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こども教育宝仙大学

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
学校法人宝仙学園（以下「学園」または「法人」という。）は、「仏教精神を基調と
した人間教育によって品格と知性を兼ね備えた人を造る」ことを建学の精神としている。
教育とは本来、人を養成するものであり、知識のみを植えつけるものではない。真の
教養とは「知識」の量をいうのではなく、それらを自らの人生に生かす「知恵」を養う
ことである。そして自ら培った知恵をもって、豊かな人格を陶冶すること。これが 87
年前に開設した本学園の基本理念であり、弘法大師が開いた綜芸種智院を理想とする本
学園創立者の信念である。
こども教育宝仙大学（以下「本学」という。）も、この建学の精神を継承している。
こども教育宝仙大学学則（以下「学則」という。）の冒頭には、
「本学は、教育基本法及び学校教育法の定めるところに従い、仏教精神に基づく人格の
陶冶及び専門の学術を教授研究することにより、社会の発展に貢献し得る教養ある職業
人を育成することを目的とする。」
と建学の精神と大学の基本理念が明記されている。
２．大学の使命・目的
本学の使命・目的は、建学の精神を指導理念として、こどもに関する専門の教育学・
保育学を教育、研究し、社会の発展に貢献しうる、高次な倫理観、豊かな教養および幅
の広い専門知識を有する、質の高い幼児教育・保育の専門家を育成することにあり、こ
の使命・目的は学則第 1 条と第 7 条に明記されている。
21 世紀の日本では、少子高齢化、人口減少に加えて、経済・社会のグローバル化が一
段と進展して、わが国の子育て環境とこどもをめぐる状況は大きく変化している。母子
家庭、父子家庭が増大し、子育てが親族や近隣と切り離されて孤立する一方、他方では
英語をはじめとする幼児教育の高度化が求められ、保育の現場でも出自や国籍を異にす
るこどもや保護者への対応を迫られるようになった。今や幼稚園教諭には、公教育の基
礎の担い手としてこれまで以上の教育力が求められ、かつ多様化するこどもや家庭に応
じた指導力も求められている。保育士には、保育所・施設を問わず、乳幼児期のこども
の丁寧な受容や、きめ細やかな養護・保育はもちろんのこと、子育て不安を抱える親、
とりわけ母親へのサポートや支援が重要な課題となってきている。
こうした 21 世紀のグローバル化する都市型社会における幼児教育・保育者には、教
育力の向上と、発達支援、親支援という役割、多文化共生社会への柔軟な対応力等が必
要になったといえる。
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このような時代のニーズに対応し、幅広い教養をも合わせもつ質の高い幼児教育・保
育の専門家の養成を行なうことが本学の使命であり目的である。
これに基づき本学が育成をめざす人物像は以下のとおりである。
・人間性豊かで社会性に富み、他者との円滑なコミュニケーションができる人
・あふれる情報と多様化した社会の中で、変化に即した判断ができる人
・専門知識や技法を適切に駆使でき、絶えずそれを向上させようと努力することができ
る人
３．大学の個性・特徴
本学の特徴は、
第一に、仏教精神に基づく豊かな人間教育にある。
第二に、質の高い幼児教育・保育のプロフェショナルの養成に特化していることに
ある。そのために、1 学部（こども教育学部）1 学科（幼児教育学科）と
いう教育体制をとっている。
第三に、学生の人間的なふれあいと個性を大切に育てるために、少人数制教育と体
験的・実践的な学びを重視していることにある。
第四に、地域に開かれた大学として、地域の子育て支援や、多様な支援を必要とす
るこどもや保護者への支援を推進している。
という点にあり、これら 4 つの特徴が本学の個性を形成している。
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Ⅱ．沿革と現況
1．宝仙学園の沿革
昭和 2(1927)年 3 月

感応幼稚園設置認可

昭和 3(1928)年 1 月

中野高等女学校設立認可

昭和 10(1935)年 3 月

仏教保育協会保姆養成所設置認可

昭和 14(1939)年 6 月

仏教保育協会保姆養成所を仏教保育協会中野保姆養成所
に校名変更

昭和 19(1944)年 1 月

仏教保育協会中野保姆養成所を中野保母養成所に校名
変更

昭和 21(1946)年 11 月

中野保母養成所を中野高等保育学校に校名変更

昭和 22(1947)年 4 月

新制宝仙中学校設置認可

昭和 23(1948)年 3 月

新制宝仙高等学校設置認可

昭和 23(1948)年 3 月

財団法人宝仙学園設置認可

昭和 26(1951)年 3 月

学校法人宝仙学園に組織変更

昭和 26(1951)年 3 月

中野高等保育学校を廃止し、宝仙学園短期大学保育科を
設立

昭和 27(1952)年 11 月

宝仙学園小学校設置認可

昭和 29(1954)年 10 月

感応幼稚園を宝仙学園幼稚園に園名変更

昭和 29(1954)年 10 月

宝仙中学校を宝仙学園中学校に校名変更

昭和 29(1954)年 10 月

宝仙高等学校を宝仙学園高等学校に校名変更

昭和 39(1964)年 1 月

宝仙学園短期大学生活芸術科設置認可

昭和 42(1967)年 1 月

宝仙学園短期大学専攻科保育専攻設置認可

平成 5(1993)年 4 月

宝仙学園短期大学保育科を保育学科に、生活芸術科を生
活芸術学科に名称変更認可

平成 9(1997)年 4 月

宝仙学園短期大学生活芸術学科を造形芸術学科に名称
変更

平成 10(1998)年 4 月

宝仙学園短期大学専攻科造形芸術専攻設置認可
（学位授与機構認定）

平成 19(2007)年 4 月

宝仙学園短期大学造形芸術学科募集停止

平成 20(2008)年 10 月

こども教育宝仙大学こども教育学部幼児教育学科設置
認可

平成 21(2009)年 4 月

こども教育宝仙大学こども教育学部幼児教育学科開学

平成 21(2009)年 4 月

宝仙学園短期大学保育学科学生募集停止

平成 22(2010)年 4 月

宝仙学園短期大学保育学科および専攻科保育専攻廃止
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2．本学の現況
・大学名
こども教育宝仙大学
・所在地
東京都中野区中央二丁目 33 番地 26 号
・学部の構成
学部

こども教育学部

学科 幼児教育学科

・学生数、教員数、職員数 [平成 26(2014)年 5 月 1 日現在]
①学生数
学部・学科

収容定員

こども教育学部
幼児教育学科

性別

1年生

2年生

3年生

4年生

合計

男

12

17

21

20

70

女

96

87

74

76

333

計

108

104

95

96

403

400

②教員数
学部・学科

助教

助手

専任
合計

非常勤
講師

4

1

0

12

5

2

2

0

0

7

17

3

6

1

0

19

22

性別

教授

男

6

1

女

3

計

9

こども教育学部
幼児教育学科

准教授 専任講師

③職員数

こども教育宝仙大学

性別

専任職員

嘱託職員

パート
アルバイト

派遣

合計

男

7

0

0

0

7

女

3

6

4

0

13

計

10

6

4

0

20
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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化

本学の使命・目的及び教育目的については、学則第 1 条において、
「本学は、教育基本法及び学校教育法の定めるところに従い、仏教精神に基づく人格
の陶冶及び専門の学術を教授研究することにより、社会の発展に貢献し得る教養ある職
業人を育成することを目的とする。」
と明記している。
また、この使命・目的を一層具体化し、明確にしたものが、こども教育学部と幼児教
育学科の教育目的である。
学則第 7 条において、学部の教育目的について、
「こども教育学部は、本学の目的に則り、こどもを対象とした教育に関する専門の学
術を教授研究し、高次な倫理観、豊かな教養及び幅の広い専門知識を有する職業人を育
成することを目的とする。
」
と明確に記述してあり、学科の教育目的についても、
「幼児教育学科は、本学及びこども教育学部の目的に則り、幼児を対象とした教育学・
保育学を教授研究し、幼児に関わる教育又は保育に携わる専門的職業人を育成すること
を目的とする。
」
と一層具体的かつ明確に定めている。【資料 1-1-1】
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【エビデンス集・資料編】
【資料 1-1-1】こども教育宝仙大学学則・第 1 条、第 7 条 【資料 F-3 と同じ】

1-1-②

簡潔な文章化

本学の使命・目的および、それに基づき本学が養成を目指す人物像については、『大
学案内』および『学生募集要項』等において、以下のように簡潔に文章化して、明確に
している。
【資料 1-1-2、1-1-3】
ア．建学の精神の理解と社会への活用
建学の精神である「仏教精神を基調とした人間教育によって、品格と知性を兼ね
備えた人を造る」を理解し、幼児教育や保育への強い意欲があり、本学で学ぶこと
によって身につけた能力を社会で活かそうという人を求めます。
イ．本学が育成を目指す人物像
・ 人間性豊かで社会性に富み、他者との円滑なコミュニケーションができる人
・ あふれる情報と多様化した社会の中で、変化に即した判断ができる人
・ 専門知識や技法を適切に駆使でき、絶えずそれを向上させようと努力することがで
きる人
【エビデンス集・資料編】
【資料 1-1-2】2015 大学案内・p.2

【資料 F-2】と同じ

【資料 1-1-3】平成 27 年度(2015)学生募集要項・表 2

【資料 F-4】と同じ

（3）1－1 の改善・向上方策（将来計画）
本学の使命・教育目的は、時代のニーズや社会の変化に対応して再解釈・再構築され
るものでもある。学園には 3 年単位の「中期経営計画」が制度化されていて、その内容
は毎年改定されることになっている。本学の使命と教育目的についても、毎年この中期
経営計画に書き込まれている。【資料 1-1-4】
完成年度を経た平成 25(2013)年度には、グローバル化に対応する多文化理解、多文化
教育が課題として設定され、
「保育英語教育の充実を図り、課外プログラムについては新
たにオーストラリア研修を実施する」ことが平成 26(2014)年度の中期経営計画に書き込
まれている。
【エビデンス集・資料編】
【資料 1-1-4】平成 26 年度中期経営計画・p.5
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【資料 F-6】と同じ
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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

本学の使命・目的および教育目的は、仏教精神を基調とした人間教育によって、品格
と知性を兼ね備えた指導的な保育者を養成することにある。そのために保育者養成に特
化した教育体制を整え、実践力と柔軟性を備えた人材を養成して、社会に貢献していく
というのが本学の個性であり特色である。こうした特色は、大学の社会的使命という観
点からも適切である。
また、学則に定められた本学の個性・特色は、入学者受け入れ方針（アドミッション・
ポリシー）や、学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）、さらに教育課程編成方針（カ
リキュラム・ポリシー）等に具体化されて、本学の『大学案内』、
『学生募集要項』、
『授
業ハンドブック』
、ホームページ等に明示され、オープンキャンパスや大学説明会等を
通じて広く周知している。【資料 1-2-1、1-2-2、1-2-3,1-2-4】
【エビデンス集・資料編】
【資料 1-2-1】こども教育宝仙大学学則・第 1 条

【資料 F-3】と同じ

【資料 1-2-2】2015 大学案内・ p.2、p.7、pp.20-21
【資料 1-2-3】平成 27 年度(2015)学生募集要項・表 2
【資料 1-2-4】授業ハンドブック 2014・前文
1-2-②

【資料 F-2】と同じ
【資料 F-4】と同じ

【資料 F-5】と同じ

法令への適合

本学は、大学設置基準に基づいて設置認可を申請し、文部科学省大学設置・学校法人
審議会の審議を経て、
平成 20(2008)年 10 月末日に 4 年制大学としての設置認可を受け、
今日に至っている。
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 21(2009)年 4 月 1 日付けで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、同年 4 月 1 日付け
で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。
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平成 24(2012)年度には、大学等の設置に係る設置計画履行状況等調査に係る実地調査
により、法令への適合性が確認された。【資料 1-2-5】
また、本学学則第 1 条で、
「教育基本法及び学校教育法の定めるところに従い」と明記
しているように、本学は、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。【資料 1-1-1】
【エビデンス集・資料編】
【資料 1-2-5】設置に係る設置計画履行状況報告書
【資料 1-1-1】こども教育宝仙大学学則・第 1 条
1-2-③

【資料 F-3】と同じ

変化への対応

本学の使命や目的、教育目的自体には、積極的な意味があり、今後とも継承し実践し
ていくことが課題であるが、時代のニーズや社会の変化と照らし合わせて、再構築して
いくことも必要である。本学では学園の中期経営計画策定を通じて、教育目的やその実
現のための取り組みについて、検討を加えている。また、本学は完成年度である平成
24(2013)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
目の変更等に対して、科目の読み替えを補記する等の対応を行ってきた。しかし、完成
年度を経た平成 25(2013)年度には、学長室会議を新設し、中長期的な計画の策定、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 1-2-6】
今後とも、自己点検・評価委員会や外部評価委員による指摘をふまえて、改善策を策
定し実施する。また、その結果について検証する仕組みは整っている。
【資料 1-2-7、1-2-8】
【エビデンス集・資料編】
【資料 1-2-6】学長室会議開催一覧
【資料 1-2-7】こども教育宝仙大学自己点検・評価規程
【資料 1-2-8】こども教育宝仙大学外部評価規程
（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、必要に応じて学長室会議や大学運営会議に
おいて見直すとともに、毎年、学園の中期経営計画策定のなかで、改善・向上策を具体
化していく。さらに、そうした手直しや改善・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ていくようにする。
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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、4 年制大学への改組にあたり、学園全体で
十分に議論を重ね、理事会、評議員会においても審議され、役員並びに教職員の理解と
支持を得ている。
また、教育目的の具体化や時代や必要に応じた改善策について、法人の役員、各部門
長に対しては、
「火曜会」、
「学内理事検討会」
、「校長会」等で説明し、確認されている。
また年に 7 回ほど開催される理事・評議員会においても、大学の教育内容について、必
要に応じて報告し、変更する場合には、審議事項として諮られ承認されている。教職員
に対しても、毎年開催される理事長方針説明会や、大学運営会議、教授会等における学
長説明等を通じて、本学の使命・目的について説明し、理解を深め、支持を得ている。
【資料 1-3-1、1-3-2、1-3-3、1-3-4】
【エビデンス集・資料編】
【資料 1-3-1】宝仙学園火曜会会議規程
【資料 1-3-2】宝仙学園学内理事検討会会議規程
【資料 1-3-3】宝仙学園校長会会議規程
【資料 1-3-4】平成 25 年度会議開催状況一覧表
1-3-②

【資料 F-10】と同じ

学内外への周知

本学の使命・目的の学内への周知においては、教授会や FD（Faculty Development）
研修会、各種行事等における学長の挨拶や説明等を通じて行っている。
教職員はオープンキャンパスや大学説明会で、大学の使命・目的を受験生や保護者に
伝える立場にあり、日頃より本学の使命や教育目的を十分に理解することが求められて
いる。
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学外に対してさらに、ホームページを通じた周知に力を入れている。そのため、受験
生や保護者だけでなく、社会一般のどの立場からも、見やすく、分かりやすいホームペ
ージであることを心掛けている。また、高校生への『大学案内』、受験生に対する『学生
募集要項』
、新入生に対してのオリエンテーションや保護者会等でも、本学の使命・目的、
教育方針について説明し、周知を図っている。【資料 1-3-5、1-3-6、
】
また、教員による実習訪問指導の場や、毎年 7 月に開催している就職園園長・施設長
懇談会も、本学の教育目的の周知の場ともなっている。【資料 1-3-7】
【エビデンス集・資料編】
【資料 1-3-5】2015 大学案内

【資料 F-2】と同じ

【資料 1-3-6】平成 27 年度(2015)学生募集要項・表 2

【資料 F-4】と同じ

【資料 1-3-7】就職園園長・施設長懇談会次第
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、教育目的は、3 年をスパンとする学園の中期経営計画に反映され、
年度ごとに具体化されている。
平成 26(2014)年度中期経営計画では、
「本学の方針・目標を実現するための推進項目」
として、次の 7 つの項目が掲げられている。【資料 1-3-8】
・ 本学の特性に合ったカリキュラム構成の改訂
・ 学園内における大学としての責任と自覚
・ グローバル化に対応する教育の試み
・ 地域連携の推進強化
・ 学生の主体的な「大学づくり」への支援
・ 学生個々へのきめ細かな支援
・ インターンシップの推進
また、本学の目的・使命、教育目的は、本学のアドミッション・ポリシー、ディプロ
マ・ポリシーおよびカリキュラム・ポリシーに表 1-3-1 のとおり反映され、具体化され、
明文化されている。
【エビデンス集・資料編】
【資料 1-3-8】平成 26 年度中期経営計画・ p.6
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表 1-3-1 3 つのポリシー
アドミッション・ポリシー（入学者受け入れ方針）
こども教育宝仙大学は、建学の精神と基本理念を理解し、幼児教育や保育を学ぶ強い
意欲があり、本学の教育課程で身につけた能力を社会で生かそうという人を求めます。
1
2
3

広く豊かな教養を身につけられるよう、高等学校などにおいて、各教科への関心を
保持していることが望まれます。
表現系の教科（音楽・美術・体育など）についての基礎的な素養とそのいずれかに
ついての積極的な関心が求められます。
日本語の文章力、およびコミュニケーション力が求められます。
ディプロマ・ポリシー（学位授与方針）

こども教育宝仙大学は、建学の精神に基づき、仏教精神を基調とした人間教育の伝統
を基にした「人を造る」の実践を通して、慈悲・敬虔・感謝・奉仕の心に満ちた豊かな
人材とともに、専門的知識・技術を習得し、高次な倫理観と教養を備え、広い視野に立
った判断力をもって社会に貢献できる人材の育成を目指した教育課程を編成しています。
卒業までに次の能力を身につけ、所定の単位を修めた学生に対して卒業を認定し、「学
位規則」により学位を授与します。
1
2
3

人間性豊かで社会性に富み、他者との円滑なコミュニケーションができる。
溢れる情報と多様化した社会の中で、変化に即した判断ができる。
専門知識や技法を適切に駆使でき、絶えずそれを向上させようと努力することができ
る。
カリキュラム・ポリシー（教育課程編成方針）

こども教育宝仙大学のカリキュラムは、建学の精神や教育理念をふまえ、質の高い幼
児教育･保育･児童福祉に携わる専門職の養成を大きな柱とするとともに、高次な倫理観
と豊かな教養、幅広い専門知識をもった人間性の涵養および社会や時代の変化の中で生
きるための総合的な判断力を培うために、ディプロマ・ポリシーに明記した人材養成を
目的に編成しています。
こども教育学部幼児教育学科のカリキュラムは、教育上の目的を達成するために必要
な「総合基礎領域」および「総合専門領域」から体系的に編成しています。
1

2

3
4
5
6

「総合基礎領域」は、建学の精神を理解し、大学生として必要とされる基礎的な技法、
情報化社会に対応できる能力、様々な問題を考えるための教養、体験や経験に基づく
知恵などを身につけるための科目のまとまりです。
「総合専門領域」は、質の高い保育者として必要な知識・技法を幅広く身につけるた
めに設定した幼児教育基礎科目群、幼児教育応用科目群、幼児教育関連科目群、およ
び幼児教育発展科目群から構成された科目のまとまりです。
幼児教育基礎科目群は、人としてこどもの教育・保育に関わるすべての大人が備える
べき素養を養い学習する領域の科目のまとまりです。
幼児教育応用科目群は、幼稚園教諭という専門職養成に必要な知識と技法の修得に主
眼をおいた科目のまとまりです。
幼児教育関連科目群は、保育士という専門職養成に必要な知識と技法の修得に主眼を
おいた科目のまとまりです。
幼児教育発展科目群は、幼児教育基礎科目群、幼児教育応用科目群および幼児教育関
連科目群における学習内容を体験的に検証し、実践的能力を身につけるための科目の
まとまりです。
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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、
「こども教育学部」
に「幼児教育学科」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）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、表 1-3-2 のとおり、学園の管理・運営組織、大学の管理・
運営組織、各種委員会から構成されている。
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、「社会貢献・地域連
携室」と「地域子育て支援室」である。紀要の編集や学外からの研究資金獲得のための
支援・調整等を行う「研究委員会」も、研究成果の公表を通じて社会貢献を行っている。
このように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ていく重要な舞台となっており、本学の使命・
目的と整合性が保たれている。
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表 1-3-2

教育研究組織の構成概要

管理組織
法人
理事長

大学
学長

理事会
監事
評議員会

－こども教育学部長

－

(理事)
(評議員）

幼児教育学科長

委員会等の名称

主な職務

事務担当

学長管轄会議等
大学運営会議
教員資格審査委員会
学長室会議

大学運営全般
教員採用･昇任人事
将来構想・運営会議議案検討等

企画課
企画課
事務部

学部長管轄会議等
教授会
教務委員会
教職課程・保育士養成課程委員会
学生厚生委員会
学生相談室運営委員会
キャリアサポート委員会
実習委員会
教育実習・保育実習
体験学習運営委員会

