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1．自己点検・評価の基礎資料 

 

（1） 学校法人及び短期大学部の沿革 

学校法人大阪学院大学は、創立者である白井種雄が昭和１５年に開設した関西簿記研究所を源流

としている。 

教育者としての白井の目標は、日常を超えた真理の探究であり、未来を見据えた若き芽の育成に

あった。戦中戦後の激動を乗り越え、関西簿記研究所は関西簿記経理学校への改称を経て、昭和 28

年には大阪府から準学校法人関西経済学院の認可を受けるとともに、関西で初めての経理専門学校

である「関西経理専門学校」を発足させた。次いで昭和 33 年には学校法人に組織変更するととも

に、翌昭和 34 年には「関西経済学院商業高等学校（現大阪学院大学高等学校）」を開校した。   

そして、昭和 37 年、学産協同の理念に徹し、中小企業のみならず全産業界の経済改善と生産性

向上のために貢献する技能者の育成を念頭に「関西経済学院短期大学」、即ち今日の「大阪学院大学

短期大学部」を開学した。短期大学部は、経営実務科を擁し、創立者の遺志を引き継ぎ、未来を見

据え、次代に貢献しうる人材を数多く輩出することにより、社会の要請に応えている。近年は、大

阪学院大学との更なる一体化を推し進め、「分かりやすく確実に学力がつく講義」「充実した学生生

活」「豊かな将来の保証」をキーワードに、建学の精神に基づく、一層の教育改革に着手している。 

 

【法人の沿革】 

1940(昭和 15)年 関西簿記研究所 創設 

1953(昭和 28)年 準学校法人関西経済学院 認可 

1958(昭和 33)年 学校法人関西経済学院に組織変更 

1964(昭和 39)年 学校法人関西経済学院を学校法人大阪学院大学に名称変更 
 

【設置する学校の沿革】 

1952(昭和 27)年 関西簿記経理学校 設置 

1953(昭和 28)年 関西簿記経理学校を関西経理専門学校に改称 

1959(昭和 34)年 関西経済学院商業高等学校（現在の大阪学院大学高等学校）設置 

1962(昭和 37)年 関西経済学院短期大学（後の大阪学院短期大学）経営実務科 設置 

1963(昭和 38)年 大阪学院大学 商学部商学科 設置 

1964(昭和 39)年  大阪学院大学 商学部経営学科 増設 

   大阪学院大学 商学部経済学科 増設〔1974(昭和 49)年廃止〕 

1967(昭和 42)年  大阪学院大学 大学院 商学研究科 修士課程 設置 

1969(昭和 44)年  大阪学院大学 大学院 商学研究科 博士課程 増設 

1970(昭和 45)年  大阪学院大学 経済学部経済学科 増設 

   大阪学院大学 通信教育部(商学部商学科) 増設 

1974(昭和 49)年  大阪学院大学 法学部法律学科 増設 

   大阪学院大学 外国語学部英語学科 増設 

   大阪学院大学 外国語学部ドイツ語学科 増設〔2013(平成 25)年廃止〕 

   大阪学院大学 大学院 経済学研究科 修士課程 増設 

1976(昭和 51)年  大阪学院大学 大学院 経済学研究科 博士課程 増設 

   関西経理専門学校 (商業実務専門課程) 設置 

1987(昭和 62)年  大阪学院短期大学 国際文化学科 増設〔2009(平成 21)年廃止〕 

1990(平成 2)年  大阪学院大学 国際学部国際学科 増設 

1994(平成 6)年  大阪学院大学 商学部商学科を流通科学部流通科学科に改組・転換 

   大阪学院大学 商学部経営学科を経営科学部経営科学科に改組・転換 

   大阪学院大学 大学院 国際学研究科 修士課程 増設 

1995(平成 7)年  大阪学院大学 大学院 法学研究科 修士課程 増設 
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1996(平成 8)年  大阪学院大学 大学院 国際学研究科 博士課程 増設 

1997(平成 9)年  大阪学院大学 大学院 法学研究科 博士課程 増設 

2000(平成 12)年  大阪学院大学 法学部法政策学科 増設 

   大阪学院大学 情報学部情報学科 増設 

   大阪学院大学 企業情報学部企業情報学科 増設 〔2014(平成26)年度から募集停止〕 

2001(平成 13)年  大阪学院大学 通信教育部(商学部商学科)を通信教育部（流通科学部流通科学科)に名  

称変更 

2004(平成 16)年 大阪学院大学 大学院 法務研究科(法科大学院) 増設〔2016(平成 28)年廃止〕 

   関西健康専門学校 (文化教養専門課程) 設置 

2005(平成 17)年  大阪学院大学 大学院 コンピュータサイエンス研究科 修士課程 増設 

   関西医科専門学校（専門課程）設置 

2006(平成 18)年  大阪学院大学 法学部法律学科・法政策学科を法学部法学科に再編 

2007(平成 19)年  関西健康専門学校（衛生専門課程）設置 

2008(平成 20)年  大阪学院大学 経営科学部経営科学科を経営学部経営学科に名称変更 

   大阪学院大学 経営学部ホスピタリティ経営学科 増設 

   関西健康専門学校を関西健康・製菓専門学校に名称変更 

2013(平成 25)年  大阪学院短期大学を大阪学院大学短期大学部に名称変更 

2014(平成 26)年 大阪学院大学 流通科学部流通科学科を商学部商学科に名称変更 

大阪学院大学 通信教育部（流通科学部流通科学科）を通信教育部（商学部商学科） 

に名称変更 

 

（2） 学校法人の概要（平成 29 年 5 月 1日現在） 

 

教育機関名 所在地 入学定員 収容定員 在籍者数 

大阪学院大学 
大阪府 吹田市 岸部南  

二丁目３６番１号 
1,380 5,520 5,046 

大阪学院大学 

通信教育部 

大阪府 吹田市 岸部南  

二丁目３６番１号 
1,000 4,000 106 

大阪学院大学 

大学院（修士） 

大阪府 吹田市 岸部南  

二丁目３６番１号 
110 220 78 

大阪学院大学 

大学院（博士） 

大阪府 吹田市 岸部南  

二丁目３６番１号 
46 138 4 

大阪学院大学

短期大学部 

大阪府 吹田市 岸部南  

二丁目３７番１号 
50 100 63 

関西経理専門

学校 

大阪府 大阪市 北区 天神橋

二丁目北１番２号 
270 440 53 

関西健康・製菓

専門学校 

大阪府 大阪市 北区 天神橋

二丁目北１番２号 
220 330 25 

関西医科専門

学校 

大阪府 大阪市 北区 末広町

３番２７号 
120 400 203 

大阪学院大学

高等学校 

大阪府 吹田市 南正雀  

三丁目１２番１号 
600 1,800 1,372 
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（3） 学校法人・短期大学部の組織図（平成 29 年 5 月 1日現在）  
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（4）立地地域の人口動態・学生の入学動向・地域社会のニーズ 

 立地地域の人口動態（短期大学部の立地する周辺地域の趨勢） 

本学が位置する吹田市においては、2011 年(平成 23 年)以降、転入数の増加により、人口の増   

加傾向が続いており、総人口は、2010 年(平成 22 年)からの 5 年間でおよそ 1 万人増加し、36   

万人を超え、2017 年(平成 29 年)１月現在では、369,898 人と発表されている。 

しかしながら、今後、日本の人口が減少するのに伴い、人口移動の規模は縮小すると考えられ 

ており、そのような中で、これまでの転入超過の勢いを保つことは難しくなると予想される。  

また、吹田市は全国よりも出生率が低く、出生数は毎年 3,000 人台前半で横ばいとなっている  

一方、高齢化により今後も死亡数の増加傾向が続くと予想され、このままでは自然減により人口  

減少が急速に進む可能性がある。 

吹田市の将来推計によると、このまま何も手を打たなければ、30 年後の人口は、現在の 37 万   

人から 30 万人程度まで減少する見込みである。 

 

 学生の入学動向：学生の出身地別人数及び割合（下表） 

 

地域 

24 年度 

(25 年度入学) 

25 年度 

(26 年度入学) 

26 年度 

(27 年度入学) 

27 年度 

(28 年度入学) 

28 年度 

(29 年度入学) 

人数 

（人） 

割合 

（％） 

人数 

（人） 

割合 

（％） 

人数 

（人） 

割合 

（％） 

人数 

（人） 

割合 

（％） 

人数 

（人） 

割合 

（％） 

中部 2 5.7 1 4.3 1 4.0 3 10.3   

三重 2 5.7         

滋賀 1 2.9   1 4.0     

京都 2 5.7 2 8.7 5 20.0 3 10.3 2 5.9 

大阪 19 54.3 13 56.7 12 48.0 15 51.9 23 67.6 

兵庫 2 5.7 2 8.7 1 4.0 2 6.9 4 11.8 

奈良 2 5.7 2 8.7 1 4.0   2 5.9 

和歌山     1 4.0 3 10.3 1 2.9 

中国 2 5.7 1 4.3 2 8.0     

四国 1 2.9     2 6.9 2 5.9 

九州 2 5.7 1 4.3 1 4.0     

その他   1 4.3   1 3.4   

［注］ 

□ 短期大学の実態に即して地域を区分する。 

□ この事項においては通信による教育を行う学科の学生を除く。 

□ 第三者評価を受ける前年度の平成 28 年度を起点に過去 5 年間。 

 

 地域社会のニーズ 

本学が所在する吹田市には、本学を含め 5 つの大学と 1 つの研究機関（大学院研究科の設置あり）

が立地し、全国でも有数の「大学のあるまち」となっている。行政・市民からは、各大学の特色を

生かした高度な高等教育の提供による人材育成をはじめ、地域に門戸を開いて市民向けの各種講座

やセミナーを開催するなどの地域貢献が求められている。 
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本学では、併設大学が平成 16 年 12 月に「吹田市」と基本協定を締結したことにより、歴史的・

文化的資源の活用および知的・人的資源の交流を図り、産業、教育、文化、まちづくり等の分野に

おいて、双方の発展と充実に寄与している。 

また、平成 29 年 4 月に「公益社団法人 吹田青年会議所」、「一般社団法人 吹田にぎわい観光協

会」、「オッペン化粧品株式会社」、「岸部地区連合自治会」、「天神橋三丁目商店街振興組合」と基本

協定を締結するなど、地域連携を積極的に推進している。 

 

 地域社会の産業の状況 

本学が所在する吹田市は、事業所の数が多く、平成 24 年以降も事業所数、従業員数が増加し続け

ている。また、次の図①のとおり全国的にも開業率の高い都市である。 

また、市内の事業所は、市外からの通勤人口も多く、交流人口の増加に繋がっている。 

 

① 大阪府下の開業率上位 10 市 
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 短期大学部所在の市区町村の全体図 

 

一部改変：http://www.freemap.jp/item/osaka/osaka.html 

 

▪ 公式ホームページ 大学紹介・交通アクセス 

http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/campus/access.html 

 

吹田市 

本学 

http://www.freemap.jp/item/osaka/osaka.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/campus/access.html
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（5）課題等に対する向上・充実の状況 

 

① 前回の第三者評価結果における 3 つの意見の「向上・充実のための課題」で指摘された事項への対

応について（領域別評価票における指摘への対応は任意） 

 ※前回（平成 22 年度）の第三者評価は、財団法人大学基準協会（当時）にて受審した。 

改善を要する事項 

（向上・充実のための課題） 
対策 成果 

経営実務科では、過去 5 年間

における入学定員に対する

入学者比率の平均が 0.24、

2009（平成 21）年度の収容

定員に対する在籍学生数比

率が 0.27 と、いずれも定員

を大きく割りこんでいるの

で是正されたい。 

平成 20 年度に行った学費値下

げや教育改革の周知を図るとと

もに、定員充足状況を改善するた

めに、平成 24 年度入学試験から

以下の方策を取り、志願者数およ

び入学者数の増大を目指した。 

（1）経営実務科の入学定員を

200 名から 100 名に変更 

（2）協定校推薦入学の新設 

（3）特別指定校推薦入学の新設 

協定校推薦入学は、毎年本学に多

数の入学者がある私立の高等学

校を中心に、相互の教育効果を高

めるための協定を締結した高等

学校に対し行う推薦入学である。 

また、特別指定校推薦入学は、

従来の指定校で過去 3 年間に本

学への入学実績のある高等学校

や、近畿圏の女子高等学校、商業

高等学校等を対象として、評定平

均値を 5段階に区分し、それに応

じた学費減免額を設けた推薦入

学である。 

どちらの制度も従来の指定校

推薦入学より学費減免額を優遇

することで、安定した入学者数の

確保と成績上位の学生の確保を

目的として設けられたものであ

る。 

 

さらに、平成 25 年度から名称を

「大阪学院短期大学」から「大阪

学院大学短期大学部」に変更し、

併設大学との更なる一体化を促

進し、その協働・連携を学生募集

に繋げるとともに、併せて、競争

性の確立を目的に入学定員を

100 名から 50 名に削減した。 

 

加えて、平成 28 年度よりカリキ

評価後の入学者数については、

平成 22 年度入試が 71 名（入学

定員充足率 35.5％）、 

平成 23 年度 44 名（同 22.0％）、 

平成 24 年度 32 名（同 32.0％）、 

平成 25 年度 35 名（同 70.0％）、 

平成 26 年度 23 名（同 46.0％）、 

平成 27 年度 25 名（同 50.0％）、 

平成 28 年度 29 名（同 58.0％）、

平成 29 年度 34 名（同 68.0％）

であった。 

このように定員の確保に向け

て様々な方策を設けたにもかか

わらず、依然入学定員を充足でき

ていないが、平成 26 年度入試か

ら現在に至るまで徐々に回復傾

向にあり、引き続きオープンキャ

ンパスや各種進学説明会を中心

に本学の各種取り組みを積極的

に広報し、志願者数および入学者

数の増加に繋げていく。 
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ュラムを改正し、資格取得やキャ

リア教育の一層の強化を図ると

ともに、担任制や弾力的な学事暦

を導入し、よりきめ細かな学生サ

ポートができる体制を整備した。 

 

過去 5 年間入学定員の充足

率が 50％を満たしておら

ず、国庫補助金の交付はされ

ていない。また、平成２０年

度より学生生徒納付金の引

き下げを行ったため、結果と

して、収支の改善には至って

いない。さらに、翌年度繰越

消費支出超過額は法人では

改善の兆しはみえず、財務関

係比率も極めて悪い。加え

て、「要積立額に対する金融

資産の充足率」は毎年度悪化

しており、極めて厳しい財務

状況である。したがって早急

に具体的な改善計画を策定

するとともに、その計画を実

行することが強く求められ

る。 

平成 24 年度学生募集より、短

期大学経営実務科の入学定員を

200 名から 100 名に変更し、経営

改善計画書を文部科学省に提出

した。平成 23 年度には短期大学

の国庫補助金として、23,699 千

円交付された。 

しかしながら、平成 24 年度生

の入学者数が 32 名という結果を

ふまえ、平成 25 年４月から大阪

学院大学短期大学部に名称変更

する手続きを行った。 

名称変更により、併設大学との

連携をより一層強化すると共に、

学びの機会の拡充と教育・研究面

での学際性の強化、就職や編入学

の進路指導の接続面の広がりを

目的とする。また、入学定員も

100 名から 50 名に変更し、少人

数教育とキャリア支援教育の更

なる充実を図るため、カリキュラ

ム等の変更を行い入学定員の確

保を目指す。一方、法人予算のウ

エイトが高い併設大学について

も、学部の統合等も含めた入学定

員、収容定員の見直し等の組織改

革を検討してきており、早急に取

り組むことで収支の改善を図っ

ていく予定である。 

 法人の翌年度繰越消費支出超

過額については、平成 23 年度決

算は、1,549,602 千円の支出超過

ではあるが、減価償却額を除け

ば、まだマイナスではあるが、

71,227 千円となり、学費を改定

した平成 20 年度決算と比較して

大幅に改善している。また、昨年

文部科学省に提出した経営改善

計画書と比較しても、平成 23 年

度において、翌年度繰越消費支出

超過額は 535,804 千円改善され

短期大学部の入学定員に占め

る充足率は、平成25年度70.0％、

平成 26 年度 46.0％、平成 27 年

度 50.0％、平成 28 年度 58.0％、

平成 29 年度 68.0％であり、平成

26 年度を境に、充足率は若干で

はあるが回復傾向にある。これ

は、入試制度の改革(指定校およ

び協定校入試、インターネット出

願による割引制度、エクステンシ

ョンセンター資格講座の無料受

講制度)やカリキュラムの改革（4

学期制の導入、複数担任制、資格

取得、インターンシップ、編入学

等の支援）等の様々な取り組み

が、結実した成果であると言え

る。 

収支面では、平成 28 年度決算

（法人）における経常収支差額

は、1,175,702 千円の支出超過を

計上しているが、減価償却額を除

くと、その超過額は 95,127 千円

であり、1年でも早い収支改善に

向けて取り組んでいる。 

施設設備面においては、減員し

た定員と施設設備関係とのコス

トが見合っていなかったことか

ら、岸部校地と千里山校地に分散

している施設について、利便性の

追求、管理運営上の効率化・適正

化等を図る観点から、千里山校地

の施設(野球場、サッカー場、宿

泊施設等)を岸部校地に集約する

ため、平成 28 年度に千里山校地

の売却を行った。これにより、固

定資産が減少し、流動資産への運

用替えで、固定資産構成比率およ

び流動資産構成比率が改善した。

また、併せて、岸部校地の今後の

施設設備整備資金として特定資

産への繰入も行った。 
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ている。今後は出来るだけ早く収

入超過になれるように、収入面に

おいては、募集定員の確保とドロ

ップアウト率の改善を図ると共

に、更なる経費の見直し・改善を

行っていく。 

 また、昨年文部科学省に提出し

た平成 27 年度までの経営改善計

画書より 1 年でも早く、財務改善

出来るよう教職員一丸となって

取り組むと共に前述の改革を早

急に行っていく。 

 

 

監事による監査報告書につ

いて、「学校法人」の業務と

記載すべきところ、「理事」

の業務と記載しているが、私

立学校法の改正の趣旨を理

解の上、学校法人の業務を監

査し、その旨を記載するよう

是正されたい。 

 

平成 22 年度決算から「学校法

人」の業務に修正している。 

私立学校法第 37 条を確認し、

監事制度の改善の趣旨を理解し

て、平成 22 年度決算から「学校

法人」の業務に修正している。 

また、公式ホームページで公開し

ている平成 22年度の監事報告書

についても「学校法人」の業務に

修正している。 

 

貴短期大学に対する的確な

理解を得るためには、利害関

係者からの要求による財務

三表の開示や期間を限定し

た上での学内掲示だけでは

不十分であり、刊行物、ホー

ムページを通じて広く財務

状況を公開するよう早急に

対応されたい。 

指摘事項となった利害関係者

からの要求による財務三表の開

示や期間を限定した上での学内

掲示だけという状況を改め、公式

ホームページにおいて財務三表

（資金収支計算書、消費収支計算

書、貸借対照表）と財産目録、監

事監査報告書および事業報告書

を平成 22 年度分より公開してい

る。 

次に、自己点検・評価の結果は、

平成 17 年度から平成 20 年度お

よび平成 21 年度から平成 24 年

度の全学自己点検・評価報告書と

併せて平成 22 年度に申請した認

証評価の結果および点検・評価報

告書を公開している。 

また、平成 22 年 6 月 15 日に

行われた学校教育法施行規則の

改正により、各大学等において教

育情報の公表を行う必要がある

と明確化された項目についても、

ホームページにおいてすべての

項目を掲載している。 

 

本学における財務および教学

関係に関する情報は、併設大学と

共有の公式ホームページの『大学

紹介／大学概要・事業報告／教育

情報の公開』において公表してお

り、併せて大学案内、入試ガイド

等の印刷物の配付により絶えず

情報を発信するなど、広く積極的

に情報の公表を行っているほか、

各種出版社等からの要望に応じ

雑誌等に掲載される情報の提供

を行っており、周知が図れたと考

える。 

今後とも、本学は、公的な教育

機関として社会に対する説明責

任を果たすとともに、教育の質を

向上させる観点から、教育情報の

一層の公表を促進するため、積極

的な取り組みを図る。 
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② 上記以外で、改善を図った事項について 

改善を要する事項 対策 成果 

規程に反し、単位互換協定を締

結せずに併設大学と単位互換

を行っているので、改善が望ま

れる。 

学部長会議で承認された「単

位互換協定の締結について」の

内規を基に運用をしていたが、

平成22年10月１日付けで併設

大学との間に「大阪学院大学と

大阪学院短期大学との間の単

位互換協定書」を締結した。 

 

 

併設大学との単位互換につい

ては、定められた「大阪学院大

学と大阪学院短期大学との間

の単位互換協定書」に基づき実

施しており、毎年度、多数の学

生が併設大学の講義を受講し、

幅広い学習機会を提供できて

いる。 

シラバスについては、講義テー

マ、目的および概要などの記載

内容に精粗がみられので、改善

が望まれる。 

シラバスの記載内容の精粗を

なくす改善として、教務課で運

営・管理している Web シラバ

ス入稿システムに、記載内容の

精粗を簡便に点検できるシス

テムの改善を図り、記載項目別

に抽出・一覧化する機能を追加

し、平成 22年 12 月より運用し

た。この機能追加によって、教

員が入稿したシラバスのデー

タベースから、講義テーマ・概

要、到達目標、講義スケジュー

ル、評価基準・方法などが、項

目別に抽出・一覧化できるよう

になった。そして、このシステ

ムを使用し、「項目内容の精粗」

に関する調査を実施し更なる

改善を図った。 

結果、Web シラバス入稿シス

テム機能の追加（項目別に抽

出・一覧）と、シラバスの各項

目について、字数や記載漏れを

中心に全科目について全教員

が点検し、シラバスの精粗をな

くす体制を確立した。 

 

シラバスの記載内容が充実

し、学生の科目選択およびその

後の履修に大いに役立つこと

ができ、更には、教員の意識向

上にも繋がった。 

研究活動が不活発な教員が見

受けられ、科学研究費補助金の

申請も行われていないので、研

究支援体制の充実を図り、研究

活動を促進させるためのシス

テムを確立することが望まれ

る。 

学科長から所属教員に対し、

研究活動を促進する旨、通達を

行った。 

また、研究活動をより促進さ

せるため、公式ホームページや

広報誌において、教員個々の研

究業績（著書・論文）を掲載し、

社会に対して公表することで、

教員個々の研究活動の啓発・活

平成25年度から平成29年度

まで、毎年1件ずつではあるが、

科学研究費補助金が採択され

ている。 
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性化に繋げ、さらに科学研究費

補助金申請の増加に繋げた。 

このほか、研究発表奨励費や

学会発表奨励金、本学教員の学

外研究費獲得実績等の更なる

周知に努めるとともに、庶務課

を窓口として、研究活動に関す

る相談や他の教員との情報共

有および研究協力を促進する

体制づくりを行った。 

専任教員の年齢構成において、

56 歳以上の割合が 76.9％と高

く、偏りがみられることから、

全体的なバランスを保つよう、

今後の教員採用計画などにお

いて、改善の努力が望まれる。 

専任教員の年齢構成は、従来

から所属の専任教員が年齢を

重ねることにより、高くなって

いくが、退職専任教員の後任に

若手教員の任用を進め、平成 28

年度に40代と50代前半の教員

を任用した。 

平成 29 年 5 月１日現在にお

ける専任教員の年齢構成は、56

歳以上の専任教員は 55.6％で

ある。 

教員の昇任人事において、研究

業績のみではなく、教育活動な

どを含めた総合的な評価を行

うための選考基準を定めるこ

とが望まれる。 

昇任人事においては、研究業

績のみではなく、教育活動を評

価するために担当科目ごとに

その「出講率」、「受講生による

授業評価を点数化した順位お

よびGPA」を全て評価対象とし

ている。またそれに加え「教授

会出席率」、「役職・委員」およ

びその「委員会出席率」、「クラ

ブ・サークル顧問歴」を総合的

に評価できるようしている。 

教員の昇任人事においては、

研究業績のみではなく、教育活

動などを含めた総合的な評価

により、厳格かつ適切に行われ

ている。 

事務職員の任用や昇格に関し、

選考基準が定められていない

ので、改善が望まれる。 

職員任免規則第 10 条につい

て、運用の実態に合致させて、

平成 24 年７月１日付で次のと

おり改正した。 

[改正前]  

（事務職員の任用） 

第 10 条 事務職員の任用は事

務職員選考基準の定めるとこ

ろによる。 

[改正後]  

（事務職員の任用） 

第 10 条 事務職員の任用は、

公募を基本とした募集を行い、

採用希望者に対して、書類選

考、筆記試験、面接試験等を実

施し、人格、能力、学歴、技能、

経験及び健康等を総合的に判

断し、上位者を採用するものと

する。 

事務職員の昇格については、

常日頃から事務局業務を統括

している事務長をはじめとす

る管理監督者による人事会議

において、各課の業務量、人数、

年齢のバランス、また、個人の

適性、能力、経験年数等により

総合的にかつ大局的見地に立

って、実行しており、事務組織、

各部局は硬直化することなく

効率的に運営されている。 
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貴短期大学の重要な意思決定

や併設大学の各学部との調整

は、学則に反してそれぞれ「大

学協議会」「学部長会議」で行わ

れているほか、各種会議体の役

割分担および機能分担が明確

に規定されていないので、規程

と運用実態の乖離を埋めるよ

うに諸規程を整備することが

望まれる。 

本学は、併設大学と同じキャ

ンパスを利用するとともに、募

集活動から学校行事運営、授業

開講、学生に対する厚生支援、

事務処理等その全ての教育活

動にわたって、協働・連携した

運営を行ってきた。このことか

ら、「大学協議会」及び「学部長

会議」を大学との合同で開催す

ることが望ましいと考え、名称

変更に併せて、規程と運用を一

致させることとした。 

 

本学は、平成 25 年度より名称

を「大阪学院短期大学」から「大

阪学院大学短期大学部」に変更

した。この名称変更によりこれ

までの併設大学との関係をさ

らに一歩進めて、その一角をな

すことで、総合大学の一端を担

う役割を得て、強固な足場を築

くことが可能になった。また、

この一体化を促進する過程で、

学生の編入学、交流および教育

課程の協力が深まり、これまで

以上に密接な連携強化と効率

化が図られ、教育の質の向上が

期待できることに加え，運営経

費等の合理化も進めることが

できた。 

 

点検・評価によって明らかとな

った重大な問題に対し、改善・

改革に向けた取り組みが不十

分である。点検・評価を検証す

るシステムを整備するととも

に、改善・改革に結び付けるた

め、実質的な点検・評価活動を

実施することが望まれる。 

本学と併設大学の管理・運営

にあたっては、共通の審議機関

により対応していることから、

既に設置されている大学協議

会・学部長会議・各種委員会等

が持っている機能を十分活用

した自己点検・評価の実施体制

を整備し、基本方針の策定→企

画→実施→点検・評価→報告→

改善の指摘という連結を構築

し、PDCA サイクルを的確に継

続するために、そして、4 年ご

との全学的な自己点検が有効

かつ円滑に運用できるように、

各個別機関自己点検・評価委員

会は点検・評価項目に基づき、

毎年、現状を正確に把握・認識

するためのデータの収集とそ

の分析を行い、改善策の実行経

過を年度単位で個別評価報告

書として、全学自己点検・評価

実行委員会に提出することと

した。 

これら一連の整備および学

部長会議で個別評価委員会に

改善方策の検討とその改善策

の実行を指示したことにより、

毎年度個別評価委員会が実施

する自己点検・評価で明らかと

4 年ごとの自己点検・評価を

原則としつつ、運用により 1 年

ごとに行う自己点検・評価と、

恒常的に改善に取り組む

PDCA サイクルが有機的に結

び付き、機動的な改善が図られ

ている。 

また、毎年開催する自己点

検・評価に係る各種会議におい

て、自己点検・評価において明

らかになった課題等を改善に

繋げる「将来への発展方策」を

進捗状況表としてまとめ、毎年

度、見直すことによって、前年

度までの｢将来への発展方策｣

が、次年度どのように具現化さ

れたのか、その取組み状況を可

視化することで、確実な改善に

結びついている。 
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なった長所、問題点やその改善

策が個別評価委員会を担当す

る各種委員会で検討され、必要

により、学部長会議で協議、教

授会での審議事項として取り

上げられる体制が整備され、継

続的に改善・改革に向けた取り

組みを実施できる体制を築い

た。 

 

 

 

③ 過去 7 年間に、文部科学省の設置計画履行状況等調査において留意事項が付された短期大学は、留

意事項及びその履行状況を記述する。 

   該当なし。 
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（6）学生データ（学校基本調査のデータを準用） 

 

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

 学科・専攻課程ごとに、第三者評価を受ける平成 29 年度を含む過去 5 年間のデータを示す。 

 

［参考例］平成 25 年度～平成 29 年度の設置学科等について 

 

学科等の名称 事項 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 備考 

経営実務科 

入学定員 50 50 50 50 50 

平成 25 年 4 月 1

日 

入学定員減を実施 

入学者数 35 23 25 29 34 

入学定員 

充足率（％） 
70 46 50 58 68 

収容定員 100 100 100 100 100 

在籍者数 62 57 46 53 63 

収容定員 

充足率（％） 
62 57 46 53 63 

［注］ 

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

は、入学定員以下は空欄とする。 

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

載する。 

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

募集を停止した年度の入学定員欄に「募集停止」と記載する。 

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

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

てて記載する。 

 

 

※ 下記②～⑥について、学科・専攻課程ごとに、第三者評価を受ける前年度の平成 28 年度を起点とし

た過去 5年間のデータを示す。 

 

② 卒業者数（人） 

区分 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 

経営実務科 42 23 34 20 21 

 

③ 退学者数（人） 

区分 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 

経営実務科 4 4 1 2 0 

 

④ 休学者数（人） 

区分 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 

経営実務科 0 0 1 1 0 

 

⑤ 就職者数（人） 

区分 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 

経営実務科 23 15 25 18 19 
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⑥ 進学者数（人） 

区分 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 

経営実務科 2 0 1 0 0 

 

（7）短期大学設置基準を上回っている状況・短期大学部の概要 

 

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

参照）内の量的数値及び質的な事項について記述する。 

※ ①～⑦まで、すべて第三者評価を受ける平成 29 年度の 5月 1 日現在 

 

① 教員組織の概要（人） 

学科等名 

専任教員数 設置基準 

で定める 

教員数 

〔イ〕 

短期大学全体の

入学定員に応じ

て定める専任教

員数〔ロ〕 

設置基準

で定める

教授数 

助
手 

非
常
勤
教
員 

備
考 教

授 

准
教
授 

講
師 

助
教 

計 

経営実務科 7 2 0 0 9 7 
 

3 0 15 経済学関係 

（小計） 7 2 0 0 9 7  3 0   

〔その他の組織等〕            

短期大学全体の入学

定員に応じて定める

専任教員数〔ロ〕 

      2 1    

（合計） 7 2 0 0 9 9 4 0   

［注］ 

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

学科の種類に応じて定める教員数（昼間又は夜間において授業を行う学科が通信教育をあわせ行う

場合には、短期大学通信教育設置基準第 9条第 2項に定める教員数を含む。）を、また、通信教育

学科のみを置く短期大学の場合は短期大学通信教育設置基準第9条第1項別表第1に定める教員数

を、学科ごとに記入し、その小計を①に記入する。 

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

22 条別表第 1 のロに定める短期大学全体の入学定員に応じて定める教員数を記入する。 

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

る教授数（通信教育学科のみを置く短期大学の場合は、短期大学通信教育設置基準第 9 条第 1 項別

表第 1 備考 2 に定める教授数）を学科ごとに記入し、その小計を③に記入する。さらに、〔ロ〕の

専任教員数に対する教授数を④に記入する。 

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

する教員や募集停止を行った学科所属の教員等）数を記入するとともに、〔その他の組織等〕欄に

組織名等（募集停止の場合はその年度も含む。）を記入する。該当する教員がいない場合、この欄

には斜線を引く。 

5. 上表の「助手」とは、助手として発令されている教職員をいう。 

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

の区分」）を必ず記載する。 
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② 教員以外の職員の概要（人） 

 専任 兼任 計 

事務職員 3 0 3 

技術職員 0 0 0 

図書館・学習資源センター等の専門事務職員 2 2 4 

その他の職員 0 0 0 

計 5 2 7 

［注］ 

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

□ 契約職員、派遣職員等は「兼任」に分類する。 

※ 事務職員（専任）のうち 1 名（短期大学部事務長）と、図書館・学習資源センター等の専門事

務職員 4名（専任 2・兼任 2）については、大阪学院大学との兼務者を示す。 

 

③ 校地等（㎡） 

校
地
等 

区分 
専用

（㎡） 

共用

（㎡） 

共用する他

の学校等の

専用（㎡） 

計 

（㎡） 

基準面積

（㎡） 

在籍学生一人

当たりの面積

（㎡） 

備考（共

用の状況

等） 

校舎敷地 0 84,356.31 0 84,356.31 

1,000 
〔イ〕 

26.42 

大阪学院大学

と共用 

運動場用地 0 52,808.76 0 52,808.76 
大阪学院大学

と共用 

小計 0 137,165.07 0 
〔ロ〕 

137,165.07 

大阪学院大学

と共用 

その他 0 0 0 0 
大阪学院大学

と共用 

合計 0 137,165.07 0 137,165.07 
大阪学院大学

と共用 

［注］ 

□ 基準面積（㎡）＝短期大学設置基準上必要な面積 

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

している場合、当該学校等の在籍学生数を加えた総在籍学生数） 

 

④ 校舎（㎡） 

区分 
専用

（㎡） 

共用

（㎡） 

共用する他の学校

等の専用（㎡） 

計

（㎡） 

基準面積

（㎡） 

備考（共用の

状況等） 

校舎 4,557.19 53,635.45 41,839.55 100,032.19 1,600 大阪学院大学と共用 

［注］ 

□ 基準面積（㎡）＝短期大学設置基準上必要な面積 
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⑤ 教室等（室） 

