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はじめに 

 

 豊昭学園東京交通短期大学 (以下、本学 )は、2016 年度、一般財団法人短

期大学基準協会による第 2 評価期間の第三者評価を受け、2017 年 3 月 13 日

付で「適格」の認定を受けた。  

 2017 年度以降、第 2 評価期間の第三者評価で指摘された課題を重要課題

として、各種委員会での施策の検討・実施及び今後の課題を洗い出し、自己

点検・評価委員会にて報告・審議を行ってきた。2019 年度も引き続き、

PDCA サイクルを念頭に、施策の実施や評価を行った。  

 また、2018 年 4 月 4 日、豊昭学園新 1 号館が竣工し、新校舎での短大の

授業運営が始まったことから、新たな施設を十二分に利用できるよう、各種

の利用手引き、防災計画等を整備し、学習環境のさらなる向上を目指した。  

 本報告書は、2019 年度に実施した自己点検・評価活動についてまとめた

ものである。  

 

＜参 考＞  

2016 年度第三者評価における指摘事項 

・向上・充実のための課題 

 基準Ⅱ 教育課程と学生支援 

 [テーマ A 教育課程 ] 

 シラバスにおいて、講義形式の科目の 15 週目に試験のみを実施計画している科

目が複数見られるため改善されたい。  

 

・早急に改善を要すると判断される事項 

 基準Ⅲ 教育資源と財的資源 

 [テーマ D 財的資源 ] 

 評価の過程で、第 2 評価期間の第三者評価時に指摘を受けた教育研究経費比率

が依然として低いという状態が認められた。  

 当該問題については、機関別評価結果の判定までに改善するとの報告を受けた。

今後は、継続的な教育の質保証を図るとともに、その向上・充実に向けた取り組

みにより一層努められたい。  
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自己点検・評価委員会  

自己点検・評価の組織と活動 

 本学では、自己点検・評価委員会を中心とし、各種委員会との連携によっ

て、自己点検・評価活動を実施している。 

              

＜自己点検・評価活動の組織図＞ 
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１．豊昭学園新 1 号館の施設利用に関する利用ルール等の整備 

 

 2018 年 4 月 4 日、豊昭学園新 1 号館 (以下、新 1 号館 )が竣工し、本学での新校

舎での授業運営が 2 年目を迎えた。新 1 号館は、最新の IT システムが導入されて

おり、IT 機器や AV 機器を利用した授業の実施が全ての教室で可能になっている。  

 そこで、2018 年度から、利用状況をみながら、以下のようなルールの作成・変

更や、授業運営に支障を来さないよう、必要な保守契約を結んだ。  

 

（1）IT・AV 機器の利用環境の整備  

・学内ネットワーク・コンピュータ室の保守契約の締結  

・コンピュータ室に設置してあるパソコンのアカウントと権限を一元管理でき

る AD（Active Direct）の導入  

・コンピュータ室の学生のプリンタ利用に関する運用ルールの変更と周知  

・学内無線 LAN の運用方法の見直しと周知  

・授業用ノートパソコンの貸し出しルールの策定と運用  

・各教室の AV システムのメンテナンス  

（2）その他  

・防災計画書の作成  

・避難経路図の各フロア及び各教室への掲示  

・各教室の備品管理表作成  

 

＜今後の課題＞ 

 二年間という修行期間を鑑みると、各施設を利用する全学生の半数は新入生の

ため、災害発生時の安全確保に向けた行動指針や、各施設を利用する新たなルー

ルの周知徹底等、学習環境の維持および更なる向上に努める必要がある。  
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２．「建学の精神」、「教育理念」、「教育目的・目標」、3 つのポリシー

の情報共有の促進 

 

 2016 年度から開始した、本学の建学の精神「質実剛健」「教育理念（ミッシ

ョン）」「教育目的・目標」および 3 つのポリシー（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）に関して学生の情報共有を高