教育全般重要事項審議検討
教育課程全般
教職免許状・保育士資格関連事項
学生生活全般
学生相談
就業支援、就職情報・指導
教育実習、保育実習関連事項全般
各実習実施・指導
体験学習運営実施

企画課
教務課
教務課
学生課
学生課
学生課
教務課
教務課
教務課

委員会等
自己点検・評価委員会
ＦＤ委員会
広報委員会
入試委員会
入試実施小委員会
研究委員会
ハラスメント防止委員会
図書館委員会
障害学生支援委員会
課外プログラム委員会
国内・国外
社会貢献・地域連携室
地域子育て支援室
カリキュラム改革ワーキンググループ

点検･評価全般
授業改善
学生募集広報および大学広報全般
入学試験全般
入学試験の実施全般
研究活動全般・紀要発行
ハラスメント防止全般
図書館関連事項全般
障害学生支援全般
課外プログラム立案運営
プログラム実施
社会貢献・地域連携全般
子育て支援策立案実施
カリキュラム改革全般

事務部
企画課
企画課
事務部
事務部
企画課
学生課
司書課
事務部
事務部
事務部
事務部
事務部
事務部

法人全体会議
火曜会
学内理事検討会
校長会

法人運営に関わる重要事項の審議連絡
法人運営に関わる重要事項の審議連絡
設置校各部門間の情報連絡

学生指導・支援
アドバイザー（ゼミ担当教員）

－

本部事務局
本部事務局
本部事務局

学生

（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」
（以下「授
業アンケート」
という。
）の分析等を通じて、本学の教育目的を学内の教職員間で共有し、
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周知徹底していく。また、学園の中期経営計画の策定のなかで、それらを検証し、調整
していく。こうした活動と方策を着実に積み上げることで、本学の使命と目的、教育目
的への理解と支持を確保し、その有効性を学園全体で確認する。
【資料 1-3-9】
【エビデンス集・資料編】
【資料 1-3-9】学生による授業評価と授業改善のためのアンケート結果
［基準 1 の自己評価］
本学の使命・目的、教育目的については、基準項目の明確性（1-1）、適切性（1-2）、
および有効性（1-3）までの自己判定の理由に基づき、総合的に基準 1 を満たしている。
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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、
「こども教育宝仙大学
入試委員会内規」（以下「入試委員会内規」という。
）に基づいて設置されている「こど
も教育宝仙大学入試委員会」（以下「入試委員会」という。）から提示され、大学運営会
議および教授会において決定され、全教職員に周知されている。【資料 2-1-1】
本学のアドミッション・ポリシーは以下に掲げるとおりである。
アドミッション・ポリシー（入学者受け入れ方針）
こども教育宝仙大学は、建学の精神と基本理念を理解し、幼児教育や保育を学ぶ強い
意欲があり、本学の教育課程で身につけた能力を社会で生かそうという人を求めます。
1
2
3

広く豊かな教養を身につけられるよう、高等学校などにおいて、各教科への関心を
保持していることが望まれます。
表現系の教科（音楽・美術・体育など）についての基礎的な素養とそのいずれかに
ついての積極的な関心が求められます。
日本語の文章力、およびコミュニケーション力が求められます。

アドミッション・ポリシーは、
『大学案内』、『学生募集要項』、『入試ガイド』、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
とした大学説明会、受験生対象の入試相談会、教職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 2-1-2、2-1-3、2-1-4、2-1-5】
平成 25(2014)年度にはオープンキャンパスを 11 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、教育理念およびカリキュラム等について説明し
ている。同様に入試相談会（7 回開催）においても、教職員による個別相談を通じて説
明している。また、オープンキャンパスでは、高校生が大学の授業を体験できる「模擬
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、高校内や別会場
で開催される進学ガイダンス等にも積極的に参加し、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。
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【エビデンス集・資料編】
【資料 2-1-1】こども教育宝仙大学入試委員会内規
【資料 2-1-2】2015 大学案内・p.2

【資料 F-2】と同じ

【資料 2-1-3】平成 27 年度(2015)学生募集要項・表 2

【資料 F-4】と同じ

【資料 2-1-4】入試ガイド 2015・p.1
【資料 2-1-5】ホームページ・入試情報
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

入学者受入れの方針は、アドミッション・ポリシーとして『大学案内』および『学生
募集要項』の先頭ページに記載し周知を図るとともに、入学者選抜全般に関して、入試
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。また、「こども教育宝仙大学入学者選考規程」（以下「入学者選
考規程」という。）および入試委員会内規により、
「入学試験問題作成等小委員会」およ
び「入試実施小委員会」を設置している。
【資料 2-1-6】 学長から委嘱された入学試験
問題作成等小委員会は、入試問題の作成、点検および答案の採点を行い、入試実施小委
員会は、入学者選抜方法の種別に応じ判定会議を開催し、合否判定原案を教授会に提案
し、教授会において調査書、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。
入学試験の実施にあたっては、実施本部を設置し、入試実施小委員会作成の実施要領
に従って、事前に教員に対して入試実施説明を行う等、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、公正かつ厳正な体制のもとに実
施している。
入学試験の種別は表 2-1-1 のとおり 5 種備えている。入学者の選考方法を多様化させ
ることによって、志願者の受験選択肢を広げ、受験機会を多数設け、多様な学生の受入
れに努めている。
【資料 2-1-7】
表 2-1-1

入学試験の概要

入試区分

内

容

一般

基礎的で一般的な学力の有無の判定と面接を選考方法にしている。面接を実
施するのは、本学の専門領域への意欲と各教科への関心や文章力を含む基礎
学力とともに、アドミッション・ポリシーにも示されたコミュニケーション
能力を重視し、建学の精神の理解と社会への活用、表現系の教科の意義や向
上心なども確認するためである。入試は、国語、英語、2教科のうち1科目の
選択筆記試験および面接を行ない、A日程、B日程およびC日程を2月、3月
に、計3回実施している。

大学入試
センター試験
利用

入試科目については、一般入試と同様に、国語、英語の2科目のうち1科目選
択であり、これまで述べた各試験種類と同様に面接を課している。出願およ
び選考は、B日程を2月、C日程を3月、計2回実施している。
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社会人

社会人とは、本学規定の出願資格を満たし、かつ2年以上の社会人経験を有
する者をいう。小論文および面接により、勉学の希望と意欲を判定する選考
方法である。2月にA日程およびB日程の計2回実施している。

推薦

本学を第1志望とする高等学校等在籍生徒を対象とし、高等学校等の長の推
薦を受けた者の中から、面接および書類審査により選考している。高等学校
等在学中の評定平均値が3.1以上であることを原則とし、在学中の学業に励
み、各教科に関心を保持していることを問う。さらに、課外活動等において
も、真剣に取り組んだ経験を持つ者は、面接において評価する。これは、本
学への適応度が高いという実績に基づくものである。面接を実施しているの
は、一般入試の項で述べたのと同様に、アドミッション・ポリシーに沿った
意欲の高さやコミュニケーション能力等を重視しているためである。
また、これまでの入学状況を反映させた指定校制推薦入試も実施している。

ＡＯ

本学のアドミッション・ポリシーに沿って、模擬授業を受講した後の課題に
よるレポート、個別面接およびグループディスカッションを実施し、本学へ
の入学意欲や保育への関心、日本語文章力、コミュニケーション能力などの
資質を評価している。選考は、A日程（8月）、B日程（10月）の計2回実施
している。

なお、合否発表の日程が早い AO 入試と推薦入試の合格者を対象として、入学までの
学修意欲の継続・向上を図るため、
「入学準備学習」や「入学前ピアノレッスン」等、入
学前学習を課している。【資料 2-1-8】
【エビデンス集・資料編】
【資料 2-1-6】こども教育宝仙大学入学者選考規程
【資料 2-1-7】平成 27 年度（2015）年度学生募集要項・PP.1-11 【資料 F-4】と同じ
【資料 2-1-8】平成 26 年度入学予定者準備学習要領
2-1-③

入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持

入学定員、入学者数、収容定員および在籍者数は、表 2-1-2 のとおりである。
過去 5 年間の平均入学定員超過率は 1.06 である。全体の収容定員に対する在籍者数
比率も、平成 22(2010)年度 95％、平成 23(2011)年度 93％、平成 24(2012)年度 91％、
平成 25(2013)年度 97％、平成 26(2014)年度 101%と、教育環境確保の観点からも適正
に維持している。
表 2-1-2 入学定員・入学者数・収容定員・在籍者数の推移（単位：人）

2010年度

2011年度

2012年度

2013年度

2014年度

入学定員

100

100

100

100

100

入学者数

106

107

100

108

108

収容定員

200

300

400

400

400

在籍者数

190

280

365

388

403

（各年度 5 月 1 日現在）
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（3）2－1 の改善・向上方策（将来計画）
常に入学者受入れの方針や受け入れ方法等の点検、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、志願者のみならず広く社会一般に向けて周知を
図るためには、情報公開の手段として有効なホームページをさらに活用していく。
学生の受け入れについては、アドミッション・ポリシーに沿った入試制度・内容の見
直しを今後とも進め、受入れ体制の更なる整備を図る。
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

本学は、建学の精神に基づき、仏教精神を基調とした人間教育の伝統を基にした「人
を造る」という目的の実践を通して、慈悲・敬虔・感謝・奉仕の心に満ちた豊かな人材
とともに、専門的知識・技術を習得し、高次な倫理観と教養を備え、広い視野に立った
判断力をもって社会に貢献できる人材の育成を目指し、以下のようなカリキュラム・ポ
リシーを明示して、教育課程を編成している。なお、このカリキュラム・ポリシーは、
本学ホームページで公開している。【資料 2-2-1、2-2-2】
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カリキュラム・ポリシー（教育課程編成方針）
こども教育宝仙大学のカリキュラムは、建学の精神や教育理念をふまえ、質の高い幼
児教育･保育･児童福祉に携わる専門職の養成を大きな柱とするとともに、高次な倫理観
と豊かな教養、幅広い専門知識をもった人間性の涵養および社会や時代の変化の中で生
きるための総合的な判断力を培うために、ディプロマ・ポリシーに明記した人材養成を
目的に編成しています。
こども教育学部幼児教育学科のカリキュラムは、教育上の目的を達成するために必要
な「総合基礎領域」および「総合専門領域」から体系的に編成しています。
1

2

3
4
5
6

「総合基礎領域」は、建学の精神を理解し、大学生として必要とされる基礎的な技法、
情報化社会に対応できる能力、様々な問題を考えるための教養、体験や経験に基づく
知恵などを身につけるための科目のまとまりです。
「総合専門領域」は、質の高い保育者として必要な知識・技法を幅広く身につけるた
めに設定した幼児教育基礎科目群、幼児教育応用科目群、幼児教育関連科目群、およ
び幼児教育発展科目群から構成された科目のまとまりです。
幼児教育基礎科目群は、人としてこどもの教育・保育に関わるすべての大人が備える
べき素養を養い学習する領域の科目のまとまりです。
幼児教育応用科目群は、幼稚園教諭という専門職養成に必要な知識と技法の修得に主
眼をおいた科目のまとまりです。
幼児教育関連科目群は、保育士という専門職養成に必要な知識と技法の修得に主眼を
おいた科目のまとまりです。
幼児教育発展科目群は、幼児教育基礎科目群、幼児教育応用科目群および幼児教育関
連科目群における学習内容を体験的に検証し、実践的能力を身につけるための科目の
まとまりです。

【エビデンス集・資料編】
【資料 2-2-1】授業ハンドブック 2014・前文

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-2-2】ホームページ・こども教育学部／カリキュラム
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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

建学の精神である「人を造る」を基盤とする人材養成目的に沿ったカリキュラム・ポ
リシーに基づく教育課程の概念図および授業科目構成は、図 2-2-1 と表 2-2-1 に示す通
りである。カリキュラム・ポリシーは、
『こども教育宝仙大学設置趣旨書』および学則に
基づき、学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）とともに制定された。
【資料 2-2-1、2-2-3】
なお、教育課程の編成方針、編成方法等については、大学設置基準を遵守している。

人を造る
◎ 人間性豊かで社会性に富み、他者との円滑なコミュニケーションができる
◎ あふれる情報と多様化した社会の中で、変化に即した判断ができる
◎ 専門知識や技法を適切に駆使でき、絶えずそれを向上させようと努力することができる

情操と慈しみの心、
情操と慈しみの心、
高次の倫理観
高次の倫理観
(モラル）
(モラル）

現代を生きる
現代を生きる
豊かな教養
豊かな教養
(知）
(知）

幅広い専門知識・技法
幅広い専門知識・技法

総合的な判断力
総合的な判断力
↑
↑
課題探究能力
課題探究能力
↑
↑
問題解決能力
問題解決能力

幼児教育発展科目群

総合基礎領域

幼児教育
関連科目群

幼児教育
応用科目群
ゼミナール

幼児教育基礎科目群

図 2-2-1 カリキュラム概念図
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本学の教育課程は、カリキュラム・ポリシーに基づき 4 年間の必修ゼミや原理を学ぶ
講義科目、少人数の演習科目、体験的・実習的な科目、フィールドワークを伴う科目等
を効果的に配置している。科目は、卒業必修科目、選択必修科目、選択科目の 3 種類に
分けられている。
表 2-2-1 授業科目の構成
領域
総合基礎領域

総合専門領域

目的
建学の精神を理解
し、大学生として
必要とされる基礎
的な技法、情報化
社会に対応できる
能力、様々な問題
を考えるための教
養、体験や経験に
基づく知恵などを
身につける

科目群

内容・主な科目
建学の精神に関わる科目、人間と社会に関わる科目、外国
語コミュニケーションに関わる科目、情報に関わる科目
「宝仙の歴史」「宝仙の教育」「仏教概論（歴史）」
「人間形成論」「異文化理解」「健康スポーツ理論」
「健康スポーツ実技」「英語（初級）」「英語（中級）」
「情報処理演習（基礎）」「情報処理演習（応用）」
「基礎ゼミ（学問への誘い）」
「基礎ゼミ（学問に触れる）」等

質の高い保育者と 幼 児 教 育 基礎 幼児教育 ・保 育に 関わ るす べて の大 人が 備え るべ き素 養を
して必要な知識･技 科目群
養う科目
法を幅広く身につ
「教育原理」「教職・保育職概論」「教育心理学」等
ける
幼 児 教 育 応用 幼稚園教 諭と いう 専門 的職 業人 養成 に必 要な 知識 ・技 法を
科目群
習得する科目
「保育内容指導法演習（言葉）」「音楽表現指導法演法」
｢指導計画と保育教材の研究」「保育方法論」等
幼 児 教 育 関連 保育士と いう 専門 職業 人養 成に 必要 な知 識・ 技法 を習 得す
科目群
る科目
「保育原理Ⅰ（意義と現状）」「社会的養護」
「乳児保育演習（意義と現状）」「社会福祉」
「家庭支援論」等
幼 児 教 育 発展 幼児教育 応用 科目 群お よび 幼児 教育 発展 科目 群の 内容 を体
科目群
験的に検証し、実践的能力を習得する科目
「専門研究ゼミⅡ（卒業研究の基礎）」
「保育・教職実践演習（幼）」「教育実習Ⅱ」等

本学の教育課程は、2 領域 4 科目群から編成されている。2 領域とは、建学の精神を
理解し、大学生として必要とされる基礎的な技法、情報化社会に対応できる能力、様々
な問題を考えるための教養、体験や経験に基づく知恵等を身につけるための「総合基礎
領域」と、質の高い保育者として必要な知識･技法を幅広く身につけるための「総合専門
領域」である。さらに「総合専門領域」は、
「幼児教育基礎科目群」、
「幼児教育応用科目
群」、
「幼児教育関連科目群」
、
「幼児教育発展科目群」の 4 科目群に系統化されて、学生
の能力・適性・進路に対応した教育課程となっている。学生が幼稚園教諭 1 種免許状・
保育士資格の取得を主たる学修の柱にしながらも、自分自身の身につけたい専門性と進
路に合わせて授業科目を選択し、
意欲的に学修活動に取り組めるように工夫されている。
実際の教育にあたっては、表 2-2-2 のとおり学生に対する教育効果の向上および授業
における細やかな指導を目的として、少人数教育によるクラス編成を実施している。演
習科目は 3 分割クラスを基本とし、
「音楽演習（基礎）」等は 12 分割クラスとしている。
1 年次から 4 年次までの必修ゼミは平成 25(2013)年度より体制を変更した。それにより、
1 年次、2 年次の必修ゼミは 6 分割、3 年次、4 年次の必修ゼミは 12 分割編成とした。
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但し、平成 25(2013)年度は移行期になり、1 年次、2 年次、4 年次は 6 分割、3 年次は
12 分割であった。クラス編成に関する学生への周知は、オリエンテーション、時間割お
よび授業開講前の掲示等で徹底している。【資料 2-2-4、2-2-5、2-2-6】
表 2-2-2 少人数制によるクラス編成

クラス編成

表現系

「音楽演習
(基礎）」
(ピアノ）等

演習科目

12分割

3分割

音楽

造形

身体

3分割

3分割

3分割

1・2年
ゼミ

3・4年
ゼミ

6分割

12分割

授業内容やその方法の工夫のために、教務委員会による教育課程の体系的な議論、教
職課程・保育士養成課程委員会における教育課程の検討、FD 委員会による授業アンケ
ートとその分析、平成 26(2014)年度から組織されたカリキュラム改革ワーキンググルー
プによる新たな改善構想等、様々な角度から検討をしている。また、教務関係の重要事
項は、大学運営会議と連携を図りながら、教授会において審議・協議される。教育課程
の体系的編成と教授方法の工夫に関して、これら組織の運用を、機能的に行っている。
【エビデンス集・資料編】
【資料 2-2-1】授業ハンドブック 2014・前文

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-2-3】こども教育宝仙大学設置趣旨書(抜粋)
【資料 2-2-4】授業ハンドブック 2014・p.6、pp.17-20
【資料 2-2-5】2015 大学案内・pp.30-31