講義室(専用) 演習室(専用) 
実験実習室(専用) 

日本文化実習室 

情報処理学習室 

(専用) 

語学学習施設 

(専用) 

5 3 1 0 0 

 

講義室 

(大阪学院大学と共用) 

演習室 

(大阪学院大学と共用) 

実験実習室 

(大阪学院大学と共用) 

情報処理学習室 

(大阪学院大学と共用) 

語学学習施設 

(大阪学院大学と共用) 

17 4 1 3 2 

 

⑥ 専任教員研究室（室） 

専任教員研究室 

9 

 

⑦ 図書・設備(大阪学院大学と共用) 

学科･専攻課程 

図書 

〔うち外国書〕 

学術雑誌 

〔うち外国書〕（種） 視聴覚資料 

（点） 

機械・器具 

（点） 

標本 

（点）  

（冊） 

 電子ジャーナル

〔うち外国書〕 

 経営実務科 
1,121,406 

〔350,871〕 

3,709 

〔1,111〕 

   75 

〔7〕 
46,412   0 0 

計 
1,121,857 

〔350,871〕 

3,709 

〔1,111〕 

   75 

〔7〕 
46,412   0 0 

 

 

図書館 

(大阪学院大学と共用) 

面積（㎡） 閲覧座席数 収納可能冊数 

8,322 1,131 1,200,000 

体育館 

(大阪学院大学と共用) 

面積（㎡） 体育館以外のスポーツ施設の概要 

1,023.80 0 0 
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（8）短期大学の情報の公表について 

 平成 29 年 5 月 1 日現在 

 

①教育情報の公表について 

  教育情報は、次のとおり公式ホームページにおいて公表している。 

[http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/disclosure/index.html] 

 

 事項 公表方法等 

1 

大学の教育研究上の目的に関する
こと 
 
 

人材の養成・教育研究上の目的 
http://www.osaka-
gu.ac.jp/guide/outline/purpose_ogjc01.html 
 

2 

教育研究上の基本組織に関するこ
と 
 
 

学事運営組織 
http://www.osaka-
gu.ac.jp/guide/outline/administration_chart.html 
 

3 

教員組織、教員の数並びに各教員
が有する学位及び業績に関するこ
と 
 
 
 
 
 
 
 

教員紹介 
http://www.osaka-gu.ac.jp/faculty/teacher/ogjc/index.html 
 
学生数・教員数 
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/number.html 
 
教員組織 
http://www.osaka-
gu.ac.jp/guide/outline/organization.html 
 

4 

入学者に関する受け入れ方針及び
入学者の数、収容定員及び在学す
る学生の数、卒業又は修了した者
の数並びに進学者数及び就職者数
その他進学及び就職等の状況に関
すること 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

入学者受入の方針 
http://www.osaka-
gu.ac.jp/guide/outline/purpose_ogjc06.html 
 
入学定員・収容定員 
http://www.osaka-
gu.ac.jp/guide/regulations/ogjc/detail01.html#t02 
 
学生数・教員数 
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/number.html 
 
学位授与数・進学者数・就職者数および就職等の状況 
http://www.osaka-
gu.ac.jp/guide/disclosure/pdf/h27shinro_ogjc.pdf 
 

5 

授業科目、授業の方法及び内容並
びに年間の授業の計画に関するこ
と 
 
 
 
 

履修要項 
http://www.osaka-
gu.ac.jp/course/2017/risyu2/gakkamoku4/index2016.html 
 
授業科目の履修 
http://www.osaka-gu.ac.jp/students/id/quarter.html 
http://www.osaka-gu.ac.jp/students/id/take_ogjc.html 
 

6 

学修の成果に係る評価及び卒業又
は修了の認定に当たっての基準に
関すること 
 
 
 
 

教務関連諸規程 
http://www.osaka-
gu.ac.jp/students/id/regulations_ogjc/detail02.html#reg08 
 
シラバス 
http://www.osaka-
gu.ac.jp/syllabus/2016/tandai/index.html 

http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/disclosure/index.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/purpose_ogjc01.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/purpose_ogjc01.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/administration_chart.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/administration_chart.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/faculty/teacher/ogjc/index.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/number.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/organization.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/organization.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/purpose_ogjc06.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/purpose_ogjc06.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/regulations/ogjc/detail01.html#t02
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/regulations/ogjc/detail01.html#t02
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/number.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/disclosure/pdf/h27shinro_ogjc.pdf
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/disclosure/pdf/h27shinro_ogjc.pdf
http://www.osaka-gu.ac.jp/course/2017/risyu2/gakkamoku4/index2016.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/course/2017/risyu2/gakkamoku4/index2016.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/students/id/quarter.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/students/id/take_ogjc.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/students/id/regulations_ogjc/detail02.html#reg08
http://www.osaka-gu.ac.jp/students/id/regulations_ogjc/detail02.html#reg08
http://www.osaka-gu.ac.jp/syllabus/2016/tandai/index.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/syllabus/2016/tandai/index.html
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7 

校地、校舎等の施設及び設備その
他の学生の教育研究環境に関する
こと 

キャンパンマップ 
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/campus/index.html 
 

8 

授業料、入学料その他の大学が徴
収する費用に関すること 
 
 

入学金・学費および諸会費 
http://nyushi.osaka-
gu.jp/admission/guide/index04.pdf?_ttr=1497867039852 
 

9 

大学が行う学生の修学、進路選択
及び心身の健康等に係る支援に関
すること 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学修に関する総合相談窓口 
http://www.osaka-
gu.ac.jp/support/study_support/index.html 
 
学習支援室 
http://www.osaka-
gu.ac.jp/support/support_lounge/index.html 
 
就職・キャリア 
http://www.osaka-gu.ac.jp/career/index.html 
 
保健センター 
http://www.osaka-
gu.ac.jp/students/support/healthcare.html 
 
学生相談センター 
http://www.osaka-gu.ac.jp/support/life/mental.html 
 

 

 

②学校法人の財務情報の公開について 

財務情報は、次のとおり公式ホームページにおいて『大学紹介／／大学概要・事業報告』として公

表している。[http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/report.html] 

 

事項 公開方法等 

財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び

監査報告書 

公式ホームページ・事業報告 

http://www.osaka-

gu.ac.jp/guide/outline/report.html 

 

 

 

 

（9）各学科・専攻課程ごとの学習成果について 

 

 学習成果をどのように規定しているか。 

経営実務科の「学習成果」は、次のとおり規定し、公式ホームページにおいて公表している。 

1.学習に必要な基礎的能力（問題を発見し解決する能力、コミュニケーション能力、アカデミ 

ックスキル） 

2.ビジネス社会に必要な専門知識・技能を併せ持った実務処理能力 

3.実社会で生きていくための視野を広め、責任を持って行動する能力 

 

 

 

 

http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/campus/index.html
http://nyushi.osaka-gu.jp/admission/guide/index04.pdf?_ttr=1497867039852
http://nyushi.osaka-gu.jp/admission/guide/index04.pdf?_ttr=1497867039852
http://www.osaka-gu.ac.jp/support/study_support/index.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/support/study_support/index.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/support/support_lounge/index.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/support/support_lounge/index.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/career/index.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/students/support/healthcare.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/students/support/healthcare.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/support/life/mental.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/report.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/report.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/report.html
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 どのように学習成果の向上・充実を図っているか。 

経営実務科の学習成果として求める各能力については、カリキュラムマップにより、各科目と   

関連づけており、学習成果の測定は、これらの科目の成績評価による。成績評価は、定期試験や

レポート試験、日常点等によって測られ、その点は、シラバスにも全科目、明記している。 

なお、これらの能力の修得状況については、入学時・卒業時に、ルーブリックによる自己評価

を行っており、自身でフィードバックするだけでなく、その結果を教職員間で共有し、学習成果

を通して、教育目標の達成度の確認を行っている。他にも資格の取得状況などの情報共有も学科

連絡会議で行うとともに、今後の改善についても検討を行っている。 

 

 

（10）オフキャンパス、遠隔教育、通信教育、その他の教育プログラム（平成 28 年度） 

 オフキャンパス 

「インターンシップ」： インターンシップ参加前の事前学習、夏期休暇期間に 60 時間の企業 

での就業体験、インターンシップ参加後の事後学習に参加して社会人 

基礎力を高める。また、平成 27 年度より、実習先の企業の方を招き、 

「インターンシップ報告会」を本学で開催している。また、必修科目 

として位置づけられ、2単位が認定される。 

 遠隔教育 

本学では実施していない。 

 通信教育 

本学では実施していない。 

 その他の教育プログラム 

本学では、幅広い知識や教養、各種のスキルを習得させる取組みとして、「プレゼンテーショ

ン大会」・「茶道実習」・「ゴルフ実習」・「製菓実習」・「金融セミナー」等を実施してい

る。 

 

（11）公的資金の適正管理の状況（平成 28 年度） 

本学では、研究活動における不正防止の取り組みとして、｢研究活動における不正防止および不正

行為への対応に関する規程｣を制定し、これを公式ホームページに掲載することにより周知を図って

いる。規程では、不正行為または疑義がある場合の通報窓口(庶務課)を明記するとともに、統括責任

者である事務局長が｢研究活動の不正行為に係る調査委員会｣を設置し、速やかに事実関係を調査す

る旨を定めている。調査委員会の構成員については、統括責任者、不正行為または疑義がある研究

者等が所属する部局等の長、学外有識者(委員総数の半数以上とする)、統括責任者が構成員として必

要と認めた者としている。 

また、公的研究費の不正使用防止の取り組みとして、｢公的研究費取扱いに関する規程｣および｢公

的研究費の不正使用に係る調査等に関する規程｣を制定し、これらを公式ホームページに掲載するこ

とにより周知を図っている。不正使用または疑義がある場合の通報窓口(庶務課)を明記するととも

に、最高管理責任者(学長)が｢公的研究費の不正使用に係る調査委員会｣を設置し、速やかに事実関係

を調査する旨を定めている。調査委員会の構成員については、統括管理責任者(事務局長)、コンプラ

イアンス推進責任者(庶務課長)、被通報者が所属する部局等の長、会計監査人、最高管理責任者が構

成員として必要と認めた者としている。 
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2．自己点検・評価の組織と活動 

 

 自己点検・評価委員会（担当者、構成員） 

 

本学における自己点検・評価の組織は、実行可能な実施組織の確立を第一に考え、また、本学に

は全学組織として各種委員会が置かれており、これらの委員会が有する機能を十分に活用すること

が、点検・評価を進めるうえで効率的且つ効果的であると考え、学内に既に設置されている(全学組

織である)大学協議会、学部長会議および各種委員会等を基礎に、点検・評価に係る各委員会を、次

の通り体系的に設置することにより、(自己点検・評価のための)体制を確立している。 

 

○自己点検・評価基本構想委員会(基本構想委員会) 

大学協議会の構成員で構成しており、自己点検・評価の実施に関する基本構想を策定している。 

構成員：学長（総長）、大学院部長、各学部長、通信教育部長、短期大学部学科長、大学院

および各学部長がそれぞれ推薦する者各１名、事務局長、学長（総長）が必要と認めた者

(学長補佐、教育開発支援センター所長) 

 

○全学自己点検・評価実行委員会(全学評価委員会) 

学部長会議の構成員および個別評価委員会の各委員長で構成しており、全学的に自己点検・評  

価を統括している。 

構成員：学長（総長）、大学院部長、各学部長、短期大学部学科長、教務部長、事務局長、

各個別評価委員会委員長、法人事務局を代表する者(総務部長、財務部長)、学長（総長）が

必要と認めた者[学長補佐、第三者評価連絡調整責任者(ALO)、教育開発支援センター所長、

大学事務長・短期大学部事務長] 

 

○個別機関自己点検・評価委員会(個別評価委員会) 

学内の各種委員会等が担当し、各個別機関において自己点検・評価を実施している。 

  ・通信教育部自己点検・評価委員会 

    構成員：通信教育部学務委員会構成員 

  ・図書館自己点検・評価委員会 

    構成員：図書委員会委員ならびに担当事務局の長 

  ・教務関係自己点検・評価委員会 

    構成員：教務部委員会構成員 

・入試関係自己点検・評価委員会 

    構成員：入試実行委員会委員ならびに担当事務局の長 

  ・学生関係自己点検・評価委員会 

    構成員：学生部委員会委員ならびに担当事務局の長 

  ・就職関係自己点検・評価委員会 

    構成員：キャリアセンター委員会委員ならびに担当事務局の長 

  ・国際交流関係自己点検・評価委員会 

    構成員：国際センター会議構成員ならびに担当事務局の長 

 ・経営関係自己点検・評価委員会 

    構成員：法人事務局 総務部責任者ならびに財務部責任者 

  ・商学研究科自己点検・評価委員会 

    構成員：商学研究科委員会委員ならびに担当事務局の長 

 ・経済学研究科自己点検・評価委員会 

    構成員：経済学研究科委員会委員ならびに担当事務局の長 

  ・国際学研究科自己点検・評価委員会 

    構成員：国際学研究科委員会委員ならびに担当事務局の長 

  ・法学研究科自己点検・評価委員会 

    構成員：法学研究科委員会委員ならびに担当事務局の長 
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  ・コンピュータサイエンス研究科自己点検・評価委員会 

    構成員：コンピュータサイエンス研究科委員会委員ならびに担当事務局の長 

 

自己点検・評価の実施については、基本構想委員会が、自己点検・評価の実施に関する基本構想

を策定し、この基本構想に基づき、全学評価委員会が、自己点検・評価の実施要領を作成するとと

もに、部局ごとの組織である個別評価委員会を通じ、全学に実施の指示を行っている。個別評価委

員会は、全学評価委員会が策定した実施要領に基づき、点検・評価を行ったうえで、評価報告書を

全学評価委員会に提出し、全学評価委員会は、個別評価委員会での点検・評価結果を検証し、全学

的な視点による総合的かつ体系的な点検・評価を加えた報告書を作成するとともに、過去の自己点

検・評価において｢将来への発展方策(行動計画)｣として示された点に関する進捗状況について、基本

構想委員会を通じ学長(総長)に報告している。 

そして、学長(総長)の諮問により、大学協議会は、点検・評価結果および｢将来への発展方策(行動

計画)｣の進捗状況を踏まえ、学部長会議を通じ、全学に改善の指示を行っている。この指示内容は、

部局レベルまたは個々の教職員レベルで日常的に展開されている PDCA サイクルに取り入れられ、

速やかな改善が図られるとともに、その結果等については公表し、次年度の自己点検・評価に反映

するようにしている。こうした自己点検・評価システムの機能を向上させる工夫が、確実な教育改

善の推進の原動力になっている。 

 

 

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

 

本学では、自律的にPDCAサイクルを回し、教育改善を繰り返し、本学の教育の質を維持・

向上するためには、自己点検・評価システムを確立することが最重要課題であると認識してい

る。本学の自己点検・評価システムが有効に機能しているケースの1つとしては、平成28年度

に行ったカリキュラム改正やターム制（4学期制）の導入が挙げられる。この教育課程の見直

しにより、卒業要件と資格取得が直結するとともに、インターンシップや独自のマナー教育な

ど幅広い教育活動の展開が可能となり、さらには、学生一人ひとりに応じた日常的な学修支援

を強化することができ、就職率も100％を達成することができた。 

 

 

 自己点検・評価報告書完成までの活動記録 

 

 日   程 活 動 内 容 

1 平成28年 4月11日 基本構想委員会開催 

・一般財団法人短期大学基準協会による第三者評価に向け、

自己点検・評価活動の指示がなされた。 

2 平成28年 4月18日 全学評価委員会開催 

・第三者評価に係る自己点検・評価実施要領について 

3 平成28年 4月18日 短大学科会議 

・一般財団法人短期大学基準協会による第三者評価に向け、

自己点検・評価活動について討議 

 

4 平成28年 6月18日 第１回SD講演会開催 

・短期大学基準協会による評価受審に関する講演会を開催し 

 終了後、参加者による自己点検・評価活動について討議 

5 平成28年 6月27日 教務関係自己点検・評価委員会開催 

・自己点検・評価報告書作成について検討 

6 平成28年 7月11日 短大学科会議 

・自己点検・評価報告書作成について討議 

 7 平成28年 8月25日 平成29年度第三者評価ALO対象説明会 

・一般財団法人短期大学基準協会によるALO対象説明会に参   

 加 

 8 平成28年10月3日 教務関係自己点検・評価委員会開催 

・自己点検・評価報告書作成について 

9 平成28年10月17日 短大学科会議 

・自己点検・評価報告書作成日程確認および自己点検・評価報

告書作成について討議 

10 平成28年10月31日 全学評価委員会開催 

・第三者評価に係る今後の予定について 

11 平成28年11月21日 短大学科会議 

・教育研究業績書記入について討議 

12 平成28年12月12日 教務関係自己点検・評価委員会開催 

・自己点検・評価報告書について 

13 平成29年2月25日 短大学科会議 

・自己点検・評価報告書記入について討議 

14 平成29年3月16日 教務関係自己点検・評価委員会開催 

・自己点検・評価報告書（最終報告）について 
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15 平成29年 4月17日 全学評価委員会開催 

・個別評価委員会による教学関係分野の「自己点検・評価報

告書（原案）」の記述内容について検討 

16 平成29年 4月17日 短大学科会議 

・自己点検・評価報告書（原案） の記述内容について確認 

17 平成29年 4月24日 全学評価委員会開催 

・個別評価委員会による全分野の「自己点検・評価報告書

（原案）」の記述内容について検討 

18 平成29年 5月23日 第三者評価に係る打ち合わせ 

・「自己点検・評価報告書（案）」の記述内容について討議 

19 平成29年 5月29日 全学評価委員会 

・個別評価委員会による教学関係分野の「自己点検・評価報 

告書（案）」の記述内容について承認 

20 平成29年 6月 5日 全学評価委員会開催 

・全分野の「自己点検・評価報告書（案）」の記述内容につ

いて承認 

21 平成29年 6月12日 基本構想委員会 

・第三者評価に係る「自己点検・評価実報告書」の記述内容

を承認（自己点検・評価報告書の完成） 

22 平成29年 6月19日 短大学科会議 

・自己点検・評価報告書 の記述内容および根拠となる資料

について最終点検 
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3．提出資料・備付資料一覧 

＜提出資料一覧表＞ 

報告書作成マニュアル記載の提出資料 資料番号・資料名 

基準Ⅰ：建学の精神と教育の効果 

A 建学の精神 

 
建学の精神・教育理念についての印刷物 
 

 
1. 2017 大学案内 
3. 平成 28 年度 短大の手引(前期) 
4. 平成 28 年度 短大の手引(後期) 
5．公式ホームページ [建学の精神・教育理念・教育目標] 

http://www.osaka-
gu.ac.jp/guide/disclosure/principle.html 

6．公式ホームページ [教育情報の公開] 
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/disclosure/index.html 
 

B 教育の効果 

 
学則 
 
 
 

7．公式ホームページ [大阪学院大学短期大学部学則] 
http://www.osaka-
gu.ac.jp/guide/regulations/ogjc/index.html 

8. 大阪学院大学短期大学部学則   

 
教育目的・目標についての印刷物 

 
1. 2017 大学案内 
3. 平成 28 年度 短大の手引(前期) 
4. 平成 28 年度 短大の手引(後期) 
9．公式ホームページ Campus Life(短期大学部) 

    http://www.osaka-gu.ac.jp/students/ogjc.html 
10．公式ホームページ [教育研究上の目的、学位授与の方針、

教育課程編成・実施の方針、入学者受入の方針] 
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/purpose.html 

 
 
学生が獲得すべき学習成果についての
印刷物 
 
 
 
 
 

 
11．公式ホームページ [学習成果] 

http://www.osaka-
gu.ac.jp/guide/outline/purpose_ogjc05.html 

12．公式ホームページ Campus Life(短期大学部) 履修要項 
／カリキュラムツリー・カリキュラムマップ 
http://www.osaka-
gu.ac.jp/course/2017/risyu2/gakkamoku4/index2016.html 

13．短期大学部経営実務科ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰのﾙｰﾌﾞﾘｯｸ 
14. 学びによる成長シート 
 

C 自己点検・評価 

 
自己点検・評価を実施するための規程 
 
 
 
 
 

 
15. 大阪学院大学・大阪学院大学短期大学部自己点検・評価規程 
16. 大阪学院大学・大阪学院大学短期大学部自己点検・評価委員

会規程 
17. 公式ホームページ [内部質保証] 

http://www.osaka-
gu.ac.jp/guide/outline/evaluation2.html 

http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/disclosure/principle.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/disclosure/principle.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/disclosure/index.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/regulations/ogjc/index.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/regulations/ogjc/index.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/students/ogjc.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/purpose.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/purpose_ogjc05.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/purpose_ogjc05.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/course/2017/risyu2/gakkamoku4/index2016.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/course/2017/risyu2/gakkamoku4/index2016.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/evaluation2.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/evaluation2.html
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報告書作成マニュアル記載の提出資料 資料番号・資料名 

基準Ⅱ：教育課程と学生支援 

A 教育課程 

 
学位授与の方針に関する印刷物 
 
 
 
 

 
1.  2017 大学案内 
3.  平成 28 年度 短大の手引(前期) 
4.  平成 28 年度 短大の手引(後期) 
6． 公式ホームページ [教育情報の公開] 

http://www.osaka-
gu.ac.jp/guide/disclosure/index.html 

9．公式ホームページ Campus Life(短期大学部) 
   http://www.osaka-gu.ac.jp/students/ogjc.html 
18.  公式ホームページ [卒業認定・学位授与の方針] 

http://www.osaka-
gu.ac.jp/guide/outline/purpose_ogjc03.html 

 
教育課程編成・実施の方針に関する印刷
物 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.  2017 大学案内 
3.  平成 28 年度 短大の手引(前期) 
4.  平成 28 年度 短大の手引(後期) 
6． 公式ホームページ [教育情報の公開] 

http://www.osaka-
gu.ac.jp/guide/disclosure/index.html 

12．公式ホームページ Campus Life(短期大学部) 履修要項 
／カリキュラムツリー・カリキュラムマップ 
http://www.osaka-
gu.ac.jp/course/2017/risyu2/gakkamoku4/index2016.html 

19.  公式ホームページ [教育課程編成・実施の方針] 
http://www.osaka-
gu.ac.jp/guide/outline/purpose_ogjc04.html 

 

 
入学者受け入れ方針に関する印刷物 

 
1.  2017 大学案内 
6.  公式ホームページ [教育情報の公開] 

http://www.osaka-
gu.ac.jp/guide/disclosure/index.html 

20.  2017 年度 入学試験要項 
22.  公式ホームページ [入学者受入の方針] 

http://www.osaka-
gu.ac.jp/guide/outline/purpose_ogjc06.html 

23.  2017 入試ガイド 

 
カリキュラムに対応した授業科目担当
者一覧 

 
3.  平成 28 年度 短大の手引(前期) 
  ・履修科目一覧・時間割・科目履修モデル 
4.  平成 28 年度 短大の手引(後期) 
  ・履修科目一覧・時間割・科目履修モデル 

24.  平成 28 年度 開講科目および担当者 
25.  平成 28 年度 授業科目担当者一覧 
 

 
シラバス 

 
26. 公式ホームページ シラバス [Syllabus 2016] 

http://www.osaka-
gu.ac.jp/syllabus/2016/tandai/index.html 

http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/disclosure/index.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/disclosure/index.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/students/ogjc.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/purpose_ogjc03.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/purpose_ogjc03.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/disclosure/index.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/disclosure/index.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/course/2017/risyu2/gakkamoku4/index2016.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/course/2017/risyu2/gakkamoku4/index2016.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/purpose_ogjc04.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/purpose_ogjc04.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/disclosure/index.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/disclosure/index.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/purpose_ogjc06.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/purpose_ogjc06.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/syllabus/2016/tandai/index.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/syllabus/2016/tandai/index.html
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報告書作成マニュアル記載の提出資料 資料番号・資料名 

B 学生支援 

 
学生便覧等、学習支援のために配付して
いる印刷物 
 
 
 
 
 
 

 
3.  平成 28 年度 短大の手引(前期) 
4.  平成 28 年度 短大の手引(後期) 
9.  公式ホームページ Campus Life(短期大学部) 

http://www.osaka-gu.ac.jp/students/ogjc.html 
27.  資格ガイド 2016 年度 
28.  各種奨学金について 
29.  学生相談センター利用案内（ﾘｰﾌﾚｯﾄ） 
30.  STOP HARASSMENT（ﾘｰﾌﾚｯﾄ） 
31.  学生に対するマナー指導について〈ゼミナール配付〉 
32． 図書館利用案内 
33.  学生用ホームページ WEB PATHOS   

http://pathos.osaka-gu.ac.jp/ 
 

 
短期大学案内（2 年分） 

 
1. 2017 大学案内 
2. 2016 大学案内 

 
 
募集要項・入学願書（2 年分） 

 
20. 2017 年度(平成 29 年度)入学試験要項 
21. 平成 28 年度 入学試験要項 

基準Ⅲ：教育資源と財的資源 

D 財的資源 

 
「活動区分資金収支計算書（学校法人全
体）」［書式 1］、「事業活動収支計算書の
概要」［書式 2］、「貸借対照表の概要（学
校法人全体）」［書式 3］、「財務状況調べ」
［書式 4］、「資金収支計算書・消費収支
計算書の概要」［書式 5］ 

 
34. 活動区分資金収支計算書（学校法人全体）[書式 1] 
35. 事業活動収支計算書の概要[ 書式 2] 
36. 貸借対照表の概要（学校法人全体）[書式 3] 
37. 財務状況調べ [書式 4] 
38. 資金収支計算書・消費収支計算書の概要 [書式 5] 

 
資金収支計算書・資金収支内訳表・貸借
対照表 
■ 過去 3 年間(平成 26 年度～平成 28

年度)計算書類 

 
39. 資金収支計算書［平成 26 年度］ 
40. 資金収支計算書［平成 27 年度］ 
41. 資金収支計算書［平成 28 年度］ 
42. 資金収支内訳表［平成 26 年度］ 
43. 資金収支内訳表［平成 27 年度］ 
44. 資金収支内訳表［平成 28 年度］ 
45. 貸借対照表［平成 26 年度］ 
46. 貸借対照表［平成 27 年度］ 
47. 貸借対照表［平成 28 年度］ 

48. 公式ホームページ [大学紹介／大学概要・事業報告] 

http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/report.html 
 

 
活動区分資金収支計算書・業活動収支計
算書・事業活動収支内訳表 
■ 過去 2年間(平成 27～平成 28年度)

計算書類 

 
49. 活動区分資金収支計算書［平成 27 年度］ 
50. 活動区分資金収支計算書［平成 28 年度］ 
51. 事業活動収支計算書［平成 27 年度］ 
52. 事業活動収支計算書［平成 28 年度］ 
53. 事業活動収支内訳表［平成 27 年度］ 
54. 事業活動収支内訳表［平成 28 年度］ 

48. 公式ホームページ [大学紹介／大学概要・事業報告] 

http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/report.html 

 
消費収支計算書・消費収支内訳表 
■ 平成 26 年度計算書類 

 
55. 消費収支計算書［平成 26 年度］ 
56. 消費収支内訳表［平成 26 年度］ 

http://www.osaka-gu.ac.jp/students/ogjc.html
http://pathos.osaka-gu.ac.jp/
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/report.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/report.html
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報告書作成マニュアル記載の提出資料 資料番号・資料名 

 
中・長期の財務計画 

 
57. 中・長期財務計画書 

 
事業報告書 
■ 過去 1 年間（平成 28 年度） 

 
58. 事業報告書（平成 28 年度） 

48. 公式ホームページ [大学紹介／大学概要・事業報告] 

http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/report.html 

 
事業計画書／予算書 
■ 第三者評価を受ける年度（平成 29

年度） 

 
59. 平成 29 年度 収支予算書 

基準Ⅳ：リーダーシップとガバナンス 

A 理事長のリーダーシップ 

寄附行為 60. 学校法人大阪学院大学寄附行為 

http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/report.html
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＜備付資料一覧表＞ 

報告書作成マニュアル記載の備付資料 資料番号・資料名 

基準Ⅰ：建学の精神と教育の効果 

A 建学の精神 

創立記念、周年誌等 1. 大阪学院大学創立 50周年記念誌 

C 自己点検・評価 

過去 3 年間（平成 26 年度～平成 28 年

度）に行った自己点検・評価に係る報告

書等 

2. 平成 25 年度 個別評価報告書 

3. 平成 26 年度 個別評価報告書 

4. 平成 27 年度 個別評価報告書 

5. 公式ホームページ [内部質保証システム/明らかにな

った課題についての改善の進捗状況] 

http://www.osaka-

gu.ac.jp/guide/outline/evaluation2.html 

6. 他大学（学外団体含む）の大学改革の最新動向および

事例報告の収集活動のまとめ 

第三者評価以外の外部評価についての

印刷物 

該当なし 

基準Ⅱ：教育課程と学生支援 

A 教育課程 

単位認定の状況表 
7. 平成 28 年度 資格・検定試験による単位認定 

8. 単位認定の状況表 

学習成果を表す量的・質的データに関す

る印刷物 

9. GPA 成績表（平成 28 年度） 

10. 各種資格取得状況（合格者一覧） 

11. 大阪学院大学短期大学部経営実務科ディプロマポリシ

ーの達成感―９観点５段階ルーブリックを使用した

自己評価― 

報告書作成マニュアル指定以外の資料 12.  資格ガイド 2016 年度 

13.「満足度に関する意識調査」結果 

14. 平成 28 年度 企業アンケート調査様式および結果 

15. 平成 28 年度 卒業生アンケート調査様式および結果 

B 学生支援 

学生支援の満足度についての調査結果 13.「満足度に関する意識調査」結果 

就職先からの卒業生に対する評価結果 14. 平成 28 年度 企業アンケート調査様式および結果 

卒業生アンケートの調査結果 15. 平成 28 年度 卒業生アンケート調査様式および結果 

就職支援行事 16. 平成 28 年度 就職支援行事（ガイダンス）一覧 

入学志願者に対する入学までの情報提

供のための印刷物 

17. OGU NAVIGATION 

http://nyushi.osaka-gu.jp/?_ttr=1497420527968 

 

入学手続者に対する入学までの学習支

援のための印刷物 

18. 入学前教育のしおり 

19. 入学予定者の集い 

20. 入学前教育の課題 

学生の履修指導（ガイダンス、オリエン

テーション）等に関する資料 

21. 平成 28 年度 短大の手引(前期・後期) 

http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/evaluation2.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/evaluation2.html
http://nyushi.osaka-gu.jp/?_ttr=1497420527968
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報告書作成マニュアル記載の備付資料 資料番号・資料名 

学生支援のための学生の個人情報を記

録する様式 

22. 学生カード 

23. 進路決定カード 

24. 学生カルテ [大阪学院大学事務システム] 

進路一覧表等の実績についての印刷物

（過去 3年間） 

25. 平成 26 年度～平成 28年度 業種別就職先 

GPA 等の成績分布 26. GPA 分布表（平成 28年度） 

27. GPA 状況一覧（1 年次終了時） 

報告書作成マニュアル指定以外の資料 

[学生関係] 

 

28. 年度別各所属クラブ数・学生数 

29. 学費減免・奨学金採用者数 

30. 保健センター・健康診断関係資料 

31. 学生相談センター関係資料 

32. ハラスメントに関する講演会等開催状況 

33. 学生行動基準 

34.  APPLAUSE 

35. 下宿紹介のしおり 

36. ヒル・コート案内（ﾘｰﾌﾚｯﾄ） 

報告書作成マニュアル指定以外の資料 

[入試関係] 

37. 地区別高等学校訪問数 

38. 高等学校教員対象入試説明会地区別参加者数 

39. オープンキャンパス参加者数 

40. 入試相談会参加者数表 

学生による授業評価票及びその評価結

果 

41. 授業評価アンケート用紙・同評価結果（平成 28年度） 

42. 授業評価結果 

http://logos.osaka-gu.ac.jp/hyouka_kekka/ 

社会人受け入れについての印刷物等 43. 科目等履修生募集要項 

44. 聴講生募集要項 

海外留学希望者に向けた印刷物等 45. 海外留学プログラム 2016-2017 募集要項 

46. 平成 28 年度海外研修パンフレット(夏期・春期) 

47.  I-Chat Lounge PR チラシ 

48. キャンパスでできる国際交流プログラム案内 

  

http://logos.osaka-gu.ac.jp/hyouka_kekka/
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FD 活動の記録 49. 平成 26 年度 FSD 活動報告書 

50. 平成 27 年度 FSD 活動報告書 

51. 平成 28 年度 FD・SD 活動報告書 

52. 教育開発支援センター FD ジャーナル誌｢渺望｣

Vol.10、Vol.11、Vol.12 

53. 平成 26 年度第 2 回 FSD 講演会｢LEI 英語プログラム

とグローバル人材の育成について｣ 

54. 平成 28 年度第 1回FSD 講演会チラシ 

55. 平成 28 年度第 2回FSD 講演会チラシ 

SD 活動の記録 

 

 

 

 

 

 

SD 活動の記録 

49. 平成 26 年度 FSD 活動報告書 

50. 平成 27 年度 FSD 活動報告書 

51. 平成 28 年度 FD・SD 活動報告書 

53. 平成 26 年度第 2 回 FSD 講演会｢LEI 英語プログラム

とグローバル人材の育成について｣ 

54. 平成 28 年度第 1回FSD 講演会チラシ 

55. 平成 28 年度第 2回FSD 講演会チラシ 

56. 公式ホームページ 平成 29 年度からの「SD 義務化」

に対する取り組みの経緯と「SD 推進活動報告」サイ

ト 

http://logos.osaka-gu.ac.jp/sd/index.html 

 

基準Ⅲ：教育資源と財的資源 

A 人的資源 

専任教員の個人調書 

教員個人調書及び教育研究業績書 

57. 教員個人調書 

58. 教育研究業績書 

59. 公式ホームページ 教員紹介 

http://www.osaka-

gu.ac.jp/faculty/teacher/ogjc/index.html 

 