めるテストの実施を継続して行った。  

2015 年度に作成した「東京交通短期大学で学ぶにあたって」のリーフレットを

基礎ゼミおよび専門ゼミの初回の授業で全学生に配布・説明し、それぞれのゼミ

の最終授業時に、情報共有がどの程度成されているか、「建学の精神」「3 つのポ

リシー」に関する簡単な試験を実施した。  

 

 

＜今後の課題＞ 

「建学の精神」「3 つのポリシー」に関する簡単な試験の結果を分析し、試験内

容を変更するかどうかを検討する必要がある。  
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●建学の精神 

本学は、「質実剛健」（飾りけがなく真面目で、たくましく、しっかりしてい

る）を旨とする建学の精神を継承・発展させて、社会の発展に貢献する有意な人

材を育成するためにたゆまぬ努力を果たす。 

●教育理念（ミッション） 

本学は、建学の精神に則り、交通産業関連分野でリーダーシップを発揮する教

養ある専門性を有する人材の育成を目指す。 

１．時代や社会の要請に対応できる人材の育成 

２．交通産業および関連分野で専門家として実践力を持つ人材の育成 

３．誠実な姿勢で、課題を発見し解決できる自己実現力のある人材の育成 

●教育目的・目標 

本学は、建学の精神および教育理念を具体化するために、次のとおり実現を目

指す。 

１．一般教養および専門的知識を統合的に身に付けさせる。  

２．交通産業関連で活躍するための基礎能力（技術･理論）を身に付けさせる。  

３．徹底した少人数教育を通じて、実践力を身に付けさせる。  

４．情報社会に対応するための基本処理能力を強化する。  

５．地域および社会の発展に貢献する倫理観と責任感を涵養する。  

 

●アドミッション・ポリシー（入学者受け入れ方針） 

 ○本学の教育理念に沿って創造的・積極的に勉学を希望する者 

 ○基礎的学力を有し、向学心を絶えず抱いている者 

 ○人との協調性を有する者 

●カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施方針） 

 ○一般教養および専門的（交通・観光関係）な知識と実践力とを総合的に

身につける 

 ○交通産業および関連分野で活躍するための基礎能力（技術・理論）を身

につける 

 ○情報化社会に対応するためのITスキルの基本処理能力を身につける 

 ○地域および社会の発展に貢献する倫理観と責任感を身につける 

●ディプロマ・ポリシー（短期大学士の授与方針） 

 ○時代や社会の要請に対応できる能力 

 ○交通産業および関連分野での基礎能力（技術・理論）を有し、関連分野

で活躍可能な能力 

 ○誠実な姿勢で、課題を発見し解決できる能力 
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３．教育の質を高めるための改善 

 

3.1 新規専門ゼミの開設 

 本学の特色である「少人数制によるきめ細かい指導」を維持するため、全ての

専門ゼミを担当する専任教員は、いわばクラスの担任教員と同様の役割を担って

いる。  

2019 年度には、入学生の増加に対応して新規専門ゼミを開設し、専門ゼミは 6

科目となった。これにより、各ゼミの最大人数を設定することで、学生の学生生

活上の相談や、必須となっている卒業論文の執筆指導等、学生と教員が直接接す

る機会の向上につながった。  

また、1 年次生の必修科目でもあり、かつ 2 年次生の専門ゼミ同様の役割を持つ

「基礎ゼミ」についても、2020 年度より現状の 5 クラスから、6 クラスに増加す

ることを決定した。  

これに伴い、基礎ゼミ、専門ゼミの担当教員がオフィスアワー等を利用して、

学生からの相談事や卒業論文執筆を始め、修学面での指導もきめ細かく指導でき

る体制が向上した。  

 

＜今後の課題＞ 

1 年次生の「基礎ゼミ」、2 年次生の「専門ゼミ」とも、少人数制の特徴を活か

して、きめ細かい指導体制が向上した。しかしながら、コミュニケーション能力

に欠ける学生も見受けられ、学生生活における悩みや相談を担当教員に直接、投

げ掛けることが苦手で、無断欠席の続く学生もいる。  

このような場合には、担当教員の方から電話連絡等で直接、状況を確認すると

いったケースが見受けられる。近年、コミュニケーション能力に欠ける学生が若

干ではあるが増加傾向にあるため、悩み等を抱える学生への対応を円滑に行うた

めに、コミュニケーション能力の向上を図る指導が必要である。  

 