【資料 F-5】と同じ

【資料 F-2】と同じ

【資料 2-2-6】ゼミ等クラス編成
（3）2－2 の改善・向上方策（将来計画）
平成 25(2013)年度より本学は、完成年度を経て第 2 期に入った。完成年度を迎える
までは、設置の趣旨を履行することを第一とし、大幅なカリキュラム変更は実施しなか
った。しかし、平成 25(2013)年度からは、学生の教育効果を高めるために、可能なとこ
ろからスピーディに改革を進めるべきとの考えのもと、カリキュラム改革ワーキンググ
ループを立ち上げ、カリキュラム改善に着手した。
メンバーは学部長をリーダーとし、学科長、教務委員長、事務部長から構成され、改革
の柱として、
ア．初年次教育の強化
イ．教育実習の充実
をテーマに具体的な検討に入った。
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ア．初年次教育の強化については、従来にも増して、4 年制の保育者養成大学で学ぶ
ことの意味を学生に浸透させ、理解させるために、各種オリエンテーションに力を
入れる。具体的には、教務および履修オリエンテーション、新入生に対する入学オ
リエンテーション等において、本学の教育理念とともに、めざす人間像やカリキュ
ラム・ポリシー、カリキュラムの全体構造、4 年間の学修の見通しを今まで以上に
丁寧に説明する。さらに本学独自の科目である「宝仙の歴史」や「宝仙の教育」で
も、建学の精神や教育理念と併せ、大学で学ぶことの意味について繰り返し教示し
ていく。
イ．教育実習の充実については、平成 25(2013)年度は重点項目として、本学独自の教
育プログラムである「体験学習」の単位化、教育実習の開設時期と方法等の変更が
提案された。教育実習の開設時期と方法等の変更に関しては、実習先との調整の後
に実施する予定である。
また、平成 26(2014)年度には、これまでの「体験学習」を「保育の現場を知る」
と名称変更し、時間割に入れて事前事後指導を行ったうえで実施する形態に改める
こととした。
「保育の現場を知る」は平成 27(2015)年度、新設科目にすることをめざ
して、平成 26(2014)年度は、シラバスの作成、担当者の選任等を検討している。
4 年間を通した保育現場での学修の強化を図り、学生が教職を学んでいることを意
識したカリキュラムとする予定である。
本学のカリキュラム・ポリシーでは、
ウ．質の高い幼児教育・保育・児童福祉に携わる専門職の養成
エ．人間性の涵養および社会や時代の変化の中で生きるための総合的な判断力を培
う
ために授業科目が明記されており、これが全学年にわたって設定されている。
ウ．
「質の高い専門職の養成」については、平成 25(2013)年度の学生の学修状況を概
観すると、プレ実習として 1 年次春学期から 2 年次秋学期にかけて 4 回実施されて
いる「体験学習」が、3 年次秋学期の「教育実習Ⅰ」に有機的に結合してきている。
宝仙学園幼稚園で行う「体験学習」が、同幼稚園で実施する「教育実習Ⅰ」の不安
を取り除き、積極的に「教育実習Ⅰ」へ向かう心構えをつくることに役立っている。
また、
「子育て支援論」、「子育て支援カウンセリング」「子育て支援フィールドワ
ーク」等の子育て支援を直接的に学ぶ科目への履修者が徐々に増えている。保育現
場にあってはスムーズな保護者対応や子育て支援は急務であり、4 年制大学卒業の保
育者として必要不可欠な能力となるため、これらの科目で学んだ学生の活躍が期待
される。
これと関連して、改修した 401 教室を拠点として、地域の子育て支援を目的とす
る「地域子育て支援室」を設置し、すでに平成 25(2013)年度に、試行的な活動をは
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じめている。こうした活動も学生の実習経験を豊かにし、実践力をそなえ質の高い
保育者の育成につながることになる。【資料 2-2-7】
エ．
「人間性および総合的な判断力の養成」については、平成 25(2013)年度に、本学
の柱であるゼミの新体制をスタートさせた。従来、1 年次から 4 年次まで、各学年 6
ゼミ体制で編成されていたものを、今回、3・4 年次の「専門研究ゼミⅠ」、
「専門研
究ゼミⅡ」は 12 ゼミと幅を広げた。これはカリキュラム改革委員会の検討課題のひ
とつでもある、選択科目の幅の拡充を先取りして実行に移したものである。学生の
選択肢が広がり、学生の興味関心に基づくゼミ選択が可能となった。その結果、学
生の主体的な学修姿勢がみられ、他科目を統合するゼミの役割を強化しつつある。
また、選択科目の履修幅の拡大のため、平成 26(2014)度より「実践英語（初級）」、
「実践英語（上級）
」を 3 年次設定科目から 3・4 年次設定科目に改善した。
【エビデンス集・資料編】
【資料 2-2-7】地域子育て支援室・ホームページ/公開講座・地域連携
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。保育者養成校として重要な科目である
教育実習、保育実習の事前指導の一部および実習訪問指導をすべての専任教員が担当して
いる。指導にあたって、教員間の協働による学生への指導水準の維持と、学生個々の課題
を的確に把握するためFD研修会等を利用した研修会を開催し、全専任教員が、実習科目
担当の教員および実習助手等と連携して、学生の情報を共有して対応している。
また、教員研究室、講義室、学生自習室、学生ホールを近接した配置としている。これ
は、授業時間外の教員による補習や学修支援を容易にするものであり、時間割の作成と施
設・設備の整備にあたり、教員と職員間の協働による学生への教育指導を重視する本学の
伝統を形成するに至っている。
専任教員は各々週2コマの「オフィスアワー」を設け、学生の勉学上の質問や相談に応
じている。【資料2-3-1、2-3-2】
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教授会のもとで構成される各種委員会（基準3 図3-3-1）のいずれにも必ず事務職員が
構成員として教員とともに参画していることは、本学の特色である。とくに、学生への学
修支援として、事務部教務課が教務委員会および各教員と連携をとりながら、履修指導か
ら学修の進め方、さらには成績・単位修得に関する指導、支援を行っている。
一方、本学の教員組織は、教授、准教授、専任講師、助教、助手によって構成されてい
る。大学設置基準に定められるとおり、職制は明確に区分され、協働のシステムをとって
いる。
本学においては、1年次から4年次までの必修ゼミ科目を専任教員が担当し、かつ担当
するゼミに所属する学生のアドバイザーとなる。アドバイザーは少人数制を生かし、入学
から卒業までの修学、生活、進路等大学生活全般に関するさまざまな事柄について相談を
受け、支援をしている。アドバイザーである各ゼミの専任教員はゼミ担当者会を設け、学
生への指導・支援水準の維持と、学生個々の様子を把握するため学生の情報を共有するよ
う努めている。
初年次教育となる1年次の基礎ゼミは、大学生として自発性・主体性をもった学生生活
を送るための導入教育として位置づけられている。到達目標として設定された、大学生と
して学ぶ姿勢や基本的事項を身につけること、および将来保育者を目指すという目的意識
を維持していくために、定期的に担当者による情報交換会を開催し、学修内容の水準維持
や授業改善、修学意欲に関する情報共有等を行ってきている。
「音楽演習（基礎）
」等の授業においては、専任教員が中心となり非常勤教員と協働し
て指導内容の検討、指導および学修評価の水準を維持するために努力している。学修評価
においては、基準の明確化を図り、担当教員全員が立ち会う公開の実技試験を行う等して
平準化を図っている。
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、平成
25(2013)年度、3 年・4 年次生が TA となる制度を設けることを計画した。これは、学生
が教員とともに大学教育を補佐および援助することを通じて、本学の教育の向上に資す
ること、担当する学生が TA の経験を通じて自らの教育力を高めることで、自身のキャ
リア形成の一助とすること等をねらいとしている。平成 25(2013)年度は、教員の TA 制
度に関するニーズ調査を実施し、検討の結果、平成 26(2014)度から実施することとした。
【資料 2-3-3、2-3-4】
【エビデンス集・資料編】
【資料2-3-1】授業ハンドブック2014・p.14、2014版学生生活ハンドブック・p.25
【資料F5】と同じ
【資料2-3-2】平成26年度オフィスアワー一覧
【資料2-3-3】平成26年度TA対象科目一覧
【資料2-3-4】ティーチング・アシスタント制度に関するガイドライン
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（3）2－3の改善・向上方策（将来計画）
学修および授業の支援に関する課題として、進路変更、心身の不調等による退学、休
学を申し出る学生への対応がある。
各ゼミのアドバイザーが早期に退学の兆候をとらえ、
必要に応じて助言や支援を行っており、退学率は減少傾向にある。今後、さらに学生の
大学への適応度を高めていく必要がある。その改善のために、教授会、ゼミ担当者会、
各委員会等において教員、事務職員の協働による具体的な向上方策を示していく。
教員と職員の協働ならびに学修支援および授業支援の充実を図るために、総合的な学生
データベースを整備する計画である。現在はデータベースとして学生台帳があり、住所、
連絡先や出身高校等の基本情報は掲載されているが、履修、成績、取得資格、海外留学、
ボランティア活動、さらには、学生相談や指導内容等を併せて一元的に管理し、その情報
を基にきめ細やかな指導を行うことにする。個人情報には十分留意し、学生台帳を改善す
ることによって、学生一人ひとりのニーズにも応えていくことが可能となる。
【資料2-3-5】
TA 制度に関しては、平成 25(2013)年度内に TA を必要とする科目の調査を行い、本
学 TA 制度のガイドラインを作成し専任教員に配付した。平成 26(2014)年度は、調査に
おいて要望のあった「声楽（基礎）」や「情報処理演習（基礎）」等の科目について実施
している。
【エビデンス・資料編】
【資料 2-3-5】学生台帳様式
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
単位認定および卒業等については学則、
「こども教育宝仙大学学位規則」（以下「学位
規則」という。
）
「こども教育宝仙大学こども教育学部幼児教育学科履修規程」
（以下「履
修規程」という。
）における基準に基づいて行っている。【資料 2-4-1、2-4-2、2-4-3】
ア．単位認定について
単位認定については、履修規程の「6 単位修得」により、当該科目を履修し、課
題提出、試験その他の総合評価により合格になった者の単位が、教授会において修
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得単位として認定されることとなっている。ただし、認定にあたっては、当該学期
の学納金が完納されていることが条件になっている。また、履修規程の「7 単位修
得の認定資格」により、同規程別表１に規定する各授業科目の授業回数に対し 3 分
の 1 を超える欠席をした場合は、その授業科目の単位修得の認定資格を失うことに
なる。【資料 2-4-1、2-4-3】
イ．評価方法・評価基準の明示について
評価方法・評価基準の明示については、
『シラバス』に「評価方法」の欄を設定し、
全授業科目において、評価方法および基準を明示している。なお評価方法について、
『授業ハンドブック』に明示し、年度初めの教務オリエンテーションにおいて、全
学生に対し周知徹底している。評価基準は、試験・レポートや作品、受講態度、授
業への参加度等の割合を％で明示して、明確化を図っている。【資料 2-4-4】
授業科目の成績評価については、S（100～90 点）、A（89～80 点）、B（79～70
点）、C（69～60 点）および F（59 点以下）の 5 段階とし、S、A、B および C を
合格、F を不合格としている。成績評価の学生への通知については、春学期の成績
通知書を 9 月、秋学期の成績通知書を 3 月のオリエンテーションにおいて、学生本
人に配付し、オリエンテーション終了後に保証人へ郵送している。
各学期のオリエンテーションでは、成績通知書とともに「成績評価質問票」を配
付し、自身の成績評価について、学生が「成績評価質問票」にて授業担当者に質問
できるようにしている。「成績評価質問票」を受けた授業担当者がその質問に応え、
回答は教務課を通して学生に通知されることになっており、成績評価の透明性を確
保している。【資料 2-4-5】
ウ．科目成績平均値 GPA（Grade Point Average ）制度について
本学では、1 単位あたりの高い学修成果を上げるとともに、学業成績を総合的に
判断する指標として、GPA 値を用いている。GPA 値は、授業科目の成績評価につ
いて、S に 4.0、A に 3.0、B に 2.0、C に 1.0、F に 0 を評価点として与え、各授業
科目の評価点にその単位を乗じて得た積の合計を、授業科目の総履修登録単位数で
除して算出する。【資料 2-4-1、2-4-3】
また、本学では、GPA 値を卒業判定や教育実習・保育実習の受講、次学期の履
修登録単位数の上限値、奨学金採用者決定、ゼミ決定の際の選考等に活用している。

エ．履修登録単位数の上限について
本学では、適切な学修時間を確保するために、学期ごとに履修登録が可能な単位
数合計の上限を、原則 20 単位としている。しかし、直前の学期における GPA 値に
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よっては、履修登録単位数を変更することができる。GPA 値による登録可能単位数
の上限は、表 2-4-1 のとおりである。【資料 2-4-1、2-4-3】

表 2-4-1

GPA 値による登録可能単位数の上限

GPA値

2.0未満

2.0以上3.0未満

3.0以上3.5未満

3.5以上

登録可能単位数

18単位

20単位

22単位

24単位

オ．GPA 値による学生指導について
本学では、ひとつの学期における GPA 値が 2.0 未満である場合、当該学生に対
してアドバイザーが指導を行うことになっている。また、2.0 未満の学期が 2 回連
続した場合または通算 3 回となった場合は、学生および保証人に対してアドバイザ
ーが指導することになっており、さらに 2.0 未満の学期が 3 回連続した場合または
通算 4 回となった場合は、教授会の議を経て、本人および保証人に対し、学部長が
在学についての意思確認ならびに厳重注意を与え、学生の修学を促す指導を、きめ
細やかに実施している。【資料 2-4-3】
カ．卒業の基準について
卒業認定の基準については、学則や学位規則、履修規程の他に、本学のディプロ
マ・ポリシーにも明示しているとおりである。こども教育学部では、4 年以上在籍
し、卒業に必要な単位を 124 単位以上修得し、累積 GPA 値 1.5 以上を修得するこ
とを卒業要件としている。卒業要件単位は、表 2-4-2 に明示する。また、卒業の認
定は、教授会の議を経て学長が行う。【資料 2-4-1、2-4-3】
表 2-4-2 卒業要件単位
総合基礎領域

幼児教育
幼児教育
幼児教育
幼児教育
基礎科目群 応用科目群 関連科目群 発展科目群

必修・選択必修の別

必修

選択必修

必修

必修

必修

必修

要件必修単位数

20

2

6

4

2

8

選択科目

合計

82

124

【エビデンス集・資料編】
【資料 2-4-1】こども教育宝仙大学学則・第 49 条～55 条

【資料 F-3】と同じ

【資料 2-4-2】こども教育宝仙大学学位規則
【資料 2-4-3】授業ハンドブック 2014・pp.75-79（こども教育宝仙大学こども教育学
部幼児教育学科履修規程・6～9、11,12,14）
【資料 2-4-4】シラバス

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-4-5】成績評価質問票
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（3）2－4 の改善・向上方策（将来計画）
本学では、開学当初より GPA 制度を導入し、学期毎に GPA 値を算出し、卒業判定や
教育実習・保育実習の受講、次学期の履修登録単位数の上限値、奨学金採用者決定、必
修ゼミ決定の際の選考等に活用するとともに、アドバイザーによる学修指導等にも活用
している。今後は、成績下位の学生への指導だけではなく、GPA 値の高い学生への表
彰等、成績優秀者の学修意欲を高めるための方策を立て、学生全体のレベルを上げるよ
うにする。
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

本学の就職支援（キャリアサポート）における基本方針は、仏教精神を基調とした教
育と学生生活を通じて、豊かな情操を身につけ、そのなかで体験する「自分を育てる努
力が、人を育て未来を育てることへつながっていくという実感」から、社会に貢献し得
る保育者として、自己の生き方を明確にし、社会的・職業的自立へと導くことにある。
この基本方針は、前身の「宝仙学園短期大学」設立以来、全学一体となった組織的支援
に生かされ、5,500 人を超える卒業生の多くが、今なお現職の保育者として、幼児教育・
保育界で活躍している。
本学は、卒業と同時に幼稚園教諭一種免許状と保育士資格を取得できるようカリキュ
ラムを編成している。
「総合専門領域」では、幼稚園教諭・保育士という専門的職業人養
成に必要な知識と技法の習得に主眼をおいた科目が開講されており、学生が「保育者と
は」「保育職とは」と深く考える学びの機会となる。また、「総合基礎領域」では、学生
が広い視野で「職業とは」｢社会とは｣を考える機会となるよう「職業と社会」、
「現代女
性論」等の選択科目を開講している。
こうしたカリキュラム上の支援に加え、本学はキャリアガイダンスを就職支援の大き
な柱とし、全学年に対し年間を通して実施している。【資料 2-5-1、2-5-2、2-5-3】
キャリアガイダンスの目的は、就職とは人生と将来の方向性を決定する重要な選択で
あることを学生が認識し、早期から就職への意識を高めながら、社会的・職業的自立を
に必要な能力を培い、学生自らが自身の資質を向上させ、積極的に就職活動を行うため
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に必要な情報提供を行うことである。各年次におけるガイダンスの主な内容は、表 2-5-1
のとおりである。
表 2-5-1 各年次におけるガイダンスの主な内容
1年次

大学生活とキャリア形成、保育という仕事、大学生としてのマナー、保育所
や施設等現場でのボランティアやアルバイト等について等

2年次

社会でのマナー、実習でのマナー、大人としてのマナー、保育所や施設等現
場でのボランティアやアルバイト等について等

3年次

就職活動の心構え、自己分析と業界研究、公務員とは、履歴書・小論文の書
き方、面接試験・模擬面接等

4年次

進路選択、履歴書の書き方と自己PRの仕方、模擬面接、就職試験の心構え、
電話のかけ方・合格の際の礼状の書き方、就職内定後の心構え、社会人とし
ての心構え等

とくに 4 年次においては、本学卒業生の講師による「就職活動の経験」や「保育現場
の話」、就職情報支援企業を講師に迎えての「就職活動の進め方」、
「自己分析・適職診
断」等のセミナーも実施している。【資料 2-5-4】
これらに加えて、就職試験を控えた学生に対しては、表現系の専任教員がピアノや弾
き歌い指導、図画工作や造形活動への助言・指導、絵本・紙芝居・素話の読み聞かせ指
導等を行っている。
キャリアサポート委員会は、教員と職員により構成されている。学生の就職に関する
諸問題を検討し、就職活動の推進を図ることを目的としている。活動内容として、人材
育成の方法や職業教育のあり方についての検討、進路希望調査、学生個別面談、さらに
は関係施設開拓等を通して、学生の就職活動をバックアップしている。また、公務員試
験対策講座の開設と一般企業就職希望者への対応も含め、キャリアサポート委員の教職
員が連携を取って実施している。
「個別面談」では、学生一人ひとりが自分に合った将来像を描けるように、全学年に
おいて力を入れており、キャリアサポート委員の教職員が中心となって、学生の希望や
考え方を聞き、具体的な進路選択についてアドバイスを行っている。
「就職資料室兼指導室」では学生課就職担当の職員が、随時個々の相談に対応し、さ
らに就職戦線が本格化する 4 年次秋学期には、学生課就職担当の職員に加え、水曜日 2・
3 時限、木曜日 2・4 時限を 4 年生優先の教員との就職面談タイムとし、
「履歴書の添削」
「模擬面接」等、学生の個々のニーズへの対応を強化している。また、東京新卒応援ハ
ローワークのジョブサポーターによる個別相談日を春学期は水曜日、秋学期は火曜日の
それぞれ午後に設け、一般企業希望者も含め、個々の学生に対応している。
また、
「就職資料室兼指導室」では、就職活動を円滑に進めるために役立つ情報を集約
し、以下の資料等を収集整備し、公開している。
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・ 幼稚園、保育所、施設の求人情報と園・施設案内資料（地域別にファイル）
・ 一般企業の求人情報と会社案内資料
・ 公務員試験関連資料
・ 就職受験報告書（卒業生の活動体験をまとめたファイル）
・ 就職ガイド、就職情報誌
・ ボランティア、アルバイト情報
・ その他就職セミナー案内
・ インターネット接続専用 PC
平成 25(2013)年度卒業生の就職および進路状況は、表 2-5-2 のとおりである。
表 2-5-2 就職の状況
就職先の分布
就職率

就職希望者

就職者数
幼稚園

保育所

施設

公務員

民間企業

平成24年度

98%

62人

61人

42%

39%

11%

0%

6%

平成25年度

100%

71人

71人

26%

61%

1%

3%

9%

【資料 2-5-5、2-5-6】
また、長期休暇等を利用したボランティアやアルバイト等は、保育所や施設等の現場
で積極的にこどもと関わる主体的なキャリア教育であり、本学でもこうした活動への参
画を組織的に支援している。とくに「インターンシップ・プログラム」は、将来の社会
的養護等の人材育成に対し、積極的に援助することを目的としている。本学では、平成
25(2013)年度に都内の児童養護施設と協定を締結し、「インターンシップ・プログラム」
が本格的に始動した。
【資料 2-5-7】 本プログラムを通して学生は、約半年の準備・学
修期間を経て、職員と同じようにシフトに入ることで社会的養護の知識や技術を深めて
いくことができる。実習とは別に、学生の自主性による参加であることや、より専門的
な対応ができるプログラムであること等から、より意識の高い取り組みとなる。また、
こどもへの対応だけではなく、施設職員と合同での研修会やケース対応検討会等も今後
予定されており、学生にとって、就職までをも見据えたカリキュラムとなっている。
こうした直接的な学生支援の他に、本学では、全教職員出席による、就職園との親睦
と情報交換の場としての「園長・施設長懇談会」を、年１回開催している。時期は毎年
7 月上旬と定めているが、新卒採用で各園に就労中の卒業生の動向を確認できるばかり
でなく、新年度に向けた早期の求人依頼を行うためである。また、在学生の実習先確保
の意味からも、本懇談会の果たす役割は大きい。【資料 2-5-8】
【エビデンス集・資料編】
【資料 2-5-1】2014 年度版学生生活ハンドブック・pp.43-45
【資料 2-5-2】2015 大学案内・pp.16-19、pp.32-33
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【資料 F-5】と同じ

【資料 F-2】と同じ
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【資料 2-5-3】求人パンフレット「平成 27 年度 求人のお願い」
【資料 2-5-4】4 年次就職活動手引き

平成 26 年度

【資料 2-5-5】就職の状況（過去 3 年間）
【資料 2-5-6】卒業後の進路先の状況

【資料・データ編

【資料・データ編

表 2-10】

表 2-11】

【資料 2-5-7】インターンシップ・プログラムに関する協定書
【資料 2-5-8】就職園園長・施設長懇談会次第

【資料 1-3-7】と同じ

（3）2－5 の改善・向上方策（将来計画）
前述の取り組みを通して、学生の社会的・職業的自立に向けて、学生一人ひとりの希
望や状況にあわせた支援の必要がある。そのため、個別面談の複数回の実施や就職園・
実習園との意見交換の機会をさらに密にし、教職員の連携をより深め、キャリア教育お
よび就職支援の見直しと検討を行い、学生の満足度をより高め、就職率向上につながる
取り組みを実施する。
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

学部全体の評価基準としては、成績通知書、GPA 値によるディプロマ・ポリシーの
達成率の測定、および授業アンケート等の結果、以下に示したような教育目的の達成状
況に対する評価の点検・評価の方法を設定している。
ア．科目における授業評価
各授業評価は学期末の試験だけではなく、学期中の小テスト、レポート、到達進
度チェック等を実施して適正な評価が行われている。【資料 2-6-1】
イ．アドバイザー教員による各ゼミ所属学生の学修状況の把握
アドバイザー教員は、毎学期の初めに所属学生の成績通知書を受けとり、教育目
的の達成状況の実態を把握し、履修指導を行っている。【資料 2-6-2】
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ウ．GPA 値による指導
履修規程に基づき、GPA 値による以下の履修指導を行っている。【資料 2-6-2】