非常勤教員一覧表［書式 3］  60. 非常勤教員一覧表［書式 3］ 

教員の研究活動について公開している

印刷物等 

過去 3 年間（平成 26 年度～平成 28 

年度） 

61. 人文自然論叢 

62. 商・経営学論集  

63. 経済論集 

64. 法学研究 

65. 外国語論集 

66. 国際学論集 

67．公式ホームページ 大阪学院大学学術機関リポジトリ

（ogurepo）平成 27 年度～ 

https://ogu.repo.nii.ac.jp/ 

68. ロルロージュ 

69．公式ホームページ 研究 

http://www.osaka-gu.ac.jp/research/index.html 

70. 教員用ホームページ WEB LOGOS 

http://logos.osaka-gu.ac.jp/ 

 

専任教員の年齢構成表 71. 公式ホームページ 学生数・教員数 

http://logos.osaka-gu.ac.jp/sd/index.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/faculty/teacher/ogjc/index.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/faculty/teacher/ogjc/index.html
https://ogu.repo.nii.ac.jp/
http://www.osaka-gu.ac.jp/research/index.html
http://logos.osaka-gu.ac.jp/
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・第三者評価を受ける年度（平成 29 年

5 月 1 日現在） 

http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/number.html 

 

科学研究費補助金等、外部研究資金の獲

得状況一覧表 

72. 教員用ホームページ 外部資金（科研費等）採択状況 

http://logos.osaka-gu.ac.jp/gaibu_shikin/ 

研究紀要・論文集 61. 人文自然論叢 

62. 商・経営学論集  

63. 経済論集 

64. 法学研究 

65. 外国語論集 

66. 国際学論集 

67．公式ホームページ 大阪学院大学学術機関リポジトリ

（ogurepo）平成 27 年度～ 

https://ogu.repo.nii.ac.jp/ 

68. ロルロージュ 

教員以外の専任職員の一覧表（氏名、職

名） 

・第三者評価を受ける年度（平成 29 年

5 月 1 日現在） 

73. 教員以外の専任職員の一覧表（氏名、職名） 

 

報告書作成マニュアル指定以外の資料 74. 2016 新入職員研修のしおり 

75. 平成 28 年度 オンデマンド研修他案内 

76. 通信教育教材「study maker」の推奨について 

77. 研修報告会開催案内 

78. 大阪学院大学・大阪学院大学短期大学部の事務情報シ

ステム運用基本方針 

79. 大阪学院大学・大阪学院大学短期大学部の事務情報シ

ステム運用基本規程 

80. 大阪学院大学・大阪学院大学短期大学部の事務情報シ

ステム運用・管理規程 

FD・SD 関係資料[指定以外の資料] 49. 平成 26 年度 FSD 活動報告書 

50. 平成 27 年度 FSD 活動報告書 

51. 平成 28 年度 FD・SD 活動報告書 

52. 教育開発支援センター FD ジャーナル誌｢渺望｣

Vol.10、Vol.11、Vol.12 

53. 平成 26 年度第 2 回 FSD 講演会｢LEI 英語プログラム

とグローバル人材の育成について｣ 

54. 平成 28 年度第 1回FSD 講演会チラシ 

55. 平成 28 年度第 2回FSD 講演会チラシ 

56. 公式ホームページ 平成 29 年度からの「SD 義務化」

に対する取り組みの経緯と「SD 推進活動報告」サイ

ト 

http://logos.osaka-gu.ac.jp/sd/index.html 

81. 専任教育職員の定期的到達度確認について 

B 物的資源 

校地、校舎に関する図面 

・全体図、校舎等の位置を示す配置図、

用途（室名）を示した各階の図面、校地

82. 校地、校舎に関する図面 

83. キャンパスマップ 

84. 公式ホームページ [キャンパス紹介・交通アクセス] 

http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/number.html
http://logos.osaka-gu.ac.jp/gaibu_shikin/
https://ogu.repo.nii.ac.jp/
http://logos.osaka-gu.ac.jp/sd/index.html
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間の距離、校地間の交通手段等 http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/campus/index.html 

 

図書館、学習資源センターの概要、平面

図、蔵書数、学術雑誌数、AV 資料数、

座席数等 

85. 公式ホームページ [図書館] 

http://www.osaka-gu.ac.jp/library/index.html 

86. 大阪学院大学図書館利用案内 

87. 蔵書数等の概要 

88. 大阪学院大学図書館選書要領 

89. 図書館資料除籍・抹消処理要領 

http://www.osaka-

gu.ac.jp/guide/approach/pdf/first_movement_manual.pdf 

 

 

報告書作成マニュアル指定以外の資料 90. 学校法人大阪学院大学消防計画 

91. 火災避難訓練・地震避難訓練進行要領 

92. 自衛消防隊員一覧 

93. 公式ホームページ 安全への取り組み 

http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/approach/safety.html 

94. 公式ホームページ 地震発生時の初動マニュアル 

http://www.osaka-

gu.ac.jp/guide/approach/pdf/first_movement_manual.pdf 

95. 公式ホームページ 環境への取り組み 

http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/approach/index.html 

 

C 技術的資源 

学内LAN の施設状況 96. OGUNET 整備状況 

マルチメディア教室、コンピュータ教室

等の配置図 

97. PC 教室配置図 

D 財的資源 

寄附金・学校債の募集についての印刷物

等 

98. インターネット募金の募集について 

99. 公式ホームページ 学校法人大阪学院大学にご支援

をお考えの皆さまへ(インターネツト募金) 

http://www.osaka-gu.ac.jp/donation/index.html 

100. 公式ホームページ 学校法人大阪学院大学にご支援

をお考えの皆さまへ(企業後援会奨学金基金) 

http://www.osaka-

gu.ac.jp/ogu_donation/corporation/index.html 

財産目録及び計算書類 

・過去 3 年間（平成 26 年度～平成 28 年

度） 

■ 過去 3 年間（平成 26 年度～平成 28

年度） 

101. 財産目録（平成 26 年度） 

102. 財産目録（平成 27 年度） 

103. 財産目録（平成 28 年度） 

104. 計算書類（平成 26 年度） 

105. 計算書類（平成 27 年度） 

106. 計算書類（平成 28 年度） 

107. 公式ホームページ [大学紹介／大学概要・事業報告] 

http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/report.html 

 

基準Ⅳ：リーダーシップとガバナンス 

http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/campus/index.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/library/index.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/approach/pdf/first_movement_manual.pdf
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/approach/pdf/first_movement_manual.pdf
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/approach/safety.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/approach/pdf/first_movement_manual.pdf
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/approach/pdf/first_movement_manual.pdf
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/approach/index.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/donation/index.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/ogu_donation/corporation/index.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/ogu_donation/corporation/index.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/report.html
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A 理事長のリーダーシップ 

理事長の履歴書 

・第三者評価を受ける年度（平成 29 年

5 月 1 日現在） 

108. 理事長・学長の「教員個人調書」 

学校法人実態調査表（写し） 

・過去 3 年間(平成 26 年度～平成 28 年

度) 

109. 学校法人実態調査表（写し） 

・平成 26 年度～平成 28 年度 

理事会議事録 

・過去 3 年間(平成 26 年度～平成 28 年

度) 

110. 理事会議事録 

・過去 3年間(平成 26 年度～平成 28 年度) 

諸規程集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111. 規程集（短期大学部関連） 

【第１章  基 本】 

1. 学校法人 大阪学院大学寄附行為 

【第２章  法 人】 

2. 就業規則 

3. 職員任免規則 

4. 職員任免規則第 16 条第３項の取扱い細則 

5. 嘱託規程 

6. 任期付教職員就業規則 

7. 経理規程 

8. 経理規程施行細 

9. 資産運用規程 

【第３章  教  学】 

10. 自己点検・評価規程 

11. 自己点検・評価委員会規程 

12. 短期大学部学則 

13. 人材の養成、教育研究上の目的に関する規程 

14. 大学協議会規程 

15. 短期大学部協議会規程 

16. 学部長会議規程 

17. 学長選任に関する規程 

18. 短期大学部学科長選挙規程 

19. 短期大学部学科長選挙規程に関する申し合わ 

せ事項 

20. 短期大学部教授会規程 

21. 個人情報の保護に関する規程 

【第４章  委 員 会           等】 

22. 入試委員会規程 

23. 入試実行委員会規程 

24. 入試判定委員会規程 

25. 図書館委員会規程 

26. 学内試験管理委員会規程 

27. 補導委員会規程 

28. 広報部規約 

29. 同和教育委員会規程 

30. クラブ活動顧問委員会規程 

31. セクシュアル・ハラスメントに関する人権委 
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諸規程集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

員会規程 

32. 個人情報保護委員会規程 

33. 教務部委員会規程 

34. 学生部委員会規程 

35. キャリアセンター委員会規程 

【第５章  教 務          】 

36. 聴講生および科目等履修生規程 

37. 単位互換履修生規程 

38. 外国留学規程（短大） 

39. 外国留学規程取扱内規  

40. 外国人留学生規程（短大） 

41. 交通機関のストライキ、台風等の場合の授業の取

扱について 

42. 国際センター規程 

43. エクステンションセンター規程 

44. ランゲージセンター規程 

45. I-Chat Lounge（International Chat Lounge）運営

規程 

46. 教育開発支援センター規程 

47. ホスピタリティインダストリー研究所規程 

48. 語学教育研究所（Language Education Institute）

規程 

【第６章  研 究          】 

49. 国内留学規程 

50. 海外留学規程 

51. 留学規程施行細則 

52. 学会出張費規程 

53. 学会出張費規程に関する申し合わせ事項 

54. 研究助成費規程 

55. 研究助成費規程施行細則 

56. 研究助成費運営委員会規程 

57. 研究助成費交付手続基準 

58. 研究助成費規程施行細則に関する申し合わせ事項 

59. 研究活動における不正防止および不正行為への対

応に関する規程 

60. 公的研究費取扱いに関する規程 

61. 公的研究費の不正使用に係る調査等に関する規程 

62. 個人教育研究費取扱規程 

63. 特別研究制度規程 

64. 特別研究制度規程施行細則 

65. 特別研究制度に関する申し合わせ事項 

66. 外国人研究員に関する内規 

67. 学会連合規程 

68. 商・経営学会会則 

69. 商・経営学論集投稿規程 

70. 経済学会会則 

71. 経済論集投稿規程 
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諸規程集 

72. 法学会会則 

73. 法学研究投稿規程 

74. 外国語学会会則 

75. 外国語論集投稿規程 

76. 国際学学会会則 

77. 国際学論集投稿規程 

78. 人文自然学会会則 

79. 人文自然論叢投稿規程 

【第７章  学 生          】 

80. 白井奨学生規程 

81. 白井奨学生（大学・短期大学部 選考委員会） 

内規 

82. 白井奨学生（大学・短期大学部 学業分野） 

内規 

83. 白井奨学生（大学・短期大学部 スポーツ分 

野）内規 

84. 白井奨学生（大学・短期大学部 社会・文化 

活動分野）内規 

85. 企業後援会奨学基金規程 

86. 企業後援会奨学基金取り扱い内規 

87. 就職斡旋規程 

【第８章  人 事          】 

88. 専任教育職員任用基準 

89. 専任教育職員の任用および昇任の手続きに関する

内規 

90. 名誉博士規程 

91. 名誉教授規程 

92. 名誉教授規程細則 

93. 客員教授規程 

94. 名誉客員教授称号授与規程 

95. 特任教授規程 

96. 教育職員の任期制に関する規則 

97. 非常勤講師任免規程 

98. 非常勤講師委嘱に関する申し合わせ事項 

99. 研究員に関する内規 

100. 私設補助員に関する内規 

【第９章  図 書 館          】 

101. 図書館規程施行細則 

102. 図書館資料管理内規 

103. 稀覯資料および準稀覯資料に関する取扱内規 

【第 10 章  学内諸施設の使用】 

104. 体育施設使用規程 

B 学長のリーダーシップ 

学長の個人調書 108. 理事長・学長の「教員個人調書」 

教授会議事録 

・過去 3 年間(平成 26 年度～平成 28 年

度) 

112. 短期大学部教授会議事録 

・過去 3年間(平成 26 年度～平成 28 年度) 
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委員会等の議事録 113. 大学協議会議事録 

114. 学部長会議議事録 

115. 図書委員会議事録、図書館自己点検・評価委員会議事

録 

116. 入試委員会議事録 

117. 入試判定委員会議事録 

118. 入試実行委員会議事録、入試関係自己点検・評価委員

会議事録 

119. 自己点検・評価基本構想委員会議事録 

120. 全学自己点検・評価実行委員会議事録 

121. 国際センター運営委員会議事録 

122. 国際センター会議議事録、国際交流関係自己点検・評

価委員会議事録 

123. 教育開発支援センター会議議事録 

124. 教務部委員会議事録、教務関係自己点検・評価委員会

議事録 

125. 学内試験管理委員会議事録 

126. 学生部委員会議事録、学生関係自己点検・評価委員会

議事録 

127. ｷｬﾘｱｾﾝﾀｰ委員会議事録、就職関係自己点検・評価委員

会議事録 

128. 広報部委員会議事録 

129. ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ運営委員会議事録 

130. ﾗﾝｹﾞｰｼﾞｾﾝﾀｰ運営委員会議事録 

131. 同和教育委員会議事録 

132. ｾｸｼｭｱﾙ･ﾊﾗｽﾒﾝﾄに関する人権委員会議事録 

133. 個人情報保護委員会議事録 

C ガバナンス 

監事の監査状況 

・過去 3 年間（平成 26 年度～平成 28

年度） 

134. 監事監査報告書 

  ・過去 3 年間（平成 26 年度～平成 28 年度） 

107. 公式ホームページ [大学紹介／大学概要・事業報告] 

http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/report.html 

 

評議員会議事録 

・過去 3 年間（平成 26 年度～平成 28

年度） 

135. 評議員会議事録 

・過去 3 年間（平成 26 年度～平成 28 年度） 

選択的評価基準 

http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/report.html


大阪学院大学短期大学部 

39 

 

地域貢献の取り組みについて 136. 大阪学院大学と吹田市との連携協力に関する基本協

定書・大阪学院大学と吹田市の連携推進協議会設置

に関する覚書 

137. 地域連携室の設置について 

138. 吹田くわい保存活動状況 

139. 一般社団法人 吹田にぎわい観光協会と大阪学院大

学・大阪学院大学短期大学部との連携協力に関する

基本協定書 

140. 公益社団法人吹田青年会議所と大阪学院大学・大阪学

院大学短期大学部との連携協力に関する 基本協定

書 

141. 岸部地区連合自治会と大阪学院大学・大阪学院大学短

期大学部との連携協力に関する基本協定書 

142. オッペン化粧品株式会社と大阪学院大学・大阪学院大

学短期大学部との連携協力に関する基本協定書 

143. 天神橋三丁目商店街振興組合と大阪学院大学・大阪学

院大学短期大学部との連携協力に関する基本協定書 

144. 平成 29 年度 吹田市等値域との連携協力事業一覧 
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【基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果】 

＜基準Ⅰの自己点検・評価の概要＞ 

本学は、開学以来、「教育と学術の研究を通じ、広く一般社会に貢献し、且つ人類の福祉

と平和に寄与する視野の広い実践的な人材の育成を目的とする」を「建学の精神」とし、こ

れを基礎に短期大学部の使命を「実践的な大学教育を施すことを目的とし、専門職業に必

要な高等の学術を教育及び研究し、わが国産業の発達に貢献すること」（学則第 1 条）と定

め、学科の教育研究上の目的や教育目標等と併せ、Web 上に公開するとともに、「大学案内」

等の冊子媒体にも必ず記載している。学内では、オリエンテーション等において、全学生

への浸透に努めているが、深い理解を促す仕組みが必ずしも十分でないため、今後、初年

次教育の充実という観点も踏まえ、組織的な改善に取り組む。 

教育目的および目標等については、「建学の精神」に照らし、毎年度実施する自己点検・

評価において必ず検証するとともに、その結果に基づき、教授会で改善案を検討する体制

を整備している。 

学習成果についても、Webを通じ学内外に公表し、ルーブリックを用い、学生の達成度を

確認する仕組みを構築している。ルーブリックによる学生の自己評価の結果は、教員間で

共有するとともに、個々の学生の達成度を判断しているが、今後は、蓄積された測定結果

を分析し、更なる教育の質の向上に繋げていく。 

本学における自己点検・評価は、｢大阪学院大学・大阪学院大学短期大学部の内部質保証

システム｣の一環であり、定期的（年 1 回)に実施している。自己点検・評価の実施体制は、

自己点検・評価基本構想委員会（以下、｢基本構想委員会｣という。)が、自己点検・評価の

実施に関する基本構想を策定し、この基本構想に基づき全学自己点検・評価実行委員会（以

下、｢全学評価委員会｣という。)が、自己点検・評価の実施要領を作成するとともに、部局

ごとの組織である個別機関自己点検・評価委員会（以下、｢個別評価委員会｣という。)を通

じ、全学に実施の指示を行っている。個別評価委員会は、全学評価委員会が策定した実施

要領に基づき、点検・評価を行ったうえで、評価報告書を全学評価委員会に提出し、全学評

価委員会は、個別評価委員会での点検・評価結果を検証し、全学的な視点による総合的か

つ体系的な点検・評価を加えた報告書を作成するとともに、過去の自己点検・評価におい

て｢将来への発展方策（行動計画)｣として示された点に関する進捗状況について、基本構想

委員会を通じ学長（総長)に報告している。これを受け、学長（総長)は、大学協議会（内部

質保証に責任を負う組織）を経て、学部長会議を通じ、点検・評価結果および｢将来への発

展方策（行動計画)」の進捗状況を踏まえた改善指示を全学に行っている。この指示内容は、

部局レベルまたは個々の教員レベルで恒常的に展開されている PDCA サイクルに取り入れ

られ、速やかな改善が図られるとともに、その結果等は次年度の自己点検・評価に反映し、

改善プロセスが可視化できるようになっている。 
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[テーマ 基準Ⅰ-Ａ 建学の精神] 

[区分 基準Ⅰ-Ａ-１ 建学の精神が確立している。] 

■基準Ⅰ-A-1 の自己点検・評価 

(a) 現 状 

昭和 37 年の開学以来、本学は、「建学の精神」と、その精神の具現化に向け掲げている

「教育理念」の下、学則第 1 条に「短期大学（部）の使命」を明記し、50 年余に亘って、

実社会に有為な人材を数多く輩出してきた。 

 

建 学 の 精 神 

本学は、教育と学術の研究を通じ、広く一般社会に貢献し、且つ人類の福祉と平和に寄

与する 視野の広い実践的な人材の育成を目的とする。 

 

教 育 理 念 

1.世界的な視野と実践力を備えた国際的教養人の育成 

2.産業社会に貢献し得る学識と識見を備えた穏健明朗な人材の育成 

3.学産協同の理念の徹底 

 

短期大学部の使命（大阪学院大学短期大学部学則第 1条） 

本学は実践的な大学教育を施すことを目的とし、専門職業に必要な高等の学術を教育

及び研究し、わが国産業の発達に貢献することを使命とする。 

 

本学の源流は、創立者である白井種雄 初代学長が、昭和 15 年、大阪市北区に開設した

関西簿記研究所に遡る。企業会計人の育成を目的として設立されたこの関西簿記研究所は、

戦中・戦後を通じ、初代学長の目標である「日常を超えた真理の探究」「未来を見据えた若

き芽の育成」の下、着実な発展を遂げ、関西簿記経理学校への改称を経て、昭和 28年、大

阪府から準学校法人関西経済学院の認可を受けるとともに、関西で初めての経理専門学校

である「関西経理専門学校」（現在の AST 関西経理専門学校）となった。その後、昭和 33年

には、準学校法人から学校法人へ組織変更し、翌昭和 34年には、現在のキャンパスが立地

している吹田市に高等学校〔関西経済学院商業高等学校（現在の大阪学院大学高等学校）〕

を設置した。 

そして、昭和 37年、我が国において経営の科学化・近代化が奨励される中、学産協同の

理念に徹し、全産業界の経済改善と生産性向上のために貢献し得る技能者の育成を目指し

て本学は開学し〔当時の名称は「関西経済学院短期大学」。後に、大阪学院大学開学（昭和

38 年：4 年制）に伴い、「大阪学院大学短期大学」から「大阪学院短期大学」へと校名を変

更する〕、「経営実務科」が発足した。当時、「経営実務科」という学科名称は全国的にも珍

しく、初代学長は第一期生への告辞において、その主旨を「新時代
．．．

に相応しい経営理念と
．．．．．

経営実務を兼ね備えた
．．．．．．．．．．

明朗な民主的社会人」の育成であると述べている。 

本学は、「建学の精神」に基づき定めた上述の使命（Mission）に則して、金融業をはじめ

とする多様な企業等において経営実務の第一線を支える人材を育て上げることを通じ、産
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業界の需要に的確に応えるよう努め、その実績が社会的に評価され、本学への更なる入学

希望者増加へと繋がり、受入体制を拡充するというサイクルを数十年維持してきた。この

間、進展著しい国際化に対応するため、既設の経営実務科に加えて「国際文化学科」を開設

（昭和 62 年～平成 21 年）し、海外諸地域に関する深い理解や比較文化の視点を養う機会

を創る等、質的充実にも努めている。 

今世紀に入り、高等学校卒業者の 4 年制大学志向が強まり、また、一部の領域（幼児教

育、保育、看護等）を除き短期大学への進学者が相対的に少なくなる中にあっても、本学

は、開学時の使命を堅持し、入学定員を抑制して教育の質を確保するとともに、次代を先

取りする短期大学であり続けるべく、日々改善を図っている。近年では、4 年制大学を併設

する短期大学としての特色の強化や、公的資格取得を視野に入れた教育課程の構築、体系

的キャリア開発支援等を企図し、校名を「大阪学院大学短期大学部」へと変更（平成 25 年

度より）するとともに、改善（カリキュラム改正、インターンシップ必修化、PBL 導入、複

数担任制、学事暦の弾力化、法人内諸学校との連携強化等）を進め、逐次実行に移してい

る。 

「建学の精神」は、こうした一連の改善活動の規範として機能し、また、改善の方向性を

定める都度必ず確認するものとなっている。本学の根本を成し、最も重要な礎である、こ

の「建学の精神」は、公式ホームページや刊行物において、シンボルマーク〔ハート（心、

愛情、勇気、理知、本質）と 3 人のひと（人、教育、環境）をデザイン化したもの〕やスロ

ーガン〔「WE GO TO THE HEART」（核心に迫る、心の強調）〕、学章、マスコット（フェニッ

クスくん）と同様、本学の校名と絶えず一体化した取扱いにより掲載・広報を行うととも

に、キャンパス内で最も往来が多い時計塔の近くに、全文を刻んだ石碑を設置している。

加えて、学生対象のオリエンテーションや、教員対象の研修においては、諸活動の原点を

共有するため、必ず言及することとしている。 〈提 1.3.4.5〉 

  

        図ⅠA-1 シンボルマーク・学章・マスコット 

 

なお、本学の理念等を表現しているカレッジソング四曲（学院歌「おお日が昇り」、学歌

「浪華の里に」、応援歌「友よ」および応援歌「翔べ！勝利のフェニックス」）については、

歌詞を公式ホームページに掲載するとともに、毎朝構内で全曲放送することにより、教員

や学生への浸透を図っている。〈提 6〉 

以上のとおり、本学における「建学の精神」の重要性は明確であり、これまでの発展の支

柱としての役割はきわめて大きい。今後とも、本学固有の特色を端的に示す指針として堅
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持する一方で、次代の動向に目配りしながら、その具現化を柔軟に追求することにより、

引き続き社会の要請に応えていくものとする。 

  

(b) 課 題 

「建学の精神」等が、全学生に深く理解され、浸透しているかを組織的に確認する必要

がある。現在のところ、入学時のオリエンテーションで言及するとともに、その直後に理

解度チェックを課しているものの、それだけでは十分でない。初年次教育の充実も兼ね、

「建学の精神」等が果たしてきた歴史的役割や、本学が輩出した数多くの卒業生の事績を

素材に、次代への継承と発展のあり方を含め、教職員が十分検討を進め、今後の学生指導

に反映していかねばならない。 

 

■テーマ 基準Ⅰ-Ａ 建学の精神の改善計画 

併設大学における自校教育の取組みと成果を参考に、平成 30 年度を目途として、1 年次

必修科目「総合基礎ゼミナールⅠ」において、「建学の精神」等に関する多面的理解を促す

授業を取り入れるよう、計画的に準備を進める。 

 

▪提出資料 

1. 2017 大学案内 
3. 平成 28 年度 短大の手引(前期) 
4. 平成 28 年度 短大の手引(後期) 
5．公式ホームページ [建学の精神・教育理念・教育目標] 

http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/disclosure/principle.html 
6．公式ホームページ [教育情報の公開] 

http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/disclosure/index.html 
 

▪備付資料 

1. 大阪学院大学創立 50 周年記念誌 

 

［テーマ 基準Ⅰ-B 教育の効果］ 

［区分 基準Ⅰ-B-1 教育目的・目標が確立している。］ 

■基準Ⅰ-B-1 の自己点検・評価 

(a) 現 状 

本学では、「建学の精神」および「短期大学部の使命」（学則第１条)を受け、学則第 2条

第 2項に基いて、「大阪学院大学短期大学部の人材の養成、教育研究上の目的に関する規程」

を整備するとともに、同規程に経営実務科の目的を以下のとおり定めている。〈提 6.7.8〉 

 

人材の養成、教育研究上の目的 

 ビジネス実務能力の修得を通じ、創造的で自立した人間の育成、ビジネスの現 

場で即戦力として活躍できる人材の育成をめざす。 

 

 

 

 

http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/disclosure/principle.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/disclosure/index.html
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また、この目的に基づき、教育目標を以下のとおり設定している。  

 

教 育 目 標 

１．職業人になるための教養教育と専門教育の学習において必要となる基礎的な能力を

習得する。 

２．ビジネス社会において必要な専門知識・技能を併せ持った実務処理能力を習得する。 

３．幅広い視野から自身の役割を認識し、課題に向き合い、責任をもって行動する能力を

習得する。 

 

これら目的や教育目標は、公式ホームページや刊行物に掲載するとともに、学生指導上

の重要項目として、オリエンテーション時に「短大の手引」等を通じて詳細な説明を加え、

その理解度の把握に努めている。また、学生の保護者に対しても、来学の機会を捉え、周知

を図っている。〈提 1.3.4.9.10〉 

また、目的や教育目標は、本学の定期的（年 1 回）な自己点検・評価において、必ず点

検すべき項目として挙げており、妥当性をその都度、組織的に検証している。このほか、自

己点検・評価以外にも、教授会等で絶えず議論の俎上に載せ、「建学の精神」との整合性を

確認するよう努めている。 

 

(b) 課 題 

現在のところ、目的・教育目標ともに、「建学の精神」等との乖離は見受けられないが、

今後とも、定期的な自己点検・評価等において、引き続き整合性等の確認を行う。 

  

［区分 基準Ⅰ-B-2 学習成果を定めている。］ 

■基準Ⅰ-B-2 の自己点検・評価 

(a) 現 状 

経営実務科では、目的・教育目標に基づき設定している「学位授与の方針」（後述）の一

部を「学習成果」として、以下のとおり規定し、学生指導に役立てるとともに、これを公式

ホームページに掲載することにより、学内外に広く周知を図っている。〈提 11〉 

 

学 習 成 果 

1.学習に必要な基礎的能力（問題を発見し解決する能力、コミュニケーション能力、 

アカデミックスキル） 

2.ビジネス社会に必要な専門知識・技能を併せ持った実務処理能力 

3.実社会で生きていくための視野を広め、責任を持って行動する能力 

 

学習成果の詳細については、学科が開設する各授業科目のシラバスに「到達目標」とし

て明記しており、学生は、成績評価の結果を通じ、その達成状況を確認することができる。

また、予め提示するカリキュラムマップでは、個々の授業科目と学習成果との関連を示し

ている。〈提 12〉 
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しかし、これだけでは、学生が自身の学習成果を確認することが容易でないため、一人

ひとりの達成状況を可視化できる「ルーブリック」を用い、質的・順次的な学習成果獲得プ

ロセスを把握するよう努めている。具体的には、上述した 3 つの学習成果を 9 つの要素に

分解し、それぞれ 5 段階の到達度に区分する（計 9 観点 5 段階）とともに、入学時および

卒業時に自己評価し、教員がその結果を共有することにより、「学位授与の方針」および「学

習成果」の達成状況を確認する。 

第一の学習成果（学習に必要な基礎的能力）については、①コミュニケーションスキル、

②語学力を含めたリテラシー、③論理的な思考、④基礎的な IT スキル、⑤課題を発見し解

決する能力、の 5 つに分類している。第二の学習成果（ビジネス社会に必要な実務処理能

力）は、⑥実務に必要な基礎的専門知識、⑦業界において必要な専門知識、に分けている。

第三の学習成果（実社会で生きていくための能力）に関しては、⑧視野を広げるための基

礎教養、⑨行動に必要な主体性・チームワーク・マナー、としている。〈提 13〉 

 

 (b) 課 題 

現行の学習成果は、質的にも量的にも明確なものとは言えず、継続的に検討し、改善が

必要である。そのためにも、ルーブリックによる検討が不可欠だが、ルーブリックを活用

した学習成果の測定は、平成 28年初頭から開始したため、検証に耐え得る十分なデータの

蓄積があるとは言い難い。学習成果の代理変数として、測定を行う尺度として何が正しい

のか(もしくは相関が高いのか)等の検証を行い、「学習成果」や「学位授与の方針」を見直

す材料とする。特に、質的量的に説明可能な「学習成果」となっているか、学生に対し分か

りやすい内容となっているか等について確認し、改善を行う必要がある。また、「学習成果」

個々の項目を評価するためには、例えば、授業科目毎にルーブリックを作成し、測定する

ことも検討せねばならない。 

 

［ 区分 基準Ⅰ-B-3 教育の質を保証している。］ 

■基準Ⅰ-B-3 の自己点検・評価 

(a) 現 状 

教育の質を保証する仕組みとしては、大きく 3つのレベルで PDCA を回している。 

まず、本学科、併設大学を含めた全学的な枠組みとして、自己点検・評価を行っている

（基準Ⅰ-C 参照）。 

次に、学科レベルとして、履修登録制限単位数の設定（CAP 制、半期上限 24 単位）、成績

評価に関するルールの策定、シラバスの内容・書式についてのルールの策定とそのチェッ

ク、「学位授与の方針」や「学習成果」を確認するためのルーブリックの実施、「学科連絡会

議」による情報共有等を行っている。また、これらについては、教育開発支援センターとも

連携し、一部 IR（Institutional Research）的な解析を行っている。なお、成績評価およ

びシラバスについては、基準Ⅱ－Ａ－２「教育課程編成・実施の方針を明確に示している」

にて述べる。 

「学位授与の方針」や「学習成果」を確認するためのルーブリックの成果については、平

成 28 年度から実施された新カリキュラム下での卒業者が未だ出ておらず、試行的な段階で

はあるものの、現在のところ、次のような結果を得ている。 
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表ⅠB-1 14 年度生の卒業時の自己評価によるルーブリック結果 

分類 ディプロマポリシーの９観点 入学時 卒業時 上昇 

基
礎
的
学
習
能
力 

①コミュニケーション能力 2.2 3.7 ↑1.5 

②語学力を含めたリテラシー 1.6 2.9 ↑1.3 

③論理的な思考力 1.7 2.9 ↑1.2 

④基礎的なＩＴスキル 2.0 3.7 ↑1.7 

⑤課題を発見し、解決する能力 1.7 3.3 ↑1.5 

実
務
処

理
能
力 

⑥実務に必要な基礎的専門知識 1.3 3.2 ↑1.9 

⑦業界において必要な専門知識 1.1 2.9 ↑1.8 

生
き
る
力 

⑧視野を広げるための基礎教養 1.4 3.2 ↑1.7 

⑨主体性・チームワーク・マナー 1.7 3.1 ↑1.4 

平均 1.6 3.2 ↑1.6 

 

表ⅠB-2 15 年度生の卒業時の自己評価によるルーブリック結果 

分類 ディプロマポリシーの９観点 入学時 卒業時 上昇 

基
礎
的
学
習
能
力 

①コミュニケーション能力 2.3 4.1 ↑1.8 

②語学力を含めたリテラシー 2.1 3.0 ↑0.9 

③論理的な思考力 2.0 2.8 ↑0.8 

④基礎的なＩＴスキル 1.9 4.5 ↑2.6 

⑤課題を発見し、解決する能力 2.2 3.8 ↑1.6 

実
務
処

理
能
力 

⑥実務に必要な基礎的専門知識 1.3 2.6 ↑1.3 

⑦業界において必要な専門知識 1.3 2.8 ↑1.5 

生
き
る
力 

⑧視野を広げるための基礎教養 1.8 3.2 ↑1.4 

⑨主体性・チームワーク・マナー 2.3 3.7 ↑1.5 

平均 1.9 3.3 ↑1.4 

  

 

また、全国大学実務教育協会認定資格の導入も、学科固有ではない「教育内容・方法の質

１．全体的に入学時の基準は、15 年度生の方が 14 年度生よりも高かった。 
２．卒業時のルーブリック基準（５段階）について、14 年度生は「実務処理能力」

である⑥実務に必要な基礎的専門知識および⑦業界において必要な専門知識が高
かったが、15 年度生では、④基礎的な IT スキルや⑤課題を発見し、解決する能
力が高くなっている点は特筆すべき点である。これらの事は、短期大学部のカリ
キュラム改訂と関係があるかを検討する必要がある。 