3.2 英語科目の今後の在り方に関しての検討 

 近年のインバウンドの増加に伴い、鉄道会社をはじめとした交通産業では、訪

日外国人と接する機会が増加している。こうした背景を察してか、ここ数年、英

語学習に対する学生のニーズが高まって来ている。 

 そこで、2019 年度においては、カリキュラム委員会において、抜本的な英語科

目の見直しを行った。 

 これまでは、1 年次生においては通年科目として、文法、語彙力、会話表現、リ

スニングを中心とした「基礎英語」、英検 2 級合格を目指し、文法を中心とした

「検定英語」が配置されており、2 年次生においては、交通産業で実際に遭遇され
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る場面を想定した会話に重点を置いた「交通英語 (基礎 )」「交通英語 (応用 )」が配

置されており、交通産業に就職した際に役立つ授業は、実質的には、2 年次 1 年間

のみと言っても過言ではない。  

 そこで、「将来役に立つ」という観点を重視し、1 年次生前期に英会話の基礎能

力を養成する「基礎英語」、1 年次生後期に、2 年次に履修可能な「交通英語」の

学習効果を高めるための「交通英語入門」をそれぞれ 2 クラス配置し、履修希望

者は事前にプレイスメントテストを受け、能力別にクラス分けを実施することと

した。  

 さらに、2 年次生が履修可能な「交通英語」についても 2 クラス配置することと

し、履修希望者は事前にプレイスメントテストを受け、能力別にクラス分けを実

施することとした。  

 

＜今後の課題＞ 

 英会話能力の向上を目指したカリキュラムの再編を行ったことから、相当の効

果が期待されるが、授業担当教員からの聞き取りや授業評価アンケートの結果等

から、引き続き、学生のニーズにあったカリキュラム編成が必要である。  

 

3.3 交通工学系科目の充実化 

 本学は、社会科学系の短期大学に区分されており、交通に関する授業科目につ

いては、経済・経営・歴史的な観点からアプローチする科目が多く配置されてい

る。そうした中でも、本学園の保有する実際の鉄道車両を用いたシミュレーター

館や鉄道施設に係る機器を利用した実務経験者による「鉄道基礎」、鉄道の運転

手法を座学で学ぶ「鉄道運転論」、同様に座学での「鉄道システム論」が配置さ

れている。  

 しかしながら、工学系の交通に関する授業の学生からのニーズは依然として高

く、2019 年度のカリキュラム委員会において、交通工学系の科目の再検討を行っ

た。「鉄道システム論」については、担当教員の退職のため、新たに実務経験者

を担当教員とした。また、新たに「鉄道工学」 (鉄道の設備や車両の基本について、

実際に触れながら基礎的な知識を学ぶ )を開講することとした。  

 さらに、実際の鉄道システムで利用されているハードウェアの制御システムに

ついてのプログラミングを学べる「鉄道プログラミング」を開講することとした。  

 

＜今後の課題＞ 

 交通工学系の授業科目については、国内唯一の「運輸科」を有する本学の特徴

として、引き続き、学生のニーズや能力に合わせ、さらに充実していく必要があ

る。 
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3.4 入学前準備学習の実施 

 本学では、入学後、他の学生とのコミュニケーション不足により、出席不良・

休学といった事態に陥ってしまう学生がいる。  

 そこで、入学後の新しい学習環境へのスムーズな移行を目指し、2019 年 3 月、

同年 4 月の入学予定者全員を対象に、入学前準備学習を実施した。  

 この入学前準備学習は、入学予定者を 7~8 名のグループに分け、メンバーと協

力して課題に取り組むという内容である。すべての学生が初対面であったが、プ

ログラムを通して、入学予定者同士の積極的なコミュニケーションが図られた。  

 入学前事前学習前後に受講学生に対してアンケート調査を実施した結果、「大

学生活への期待」は受講前 90%から受講後  94 %に 4 ポイント上昇し、「大学生

活への不安」は受講前  69%から受講後  45%と、  24 ポイント低下した。さらに

身についた能力として「発信性」や「働きかけ力」「自分に対する自信」が挙が

っていた。  

 