ひとつの学期におけるＧＰＡのポイントが２．０未満であった場合は、学生
に対してアドバイザーによる注意と指導を行う。２．０未満の学期が２回連続
した場合又は通算３回となった場合は、学生および保証人に対してアドバイ
ザーによる注意と指導を行う。２．０未満の学期が3回連続した場合又は通算
４回となった場合は、教授会の議を経て、本人および保証人に学部長が在学の
意思確認の上、厳重注意する。

履修規程 12 GPA ポイントによる履修指導
以上の措置および必修ゼミ体制の担当教員による日常的な相談・助言により、
GPA のポイントが 1.5 以上という卒業要件を充足できない学生が留年する事態を極
力回避し、学士課程卒業者の質を確保して、優秀な人材を社会に送り出すことを全
学的な教職員の協力体制により実現する。また、その他、GPA 値は卒業の要件（累
積 GPA 値 1.5 以上）、履修登録の単位数の上限、実習科目の履修条件（累積 GPA
値 1.5 以上）等に活用している。
エ．授業アンケートによる学生の自己点検評価
各学期末にそれぞれの授業科目で行われる授業アンケートは、学生自らの学修態
度の振り返りも含め、授業の目的・内容がいかに身についたかを確認するために活
用している。【資料 2-6-3】
すべての授業科目について、履修登録して単位を修得できなかった場合、次年度の同
じ学期に再履修することを認め、教育目的の達成に努めている。
平成 23(2011)年度から『授業ハンドブック』に「4 年間の学修目標および履修指針」
を掲載することにより、各学年の教育目標と履修指針を示し、本学の教職課程・保育士
養成課程の意義を説明している。
【資料 2-6-2】 また、本ハンドブックを利用し、年度
当初にオリエンテーションを実施している。その教職課程の意義が実現されているかど
うかについては、「履修カルテ（学習指導シート）」によって、随時確認し、教職課程担
当教員およびアドバイザーによって教育目的の達成状況の点検・評価に活用している。
【資料 2-6-4】
本学は、１学部１学科の小規模校であり、研究室は同じフロアに存在するため、教員
間の意志疎通は比較的容易である。そのため上記のようなフォーマルな点検・評価だけ
ではなく、日頃から教職員相互の情報交換等インフォーマルな方法でも、学修の達成状
況の確認を行っている。
教育目的の達成状況を点検・評価するためには中長期的に見て、教育課程の見直しや
「授業計画（シラバス）」の点検・評価も大きな柱である。本学では建学の精神に基づく
教育目的および「３つのポリシー」とカリキュラムの整合性を検証するために、平成
25(2013)年度より、カリキュラム改革ワーキンググループを設置した。現状の実態把握
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と課題抽出の中で、教育目的の達成状況を点検・評価し、改善していくための体制につ
いても検討した。【資料 2-6-5、2-6-6】
【エビデンス集（資料編）】
【資料 2-6-1】シラバス・
「評価方法」 【資料 F-5】と同じ
【資料 2-6-2】授業ハンドブック 2014・p.13、p.14、pp.21-22、p.31、p.39、p.49
p.76（履修規程 10、12）

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-6-3】学生による授業評価と授業改善のためのアンケート結果
【資料 1-3-9】と同じ
【資料 2-6-4】履修カルテ
【資料 2-6-5】平成 26 年度 シラバス作成について
【資料 2-6-6】カリキュラム改革 WG 議事録
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

本学では、平成 21(2009)年度より授業内容や教育方法の改善の組織的活動の一環とし
て、FD 委員会が中心となり、授業アンケートを学期毎に実施している。【資料 2-6-3】
授業アンケートは、全ての教員（非常勤を含む）の全科目を対象として、第 14 週あ
るいは第 15 週目にアンケートを実施してきたが、平成 25(2013)年度は、アンケート実
施対象科目やアンケートの内容等について見直した結果、ゼミ、教育実習・保育実習お
よび受講生が 15 人以下の授業については、実施対象外とした。
授業アンケートは授業改善や工夫につなげ、教育の質を向上させることを目的とする
ことから、授業アンケートの結果をわかりやすく示すとともに、学生の自由記述をまと
め、授業に対する学生のニーズについて知る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「授業の到達目標」、
「授業の現状」、
「授業アンケートの結果」につい
て「授業評価結果の振り返り」を行ってきた。教員は「授業評価結果の振り返り」のコ
メントを記述し、FD 委員会に提出する。このように、授業アンケートが、全学的な教
育目的の点検、授業方法の絶えざる検討・工夫のための重要な契機として位置づけられ
ている。
平成 24(2012)年度からは、授業アンケートから授業改善・工夫にいたる PDCA サイ
クルを展開するために、担当教員それぞれの観点から結果について考察し、次の授業に
向けて工夫し改善している。Check Action から次の Plan へとつなげることを一層意識
して、感想・見解のみでなく、
「今後の授業展開についての改善策」を記すように「教員
コメント欄」を修正した。
各教員がアンケートの集計結果だけでなく、前年度に自身が記述した改善策の内容を
踏まえて当該学期の授業の内容や方法を振り返りつつ、次年度に向けた Plan を検討す
ることによって、授業での工夫を確認しながら次につなげていくことで学修指導等の改
善に有効であると考えられる。
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アンケート結果は、各学期『学生による授業評価と授業改善のためのアンケート結果』
として冊子にまとめ、図書館で学生が自由に閲覧して教員の授業改善案を知ることがで
きるようにしている。
【エビデンス・資料編】
【資料 2-6-3】学生による授業評価と授業改善のためのアンケート結果
【資料 1-3-9】と同じ
（3）2－6 の改善・向上方策（将来計画）
教育目的の共有は、教職員が建学の精神を徹底することによって図られているが、達成
状況をどのように点検・評価するかは課題として残されている。このため、まず教育目標
とそれぞれの授業との関係性について明確にしていくこととし、カリキュラムマップの導
入を視野に入れて、教育目標達成度の点検・評価を行うシステムの構築に向けて検討を進
めていく。また、平成26(2014)年度のシラバス作成に向けて、教務委員会からシラバス作
成要領である「平成26(2014)年度 シラバス作成について」を全教員に配付し、シラバス
の整合性を高めるように努めた。
【資料2-6-5】 しかし、各教員の「授業計画（シラバス）」
の相互確認や、非常勤講師担当の関連科目との重複、欠落等の相互調整といった作業は十
分に行うことができなかった。平成26(2014)年度は、教職課程・保育士養成課程委員会、
カリキュラム改革ワーキンググループ等で確認する。
学期毎の授業アンケートの結果に対して、各教員は「今後の授業展開についての改善
策」を付すこととなっている。したがって、次の年度の授業アンケートでは、その改善
策がどうであったのか（効を奏したのか否か、等）の振り返りが求められる。この個々
人での振り返りの積み重ねによって、全体としても意味のあるフィードバックになるこ
とが期待できる。
【エビデンス集・資料編】
【資料 2-6-5】平成 26 年度 シラバス作成について

35

こども教育宝仙大学

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として「学生厚生委員会」等の委員会、アドバイザー、
事務部学生課、学生相談室、保健室等が組織されている。（図 2-7-1）

図 2-7-1 学生生活支援体制の組織図
全学年に設けられた必修ゼミナールは 20 人以下の学生で構成され、専任教員がアド
バイザーとして配置されている。アドバイザーは入学時から卒業時まで、勉学・修学上
の質問や相談への対応と指導、友人関係等学生生活における悩みや相談への対応、宝仙
祭や式典行事等への支援等、学生生活のさまざま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。アドバイザーが学生の相談を受け、指導を行うための時
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間としてオフィスアワーを設定しており、毎週授業 2 コマ分に相当する時間があてられ
ている。
「学生厚生委員会」は学生生活支援に関する中核的な協議機関であり、事務部学生課
と連携して以下のような支援を行っている。
・ 学生生活環境
・ 心身の健康
・ 学友会、サークル活動、学内行事（入学式、卒業式、仏教式典、宝仙祭等）
・ 奨学金および学資貸付金
・ 障害のある学生の支援
・ 学生生活の実態調査
・ その他学生生活上必要な事項
これら支援内容および支援の具体的な手続き等は、学生厚生委員会と事務部学生課が
共同で編集・発刊する『学生生活ハンドブック』にまとめられ、毎年内容を見直し、学
生に配付することで周知を図っている。【資料 2-7-1】

平成 25(2013)年度から本学の

ホームページにも掲載し、学生が常時活用できるようにした。
事務部には学生課を置き、さまざまな業務を通して学生支援に取り組んでいる。具体的
な内容として、アドバイザーとの連携、学生との窓口個別相談、オリエンテーションやキ
ャリアサポートの実施、学友会活動・サークル活動への支援、宝仙祭・式典等の諸行事の
実施、奨学金事務、『学生生活ハンドブック』の発刊、保健室・学生相談室との連携等を
行っている。
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
26(2014)年5月1日現在、貸与を受けた学生数は延べ161人であり、在籍人数に対して4割
を超える学生が奨学生となっている。その他、日本政策金融公庫の教育ローン等の情報を
『学生生活ハンドブック』に掲載している。
学生の健康支援については、保健室が担当し、メンタルケアやカウンセリングについて
は学生相談室のカウンセラーが対応している。
全学生を対象とした健康診断は4月上旬に行い、その結果は各々の学生に通知している。
平成25(2013)年度の受診率は100%であり、診断の結果2次検査が必要となった学生につ
いては、保健室が個別に対応している。なお、平成25(2013)年度から、学生生活をサポー
トするため、アンケートをもとに各人の「健康調査票（疾病・予防接種）」を作成・集約
し、保健指導上必要な情報については、本人の了解と個人情報の保護を前提に関係教員・
部門の間で共有する体制を整えた。【資料2-7-2】
さまざまな心の問題に関しては、学生相談室のカウンセラー、アドバイザー、学生課を
中心とする事務部が対応している。学生相談室運営委員は本学の専任教員1人と看護士１
人と職員１人、臨床心理士資格を有する非常勤職員2人で構成されており、学生相談室は
週2日開室している。【資料2-7-3】
ハラスメントに対しては、「ハラスメントの防止等に関する規程」と「ハラスメントの
防止及び措置に関するガイドライン」を定め、「相談窓口」と「ハラスメント防止委員会」
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を設置して対応しており、言動によって人権を傷つけたり、不快感を与えたり、修学環境
を損なうことのないよう、大学の全構成員に注意を喚起している。【資料2-7-4、2-7-5】
また、学修上の特別な支援が必要と思われる学生に対しては、個人情報保護に最大限の
注意を払いながら、保健室、学生相談室と連携し、障害学生支援委員会の教員が個々に対
応し、必要に応じて個別の合理的配慮や支援の提案を行っている。
危機管理については、
『学生生活ハンドブック』に項目毎の注意喚起や対応方法を明記
している。また、地震発生時の対応マニュアル、災害用伝言ダイヤル、避難経路等も掲
載した。
【資料 2-7-1】

さらに救急救命講習会、防災訓練も毎年開催している。

【エビデンス・資料編】
【資料 2-7-1】2014 年度版学生生活ハンドブック・pp.25-35、pp39-42、p.49 【資料
F-5】と同じ
【資料 2-7-2】健康調査票
【資料 2-7-3】学生相談室利用案内、学生相談室だより
【資料 2-7-4】こども教育宝仙大学ハラスメント防止等に関する規程
【資料 2-7-5】こども教育宝仙大学ハラスメントの防止及び措置に関するガイドライ
ン、ハラスメント防止リーフレット
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・要望を把握する機会として、ゼミナールにおいてはアドバイザー教員への
相談、サークルにおいては顧問への要望の提出、学生組織として学友会・サークル長会議・
宝仙祭実行委員会の話し合い等があり、それぞれの場において意見を集約し、対応策を講
じている。それらの意見は「学生厚生委員会」等においても必要に応じて検討し、担当部
門の協力を得て適切に対処している。
学友会は1年生、2年生を中心に構成される学友会執行部とサークル代表によるサーク
ル長会議を中心に運営され、そこに提出された学生生活に関する意見は学友会執行部の指
導のもとで実現が図られる。学生厚生委員会と学生課は、学友会執行部の対応が具体化で
きるように指導、支援にあたっている。
平成 24 年(2012)年度以降、大学の様々な事象・活動等に関して学生の視点からの意
見・要望・提案を受け入れ、それに対する施策を適宜実施し、効果的な学生生活支援に
生かしていくことを目的として「電子目安箱」を設置した。さらに、全学生を対象にし
た無記名アンケートによる「学生生活満足度調査」を実施し、結果を冊子にして学生課
掲示板および図書館で閲覧できる。
【資料 2-7-6】
「電子目安箱」については、
『学生生活ハンドブック』に投稿手続き、ルール、投稿用
メールアドレスを記載している。
以上のように、学生生活に関する学生の要求については、
「学生生活満足度調査」をは
じめ、様々な機会を通じて把握するようにしており、学生厚生委員会で分析し、内容に
応じて改善に努力している。平成 25(2013)年度には、電子機器等充電スポットの新設、
AED（自動対外式助細動器）の追加配置（4 号館入口）等の改善策を講じた。さらに、
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こうした施策の一環として、同年 7 月には、通学の便を図るため全学生を対象に駐輪場
設置に関するアンケート調査を行ない、回答結果をふまえて 12 月から仮設駐輪場を設
置し、平成 26(2014)年 4 月から本運用に移行させた。【資料 2-7-7】
【エビデンス集・資料編】
【資料 2-7-6】学生生活満足度調査結果（2013）
【資料 2-7-7】本学駐輪場利用についてのガイドライン
（3）2－7 の改善・向上方策（将来計画）
本学は 平成 24(2012)年度に完成年度を迎え、全学年が揃って大学生活を送ることと
なった。今後は『学生生活ハンドブック』を軸に、
「学生生活満足度調査」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・改善していく。
施設面においては、平成 25(2013)年度、懸案であった駐輪場を設置することができた。
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、学生厚生施設である「大学 5
号館」を平成 27(2015)年度に竣工予定である。【資料 2-7-8】
経済的に困窮する学生に対しては、学納金の分納や奨学金制度、教育ローンの利用等
きめ細やか、かつ適切な対応に取り組む。
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、学友会を基盤とした
広範な学生の参加による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、学生厚生委員会、保健室、学生相談室、障害学生支援委員会等、
各部門が連携をとりながら、支援体制を強化していく。
【エビデンス集・資料編】
【資料 2-7-8】平成 26 年度中期経営計画・p.7
2－8

【資料 F-6】と同じ

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）
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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

大学の教育の質は、何よりも「教員」の人間性と資質に負うところが大きい。したが
って、本学では、次の表にみるとおり、大学設置基準を満たした教員を配置している。
表 2-8-1 専任教員および専任教授数（人）
設置基準上必要専任教員数

本学の専任教員数

17

19

設置基準上必要専任教授数

本学の専任教授数

9

9

教員の確保と配置にあたっては、専任教員だけではなく、非常勤講師も含めて、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。
また、教員に欠員が生じる場合、
「こども教育宝仙大学教員審査委員会規定」
（以下「教
員審査委員会規定」という。
）に基づき、速やかに教員審査委員会を設置し、必要な処置
を行うことになっている。【資料 2-8-1】
教員審査委員会の構成は、教員審査委員会規定第 3 条に以下のように明記されている。
こども教育宝仙大学教員審査委員会規定第 3 条
第３条 審査委員会は、次に掲げる委員で構成する。
（１）学長
（２）学部長
（３）教務委員長
（４）審査の対象となる教員の専攻分野及び担当する授業科目の分野を専攻分野とする者
又はその分野の近接分野を専攻分野とする者として大学運営会議が推薦するこども
教育学部の専任教員1名

この審査委員会の下で、書類審査および面接を行い、該当する教員候補の研究業績、
教育力や人間性等も可能なかぎり考慮することにしている。
また、非常勤講師の採用にあたっても、この教員審査委員会の規定および運用に準じ
て行っている。
【エビデンス集・資料編】
【資料 2-8-1】こども教育宝仙大学教員審査委員会規定
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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

教員の採用は教員審査委員会規定により、学部長による教員人事の発議を受けて、教
員審査委員会が設置される。
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
を生ずることがないようにしている。
教員の昇任審査は、
「こども教育宝仙大学専任教員の職位及び授業科目担当の適格性に
関する審査基準」に基づいて実施されている。【資料 2-8-2】
教員評価は「宝仙学園人事評価制度実施規程」に基づき、目標挑戦シート、研究計画
書および研究報告書を根拠とし、学長および学部長との個別面接により教育・研究の成
果の確認が行われる。【資料 2-8-3、2-8-4、2-8-5、2-8-6】
FD 活動に関しては、FD 委員会を置き、授業アンケート、FD 研修会、公開授業、授
業研究会の 4 項目を中心に、各委員会と連携をとりながら、教員の資質、能力向上の取
り組みを計画、実施している。授業アンケートは、大学開学初年度の秋学期から毎学期
欠かさず実施し、教員へのフィードバックを行いながら集計結果を学期毎に冊子として
公表してきた。
授業アンケートの結果は、各教員にフィードバックされる他、全ての結果を冊子にし
て、図書館で学生が自由に閲覧できるようにしている。また、今年度から、大学全体の
傾向や問題点等も明らかにしたいと考えて、全体集計も算出するようにした。結果を分
析し課題を明らかにし、将来的なカリキュラム改革等に役立てたいと考える。授業アン
ケートの全体集計は、アンケート結果の冊子に掲載したのみならず、本学ホームページ
に公開した。
【資料 2-8-7】
「FD 研修会」についても開学初年度より毎年、建学の精神、教育実習・保育実習、
カリキュラム、学修支援等をテーマとして全教員対象に実施してきた。平成 25(2013)
年度は、実習委員会、学生相談室と連携し、以下の内容で研修会を行った。
表 2-8-2 平成 25(2013)年度 FD 研修会
開催日
5月15日

内 容
第１回「実習日誌のための学生指導法 ―科目間の連携を含めて―」実習委員会共催
（講師 大沼良子准教授）

11月20日 第２回「教師力について」学生相談室共催（講師 中井喜美子先生）

「公開授業」も同様に開学初年度より毎年実施している。平成 25(2013)年度は、学
園の教育方針の理解につながる「宝仙の歴史」、
「宝仙の教育」の授業公開に加え、公開
授業週間を設けて授業を公開し、教員の参加を募った。「授業研究会」では、複数の教
員が担当する授業について定期的に会議を開催して授業方法や展開について検討し、情
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報交換を行う。平成 25(2013)年度は、「保育実習Ｉ担当者会」（年間 32 回）と、「体験
学習担当者会」
（年間 12 回）がそれぞれ研究会を開催した。【資料 2-8-8】
【エビデンス集・資料編】
【資料 2-8-1】こども教育宝仙大学教員審査委員会規定
【資料 2-8-2】こども教育宝仙大学専任教員の職位及び授業科目担当の適格性に関す
る審査基準
【資料 2-8-3】宝仙学園人事評価制度実施規程
【資料 2-8-4】目標挑戦シート
【資料 2-8-5】研究計画書様式
【資料 2-8-6】研究報告書様式
【資料 2-8-7】ホームページ・大学案内/情報公開/FD 活動
【資料 2-8-8】平成 25 年度 FD 活動報告書
2-8-③

教養教育実施のための体制の整備

本学では教務委員会が全学の教養教育実施について直接責任をもって運営する体制を
とっている。
本学は、学則その他で明示しているように「豊かな教養を身につけた」専門的職業人
の育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編成されている。
まずは、幼児教育基礎科目群・幼児教育応用科目群・幼児教育関連科目群・幼児教育
発展科目群の 4 つに大別される総合専門領域の科目がある。これらの専門領域科目の基
礎となり、あるいは核にもなりうる総合基礎領域こそ、本学の教養教育を中心的に担う
科目群となっている。
その中には、
「英語（初級）
」
、
「英語（中級）」、
「基礎韓国語（入門）」、
「基礎韓国語（初
級）」、
「英語コミュニケーション（初級）」、
「英語コミュニケーション（中級）」の語学系、
「情報処理演習（基礎）
」、
「情報処理演習（応用）」の情報系、
「健康スポーツ理論」、
「健
康スポーツ実技」の体育系等が含まれ、さらに本学の特色ともなる現代社会に必須な科
目やグローバルで多様な科目等が用意されている。
「宝仙の歴史」、｢宝仙の教育｣、
「日本
国憲法」、
「異文化理解」
、「現代の倫理と宗教」、「仏教概論」、「生と死を考える」、「こど
もと親のストレスマネジメント」
、
「職業と社会」、「暮らしの中のコンピュータ」、「食育
と現代社会」
、
「現代女性論」
、
「地球と環境」等である。
さらに、本学では１年次から始まる少人数制のゼミナールは、
「基礎ゼミ（学問への誘
い）」、「基礎ゼミ（学問に触れる）
」、「保育実践演習Ⅰ」、「保育実践演習Ⅱ」、「専門研究
ゼミⅠ（購読と発表）
」
、
「専門研究ゼミⅠ（調査と発表）」、
「専門研究ゼミⅡ(卒業研究の
基礎)」、「専門研究ゼミⅡ（卒業研究の完成）」と 4 年次まで継続している。もっとも、
ゼミ教育の中には、初年次教育、読み･書きの基礎的能力向上、コミュニケーション力の
鍛錬など、多層な教育目的も含まれているが、ここでの一般教養の学修・修得は、極め
て重要な役割を担っている。【資料 2-8-9、2-8-10】
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【エビデンス集・資料編】
【資料 2-8-9】授業ハンドブック 2014・pp.18-24
【資料 2-8-10】シラバス