３．学生個人の GPA と卒業時のルーブリックの基準との関係は、GPA と「③論理
的な思考力」のみ、ピアソン相関係数にいて５％水準で有意（両側）であった。 

以上のように、自己評価によるルーブリックの基準測定結果とカリキュラム改訂や
科目新設と関係があるかを検討すべきである。 



大阪学院大学短期大学部 

47 

保証」を実現している。平成 28年度からの新カリキュラムでは、同協会によるカリキュラ

ムおよびシラバスの事前審査を経たうえで、学科の卒業要件と、協会認定資格のうち 2 資

格〔実践キャリア実務士ともう 1 資格（秘書士Ⓝ、ビジネス実務士Ⓝまたは情報処理士Ⓝ

のいずれか）〕を取得するために必要な単位とを直結させた。この措置により、本学卒業生

は全員、2 資格以上の有資格者となる。新カリキュラム一期生（平成 28 年度入学生：29 名）

は、現時点で未だ標準修業年限を迎えていないものの、一年次終了時点で既に 90％以上（27

名）がいずれかの資格取得に必要な単位要件を全て満たしており、その多く（19 名）が実

際に資格を得て、これを履歴書に記入し、目下就職活動に挑んでいる。中には、上述の 4資

格全てを持つ者（5 名）までいる。このような、二年次に進級するまでに公的資格を有して

いる学生が大半を占める状態は近年なく、新カリキュラムの成果が早々に現れたと言える。 

このほか、学科連絡会議（平成 29 年度から FD 推進部会）において、FD の一環として相

互に教授法の改善方法のプレゼンテーション等を行い、全教員で取り組んでいる。また、

教育開発支援センターを介し、併設大学と連携したワークショップ、オープンクラス・ウ

ィークス（教員相互の授業参観）等を行うことにより、授業の質の向上に努めている。 

最後に、教員個人レベルでは、「授業評価」の結果のフィードバックによる自己評価、「成

績評価報告書」による成績評価の自己評価のほか、オープンクラス・ウィークス等を通じ、

他の教員から評価を受けている。 

「授業評価」および「成績評価報告書」については、基準Ⅱ－Ｂ－１「学科・専攻課程の

学習成果の獲得に向けて教育資源を有効に活用している」にて述べる。 

以上、3つのレベルで PDCA を回し、教育の恒常的点検・評価を行い、次期計画に活かす

ための取組みを進めることにより、質の保証を担保している。 

なお、学校教育法や短期大学設置基準といった関係法令の変更については、専ら事務局

が確認するとともに、その具体的な対応策の立案については、学科長や関連教員と適宜連

携を図り、最終的には学長の許可を得て進めている。 

 

(b) 課 題 

「学位授与の方針」や「学習成果」の評価のために、観点別の評価指標等を使った客観的

な手法として、ルーブリックによる自己評価を導入した。このルーブリックによる評価結

果を分析し、教育の向上・充実に繋げる必要がある。 

また、平成 29 年度から、授業一回あたりの時間（90 分から 105 分へ）と、授業実施回数

を変更する。そのため、従前の授業計画は変更する必要があり、シラバスの抜本的見直し

を行わねばならない。その際には、より詳細で具体的なシラバスが必要となる。例えば、予

習・復習の実施を促す記述の工夫が必要である。 

授業評価に関しては、学生の授業満足度に対して、どのような項目が関連するか等、よ

り具体的な授業改善に役立つ質問項目や活用方法の提案を FD として行うことも課題であ

る。 

 

■テーマ 基準Ⅰ-B 教育の効果の改善計画 

速やかに、ルーブリックに基づく学習成果の検証を進めることとする。そのうえで、併

設大学のキャリア教育において学習成果指標を開発した実績を有する教育開発支援センタ
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ーの知見を活かし、比較検討を行うとともに、FD推進部会を通じ、これらを各教員にフィ

ードバックしていく。 

内部質保証の実質化と、教学改善の PDCA サイクルを維持するためには、今後、ますます

客観的かつ統計的な根拠を整備する必要がある。そのために、学内各部局の IR 活動とも恒

常的に連携するよう努める。 

 

▪提出資料 

1. 2017 大学案内 
3. 平成 28 年度 短大の手引(前期) 
4. 平成 28 年度 短大の手引(後期) 
6．公式ホームページ [教育情報の公開] 

http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/disclosure/index.html 
7．公式ホームページ [大阪学院大学短期大学部学則] 

http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/regulations/ogjc/index.html 
8. 大阪学院大学短期大学部学則   
9．公式ホームページ Campus Life(短期大学部) 

       http://www.osaka-gu.ac.jp/students/ogjc.html 
10．公式ホームページ [教育研究上の目的、学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針、入学

者受入の方針] 
 http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/purpose.html 

11．公式ホームページ [学習成果] 
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/purpose_ogjc05.html 

12． 公式ホームページ Campus Life(短期大学部)履修要項/カリキュラムツリー・カリキュラム
マップ http://www.osaka-gu.ac.jp/course/2017/risyu2/gakkamoku4/index2016.html 

13．短期大学部経営実務科ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰのﾙｰﾌﾞﾘｯｸ 
14. 学びによる成長シート 

 

[テーマ 基準Ⅰ-Ｃ 自己点検・評価] 

[区分 基準Ⅰ-C-1 自己点検・評価活動等の実施体制が確立し、向上・充実に向け努力し

ている。] 

■基準Ⅰ-C-1 の自己点検・評価 

(a) 現 状 

本学は、教育研究水準の向上を図るとともに、目的および社会的使命を達成するため、

平成 5 年 4 月に｢自己点検・評価規程｣ならびに｢自己点検・評価委員会規程｣を整備し、諸

活動の状況について、同年度より 4 年を周期として、自ら点検・評価を行っている。〈提 15.16〉

また、他大学における大学改革の最新動向および事例報告の収集活動を行い、本学の自己

点検・評価の実質化に取り組んできた。〈備 6〉 

本学における自己点検・評価では、実行可能な実施組織の確立を第一に考え、また、全学

組織である各種委員会が有する機能を十分に活用することが、点検・評価を進めるうえで

効率的且つ効果的であると考え、学内に既に設置されている大学協議会、学部長会議およ

び各種委員会等を基礎に、次のとおり点検・評価に係る各委員会を体系的に設置すること

により、(自己点検・評価のための)体制を確立している。 

(1)自己点検・評価基本構想委員会(基本構想委員会) 

基本構想委員会は、大学協議会の構成員である｢学長・大学院部長・学部長・学科長・

各学部から 1名の教授｣で構成しており、自己点検・評価の実施に関する基本構想を策

定している。 

 

http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/disclosure/index.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/regulations/ogjc/index.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/students/ogjc.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/purpose.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/purpose_ogjc05.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/course/2017/risyu2/gakkamoku4/index2016.html
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(2)全学自己点検・評価実行委員会(全学評価委員会) 

全学評価委員会は、｢学長・大学院部長・学部長・学科長・教務部長等｣学部長会議の

構成員および個別評価委員会の各委員長と ALO で構成しており、全学的に自己点検・

評価を統括している。 

(3)個別機関自己点検・評価委員会(個別評価委員会) 

個別評価委員会は、全学組織として設けている学内の各種委員会等が担当する 8 つ

の個別評価委員会に加え、大学院に 5 つの個別評価委員会を設置し、各個別機関にお

いて自己点検・評価を実施している。 

 

表ⅠC-1 個別評価委員会 

個別評価委員会 担当する委員会等 担当事務局 

通信教育部自己点検・評価委員会 通信教育部学務委員会 教務課 

図書館自己点検・評価委員会 ＊ 図書委員会 図書館事務室 

教務関係自己点検・評価委員会 ＊ 教務部委員会 教務課 

教育開発支援ｾﾝﾀｰ 

入試関係自己点検・評価委員会 ＊ 入試実行委員会 入試事務室 

学生関係自己点検・評価委員会 ＊ 学生部委員会 学生課 

教育開発支援ｾﾝﾀｰ 

就職関係自己点検・評価委員会 ＊ キャリアセンター委員会 ｷｬﾘｱｾﾝﾀｰ 

教育開発支援ｾﾝﾀｰ 

国際交流関係自己点検・評価委員会 ＊ 国際センター会議 国際センター 

経営関係自己点検・評価委員会 ＊    ――― 法人事務局 

商学研究科自己点検・評価委員会 商学研究科委員会 

大学院事務室 

経済学研究科自己点検・評価委員会 経済学研究科委員会 

国際学研究科自己点検・評価委員会 国際学研究科委員会 

法学研究科自己点検・評価委員会 法学研究科委員会 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｲｴﾝｽ研究科自己点検・評価委員会 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｲｴﾝｽ研究科委員会 

 注）＊は、本学（短期大学部）の点検・評価に関わる委員会を示す。 

 

この自己点検・評価のプロセスは、以下のとおりである。 

① 基本構想委員会が策定する基本構想に基づき、全学評価委員会が、自己点検・評価の

実施要領を作成するとともに、各個別評価委員会を通じ全学に点検・評価実施を指示

する。 

② 各個別評価委員会は、実施要領に基づき点検・評価を行うとともに、それぞれ個別評

価報告書を全学評価委員会に提出する。 

③ 全学評価委員会は、個別評価委員会が実施した点検・評価結果(個別評価報告書)を

検証し、全学的な視点による総合的かつ体系的な点検・評価を加えた全学自己点検・評

価報告書を作成し、基本構想委員会を通じ学長(総長)へ報告する。 

 

そして、学長(総長)の諮問により、大学協議会は、自己点検・評価結果および「将来への 
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発展方策(行動計画)の進捗状況を踏まえ、学部長会議を通じ、全学に改善の指示を行って

いる〔2 自己点検・評価の組織と活動・組織図(内部質保証システム体系図)参照〕。 

なお、全学自己点検・評価報告書については、第 3 周期(平成 13 年度～平成 16 年度)分

から、図書館で閲覧に供することにより、学生や教員への周知を図るとともに、第 4 周期

(平成 17 年度～平成 20 年度)分から、公式ホームページに全文を掲載している。 

さらに、平成 21 年度からは、上述の自己点検・評価(4 年度ごと)をより円滑に実施でき

るよう備えるべく、各個別評価委員会が｢毎年度(年 1回)｣点検・評価を行い(個別評価報告

書を作成し)、全学評価委員会がその都度、全学自己点検・評価報告書として纏めることと

した。この毎年度の全学自己点検・評価報告書についても、図書館で閲覧に供している。 

平成 25 年度からは、本学の自己点検・評価における記載項目の一つである｢将来への発

展方策（行動計画）｣について、前年度までに記述した内容が、その後どの程度進展したか

を対比できる｢進捗状況表｣を毎年度作成するとともに、公式ホームページに掲載している。

〈提 17・備 2.3.4.5〉 

自己点検・評価については、早くからその重要性を認識し、必要な実施体制を立ち上げ

るとともに、既存の運営組織を効率的に活用できており評価し得る。また、4年ごとの自己

点検・評価を原則としつつ、機動的な改善を図るため、運用により 1 年ごとに点検・評価

活動を行うものとしたうえ、毎年度の改善の進捗を可視化していることも妥当であると考

える。 

 

(b) 課 題 

現行の自己点検・評価の実施体制を維持し、今後も更なる改善を進めるためには、自己

点検・評価活動の実務や調査・分析を担い得る人材の育成が必要である。 

 

■テーマ 基準Ⅰ-Ｃ 自己点検・評価の改善計画 

現行の自己点検・評価体制の長所を引き続き維持するため、次代の点検・評価活動の実

務や調査・分析を担い得る人材育成を計画的に進める。具体的には、今後の FD や SD にお

ける重要テーマとして積極的に取り上げるものとする。 

 

▪提出資料 

15. 大阪学院大学・大阪学院大学短期大学部自己点検・評価規程 
16. 大阪学院大学・大阪学院大学短期大学部自己点検・評価委員会規程 
17. 公式ホームページ [内部質保証] 

http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/evaluation2.html 

▪備付資料 

2. 平成 25 年度 個別評価報告書 
3. 平成 26 年度 個別評価報告書 
4. 平成 27 年度 個別評価報告書 
5. 公式ホームページ [内部質保証システム/明らかになった課題についての改善の進捗状

況]   http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/evaluation2.html 
6. 他大学（学外団体含む）の大学改革の最新動向および事例報告の収集活動のまとめ 

 

 

 

 

http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/evaluation2.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/evaluation2.html
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基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果の行動計画 

建学の精神および教育理念や教育目標等については、様々な取組みを通じ、学内外への

周知に努めているが、今後、とりわけ学生に対し、初年次教育の充実という観点も踏まえ、

より深い理解を促す仕組みづくりを進める。 

ルーブリックによる学習成果の測定については、教育開発支援センターと連携し、平成

29 年度から毎月開催する FD 推進部会により、検討を進め、さらなる改善を図る。 

自己点検・評価においては、毎年度実施する本学独自の自己点検・評価を通じて確実な

改善に結びつけていくよう、今後も｢自己点検・評価項目に係る｢将来への発展方策（行動

計画)」の進捗状況表｣を作成し、各自己点検・評価項目の前年度までの｢将来への発展方策

（行動計画）｣が、次年度どのように具現化されたのか、その取組状況を明確にし、公表す

ることで、内部質保証システムに基づく諸活動の PDCA サイクルを着実に機能させる。また、

現行の自己点検・評価体制の長所を引き続き維持するため、次代の点検・評価活動の実務

や調査・分析を担い得る人材を計画的に育成するため、FD や SDにおける重要テーマとして

積極的に取り上げるものとする。 

 

◇ 基準Ⅰについての特記事項 

 特になし 
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【基準Ⅱ 教育課程と学生支援】 

＜基準Ⅱの自己点検・評価の概要＞ 

建学の精神に直結する本学科の「学位授与の方針」は、教育目標に定める各々の能力獲

得と連動し、社会的に通用する内容となっており、ホームページに掲載するとともに、学

生にはオリエンテーションで配布し、説明を加えることで周知を徹底している。入学時に

おいては、来学された保護者に対しても、それが記載された冊子を配布し、周知を行って

いる。また、「学位授与の方針」の適切性については、毎年度実施している自己点検・評価

において検証している。直近では、学校教育法施行規則の改正等を踏まえ、平成 29 年度よ

り、従前の「学位授与の方針」という名称を「卒業認定・学位授与の方針」へと変更すると

ともに、文章表現に一部修正を加える等、硬直化することがないよう努めている。 

 本学科の教育課程は、「学位授与の方針」に対応した「教育課程編成・実施の方針」の下、

「総合基礎」、「ビジネスファウンデーション」、「マネジメント・コントロール」、「会計・金

融」、「アドミニストレーション」、「単位認定」の授業科目区分に分けて体系的に編成して

いる。教員の配置については、教育課程全般にわたり各教員の業績等に応じ、必要な人員

を配置している。また、「教育課程編成・実施の方針」は、次年度のカリキュラム編成時の

ほか、「学位授与の方針」と同様、毎年度の自己点検・評価においても検証することにより、

恒常的に社会や学生のニーズに応えうる内容を維持できるよう注意を払っている。 

本学科の「入学者受け入れの方針」は、上述の 2 方針を踏まえて設定されており、学生

募集にあたり、大学案内、入学試験要項、入試ガイドやホームページで周知している。ま

た、この方針の下、学力試験に偏らず多様な入学試験制度を設けており、入学前の学習成

果をそれぞれの入学試験制度で把握し、評価している。しかしながら、入学定員を充足で

きない状態が続いていることから、「入学者受け入れ方針」において、各選抜方法との対応

関係を明示するとともに、一層の周知に努め、本学科の知名度およびブランド力の向上を

図る。 

学習成果のアセスメントについては、卒業時に行っているルーブリックの結果に基づき、

検討を進めている。各授業担当者においては、LMS(Learning Management System)である

OGU-Caddie で行う「授業評価」の集計結果や、定期試験、レポート試験等の結果を併せ、

学生の状況と学習成果を確認し、次年度のシラバス作成において、「到達目標」「成績評価

の基準」等に反映させることで、教員個人レベルの PDCA を回している。そのため、「授業

評価」のアンケートには「到達目標を達成できたか」等の質問項目を設けている。学習成果

を明確に示す指標としては、検定試験合格、各種資格取得状況等があり、これらの成果を

伸ばすとともに、質的な向上を目指した指導を行っていかねばならない。今後、より一層、

学習成果の明確化、精緻化、およびそのアセスメントを継続的に行う。 

学生の卒業後評価への取組みについては、「就職先の評価」と「卒業生評価」を実施して

おり、それぞれ卒業生の就職先の企業と、卒業生自身に対しアンケート調査を行い、結果

を集計し関係部署に開示することで、本学科における教育の検証材料としている。今後も、

これらの結果を踏まえ、卒業生が評価されている点をさらに伸ばし、社会で即戦力となる

人材教育を進める。 

学生の生活支援については、明文化された方針の下、学生の支援体制は整備されており、

学生部が中心となって実施する各種の催しや指導は一定程度奏功している。今後も、学科
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と学生部が連携し、更なる支援体制の整備に努め、自己管理のできる学生の育成を引き続

き図る。 

進路支援については、ゼミナール担当者がキャリアセンターと連携し、必修の「インタ

ーンシップ」を中心に、学生の就職サポートを行っている。キャリアセンターでは、学科担

当システム制により CDA の資格を持つ短期大学部担当者を配置しているが、学生の就活カ

ルテをデータ管理することで、センターのスタッフ全員で支援を行うことができている。

また、｢キャリアデザインルーム｣を整備し、SPI 等筆記対策の支援および就活相談と面接対

策の支援を行っている。このほか、入学時から学生が卒業後の進路についてイメージし、

キャリア意識が醸成できるよう、各年次や時期に合わせて段階的に多数のガイダンス等を

実施したり、保護者向けイベントを開催したりしている。その結果、平成 27 年度および平

成 28 年度の就職率は 100％を達成し、成果が表れている。今後も、景気変動や求人数の増

減に関わらず、高い就職率を維持できるよう更なる改善に努める。 

受験生に対する「入学者受け入れの方針」の明示については、大学案内・入学試験要項・

入試ガイド・ホームページに記載することにより対応できている。学生募集方法について

は、①高等学校訪問、②高等学校教員対象入試説明会、③オープンキャンパス・入試相談

会、④各種媒体による広報・インターネット広告、を中心に実施しており、これらの機会を

通して入試制度のみならず、本学科の教育課程や学生生活等を説明しており、入試事務室

では随時、受験の問い合わせ等に適切に対応している。入学試験の実施については、入試

委員会の下に置かれた入試実行委員会が中心となり、教員ならびに事務職員が、実施要領、

監督要領、災害時避難マニュアル等に基づき厳密に行っている。合否判定については、入

試委員会で原案を作成のうえ、教授会での審議を経て、学長が最終決定している。なお、入

学者選抜の基準は、受験生に分かり易いよう工夫し開示している。 

入学手続者に対しては、大学生活を円滑にスタートさせるために、入学前教育・入学予

定者の集い・新入生交流会を行っている。また、入学後は、学習方法や学生生活の過ごし方

等について、入学時オリエンテーションおよび１年次ゼミナールで指導している。 

課題である一層の志願者確保については、教育課程の改善と、積極的かつ効率のよい広

報展開により達成を図る。 

 

［テーマ 基準Ⅱ-A 教育課程 ］ 

［区分 基準Ⅱ-A-1 学位授与の方針を明確に示している。］ 

■基準Ⅱ-A-1 の自己点検・評価 

(a) 現 状 

学位授与の方針については、教育目標に定める各々の能力（基礎的な能力、実務処理能

力および責任をもって行動する能力）の獲得と連動させ、次のとおり定めるとともに、こ

れを全学生に配付・説明する資料（『短大の手引』）のほか、公式ホームページ等にも掲載す

ることにより、学内外を問わず広く周知している。〈提 1.3.4.6.18〉 
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学位授与の方針 

・学習に必要な基礎的能力（問題を発見し解決する能力、コミュニケーション能力、 

アカデミックスキル）を備えた人材の育成。 

・ビジネス社会に必要な専門知識・技能を併せ持った実務処理能力を身につけた人材の育

成。 

・実社会で生きていくための視野を広め、責任を持って行動する能力を身につけた人材の

育成。 

 

なお、卒業要件（必要単位数）や成績評価基準に関しては、学位授与の方針でなく、他の

規程等において明示している。卒業要件（必要単位数）は、履修規程のほか、学則第 8 条

において、表ⅡA-1 のとおり定めており、成績評価基準は、教務関連諸規程に盛り込んでい

る（学則および教務関連諸規程は、公式ホームページで閲覧可能）。〈提 9〉 

 

表ⅡA-1 卒業要件 

授業科目 単位数（経営実務科） 

総 合 基 礎 10 単位以上 必修科目 10 単位を含む。 

ビジネスファウンデーション 6 単位以上 必修科目 4 単位と選択必修科目 2 単位を含む。 

マネジメント・コントロール 8 単位以上 必修科目 4 単位と選択必修科目 4 単位を含む。 

会 計 ・ 金 融 4 単位以上 必修科目 4 単位を含む。 

ア ド ミ ニ ス ト レ ー シ ョ ン 
             修得した単位は、卒業単位数に充当できる。 

単 位 認 定 

合   計 62 単位 

 

学位授与の方針は、学則の条文等に規定していないが、個々の学生に係る卒業認定およ

び学位授与の過程において必ず顧慮すべき重要なものであるため、教授会での議論を踏ま

え、全学で議決・共有している。 

また、この方針は、本学における「建学の精神」、「短期大学部の使命」、「学科の人材の養

成、教育研究上の目的」および「学科の教育目標」と直結しているのみならず、我が国の短

期大学制度の目的とも整合しており、社会的に通用する内容となっている。さらに、こう

した整合性や社会的通用性を引き続き維持するため、全学的に定期実施している自己点検・

評価において、その都度必ず方針を検証し、その結果に応じ改善を図ることとしている。 

 

(b) 課 題 

現行の「学位授与の方針」では、育成する人材像の列挙に留まっており、どのような要件

を充足すれば学位を授与できるかが必ずしも明確でない。また、学位授与に必要な単位数

や在学年数、授与する学位名称等を追記することが求められる。さらに、平成 29 年 4 月 1

日施行の改正学校教育法施行規則（方針の策定義務化等）への対応も必要である。 

また、「学位授与方針」を確認するためのルーブリックを作成しており、その分析を行う

ことで、「学位授与方針」についても、その達成状況について検討を行う。 
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［区分 基準Ⅱ-A-2 教育課程編成・実施の方針を明確に示している。］ 

■基準Ⅱ-A-2 の自己点検・評価 

(a) 現 状 

「教育課程編成・実施の方針」については、次のとおり「学位授与の方針」の内容と整

合・対応するよう定めるとともに、全学生に配付・説明する資料（『短大の手引』）のほか、

公式ホームページ等にも掲載することにより、学内外を問わず広く周知している。〈提

1.3.4.6〉 

 

教育課程編成・実施の方針 

① ビジネス社会で総合的に物事を判断できる力を育むための幅広い教養と知的基盤を

養うため、基礎的な科目を設置しています。国内のみならず、国際的な視野に立って

物事を考え、世の中の動きに目を向ける態度を身につけます。 

〔→学位授与の方針のうち、主として「学習に必要な基礎的能力」に対応〕 

② 職業または実生活に必要な専門的な実務知識やスキルを修得し、仕事に取り組む態度

を身につけ、「できる」人材を育成するための専門教育科目を設置しています。実技・

演習科目を通して、試行錯誤しながら様々な工夫を試み、目標を達成していく態度を

形成します。 

〔→学位授与の方針のうち、主として「専門知識・技能を併せ持った実務処理能力」に対

応〕 

③ 広く社会に関心を持ち、将来の自分を見据えながら仲間とともに課題に取り組み、と

もに学ぶ姿勢を身につけるためのキャリア教育科目を設置しています。 

〔→学位授与の方針のうち、主として「視野を広め、責任を持って行動する能力」に対

応〕 

 

 上記方針のうち、それぞれ①②③に対応する科目を以降、「①基礎的な科目」、「②専門教

育科目」、「③キャリア教育科目」とする。 

 この教育課程編成・実施の方針に基づき、全 45 授業科目 90 単位〔単位認定の「テクニ

カルスキルⅠ」および「テクニカルスキルⅡ」（各 2 単位）を除く。〕を 5 つのエリアに区

分し開講するとともに、2年以上の在学期間中、必修および選択必修を含め 62 単位以上の

単位を修得することを卒業要件にしている。 

 5 つのエリアとは、「総合基礎」（7科目 12 単位）、「ビジネスファウンデーション」（6 科

目 12 単位）、「マネジメント・コントロール」（12科目 24 単位）、「会計・金融」（10科目 24

単位）および「アドミニストレーション」（10 科目 18 単位）を指す。その構造は、図ⅡA-

1 のとおり、社会人としての基礎力・総合力を培う「総合基礎」を土台（基盤）とし、「ビ

ジネスファウンデーション」であらゆるビジネスに共通する必須の素養を身につけ、その

うえで、多様なビジネス領域（マネジメント・コントロール、会計・金融、アドミニストレ

ーション）ごとに、専門知識・技能を修得することになっている。 
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ビジネスファウンデーション 

総 合 基 礎 

図ⅡA-1 平成 28年度実施カリキュラムのモデル図 

 

 教育課程編成・実施の方針のうち、「①基礎的な科目」と「③キャリア教育科目」は「総

合基礎」および「ビジネスファウンデーション」に、「②専門教育科目」は「マネジメント・

コントロール」「会計・金融」「アドミニストレーション」にそれぞれ配当している。なお、

学習成果との関連は、カリキュラムマップに示されている。 

 

 「総合基礎」については、上述したとおり、学科の教育課程の基盤であることから、質保

証の観点より、全 7 科目 12 単位中、5 科目 10 単位を必修としている。 

必修科目の中でも、「総合基礎ゼミナールⅠ」（1年次配当・通年 2 単位）および「総合基

礎ゼミナールⅡ」（2 年次配当・通年 2 単位）は、学科教育の中核で、週 1 回の演習のみな

らず、担任制の下、専任教員が 2 年間継続的に全ての学生に係る勉学や生活全般を指導・

支援する場としている。担任は、受け持つ学生の学習成果全般について責任を負うものと

し、そのために各学生の適性を見極め、履修計画等を指導・承認（資格取得の推奨）すると

ともに、登録した全科目の成績・出欠状況を管理する役割（併設大学の単位互換科目を履

修する場合も担任の許可・推薦が必要である。）を担っている。授業では、アカデミックス

キルの獲得を中心としつつ、本学の施設・設備を活用して、茶道、ゴルフ、製菓等の実習を

通じたマナー教育を行うほか、学園祭模擬店の企画・運営、社会見学等、座学ではない能動

的な学びの機会を随時取り入れることにより、学生の視野を少しでも広げるよう努めてお

り、「①基礎的な科目」と「③キャリア教育科目」の要素を持っている。 

必修科目のうち、「キャリアデザイン」、「就業への道」および「業界研究」（各 2 単位）

は、「インターンシップ」（「ビジネスファウンデーション」エリアの必修科目・2単位）と

ともに、教育課程編成・実施の方針に定める「③キャリア教育科目」の中心であり、一人ひ

とりの学生がキャリア形成と就業に関する理解を深め、自身の進路を主体的に選択できる

よう、全学の進路支援部局であるキャリアセンターと恒常的に連携しつつ、段階に応じ適

切に指導を行っている。特に、「インターンシップ」はその要であり、単なる就職支援を行

う「③キャリア教育科目」としてだけでなく、学生が「①基礎的な科目」や「②専門教育科

目」の必要性に気づき、学習していくことを動機付ける科目でもある。 

このほか、選択科目ではあるが、「SOHO（Small Office & Home Office）の基礎知識」

および「アカデミック・プランニング」（各 1 単位）を設けている。前者は、ライフスタ

イルや働き方の多様化が今後益々進行することを見据え、学生が、自らの個性（才覚・技

能）や環境を活かしつつ、事業主として、自宅等を拠点に、専ら単独で働くための基礎知

識を身につけるための科目であり、吹田商工会議所の協力を得て開講している。後者は、
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主として併設大学および他大学への編入学に関心がある学生を対象に、多様な学術分野へ

の導入を図る科目である。 

「ビジネスファウンデーション」では、上述した「インターンシップ」と「情報基礎演

習」（2単位）を必修として課すとともに、「文章表現学」、「経済学」および「人間関係の心

理学」（各 2 単位）から 1 科目 2 単位以上を選択し単位修得することを卒業要件としてい

る。 

教育課程編成・実施の方針に定める「②専門教育科目」を担う 3 つのエリア、即ち、ビ

ジネススキル科目を中心に構成する「マネジメント・コントロール」、本学開学以来の伝統・

特色で強みともなっている「会計・金融」、多彩なマネジメントが学べる「アドミニストレ

ーション」では、それぞれ専門科目を配当するとともに、エリアごとに「専門ゼミナール」

（2 単位・選択）を設けている。これは、上述した全員必修の基幹科目である「総合基礎ゼ

ミナール」と異なり、特定の専門領域に強い関心がある学生のみを対象とした、学びをよ

り深めるためのゼミナールである。本学科における教育課程の特色の一つは、こうした目

的が異なるゼミナールを用意することにより、学科教育の統一的質保証（総合基礎ゼミナ

ール）と、学生個々の志向に応じた専門教育（専門ゼミナール）との両立を企図している点

にある。 

また、これら 3 エリアの配当科目は、その大半が選択であるが、「マネジメント・コント

ロール」のうち「PBL 演習」および「英語で学ぶコミュニケーション」（各 2単位）、「会計・

金融」のうち「簿記Ⅰ」（4単位）の計 3科目 8 単位のみ必修としている。「PBL 演習」では、

教育課程編成・実施の方針に定める「仲間とともに課題に取り組み、ともに学ぶ姿勢」を育

むことをねらいの一つとしている。「英語で学ぶコミュニケーション」（英語運用能力）と

「簿記Ⅰ」（基本簿記）は、同方針にある「職業または実生活に必要な実務知識・スキル」

のうち優先度がきわめて高いとの考えに基づき、全員に単位修得を義務づけている。 

3エリアの配当科目のうち、秘書学、ビジネス実務、情報（とコンピュータ）および簿記

に関しては、方針に鑑み、それぞれ総論と演習・実技に科目を区分するとともに、両者を履

修するよう指導を徹底している。実際、これらの科目は公的資格（秘書士Ⓝ、ビジネス実務

士Ⓝ、情報処理士Ⓝ、日商簿記）取得とも直結していることから、ほぼ全ての学生がセット

で履修している。なお、「簿記Ⅰ」および「簿記演習Ⅰ」については、6 月実施の日商簿記

検定試験合格に照準を合わせ、第１ターム（4～5月）のみで授業が完結できるよう集中的

に開講し、合格率の向上を図っている。 

 

このほか、本学では、学習効率を高めるとともに、個々の科目の特性に応じた多様な開

講が弾力的に行えるよう、セメスター制を基礎としつつ、一年を 6 分割（4つのタームと 2

つのセッション）するターム制を導入している。上述した「簿記」等ではターム単位、「イ

ンターンシップ」ではサマーセッションを中心としつつ前後のタームを活用、「総合基礎ゼ

ミナール」や「PBL 演習」では通年単位等と、目的に応じ適切に使い分けている。 

授業科目全体は、図ⅡA-2（短期大学部の 2 年間の流れ）に示すとおり体系的に編成して

おり、カリキュラムツリーにも示されている。特に、日商簿記等の資格取得を目指す科目

は試験日程に照準を合わせて開講している。また、開設授業科目は、学習効果に対応して

いる。その対応は、カリキュラムマップに示されている。〈提 12.24〉 
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図ⅡA-2 短期大学部の２年間の流れ 

 

成績評価については、｢教務関連諸規程｣において試験の種類(定期試験、追試験および再

試験)や評価基準等を規定し、｢履修要項｣にも明示している。授業担当者は、シラバスにお

いて｢定期試験｣｢レポート｣｢日常点｣｢その他｣の項目ごとに評価の割合(％)を記載し、学生

に予め公表することで、評価基準・評価方法の明確化を図っている。成績評価に対する学

生からの疑問については、成績発表後一週間程度の問い合わせ期間を設け、担当者に確認

ができる制度を設けている。 

シラバスは、一定の書式に従って教員間で記述内容に差や量の精粗がないように配慮し

ている。授業担当者は、全学的に一定の書式に従って Web 上でシラバスを作成し、学生も

Web 上で閲覧できるシステムとなっている。シラバスの項目は、｢講義(演習)テーマ｣｢講義

(演習)概要｣｢到達目標｣｢講義スケジュール(授業計画)｣｢評価基準・方法｣｢授業外学習の指

示｣｢履修上の注意｣｢オフィスアワー｣｢教科書｣｢参考文献｣｢関連 URL｣｢担当者からの一言｣と

している。｢到達目標｣には当該科目の修得により身につく知識や能力が具体的にイメージ

できるよう、学生主体の目標を記載するようにしている。｢講義スケジュール(授業計画)｣

では、講義毎の具体的内容(項目)を記載し、自主学習ができるように配慮するとともに、

｢授業外学習の指示｣の項目には自主学習の具体的な内容の記載を求めている。シラバスの

内容の妥当性に関しては、教務部委員会規程に基づき、組織的な点検を行っている。具体

的には、当該シラバス担当者以外の第三者 2 名以上による確認を経るようにしている。ま

た、毎学期全科目を対象に実施する授業評価では、履修登録に際しシラバスのどの項目を

参考にしたか、自習にかけた時間、授業内容がシラバスに沿っていたか、またテーマや目
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的が明確に示されたか、そして期待された学習成果が得られたか等、具体的に確認を行い、

学生の学習行動の把握に努めている。（基準Ⅱ-B-1 参照）。  

単位認定については、本学科の学生が、他の短期大学または大学で修得した授業科目の単位

や大学以外の教育施設等における学習については、教授会での審議を経た上で本学学則第 11

条により 30 単位を超えない範囲で卒業に必要な単位として認定している。これに該当するも

のとして、単位互換協定を締結した大阪学院大学との単位互換により修得した授業科目の単

位、そして海外の大学への留学により修得した授業科目の単位が挙げられる。 

また、入学前の既修得単位についても前述の単位認定と合わせて 30 単位を限度とし、教授

会での審議のうえで適切に認定を行っている。〈備 7〉 

「教育課程編成・実施の方針」については、毎年度行うカリキュラム編成時やカリキュ

ラムの改正を行う際に検証しており、建学の精神に照らしつつ、社会や学生のニーズに応

えられる内容となるよう注意を払っている。 

 

