「教育研究活動の計画」全体会 第 3 回

【資料 4-1-③-2】

授業アンケートコメント記入用紙

【資料 4-1-③-3】

学生による授業評価アンケート結果の一例

【資料 4-1-③-4】

キャンパスライフに関するアンケートについて

平成 26 年度教育研究活動の現状と課題
報告書－
4-2．自己点検・評価の誠実性
【資料 4-1-③-5】

【資料 4-1-①-8】と同じ

－自己点検・評価

【資料 1-3-④-6】と同じ

【資料 4-2-①-1】

常磐会学園大学評価規程

【資料 2-8-②-4】と同じ

【資料 4-2-①-2】

常磐会学園大学学則

【資料 F-3】参照

【資料 4-2-①-3】

平成 27 年度教授会議事録

【資料 4-2-①-4】

常磐会学園大学規程集
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【資料 4-2-①-5】

常磐会学園大学の 15 年の歩み

【資料 4-2-①-6】

平成 26 年度教育研究活動の現状と課題
報告書－

【資料 4-2-①-7】

平成 27 年度「教育研究活動の計画」全体会

第1回

【資料 4-1-①-7】と同じ

【資料 4-2-①-8】

平成 27 年度「教育研究活動の計画」全体会

第2回

【資料 4-1-②-2】と同じ

【資料 4-2-①-9】

平成 27 年度「教育研究活動の計画」全体会

第3回

【資料 4-1-③-1】と同じ

【資料 4-2-②-1】

平成 26 年度教育研究活動の現状と課題
報告書－

【資料 4-2-②-2】

平成 27 年度「教育研究活動の計画」全体会

第1回

【資料 4-1-①-7】と同じ

【資料 4-2-②-3】

平成 27 年度「教育研究活動の計画」全体会

第2回

【資料 4-1-②-2】と同じ

【資料 4-2-②-4】

平成 27 年度「教育研究活動の計画」全体会

第3回

【資料 4-1-③-1】と同じ

【資料 4-2-②-5】

常磐会学園大学第三者評価委員会規程

－自己点検・評価

－自己点検・評価

平成 26 年度教育研究活動の現状と課題 －自己点検・評価
報告書－ Ⅲ授業評価
平成 26 年度教育研究活動の現状と課題 －自己点検・評価
【資料 4-2-②-7】
報告書－Ⅳ キャンパスライフの調査
平成 26 年度教育研究活動の現状と課題 －自己点検・評価
【資料 4-2-②-8】
報告書－
常磐会学園大学ホームページ 情報公開
【資料 4-2-③-1】
http://www.sftokiwakai.ac.jp/disclosure/index.html
平成 26 年度教育研究活動の現状と課題 －自己点検・評価
【資料 4-2-③-2】
報告書－
4-3．自己点検・評価の有効性
【資料 4-2-②-6】

【資料 4-3-①-1】

平成 21 年度日本高等教育評価機構評価結果

【資料 4-3-①-2】

平成 27 年度常磐会学園大学第三者評価委員

【資料 4-3-①-3】

平成 27 年 9 月 9 日教授会議事録

【資料 4-3-①-4】

平成 26 年度「教育研究活動の計画」全体会 報告書 様式

【資料 1-3-④-6】と同じ

【資料 1-3-④-6】と同じ

【資料 1-3-④-6】と同じ
【資料 1-3-④-6】と同じ
【資料 1-3-④-6】と同じ
【資料 3-1-⑤-8】と同じ
【資料 1-3-④-6】と同じ

基準 A．地域貢献・地域連携
基準項目
コード

該当する資料名及び該当ページ

備考

A-1．地域貢献・地域連携
常磐会学園大学ホームページ 地域貢献
【資料 A-1-①-1】
http://www.sftokiwakai.ac.jp/campus/area.html
【資料 A-1-①-2】

常磐会学園大学ホームページ 公開講座
http://www.sftokiwakai.ac.jp/kouza/index.html

【資料 A-1-①-3】

中学生サマーセミナーちらし

【資料 A-1-①-4】

平野区イベント子ども外国語活動に関する資料
子ども英語スピーチコンテストに関する資料
http://www.city.osaka.lg.jp/hirano/page/0000334340.html

【資料 A-1-①-5】

2015 年度 講義概要 授業計画

【資料 A-1-①-6】

喜連村史の会の活動報告
http://kiresonsi.web.fc2.com/kamishibai/f_top.html

【資料 A-1-①-7】

喜連幼稚園交流計画及び実践記録

【資料 A-1-①-8】

喜連村史の会 討議会発表資料

【資料 A-1-①-9】

常磐会学園大学だより 2015 年 12 月号

【資料 A-1-②-1】

公園の美化活動を通じた高齢者の促進事業に関する資料

【資料 1-3-④-4】と同じ

【資料 F-12】参照
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常磐会学園大学

【資料 A-1-②-2】

教職特別講座Ⅰ

【資料 A-1-②-3】

長吉六反地域の清掃ボランティア

【資料 A-1-②-4】

平野ミュージックステーションの呼びかけプリント

【資料 A-1-③-1】

地域清掃の学生レポート

平野区子育て支援者連絡会に関する資料
ひらの子育てフェスタに関する資料

【資料 A-1-③-2】

英語研修プログラムに関する資料

【資料 A-1-③-3】

教育委員会からの依頼等、講演会に関する資料

【資料 A-1-③-4】

ボランティアの心得

基準 B．高等学校との連携
基準項目
コード

該当する資料名及び該当ページ

備考

B-1．高大連携に関する方針の明確化
教育・保育の仕事を目指す高校生に対する進路指導ガイドブ
【資料 B-1-①-1】
ック
【資料 B-1-①-2】

教育・保育の仕事が分かる

【資料 B-1-①-3】

連携高等学校の幼稚園実習のための事前研修実施要項

【資料 B-1-①-4】

高等学校との教育連携に関する協定書

B-2．高大連携の具体性
【資料 B-2-①-1】

高等学校との教育連携に関する協定書

【資料 B-2-①-2】

連携校との協働事業実施一覧

【資料 B-2-②-1】

【資料 B-2-④-1】

高等学校への出講一覧（教職員・保護者対象）
教育・保育の仕事を目指す高校生に対する進路指導ガイドブ
ック
高等学校への出前授業・模擬授業・体験授業・進路ガイダン
ス実施一覧
母校の先生方への手紙送付一覧

【資料 B-2-④-2】

学校長からの礼状

【資料 B-2-②-2】
【資料 B-2-③-1】
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【資料 B-1-①-4】と同じ

【資料 B-1-①-1】と同じ