【資料 F-5】と同じ

【資料 F-5 と同じ】

（3）2－8 の改善・向上方策（将来計画）
本学は、完成年度を経た平成 25(2013)年度に、カリキュラムを含むこれまでの教育体
制の見直しに着手しており、当然にも教養教育をさらに充実、強化していくことがひと
つの柱として重視されている。これまでのところ、教養教育については、グローバル化
が進展した 21 世紀の保育者に求められる多文化理解、多文化教育、多文化保育を本学
の教養教育の基軸にすることで合意をみている。平成 26(2014)年度からは、これまで本
学が推進してきた保育英語をいっそう充実させるとともに、多文化社会であるオースト
ラリアでの多文化保育と保育英語の研修を実施することになっている。
また、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、学園が毎年策
定する中期経営計画のなかでも、点検し、見直しをすることになっている。
今後、定年退職が予定されている教員の採用人事、科目内容、あるいは、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必要がある。具体的
には学長のリーダーシップのもとに、学長室会議、大学運営会議等において将来構想を
検討し、本学の教員の資質向上が図られるように見直しをしていく。
本学では、最終的には幼稚園や保育所あるいは施設の保育者として就職していく専門
的職業人の養成を目指している。したがって、教育目的に掲げている「豊かな教養を身
につけた」の部分がいかに有機的に、かつ重点的に学生たちに伝えられているか、身に
ついたものになっているか、が重要な課題である。そのために、本学の特色である全て
の学年におけるゼミ体制をより充実させるための再検討・手直し等が必要である。改善
の方向としては、各学年のゼミにおいて担当者会等の開催による情報共有や情報交換等
の専任教員同士の交流や共同研究、ひいては、ゼミ毎に授業研究会を開催する等 FD の
積極的な展開や充実が必要である。
授業アンケートについては、結果を分析して課題を明らかにし、将来的なカリキュラ
ム改革等に役立てたいと考える。また、本学の授業は、保育者養成を核として、講義、
演習、実技等様々な授業の形態があり、個々の教員の工夫と創意で成り立っている。そ
こで、授業形態別の課題や問題点が明らかになるように、平成 26(2014)年度は授業形
態毎に集計する予定である。FD 研修会では、当初、教育実習・保育実習に関連するこ
と、本学の学生の実態を理解すること等を中心に、教員や授業の多様性を考慮した研修
内容を模索してきた。その結果、類似したテーマが多くなり、徐々に研修会の内容が重
複してきたのではないかと思われる。また、研修会の発表者（講師）が学内教員である
こともその一因であった。こうした点を改善するため、平成 25(2013)年度は、外部講
師を招聘することができ、内容も好評であった。平成 26(2014)年度以降も外部講師の
招聘を継続するとともに、実施の方式やテーマを見直し、より新鮮味のある研修会の企
画を考えていく。公開授業は、秋学期に公開授業週間を 3 週間設定して実施した。結果
としては、
「保育原理（保育ニーズの多様化）」、
「暮らしの中のコンピュータ」
、
「声楽（応
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用）
」等に複数の参観者があった。FD 委員会で検討した結果、次年度以降も活発な公開
授業となるよう継続して実施していく。
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
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

ア．校地
校地は、都内中野区の中野坂上キャンパスおよび神奈川県の愛川グラウンドであ
る。中野坂上キャンパスの校地面積は、2,626.56 ㎡で住宅地域にはあるものの、隣
接した宝仙寺の緑豊かな恵まれた環境にある。東京メトロ丸の内線中野坂上駅、都
営地下鉄大江戸線中野坂上駅から徒歩約 8 分にあり、立地条件に恵まれている。ま
た併設校である宝仙学園幼稚園、宝仙学園小学校、宝仙学園中学校および宝仙学園
高等学校が隣地に設置されている。
【資料 2-9-1、2-9-3】
イ．野外運動場
野外運動場として、愛川グラウンドを有している。神奈川県愛甲郡愛川町にあり
面積 5,230.42 ㎡で、中野キャンパスから直線距離で 48 ㎞の場所にある。目の前を
中津川の清流が流れ、良好な環境にある。シャワー室・更衣室および小集会室を設
置し、グラウンド使用が円滑にできるよう整備している。維持管理については、気
象状況等周辺事情を熟知している地元管理会社に委託し、整備している。【資料
2-9-1】
ウ．室内施設
中野坂上キャンパス 4 号館に体育館を設置している。また、学園施設として宝仙
ホールがある。
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エ．校舎
中野坂上キャンパスの校舎面積は 4,659.32 ㎡で、1 号館、2 号館、3 号館、4 号
館および 70 周年記念館からなる。普通教室は、必修のゼミ科目のための 15 人前後
の教室と、実技、実習、演習科目のための 35 人前後を収容する教室、また学年全
体が一同に会して行う講義科目用の 100 人規模の教室を設けている。授業内容に合
わせた専用教室としては、音楽演習室および楽器庫、ピアノのレッスンと個人練習
室を兼ねたピアノレッスン室、造形演習室、沐浴実習等に使用している保育演習室、
情報処理関係および語学の授業を行う CALL 教室を兼ねたパソコン演習室を設置
している。パソコン演習室では、授業時間以外は学生に開放して、自由に資料作成
や検索等の学修を行えるようにしている。
また、保健室を設置し、看護師が学生の健康相談や応急処置を行っている。学生
が学修や学生生活等の相談が受けられるよう、学生相談室を設けて、臨床心理士で
あるカウンセラーを配置している。また、本学の教育の中核の一つである教育実習・
保育実習の指導の場として実習指導室を設けている。学生の就職活動の指導・支援
を行うため、就職資料室兼指導室を設置し入学時より支援している。学生の自主的
な学修を行う場所として学生自習室を置き、図書館と合わせて自学自習の場として
いる。学生が休憩、談話ができる場所として、第 1 学生ホール、第 2 学生ホール（学
生専用パソコン設置）、学生ラウンジ、学園食堂、1 号館屋上広場を設けている。
【資
料 2-9-2、2-9-3】
学生厚生施設の充実を図るため隣接地 (161.78 ㎡)を平成 25(2013)年に購入し、
平成 27(2015)年４月に完成予定である。
オ．図書館
本学図書館は「こども教育宝仙大学図書館」と称し、本学の掲げる教育理念に基
づき、
「必要な図書館資料を収集、整理および管理を行い、本学の学生および職員の
利用に供することにより、教育および学術研究に資することを目的とする」（「こど
も教育宝仙大学図書館規程」第 2 条）、教育・研究支援の中心を担う機関である。
【資料 2-9-4】 とくに、専門分野に関する資料の充実・提供を最重要として活動
している、こども教育・保育の専門図書館である。
加えて、平成 25(2013)年度には、ラーニング・コモンズの本学版の試みとして「ラ
ンチ・タイム・ライブラリー」を展開し、利用学生の居心地よい場所としても寄与
した。
本学図書館の概要は、総延べ面積 288 ㎡、うち、書庫スペースは 193 ㎡、書架の
収容能力は 52,083 冊である。4 号館地下と 1 階に位置し、集密書庫を含めてすべて
開架式にしている。
平成 25(2013)年度末の図書資料数は 54,617 点、雑誌は 84 タイトルである。図書
資料受入数は 1,362 点で、前年度に比べ、伸びている。
データベースは「聞蔵 II」と「ジャパンナレッジ」を利用できるようにしている。
年間利用状況は、表 2-9-1-①と表 2-9-1-②のとおりである。とくに 2・3 年生は、
前年度に比して、一人あたりの入館回数、貸出冊数とも増加している。これは、サ
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ービスの充実、利用促進活動等がいっそう効果をもたらし、かつ、ゼミ等授業連携
活動も実を結んだものと考えられる。
表 2-9-1-①

平成 25(2013)年度

入館者数（利用者区分別内訳）

月

年間(人）
4月

区分

5月

6月

7月

8月

9月 10月 11月 12月

1年生

178 196 216 239

1 139 120

2年生

123 168 234 281

3 109 183 159

3年生

118 150 282 225

4年生

71 129

53 116

教職員

69

63

65

57

559 708 848 918

合計

表 2-9-1-②

1月

2月

96 163 127

3月

2013
年度

2012
年度

1,476 1,950

13.7

19.3

97 205

23

1

1,586 1,546

16.5

15.5

4 125 235 231 210 151

12

4

1,747 1,609

18.8

17.1

8

30

52

54

51

38

3

2

607

554

6.7

7.9

17

31

36

62

65

53

19

32

569

404

―

―

33 434 626 602 586 574

58

39

5,985 6,028

―

―

図書資料貸出数（利用者区分別内訳）
年間（冊）

区分

6月

7月

2012
年度

0

平成 25(2013)年度
5月

2013
年度

1

月
4月

一人当り(回)

8月

9月 10月 11月 12月

1月

2月

3月

2013
年度

2012
年度

一人当り(冊)
2013
年度

2012
年度

1年生

35

84

54

39

0

11

19

17

34

17

1

0

311

555

2.9

5.5

2年生

61

54

64

97

0

25

92

36

34 166

23

3

655

584

6.8

5.9

3年生

30

69

99 123

3 137 221 209 192 127

36

0

1,246 1,197

13.4

12.7

4年生

52 188

73 126

教職員

347 163 104

92

525 558 394 477

合計

44

18

46

70

36

13

1

1

668

761

7.3

10.9

46

75

86

90 122

92

38

23

1,278

975

―

―

93 266 464 422 418 415

99

27

4,158 4,072

―

―

NACSIS-ILL を利用した相互貸借・複写サービスで利用者と学外からのニーズに
応えるとともに、学術資源の保存と活用をしている。紀要、ゼミ報告書等、学内の
教育・研究報告資料を保存することに加え、学園内外との連携も図るようにしてお
り、学園誌の保管にも協力している。
課題であった OPAC 外部公開と JAIRO Cloud 導入による研究成果の公開を果たし
た。
基本的サービスに加え、
「絵本を読む会」等新たな企画を含め、新入生オリエンテ
ーション、ゼミの文献検索等の個別講習会、授業での利用対応、絵本・紙芝居選定
会、図書館利用講習会等、多様な活動を実施した。
図書館広報紙「図書館報」を毎年発行して、図書館活動状況を報告し、将来を見
据えるとともに、学生利用者の読書・研究に資するようにしている。【資料 2-9-5】
また、資料案内・利用促進・広報活動および図書館活動記録として「Library Info.」
を年間通じて発行し、平成 25(2013)年度は第 3 巻第 35 号まで達した。
【資料 2-9-6】
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毎年、図書館利用促進・読書活動奨励のために図書館講演会を実施している。図
書館の外部公開として、広報委員会（公開講座担当者会）と共催で行い、地域連携
として中野区教育委員会の後援も得られている。とくに平成 25(2013)年の第 5 回図
書館講演会は、本学の中期計画の重点項目にもあげられ、本学の特色として全学的
イベントになった。講師に絵本作家の長谷川義史先生を招き、学生、学園教職員、
父母、中野区民等の参加者から高い評価を得られ、その結果、読書と図書館利用の
促進につながった。【資料 2-9-7】
以上のような図書館活動を支える組織として図書館委員会があり、平成 25(2013)
年度には 11 回開催した。委員会で、除籍基準等、図書館関係の必要規定類を整備
し、それらを大学運営会議で審議・決定した。活発な議論をし、図書館活動をリー
ドしてきている。
さらに、選書委員会をもち、選書の公正を図っている。選書については、教員の
選定に加え、学生からのリクエスト制度を持ち、学生のニーズを把握した収書を心
がけている。また、図書館への意見箱等により、利用者の声を大切にする姿勢も心
がけている。
【エビデンス集・資料編】
【資料 2-9-1】校地、校舎の面積

【データ編 表 2-18 表 2-22】と同じ

【資料 2-9-2】講義室、演習室、学習自習室等の概要
【資料 2-9-3】2015 大学案内・pp.42-43

【データ編

表 2-20】と同じ

【資料 F-2】と同じ

【資料 2-9-4】こども教育宝仙大学図書館規程
【資料 2-9-5】図書館報
【資料 2-9-6】Library Info.
【資料 2-9-7】図書館講演会案内資料
2-9-②

授業を行う学生数の適切な管理

本学では、教育効果の向上および授業における細やかな指導を目的として、少人数の
クラスを編成している。たとえば、演習科目は定員 100 人の学生を 3 つの班に分けて授
業を行っている。また、1 年次「基礎ゼミ」と 2 年次「保育実践演習Ⅰ」、「保育実践演
習Ⅱ」は 6 分割、3 年次「専門研究ゼミⅠ（購読と発表）」、
「専門研究ゼミⅠ（調査と発
表）」と 4 年次「専門研究ゼミⅡ(卒業研究の基礎)」、
「専門研究ゼミⅡ（卒業研究の完成）」
は 12 分割している。
「音楽演習（基礎）
」
、
「音楽演習（応用）」および「器楽演習（基礎）
」
、
「器楽演習（応用）
」は能力別に 12 分割している。履修クラス等の詳細は、授業開講前
に学生への周知を徹底している。【資料 2-9-8】
【エビデンス集・資料編】
【資料 2-9-8】ゼミ等クラス編成

【資料 2-2-6】と同じ
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（3）2－9 の改善・向上方策（将来計画）
本学は、前身である短期大学 1 号館および 2 号館の建て直しや 3・4 号館の改修工事
を実施し、平成 21(2009)年開学した。開学以降、4 号館空調設備の全面取替え更新や演
習室の視聴覚機器等設置、学内無線 LAN の追加敷設等計画的に整備を進めている。平
成 26(2014)年度も学生厚生施設の充実を図るため、中期経営計画において示された「大
学 5 号館」の新築に着手している。
今後は、中期経営計画による法人全体の財務計画のもと、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設備の取替更新等教育研究環境の施設設備整備を年
度ごとに実施していく。【資料 2-9-9】
【エビデンス集・資料編】
【資料 2-9-9】平成 26 年度中期経営計画・p.7

【資料 F-6】と同じ

［基準 2 の自己評価］
基準項目 2－1 から 2－9 までの自己判定の理由に基づき、総合的に基準 2 を満たして
いる。
本学は、建学の精神のもと、定められた教育目的を達成すべく「３つのポリシー」を
明確にし、充実した学生生活、時代のニーズに応えられる教育内容を確保している。
入学者受入れについては、入学試験の多様化、試験方法等の周知を図り、入試判定を
厳正に行っている。受け入れ数の維持については、概ね適正に維持できている。
授業は、保育者養成という教育の目的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、質の高い幼児教育・保育・児童福祉に関わる専門職の養
成および、高次な倫理観と豊かな教養、社会や時代の変化の中で生きるための総合的な
判断力を培うために「総合的基礎領域」および「総合専門領域」から体系的に編成して
いる。また、全ての学年において少人数のゼミナールを開講し、学問に対する意欲の向
上、コミュニケーション能力の促進を図っている。単位認定および卒業認定等は、学則、
学位規則等により基準を明らかにし、厳正に適用している。
就職支援に関しては、キャリアサポート委員会と就職資料室兼指導室、事務部学生課
が中心に行っており、ガイダンスや、各種研修会を開催するとともに、公務員試験対策
講座、ジョブサポーターによる個別相談等も実施している。その結果、平成 24(2012)
年度は 98％、平成 25(2014)年度は 100％の高い就職率を達成できた。
教育目的の達成状況を点検・評価するための工夫として、GPA 制度を設け、卒業判定
や教育実習・保育実習の受講条件、履修登録単位数の上限値等に利用している。
学生生活の支援として学生厚生委員会等の委員会、アドバイザー制度、事務部学生課、
学生相談室、保健室等が組織されている。
本学は、大学設置基準を上回る教員数と、資格関連の指定基準に即した教員を配置し
ている。教員組織編成方針とその採用、任用、昇任については、規程に定め適正に運用
される体制を整えている。
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FD 活動に関しては、FD 委員会において、「授業アンケート」、
「FD 研修会」、「公開
授業」
、「授業研究会」の 4 項目を中心に各委員会との連携をとりながら、教員の資質・
能力向上の取組みを計画し、実施している。
以上、本学は入学から卒業までの在学中の生活における社会性、人間性等をも含め、
総合的で適正な学修・育成を行っている。
今後の改善・向上方策については、各項目に記した個別の改善点に取り組むとともに、
カリキュラムの改善および学生の主体的な学修の促進について十分に検討し、教育の質
の向上を図り、社会のニーズにあった教育研究を行っていく。
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

学校法人宝仙学園（以下「法人」という。）は、「宝仙学園寄附行為（以下「寄附行為
という。）
」第 3 条に、「この法人は、教育基本法および学校教育法並びに私立学校法に
基づき、仏教精神に従い幼児教育、普通教育、大学教育を行い、有為な人材を育成する
ことを目的とする。
」と定め、その実現のため、「宝仙学園基本指針並びに行動基準（以
下「基本指針並びに行動基準」という。）」を規定している。【資料 3-1-1、3-1-2】
法人および「法人が設置する各学校および幼稚園（以下「各学校」という。）」は関係
法令並びに諸規則を遵守して社会的責任を果たし、より信頼される学校法人の確立を目
指し、誠実な学校運営をしている。【資料 3-1-3】
【エビデンス集・資料編】
【資料 3-1-1】宝仙学園寄附行為・第 3 条

【資料 F-1】と同じ

【資料 3-1-2】宝仙学園基本指針並びに行動基準
【資料 3-1-3】宝仙学園規則集目次

【資料 F-9】と同じ
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3-1-②

使命・目的の実現への継続的努力

法人は、法令および寄附行為第 12 条の規定に基づき、最高意思決定機関「理事会」
を設置し、また、第 18 条に規定する諮問機関「評議員会」を設置して法人の使命・目
的に即した議事運営を行っている。【資料 3-1-1】
同時に、法人および各学校における３か年を見通した中期経営計画を策定し、ローリ
ングプランとして連続性・継続性を確保するとともに、中期経営計画を作成する時点で
次年度の収支予算を策定しており、実践的な機能につなげている。
【資料 3-1-4、3-1-5】
これら計画の「策定と実行」および「点検と評価」を継続することにより、法人の使
命・目的の実現に向けた取り組みが継続的に行われる仕組みとなっている。
なお、中期経営計画および次年度収支予算が評議員会および理事会で承認された後、
理事長が毎年、法人および各学校の管理職全員に対し「学園経営理事長方針説明会」を
開催し、現況説明と理事長方針並びに各学校別の運営方針・重点施策を説明し、併せて
行動指針を示している。【資料 3-1-6、3-1-7】
【エビデンス集・資料編】
【資料 3-1-1】宝仙学園寄附行為・第 12 条、第 18 条 【資料 F-1】と同じ
【資料 3-1-4】平成 26 年度中期経営計画

【資料 F-6】と同じ

【資料 3-1-5】平成 26 年度収支予算書
【資料 3-1-6】平成 25 年度会議開催状況一覧表・p.1

【資料 F-10】と同じ

【資料 3-1-7】平成 26 年度学園経営理事長方針説明会の開催について
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

本学学則および諸規則は、学校教育法、私立学校法等関係法令に従い制定され、教職
員はこれらの規則や法令を遵守した職務を行っている。【資料 3-1-8、3-1-3】
各法令の改正による諸規則の改正や届出事項も遅滞なく行われている。大学は公的な
教育機関として、社会に対する説明責任を果たし、その教育の質を向上させる観点から
教育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 3-1-8】こども教育宝仙大学学則
【資料 3-1-3】宝仙学園規則集目次
3-1-④