(b) 課 題 

「教育課程編成・実施の方針」については、「学位授与の方針」の検討状況を踏まえ、必

要な修正を行わねばならない。また、「教育課程編成・実施の方針」は、学習成果とも密接

に関連しているため、今後、アセスメントにより学習成果の達成状況等の確認・検証を行

ったうえで、その妥当性について検討を加える必要がある。 

 

［区分 基準Ⅱ-Ａ-３ 入学者受け入れの方針を明確に示している。］ 

■基準Ⅱ-A-3 の自己点検・評価 

(a) 現 状  

学科の「入学者受け入れの方針」は、次のとおり定めており、学生を募集するにあたり、

刊行物やホームページ等で必ず周知している。〈提 1.6.20.22.23〉 

 

入学者受入の方針 

① 実践的な知識と技能を身につけ、実社会で活躍する意欲のある人 

② 問題意識を持ち、主体的・積極的に問題解決に取り組むことのできる人 

③ 自分の考えや意見を文章や言葉で明確に表現できる人 

④ 人の話をよく聞き、相手の立場を思いやることができる人 

｢高等学校で履修するのが望ましい教科・科目｣ 

文章理解・表現力や数的思考力等を養う科目。 

｢高等学校で取得するのが望ましい資格等｣ 

簿記や情報処理、外国語等の資格。 

 

この方針に対応するために、学力試験に偏らず多様な入学試験制度（表ⅡA-2）を設けて

おり、入学前の学習成果をそれぞれの制度ごとに把握し、評価している。各入学試験制度

の詳細については、入学試験要項、入試ガイドおよびホームページに明示している。 
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表ⅡA－2 入学試験制度 

求める人材 入学試験の制度 

優れた学力のある人材 一般入学試験、大学入試センター試験利用入学試験 

総合力のある人材 

(高等学校での評価を加味して

判定する) 

公募制推薦入試、併設高等学校推薦入試、特別指定校推薦入試、指定

校推薦入試、協定校推薦入試 

実践的な人材 

多様な能力をもった人材 

熱意･意欲のある人材 

特別推薦入試(スポーツ・文化活動)、併設高等学校特別推薦入試、Ａ

Ｏ入試、資格推薦入試、ファミリー推薦入試、外国人留学生推薦入試、

外国人留学生一般入試 

(注)平成２８年度入試から外国人留学生一般入試を、平成２９年度入試から資格推薦入試を新設した。 

 

障がい等のため特別な配慮を必要とする受験生に対しては、出願までに、受験当日だけ

でなく入学後の教育環境や施設設備等について、当人は勿論、保護者、高等学校教員およ

び関係部署と十分協議したうえ、入試実行委員会の主導により、相応の措置を講じている。

〈提 20〉 

  

(b) 課 題  

入学者受け入れの方針はもとより、教育環境の魅力等について、周知に努めているが、

入学定員を充足できていないことから、受け入れ方針の更なる精査を含め、知名度および

ブランド力向上に繋がる取組みを更に進める必要がある。 

また、現行の入学者受け入れの方針は、求める人材と各選抜方法との対応関係が明示で

きていないため、見直しを要する。 

 

［ 区分 基準Ⅱ-A-4 学習成果の査定（アセスメント）は明確である。］ 

■基準Ⅱ-A-4 の自己点検・評価 

(a) 現 状 

学習成果のアセスメントは、各授業担当者が各学期の終盤で学内の LMS である OGU-

Caddie で行われる「授業評価」の結果と、定期試験、レポート試験等の結果を併せ、学生

の達成状況を確認することにより行う。これらを次年度のシラバス作成において、「到達目

標」「成績評価の基準」等に反映させることで、教員個人レベルの PDCA を回している。そ

のため、「授業評価」のアンケートには「到達目標を達成できたか」等の質問項目を置き、

査定ができるよう配慮している。 

しかし、より具体的で、学生にとって分かりやすい学習成果のアセスメントとして、「学

位授与の方針」や「学習成果」をルーブリックを用いて確認する仕組みを教育開発支援セ

ンターと連携し構築している。〈備 11〉 

ルーブリックによる学生の自己評価の結果については、教員間で共有し、学習成果をと

おして教育目標の達成度を定期的に確認することとしている。しかし、これは、「学位授与

方針」や学科レベルでの学習成果を確認するためのものであるため、授業レベルでの評価
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を行うという点については課題である。 

このほか、授業科目の体系化と学生の学習意欲を高めるために全国大学実務教育協会の

資格認定を導入し、「秘書士Ⓝ」、「ビジネス実務士Ⓝ」、「情報処理士Ⓝ」および「実践キャ

リア実務士」の認定を受けている。これら 4 つの課程は、それぞれに、必要な科目が決め

られており、その授業内容についても同実務教育協会でシラバスの事前審査を受けており、

本学だけのチェックでなく、実際に、第三者によるチェックを受けていることになる。そ

の取得者は、他の短期大学とも比較が可能であり、査定のための指標となりうる。また、そ

の中でも「実践キャリア実務士」は、その認定にルーブリックの導入が示唆されており、そ

れについても現在検討を行っている。 

 

表ⅡA-3 検定試験の合格者数 

 

合 格 者 数 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 
平成 27 年

度 

平成 28 年

度 

日商簿記検定2級 0 名 1 名 0 名 0 名 0 名 

日商簿記検定3級 4 名 5 名 2 名 1 名 3 名 

 

表ⅡA-4 資格取得の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお、検定試験の合格者を増やすため、入学後早期に検定試験にチャレンジできる体制

を目指し、平成 28 年度より、ターム制を導入した。例えば、簿記検定においては、6 月、

11 月等、セメスターの途中に試験日が実施されていた。しかし、ターム制により、6 月で

あれば、第 1 ターム終了後に、試験が実施されることになる。 

この他にも、検定試験への受験を促すため、「資格ガイド」を毎年作成し、学生に配布し

ている。この「資格ガイド」には、各種資格・検定の試験日、試験の申込方法、申込期間、

本学で推奨する受講科目、エクステンションセンターの開講講座、相談教員名等が記載さ

れており、学生が資格・検定試験にチャレンジしやすい体制を整えている。〈備 12〉 

また、GPA 制度によって、学生個々の学習成果を客観的にみることができる。 

成績評価基準とポイント（GP）の関係は、次のとおりである。 

 

 

 

 
課 程 認 定 者 数 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度  平成 28 年度 

秘書士 16 名 10 名 5 名 0 名 8 名 

ビジネス実務士 12 名 9 名 17 名 3 名 11 名 

情報処理士  ― 9 名 1 名 14 名 

実践ｷｬﾘｱ実務士 ― ― ― ― 7 名 
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表ⅡA-5 成績評価基準とポイント（GP） 

評点 評価 合否 ポイント（ＧＰ） 

100 点～90 点 Ｓ 

合格 

4.0 

ＧＰＡにおいて総登録単位

数（分母）が計算の基礎と

なる 

 89 点～80 点 Ａ 3.0 

 79 点～70 点 Ｂ 2.0 

 69 点～60 点 Ｃ 1.0 

 59 点～40 点 Ｄ 

不合格 

0.0 

 39 点～ 0 点 Ｅ 0.0 

試験欠席 － 0.0 

成績認定 Ｒ 認定(合格) ＧＰＡの計算対象外 

 

GPA の導入によって、自身の成績を単位数だけでなく、評価の平均を知ることで自身の

学習成果を客観的に認識できるようになったと考えられる。〈備 9〉 

さらに、査定の前段階として、全ての科目において初回授業時、当該科目の意義を考え

させている。これにより、その科目の必要性、到達目標を前もって示していることから、今

後は、最終授業時等に、学生による自己評価を行うことを検討している。 

 

(b) 課 題 

本学科での学習成果を示す検定試験の合格者および資格認定課程の取得者を確実に増や

すことが必要である。また、単位修得を目標とするだけでなく、より高い GPA の獲得が目

標となるように指導することも必要である。そのためにも、学生に授業の目標や予習・復

習等の具体的な指示等を行っていく必要があり、シラバスの更なる充実が課題となる。 

また、現行のルーブリックは、「学位授与の方針」や「学習成果」全体を評価するもので

あり、各授業で設定されている達成目標である「学習成果」を確認するものではない。その

ためのルーブリックの作成を行わねばならず、実践キャリア実務士のルーブリック作成は

その第一歩である。その上でのシラバスにおける授業計画の立案に活かしていかなければ

ならない。また、学生自身が、到達目標の達成に向けて PDCA サイクルを回す仕組みについ

て、ルーブリックを活用した方策（例えば、最終回での評価や授業ごとのルーブリック作

成）を検討する。 

 

［ 区分 基準Ⅱ-A-5 学生の卒業後評価への取り組みを行っている。］ 

■基準Ⅱ-A-5 の自己点検・評価 

(a) 現 状 

本学科では、教育目標の達成度を把握し、学習成果の点検に活用することを目的に、次

のとおり卒業生および卒業生の進路(就職)先に、アンケート調査を実施している。〈備 14.15〉 

(1) 就職先の評価 

卒業後の評価を把握するため、平成 24 年度から年１回、卒業生の就職先に対しアンケ

ート調査を実施している(平成 26 年度までは大学と共同実施)。卒業後１年経過後の就職
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先に対し、郵送で実施している。就職先企業での卒業生の評価を依頼し、平成 28年度の

調査では、８社から回答があった。結果を集計し、関係部署に開示し、本学科における教

育の検証材料としている。 

平成 28 年度卒業生に関するアンケート（就職先の評価）調査の「本学卒業生が身につ

いている能力」を見てみると特に「コミュニケーション能力」「仕事に対する職務遂行能

力」で「優れている」「やや優れている」という回答で過半数に達しており、全般的には

一定の評価を得ている。〈備 14〉 

全ての項目を評価ごとに点数化（優れているが５、劣るが１）し平均すると、「コミュ

ニケーション能力」、「責任感・粘り強さ・誠実性」、「仕事に対する職務遂行能力」、「対人

関係や仕事の協調性」、「仕事に対する理解・判断力」の項目が高くなっている。一方、

「パソコン操作等の能力」、「外国語の能力」が低くなっている。 

    

表ⅡA－6 平成 24～28 年度 企業アンケート結果（加重平均値） 

項  目 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 

コミュニケーション能力 3.7  4.0  4.0  4.1 4.1 

責任感・粘り強さ・誠実性 3.8  3.8  3.8  3.5 3.9 

仕事に対する職務遂行能力 3.8  3.7  3.8  3.5 3.9 

対人関係 仕事の協調性 3.9  4.0  3.9  4.3 3.8 

仕事に対する理解・判断力 3.5  3.6  3.8  3.6 3.8 

仕事に対する知識・基礎学力 3.4  3.4  3.5  3.4 3.6 

パソコン操作等の能力 3.1  3.2  3.1  3.1 2.8 

外国語（英語など）の能力 2.9  2.7  2.6  2.9 2.6 
 

年度比較を見てみると、「コミュニケーション能力」が安定して評価が高く、「責任感・

粘り強さ・誠実性」、「仕事に対する職務遂行能力」は、平成 27 年度に少し下がったが、

平成 28 年度は改善した。一方、「パソコン操作等の能力」は徐々に評価を下げている。 

 

(2) 卒業生評価 

卒業後の評価を把握するため、平成 26 年度から卒業生に対しアンケート調査を実施し

ている。卒業後１年経過後と３年経過後の卒業生に対し、郵送で実施している。卒業生の

卒業後の本学科に対する評価を依頼し、平成 28 年度の調査では、６件の回答があった。

結果を集計し、関係部署に開示し、本学科における教育の検証材料としている。〈備 15〉 

平成 28 年度卒業生アンケート調査の「教育内容全体についての満足度」を見てみると

「不満」「どちらかといえば不満」という回答はなく、「満足」と「どちらかといえば満

足」という回答が８割を超えており、一定の評価を得ていると言える。 

「学生生活全般についての満足度」の調査において、「不満」「どちらかといえば不満」

という回答はなく、「満足」「どちらかといえば満足」という回答がほとんどを占め、一定

の評価を得ていると言える。 

「キャリア支援についての満足度」の調査において、「不満」という回答はごく僅かで、

「満足」と「どちらかといえば満足」という回答が６割を超えており、一定の評価を得て

いると言える。(資料 平成 28 年度 卒業生アンケート結果（満足度）) 
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表ⅡA-7 卒業生アンケート結果(満足度) 

項  目 満足 

どちらか

といえば

満足 

普通 

どちらか

といえば

不満 

不満 加重平均 

キャリア支援に 

ついての満足度 
3 1 0 1 1 2.8 

学生生活全般に 

ついての満足度 
3 2 1 0 0 3.3 

教育内容全体に 

ついての満足度 
2 3 1 0 0 3.1 

 

また、「卒業後、社会に出て、必要性を感じた能力は何ですか？」という質問について

は、全ての項目を評価ごとに点数化（優れているが５、劣るが１）し平均すると、「コミ

ュニケーション能力」、「人柄(明るさ・素直さ)」、「 ビジネスマナー」、「PC スキル」、

「一般常識」、「広い教養」が上位を占めた。 

一方、「語学力」「簿記」は多くなかった。(資料 平成 28 年度 卒業生アンケート結

果「卒業後、社会に出て必要性を感じた能力は何ですか？」 

 

表ⅡA-8 平成 28 年度 卒業生アンケート結果「卒業後、社会に出て必要性を感じた能力は何ですか？」 

項  目 
加 重 

平均値 

コミュニケーション能力 5.0  

人柄(明るさ・素直さ） 4.7  

ビジネスマナー 4.7  

ＰＣスキル 4.7  

一般常識 4.5  

広い教養 4.5  

チームワーク力 4.3  

課題発見力 4.3  

粘り強さ 4.2  

専門知識 4.0  

主体性 4.0  

発想の独創性 3.8  

論理的思考力 3.5  

語学力 2.7  

簿記 2.5  
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(b) 課 題 

平成 28 年度の企業アンケート調査においては、「パソコン操作等の能力」「外国語の能

力」が低く、卒業生アンケートにおける「卒業後、社会に出て、必要性を感じた能力」で

は、「語学力」「簿記」が低く出ていたことから、これらの能力を伸ばす必要がある。 

 

■テーマ 基準Ⅱ-A 教育課程の改善計画 

「学位授与の方針」については、学校教育法施行規則改正（平成 29 年 4 月 1日施行）等

を踏まえ、平成 29 年度より、次のとおり、「卒業認定・学位授与の方針」へと名称変更す

るとともに、卒業に必要な要件（在学年数および単位数）や授与する学位名、教育課程との

関係性を明記し、表現方法についても一部改めることとする。 

 

卒業認定・学位授与の方針 

経営実務科では、所定の期間在学し、以下の能力を身につけるべく編成、実施された教

育課程の学修を通じ、履修規程に定める所定の単位を修得した者に卒業を認定し、短期大

学士（経営実務学）の学位を授与する。 

｢養成する能力｣ 

・学習に必要な基礎的能力（問題を発見し解決する能力、コミュニケーション能力、 

アカデミックスキル）を備えている。 

・ビジネス社会に必要な専門知識・技能を併せ持った実務処理能力を備えている。 

・実社会で生きていくための視野を広め、責任を持って行動する能力を備えている。 

 

これに伴い、「教育課程編成・実施の方針」についても、平成 29 年度より、次のとおり

変更する。 

教育課程編成・実施の方針 

 経営実務科では、卒業認定・学位授与の方針に掲げる能力を養成するため、以下のと 

おり教育課程を編成・実施する。 

・ビジネス社会で総合的に物事を判断できる幅広い教養と知的基盤を養うため、総合的

な基礎科目を設ける。 

・職業または実生活に必要な専門的な知識や技能を修得し、実務能力を身につけるた

め、専門教育科目を設ける。 

・広く社会に関心を持ち、将来の自分を見据え、仕事に取り組む態度を養うため、キャ

リア教育科目を設ける。 

・問題解決能力、コミュニケーション能力、アカデミックスキル、責任をもって行動す

る能力を養うため、演習科目を設ける。 

・実社会で生きていくための視野を広めるため、大阪学院大学等の科目の履修を認め、

卒業必要単位数に算入できるものとする。 

  履修科目の単位認定にあたっては、科目の性質に応じて筆記試験、レポート試験、

発表、日常点などを適切に組み合わせて評価し、その方法と配点は開講前のシラバス

に明示する。 
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「入学者受け入れの方針」については、これら変更された 2 方針（卒業認定・学位授与

の方針、教育課程編成・実施の方針）との整合性を勘案するとともに、求める人材と選抜方

法との対応を明示できるよう図る。 

学生の卒業後評価への取り組みについては、アンケート調査を実施し始めてから平成 28

年度調査で、就職先の評価は 5 年(平成 26 年度までは大学と共同実施)、卒業生評価は３年

を経過し、徐々に定着してきている。両方のアンケートともに、今後継続的に調査し推移

を把握していく。 

平成 28年度の企業アンケートおよび卒業生アンケートの結果を踏まえ、本学科の教育上

の課題を改善するとともに、評価されている点をさらに伸ばすよう努める。 

 学習成果の査定は、定期試験やアンケートを実施後、速やかにその結果を FD 推進部会で

検討する体制を整備する。また、平成 29 年度内に実践キャリア実務士のルーブリックを策

定し実施する。 

 

▪提出資料 

1. 2017 大学案内 
3. 平成 28 年度 短大の手引(前期) 
4. 平成 28 年度 短大の手引(後期) 
6．公式ホームページ [教育情報の公開] 

http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/disclosure/index.html 
9．公式ホームページ Campus Life(短期大学部) 

http://www.osaka-gu.ac.jp/students/ogjc.html 
12．公式ホームページ Campus Life(短期大学部) 履修要項/ｶﾘｷｭﾗﾑﾂﾘｰ･ｶﾘｷｭﾗﾑﾏｯﾌﾟ 

http://www.osaka-gu.ac.jp/course/2017/risyu2/gakkamoku4/index2016.html 
18. 公式ホームページ [卒業認定・学位授与の方針] 

http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/purpose_ogjc03.html 
19. 公式ホームページ [教育課程編成・実施の方針] 

http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/purpose_ogjc04.html 
20. 2017 年度 入学試験要項 
22. 公式ホームページ [入学者受入の方針] 

http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/purpose_ogjc06.html 
23. 入試ガイド 
24. 平成 28 年度 開講科目および担当者 2017 
25. 平成 28 年度 授業科目担当者一覧 
26. 公式ホームページ シラバス [Syllabus 2016] 

http://www.osaka-gu.ac.jp/syllabus/2016/tandai/index.html 
27. 資格ガイド 2016 年度 
 

▪備付資料 

7. 平成 28 年度 資格・検定試験による単位認定 
8. 単位認定の状況表 
9. GPA 成績表（平成 28 年度） 

10. 各種資格取得状況（合格者一覧） 
11. 大阪学院大学短期大学部経営実務科ディプロマポリシーの達成感―９観点５段階ルーブリッ

クを使用した自己評価― 
12. 資格ガイド 2016 年度 
13.「満足度に関する意識調査」結果 
14. 平成 28 年度 企業アンケート調査様式および結果 
15. 平成 28 年度 卒業生アンケート調査様式および結果 

http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/disclosure/index.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/students/ogjc.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/course/2017/risyu2/gakkamoku4/index2016.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/purpose_ogjc03.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/purpose_ogjc04.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/purpose_ogjc06.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/syllabus/2016/tandai/index.html
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［ テーマ 基準Ⅱ-B 学生支援 ］ 

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

いる。］ 

■基準Ⅱ-B-1 の自己点検・評価 

(a) 現 状 

本学科では、授業担当者の自己評価に資するため、平成14年度後期から授業評価を開始

し、これまで調査項目を3回改訂し、継続的に実施している。〈備41〉 

「授業評価」の質問項目は、「受講態度」、「授業」、「授業担当者」、「総合評価」に分類し

た 23 項目を設定している。授業評価結果は各教員へ報告するとともに、学内のホームペー

ジで公開している。〈備 42〉 学生の回答は、全体と分野別に分類して集計している。前年度

との比較では、満足度として「強くそう思う、そう思う」の回答率の和と、不満足度として

「そう思わない、全くそう思わない」の回答率の和を表示している。 

この授業評価のアンケートは、無記名で行い、各授業担当者が用紙を配布し、教務課職

員が回収していたが、平成 27 年度後期より OGU-Caddie 上でアンケートに答えてもらう方

法に変更している。教員は、Web 上でアンケートの集計・分析結果を閲覧することができ、

また、学生その他の関係者も閲覧可能となっている。アンケートにより「授業評価」の結果

を担当教員へフィードバックすることにより、自らの授業を客観的に捉えることができる

ようになった。どのような方向で授業の改善を行うべきかがわかり、それぞれの教育内容

や指導方法の改善に反映できているといえる。また、授業形態と授業方法の適切性と有効

性が機能しているかについては、授業評価を通して検証している。この結果の公表は授業

終了後となるため、早期に学生の意見を授業に反映させる方策として、平成 17 年度後期か

ら自由表記による授業評価の調査を追加した。授業開始 1 か月後に教員が直接回収する方

法で実施している。 

 

教員による成績評価において、「S（90 点以上）」、「D（40～59 点）」、「E（39 点以下）」を

付す場合は、当該教員に「成績評価報告書」の提出を義務付けている。学生から問い合わせ

があった場合に成績評価の理由を提示することで、第一に「学生が自らを振り返り、改善

させる手段」として、第二に「教育懇談会等で問い合わせがあった際等の資料」として用い

ている。このような成績評価に関する理由の明示は、教員にとっても、評価基準や評価方

法に問題がなかったかどうかの点検に役立っている。 

 

また、教員および事務職員の学習指導については次のとおりである。 

履修指導においては、ゼミナール担当教員の指導を基本としている。ゼミナールは、2

年間にわたり必修であり、個々の学生に対して必ず担当者（担任）がおり、面談等が行え

る状況にある。また、事務職員も担任として、面談等を行っている。このような教員、事

務職員の複数担任により、教員だけでなく、事務職員も学生個々の学習状況、もしくはキ

ャリアにおける就職活動状況等の把握に努めている。ゼミナールにおいては、各学期のオ

リエンテーション以外でも、履修指導や通年での履修計画の指導等を行っている。ゼミナ

ール担当者には、各学期開始時に、これまでの成績表、出席状況表と学期の履修登録確認

表（学生個々の時間割）を配付し、それぞれの学生に対して指導を行っている。各学期の
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オリエンテーションでは、ゼミナール担当者、事務職員の指導のもとに時間割作成を行い、

科目の履修方法や学生生活に必要な情報、就職支援の情報を提供している。 

 

教職員の技術資源の活用状況については、授業内容によって、PC 教室や CALL 教室を使用

し、パワーポイントやプロジェクタを用いた授業や OGU-Caddie を利用した IT 授業を行っ

ている。PC 教室を使用する授業としては、「情報基礎演習」、「情報活用演習」、「情報とコン

ピュータ」、「統計実務」等がある。「コンピュータ会計演習」では、実際に企業で用いられ

ている会計ソフトである「弥生会計」を用いている。CALL 教室を使う授業としては、「英語

で学ぶコミュニケーション」等の英語関連科目があげられる。また、実際にビジネスの現

場での経験ができるよう設計されたビジネス実務演習室があり、「ビジネス実務演習」、「秘

書実務演習」等で使用されている。〈備 97〉 

 

モバイルキャンパスサポート（OGUS）は、携帯電話で学生生活をサポートする本学独自

のシステムであり、個人別の授業時間割、休講情報、試験情報や緊急連絡情報を提供して

いる。 

教員と学生との情報交換ツールとしての利用は、LMS である OGU-Caddie を中心に使われ

ている。OGU-Caddie は、単に教材提供や課題提出にとどまらず、授業におけるアクティブ

ラーニング、学生の予習復習を支援することができる。 

 

本学図書館の利用者に対しては、学習環境の維持の観点と図書館利用の促進を図ること

を主眼として、入学時から卒業時に至るまで様々な配慮をしている。まず、新入生に対し

てはオリエンテーションで図書館利用のための説明会を実施し、図書館利用のリーフレッ

ト等を配付するとともに、図書館利用の必要性、開館時間等の説明を行っている。その後、

5 月中旬にかけてゼミナール単位での利用指導を OPAC 検索および操作の説明を中心に実施

し、利用に関する質問等には、その都度図書館職員が応対している。 

さらに、図書館では、雑誌記事・文献資料の検索方法を中心として、ゼミナール担当教員

との連携強化を図り、個々の学生の研究テーマに関する情報収集の支援を行っている。 

図書館利用者に対する利便性を向上させるために、図書館のシステム化を早くから実施

し、特に学術情報は、24時間いつでも検索できるようにしている。学生は、学内のラウン

ジや教室に設置された端末機器から、また、専任教員は、VPN 機能を有した OGU‐VPN を経

由して自宅端末等、どこからでもキャンパス内で利用するのと全く同様に、外部データベ

ースやサーバー仕様（ネットワーク対応）の CD-ROM・DVD-ROM データベースを利用するこ

とが可能になっている。 

 

(b) 課 題 

授業評価における現行の調査項目は、数がやや過多なうえ、10 年以上経過していること

から、見直しを検討する必要がある。 

LMS である OGU-Caddie のさらなる積極的な活用を検討しなければならない。これにより、

たとえば、OGU-Caddie 利用によるログが残り、学生の利用状況をより詳細に把握すること

ができる。また、この利用状況を活用する方法を検討しなければならない。 
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学習指導に関する課題としては、発達障がい等を有すると思われる学生に対する支援に

対応できる人員が兼務であるため、学生の支援にのみ力を集中できない状況にある。今後

支援の向上を目指すためにも支援に対する理解や対応方法について改善しなければならな

いと考える。 

 

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

いる。］ 

■基準Ⅱ-B-2 の自己点検・評価 

(a) 現 状 

本学は、学生が正課授業科目の履修を通じて教養を身につけることは勿論、キャンパス

内外の多様な施設設備および各種プログラムを十分活用し、課外活動にも積極的に挑戦す

ることを推進している。こうした学生の諸活動を物心両面で組織的に支えるとともに、学

生が諸活動に安心して打ち込むことができるよう日常的サポート体制を確立すべく、学生

支援の諸方針を定め、ホームページで公表するとともに周知を図っている。 

学習成果の獲得に向けた学習支援(修学支援)に関する方針は次のとおりである。〈提9〉 

 

修学支援に関する方針 

本学は、学生が円滑に学修を継続し、その個性と能力を十分に発揮するとともに、豊か

な人間性を育み、健全な学生生活を送ることができるよう、学生一人ひとりの修学状況に

応じた適切な支援を機動的且つ効果的に講じるものとする。 

 

学習支援を担当するのは、ゼミナール担当者、授業担当者、教務部委員といった教員と

教務課、キャリアセンター、学生課、国際センター等に所属する事務職員である。 

具体的な学習支援としては、各学期のオリエンテーションでゼミナール担当者が履修指

導を担うことによって、本人の希望、成績状況、将来の進路等を配慮して、学生個人に適し

た履修が行えるようにしている。学生のオリエンテーションへの参加率は非常に高く、ま

たゼミナール担当者の出席率も高いため、履修指導が効率的に行われているといえる。 

オリエンテーションで配布する「短大の手引」には、時間割の作成法だけでなく、建学の

精神や教育目的、目標、学位授与の方針等も掲載しており、それを考慮しながら時間割の

作成ができるようにしている。また、時間割の作成も PC上で行い、シラバスの参照等が容

易にできるよう配慮している。〈提 3.4〉 

オリエンテーション以外で学生が教員に対して相談する場として、オフィスアワーの制

度がある。教員毎に、週 1～3回程度の時間を設け、学生用ホームページに教員別オフィス

アワーを一覧表にして表示して周知している。しかし、これらのオフィスアワーの時間帯

だけでなく、教員に個々にアポイントメントをとる等して、教員の研究室を訪れる学生も

少なくない。特に、資格支援、進路指導等で、オフィスアワー時間外で自主的に訪れる学生

に対し、教員は可能な限り時間を確保し指導を行っている。〈提 33〉 
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本学科では、ゼミナール担当者が基本となるが、それ以外の教職員も積極的に学生に関

わり合いを持ち、学習支援室の利用、学生生活、将来の進路に関するアドバイスを行い、ま

た、授業に関する質問や相談に応じられるようにしている。 

さらに、学生が日常的に自由利用できる憩いの空間（スペース）として、平成 27 年 8 月

より、学科生専用のコミュニティラウンジを整備しており、授業の予習・復習だけでなく、

教員や学生相互の交流の場となっている。 

基礎学力が不足する学生に対しては、学習支援室において、専門的な学習の前提となる

基礎学力を強化する補習授業や個別指導を行っており、学生の学習全般の相談にも応じ、

勉学が進むようアドバイスしている。なお、学習支援室では、中等教育レベルの指導にお

いて豊富な経験を有する者や大学院学生等が常駐し、教員と連携を図りつつ、基礎学力不

足の学生に対する修学サポート等を行っている。また、平成 28 年度からは、これまでの取

組みの検証に基づき、補習教育の充実と、退学防止の必要性を連関させ、新入生全員に対

して、基礎学力チェック(テスト)を課し、その結果を集計・分析することにより、補習が不

可欠な学生を組織的に把握するとともに、学習支援室での早期の修学サポートへと繋げる

方策を開始している。〈提 9.33〉 

 組織的に学生の心の悩み等をケアする体制としては、教職員が一義的に対応し、必要に

応じて学生相談センターのカウンセラーが対応することとしているが、教職員からのハラ

スメントに備え、学生相談センターの利用方法について、予めホームページやオリエンテ

ーションで説明することにより周知を図っている。〈提 9.29 備 31〉 

留学生の受入れ及び派遣については、昭和 62 年に国際交流センター（現・国際センター）

を発足させ、海外諸大学との提携、外国人留学生(交換留学生・一般留学生)の受入れと交

換留学への派遣等の諸活動を積極的に行っている。特に海外の大学との提携には力を入れ

ており、平成 28 年度末現在で、提携大学は 24 の国と地域の 62 大学となり、内 58 大学と

学生の交換協定を締結し、これらの大学との間で留学生の受入れおよび本学学生の派遣を

行っている。なお、留学生の受入れについては、国際センターを窓口として併設大学の外

国人留学生受入れ制度に準じて行うため、本学科としての受入れは実施していないが、平

成 27 年度は 83 名を、また平成 28 年度には 95名の外国人留学生を受け入れた。平成 24 年

度から平成 28 年度までの提携大学数と受入れ外国人留学生数は表ⅡB-1 のとおりである。 

 

 

表ⅡB-1 平成 24 年度・25 年度・26 年度・27 年・28 年度外国人留学生数一覧 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

提携大学数 57(53) 60(56) 61(57) 62(58) 63(59) 

交換留学生数 48     53     80     65     74 

一般留学生数     17     12      13     18     21 

留学生数（合計）     65     65      93     83     95 

注）1．提携大学数の( )内は、学生交換の提携をしている大学数を示し、内数とする。 

2．一般留学生とは、学生交換協定外で本学に授業料を納入した上で、交換留学生と同じ日本語授業を中心

とした｢国際交流プログラム｣を受講する学生で、学部留学生とは異なる。 

3．留学生数は、各年度の９月と翌年１月に来日した留学生数の合計を示す。 
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本学の派遣留学制度には、提携大学との大学間協定に基づいた交換留学制度と、協定の

有無にかかわりなく本学が認めた海外の高等教育機関に留学する認定留学制度がある。派

遣期間については、1 セメスター(約半年間)および 2 セメスター(約１年間)から選択でき

る。留学期間中の本学での学籍上の取り扱いは休学とせず、在学年数に算入している。留

学中の学習成果は、派遣先の大学で修得した科目の授業時間数および授業内容(シラバス)

を基に教務部委員が本学科における単位認定案を作成し、教務部委員会と教授会で審議し、

先述の単位互換および入学前既修得単位の認定と合わせて 30 単位を上限として認定され

る。交換留学期間中は、留学先大学での授業料が免除されるとともに、交換留学奨励金を

派遣学生に貸与している。この貸与額は留学出発までの語学力の向上結果により決定され

る。なお貸与分については本学を卒業と同時に返還の義務が免除される。 

提携大学への派遣交換留学については、派遣先大学とも調整のうえ、可能な限り応募基

準を緩和し、幅広い志願者から留学にふさわしい学生を選考する方針をとっている。また、

留学は 1 セメスター(半年間)からでも可能としているが、標準修業年限が 2 年という短期

間であること、さらにその中でも就職活動に費やす日数が多いという現実から、平成 17 年

度以降希望者は出ていない。 

一方、提携大学等の協力を得て、より実際的な異文化コミュニケーション技能や異文化

への適応力の養成および国際理解を深めることを目的とした海外研修を、夏期および春期

の長期休暇を利用して実施している。平成 27 年度および 28 年度は、語学研修、ボランテ

ィア体験研修、カルチャー研修を実施し、平成 27年度の春期の語学研修へ 1年次生 1名が

参加したのに続き平成 28年度も春期の語学研修に 1年次生 1名が参加した。これらの学生

については、研修実施学期の翌学期に、併設大学との単位互換制度を適用し、2 単位が認定

された。なお、平成 24 年度から平成 28年度までの夏期・春期海外研修参加者数は表ⅡB-2

のとおりである。〈備 45.46〉 

 

表ⅡB-2 近年の海外研修参加者数一覧 

 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

夏期海外研修 0       0       0        0        0 

春期海外研修 0         0       0        1  1 

合 計 0      0       0        1 1 

 