＜今後の課題＞ 

 初めての試みとして入学前準備学習を実施し、入学後の学生生活へのスムーズ

な移行といった面で、一定の効果が得られたと考えられる。これらの結果を踏ま

えたうえで、今後も入学前準備学習を実施し、入学者が充実した学生生活を送れ

るよう、配慮していく必要がある。  

 

3.5 各種資格取得に向けた支援 

 2018 年度から、日本語検定の合格を目的とした授業科目である「文章表現技術」

を学生の能力に応じて 2 クラス化する等、本学では、就職活動に有利な資格取得

に向けた支援を行っている。  

 2019 年度においては、ICT プロフィシエンシー検定 (P 検 )の受検について、本

学 6 階にあるコンピュータ室を利用した受検が可能となるよう PASS 認定を申請

し、認定校に指定された。これにより、受検を希望する学生が受検しやすい環境

を整えた。さらに、IT パスポート試験会場に向けた準備にも取り掛かり、 IT 関係

の検定試験の受検環境の整備に取り組んでいる。  

 2019 年度は、2000 年度も日本語検定の合格を目的とした「文章表現技術」の 2

クラス化の継続に加え、観光関連企業の就職に有利になる国家資格である「旅行

業務取扱管理者試験」の合格を目的とした授業である「観光関係法規」「旅行実

務論」の内、「旅行実務論」については、2020 年度から事前にプレテストを実施

し、合格率の向上を目指す措置を講じると共に、全国の観光地について、地域の

自然的特性やその背景にある歴史・文化について全般的に学ぶ新たな授業科目と
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して「観光文化資源論」を開講することを決定した。  

 2019 年度の各種資格試験の本学学生の合格者数は、以下の表のとおりである。  

 

試 験 名 合 格 者 数 

旅行業務取扱管理者試験  全科目 11 名  実務 2 名  

日本語検定  2 級 3 名認定  3 級 24 名認定、10 名準認定  

サービス介助師  27 名   

ニュース時事能力検定  2 級 1 名、準 2 級 3 名  3 級 44 名  

ビジネス実務マナー検定  16 名   

ICT プロフィシエンシー検定  

(P 検 ) 
準 2 級 3 名  3 級 10 名  

 

＜今後の課題＞ 

 資格取得試験の合格者数は、2018 年度と比較すると 2019 年度は減少してしま

った。これは、受検者数の減少が最も大きな原因であるが、自らの将来を思い描

き、就職活動に有利な資格等を積極的に取得するよう働きかけて行くことが必要

である。  

 

 

４．学生支援の改善 

 

4.1 卒業時の進路確定者 100％を目指す(継続) 

 本学では、就職支援のために、進路委員会を組織してキャリア支援室が対応に

あたっており、卒業時の進路確定率 100%を目指している。  

 学生の就職支援としては、「就職セミナー」、「鉄道系求人の周知」「クレペ

リン検査」「NR 式知能検査」および「SPI 対策模試」を実施して、就職活動を支

援している。  

 また、1 年次生に対しては、鉄道会社への就職意識を高めるため、入学当初から

の努力の必要性と具体的な取り組み方法の紹介、2 年次生に対しては、エントリー

シートの添削や模擬面接を、希望者を対象に随時実施している。  

 さらに、例年通り、「実務基礎能力論」受講者全員を対象として、SPI 対策模

試を実施した。  

この結果、2019 年度は 2020 年 3 月 31 日現在で就職率 96.3%、進路率 96.6%を

達成した。  

 さらに、4 年生大学への編入を希望する学生に対して、専任教員が編入試験対策

講座を自主的に実施した。その結果、新潟大学、島根大学、愛媛大学、日本大学、
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中央大学、東洋大学、近畿大学、関西学院大学、流通経済大学への編入試験合格