【資料 F-3】と同じ

【資料 F-9】と同じ

環境保全、人権、安全への配慮

環境保全については、法人および各学校で平成 18(2006)年からクールビズ、エネルギ
ー節約運動等に取り組んでいる。
具体的な施策として教室、教員研究室等における照明、
空調、情報機器等のきめ細かな停止等の奨励、室温を 28 度に設定してのクールビズを
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継続している。
【資料 3-1-9】
人権については「基本指針並びに行動基準」、「宝仙学園セクシャル・ハラスメントの
防止等に関する規程」
、
「こども教育宝仙大学ハラスメント防止に関する規程」等を制定
し、その遵守については、一人ひとりに高い倫理性と教育機関の教職員としての責任あ
る行動を促すことで対応している。また、前述の諸規則の外、
「宝仙学園個人情報の保護
に関する規程」
、
「宝仙学園公益通報者保護規定」等も整備している。
【資料 3-1-2、3-1-10、3-1-11、3-1-12、3-1-13、3-1-14】
なお、
「いじめ防止対策推進法」への取り組みについても、法人として「いじめ対策指
針」を策定し各対象学校と連携し推進している。
安全への配慮としては「宝仙学園危機管理規定」を制定し、危機の発生防止に係る管
理体制の整備、発生した危機への対応等を行うこととしている。【資料 3-1-14】
大学では防災訓練として、学生および教職員の避難訓練を行うとともに、教職員は通
報連絡・避難誘導についての訓練も行っている。東日本大震災後の防災に対する啓発活
動として災害対策を『学生生活ハンドブック』の項目に加え、周知徹底している。
【資料 3-1-15】
【エビデンス集・資料編】
【資料 3-1-9】平成 26 年度「クールビズ」の実施について
【資料 3-1-2】資料宝仙学園基本指針並びに行動基準
【資料 3-1-10】宝仙学園セクシャル・ハラスメントの防止等に関する規程
【資料 3-1-11】こども教育宝仙大学ハラスメント防止に関する規程

【資料 2-7-4】

と同じ
【資料 3-1-12】宝仙学園個人情報の保護に関する規程
【資料 3-1-13】宝仙学園公益通報者保護規定
【資料 3-1-14】宝仙学園危機管理規定
【資料 3-1-15】学生生活ハンドブック 【資料 F-5】と同じ
3-1-⑤

教育情報・財務情報の公表

大学では、学校教育法施行規則で示された教育研究活動等に関する情報の公表につい
て、学則第 3 条に基づき「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」
、教員組織、授業科目、授業の方法内容および評価方法、卒業認定
基準、学生生活支援体制等を公表している。これらは「大学案内」、｢授業ハンドブック｣、
『学生生活ハンドブック』等の刊行物や本学ホームページ上に公表している。
【資料 3-1-16、3-1-17、3-1-15、3-1-18、3-1-19】
法人の財務情報の公表は私立学校法第 47 条並びに平成 16(2004)年文部科学省高等教
育局私学部長通知に基づき制定された「宝仙学園財務書類等閲覧規程」を基に運用され
ている。
また、閲覧場所を設け開示し、法人ホームページにも公表している。
【資料 3-1-20、3-1-21】
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【エビデンス集・資料編】
【資料 3-1-16】こども教育宝仙大学学則・第 3 条 【資料 F-3】と同じ
【資料 3-1-17】2015 大学案内 【資料 F-2】と同じ
【資料 3-1-15】2014 年度版学生生活ハンドブック
【資料 3-1-18】授業ハンドブック 2014

【資料 F-5】と同じ

【資料 F-5】と同じ

【資料 3-1-19】大学ホームページ抜粋画面
【資料 3-1-20】宝仙学園財務書類等閲覧規程
【資料 3-1-21】宝仙学園ホームページ抜粋画面
（3）3－1 の改善・向上方策（将来計画）
大学・高等学校・中学校・小学校および幼稚園を運営する法人として、教育の質の確
保および学校法人としての社会的要請に対応すべく、経営の規律と誠実性については、
諸法令や諸規則に基づいた運営を継続していく。
また、経営の規律と誠実性を継続していくためにも、コンプライアンス意識の向上や
内部統制機能の充実を図り、今後も社会環境、教育研究環境の変化やニーズに即応し規
則の改正や必要な情報開示の充実に向けた活動を推進して経営にあたっていく。
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

理事会は法人の最高意思決定機関であり、年 7 回「4 月、5 月(2 回)、7 月、11 月、2
月、3 月」の定例理事会および必要に応じて臨時理事会を開催している。【資料 3-2-1】
理事会の議事内容は、
「宝仙学園理事会会議規則」第 2 条各号に規定し、具体的には
予算・決算・財産の管理運営・寄附行為や重要な諸規則の制定および改廃、設置する学
校運営の重要事項等を審議し決定する。監事は常に出席し、理事会、評議員会の運営状
況および理事の職務執行状況の監査を行っている。【資料 3-2-2、3-2-4】
理事定数は、寄附行為第 5 条により 7 人以上 10 人以内と定められており、選任区分
は、第 1 号理事「各学校長の互選 2 人以上 3 人以内」第 2 号理事「評議員の互選 2 人以
上 3 人以内」第 3 号理事「宝仙寺住職推薦の宝仙寺関係者で理事会の選任 2 人以上 3 人
以内」第 4 号理事「宝仙寺住職」となっている。理事の任期は 2 年で、理事長は、宝仙
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寺住職たる理事が就任する。平成 25(2013)年度は 8 人の理事が就任しており、そのうち
１人が常任理事として理事長の業務を補佐している。【資料 3-2-3】
平成 25(2013)年度理事会は、8 回開催され、出席率は 98％（意思表示出席を含めると
100％）、監事は 8 回全てに出席しており、円滑な理事会運営がなされ適切に機能してい
る。
【資料 3-2-1】
また、理事長は原則月 1 回「火曜会」を召集し、理事会への事前検討審議機関と位置
づけ、学外理事、学内理事および幼稚園長による意見集約を行い、法人運営の使命・目
的の達成に向けた体制を整備し、円滑な法人運営を行っている。【資料 3-2-5】
【エビデンス集・資料編】
【資料 3-2-1】平成 25 年度会議開催状況一覧表・p.1

【資料 F-5】と同じ

【資料 3-2-2】宝仙学園理事会会議規則・第 2 条
【資料 3-2-3】宝仙学園寄附行為・第 5 条

【資料 F-1】と同じ

【資料 3-2-4】宝仙学園監事監査基準
【資料 3-2-5】宝仙学園火曜会会議規程

【資料 1-3-1】と同じ

（3）3－2 の改善・向上方策（将来計画）
理事会は、法人、各学校長、学校外の有識者および会社等経営経験者等により構成さ
れ良好に機能している。また、理事以外の学校長も常に陪席することで現場の意見を
より広く取り入れており、これらの取り組みとやり方は今後も継続していく。
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

大学の重要事項を審議するために、大学運営会議を設けている（本学学則第 17 条）。
これは、本学の教育研究事項を主として審議する教授会の上位に位置づけられ、学園理
事会との意思疎通を円滑にするためでもある。【資料 3-3-1】
大学運営会議の主要な審議事項は、
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ア．大学運営に必要な連絡調整に関すること
イ．学則その他重要な規則の制定改廃に関すること
ウ．学部、学科その他重要な組織、施設等の設置および改廃に関すること
エ．教員人事に関すること
オ．教育研究活動の点検・評価に関すること
カ．学生の定員に関すること
キ. その他理事長および学長の諮問事項に関すること
等である。
大学運営会議は、学長、学部長、学科長、教務委員長、学生厚生委員長、図書館長、
事務部長、および学長が指名する教職員で構成され、学長が議長となる。
さらに、大学運営会議の具体的な運営に関しては、別に「こども教育宝仙大学運営会
議運営規程」
（以下「運営会議運営規程」という。）が定められている。【資料 3-3-2】
一方で、教育研究および組織に関わる重要事項を審議するために、教授会が置かれて
いる。構成は、教授、准教授、専任講師および助教であり、学部長が議長となる。
教授会の具体的な運営に関しては「こども教育宝仙大学こども教育学部教授会運営規
程」
（以下「教授会運営規程」という。）が別に定められている。【資料 3-3-3】
日常的な大学の業務に関しては、次項のとおり教務委員会、学生厚生委員会を初めと
する各種委員会が設けられており、原則として各月の第 2 週目の水曜日が大学運営会議、
第 3 週目の水曜日が教授会と設定されているために、それ以外の週の水曜日あるいは他
の曜日に、各委員会の会議が行われ、適宜、大学運営会議や教授会に向けての資料も作
成される。
【エビデンス・資料編】
【資料 3-3-1】こども教育宝仙大学学則・17 条 【資料 F-3】と同じ
【資料 3-3-2】こども教育宝仙大学運営会議規程
【資料 3-3-3】こども教育宝仙大学こども教育学部教授会運営規程
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

本学の学長は、学園の理事・評議員でもある。また、各月にそれぞれ火曜会、学内理
事検討会、校長会が定期的に開かれ、学園内の各学校との情報交換、意思疎通が行われ
ている。学園全体として必要な報告事項、審議事項は、定められた評議員会・理事会で
承認・決定され、大学学長もそれに関する権限と責任を負っている。【資料 3-3-4】
学内の重要な事項に関しては、3-3-①のとおり大学運営会議で審議し、学長はその議
長となってリーダーシップを発揮している。
また、学内の委員会の中では、学長直属として、自己点検・評価委員会、FD 委員会、
外部評価委員会、広報委員会、入試委員会、研究委員会、ハラスメント防止委員会、図
書館委員会、障害学生支援委員会、課外プログラム委員会、社会貢献・地域連携室、地
域子育て支援室、カリキュラム改革ワーキンググループを設置している。
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さらに平成 25(2013)年度には、学長がより適切なリーダーシップを発揮できるように
するため、新たに「学長室会議」が学長直属の諮問機関として新設された。その任務は、
ア．緊急の案件に学長が迅速に対処できるよう助言すること
イ．本学の将来構想について検討すること
ウ．大学運営会議に諮る議題を整理すること
にあり、メンバーは学部長、学科長、教務委員長、事務部長、および必要に応じて学長
が指名する者から構成されている。
このほかにも平成 25(2013)年度には、学長直属のカリキュラム改革ワーキンググルー
プが設置されて、大学開設以来 4 年間維持されてきたカリキュラムの見直しと改善策の
策定に着手している。
【エビデンス集・資料編】
【資料 3-3-4】平成 25 年会議開催状況一覧表

【資料 F-10】と同じ
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図 3-3-1 平成 26(2014)年度大学委員会組織図
（3）3－3 の改善・向上方策（将来計画）
第一に、自己点検評価活動および外部評価活動を今後も推進し、問題点を洗い出し、
改善策を講じ、その結果を検証することに努める。
第二に、大学運営会議を中心にして、平成 25(2013)年度に新設した学長室会議とカリ
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キュラム改革ワーキンググループを有効に活用し、大学運営の改善・向上を図ることで
ある。
大学の、日々の運営に関しては、毎月 1 回の大学運営会議、教授会が円滑に機能する
ように、学長は、学長室会議を活用して、学部長・学科長・教務委員長・事務部長との
連携、意思疎通を十分に行う。
さらに、今後の「将来構想」についても、学長の諮問機関である学長室会議の提言を
うけて、学長は大学運営会議との連携を図りながら、本学が掲げる教育目標と社会的使
命の実現にむけてリーダーシップを発揮していく。
そのためには学園全体の理解と協力が不可欠で、学長は、学園全体と大学との意思疎
通をより滑らかにしていく。学長は、毎月開かれる火曜会、学内理事検討会、校長会の
中で、大学の実情を適宜報告し、大学の独自なあり方にも理解を求めていくよう積極的
に発言をする。
また、学園の各学校の動向・状況に関しては、学長は大学運営会議や教授会で報告し、
学園全体の状況についても、大学内で共有できるよう努める。
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

ア．法人と大学とのコミュニケーション
最高意思決定機関である理事会に上程する議事項目・法人および各学校における
重要事項は、原則月 1 回、理事長、常任理事、外部理事、各学校長、幼稚園長およ
び本部事務局長が出席する「火曜会」で協議され法人と各学校間のコミュニケーシ
ョンが図られている。【資料 3-4-1】
評議員会には、理事長、常任理事、外部理事とともに学長および学部長が評議員
として法人および各学校の重要事項の諮問に参画している。
理事会や評議員会での審議・諮問事項、火曜会での協議・報告事項は大学におい
ては教授会等で、学長から速やかに大学教学部門および事務部門に通達・周知され
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大学の運営に活かされている。【資料 3-4-2】
【エビデンス集・資料編】
【資料 3-4-1】宝仙学園火曜会会議規程
【資料 3-4-2】平成 25 年度会議開催状況一覧表

【資料 F-10】と同じ

イ．大学と法人および各学校とのコミュニケーション
法人では原則月 1 回、理事長、常任理事、各学校長、幼稚園長および本部事務局
長が出席する｢学内理事検討会｣および「校長会」が開催され、学則第 17 条に基づ
く｢大学運営会議｣および同 18 条に基づく｢教授会｣の審議事項や検討事項について
学長から報告を行い、各学校との意見交換や情報提供を行いお互いの意思疎通を図
っている。
【資料 3-4-3、3-4-4、3-4-5、3-4-6、3-4-7、3-4-8】
【エビデンス集・資料編】
【資料 3-4-3】宝仙学園学内理事検討会会議規程
【資料 3-4-4】宝仙学園校長会会議規程

【資料 1-3-2】と同じ

【資料 1-3-3】と同じ

【資料 3-4-5】こども教育宝仙大学学則・第 17 条、第 18 条
【資料 3-4-6】こども教育宝仙大学運営会議運営規程

【資料 F-3】と同じ

【資料 3-3-2】と同じ

【資料 3-4-7】こども教育宝仙大学こども教育学部教授会運営規程

【資料 3-3-3】

と同じ
【資料 3-4-8】平成 25 年度会議開催状況一覧表・p.3

【資料 F-10】と同じ

ウ．法人と大学事務部門とのコミュニケーション
原則として月 1 回開催される｢事務長会｣には、法人から事務局長、総務課長、経
理課長（管財課長兼務）
、大学から事務部長、各学校事務室から事務長が出席し、予
算、管財、学事報告、連絡等、事務部門の管理運営について協議している。
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

理事会は、法人の最高意思定機関であり、「宝仙学園理事会会議規則」第 2 条に定め
る重要議事を審議する。大学からの提出議案は、学長から大学運営会議および教授会で
の審議内容報告等も含め説明が行われる。【資料 3-4-9】
寄附行為第 5 条により、監事は 2 人を選任している。監事の職務は、｢宝仙学園監事
監査基準｣に基づき行われ、理事会・評議員会にも毎回出席するとともに、毎年 3 回監
事への経営報告会を設け、各学校および本部事務局の業務監査のための情報提供を行な
いながら確実な監事業務を執行しており、ガバナンスの機能性は保たれている。
【資料 3-4-10】
また、評議員も寄附行為第 18 条及び第 22 条に基づく選任区分により、定数は 19 人、
平成 25(2013)年度は定数と同数の 19 人が就任している。評議員会の出席状況は、回答
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書出席を含め 91％の出席率である。評議員会には、予算、中期経営計画、役員の選任お
よび補正予算等の重要事項を諮問しておりガバナンスに支障はない。
【資料 3-4-10、3-4-11】
【エビデンス集・資料編】
【資料 3-4-9】宝仙学園理事会会議規則・第 2 条

【資料 3-2-2】と同じ

【資料 3-4-10】宝仙学園寄附行為・第 5 条、第 18 条、第 22 条 【資料 F-1】と同じ
【資料 3-4-11】平成 25 年度会議開催状況一覧表・p.1
3-4-③

【資料 F-10】と同じ

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

理事長は理事会、評議員会、その他理事長が招集する諸会議の運営や、中期経営計画・
収支予算の策定等、法人の重要事項決定に際し、各学校の諸提案を盛り込み法人経営を
円滑に行い、常に法人の経営に対し適切なリーダーシップのもと法人を運営している。
さらに理事長は、1 月の賀詞交歓会で全教職員に対し法人が進むべき方向性を示し、2
月には学園経営理事長方針説明会を開催し、管理責任者に対して中期経営計画等法人の
重要事項および次年度の理事長方針について説明し、法人経営のリーダーシップを発揮
している。
【資料 3-4-12、3-4-13、3-4-14】
大学では教職員からの提案を法人の運営に生かすために、教員と事務職員で構成して
いる各委員会等の提案事項を「教授会」、「大学運営会議」で審議し、理事長が招集する
諸会議で報告協議している。
また、各種稟議必要事項について理事長の承認を求める機能として、
「宝仙学園稟議規
則」により稟議の区分、事項等を定め遅滞なく申請できる体制を整えている。
【資料 3-4-15】
【エビデンス集・資料編】
【資料 3-4-12】平成 26 年度中期経営計画

【資料 F-6】と同じ

【資料 3-4-13】平成 26 年度収支予算書
【資料 3-4-14】平成 26 年度学園経営理事長方針説明会の開催について（お知らせ）
【資料 3-4-15】宝仙学園稟議規則
（3）3－4 の改善・向上方策（将来計画）
法人の管理運営を円滑に行うため、各学校間のコミュニケーションの円滑化、情報の
共有化や問題解決のための連携が重要であり、これらの機能をより発揮できる体制を構
築していく。監事監査については、経営報告会を設け、業務監査内容が充実されたが、
監査支援はまだ不十分であると捉えており、本部事務局による監査支援体制の整備を推
進する。
また、大学に対する社会のニーズに応え、必要とされる人材を育てるため、教育の改
革と充実に常に取り組み、実施をしていかなければならない。そのためには、教学部門
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と管理部門の連携が不可欠であり、各部門の機能の一層の充実、活性化を図っていく。
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。」
（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

法人の事務組織は、職制、職務および事務分掌について必要事項を定め、法人の円滑
な管理運営を図ることを目的とした｢宝仙学園事務組織規則｣により効率的に業務が行わ
れている。
【資料 3-5-1】
【エビデンス集・資料編】
【資料 3-5-1】宝仙学園事務組織規則
3-5-②

業務執行の管理体制の構築とその機能性

法人は、統括組織として本部事務局を設け、総務課、経理課および管財課等が、法人
全体の管理部門として企画立案、学校間の調整、法人全体事項の対外折衝窓口等として
機能している。
大学は、学長の管轄下に大学事務部を置き、事務部長を責任者として企画課、教務
課、学生課の 3 課体制で業務を行っている。教学部門の重要な会議である「大学運営会
議」、「教授会」にも、常時担当職員が出席し情報を共有している。また、運営上必要な
各委員会組織にも事務職員が構成員として参画し、企画提案や協議事項等に関与してい
る。
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3-5-③

職員の資質・能力向上の機会の用意

法人は、新規採用者に対して年度当初に「新任者研修」を実施し、法人の基礎的な事
項について周知している。また、法人内の各事務部門に各種研修の開催案内の情報提供
を行っている。
【資料 3-5-2】
事務職員の資質・能力向上については、業務の専門性を高めるとともに、発生する諸
案件に的確に対応できる能力を涵養するため本部事務局並びに各学校においてもその
ニーズを検討し、私学団体や関係省庁の研修会へ参加することによりスキルアップを図
っている。
【エビデンス集・資料編】
【資料 3-5-2】平成 26 年度新人者研修の実施について
（3）3－5 の改善・向上方策（将来計画）
法人および各学校の運営には、事務職員の共働が不可欠であり、常に変化する社会の
ニーズに対応するためにも、高度な知識や対応力が求められている。そのため、事務職
員の人事制度の改正を平成 25(2013)年度から施行したが、資質・能力の向上を法人とし
て高める研修体制の整備を加速し、成果をさらに高めていきたい。
また、大学事務職員にとっても教育の観点からの指導力が必要であり、SD(Staff
Development)を充実させ、事務職員が積極的に学内の改革に役立つことができるよう方
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策を講じていく。
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

ア．外部環境も含めた諸情勢に素早く対応すべく、法人および学校ごとに 3 か年の
中期経営計画を策定し実行している。さらに毎年度実績を検証し、向こう 3 か年
の中期経営計画の見直しを行うことにより適切な財務運営が確立されている。
【資料 3-6-1】
【エビデンス集・資料編】
【資料 3-6-1】平成 26 年度中期経営計画

【資料 F-6】と同じ

イ．法人では、平成 21(2009)年 4 月に 4 年制大学を開学、平成 22(2010)年 4 月に
従来あった短期大学を廃止した。併せて女子のみであった中学高等学校に平成
19(2007)年 4 月男女共学コースを開設した。
上述の学校改革プロジェクトは完成年度にいたるまで長期間を要したが、それ
ぞれの学校の学生・生徒の募集は順調に推移し定員を確保できた結果、学納金等
が増収となり財務体質も大きく改善した。【資料 3-6-2、3-6-3】
【エビデンス集・資料編】
【資料 3-6-2】消費収支計算書関係比率(法人全体過去 5 年間)

データ編【表 3-5】と

同じ
【資料 3-6-3】消費収支計算書関係比率(大学単独過去 5 年間)