また、学内においては、平成 14 年にインターナショナル・チャット・ラウンジ(I-Chat 

Lounge)を開設した。これは、本学学生がネイティブ・スピーカーの講師やスタッフと主に

外国語でのコミュニケーションを行うスペースであり、本学科においては、入学時のオリ

エンテーションで新入生全員に体験学習をさせている。また、個人だけでなく、クラス単

位で活用することもできる。中には、こうした体験が契機となって興味を示し、自主的に

継続利用する学生もいる。〈備 47〉 

さらに、キャンパス内で体験可能な国際交流プログラムとして、受入れ交換留学生の生

活面全般のサポートを行う「Buddy Program」、提携大学等からの短期日本語研修生のサポ

ートを行う「Team SOS(Support Our Students)」、米国の留学機関である CET からの日本語
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留学生との共同生活を行う「CET ルームシェア」の 3つのプログラムを実施している。平成

27 年度の各プログラムへの参加者数は併設大学生と合わせて、「Buddy Program」が秋学期

と春学期で延べ 67 名、「CET ルームシェア」が夏、秋、春の 3 学期で延べ 65 名、「Team SOS」

が夏、冬の各プログラムで延べ 43 名、また平成 28 年度は、「Buddy Program」が秋学期と

春学期で延べ 77名、「CET ルームシェア」が夏、秋、春の 3 学期で延べ 73名、「Team SOS」

が夏、冬の各プログラムで延べ 48 名であった。この内、本学科の学生は平成 27 年度に

「Buddy Program」に 1 名が、平成 28 年度には「Buddy Program」に 1 名と「CET ルームシ

ェア」に 2 名が参加した。〈備 48〉 

 

 (b) 課 題 

学習成果の獲得進度が遅い学生へのケアは行っているが、進度の速い学生に対する支援

制度は十分とはいえない。現在は、資格取得等でエクステンションセンターや教員個別の

支援に頼っている現状であり、本学科としての組織的な対応が求められる。 

また、心の悩み等に関するケアは発見が難しく、専門的なカウンセリング等も必要で、

その対応についても検討しなければならない。 

海外研修については平成 27 年度と平成 28 年度に各 1 名、キャンパスでできる 3 つの国

際交流プログラムについては平成 27 年度 1 名、平成 28 年度 2 名の参加にとどまっている

ため、今後、参加者数を増加させることが課題である。 

 

[区分Ⅱ－Ｂ－３ 学科の学習成果の獲得に向けて学生の生活支援を組織的に行ってい

る。] 

■基準Ⅱ-B-3 の自己点検・評価 

(a) 現 状 

本学では、建学の精神や教育理念を実現するために、学生が意欲を持って学習や課外活

動等に取り組むとともに、健康で安全な学生生活を過ごし、大学生活が有意義なものに繋

がるよう、次のとおり生活支援の方針のもとに支援体制を整備し学生の支援に取り組んで

いる。 

生活支援の方針 

①学生が心身両面の健康を保持し、意欲を持って取り組み、安全で充実した学生生活 

を過ごすことができるよう配慮するとともに、その支援や取り組みに努める。 

②ハラスメントに対する防止対策に努める。 

③経済的な支援を必要とする学生に援助の機会を与えることができるよう、支援体制を整

備しその充実に努める。 

④学生の自主性や協調性を養い、豊かな人間性を培う課外活動が意義あるものとなるよう

に、指導･支援を充実する。 

 

本学科の学生は、キャンパスを共有している併設大学と共同の教育・研究環境にあり、

課外活動（使用施設・練習環境）等も同様に行われている。このため、併設大学の共同組織

である学生部が主に中心となり、学生部委員（教員）、学生指導・厚生指導の担当部署（事
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務組織）、ゼミナール担当教員等が協力して学生の生活支援について組織的に取り組んでい

る。 

経済的支援、生活相談、学生の健康管理、安全・衛生、身体障がい・メンタルヘルスケ

ア、学生の住居関連、ハラスメントの防止、課外活動等については、学生部委員会や教授会

において検討・評価を行っている。自己管理のできる学生の育成を目指し、関係部署がゼ

ミナール担当教員等と協力しながら学生指導や支援に努めている。留学生に関しては、国

際センターが窓口となり学生課等関係部署と協力しながら学生生活を支援している。社会

人学生の学習等については、同様に教務課が支援業務を行っている。 

学生の自主性や協調性を養い、豊かな人間性を培う場でもあるクラブ・サークル活動に

ついては、キャンパスを共有している併設大学と同じクラブ・サークルに加入し、キャン

パス内の施設で併設大学生と共に活動することとしており、学生部が参加を促している。 

本学がその活動を公認しているクラブ・サークルは、「体育会クラブ」・「文化会クラブ」・

「独立クラブ」・「サークル」に区分される。体育会クラブと文化会クラブから個々に選出

された部員で組織された体育会本部と文化会本部がそれぞれクラブを統括している。「独立

クラブ」は、そのクラブの性質上、いずれにも属さずに活動することが認められており、本

学学生および体育会・文化会のクラブ・サークルを統括している「学友会」とも協力し、入

学式・卒業式・学園祭等諸行事への参加やクラブの試合応援等を行っている。「サークル」

は、学生部委員会による審査（春・秋の年２回）の上でその活動が認められた団体で、スポ

ーツ系、文化系問わず活動している。〈備 34〉 

本学科の在学生のうち平成 27 年度は 9 名（文化会クラブ 3 名・サークル 6名）、平成 28

年度は 8 名（独立クラブ 2 名・文化会クラブ 3 名・サークル 3 名）がクラブ・サークルに

加入している。この 5 年間の加入人数は 8～12名で在籍者数に対する割合は 15．1％～19．

5％で推移している。学生に課外活動への参加を働きかけているものの大きな変化はなく、

在籍者数が増加したにも関わらず、平成 28年度のクラブ・サークル所属学生の割合は逆に

減少している。特に、チアリーダー部を除く体育会クラブへの参加者が少ないのが現状で

ある。〈備 28〉 

体育会クラブ、文化会クラブ、独立クラブ、サークルには、各 1 名の専任教員を顧問と

して置き、団体・部員への運営全般の助言・指導に当たっている。また、担当窓口である学

生課を中心に、各顧問と緊密に連絡を取り合いつつ、クラブ・サークル生に対する指導や

支援に取り組んでいる。 

さらに、体育会クラブ・サークルだけでなく一般学生も学内で筋力トレーニングができ

るよう、トレーニングセンター（20 号館）を設置し、安全かつ効果的・科学的なトレーニ

ング方法を指導する専属トレーナーを配置している。これとは別に、体育館 1 階にもトレ

ーニングルームを設置している。 

 

秋の学園祭（岸辺祭）には、毎年ゼミナールで模擬店出店を行い、学校行事への積極的な

参加を促している。また、平成 28 年度は、課外イベントとして BBQ を実施（学生 42 名、

教員 6 名参加）し、本学科の学生が合同ゼミの形で参加して食事やゲームを楽しむ等、上

級生と下級生、教職員が親睦を深める良い機会が提供できている。 
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本学では、学生が安全に通学し安心して大学生活を過ごすことが最も重要であると考え

ている。このため、大阪府警察本部・署等の協力のもと防犯講習会、交通安全講習会等を学

生部が継続して開催し、事犯や事故の防止に努めている。 

特に、新入生を対象に毎年 4 月のオリエンテーション期間中に防犯講習会を表ⅡB-3 の

とおり開催している。警察本部の担当者が演劇により具体例を示しながら、通学時のカバ

ンの持ち方や歩く際の注意点、防犯ブザーの携帯の仕方、電車内で痴漢を避ける乗車位置、

親元を離れて一人暮らしをする女性に対する防犯知識等、女子学生の身近な問題について

具体的に教わり理解を深めている。 

 

表ⅡB-3 防犯講習会開催状況 

区  分 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

開 催 日 

4 月 6 日（金） 

本学科 

単独開催 

4 月 6 日（土） 

併設大学と共同

開催 

4 月 7 日（月）併

設大学と共同開

催 

4 月 7 日（火）併

設大学と共同開

催 

4 月 7 日（木）

併 設 大 学 と        

共同開催 

参加学生数 32 名 35 名 23 名 21 名 22 名 

 

また、学生が安全に通学できるよう、毎年大阪府吹田警察署に協力をいただき、バイク

通学の新規登録者を対象に安全運転講習会を開催（併設大学と共同、平成 27年度から 5 月・

10 月の 2 回開催）している。この安全運転講習会への参加をクラブ生にも促し、練習場所

への移動時における交通安全や防犯に対する意識の向上を図っている。 

学生の住居関連については、業者等に協力を得ながら学生課において安全で快適な寮や

下宿（ワンルームマンションやアパート・ハイツ等の物件）の紹介を行うことで、学生が安

心して生活ができるように支援している。〈備 35.36〉 

新入生における自宅外通学者数は表ⅡB－4 に示すとおりである。 

 

表ⅡB-4 新入生における自宅外通学の割合 

区  分 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

自宅外通学の 

新入生数 
4 名 8 名 5 名 5 名 7 名 

新入生全体に 

対する割合 
12.5％ 22.9％ 21.7％ 20.0％ 24.1％ 

 

学生が学修に専念し、安定した学生生活を送るためには、経済的に安定した環境の下で

学業継続がなされることが重要であると考える。本学では、奨学金等の経済的支援を必要

とする学生に一人でも多くの援助の機会を与えることができるよう、学生課や入試事務室

等が中心となって支援体制を整備しその充実に努めている。 

学生への経済的支援については、表ⅡB-5に示すとおり本学独自の奨学金制度（給付）や、

給付に代わり学費から差し引く学費減免制度、信販会社と提携した教育ローン「学費サポ

ートプラン」等により実施している。春のオリエンテーション時に奨学金説明会を 2 回（1

年生：4 月上旬、2 年生：3 月下旬）開催し、減免制度、給付・貸与奨学金等の説明を行っ

ている。〈提 28〉 
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表ⅡB-5 減免制度、給付・貸与奨学金等 

区 分 名      称 本 学 国・地方/民間 

学費減免 
白井奨学生制度 ○  

入試制度による学費減免制度 ○  

 

給付奨学金 

 

企業後援会奨学金 ○  

ＡＯ入試 特待生奨学金給付型 ○  

学生奨励金“夢を実現させよう” ○  

本学以外の奨学金 

日本学生支援機構奨学金（貸与） 
○ 

（教育ローン） 
  ○ その他の奨学金（給付・貸与） 

教育ローン 

 

学費減免制度については、白井奨学生（学業、スポーツ、社会・文化活動分野）と、入試

制度によるものとに区分されている。 

このうち、白井奨学生制度による学費減免【第 1 種（年間学費相当額減免）～第 6 種（年

間学費 1 割相当額減免）】は、学業、スポーツ、社会・文化活動の 3 分野 から申請のあっ

た学生について、白井奨学生選考委員会において選考のうえ本学の模範生として将来活躍

が期待される優秀な人物を採用することで支援している。採用者に対しては「白井奨学生

の集い」を年 2 回実施し、奨学生としての意識向上や自らの目標･計画等の再確認、本学の

模範生としての自覚や成長を促している。また、奨学生が学内の美化活動に参加する等奨

学生が互いに切磋琢磨して成長できるように指導する機会を設けている。 

このほか、給付奨学金である企業後援会奨学金は、平成 28 年度は申請者がいなかったも

のの、例年若干名採用されている。 

本学以外の奨学金については、日本学生支援機構奨学金を本学学生の多くが貸与を受け

ている。第 1種・第 2種合わせた貸与件数は、平成 27 年度：22 件、平成 28 年度：30 件で

あり、在籍者数全体に対する割合は平成 27 年度：46．8％、平成 28 年度：56．7％で前年

度の減少から増加に転じている。〈備 29〉 

また、本学では天災等により災害救助法適用地域に指定され、住居または保護者等の住

居の被害状況（家屋の全壊あるいは半壊）に応じ、授業料の減免を行う特別措置を講じて

おり、掲示やホームページを通じて適宜学生等に周知している。 

 

本学では、心身に問題を抱えた学生を温かく受け入れ、自己解決策を見いだし、健康を

自己管理できるような学生を育成することが重要であると考えている。そして、保健セン

ター、学生相談センターをはじめ全学で学生の健康管理、メンタルヘルスケアやカウンセ

リング等における支援や取り組み等を行うことで、学生の健康保持・増進および安全・衛

生の向上に努めている。 

本学科ならびに併設大学の学生・教員の健康管理のために、「保健センター」を設置して

いる。事務スペース・診察室・処置室・静養室を完備し、スタッフは契約の校医 1 名、常

勤の看護師 2 名の計 3名を置いている。「保健センター」では、定期健康診断およびスポー
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ツ検診、健康相談、応急措置、喫煙マナーを含め禁煙指導、身体に障がいを有する者に対す

る対応、健康増進に関する啓発活動等の健康管理業務を行い支援している。〈提 9〉 

学校保健安全法にもとづいて毎年 1 回定期健康診断（2～4 月）を実施している。在籍者

数や年度により受診者数も変化しているが、受診率は平成 28 年度が 94.3％であったが、平

成 26・27 年度は 100％を達成している。〈備 30〉 

「学生相談センター」は併設大学と共用で設置し、学生のメンタルケアとして生活相談、

進路相談等様々な問題について、専門のカウンセラーと事務職員を配置してサポートを行

っている。平成 28 年度はカウンセラー5 名（専任カウンセラー・不登校の専門カウンセラ

ー・発達障がいの専門カウンセラー。うち、臨床心理士が 4 名）に事務職員 2 名の体制で

学生支援をしている。〈提 29〉 

平成 27年度より新たに週 2回、学生相談センター以外の場所（保健センター、学習支援

室）において、カウンセラーを 1 名配置し、学生相談センターに足を運べない学生からの

相談や話を聴き見守りを行うことで、スムーズな学生生活が送れるよう支援している。オ

リエンテーションや新入生対象の保護者説明会等においては、学生相談センターの利用説

明を行い、ホームページ上で相談窓口をよりわかりやすく明示し内容を更新して、学生に

気軽な利用を呼びかけている。〈提 9〉また、定期健康診断時に実施する「健康調査 U.P.I」

（新入生対象）の結果により、学生相談センターへの相談案内を電話や文書にて行ってい

る。 

なお、「学生相談センター」は、ハラスメントや障がいに関する相談窓口にもなっている。

本学では、個人として尊重され、互いに信頼し、生き生きと学び、研究し、その能力を最大

限に発揮できるハラスメントの無い環境を目指し、講演会等を開催し、その予防に努めて

いる。教員には前･後期の最初の教授会において、「セクシュアル・ハラスメントに関する

人権委員会」より、セクシュアル・ハラスメントの防止について周知を行っている。入学時

のオリエンテーションでは学生行動基準の説明を行い、その中でハラスメントやトラブル

について学生の認識を高めている。また、ゼミナールにおいても教員からリーフレットに

基づいたハラスメントの防止について指導を行うとともに、相談窓口である「学生相談セ

ンター」についての資料を各窓口等で配布し説明を行い、かつホームページでも周知を図

っている。〈提 9.30.31 備 32.33〉 

障がいを持ち支援を必要とする受験生は、入学試験前の早い時点で入試事務室に事前に

相談のうえ入学後の学生生活の可否をもとに受験するかどうかを決定している。〈提 22〉こ

のため、本人・家族・高校教員等との話し合いを通じて通学方法、施設の利用・移動に関す

る状況確認、修学に関する問題点等について理解や認識を共有している。また、入学後に

保護者から学生の障がい等の状況について連絡があった場合、修学に関しては個人情報保

護の観点から公表の範囲・サポートの内容について保護者に確認した後、教授会で報告し

ている。内容により、ゼミナール担当者および複数の教員・事務担当者が相談にのり、また

状況を見守るようにしている。 

支援が必要な場合や何か困ったことがあれば、まず相談窓口となる「学生相談センター」

や、休養や介助等のできる「保健センター」に相談に来るよう、気軽な利用を呼びかけてい

る。また、エレベータ、スロープ、手すり、身体障がい者用トイレ、車椅子等の整備を行う

ことにより、ほぼスムーズな移動が可能な環境にある。 
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現時点において本学科では特別な支援を必要とする学生はいないものの、障がいに関す

る相談窓口である学生相談センターをはじめ、教員、保健センターや関係部署、教育懇談

会等様々な場面を通じて支援が求められる場合には、本人や保護者からの要望等を聴取し

ながら対応し、個々の要望に応えることができるよう努めている。 

学生生活や授業等に関する学生の意見や要望については、これまで教員がオフィスアワ

ーの時間帯や少人数のゼミナール・授業等において、あるいは事務担当者が個別に学生の

声を聴くことで意見を反映させている。学生からの意見や要望については、教員・事務担

当職員や関係部署等と常に協議しながら対応するように努めている。 

なお、本学科と教育開発支援センターが主体となり「満足度に関する意識調査」を実施

し、その結果を本学科の教育運営、学生生活、心身の健康保持等の向上につなげている。2

年間の学生生活や授業等の評価を得るため、アンケートの対象者については卒業年次生と

している。回答率は、表ⅡB-6 に示すとおりである。 

 

表ⅡB-6「満足度に関する意識調査」の回答率 

区    分 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

卒業年次生の回答数 28 名 18 名 25 名 19 名 17 名 

卒業年次生に対する 

回答数割合 
68.3％ 75.0％ 75.8％ 90.5％ 81.0％ 

 

質問項目については、12領域（1．回答者自身の状況等、2．本学の総合満足度、3．授業

全般の満足度、4．学生のマナーへの満足度、5．対人関係の満足度、6．学費の満足度、7．

施設や設備の満足度、8．学生サービスへの満足度、9．本学に関すること、10．アルバイト

に関すること、11．自由記述、12．Best Teacher 投票）で計 95となっている。基本的には、

回答者自身の状況と自由記述の項目を除き、各項目の満足度を５段階で評価している。 

アンケート結果については、全体的に「どちらともいえない」や満足度の評価が高い項

目が多いものの、一部評価の低い項目もあり、年度によっても満足度に増減がある。 

平成 27 年度と平成 28 年度の回答に特に大きな変化は見られないが、アンケート結果に

おいて、「先生の教え方に満足している」、「先生に熱意が感じられる」、「ゼミや演習の授業

数に対して満足している」と回答した年度においては、相対的に「悩みごとの相談に関す

る支援やサービスについて不満」と回答する学生が少ない傾向が見受けられる。また、先

生や職員との関係や、友人関係については、満足と回答する学生が多く、改善されている

と考える。〈備 13〉セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメントの対応窓口に

ついては、認知度が必ずしも高くないので、更なる周知に努めなければならない。 

社会人の学習を支援する体制については、科目等履修生制度および聴講生制度を設け、

ホームページにおいて募集し、教務課が担当窓口として手続等を行っているが、近年、希

望者はいない。〈備 43.44〉 
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(b) 課 題  

本学では生活支援の方針のもとに学生の支援体制を整備し、ゼミナール担当教員および

学生部委員、学生指導・厚生指導の関係部署が協力し、今後も更なる支援体制の整備に努

め、学生が健康で安全・安心して有意義な大学生活を過ごすことができるよう取り組みを

実施していかねばならない。  

特に、本学科では基本的なマナーを身につけた学生を社会に送り出すために、ゼミナー

ル等を中心にした取組みに力を入れており、今後も継続してマナー指導の向上に努めねば

ならない。 

「満足度に関する意識調査」のアンケート結果にも表れているように、在籍者数が減少

したことで学生との連絡等は行き届きやすくなり、ゼミナールや授業等における学生との

コミュニケーションも改善されてきている反面、課外活動（クラブ活動や社会的活動）に

参加する学生が以前に比べ減少していることが課題である。このため、今後もアンケート

結果を注視しながら取組み内容の点検・改善に努める必要がある。 

また、奨学金等による学生支援についても、年度により経済状況や支援を必要な学生の

状況も変化している中で、支援が必要な学生に対する更なる周知に努め意欲のある学生の

出願を促すとともに、学業成績や資格取得等の向上に繋がる経済的支援の更なる充実を図

らねばならない。 

 

[区分 基準Ⅱ-B-4 進路支援を行っている。] 

■基準Ⅱ-B-4 の自己点検・評価 

(a) 現 状 

本学は、次のとおり進路支援に関する方針を定め、学生の進路支援を組織的に支えると

ともに、日常的なサポートに努めている。 

 

進路支援に関する方針 

本学では、建学の精神である｢視野の広い実践的な人材の育成｣を基に、学生が自らの職

業適性や将来設計について考え、主体的な職業選択を図れるよう、学生一人ひとりに応じ

た魅力的なキャリア教育支援を行う。 

就職支援行事、個人面談、企業説明会、インターンシップ、キャリア教育科目の開設、ゼ

ミナールでの指導等を実施するとともに、学生一人ひとりに対するきめ細かな指導を重視

し、学生とともに考える進路支援を行う。 

 

進路支援は、大きく就職と進学・留学に分かれるが、ゼミナール担当者はもちろん全て

の進路に関する相談に携わるものの、就職については、キャリアセンター委員、キャリア

支援科目担当者、およびキャリアセンター職員が主となっている。進学については、進学

先と専門分野が近い教員、および教務課職員が対応し、留学については、国際センター委

員および国際センター職員が対応する。資格取得については、授業科目等との関連が深い

資格以外は、主にエクステンションセンターで各種資格に関する講座が開講されており、

同センター職員が対応している。 
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まず、本学科における就職支援の取組みとして、最も重要なのは、インターンシップで

ある。インターンシップは、平成 25 年度より必修科目として 1 年次に配当し、夏期休暇中

に実習を行っている。実習前後の授業と 2 年次から始まる就職活動へと、就職支援の一連

の流れができており、今や学科における学びの中心として機能している。 

 

表ⅡB-7 インターンシップ実習参加者数（人） 

 

 

 

 

 

1年次の前期においては、インターンシップの準備のための事前授業（8 時間）だけでな

く、働くこと等を意識した「キャリアデザイン」の授業においても指導している。また、選

択科目だが、秘書実務演習等で、電話応対やビジネスマナー等の授業を行っている。 

そして、夏期休暇中には、60 時間の実習へと移るが、毎日の業務報告等を課すことによ

り、状況の把握を授業担当者やキャリアセンターができるようにしている。 

1年次後期においては、インターンシップの事後授業（2 時間）だけでなく、インターン

シップ報告会を開催し、実習内容やそこで学んだことの報告を全員に課している。平成 27

年度からは、実習先企業の担当者を招き、学生の発表を視聴頂き、コメントを頂いている。 

インターンシップは、実際に企業での就業を体験することで、就職活動における企業選

択等に役立つと考えられる。 

平成 28年度のインターンシップ終了後におけるアンケートにおいて、総合的な満足度の

平均値は、4.31（5 点尺度、5 点が満足度高を示す。）であり、学生からの評価は高いと言

える。また、報告会に参加頂いた企業 20社からは、「大変良かった(19 社)」「どちらかとい

うと良かった(1 社)」（4 点尺度）の評価を頂いている。 

また、実際に、近年の就職率は高い状態を維持している。インターンシップが必修化し

た年度以後に入学した学生の就職率は、89.3%（平成 26年度）、100%（平成 27 年度）、100%

（平成 28 年度）と高い。これらは景気動向が大きく働いていることは間違いないが、カリ

キュラムの効果もあると考えられる。なお、平成 28 年度のインターンシップ受講者は、ま

だ標準修業年限を終えていないため、因果関係を解明するのは困難であるが、今後検証に

努める。 

 

インターンシップだけでなく、1 年次の後期においては、「就業への道」「業界研究」等の

授業を開講することで、実際に就職活動の準備を行っている。 

また、卒業後の進路の多様性を考慮し、既述した科目（「アカデミック・プランニング」、

「SOHO の基礎知識」）を設けている。また、併設大学との共同企画として、女性限定の起業

志望者対象の「ステキ塾」プログラムも実施しており、本学科学生も参加している。このよ

うな様々な卒業後の選択肢に応じた授業やプログラムを用意している。 

2年次の前期においては、ゼミナールを中心に学生個々の支援を行っている。 

年次 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

２年次生    0    0 1 1 2 

１年次生    0 33 21 22 28 

合計    0 33 22 23 30 
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本学では、全学的なキャリア形成支援組織として、キャリアセンター（大学と共同）を置

いている。その運営は、キャリアセンター所長の下、キャリアセンター委員会が担ってい

る（所長、副所長、各学部・学科から選出された委員で構成）。キャリアセンター委員会の

活動等については，教授会にて適宜報告している。教員、特にゼミナール担当者に、キャリ

ア支援の協力依頼、情報の周知依頼等を行う体制にある。 

センターの事務局には、CDA の資格を持つ短期大学部担当者が配置されている。事務局ス

タッフは、専任、契約職員からなっており、その内、数名の企業訪問担当者が、卒業生の就

職実績がある企業、求人票受付企業をはじめ、新たな求人情報を求め京阪神の企業を中心

に訪問することで、学内で実施する企業説明会等への参加依頼に加えて、求人数の拡大を

図っている。また、学生の就活カルテをデータ管理するとともに、毎年の就職状況を分析・

検討し、その結果を学生支援に活用している。具体的には、就職率、業種別、職種別、規模

別（株式別・従業員規模別）、所在地別等の就職状況を分析し、次年度の就職相談・指導に

反映している。〈備 25〉 

このほか、学習支援室・キャリアサポート専門業者による｢キャリアデザインルーム｣を

整備しており、SPI 等筆記対策の支援、および就活相談と面接対策の支援を行っている。 

 

表ⅡB-8 キャリアセンター職員数（人） 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

専任職員数 17 15 12 10  9 

契約職員数  5  5  5  5  5 

嘱託職員  1  1  3  3  5 

計 23 21 20 18 19 

 

また、早期に内定を得た学生が、就職活動を始めようとしている 1 年次生に対して様々

なアドバイスを行う「キャリアチューター制度」を平成 19 年度から実施しており、毎年 20

名程度（大学と共同）の学生がその役割を担っている。しかし、短期大学部生のキャリアチ

ューターは、表ⅡB-9 に示すとおり、担当できない年度もある。 

なお、合同ゼミナールにおいて内定者による就職活動体験報告会も実施している。 

 

表ⅡB-9 キャリアチューター人数（人） 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

 1 名  0 名  1 名  1 名  0 名 

 

さらに、キャリアセンターでは、以下のような取組みを行っている。 

① 支援行事 

入学時から学生が卒業後の進路についてイメージし、キャリア意識が醸成できるよう、

各年次や時期に合わせて段階的に多数のガイダンスや支援行事を実施している。講義形式

のガイダンスだけでなく、学生が主体的に学べるようなワークショップ形式やスキル向上
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を目的とした就活合宿等も行っている。学生時代の早い段階から将来を見据え、準備をし

ておくことが肝要と考えている。 

また、企業説明会（公務員説明会を含む）・業界セミナー、内定後の不安を払拭するとと

もに社会人基礎力を身につけるため「内定者のための社会人基礎力研修」（内定者研修）等

も実施している。〈備 16〉 

 

② 保護者向けイベントの開催 

保護者を対象に年 3 回の就職支援行事を開催している。5 月には、初年次生の保護者を対

象とした「初年次教育懇談会」を開催している。保護者が子女の将来についてイメージを

描き、親子で考え、話し合うことのできるきっかけの場となっている。 

夏期に開催する教育懇談会は、教員と保護者が子女の就学状況について個人懇談を行う

ものであり、修学面はもとより、就職に関しても様々な相談に応じられる場となっている。

本学のほか西日本を中心とした県庁所在地等で開催しており、本学会場での懇談が難しい

保護者に好評を得ている。また、本学会場では、就職講演も開催している。 

12 月に開催する「保護者就職説明会」は、後援会主催によるもので、就職講演と内定を

獲得した学生および OB・OG によるパネルディスカッションを同時に実施している。学生も

保護者と共に参加することが可能で、両親と学生で参加される方も多い。 

イベントにおいて実施している講演では、外部の専門家を招き、昨今の就職状況を把握

していただくと共に保護者としてどのように子女の就職活動を支えていくかを理解頂く絶

好の機会となっている。 

これらの行事開催時以外においても、随時、電話等での相談に応じており、保護者と共

同して学生を支援できるよう努めている。 

 

表ⅡB-10 保護者向けイベント（平成２８年度） 

実施日 名 称 内   容 

5 月 28 日 初年次教育懇談会 
・就職講演「昨今の就職事情」 

～保護者に期待される役割とは～ 

8 月 26 日～ 

8 月 28 日 
教育懇談会 

・就職講演「会社選びの過去・現在・未来」 

～就活を通して子供たちの未来を考えましょう～ 

・個別相談（本学３日間および全国１１ヶ所） 

12 月 3 日 保護者就職説明会 

・就職講演「採用担当者がホンネで語る就活の現状」 

・就職内定者、OB・OG によるパネルディスカッション

「働くとは」 

 

③ キャリアセンター職員とゼミナール担当者、キャリア教育関連科目担当者との連携 

キャリアセンター職員とゼミナール担当者が、連携・協力しながら、学生の就職活動を

支援し、就職活動への準備、意識付けを行っている。特に、キャリアセンター職員は担任と

して進路希望の把握の面談等を担い、就職指導から採用情報の把握まで連携して行ってい

る。学生と接する機会も多いため、学生と親密であり、その点も有効に働いていると考え

る。また、キャリア関連科目の担当者とも連携し、各担当者への就職情報提供、授業におけ

る適性検査の実施、面接練習、会社の人事担当者の講演、OG の講演等を実施している。 
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就職に資する資格取得支援については、既述した全国大学実務教育協会認定資格やエク

ステンションセンターでの資格講座のほか、MELOP（学内の会員制マルチメディア施設）に

おいて MOS の資格取得の支援を行っている。 

 

(b) 課 題 

平成27年度および平成28年度は、就職率100％を達成(表ⅡB-11参照)できた。平成28年度

の業種別就職決定率では、小売業が高い率となり、製造業、サービス業、金融業が続き幅広

い業界に広がった(表ⅡB-12参照)。職種別就職状況も平成25年度は事務職だけであったの

が、営業販売、サービス職にも広がりつつある(表ⅡB-13参照)。このことは、キャリア関連

科目やゼミナールでの発表、およびインターンシップの体験が学生の視野を広げた結果で

あると考えられることから、今後も学生への業界・職種の理解を深める指導、機会を充実

させる必要がある。 

学生個々の進路指導に関しては、キャリアセンタースタッフがゼミナール担当教員との

連携を密にすることにより、個々の学生の適性や希望に沿った企業を斡旋することで就職

希望者全員を就職に導けたと評価できる。今後は、景気の動向や求人数の増減に関わらず、

高い就職率を維持することが肝要であり、キャリア科目間の連携をさらに強固なものとし、

進路指導の一層の充実を目指す。 

 

表ⅡB-11 就職率（過去５年）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 
卒業者数

(名) 

就職希望者

（名） 

就職希望率

（％） 

就職者 

（名） 

就職率（%） 

対希望者 

就職率(%) 

対卒業生 

平成 24 年度     42 26    61.9 23 88.5        54.8 

平成 25 年度     23 18    78.3 15 83.3        65.2 

平成 26 年度     34 28    82.4 25 89.3        75.8 

平成 27 年度     20 18    90.0 18 100.0        90.0 

平成 28 年度     21 19    90.5 19 100.0        90.5 
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表ⅡB-12 業種別就職決定率（％） 

業  種 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

建設業 4.3 0.0 0.0 0.0 5.3 

製造業 13.0 26.6 12.0 16.7 26.3 

情報通信業 13.0 6.7 0.0 0.0 0.0 

運輸業 4.3 0.0 4.0 0.0 0.0 

卸売業 8.7 13.3 20.0 16.7 5.3 

小売業 21.9 6.7 20.0 27.6 31.6 

金融業 0.0 6.7 12.0 5.6 10.5 

不動産業 4.3 0.0 12.0 11.1 0.0 

飲食・宿泊業 4.3 0.0 0.0 0.0 5.3 

医療・福祉 4.3 20.0 0.0 5.6 0.0 

複合サービス業 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 

サービス業 21.9 20.0 16.0 16.7 15.8 

計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

表ⅡB-13 職種別就職決定率（％） 

職種 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

事務 39.1 100.0 52.0 55.5 63.2 

営業販売 43.5 0.0 44.0 38.9 36.8 

サービス 17.4 0.0 4.0 5.6 0.0 

計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

表ⅡB-14 年度別求人状況（社） 

 

 

 

 

［区分 基準Ⅱ-Ｂ-５ 入学者受け入れの方針を受験生に対して明確に示している。］ 

■基準Ⅱ-B-5 の自己点検・評価 

(a) 現 状  

「入学者受け入れの方針」は、大学案内・入学試験要項・入試ガイド・ホームページに明

記し、広く周知を図っている。 

この方針の下、入学者受け入れに係る募集活動、広報および入学者選抜（受験問い合わ

せ等を含む。）を一元的に担っているのが入試事務室である。通例毎年 3 月、入試委員会（学

内主要役職者で構成）における次年度入学試験概要決定を受け、入試実行委員会の統括の

下、入試事務室が、前年度までの入試結果、入試広報関連企画の参加人数や意見、受験生お

よび高等学校教員の要望等を精査・分析し、他学の動向を踏まえて、次年度の入試広報の

方向性のほか、各種施策をまとめ実行に移している。また、入試事務室は、入試委員会の事

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

3,737 4,461 5,614 6,673 9,802 
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務を担当しており、入試結果の分析に基づく次年度入学者選抜の原案も手掛けている。資