者 (重複者含む )を輩出し、7 名の学生が 4 年生大学へ編入することができた。  

 

＜今後の課題＞ 

今後も、就職支援対策として、クレペリン検査や NR 式知能検査の実施、就職

セミナーの開催等を通じて、進路決定率 100%を目指すことが重要である。  

さらに、各鉄道会社で人口減少社会を見据えた多角的経営を実施して、旅客収

入の減少を補う営業施策を実施していることから、関連事業に携われる職種の案

内もしていく必要がある。  

 

4.2 国による授業料減免および給付型奨学金貸与対象校認定校に指定 

 2020 年度より、国による授業料減免、給付型奨学金貸与制度が開始されること

になり、2019 年度に認定に必要な要件を整えて申請を行った結果、認定校に指定

された。  

 この結果、経済的に困窮している学生でも本学で十分な教育機会が得られる経

済的支援が可能となった。  

 本学ではこれまでにも、独立行政法人日本学生支援機構による奨学金、オリコ

学費サポート (学生ローン )の紹介等によって修学支援を実施しており、学費をアル

バイト等で工面する必要がある学生でも、安心して勉学に励める支援体制が充実

してきた。  

 

＜今後の課題＞ 

 学生に対する経済的支援体制については、一定の体制が整ったが、引き続き、

修学機会を逸しない支援体制の向上に努める必要がある。  

 

 

５．入学者数増加のための改善施策の実施(継続) 

 

5.1 入学生増加のための広報活動の施策 

 入学生増加のための広報活動に関しては、2017 年度より参加を始めた「鉄道模

型コンテスト (高校生 )」にも引き続き参加し (2019 年 7 月 27 日、28 日 )、本学の宣

伝としての「ガイドブック」200 冊、「うちわ」2,000 枚を配布することができた。  

 さらに、鉄道会社の第一線では、女性社員の活躍も多く見られるようなってき

たことから、入試委員会と広報委員会で連携し、女子学生の入学者獲得への新た

な施策として、本学卒業後、鉄道会社に就職して活躍している OG と、女子高生

を招き、本学教員を司会者として座談会を開催した。  
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＜今後の課題＞ 

 高校生、特に女子高生の本学の知名度を上げるメディアの検討や、「鉄道模型

コンテスト」参加時に、併設校であり知名度も高い昭和鉄道高等学校とのコラボ

レーションの検討、ブースの魅力ある装飾のさらなる検討も必要である。 

さらに、スタディサプリ進路、マイナビ進学等、新たな広報メディアの選定、

女子高生への本学の知名度アップの施策の検討も必要である。 

 

5.2 2020 年度実施の入試制度改革への対応 

 2020 年度から入試制度が変更になることから、入試委員会で制度改革への準備

に 2018 年度から着手し始め、2020 年度以降に運用する新入試制度の体制の検

討・決定を行った。  

 また、例年実施している体験入学会を 13 回、オープンキャンパスを 2 回実施し、

従来からの課題である女子学生の増加に関しては、上述した広報委員会と連携し

ての座談会を実施する等、女子学生の入学増加に向けた施策に取り組んできた。  

 

＜今後の課題＞ 

 3 月に予定されていた体験入学会の中止、入学試験の実施体制の変更等、新型コ

ロナウイルスの感染拡大の影響は、入学試験にも大きな影響を及ぼす事態となっ

ている。新たな入試制度の下で、新型コロナウイルスの感染拡大も視野に入れた

体験入学会や入学試験の実施体制等を検討することが喫緊の課題である。  

 

 

6．研究活動関係に関する改善策の実施 

 

6.1 教育研究活動の経費比率向上のための施策の実施 

 本学では、引き続き、教育研究経費の比率向上に努めており、2017 年度に新た

に制定された「海外出張規程」に基づき、国際学会等への参加を促している。  

 

＜今後の課題＞ 

今後も、教員の学会等での発表を活発化し、「海外出張規程」での旅費交通費

の申請・取得状況をフォローし、教育研究費の比率を高める必要がある。  

 