データ編【表 3-6】と

同じ
ウ．法人の経年的な設備計画は、施設・設備の老朽化対策も含め策定しており、一
時期に多額の資金需要が集中しないよう財務運営の安定化を図っている。

62

こども教育宝仙大学

3-6-②

財務基盤の確立と収支バランスの確保

短期大学の廃止により一時期、帰属収支差額に赤字が生じたが、大学および男女共学
の中学高等学校が順調に業容を拡大したことにより、帰属収支差額は法人で平成
23(2011)年度以降、大学は平成 24(2012)年度以降それぞれ黒字に転換した。各学校の入
学定員は確保できており、当面収入面での不安はない。
また、支出面では人件費比率が平成 25(2013)年度で法人 59.3%、大学 57.7%とやや高
いが、ここ 5 年間でそれぞれ経年的に低下してきているので、収支バランスに問題はな
い。
【資料 3-6-2、3-6-3】
【エビデンス集・資料編】
【資料 3-6-2】消費収支計算書関係比率(法人全体過去 5 年間)

データ編【表 3-5】

と同じ
【資料 3-6-3】消費収支計算書関係比率(大学単独過去 5 年間)

データ編【表 3-6】

と同じ
（3）3－6 の改善・向上方策（将来計画）
ア．安定的な財務基盤の確立には入学者の安定的確保が最大の要因である。そのた
めには教育・研究の質の向上に努め、社会に貢献できる学校運営をしなくてはな
らない。
イ．加えて外部資金の取り込みも重要である。寄附金募集に注力し恒常的に外部資
金を取り入れる。また補助金については経常費補助金にとどまらず、特別補助金
の積極的な獲得を推進する。
ウ．財務運営の安定化を図るため、支出面では総人件費の抑制や管理経費の削減に
努め、また施設・設備の取得・取替え更新は、より緻密な計画のもとに実行する。
以上のことにより財務基盤のより一層の強化を図る。

63

こども教育宝仙大学

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

ア．私立学校法、学校法人会計基準、学園経理規定等に則り本部事務局、学校事務部・
事務室が適正に会計処理を行っている。【資料 3-7-1、3-7-2】
イ．学納金、寄附金等の資金の受け入れおよび経費の支払等は、すべて学校会計を通し
適切に行われている。
ウ．会計処理の錯誤防止のため、会計処理の伝票起票時に作成担当者と証印者以外の
者による内容の精査が行われている。
さらに、会計に係るデータ入力処理後、会計元帳が月次ごとに本部事務局から各学
校事務部・事務室へ回付され、そこにおいて再度会計処理の内容が精査されている。
【エビデンス集・資料編】
【資料 3-7-1】宝仙学園経理規定
【資料 3-7-2】宝仙学園経理規定施行細則
3-7-②

会計監査の体制整備と厳正な実施

ア．監査は私立学校法および法人の規定に基づく監事による監査、ならびに私立学
校振興助成法に基づく監査法人による会計監査が実施されている。
平成 25(2013)年度の監事監査は業務状況

(理事会へ 8 回、評議員会へ 5 回そ

れぞれ出席、監事への経営報告会は 3 回実施)

と財産状況（2 回）の監査が実施

された。
平成 25(2013)年度の監査法人による会計監査は 16 回（3 人体制）行われた。
【資料 3-7-3、3-7-4、3-7-5】
イ．監事による平成 25(2013)年度の監査報告は平成 26(2014)年 5 月 23 日開催の理
事会において業務状況および財産状況はともに「適正である」との報告がなされ
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た。
監査法人による平成 25(2013)年度の独立監査人の監査報告書は「適正である」
として平成 26(2014)年 5 月 30 日付けで法人へ報告がなされた。
【資料 3-7-6】
ウ．年度当初に法人と監査人と打ち合わせが行われ監査計画書「法定監査日程表」
が作成され、また監査人と監事との情報および意見の交換も行われている。
【資料 3-7-5】
【エビデンス集・資料編】
【資料 3-7-3】宝仙学園監事監査基準

【資料 3-2-4】と同じ

【資料 3-7-4】平成 25 年度会議開催状況一覧表・p.2

【資料 F-10】と同じ

【資料 3-7-5】法定監査日程表
【資料 3-7-6】監査報告書
【資料 3-7-7】独立監査人の監査報告書
（3）3－7 の改善・向上方策（将来計画）
事務職員の規律や会計知識の向上を図るとともに、監査法人と監事との連携を深め
ることにより監査の有効性を高め、今後もより適正な会計処理が行われるよう努める。
［基準 3 の自己評価］
基準項目 3-1 から 3-7 までの自己判定の理由に基づき、総合的に基準 3 を満たしてい
る。
法人は、使命・目標実現のため関係諸法令や諸規則を遵守し、法人としての役割を果
たすため最高意思決定機関である「理事会」の基に機能している。学長は理事長と良好
なコミュニケーションをとり、大学運営会議、教授会による経営・運営を行っている。
また、中期経営計画を毎年度策定し、年度ごとに点検したうえで次年度以降の事業計
画を立案し将来に向けた目的実現に努力している。
大学設置認可時に予定した施設設備計画も順調に完了し、収容定員も 101％を確保し
安定しつつある。また、法人内の各学校の改革も良好で、法人収支バランスは安定して
きており、
重大な問題点はない。
今後も安定した財務基盤の確立のため組織の体制強化、
職員の資質向上に向け努力していく。
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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

本学は、
「こども教育宝仙大学自己点検・評価規程」（以下「自己点検・評価規程」と
いう。）に基づき自己点検・評価委員会を設置している。【資料 4-1-1】

委員は、各委

員会の委員長および事務部担当者で構成されている。平成 24(2012)年度より学科長が委
員に加わり、委員会は組織の充実とともに、委員長のリーダーシップの下、用意周到に
自己点検・評価活動を実施している。
具体的な自己点検・評価項目としては、日本高等教育評価機構の大学評価基準に準拠
した項目を設定して、点検・評価を行っている。また、授業アンケート、学生生活に関
するアンケート調査も毎年実施している。
自己点検・評価の結果は、
『自己点検評価報告書』としてまとめ、 全教員に配付して
いる。各自がここに記載された内容を熟知し、詳細に分析して、改革・改善すべき点は
直ちに実行し、より高次の目標を設定して努力することになる。自己点検評価による改
善の結果は、再び次回の自己点検・評価において総括する。また、
『自己点検・評価報告
書』
、『学生による授業評価と授業改善のためのアンケート結果』、
『外部評価報告書』等
をホームページで公表することで、外部からも忌憚の無い意見をいただき、本学の活動
の更なる発展に役立てている。【資料 4-1-2、4-1-3、4-1-4、4-1-5】
自己点検・評価書における「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」は「社会貢献」とし、
「大学が持っている人的資源の活用と地域への提供」
および「教育活動を通じた地域貢献」を基準項目とする。
【エビデンス集・資料編】
【資料 4-1-1】こども教育宝仙大学自己点検・評価規程

【資料 1-2-7】と同じ

【資料 4-1-2】ホームページ・大学案内/情報公開/自己点検・評価活動
【資料 4-1-3】ホームページ・大学案内/情報公開/FD 活動
【資料 4-1-4】ホームページ・大学案内/情報公開/外部評価
【資料 4-1-5】外部評価報告書
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4-1-②

自己点検・評価体制の適切性

本学の自己点検・評価については、学則第 2 条において「本学は、教育研究水準の向
上を図り、前条の目的および社会的使命を達成するために、本学における教育研究活動
等の状況について、自ら点検および評価を行うものとする。」と定めている。
【資料 4-1-6】
また、同条第 3 項では、「第 1 項の点検および評価の項目並びに実施体制については、
別に定める。」とある。自己点検・評価を恒常的に実施するための体制として「自己点
検・評価規程」において、自己点検・評価の項目、自己点検・評価委員会の設置、構成
について定めており、教育・研究や管理運営面等、本学の全般的な活動状況の改善向上
を図るために、学部長を委員長とする「自己点検・評価委員会」が構成されている。
自己点検・評価委員会は、自己点検・評価の実施や、自己点検・評価結果の活用、公表
に関する業務等を取り扱う。点検項目ごとの自己点検・評価活動については、教職員協働
を原則として、項目ごとに適任者を選び、実施している。
自己点検・評価の実施および認証評価の受審にあたっては、より機能性および適切性が
図られるように、図4-1-1のような体制を組むこととした。
以上により、大学の改善・向上を目的に、自己点検・評価を恒常的に推進する体制が整
備され、実施が適切に行われている。

図4-1-1 自己点検・評価書作成、認証評価受審の体制
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【エビデンス集・資料編】
【資料4-1-6】こども教育宝仙大学学則・2条 【資料F-3】と同じ
4-1-③

自己点検・評価の周期等の適切性

「学校教育法」による大学機関別認証評価の周期は 7 年以内毎と定められている中、
本学では初回の認証評価を日本高等教育評価機構の受審として平成 26(2014)年度に実
施する。自己点検・評価規程第 8 条には、教育研究に関る自己点検・評価は各年度に実
施するよう記されている。すなわち、教員の研究・教育活動状況、研究費の執行状況（資
料：研究報告書様式）、科学研究費の採択状況（資料：研究委員会科研費一覧）等の把
握である。これらは、教育研究活動の質の保証のためにも当然のことと考えて実施して
いる。【資料 4-1-8、4-1-9、4-1-10】
また、全般にわたる自己点検・評価は、数年に一度行うとしているが、平成 25(2013)
年度、平成 26(2014)年度と連続して実施した。
平成 25(2013)年度の自己点検・評価については「こども教育宝仙大学外部評価規程」
に基づき平成 24(2012)年度の実績について外部評価を受けた。【資料 4-1-7】 この結
果は、ホームページにおいて公開している。
平成25(2013)年度の自己点検評価を以って、平成26(2014)年度認証評価を受審するこ
とした。これは、評価の周期の6年目にあたり1年間の猶予を持つことで、受審周期とし
ては適切である。
【エビデンス集・資料編】
【資料 4-1-7】こども教育宝仙大学外部評価規程
【資料 4-1-8】研究計画書様式

【資料 2-8-5】と同じ

【資料 4-1-9】研究報告書様式

【資料 2-8-6】と同じ

【資料 4-1-10】研究委員会報告
（3）4－1 の改善・向上方策（将来計画）
第１回目の外部評価については、大学および法人部門、教育・研究部門のどれにも偏る
ことなく力点をおき、自己点検・評価活動を実施した。それは、外部評価の結果をよりよ
い形で大学の改善・改革につなげたいとする外部評価受審前の強い願いからであり、改善
活動は一部の限られた担当者によるものではなく、より多くの教職員が同じビジョンをも
って活動に参加することが重要であり、個々の任務や業務の改善が結果的に大学全体のレ
ベルアップにつながるものと確信しているからである。
一方、改善・向上を主眼とした活動においては、とかく大学がさらに伸ばそうとする強
みの部分や、強化を図ろうとする弱みの部分に偏りがちになり、全体を俯瞰した姿勢を保
つことが難しくなる。規則の整備や関連の法令の改廃や社会の変化が激しくなりつつある
昨今、たとえ改善の必要性が低いとされる項目でも、定期的に項目全般について点検・評
価していく。
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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

平成 25(2013)年度より作成している『自己点検・評価報告書』は、表 4-2-1の縦軸に示
す検討機関毎に、委員会および関係部門の長が執筆し、自己点検・評価委員会において記
載内容の根拠や妥当性についての検討を経ている。
基準項目によっては、事実の状況を説明する資料、関連データ、またアンケート等の分
析結果や関連の諸規則等を用いており、その内容はさまざまである。中には、その客観性
を1つの資料で示すことが困難で、数種類の資料等をエビデンスとしている評価の視点も
ある。エビデンスは、基準項目ごとの客観性・適切性を裏づける資料の概要をまとめたも
ので、この『自己点検評価報告書』が基本的に客観性の高いエビデンスを根拠として点検・
評価していることを示している。
以上、本学では、自己点検・評価において、エビデンスに基づいた透明性の高い自己点
検・評価を実施している。
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表4-2-1 自己点検・評価検討機関と基準項目の対応
基準A
基準１

基準2

使命・目的等

検討機関名

基準3

学修と教授

基準4
社会貢献・
自己点検・評価 地域との
連携

経営・管理と財務

1-1

1-2

1-3

2-1

2-2

2-3

2-4

2-5

2-6

2-7

2-8

2-9

3-1

3-2

3-3

3-4

3-5

3-6

3-7

4-1

4-2

4-3

B-1

B-2

使
命
・
目
的
及
び
教
育
目
的
の
明
確
性

使
命
・
目
的
及
び
教
育
目
的
の
適
切
性

使
命
・
目
的
及
び
教
育
目
的
の
有
効
性

学
生
の
受
入
れ

教
育
課
程
及
び
教
授
方
法

学
修
及
び
授
業
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ョ
ン
と
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ナ
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ス

大学運営会議
学長室会議
外部評価委員会
教授会

審議・決定機関

自己点検・評価委員会
教務委員会
┗教職課程・保育士養成課程委員会

学生厚生委員会
┗学生相談室運営委員会
キャリアサポート委員会
実習委員会
┗教育実習担当
┗保育実習担当
FD委員会
委員会

外部評価委員会
広報委員会
┗学生募集担当
┗ホームページ担当
入試委員会
┗入試実施小委員会
研究委員会
図書館委員会
ハラスメント防止委員会
障害学生支援委員会
課外プログラム委員会

共同利用機関

ﾜｰｷﾝｸﾞﾞG

社会貢献・地域連携室
地域子育て支援室
カリキュラム改革WG
教務課

事務部

学生課
企画課

図書館
法人

4-2-②

司書課
経理課
総務課

現状把握のための十分な調査・データの収集と分析

『自己点検評価報告書』の執筆に際しては、検討機関毎に現状把握のため調査・データ
収集を独自に実施している（表4-2-1参照）。平成24(2012)年以来、学生厚生委員会が毎年
実施している「学生生活満足度調査」は、学生生活の実態を把握するための重要なデータ
となっている。また、平成21(2009)年度からFD委員会による『授業アンケート』および
『FD活動報告書』は、教育目的を実現するための有効な役割を果たしている。
【資料4-2-1】
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さらに平成25(2013)年度は「TAに関する希望調査」、平成26(2014)年度は「教育課程に関
するアンケート調査」等を実施している。【資料4-2-2】
また、入試に関する部署、広報委員会の学生募集担当においては、当該部署で取り扱う
情報の範囲だけでなく、学生の入学から卒業までに関係する情報を収集し、分析している。
このように本学では、検討部署毎に行う定期的な調査や必要に応じて実施するアンケー
ト調査等に基づいて、現状把握のためのデータの収集と分析を行っている。これらの情報
は、大学の改善計画を検討する際に、設定される課題の根拠となり得る重要なものである。
以上により、それぞれの状況把握を目的として、検討機関単位、または必要に応じて
複数の検討機関の連携・協力体制により、十分な調査やデータの収集・分析が行なわれ
ている。
【エビデンス集・資料編】
【資料 4-2-1】平成 25 年度 FD 活動報告書 【資料 2-8-8】と同じ
【資料 4-2-2】教育課程に関するアンケート調査
4-2-③

自己点検・評価の結果の学内共有と社会への公表

『自己点検評価報告書』は、学内においては全教員、事務部各課に配付する。学外への
配付は行っていないが、図書館に納めて自由に閲覧できるようにしているほか、平成
25(2013)年度からは本学ホームページにて公表している。
また、平成25（2013）年度に第三者評価（外部評価）を実施し、この結果は『こども
教育宝仙大学外部評価報告書』としてとりまとめ、本学ホームページにより公表している。
【資料4-2-3】
このほか、年度始め4月の教授会では、学長が、前年度の自己点検・評価の結果に基づ
いて、当該年度の教育研究活動の方針を全教職員に伝え、現状認識の学内共有を図ってい
る。
以上、本学では、自己点検・評価の結果を、報告書の配布・閲覧、本学ホームページに
よって、学内共有と社会への公表をしている。
【エビデンス集・資料編】
【資料4-2-3】ホームページ・大学案内/情報公開/外部評価 【資料4-1-4】と同じ
（3）4－2 の改善・向上方策（将来計画）
本学の自己点検・評価活動において、点検・評価のエビデンスとなる調査・データの目
的設定や利用方法は検討機関組織の独自の判断に委ねられている。各検討組織が全学の現
状をエビデンスに基づいて総体として把握するためには、調査データを一元的に収集する
ための部署、あるいは機能の設置が必要である。
自己点検・評価に関する、大学の全体像を見渡した分析および判断は、学長室会議、大
学運営会議等によって行っているのであるが、現状把握のための調査・データの収集と管
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理は、学修、学生生活支援、保健等、項目ごとに関係する委員会、担当者に任されている。
そのため、調査・データへのアクセスが不便だという課題がある。たとえば、現在はあま
り機能していない学生台帳の内容を追加、変更したり、調査・データを集約、一元化する
等、アクセスしやすいシステムを構築する必要がある。この点については、自己点検・評
価委員会を中心に、より効率的な実態把握の機能を強化する。【資料4-2-4】
【エビデンス集・資料編】
【資料 4-2-4】学生台帳様式
4－3

【資料 2-3-5】と同じ

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

大学を改革し、発展させるために行う、目標設定、実践、点検・評価、改善のいわゆる
PDCAサイクルの中で最も必要なことは、全学を挙げて達成しようとする改善・向上に向
けた不断の努力だけではなく、PDCAサイクルを機能的に回していくことのできる仕組み
づくりも大切である。
本学では、前年度の自己点検・評価の結果から課題を分析し、法人との連携で重点的
な課題について理解を深め、改善の方策を提案している。自己点検・評価の結果をもと
に、重点課題については、学長、学部長、学科長、教務委員長、事務部長で構成される
学長室会議で「中期経営計画」を策定し、法人の「中期経営計画部門別検討会」に報告
し、検討している。【資料 4-3-1】
委員会および各部門の各検討組織においては、年度末の総括が「自己点検・評価」に
反映されると同時に、課題の抽出、改善の方策が提案され、新たな活動目標に向けて活
動をスタートさせている。全学的な検討を要する基本的課題は、大学運営会議に付託さ
れ論議される一方、関連性の強い委員会や担当者に委任される。また、必要に応じてカ
リキュラム改革ワーキンググループのような、学長直属の作業部会が編成される。
「目標挑戦シート」を用いた教員の個人別教育研究業務計画の達成状況は、学長、学部
長との面談等を通じて、年度当初に達成目標設定、学期毎の進捗状況の確認および目標の
微調整、年度末総括が行える仕組みになっている。【資料4-3-2】
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さらに、年度末には学部長が作成する年次報告を学長に提出し、総括評価を確認してい
る。【資料4-3-3】
【エビデンス集・資料編】
【資料 4-3-1】平成 26 年度中期経営計画・pp.4-8
【資料 4-3-2】目標挑戦シート

【資料 F-6】と同じ

【資料 2-8-4】と同じ

【資料 4-3-3】平成 25 年度年次報告書
（3）4－3 の改善・向上方策（将来計画）
本学は、自己点検・評価委員会を中心に自己点検・評価を行っている。毎年実施する
「自己点検・評価活動」とともに、3 年間の「中期経営計画」を毎年策定している。
1年間の自己点検・評価活動においては、主に本学の全般的な活動状況について、学
校教育法や大学設置基準あるいは関連法令等に照らし合わせ、大学の運営に関して法令
上の問題等はないか、求められる基準を満たしているか等、基本的部分での点検・評価
を重視している。改善に向けての活動も、年度単位あるいはさらに短い期間での活動を
行っている。
一方、3年間を見通した「中期経営計画」では、中期的な視点に立って暫時計画的に改
善・改革を進めている。
自己点検・評価活動も「中期経営計画」の活動も、本学の発展・向上には重要な活動
であり、今後もそれぞれの特徴を十分考慮し、その関係をさらに効果的に深めながら、
推進していきたい。
長期的には、教育研究をはじめ大学運営の質の向上を常に追求する仕組みを構築して
いくためにも、これらの活動を通して、点検・評価・改善の習慣を大学内に定着させて
いきたいと考えている。
［基準 4 の自己評価］
基準項目 4‐1 から 4‐3 までの自己判定の理由に基づき、総合的に基準 4 を満たして
いる。
大学における教育の質の保証を考える上で、自主性・自律性は重要な要素である。改
善・向上に向けた取り組みとしての自己点検・評価は、本学にとって重要な活動である
とともに、大学の自主性が強く求められる活動でもある。受身ではなく、自発的に実施
することで、本学の使命・目的に即した質の高い自己点検・評価活動を展開していくこ
とができる。
大学基本理念の具現化を追求し、また使命・目的を高いレベルで達成するために、本
学独自の自己点検・評価方法を常に整備し、また自己評価に基づく改善・向上に向けて
の活動を恒常化することは、本学にとって極めて重要なテーマである。
評価の体制は、教員と事務職員により構成される自己点検・評価委員会を中心に、全学
的な体制で実施している。
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自己点検・評価の中でも、とくに重要な部分の評価・判定を行なう際には、その根拠と
なる関連資料やデータをエビデンスとして明示し、客観性・透明性を確保している。業務
ごとの現状を把握するために実施するさまざまな調査や、情報の収集・分析の重要性は誰
もが理解するところであり、必要性に応じてそれぞれの検討組織で実施している。
自己点検・評価および認証評価の結果については、ホームページにおいて公表する。外
部評価についても公開している。
自己点検・評価活動の主旨とその重要性を十分に理解したうえで、独自の評価項目につ
いては、本学の使命・目的の達成を図るべく、「社会貢献・地域連携」を独自基準に設定
した。