料収集とデータ蓄積の強みを活かした分析を行うとともに、「入学者受け入れの方針」や年

度ごとのアピールポイントに留意した原案を入試委員会へ提出している。 

学生募集については、進学情報誌や受験広報雑誌、ホームページ等への情報掲載のほか、

進学説明会やオープンキャンパスの開催、高等学校訪問等を中心に実施している。 

高等学校教員、高等学校 3 年生、保護者を対象とした情報提供においては、教育目的お

よび「入学者受け入れの方針」とカリキュラム、各種教育プログラムや学生支援に関する

内容に重点を置いている。その一環として、平成 28 年度入試（平成 27 年度）からは、大

学案内等併設大学と一体化した冊子とは別に、本学科独自で（入試事務室等の協力を得て）、

教育の特色等を簡潔にまとめたリーフレットを作製し、頒布することとしている。加えて、

将来の志願者開拓を視野に、高等学校 1・2 年生向けの情報提供にも努めている。〈提

1.2.20.21.23 備 17〉 

 高等学校訪問は、ベテランの事務職員で構成する入試アドバイザーが中心となり、指定

校、協定校および特別指定校等、志願実績のある高等学校の進路指導部を訪ねている。本

学の特色や最新のトピックについての広報と学生募集依頼を一方的に行うだけでなく、各

高等学校から意見を聴取し、入学者選抜等の改善に繋げるよう努めている。〈備 37〉 

近年は、現役学生が、ゼミナール担当教員（担任）と共に母校を訪ね、高等学校在学時の

担任教諭等と面会し、本学に入学した後の成長過程を報告することにより、当該高等学校

との信頼関係を一層深めている。 

さらに、同一法人である併設高等学校とは、学生募集に係る訪問にとどまらず、日頃か

ら学科教員が同高等学校の授業参観に赴いたり、行事に出席したりする等、恒常的な協力

関係の維持に努めている。 

このほか、近畿圏内に立地する高等学校の教員に対しては、本学独自の説明会や個別相

談会の機会を毎年度設け、学生募集へと繋げている。〈備 38〉 

オープンキャンパスは、本学が最も注力している学生募集活動の一つであり、キャンパ

スを公開し、学科の紹介、授業体験、課外活動の紹介等、高校生や保護者等が、入学後の学

生生活をイメージできるようにしている。〈備 39〉オープンキャンパスの各種企画について

は、入試事務室のみならず、教員や部署横断の事務職員から選出されたメンバーで構成す

るプロジェクトチームが担うことにより、学内全ての組織から主体的な協力と提案を得て

いる。 

入試相談会は、全てのオープンキャンパスが終了した後、高校生ならびに保護者を対象

として、オープンキャンパス内で実施している入試相談と同様に、個々の要望に即した入

試情報を提供し、質問や相談にきめ細かく対応している。高校生や保護者との面会機会を

十分確保するため、夜間（18：00－20：00）でも開催している。〈備 40〉 

 

入試における広報手段としては、ホームページのほか、新聞、進学情報誌、進学情報サイ

ト、交通広告等多種多彩な方法を採っている。各媒体を通じた本学への資料請求者には、

大学案内・入試ガイドのほか、時期に応じた様々な制作物を送付している。高等学校・予備

校等へも大学案内・入試ガイド・入試要項（願書）を始め、時期に応じた印刷物を年数回に

亘り送付し、入試関連行事ならびに入試日程の周知に努めている。 
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平成 25年度からは、一般入学試験および大学入試センター試験利用入学試験への募集対

策として業者企画の Web メールを利用して、入試日程や学費減免制度・検定料割引制度等

入試のメリットについて告知を行っている。 

また、平成 26 年度からインターネット広告を導入したことで、入試情報サイトの閲覧数

も格段に増加し、より多くの受験生に入試情報を伝達できるようになった。 

 

表ⅡB-15 資料請求者数（延数）                             （人） 

実施年度 

（入試年度） 
既卒・3 年生 1・2 年生 その他 合計 

平成 24 年度 

(平成 25 年度) 
364 624 105 1,093 

平成 25 年度 

(平成 26 年度) 
355 806 152 1,313 

平成 26 年度 

(平成 27 年度) 
445 955 110 1,510 

平成 27 年度 

(平成 28 年度) 
377 962 73 1,412 

平成 28 年度 

(平成 29 年度) 
394 851 38 1,283 

※その他には、保護者・教員等を含む 

 

表ⅡB-16 インターネット広告・入試情報サイト閲覧数            (件) 

実施年度 

（入試年度） 
インターネット広告閲覧数 入試情報サイト閲覧数 

平成 26 年度 

(平成 27 年度) 
19,234,947 74,906 

平成 27 年度 

(平成 28 年度) 
75,534,160 132,100 

平成 28 年度 

(平成 29 年度) 
117,752,737 192,137 

※併設大学を含む 

 

進学説明会は、進学希望者や保護者に対して、教育目的および「入学者受け入れの方針」

等、本学科の特徴を含めた入試情報と併せ、短期大学部への進学の魅力を紹介している。

進学説明会には、専門業者主催による学外会場での個別説明会、高等学校主催による校内

実施の学校別説明会や分野別説明会等幾つかの形式がある。志願者の居住エリアを勘案し、

開催地域・時期・対象年次・内容等を精査し、より効率的な説明会となるよう実施回数を調

整している。 

このほか、高等学校単位もしくはグループ単位で高校生を招待し、進学説明会や模擬講

義、キャンパス見学を行う大学見学会を実施しており、近年は高校生が実際に平日のキャ

ンパスを見ることにより、本学を進学先として想定し易くなるよう実施回数を増やしてい

る。 
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表ⅡB-17 進学説明会・大学見学会等の実施回数                （回） 

実施年度 

(入試年度) 

進学説明会 
大学見学会 

業者主催 高等学校主催 計 

平成 24 年度 

(平成 25 年度) 
231 329 560 34 

平成 25 年度 

(平成 26 年度) 
175 370 545 37 

平成 26 年度 

(平成 27 年度) 
183 352 535 38 

平成 27 年度 

(平成 28 年度) 
212 406 618 41 

平成 28 年度 

(平成 29 年度) 
210 343 594 41 

※併設大学を含む。 

 

本学科では、「入学者受け入れの方針」の下、目的意識が高く多様な能力・適性・活動歴

をもった熱意や意欲のある人材を求めている。こうした人材を確保するため、学力試験に

偏らず、多面的・総合的に評価・判定する入学試験制度を設けている。このうち、公募制推

薦入試と一般入学試験においては、全国各地からの志願者に対応できるよう、本学だけで

なく、地方にも試験会場を設置している。 

さらに、それぞれの入学試験に応じ学費減免および資格講座優遇の制度を設けている。

同一法人の併設高等学校に関しては、推薦入試のみならず、特待生制度を整備することに

より、同校校長および担任の推薦に基づき、同校における伝統的な良き校風を本学の学風

へと繋げ得る、有為な生徒の進学を積極的に促している。 

以上の各種制度の妥当性や、方針との適合性については、毎年度、入試委員会および入

試実行委員会において検証している。 

各入学試験の実施については、入試実行委員会が中心となり、教員ならびに事務職員が、

実施要領、監督要領、災害時避難マニュアル等に基づき行っている。 

面接を伴う選考や AO 入試の書類審査は、入試判定委員会（入試委員会の構成員にそれぞ

れの代理職を加えた構成）が担当している。 

合否判定については、入試委員会で判定基準の原案を作成し、教授会で原案の適否を審

議した後、学長が最終決定している。学科試験を伴う選抜では、成績は全て点数化し総合

点により判定することとし、面接を伴う選抜では、面接委員による段階評価を基礎に判定

している。 

入学者選抜の基準は、受験生に分かり易いよう工夫して開示している。一般入学試験等

点数化できる試験は、次年度の入試ガイド等の広報誌およびホームページで志願者数、受

験者数、合格者数とともに合格基準点を開示している。 

面接や書類審査等を重視する制度については、志願者数、受験者数、合格者数とともに

過去の自己アピールの実例や取得資格の実例等の開示を行っている。 

入学試験問題は、出題者が標準的と認めた箇所のみを入試問題集にして配付している。

また、オープンキャンパスでは、過去の試験問題〈実物〉を展示している。 
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入学手続者に対しては、学生生活を円滑にスタートさせるために、入学前教育、入学予

定者の集い、および新入生交流会を行っている。また、入学後は、時間割編成方法、学習方

法、学生生活の過ごし方等について、入学時のオリエンテーションおよび１年次ゼミナー

ルで指導を行っている。 

 

①入学前教育 

本学教員が作成した「入学前教育の課題」を入学予定者に提出させ、指導を行っている。 

課題では、文章表現力の確認と伸長に注力することにより、入学後のインターンシップや

就職活動への意識を高めるよう努めている。また、写真やイラスト等を活用した表現法を

促し、入学後の自己紹介プレゼンテーション（ゼミナール）で発表させている。〈備 18.20〉 

 

②入学予定者の集い 

入学予定者を対象に「入学予定者の集い」を実施し、知己を得ることを主目的に、在学 

生が主導し、ゲーム等を通じて学生生活を説明している。参加者数および出席率は次のと

おりである。〈備 19〉 

 

表ⅡB-18 入学予定者の集い出席者数 

 対象者（人） 出席者（人） 出席率（％） 

平成 24 年度 

（平成 25 年入学） 
36 9 25.0 

平成 25 年度 

（平成 26 年入学） 
22 7 31.8 

平成 26 年度 

（平成 27 年入学） 
23 7 30.4 

平成 27 年度 

（平成 28 年入学） 
25 3 12.0 

平成 28 年度 

（平成 29 年入学） 
34 14 41.2 

 

③ 新入生交流会 

入学直後の時期に、新入生交流会を開催している。これは、学生生活にいち早く慣れる 

ため、上級生や同級生間で軽食をとりながら打ち解けることをねらいとしている。 
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表ⅡB-19 入試状況  

(注) ( )内の年度は入試年度を示す。 

 

大区分 入試区分 区分
平成２４年度

(平成２５年度)

平成２５年度

(平成２６年度)

平成２６年度

(平成２７年度)

平成２７年度

(平成２８年度)

平成２８年度

(平成２９年度)

志願者 3 6 4 4 3
合格者 3 4 3 4 3
入学者 1 2 0 2 0

定員充足率 2.0% 4.0% 0.0% 4.0% 0.0%
歩留率 33.3% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0%
志願者 2 0 0 0 2
合格者 2 0 0 0 2
入学者 0 0 0 0 0

定員充足率 0.0% - - - 0.0%
歩留率 0.0% - - - 0.0%
志願者 1 8 6 3 3
合格者 1 8 6 3 3
入学者 1 4 5 1 2

定員充足率 2.0% 8.0% 10.0% 2.0% 4.0%
歩留率 100.0% 50.0% 83.3% 33.3% 66.7%
志願者 7 6 1 0 4
合格者 7 2 1 0 4
入学者 4 2 1 0 4

定員充足率 8.0% 4.0% 2.0% - 8.0%
歩留率 57.1% 100.0% 100.0% - 100.0%
志願者 9 4 8 6 8
合格者 9 4 8 6 8
入学者 9 4 8 6 8

定員充足率 18.0% 8.0% 16.0% 12.0% 16.0%
歩留率 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
志願者 1 0 1 5 1
合格者 1 0 1 5 1
入学者 1 0 1 5 1

定員充足率 2.0% - 2.0% 10.0% 2.0%
歩留率 100.0% - 100.0% 100.0% 100.0%
志願者 12 7 3 7 8
合格者 12 7 3 7 8
入学者 12 7 3 7 8

定員充足率 24.0% 14.0% 6.0% 14.0% 16.0%
歩留率 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
志願者 0 0 0 2 1
合格者 0 0 0 2 1
入学者 0 0 0 2 1

定員充足率 - - - 4.0% 2.0%
歩留率 - - - 100.0% 100.0%
志願者 0 0 0 0 0
合格者 0 0 0 0 0
入学者 0 0 0 0 0

定員充足率 - - - - -
歩留率 - - - - -
志願者 - - - - 0
合格者 - - - - 0
入学者 - - - - 0

定員充足率 - - - - -
歩留率 - - - - -
志願者 0 1 1 1 1
合格者 0 1 1 1 1
入学者 0 1 1 1 1

定員充足率 - 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%
歩留率 - 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
志願者 0 0 0 0 0
合格者 0 0 0 0 0
入学者 0 0 0 0 0

定員充足率 - - - - -
歩留率 - - - - -
志願者 - - - 1 0
合格者 - - - 1 0
入学者 - - - 1 0

定員充足率 - - - 2.0% -
歩留率 - - - 100.0% -
志願者 7 3 6 5 9
合格者 7 3 6 4 9
入学者 7 3 6 4 9

定員充足率 14.0% 6.0% 12.0% 8.0% 18.0%
歩留率 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

入学定員 50 50 50 50 50
志願者 42 35 30 34 40
合格者 42 29 29 33 40
入学者 35 23 25 29 34

定員充足率 70.0% 46.0% 50.0% 58.0% 68.0%
歩留率 83.3% 79.3% 86.2% 87.9% 85.0%

特別推薦
(スポーツ・文化活動推薦)

併設特別推薦
(併設スポーツ・文化活動推薦)

外国人一般

資格推薦

ファミリー推薦

外国人推薦

ＡＯ入試

①
学
力
を
中
心
に
選
抜

す
る
制
度

一般入学試験

大学センター試験利用入試

②
高
等
学
校
で
の
評
価
を
加
味
し
て
総
合
力
の

あ
る
者
を
選
抜
す
る
制
度

公募制推薦

併設推薦

指定校推薦

特別指定校推薦

③
多
様
な
能
力

(

資
格
取
得
者
、

課
外
活
動
実
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の
あ
る
者
等

)

、

熱
意
・
意
欲
の
あ
る
者
を
選
抜
す
る
制
度

協定校推薦

計
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(b) 課 題 

オープンキャンパス・進学説明会・大学見学会の参加者ならびに資料請求者はここ 5 年

間で増減を繰り返しているものの、最新の平成 29年度はいずれも増加に転じ、入試制度全

体の志願者も前年度対比 118％と増加した。しかしながら、志願率でみるとオープンキャン

パス参加者（短期大学部相談者数）における志願率は 2 割を超えているものの、その他の

イベントおよび資料請求者からの志願率はまだまだ低い数値である。一層の志願者獲得の

ために、積極的かつ効率のよい広報展開を図り、学生募集に努めなければならない。 

 

表ⅡB-20 オープンキャンパス参加者の志願率 

実施年度 

（入試年度） 
学科相談者数 志願者数 志願率 

平成 24 年度 

（平成 25 年

度） 

68 25 36.8% 

平成 25 年度 

（平成 26 年

度） 

83 19 22.9% 

平成 26 年度 

（平成 27 年

度） 

81 19 23.5% 

平成 27 年度 

（平成 28 年

度） 

88 20 22.7% 

平成 28 年度 

（平成 29 年

度） 

127 26 20.5% 

 

表ⅡB-21 進学説明会・大学見学会に参加した者の志願率 

実施年度 

（入試年度） 

進学説明会 
大学見学会 

会場説明会 校内説明会 

参加者 志願者 志願率 参加者 志願者 志願率 参加者 志願者 志願率 

平成 24 年度 

(平成 25 年度) 
1,052 1 0.1% 1,740 0 0.0% 913 0 0.0% 

平成 25 年度 

(平成 26 年度) 
958 1 0.1% 2,051 1 0.0% 1249 0 0.0% 

平成 26 年度 

(平成 27 年度) 
524 3 0.5% 728 2 0.2% 211 0 0.0% 

平成 27 年度 

(平成 28 年度) 
523 3 0.5% 693 3 0.4% 154 0 0.0% 

平成 28 年度 

(平成 29 年度) 
557 3  0.5% 937 2 0.2% 281 1 0.4% 

※志願率は、進学説明会・大学見学会に参加者した者の内、出願した者の率 

※参加者数は延人数、志願者数は実人数を示す 

※平成２７年度入試の参加者数より既卒・３年の実人数を示す。 

※参加者データは、併設大学を含む。 
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表ⅡB-22 資料請求者の志願率 

実施年度 

(入試年度) 

資料請求者数 

（既卒・３年生） 
志願者数 志願率 

平成 24 年度 

(平成 25 年度) 
364 27 7.4% 

平成 25 年度 

(平成 26 年度) 
355 10 2.8% 

平成 26 年度 

(平成 27 年度) 
445 12 2.7% 

平成 27 年度 

(平成 28 年度) 
377 22 5.8% 

平成 28 年度 

(平成 29 年度) 
394 17 4.3% 

※資料請求者数は延人数、志願者数は実人数を示す 

 

■テーマ 基準Ⅱ－Ｂ 学生支援の改善計画 

学生支援に関しては、今後も学生の声に耳を傾けるとともに、「満足度に関する意識調査」

のアンケート結果や学生を取り巻く社会状況等に注目しつつ、学生が健康で安全に、安心

して有意義な学生生活を過ごすことができるよう、更なる支援体制の整備や取組み内容の

改善に努める。特に、ゼミナール（担任）との一層の連携により、学生に対する支援の向上

や指導、説明、注意喚起等を実施し改善に繋げる。 

学習成果のアセスメントとしては、卒業時のルーブリックを実施しており、教育開発支

援センターと連携し、FD推進部会で検討していく。授業評価については、より具体的な授

業改善に役立つ活用方法の提案等を FD 推進部会で行う。また、事務職員の学生支援充実の

ため、SD 活動をより積極的に推進するとともに、LMS である OGU-Caddie の積極的な活用法

として、OGU-Caddie に蓄積されるログ等の活用を検討する。このほか、学習成果の獲得に

向けて、進度の速い学生に対する本学としてのシステム的な支援を検討する。 

進路支援については、インターンシップを中心とする現行のキャリア教育の長所を維持

するとともに、その他の進路（進学、留学等）にも活かせるよう検討を進める。 

学生の受け入れに関しては、入学定員の充足に向けて引き続き努めるとともに、資格取

得講座優遇制度の周知と更なる工夫を図る。また、「入学者受け入れの方針」に掲げる高等

学校で取得することが望ましい資格・検定等について、新たに加点評価の対象を広げるべ

く検討する。 

 

▪提出資料 
1. 2017 大学案内 
2. 2016 大学案内 3. 平成 28 年度 短大の手引(前期) 
3. 平成 28 年度 短大の手引(前期) 
4. 平成 28 年度 短大の手引(後期) 
9. 公式ホームページ Campus Life(短期大学部) 

http://www.osaka-gu.ac.jp/students/ogjc.html 
20. 2017 年度(平成 29 年度)入学試験要項 
21. 平成 28 年度 入学試験要項 
27. 資格ガイド 2016 年度 
28. 各種奨学金について 
29. 学生相談センター利用案内（ﾘｰﾌﾚｯﾄ） 
30. STOP HARASSMENT（ﾘｰﾌﾚｯﾄ） 

http://www.osaka-gu.ac.jp/students/ogjc.html
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31. 学生に対するマナー指導について〈ゼミナール配付〉 
32．図書館利用案内 
33. 学生用ホームページ WEB PATHOS   http://pathos.osaka-gu.ac.jp/ 

 

▪備付資料 

13.「満足度に関する意識調査」結果 
14. 平成 28 年度 企業アンケート調査様式および結果 
15. 平成 28 年度 卒業生アンケート調査様式および結果 
16. 平成 28 年度 就職支援行事（ガイダンス）一覧 
17. OGU NAVIGATION  http://nyushi.osaka-gu.jp/?_ttr=1497420527968 
18. 入学前教育のしおり 
19. 入学予定者の集い 
20. 入学前教育の課題 
21. 平成 28 年度 短大の手引(前期・後期) 
22. 学生カード 
23. 進路決定カード 
24. 学生カルテ [大阪学院大学事務システム] 
25. 平成 26 年度～平成 28 年度 業種別就職先 
26. GPA 分布表（平成 28 年度） 
27. GPA 状況一覧（1 年次終了時） 
28. 年度別各所属クラブ数・学生数 
29. 学費減免・奨学金採用者数 
30. 保健センター・健康診断関係資料 
31. 学生相談センター関係資料 
32. ハラスメントに関する講演会等開催状況 
33. 学生行動基準 
34. APPLAUSE 
35. 下宿紹介のしおり 
36. ヒル・コート案内（ﾘｰﾌﾚｯﾄ） 
37. 地区別高等学校訪問数 
38. 高等学校教員対象入試説明会地区別参加者数 
39. オープンキャンパス参加者数 
40. 入試相談会参加者数表 
41. 授業評価のアンケート用紙・同評価結果（平成 28 年度） 
42. 授業評価結果   http://logos.osaka-gu.ac.jp/hyouka_kekka/ 
43. 科目等履修生募集要項 
44. 聴講生募集要項 
45. 海外留学プログラム 2016-2017 募集要項 
46. 平成 28 年度海外研修パンフレット(夏期・春期) 
47.  I-Chat Lounge PR チラシ 
48. キャンパスでできる国際交流プログラム案内 
49. 平成 26 年度 FSD 活動報告書 
50. 平成 27 年度 FSD 活動報告書 
51. 平成 28 年度 FD・SD 活動報告書 
52. 教育開発支援センター FD ジャーナル誌｢渺望｣Vol.10、Vol.11、Vol.12 
53. 平成 26 年度第 2 回 FSD 講演会｢LEI 英語プログラムとグローバル人材の育成について｣ 
54. 平成 28 年度第 1 回 FSD 講演会チラシ 
55. 平成 28 年度第 2 回 FSD 講演会チラシ 
56. 公式ホームページ 平成 29 年度からの「SD 義務化」に対する取り組みの経緯と「SD 推進活動

報告」サイト  http://logos.osaka-gu.ac.jp/sd/index.html 

 

 

■基準Ⅱ 教育課程と学生支援の行動計画  

 

「入学者受け入れの方針」については、「教育課程編成・実施の方針」等の変更に伴い、

また、選抜方法との可視化を図るため、平成 30 年度入学生（平成 29 年度に実施する入学

者選抜）より、次のとおり改める。 

 

 

http://pathos.osaka-gu.ac.jp/
http://nyushi.osaka-gu.jp/?_ttr=1497420527968
http://logos.osaka-gu.ac.jp/hyouka_kekka/
http://logos.osaka-gu.ac.jp/sd/index.html
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入学者受入の方針 

 

経営実務科では、ビジネスの現場で即戦力として活躍できる人材の育成を目的として、

次のような学生を受け入れる。 

・実践的な知識と技能を身につけ、ビジネス社会で活躍する意欲のある人 

・問題意識を持ち、主体的・積極的に問題解決に取り組むことのできる人 

・自分の考えや意見を文章や言葉で明確に表現できる人 

・人の話をよく聞き、相手の立場で思いやることができる人 

 

経営実務科での学修を通じて上記のような知識や能力を身につけるために必要な基礎的

知識や能力を備えているかを以下の選抜方法により確認する。 

・公募制推薦入試「基礎力検査」では、基礎学力・調査書に基づき、「知識・技能」を多 

面的・総合的に評価し判定する。 

 ・公募制推薦入試「小論文・面接」では、小論文・面接・調査書に基づき、「思考力・判 

断力・表現力・主体性・多様性」を多面的・総合的に評価し判定する。 

 ・一般入試「学科試験」では、学力と取得資格に基づき、「知識・技能」を多面的・総合 

的に評価し判定する。 

・一般入試「学科試験・小論文・面接」では、学力・小論文・面接・調査書に基づき、 

「知識・技能・思考力・判断力・表現力・主体性・多様性」を多面的・総合的に評価 

し判定する。 

・その他の推薦入試では、推薦書・志望理由書・調査書・面接に基づき、「思考力・判断 

力・表現力・主体性・多様性」を多面的・総合的に評価し判定する。 

・ＡＯ入試では、エントリーシート・課題文・活動実績・調査書・面接に基づき、「思考 

力・判断力・表現力・主体性・多様性」を多面的・総合的に評価し判定する。 

 

学生支援に関しては、卒業年次生を対象に実施する「満足度に関する意識調査」のアン

ケート結果に基づき取組みの効果を点検するとともに、学生を取り巻く社会状況等にも注

目しながら、逐次改善を図る。特に、ゼミナール担当教員（担任）と学生部が協力し、課外

活動や課外イベント等への積極的な参加を促すこととする。 

学習成果のアセスメントについては、教員各自の授業科目毎の学習成果の確認を行い、

授業計画の修正は大前提としつつ、教育開発支援センターと連携し、ルーブリックの点検

を行うことで、カリキュラム全体の査定を行う。査定は、主に、FD推進部会によって行う。

学習成果の査定は、同時に、シラバス作成にも反映されることになる。シラバスにおいて

は、次年度のシラバス作成時に、より詳細で具体的な予習・復習方法の提示等を行ってい

く。また、そのためにも、OGU-Caddie の積極的な利用等促進とスマホの連携等について、

授業での利用方法の検討を FD 推進部会等で取り上げていく。FD 推進部会は、毎月の教授会

終了後に行われているため、随時行う予定である。国際交流関係については、海外研修や

キャンパスでできる国際交流プログラムの存在や参加することのメリットを説明するため、

引き続き新入生が全員受講する「英語で学ぶコミュニケーション」等の授業内で担当教員
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や国際センタースタッフから学生に説明し、特に進学(４年制大学への編入学)希望者に対

して積極的に働きかけていくこととする。また初年次教育懇談会においても、保護者に対

して積極的に参加を働きかけていくこととする。 

 

◇ 基準Ⅱについての特記事項 

 特になし  
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【基準Ⅲ 教育資源と財務資源】 

＜基準Ⅲの自己点検・評価の概要＞ 

本学の教員組織は、「求める教員像および教員組織の編制方針」等に基づき、編成（採用

および昇任）している。設置基準に定める必要教員数は充足しており、教授 7 名と准教授

2 名で、平均年齢は 57 歳、男女比率は 4：5 である。また、専任教員 1 人当たりの学生数は

7.0 人となっている。  

専任教員の職位については、厳正に資格審査を行っており、真正な学位、教育実績、研究

業績、制作物発表、その他の経歴等、設置基準の規定を充足している。また、非常勤講師を

委嘱する際も、所定の申し合わせ事項に基づき、教授会等で資格審査を行ったうえ任用し

ている。 

教員の担当科目配置については、「教育課程編成・実施の方針」に基づき、それぞれの専

門領域および教育研究業績等を勘案して行っている。学科の主要科目たる必修科目につい

ては、専任教員を充てることを原則としているが、キャリア教育の一部や情報処理に関し

ては、目下、併設大学の専任教員や非常勤講師に依存している。 

補助教員は配置していないが、個々の授業科目の特性に応じ、ゲストスピーカーを招聘

するほか、実習インストラクターや事務局スタッフが必要に応じてサポートしている。 

教員組織の適切性については、毎年度の自己点検・評価において、設置基準に定める必

要教員数や「教育課程編成・実施の方針」と適合しているかといった点を検証している。 

専任教員の研究活動は、「教育課程編成・実施の方針」の下、各自が担当する授業科目の

内容の改善に資するよう、個人或いは共同での研究・調査のほか、それぞれの専門領域に

関わる学内外の学会に所属し、他の研究者との交流や意見交換、研究発表、学会誌への投

稿等を行うことが中心となっている。 

専任教員個々の研究活動状況については、毎年度、教育・研究業績を庶務課人事係へ提

出することとしており、これを基に、ホームページにおいて、取得学位、略歴、所属学会等

とともに広く公表・更新している。 

教員の研究活動を促進するため、併設大学の専任教員と合同で構成する学内学会を設け

ている。学内学会は、商・経営学会、経済学会、法学会、外国語学会、国際学会および人文

自然学会の 6 つに分かれており、専任教員は全員、原則としていずれか一つの学会に所属

しなければならない。自身の専門分野に応じ選択し、各学会の役員会の承認を得て入会す

ることとなっている。学会は、年 2 回機関誌(論集)を刊行するとともに、研究会を適宜開

催することにより、構成員の研究発表の機会を確保し、その他の構成員との研究交流を図

っている。この研究会における発表と、機関誌への掲載を条件に、研究発表奨励費を発表

者へ支給している。学外での学会発表については、個人教育研究費とは別に、学会の規模

に応じ、奨励金を発表者へ支給している。このほか、併設大学通信教育部学生向けに毎月

発刊している｢大阪学院大学通信｣への寄稿も可能である。 

科学研究費補助金をはじめとする外部研究費等の獲得については、担当事務局の庶務課

が、毎年度、説明会を開催するほか、研究活動に関する相談や他の教員との情報共有およ

び研究協力を促進するアドバイスを行っている。教員専用ホームページには、本学教員の

獲得実績（研究課題等）を年度ごとに一覧表示し閲覧に供している。なお、学科専任教員

は、平成 25 年度より毎年、1 件ずつではあるが、科学研究費補助金に採択されている。 
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専任教員の研究費については、規程に基づき運用しており、図書費、学会出張費および

一般教育研究費で構成している。 

研究活動における不正防止の取組みとしては、｢研究活動における不正防止および不正行

為への対応に関する規程｣を制定し、これを公式ホームページに掲載することにより周知を

図っている。また、公的研究費の不正使用防止の取組みとして、｢公的研究費取扱いに関す

る規程｣および「公的研究費の不正使用に係る調査等に関する規程」を制定し、これらを公

式ホームページに掲載することにより周知を図っている。 

専任教員の研究専念時間を確保する取組みとしては、週あたりの責任授業時間数を 10

時間（5 コマ）と定めるとともに、授業に係る出講を概ね週 3日となるよう努めている。

一定期間の校務を免除し研究活動に専念できる特別研究制度や海外留学制度に関する規程

を設け制度化しているが、近年は適用していないため、今後、4 学期制を活用した、ター

ム（クォーター）単位のサバティカルについて検討を進める。 

専任教員には、1 人につき 1室の個人研究室を供与するとともに、室内には必要な備品を

揃えている。専任教員の研究室は、概ね専用フロアに集中配置することにより静謐な研究

環境を確保するとともに、教員間の往来や学生のオフィスアワーに配慮している。 

FD 活動の推進については、全学的な FD を「教育開発支援センター規程」に基づき同セン

ターが担う一方、学科固有の FDの取り組みを学科連絡会議内で行ってきたが、FD組織が明

確でなかった現状を改め、平成 29年度より「FD 活動に関する申し合わせ事項」を定め、学

科内に「FD 推進部会」を設置する。 

教育開発支援センターによる全学 FD 活動としては、新任教員研修、FSD 講演会、FSD ワ

ークショップ等があり、一連の活動実績は、毎年度発行の｢FSD 活動報告書｣に蓄積してい

る。  

専任教員と事務局各部署との連携については、学習成果を向上させるため、上述の教育

開発支援センターと連携した各種 FD 活動のほか、「教育課程編成・実施の方針」に基づく

授業の実践や、学生の出席状況の把握と問題がある学生への対応に関連して教務課と連携

して指導に当たっている。また、学生・教員間の親睦を深める各種イベントの開催や、心身

に問題を抱える学生については、学生課、学生相談センターと連携し対処している。さら

に、インターンシップやキャリア教育を進めるうえでのキャリアセンターとの連携や、資

格取得に関するエクステンションセンターとの連絡等（図書館や国際センターを含め）、課

題ごとにそれぞれの専門部局とタイアップし、対応している。 

教員の資質向上を図る取組みとして、平成 29 年度から、大学全体の管理の下、統一様式を整

備し、原則として全ての専任教員を対象に、一定期間(一年間)ごとに確認する仕組みを導入す

る。 

事務組織は、併設大学と一体化しており、学長の下に配置している大学事務局長が、全

ての事務組織および事務職員を統括することとしており、その実務は専ら大学事務局長直

属の事務長が担っている。事務長は、所管の全部署を管理するとともに、部署間の連携や

全学横断的な機能の促進を図ることを職務とし、必要に応じ法人内の他の事業所の事務部

門長との調整を担う。各部署には事務室が設けられ、事務処理に必要な情報機器およびネ

ットワークを整備しており、業務に必要な備品等を整備している。事務職員は、職務を遂

行するに必要な基礎的な能力に加え、業務内容に応じて、キャリアカウンセラーや図書館
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司書、第１種衛生管理者等の専門的な資格を有している。部署ごとの事務職員配置につい

ては、主として事務長が、各所属長の意見を聴取し、事務機能の効率化、業務内容の多様

化、今後の改善の方向性といった点も総合的に勘案し、適切に行っている。業務の専門性

等に応じ、専任以外の事務職員の配置や、外部業者への委託等も適宜実施している。なお、

法人全体の適正配置の必要性から、法人内の他の事業所の長と調整したうえ、大学以外の

事業所に配置転換する場合もある。 

事務職員の新規採用については、所定の任用基準に従い、原則毎年 1 回、法人全体とし

て行うこととしている。事務職員の昇格については、原則毎年 1 回、個々の事務職員の業

務実績、職務遂行能力、勤務姿勢・態度(行動特性)、経験年数等を総合的に勘案し、実施し

ている。 

SD 活動については、｢SD 計画基本構想｣に基づき、各種研修(階層別、目的別)を順次実施

している。このほか、私立大学情報教育協会や私立大学連盟が実施する研修活動等に積極

的に参加し、その都度報告書を作成するとともに、全事務職員対象の報告会を開催するこ

とにより、学内研修のみでは得られない知見を共有するよう図っている。平成 28年度後期

からは、事務職員の適正な業務評価を推進するため、学校法人に勤務する課長職以下の専

任事務職員について、資質・能力・成果等を一定期間(半年)ごとに評価する仕組み(事務職

員の定期的到達度測定)を導入している。さらに、SD の義務化を受け、現行の「SD 計画基

本構想」の見直しを図るとともに、教育プログラムを点検・評価・改善する手法の研究をテ

ーマにした中期計画を検討している。平成 29 年度においては、教育プログラムを評価する

ための「評価指標の開発」、「評価方法と手順」を学ぶワークショップの開催、アンケート調

査の分析の仕方やテキストマイニングについてのハンズオン研修会につながる基礎的な

「大学職員のための研修」を実施する。 

防災対策としては、｢学校法人大阪学院大学 消防計画｣に基づき、岸辺キャンパスにお

いては、庶務課長を本部隊隊長とする自衛消防隊組織を組織している。 

情報セキュリティ対策については、規程に基づき、事務情報システム総括責任者を置き、学

内の情報セキュリティ確保に努めている。 

コンピュータ及び学内 LAN については、庶務課（ITセンター）が「OGUNET 利用規程」に基

づいて、学内にファイアウォール、プロキシサーバーなどを設置してセキュリティ管理に努め

ている。 

教職員の就業に関する事項は「就業規則」に定め、これに基づき運用しており、採用時に

全員に配付することにより周知を図っている。 

施設・設備については、方針を定め、教育研究環境の整備を進めている。この方針の下

で、校地・校舎・施設・設備に係る計画を順次進めるとともに、耐震診断・耐震改修保守改

修を含む施設設備整備を実施している。なお、本学は、設置基準に定める校地・校舎面積を満

たしている。 

日常のキャンパス内の施設・設備等の維持管理は事務局会計課が主に担当し、建物およ

びキャンパス全体の清掃、樹木植栽の手入れ、施設・設備の保守・点検・整備を専門業者に

委託して行っている。また、中央監視室を設置し、学内の施設稼働を全てコンピュータで

集中制御し、安全を確保している。中央監視室は、キャンパス全ての施設設備の故障・事故
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警報、監視およびビテオテープへの記録、運転状況の確認・記録するシステムが整備され