6.2 東京交通学会研究会の開催 

 毎年、本学の入学式前（4 月 8 日）に開催している「東京交通学会研究会」を

2019 年度も引き続き開催し、専任教員、非常勤講師各 1 名による研究報告が成さ
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れた。  

 「鉄道と地域社会の関係の歴史と現状」  

                  報告者：濱  雄亮 本学准教授  

 「国内旅行実務の力」  

                  報告者：手塚郁子 本学非常勤講師  

 

＜今後の課題＞ 

 2018 年度には、専任教員のみの報告に留まってしまったが、2019 年度には再び

専任教員と非常勤講師による 2 名の報告体制を維持することができた。この体制

を今後も維持し続けると共に、互いの研究分野について可能な限り理解を深める

ことが必要である。  

 

 

７．FD・SD 活動の活性化 

 

7.1 「実務基礎能力論」の授業見学の実施 

 FD 活動の一環として、ここ数年継続している授業見学については、2019 年度、

本学 1 年次生の必修科目である「実務基礎能力論 B」 (後期 )の見学を全教員で実施

した。  

 「実務基礎能力論 A・B」は、近年、多くの企業の採用試験において導入されて

いる、能力適正検査 (言語分野、非言語分野 )の内、計算能力の正確さとスピードの

向上、文字変数を利用した解法の習熟度の向上を目指した授業で、能力別に 4 ク

ラスに分けられており、複数の教員で担当している。授業では、担当教員が例題

を示して解法を解説し、類似の問題を練習問題として繰り返し解かせる、といっ

た方法が採られている。  

 担当教員、また、クラスによって難易度や指導方法は若干異なるものの、本学

の教育目的・目標に掲げられている「徹底した少人数教育を通じて、実践力を身

に付けさせる」という内容に相当する必修科目であり、教員と学生との一体感お

よび熱気溢れる授業であった。  

 

＜今後の課題＞ 

 2019 年度に FD 活動の一環として授業見学した「実務基礎能力論 B」は、基礎

ゼミ・専門ゼミと同様、少人数制によるきめ細かい指導ができる授業科目である。

担当教員間でのコミュニケーションも活発で、頻繁に意見交換を行いながら授業

内容の充実化に努めている。  

 今後は、基礎ゼミ、専門ゼミ担当教員も含め、意見交換会を定期的に行い、問
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題点の洗い出しや解決策について検討し、少人数制のメリットをより引き上げる

ことが必要である。  

 

7.3 授業評価アンケートの実施 

 授業評価アンケートの実施は、FD 活動の最も重要な施策と言っても過言ではな

く、引き続き、前期は前期開講科目のみ、後期は後期開講科目と通年科目の授業

評価アンケートを実施した。  

授業評価アンケートの結果を受け、各教員に対しては担当科目のアンケート結

果についての所見および解決策を提出してもらい、科目群ごとの結果を図書館

（学生向け）と事務室（教員向け）にて公表しているが、2018 年度からは、教員

の所見も同時に公表することになった。  

2018 年度前期に提出された所見や改善策には、具体性に乏しい、数行での一般

論のみの記述に留まっているといった教員が見受けられたため、この点を改善す

る方策として、個別に注意喚起を行い、後期の所見提出の連絡時には、該当する

教員に対して見本を付す等の改善策を講じた。  

この結果、2019 年度の授業評価アンケート結果を受けての所見や改善策につい

ての内容が充実してきた。さらに、授業評価が極端に悪い専任教員に対しては、

例年通り、FD・SD 委員長から個別に注意喚起を行った。 

 

＜今後の課題＞ 

2019 年度後期に実施した授業評価アンケート結果では、評価の高い科目と評価

の低い科目の間に大きな隔たりが生じていた。さらに、所見の内容も所見として

不適切な内容も見受けられたため、授業評価アンケートを実施した後の「所見と

改善策」の執筆依頼時に、さらなる注意喚起を徹底し、改善策の完全な実施を促

す等の措置を講じる必要がある。  

 