74

こども教育宝仙大学

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・地域連携
A－1

大学が持っている物的・人的資源の社会への提供

本学は、幼稚園・保育所等で行われている幼児教育・保育と、地域において提供され
ている多様な子育てサービスを連携させながら、総合的に両者の質の向上を図ることを
基本とし、教職員・学生による地域密着型の社会貢献を目指している。本学ではこれを、
「幼児教育・保育の専門家による幼児教育の充実や保育関連施設の拡充だけでは十分に
実現できるものではなく、地域における各種サービスや家庭での教育等を通した幼児の
生活全体の見直しや大人とこどもの関係づくりが必要である。」ととらえ、開学以来、
本学所在地である東京都中野区をはじめとする地域社会との連携を強化し、充実・拡充
を図っている。
本学がとくに留意しているのは、保育者養成機関である本学ならではの特色を活かし
たきめ細やかな、継続性のある事業に協力し、本学の人的資源である教員の専門知識、
技術、教育・研究成果を地域社会に還元しながら、中野区の目指す将来像の実現に積極
的に協力していくことである。
また、東北再生「私大ネット３６」の運営幹事校である本学は、東日本大震災後の復
興にあたり、教育的視点から支援活動を行うための「南三陸研修センター」を活用した
教育プログラムの実施に積極的に取り組み、加盟校との連携をさらに強化するため、平
成25(2013)年度より「社会貢献・地域連携室」を組織した。
≪A－1 の視点≫
A-1-①

大学施設の開放、公開講座、リフレッシュ教育等、大学が持っている物的・
人的資源の社会への提供

（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

大学施設の開放、公開講座、リフレッシュ教育等、大学が持っている物的・人
的資源の社会への提供

本学は地域社会と相互に人的資源を交流・活用し、物的資源の地域への提供を図り、
教育、文化、まちづくり等の分野で積極的に協力する。地域社会の発展と人材の育成に
寄与するため関係機関との連携を強化する。
具体的には、
○ 中野区の幼児教育・保育・子育て支援施策への提言
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○ 各施設等の職員と本学教員および学生による共同研究、共同実践活動
・保育内容：健康・人間関係・環境・言葉・表現（音楽・造形・身体）、運動遊び、児
童文化等
・区立図書館におけるお話会等
○ 本学教員の人材活用：講師派遣
・幼稚園、保育所、児童館等の職員研修、講演会やワークショップ等
・幼児研究センターおよび地域子ども家庭支援センターでの研究会、講演会等
○ 特別支援教育についての連携（幼稚園、保育所、児童館、学童クラブ、小学校等）
○ 児童福祉施設（とくに児童養護施設）との連携
【資料 A-1-1】
東北再生「私大ネット３６」における取り組みについては、
○ 教育研究におけるフィールドワークの実施
○ 大学間連携の促進
○ 被災地における産業・雇用の創出への協力
今日、多くの幼稚園・保育所等施設では、子育てに関する相談や情報提供等が実施さ
れている。本学は、「親・子・保育者が共に育つ」という教育的視点に立った新たな「子
育て支援」の在り方を探り、幼稚園・保育所等施設における教育力・保育力向上のため
の具体的なプログラムを開発・実施し、日常的な子育て支援の実践と専門的かつ継続し
た取り組みに関する情報提供および提言を継続的に実施している。平成 25(2013)年度に
おいても、東京都中野区教育委員会および子ども教育部等との教育活動を通じた地域連
携において「公開講座」「各種研修等への講師派遣」「合同調査・研究」等を行った。
【資料 A】参照
また、東北再生「私大ネット３６」の活動については、将来の学生参加の具体策を検
討するため、「社会貢献・地域連携室」所属の教員 2 人が「東北再生『私大ネット３６』
2013 サマープログラム ACTION」に参加し、他大学の教職員および学生ならびの現地
関係機関との交流を深めた。さらに、「私大ネット３６」の「第 1 回シンポジウム―こ
れからの大学ボランティアを考える―」に出席した。【資料 A-1-2】
【エビデンス・資料編】
【資料 A-1-1】こども教育宝仙大学・中野区連携窓口一覧
【資料 A-1-2】私大ネット３６資料
（3）A－1 の改善・向上方策（将来計画）
近年のこどもの育ちに関し、基本的な生活習慣の欠如や学びに対する意欲・関心の低下
等、様々な今日的課題が顕在化している。その一因として家庭および地域社会の教育力低
下が指摘されている。こうした現状に対応するためには、こどもを取り巻く様々な問題が
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こどもに与える影響を分析し、こどもを中心とする地域社会の現況を把握することが求め
られる。これとともに、幼稚園教諭・保育士等の資質と専門性の向上を図り、幼稚園・保
育所等施設を核としながら、家庭での教育と地域における子育て支援の取り組み等を相互
に連携させ、「幼稚園等施設・家庭・地域社会」それぞれの教育力を総合的に向上させる
ことで、こどもの生活全体の底上げを行う必要がある。
とくに家庭における教育力の再生・向上が求められる今日、幼稚園・保育所等施設の保
育者が、保護者の子育て力の質・内容の向上を支援することは、こどもの生活の連続性を
確保する観点からも非常に重要である。
今後、幼児教育・保育の変化が社会に与える影響を的確にとらえ、幼稚園・保育所等施
設を利用している幼児の家庭はもちろん、利用していない、とくに3歳未満のこどもを育
てる家庭や地域社会の教育力の再生・向上に資するための取り組みを、以下のとおり推進
していく。
ア． 幼稚園・保育所等施設との提携を図り、これまでの教育・研究成果等を提供しなが
ら、日常的な子育て支援プログラムを開発、提供する。
イ． 幼稚園・保育所等施設において、保護者との良好な関係を図りながら、こどもやこ
どもの育ちに関する共通理解を有し、保護者と協働で地域の子育て力の向上に寄与で
きる幼稚園教諭および保育士ならびに保護者や地域住民によるスタッフ（ファシリテ
ーター）を養成する。
ウ． 幼稚園等・保育所等施設における子育て支援サービスの現況を調査・分析し、具体
的な事例を収集する。
また、東北再生「私大ネット３６」については、会員校との連携をさらに深めながら、
本学学生が他大学の学生とともに現地に集い、交流するための教育プログラムである「サ
マープログラム ACTION」等への参加を図る。さらに、学生の社会的視野の拡大、人間
としての成長に寄与するため、本学独自のプログラムを開発する。

［基準 A の自己評価］
基準 A-1 の自己判定の理由に基づき、基準 A を満たしている。
近年、中野区内に明治大学、早稲田大学、帝京平成大学が開校した。いずれも学校の
特色を生かした手法を駆使しながら中野区との包括協定を締結している。本学もこうし
た学校の開校以前から、各種事業について包括協定締を含めた連携の在り方を区側の関
係機関と協議を続けてきている。他大学が年一度といった定期的なコンサート等、大型
イベントを実施する形で地域連携を図る一方で、本学としては小規模でも日常的かつ継
続的な地元密着型の社会貢献・地域連携を、区行政の中枢とだけではなく、健康福祉部、
子ども教育部、教育委員会、地域支えあい推進室の各担当分野との交流を図ることこそ
役割ととらえ、平成 25(2013)年度より「社会貢献・地域連携室」を組織した。今後とも、
中野区関係機関との連携を図りながら、保育者養成機関である本学の人的資源である教
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員の専門知識、教育・研究成果等を地域社会に還元することを中心に、中野区の目指す
将来像の実現に積極的に協力していく。
また、東北再生「私大ネット３６」の運営幹事校として「南三陸研修センター」を活
用した教育プログラムに参加した実績を生かし、今後は教職員に加え、同プログラムへ
の学生の参画を図るための施策づくりに積極的に取り組む。
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資料 A

こども教育宝仙大学と東京都中野区との地域連携
平成 25 年(2013)年度実施結果
１．健康福祉部学習スポーツ分野「公開講座」
（１）中野区教育委員会後援：第 5 回図書館講演会
「長谷川義史：絵本で子どもたちを元気に」：11 月 16 日
（２）中野区後援：区民公開講座
「第 3 回こども学：こどもの育ちを考える 3」山本秀行、他講師：12 月 7 日
２．子ども教育部保育園・幼稚園分野「研修」
（参加者：区立保育園、区内指定管理者園および私立保育園職員）
参加
人数

開催日

講師名

研

5月24日

伊藤 仁美

保育技術研修
「わくわく楽しいリズム遊び」乳児編

こども教育宝仙大学
音楽演習室

28人

5月28日

捧 公志朗

子どもの表現と造形活動
「絵の具を使った色彩表現」

こども教育宝仙大学
造形演習室

25人

6月14日

伊藤 仁美

保育技術研修
「わくわく楽しい楽器遊び」幼児編

こども教育宝仙大学
音楽演習室

26人

9月2日

松原 豊

障がい児研修
「発達障がい児の理解と保護者への適切な対
応力を身につける」

中野区役所
第8会議室

35人

11月19日

捧 公志朗

各保育園で実践した造形活動の報告をする。
演習｢マーブリングによる色彩表現あそび｣

こども教育宝仙大学
造形演習室

25人

12月4日

保育実践発表 松が丘保育園「基本的な運動
岩川 眞紀 能力を高める遊び」
講評・講義「基本的な運動能力の発達」

中野区
勤労福祉会館
大会議室

29人

修

名

会

場

平成 24～25(2012～2013)年度：松が丘保育園｢基本的な運動能力を高める遊び｣
指導・助言

講師：岩川眞紀
6 月～12 月：4 回（毎回 2 時間）

平成 25～26(2013～2014)年度:本町保育園「園庭の活用」
指導・助言

講師：佐藤有香
6 月～12 月：4 回（毎回 2 時間）

3．子ども教育部幼児研究センター合同研究
（１）合同研究「乳児期（3 才未満児）の保育」年間 10 回 助言者：岩川眞紀
（２）合同研究報告会

平成 26(2014)年 2 月 27 日

講師：岩川眞紀
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４．その他の活動
（１）健康福祉部健康推進分野健康推進「中野区民の健康づくりを推進する会」
（２）中野区観光協会・中野区商店街連合会：学園祭出店：被災地物産販売
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データ編【表 2－10】

【資料 2-5-6】

卒業後の進路先の状況

データ編【表 2－11】

【資料 2-5-7】

インターンシップ・プログラムに関する協定書

【資料 2-5-8】

就職園園長・施設長懇談会次第

【資料 1-3-7】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】

シラバス・「評価方法」

【資料 F-5】参照
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【資料 2-6-2】

授業ハンドブック 2014・p.13・p14・pp.21-22・p.31・p.39・
p.49ｐ.76(こども教育宝仙大学こども教育学部幼児教育学科
履修規程・10・12)

【資料 F-5】参照

【資料 2-6-3】

学生による授業評価と授業改善のためのアンケート結果

【資料 1-3-9】参照

【資料 2-6-4】

履修カルテ

【資料 2-6-5】

平成 26 年度 シラバス作成について

【資料 2-6-6】

カリキュラム改革ＷＧ議事録

2-7．学生サービス
【資料 2-7-1】

2014 年度版 学生生活ハンドブック・pp.25-35・pp.39-42・p.49

【資料 2-7-2】

健康調査票

【資料 2-7-3】

学生相談室利用案内/学生相談室だより

【資料 2-7-4】

こども教育宝仙大学ハラスメント防止等に関する規程

【資料 2-7-5】

こども教育宝仙大学ハラスメントの防止及び措置に関するガ

【資料 F-5】参照

イドライン・ハラスメント防止リーフレット
【資料 2-7-6】

学生生活満足度調査結果（2013）

【資料 2-7-7】

本学駐輪場利用についてのガイドライン

【資料 2-7-8】

平成 26 年度中期経営計画・p.7

【資料 F-6】参照

2-8．教員の配置・職能開発等
【資料 2-8-1】

こども教育宝仙大学教員審査委員会規定

【資料 2-8-2】

こども教育宝仙大学専任教員の職位及び授業科目担当の適格
性に関する審査基準

【資料 2-8-3】

宝仙学園人事評価制度実施規程

【資料 2-8-4】

目標挑戦シート

【資料 2-8-5】

研究計画書様式

【資料 2-8-6】

研究報告書様式

【資料 2-8-7】

ホームページ・大学案内/情報公開/ＦＤ活動
hosen.ac.jp/albums/

【資料 2-8-8】

平成 25 年度 ＦＤ活動報告書

【資料 2-8-9】

授業ハンドブック 2014・pp.18-24

【資料 F-5】参照

【資料 2-8-10】

シラバス

【資料 F-5】参照

2-9．教育環境の整備
【資料 2-9-1】

校地、校舎等の面積

データ編【表 2－18】
データ編【表 2－22】

【資料 2-9-2】

講義室、演習室、学生自習室等の概要

データ編【表 2－20】

【資料 2-9-3】

2015 大学案内・pp.42-43

【資料 F-2】参照

【資料 2-9-4】

こども教育宝仙大学図書館規程

【資料 2-9-5】

図書館報

【資料 2-9-6】

Ｌibrary Info

【資料 2-9-7】

図書館講演会案内資料
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【資料 2-9-8】

ゼミ等クラス編成

【資料 2-2-6】参照

【資料 2-9-9】

平成 26 年度中期経営計画・p.7

【資料 F-6】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】

宝仙学園寄附行為・第 3 条、第 12 条、第 18 条

【資料 F-1】参照

【資料 3-1-2】

宝仙学園基本指針並びに行動基準

【資料 3-1-3】

宝仙学園規則集目次

【資料 F-9】参照

【資料 3-1-4】

平成 26 年度中期経営計画

【資料 F-6】参照

【資料 3-1-5】

平成 26 年度収支予算書

【資料 3-1-6】

平成 25 年度会議開催状況一覧表・p.1

【資料 3-1-7】

平成 26 年度学園経営理事長方針説明会の開催について

【資料 3-1-8】

こども教育宝仙大学学則

【資料 3-1-9】

平成 26 年度「クールビズ」の実施について

【資料 3-1-10】

宝仙学園セクシャル・ハラスメントの防止等に関する規程

【資料 3-1-11】

こども教育宝仙大学ハラスメント防止に関する規程

【資料 3-1-12】

宝仙学園個人情報の保護に関する規程

【資料 3-1-13】

宝仙学園公益通報者保護規定

【資料 3-1-14】

宝仙学園危機管理規定

【資料 3-1-15】

2014 年度版学生生活ハンドブック・pp.30-37

【資料 F-5】参照

【資料 3-1-16】

こども教育宝仙大学学則・第 3 条

【資料 F-3】参照

【資料 3-1-17】

2014 大学案内

【資料 F-2】参照

【資料 3-1-18】

授業ハンドブック 2014

【資料 F-5】参照

【資料 3-1-19】

大学ホームページ抜粋画面

【資料 3-1-20】

宝仙学園財務書類等閲覧規程

【資料 3-1-21】

宝仙学園ホームページ抜粋画面

【資料 F-10】参照

【資料 F-3】参照

【資料 2-7-4】参照

3-2．理事会の機能
【資料 3-2-1】

平成 25 年度会議開催状況一覧表・p.1

【資料 3-2-2】

宝仙学園理事会会議規則・第 2 条

【資料 3-2-3】

宝仙学園寄附行為・第 5 条

【資料 3-2-4】

宝仙学園監事監査基準

【資料 3-2-5】

宝仙学園火曜会会議規程

【資料 F-10】参照

【資料 F-1】参照

【資料 1-3-1】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】

こども教育宝仙大学学則・第 17 条
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【資料 F-3】参照
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【資料 3-3-2】

こども教育宝仙大学運営会議運営規程

【資料 3-3-3】

こども教育宝仙大学こども教育学部教授会運営規程

【資料 3-3-4】

平成 25 年度会議開催状況一覧表

【資料 F-10】参照

【資料 3-3-5】

学長室会議開催一覧

【資料 1-2-6】参照

【資料 3-3-6】

カリキュラム改革ＷＧ議事録

【資料 2-6-6】参照

3-4．コミュニケーションとガバナンス
【資料 3-4-1】

宝仙学園火曜会会議規程

【資料 3-4-2】

平成 25 年度会議開催状況一覧表・p.2

【資料 F-10】参照

【資料 3-4-3】

宝仙学園学内理事検討会会議規程

【資料 1-3-2】参照

【資料 3-4-4】

宝仙学園校長会会議規程

【資料 1-3-3】参照

【資料 3-4-5】

こども教育宝仙大学学則・第 17 条、第 18 条

【資料 F-3】参照

【資料 3-4-6】

こども教育宝仙大学運営会議運営規程

【資料 3-3-2】参照

【資料 3-4-7】

こども教育宝仙大学こども教育学部教授会運営規程

【資料 3-3-3】参照

【資料 3-4-8】

平成 25 年度会議開催状況一覧表・p.3

【資料 F-10】参照

【資料 3-4-9】

宝仙学園理事会会議規則・第 2 条

【資料 3-2-2】参照

【資料 3-4-10】

宝仙学園寄附行為・第 5 条、第 18 条、第 22 条

【資料 F-1】参照

【資料 3-4-11】

平成 25 年度会議開催状況一覧表・p.1

【資料 F-10】参照

【資料 3-4-12】

平成 26 年度中期経営計画

【資料 F-6】参照

【資料 3-4-13】

平成 26 年度収支予算書

【資料 3-4-14】

平成 26 年度学園経営理事長方針説明会の開催について

【資料 3-4-15】

宝仙学園稟議規則

3-5．業務執行体制の機能性
【資料 3-5-1】

宝仙学園事務組織規則

【資料 3-5-2】

平成 26 年度新人者研修の実施について

・

・

3-6．財務基盤と収支
【資料 3-6-1】

平成 26 年度中期経営計画

【資料 F-6】参照

【資料 3-6-2】

消費収支計算書関係比率(法人全体過去 5 年間)

データ編【表 3-5】

【資料 3-6-3】

消費収支計算書関係比率(大学単独過去 5 年間)

データ編【表 3-6】

・

・

3-7．会計
【資料 3-7-1】

宝仙学園経理規定

【資料 3-7-2】

宝仙学園経理規定施行細則

【資料 3-7-3】

宝仙学園監事監査基準

【資料 3-2-4】参照

【資料 3-7-4】

平成 25 年度会議開催状況一覧表・p.2

【資料 F-10】参照

【資料 3-7-5】

法定監査日程表

【資料 3-7-6】

監査報告書

【資料 3-7-7】

独立監査人の監査報告書

87

こども教育宝仙大学

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】

こども教育宝仙大学自己点検・評価規程

【資料 4-1-2】

ホームページ・大学案内/情報公開/自己点検・評価活動

【資料 1-2-7】参照

hosen.ac.jp/albums/
【資料 4-1-3】

ホームページ・大学案内/情報公開/ＦＤ活動
hosen.ac.jp/albums/

【資料 4-1-4】

ホームページ・大学案内/情報公開/外部評価
hosen.ac.jp/albums/

【資料 4-1-5】

外部評価報告書

【資料 4-1-6】

こども教育宝仙大学学則・第 2 条

【資料 F-3】参照

【資料 4-1-7】

こども教育宝仙大学外部評価規程

【資料 1-2-8】参照

【資料 4-1-8】

研究計画書様式

【資料 2-8-5】参照

【資料 4-1-9】

研究報告書様式

【資料 2-8-6】参照

【資料 4-1-10】

研究委員会報告

4-2．自己点検・評価の誠実性
【資料 4-2-1】

平成 25 年度 ＦＤ活動報告書

【資料 2-8-8】参照

【資料 4-2-2】

教育課程に関するアンケート調査

【資料 4-2-3】

ホームページ・大学案内/情報公開/外部評価
hosen.ac.jp/albums/

【資料 4-2-4】

学生台帳様式

【資料 4-1-4】参照
【資料 2-3-5】参照

4-3．自己点検・評価の有効性
【資料 4-3-1】

平成 26 年度中期経営計画・pp.4-8

【資料 F-6】参照

【資料 4-3-2】

目標挑戦シート

【資料 2-8-4】参照

【資料 4-3-3】

平成 25 年度年次報告書

・

基準 A．社会貢献・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

A-1．大学が持っている物的・人的資源の社会への提供
【資料 A-1-1】

こども教育宝仙大学・中野区連携窓口一覧

【資料 A-1-2】

私大ネット 36 資料

※必要に応じて、記入欄を追加・削除すること。
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備考