7.3 FD・SD 活動の活発化(継続) 

 FD・SD 委員は、各種セミナーに積極的に参加し、その内容を日々の学校運営

に活かしている。  

 2019 年度は、その 1 例として (一社 )東京都私立短期大学協会主催の「平成 31 年

度春季フォーラム」に専任教員と事務職員がそれぞれ 1 名ずつ参加し、「私立短

期大学の振興政策について」「高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針と大

学等における修学の支援に関する法律案について」と題した講演を聴き、国によ

る授業料減免、給付型奨学金貸与制度の認定校として、必要な業務についての情

報共有を行った。  

 また、SD 研究会として 2000 年 3 月に、本学園に設置されている生徒・学生の
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相談室である C’au 室の担当者を講演者として迎え、「心の病を抱える学生への接

し方」 (仮称 )と題した講演を予定していたが、新型コロナウイルスの感染拡大防止

の観点から、次年度に延期することになった。  

 

＜今後の課題＞ 

 FD・SD 活動は、教育の質保証のために欠かせない活動の一つでもあり、引き

続き活動を活発化して行く必要があり、特に、新任教員の認識向上に向け、必要

な情報共有の強化を図る必要がある。  

また、本学では、数名ではあるものの、心の病を抱えて、修学を断念せざるを

得ない学生がいる。こうした学生の修学機会を失わせることの無いよう、教職員

が一体となって対応できる対策を講じて行く必要がある。  

 

7.4 「ハラスメントの防止」に関する講習会の実施(継続) 

 SD 活動の一環として、ハラスメント防止委員会と共同で、2018 年度に引き続

き、九州大学専任講師平野琢氏を招聘し、最新の「キャンパスハラスメント」の

傾向と防止策についての研修会を実施した。前年度に引き続き、アカデミック・

ハラスメントに関する内容であったため、教職員と学生の交流において、注意す

べき点等について、より理解が深まった。  

 

＜今後の課題＞ 

 平野氏によれば、キャンパス内でのアカデミック・ハラスメントに関する事例

は、まだまだ表面化している事例が少ないとのことであったことから、今後もア

カデミック・ハラスメントに関する研修会を積み重ね、学生との交流において、

注意すべき具体的事例について、全教職員での情報共有が必要である。 

 

 

８．新たな認証制度の概要に関する研修会の実施等 

 2019 年度から、一般財団法人短期大学基準協会による新たな認証制度（第 3 評

価期間）が始まることとなり、点検・評価すべき基準・テーマおよび観点が一部

変更となったことから、2017 年度は、本学の自己点検・評価委員会委員長栗田教

授がその概要について全教職員を対象に説明したが、2019 年度は新たに赴任した

教員を対象として、概要を説明した。  

   

＜今後の課題＞ 

 新 1 号館での授業運営が始まって 2 年が経過したことから、主にハード面での

自己点検・評価活動を実施し、新たな認証制度の基準・テーマおよび観点にそぐ
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わない箇所が無いか、引き続き、入念にチェックしていく必要がある。  

 

 

おわりに 

 本学では、学長、ALO、自己点検・評価委員長および委員からなる自己点検・

評価委員会を中心として、各種委員会で「現状認識」「問題発見」から始まり、

「改善計画の策定」「施策の実施」「施策の効果のセルフチェック」「FD・SD

委員会による全体チェック」「次年度の学校運営へのフィードバック」といった

PDCA サイクルを常に念頭に置きながら、自己点検・評価活動を実施している。  

 2018 年度から、豊昭学園新 1 号館での授業が開始されて 2 年が経過した。2019

年度は、授業運営や学生生活に支障をきたすような大きな問題点は見受けられな

かったが、情報機器や学内での無線 LAN 環境等の面で、改善を必要とする点が若

干見受けられた。こうした点を中心に、引き続き、PDCA サイクルに基づきなが

ら、さらなる修学環境の向上を目指して教育の質向上を中心とした施策に取り組

んでいきたいと考えている。  

 

 

 