ており、緊急時には即座に対応している。 

教育研究等環境に関する適切性については、毎年度実施する自己点検・評価において、

全学評価委員会が定める実施要領の下、個別評価委員会が検証している。 

図書館は、併設大学との共有施設で、選書は、本学および併設大学の図書委員を中心に、

教員と図書館職員が協力して、シラバスに沿った参考図書や授業関連図書、学術雑誌、DVD

ビデオ資料等の視聴覚資料等を収集して学生に提供している。教員に対しては、研究内容

に即した資料を購入できるよう個人教育研究用図書費を個々に配分している。 

障がい者への配慮については、｢大阪府福祉まちづくり条例｣(平成 5 年 4 月 1 日施行)に

基づき、これを遵守した整備計画を指針として作成し、定期報告を行うとともに、順次バ

リアフリー化等の整備を進めている。具体的には、階段箇所のスロープ設置、案内板の点

字表示、障がい者対応トイレの設置等を行っている。また、実際に身体に障がいのある学

生を受け入れる際に、入学前に当該学生とともに学舎内で不便が生じる箇所を確認し、ス

ロープの増設や教室への専用机の設置等を行っている。学生が不便を感じる場合は、事務

局学生課が窓口になり、直ちに状況を把握し、関連部署と連絡・調整のうえ、迅速に対応す

る体制を整備している。 

防火・震災等災害対策については、消防計画に基づき、自衛消防隊組織を編成し、毎年

春・秋の火災予防週間に合わせて、春は消火器操法訓練、秋は火災による避難訓練と地震

による避難訓練を実施するとともに、教職員が各部署の消火器設置場所を常に把握できて

いるよう周知徹底を図っている。また、｢緊急地震速報｣システムを導入しており、㈱NTT コ

ミュニケーションズのシステムを利用して、本学で震度 5 弱以上の地震が予測された場合、

地震が到達する数秒前にキャンパス内の全館一斉に緊急放送を流すようにしている。加え

て、消防訓練と同様に、毎年、防災訓練として緊急地震速報を授業時に試験的に流し、教職

員が学生に、身を守る行動の指示や避難場所へ誘導する訓練を実施し、非常時に備えてい

る。そして、災害時にこれらが十全に機能するよう、ホームページに「安全への取り組み」

および「地震発生時の初動マニュアル」を掲載し、学生や教員への周知に努めている。 

省エネについては、昭和 59 年より、冷暖房の熱源を冷温水発生機に取り替え、燃料も灯

油からガスへ切り替える等、大気汚染防止やゴミ問題等の最新の知見を取り入れ、地球環

境保護に努めるとともに、ホームページに「環境への取り組み」を掲載し、ノーレジ袋キャ

ンペーンやライトダウンキャンペーン、COOL BIZ 、WARM BIZ などの取り組みを通じ、学生

や教職員に対して、省エネや環境問題に対する理解と協力に努めている。また、パソコン

や周辺機器等の省エネモードを積極的に取り入れる等、エネルギーの削減を図っているほ

か、リサイクル品の利用を促進している。 

学内の各施設においては、24 時間監視により、無理・無駄・ムラのない省エネルギー運

転を実現できている。平成 27 年 1 月実施の経済産業省｢省エネルギー現地調査｣において

は、総合評価で｢97．0 点(100 点満点)｣を獲得し、本学全体で省エネ活動に積極的に取り組

んでいる姿勢が高く評価された。 

校舎内の害虫駆除については、定期的に専門業者による検査・薬剤散布を実施している。

また、新型インフルエンザ流行時には、対策本部を設置し、対策本部長の下、ホームページ

やメールを通じ学生および教員に注意を促し、学内への入構を制限するとともに、指定し
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た出入口に事務職員を配置することにより、来学者に消毒ボトルでの手指消毒を徹底する

等、感染拡大防止に努める体制を確立している。 

図書館の施設設備・備品は、「経理規程」に準じて適切に維持管理されている。図書館内

の消防用設備の点検は、年 2 回実施し、火災・地震等の総合的な災害対策については、定

期的に避難訓練を実施している。その他の地震対策としては、2 階・3 階閲覧室および地下

1 階の固定式書架には転倒・倒壊防止のための固定式バーを設置して安全性の確保に努め

ている。地下 1階・2 階に設置された電動書架は、地震への対応を考慮して強度が高いもの

を設置している。防犯対策として、また、館内の施設設備等の維持管理のために図書館員

による 1 日 3 回の館内巡回を行っている。 

コンピュータシステムのセキュリティ対策については、ファイアウォールの設置、PC 環境

復元、ネットワークドメインの分化、ログイン ID とパスワード、ウィルス対策、システムア

ップデート、PC ローカルへのファイル保存不可措置、USB ドライブ使用不可、操作履歴追跡措

置、ファイルの暗号化等の措置を講じ、24時間監視体制の下、安全かつ安定した運用を行っ

ている。また、情報漏えい防止のため、事務用ネットワークに保存されているファイルを自動

暗号化し、万が一流出した際に読み取られないように暗号化システムを導入している。ただ、

学内への個人持込 PC において、各個人がインストールしているウィルス対策しか対策方法が

なく、ウィルス対策ソフトのインストールの有無や有効期限切れ等のチェックが不十分である

ため、今後、セキュリティ対策を強化する。 

携帯電話やスマートフォンを活用した学生向け情報発信システム｢OGUS｣では、学生自身

のスケジュールを登録し履修科目の時間割と連動して休講情報を確認でき、関係部署から

の連絡・通達などの受信を行えるほか、部活動やサークル活動などによる施設利用予約が

可能となっている。また、OGUNET に接続すると学生・教員ともに個人専用ネットワークド

ライブが利用できるファイルサーバを整備している。 

学生の履修登録に際しては、学内・学外から利用できる Web 履修システムを整備し、登

録手続きの利便性を図っている。 

学外とのインターネット接続回線は、1Gbps による増強や、ブロードバンド普及に対応し

た学外から学内システムにアクセスできる VPN サービスの開始、ビデオ会議システムの整

備等、社会の情報化進展を見極めつつ、学生の学習やキャンパスライフを支援する環境の

整備に努めている。なお、上述の各システムは、教員、学生それぞれの専用ポータルサイト

から利用可能である。 

講義科目を行うほとんどの教室にはプロジェクタを設置し、学生の理解度と講義効率の

向上を図っている。コンピュータ教室以外の教室においても情報コンセントを設置し、コ

ンピュータを使っての教材提示、インターネットへの接続が可能となっている 

CALL 教室は従来型の専用ハードウェアからコンピュータによるソフトウェア制御による

設備にして多用途で利用できるようにしている。 

学生のコンピュータ・リテラシー学習に特化した施設としては、MELOP(Media Laboratory 

Of Phoenix)がある。MELOP では 47台のコンピュータを設置し、インストラクターが常駐し

て随時情報系講習会を実施しており、特にモチベーションの高い学生の創造性とスキルア

ップを支援している。 
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その他、ラウンジ、図書館、MELOP にも情報コンセントが設置され学生自身の持込パソコ

ンによる学習を可能にして、かつ認証しなければ接続できないようにセキュリティにも配

慮している。 

コンピュータ室、CALL 教室、コンピュータ自習室等の学生用コンピュータ、サーバ、LAN

の維持・整備は、庶務課（ITセンター）が担い、維持・整備に努めている。 

図書館については、図書館システム(OPAC)の整備により図書検索の利便性を向上し、LMS

の｢OGU-Caddie｣全学的導入により統一した教学ツールを活用した講義、学習管理が行える

ようになっている。 

教育研究補助としては、専門スタッフが常駐するヘルプデスクを設け、質問対応や学内

システムの対応など教員へのフォローを行い、教員が教育研究に専念できるような体制を

整えている。また、教員が自由に使用できるコンピュータ、プリンタ、スキャナ、製本機等

を配備している。 

学内ネットワークのセキュリティについては、ファイアウォールをはじめ、ウィルス対

策サーバ、メールフィルタシステムを設置することにより、24時間監視体制の下、安全か

つ安定した運用を旨としている。 

ICT を活用したアクティブラーニングを推進する方策として、学内無線 LAN 環境の整備

を進める。具体的には、キャンパスを地区ごとに分けて平成 29 年度より 3年計画で学内無

線 LAN を施設する。まず、平成 29 年度には 2 号館の無線 LAN 環境を整備する。 

本学では、定員の未充足により資金収支及び事業活動収支は支出超過の状態が続いてい

る。また、法人全体においても、全体の予算のウェイトが高い大学部門が定員を充足でき

ていないことに起因し、支出超過を計上している。 

学校法人全体の財政状態は借入金ゼロの状態であり、ストックの面では安定している。 

退職給与引当金については、公益財団法人私立大学退職金財団の制度に加入しており、

期末要支給額の 100％を計上している。 

資産の管理・運用は、「資産運用規程」にて適切に行っている。 

教育研究経費比率は、日本私立学校振興・共済事業団の全国平均値を大きく上回ってい

るため、今後においては 30％台で運営できる体制を構築していく。 

教育研究用の施設設備においては、併設する大阪学院大学の施設を共用（費用は按分負

担）することにより先進の環境を最大限に活用するとともに、図書等の学習資源において

も「個人教育研究費取扱規程」に基づき支給を行う等、資金配分は適切である。 

なお、本法人は、日本私立学校振興・共済事業団の支援のもと『学校法人大阪学院大学 

経営改善計画（平成 28～32 年度）』を策定し、教育研究活動におけるキャッシュフロー黒

字化の一年でも早い達成を目標として、改善に向けて取り組んでいる。 

支出面においては、教育研究経費および管理経費の削減を徹底し、外部委託業者との契

約内容を見直し、保守清掃費等の大幅な削減を継続して実施している。人件費においても、

教育職員の業務内容を精査し、任期付教員や教育嘱託等、雇用形態の多様化を進めるとと

もに、事務局業務の効率化・合理化の一環として、業務委託へと切り替える等、抑制に努め

ている。 

財政上の安定を確保するためには、教職員が危機意識を共有することが求められる。人

件費・経費削減等の取り組みに際しても、全教員が現状を十分に理解した上で協力体制を
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維持するとともに、定員の確保に向け、常に社会のニーズや動向を的確に把握し、改革に

向けて取り組んでいる。 

なお、財務の早期改善には、学納金収入以外での収入確保が有効であることから、本法

人では、外部資金を獲得する方策として、平成 12年度以降、日本私立学校振興・共済事業

団による受配者指定寄付金制度を利用した寄付を募集しており、集めた寄付金は学校独自

の給付型奨学金として学生へ給付を行っている。また、さらなる寄付金の獲得を図るため、

平成 27 年 4 月より新たに個人を対象としたインターネット募金も導入している。 

今後、教育研究等に支障を及ぼさないことを前提に、利便性追求、管理運営効率化・適正

化等を図る観点から、分散しているグラウンド施設を集約する計画を進める。加えて、全

国平均の経費比率を目標に、本学の持続的発展を支える強固な財政基盤を確立するため、

これまで以上に経費削減や既存事業の見直しを図るとともに、新規事業による財源捻出を

徹底する。学校経営や財政状況に関する教員の理解の促進に引き続き努めるとともに、平

成 29 年度から、遊休不動産を活用した収益事業を行う等、学納金以外での財源確保を図り、

中・長期計画や次年度予算に反映させるものとする。 

 

[テーマ 基準Ⅲ-Ａ 人的資源] 

[区分 基準Ⅲ‐A‐1 学科の教育課程編成・実施の方針に基づいて教員組織を整備してい

る。] 

■基準Ⅲ-A-1 の自己点検・評価 

(a) 現 状 

本学の教員組織は、ホームページで公表している次の「求める教員像および教員組織の

編制方針」〈提 6〉をはじめ、「就業規則」、｢職員任免規則｣、「専任教育職員任用基準」およ

び「専任教育職員任用基準の解釈について」〈備 111(3.88)〉に則り、｢専任教育職員の任用お

よび昇任の手続きに関する内規｣〈備 111(89)〉に定める手順を経ることを基本に編成（採用

および昇任）している。 

 

求める教員像および教員組織の編制方針 

本学は、建学の精神を重んじ、優れた人格と高度な学識を備え、学生一人ひとりの個性

と能力を伸ばす指導力に秀で、且つその維持・向上に日々勤しむとともに、組織の教育目

標達成に向けて相互に協力できる人物を教育職員として任用する。また、教育職員の配置

については、その専門性および教育研究業績に基づき、各教育研究組織が定める方針の具

現化に適する者をもって充てることとする。 

 

平成 29 年 5 月 1日現在、学科の専任教員は 9名で、設置基準に定める必要教員数を充足

している。職位（年齢分布）については、教授 7 名（40 歳代：3 名、60 歳代：4 名）、准教

授 2名（50歳代と 60 歳代で各 1 名）であり、平均年齢は 57 歳、男女比率は 4：5 である。

また、同日の在籍学生数は 63 名で、専任教員 1 人当たりの学生数は 7.0 人となっている。  

専任教員の職位については、上述の基準等に則り、厳正に資格審査を行っており、真正

な学位、教育実績、研究業績、制作物発表、その他の経歴等、設置基準の規定を充足してい
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る。また、非常勤講師を委嘱する際も、「非常勤講師委嘱に関する申し合わせ事項」〈備 111(98)〉

に基づき、教授会等で厳正に資格審査を行ったうえ任用している。 

教員の担当科目配置については、「教育課程編成・実施の方針」に基づき、それぞれの専

門領域および教育研究業績等を勘案して行っている。学科の主要科目たる必修科目につい

ては、専任教員を充てることを原則としているが、キャリア教育の一部や情報処理に関し

ては、目下、併設大学の専任教員や非常勤講師に依存している。 

補助教員は配置していないが、個々の授業科目の特性に応じ、ゲストスピーカーを招聘

したり（総合基礎ゼミナールにおける茶道等）、実習インストラクター（情報処理）や事務

局スタッフが必要に応じてサポートしたりしている。 

教員組織の適切性については、毎年度の自己点検・評価において、全学評価委員会が定

める実施要領の下、個別評価委員会(経営関係自己点検・評価委員会)が主となり、事務局

(庶務課)を通じ、学科長と緊密に連携を図りつつ、設置基準に定める必要教員数や「教育

課程編成・実施の方針」と適合しているかといった点を検証している。 

 

(b) 課 題 

教員組織については、明確に定められた方針および基準に則り、適切に教員の採用や昇

格を行っており、設置基準に定める必要教員数も充足できている。ただし、専任教員の年

齢層は、やや特定の範囲への偏りが見られるため、引き続き改善に向けた取組みが求めら

れる。 

 

［ 区分 基準Ⅲ-A-2 専任教員は、学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づい

て教育研究活動を行っている。］ 

■基準Ⅲ-A-2 の自己点検・評価 

(a) 現 状 

専任教員の研究活動は、「教育課程編成・実施の方針」の下、各自が担当する授業科目の

内容の改善に資するよう、個人或いは共同での研究・調査のほか、それぞれの専門領域に

関わる学内外の学会に所属し、他の研究者との交流や意見交換、研究発表、学会誌への投

稿等を行うことが中心となっている。 

専任教員個々の研究活動状況については、毎年度、教育・研究業績を庶務課人事係へ提

出することとしており、これを基に、ホームページ（教員紹介）において、取得学位、略

歴、所属学会等とともに広く公表・更新している。〈備 59〉 

教員の研究活動を促進するため、併設大学の専任教員と合同で構成する学内学会を設け

ている。学内学会は、商・経営学会、経済学会、法学会、外国語学会、国際学会および人文

自然学会の 6 つに分かれており、専任教員は全員、原則としていずれか一つの学会に所属

しなければならない。自身の専門分野に応じ選択し、各学会の役員会の承認を得て入会す

ることとなっている。学会は、年 2 回機関誌(論集)を刊行するとともに、研究会を適宜開

催することにより、構成員の研究発表の機会を確保し、その他の構成員との研究交流を図

っている。この研究会における発表と、機関誌への掲載を条件に、研究発表奨励費を発表

者へ支給している。学外での学会発表については、個人教育研究費とは別に、学会の規模
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に応じ、奨励金を発表者へ支給している。このほか、併設大学通信教育部学生向けに毎月

発刊している｢大阪学院大学通信｣への寄稿も可能である。〈備 61.62.63.64.65.66.67〉 

科学研究費補助金をはじめとする外部研究費等の獲得については、担当事務局の庶務課

が、毎年度、説明会を開催するほか、研究活動に関する相談や他の教員との情報共有およ

び研究協力を促進するアドバイスを行っている。教員専用ホームページには、本学教員の

獲得実績（研究課題等）を年度ごとに一覧表示し閲覧に供している。なお、学科専任教員

は、平成 25 年度より毎年、1 件ずつではあるが、科学研究費補助金に採択されている。〈備

70・研究活動〉 

専任教員の研究費については、｢個人教育研究費取扱規程｣に基づき運用しており、図書

費、学会出張費および一般教育研究費で構成している。〈備 111(62)〉それぞれ職域により、

予算化されているが、前年度の 12 月末日までに変更申請をすれば、一般教育研究費から図

書費・学会出張費への流用を認めている。ただし、申請後、当該年度内での変更は認めてい

ない。その運用制度は、各教員が必要に応じて国内外の学会・シンポジウム・フォーラム等

へ出席するための旅費・参加費、学術研究に関する各種会合費、研究図書、消耗品、機器備

品等の購入費、通信費、謝金、印刷・製本費等の補助費、学生の教育に係る費用(ゼミナー

ル等での補助教材費等)、課外活動に係る顧問旅費等に使用できるようになっている。 

研究活動における不正防止の取組みとしては、｢研究活動における不正防止および不正行

為への対応に関する規程｣を制定し、これを公式ホームページに掲載することにより周知を

図っている。〈備 68.69.70・研究活動〉規程では、不正行為または疑義がある場合の通報窓口(庶

務課)を明記するとともに、統括責任者である事務局長が｢研究活動の不正行為に係る調査

委員会｣を設置し、速やかに事実関係を調査する旨を定めている。調査委員会の構成員につ

いては、統括責任者、不正行為または疑義がある研究者等が所属する部局等の長、学外有

識者(委員総数の半数以上とする)、統括責任者が構成員として必要と認めた者としている。

また、公的研究費の不正使用防止の取組みとして、｢公的研究費取扱いに関する規程｣およ

び「公的研究費の不正使用に係る調査等に関する規程」を制定し、これらを公式ホームペ

ージに掲載することにより周知を図っている。不正使用または疑義がある場合の通報窓口

(庶務課)を明記するとともに、最高管理責任者(学長)が「公的研究費の不正使用に係る調

査委員会」を設置し、速やかに事実関係を調査する旨を定めている。調査委員会の構成員

については、統括管理責任者(事務局長)、コンプライアンス推進責任者(庶務課長)、被通

報者が所属する部局等の長、会計監査人、最高管理責任者が構成員として必要と認めた者

としている。 

専任教員の研究専念時間を確保する取組みとしては、週あたりの責任授業時間数を 10 時

間（5 コマ）と定めるとともに、授業に係る出講を概ね週 3 日となるよう努めている。一定

期間の校務を免除し研究活動に専念できる特別研究制度や海外留学制度に関する規程を設

け制度化しているが、近年は適用していない。〈備 111(63.50.51)〉 

また、専任教員には、1 人につき 1 室の個人研究室(平均 22．5 ㎡)を供与するとともに、

室内には必要な備品を揃えている。専任教員の研究室は、概ね専用フロアに集中配置する

ことにより静謐な研究環境を確保するとともに、教員間の往来や学生のオフィスアワーに

配慮している。 
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FD 活動の推進については、全学的な FD を「教育開発支援センター規程」に基づき同セン

ターが担う一方、学科固有の FD組織が明確でなかった現状（教授会後に行う学科連絡会議

内で FD 活動を行っていた。）を改め、平成 29 年度より「FD 活動に関する申し合わせ事項」

を定め、学科内に「FD 推進部会」を設置する。 

教育開発支援センターによる全学 FD 活動としては、専任教員に着任したばかりの者を対

象とする新任教員研修が挙げられる。この研修では、学科長はじめ、教務部長や教学関係

事務局所属長の協力により、教育研究および管理運営業務に関する説明を行うとともに、

事前に課すレポートや担当授業の参観結果等に基づき意見交換することにより、早期に専

任としての職責の重要性を自覚できるよう促している。このほか、全教員を対象として、

FSD 講演会(FSD とは、Faculty & Staff Development の略)を随時開催し、ハラスメント防

止や発達障がい学生への対応といったテーマを取り上げ、教員に不可欠な素養や知見の獲

得を支援している。また、FSD ワークショップとして、教員が、専ら管理運営を担う事務職

員とともに、本学が直面する喫緊の課題について、同じテーブルで討議を行い、その解決

策を探る機会を設けている。一連の FD活動の実績は、毎年度発行の｢FSD活動報告書｣に蓄

積しているほか、行事欠席者のために内容を収録した DVD を用意する等の配慮を行ってい

る。〈備 49.50.51.53.54.55.56〉 

専任教員と事務局各部署との連携については、学習成果を向上させるため、上述の教育

開発支援センターと連携した各種 FD 活動のほか、「教育課程編成・実施の方針」に基づく

授業の実践や、学生の出席状況の把握と問題がある学生への対応に関連して教務課と連携

して指導に当たっている。また、学生・教員間の親睦を深める各種イベントの開催や、心身

に問題を抱える学生については、学生課、学生相談センターと連携し対処している。さら

に、インターンシップやキャリア教育を進めるうえでのキャリアセンターとの連携や、資

格取得に関するエクステンションセンターとの連絡等（図書館や国際センターを含め）、課

題ごとにそれぞれの専門部局とタイアップし、対応している。 

 

(b) 課 題 

教員の資質向上を図る取組みを行ってきたが、個々の活動等を評価する仕組みが十分構

築されていないため、教員の研究活動の活性化を図る新たな施策を考案する必要がある。 

 また、学科の教学運営に支障を来さないことに留意しつつ、教員が研究活動に専念でき

る期間（サバティカル）の確保についても検討を要する。 

 

［ 区分 基準Ⅲ-A-3 学習成果を向上させるための事務組織を整備している。］ 

■基準Ⅲ-A-3 の自己点検・評価 

(a) 現 状 

本学の事務組織は併設大学と一体化しており、学長の下に配置している大学事務局長(法

人事務局長と兼務している。)が、全ての事務組織および事務職員を統括することとしてお

り、その実務は専ら大学事務局長直属の大学事務長（短期大学部事務長。以下「事務長」と

いう。）が担っている。事務長は、所管の 13 部署を管理するとともに、部署間の連携や全

学横断的な機能の促進を図ることを職務とし、必要に応じ法人内の他の事業所の事務部門
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長との調整を担う。また、IR推進室については、学長直属の組織であるため、他の部署と

は異なる位置づけをしているが、所属する事務職員の管理は事務長が担っている。 

 

 

                 図 ⅢA-3  事務組織図 

 

また、業務効率を追求した組織の改編を柔軟に行っており、例えば、嘗ての広報課や IT

センターを庶務課に吸収合併したり、庶務課が担っていた語学教育研究所関連業務を国際

センターに移管したという事例もある。各部署には事務室が設けられ、事務処理に必要な

情報機器およびネットワークを整備しており、業務に必要な備品等を整備している。事務

職員は、職務を遂行するに必要な基礎的な能力に加え、業務内容に応じて、キャリアカウ

ンセラーや図書館司書、第１種衛生管理者等の専門的な資格を有している。部署ごとの事

務職員配置については、主として事務長が、各所属長の意見を聴取し、事務機能の効率化、

業務内容の多様化、今後の改善の方向性といった点も総合的に勘案し、適切に行っている。

業務の専門性等に応じ、専任以外の事務職員の配置や、外部業者への委託等も適宜実施し

ている。なお、法人全体の適正配置の必要性から、法人内の他の事業所の長と調整したう

え、大学以外の事業所に配置転換する(大学以外の事業所から大学に配置転換することを含

む。)場合もある。 

事務職員の新規採用については、「職員任免規則」に定める任用基準に従い、原則毎年 1

回、法人全体として行うこととしている。〈備 111(3)〉 

事務職員の昇格については、「職員任免規則」の定めるところにより、原則毎年 1 回、個々

の事務職員の業務実績、職務遂行能力、勤務姿勢・態度(行動特性)、経験年数等を総合的に

勘案し、実施している。 

SD 活動については、事務職員の人事を担当する庶務課と全学的な FD 推進を担う教育開

発支援センターが中心となって策定した｢SD 計画基本構想｣において、これから求める職員

像を｢常に組織の方針(ミッション)を理解し、自らの役割を自覚して行動でき、そのために

自ら課題を設定し、実現していくことができる職員｣と定義し、理念・目的の具現化に必要

な資質を有する事務職員の育成を目指している。この構想に基づき、本学では、各種研修

(階層別、目的別)を次のとおり順次実施している。 
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・新入事務職員研修 

学舎(諸施設)見学、本学の沿革・概要に関する説明、ビジネスマナー研修、各部署の業務

内容説明、入学式応援、各部署での実習等を通じ、奉職間もない事務職員に基本姿勢を学

ばせている。 

・フォローアップ研修 

主として奉職 1～2 年目の事務職員を対象に、｢自身の仕事を振り返り、改善点を考え、

互いに共有する｣、｢目標設定を行い、モチベーションを高める｣、｢ストレスに気づき、自

分で対処できるようになる｣ことを目的に実施している。 

・学院島臨海研修所研修 

合宿形式により、ディスカッション、レクリエーション等を通じ、本学の特色の一つであ

る学院島を体感するとともに、事務職員同士の親睦を深め、自己および相互の理解を図

っている。 

・応急手当講習会 

吹田市消防本部南消防署に所属する救急隊員の協力を得て、応急手当と救命処置に加え、

心肺停止状態の患者に対して心肺蘇生法を実行(胸骨圧迫と人工呼吸)するとともに、AED

を使用する救命処置を習得している。 

・マネジメント研修 

主に課長代理職以上の事務職員を対象として、｢リーダーシップと統率力の強化｣、｢部下

指導力ならびにマネジメント力の向上｣を目的に開催している。管理職全員がキーマンで

ある自覚を持ち、建学の精神に基づく理念・目的の共有とリーダーシップとマネジメン

トの実現について学ぶこととしている。 

・メンタリング研修 

奉職 5 年目から 10 年目の中堅事務職員を対象に、｢後輩職員の良き相談者として信頼関

係を築く｣、｢後輩職員との関わりを通して自身の成長に繋げる｣ことを目的として開催し

ている。メンターは、支持・命令をする上司とは違い、後輩職員と上司の間で良好な支援

関係を結ぶ潤滑油的な役割を担っている存在であること、また、メンティーに関わる上

で、姿勢はもとより、後輩に対する｢成長への思い｣が最も重要であることを学ぶ研修と

なっている。 

 

このほか、私立大学情報教育協会や私立大学連盟が実施する研修活動等に積極的に参加

し、その都度報告書を作成するとともに、全事務職員対象の報告会を開催することにより、

学内研修のみでは得られない知見を共有するよう図っている。また、平成 22 年から約 3年

間にわたり、本学が直面する諸課題の克服に向け、個々の事務職員が所属部署を横断して

複数のプロジェクトチーム(夢の大学プロジェクト)を結成することを奨励するとともに、

その活動成果の共有に努めた。その後、所謂｢大学教育の質的転換答申｣(平成 24 年 8 月)

や、｢私立大学等改革総合支援事業｣(平成 25 年度以後)により、教学改革への事務職員の積

極的関与が当然視される中、本学では、それまで事務部署間の連絡・周知の機会に過ぎな

かった｢所属長会議｣(事務長主宰で、月 2 回程度開催される、各部署の所属長が全員出席す

る会議)が、各部署における改善方策の進捗を管理する、或いは新規創造業務を検討すると
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いう場に変貌しつつある。そして、こうした状況変化に応じ、平成 27 年度第 1 回 SD 講演

会では、質的転換答申をテーマに、他大学および本学の取組みの共有を図った。 

 

平成 28年度後期からは、事務職員の適正な業務評価を推進するため、学校法人に勤務す

る課長職以下の専任事務職員について、資質・能力・成果等を一定期間(半年)ごとに評価

する仕組み(事務職員の定期的到達度測定)を導入している。所定の測定基準シート(役職者

用と非役職者用に区分)により、一人の事務職員につき、原則として職階の異なる複数名の

上司が評価し、結果を集約してその後の人事政策に活用するというものである。評価を受

ける事務職員にとっては、自身の強みや改善点をより客観的に認識でき、到達すべき目標

が明確化し、一層の勤労意欲の向上はもとより、専門性や高度な技能を進んで修得する動

機づけとなるメリットを見込んでいる。一方、評価を下す職員にとっては、役職(管理)者

としての重みと責任感をより強く自覚し、組織統率力や公正な評価技量を身につけること

が必然となる。事務局全体としては、こうした評価制度の浸透と、制度を支えるための効

果的な SD 企画を一体として講じることにより、人材育成の効率化を図るとともに、既存の

事務組織が、一人ひとりの強みを活かしつつ、今後も絶え間なく続く大学改革を着実に牽

引し得る強靭な運営組織へと進化することを目指す。 

なお、新制度導入に伴う困惑や混乱が極力生じないよう、十分な説明と理解促進に努め

るとともに、評価の精度を上げるために、評価プロセスに｢面談｣を組み込んでいる。具体

的には、評価を受ける者が、自身を評価したうえで、実際の評価を下す複数名の上司とそ

れぞれ個別に面談(第一次面談を経た後に第二次面談を行う。)することにより、双方の認

識ギャップを正確に把握するとともに、相互理解に向けた努力を促している。 

 

防災対策としては、｢学校法人大阪学院大学 消防計画｣に基づき、岸辺キャンパスにお

いては、庶務課長を本部隊隊長とする自衛消防隊組織を組織している。全事務職員には役

割が与えられ、本部隊には隊長、指揮・通報連絡班、初期消火班、避難誘導班、救出救護

班、設備監視班、重要物搬出班を設け、地区ごとに隊長、通報連絡班、初期消火班、避難誘

導班、救出救護班を設け、担当者ごとにその役割を明確にしている。毎年、災害発生時にお

ける防災対応能力を高めるため、火災を想定した避難訓練の他、大規模地震の発生を想定

した避難訓練や、｢緊急地震速報｣の放送テストを実施し、災害時にこれらが十全に機能す

るよう、学生や教職員への周知にも努めている。 

情報セキュリティ対策は、「大阪学院大学・大阪学院大学短期大学部の事務情報システム運

用基本方針、運用基本規程及び運用・管理規程」に基づいて、事務情報システム総括責任者

(事務長)を置き、学内の情報セキュリティ確保に努めている。〈備 78.79.80〉 

コンピュータ及び学内 LAN については、庶務課（ITセンター）が「OGUNET 利用規程」に基

づいて、学内にファイアウォール、プロキシサーバーなどを設置してセキュリティ管理に努め

ている。 
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(b) 課 題 

個々の事務職員の配置や業務評価の改善に繋げるべく、近年スタートした定期的到達度

測定の結果を検証するとともに、個々の職員のキャリアパスの構築、企画力・コミュニケ

ーション力の向上、SD 活動等とも関連させるよう図らねばならない。 

 

［ 区分 基準Ⅲ-A-4 人事管理が適切に行われている。］ 

■基準Ⅲ-A-4 の自己点検・評価 

(a) 現 状 

教職員の就業に関する事項は「就業規則」に定め、これに基づき運用しており、採用時に

全員に配付することにより周知を図っている。 

このほか、教員の人事管理については、「専任教育職員任用基準」、｢専任教育職員任用基

準の解釈について｣および｢専任教育職員の任用および昇任の手続きに関する内規｣に基づ

いて行っている。〈備 111(2.3.88.89) 特に、専任教員の昇任については、年 1 回、准教授以

下の者を対象とし、｢専任教育職員任用基準｣に則り、現職就任以降の教育研究業績等を勘

案して、｢専任教育職員の任用および昇任の手続きに関する内規｣に定める手順を経ること

としている。 

 

(b) 課 題 

関係法令の改正等に伴い、人事管理に関わる学内諸規程の見直しを要する場合は、所定

の手続きを経るとともに、教職員に速やかに周知しており、現在のところ、特段の課題は

見受けられない。 

 

■テーマ 基準Ⅲ-Ａ 人的資源の改善計画 

これまで専ら教員個々の自主申告のみに委ねていた活動成果について、今後の資質向上策の

検討にも繋げるべく、平成 29 年度から、大学全体(事務局：庶務課)の管理の下、統一様式を

整備し、原則として全ての専任教員を対象に、一定期間(一年間)ごとに確認する仕組みを導入

する。様式は、｢教育｣、｢研究｣および｢その他(社会貢献等－管理運営を含む－)｣の 3 区分と

し、それぞれについて、年度開始当初の計画と、年度終了時の最終結果(計画の履行状況)とを

対比・検証できるようにする。これにより、各教員は、自身が立案した計画の進捗を自ら確認

するとともに、本学にこれを報告(提出)する。本学は、個々の教員について、年間の諸活動の

｢結果｣だけでなく、｢計画｣段階の内容をも把握することにより、その資質や課題をさらに的確

に捉えることができ、その後の人事政策や効果的な支援策を進めるうえでメリットとなる。

〈備 81〉 

また、教員に係る一定の研究専念期間を確保する方策の一つとして、4 学期制を活用し

た、ターム（クォーター）単位のサバティカルについて検討を進める。 

SD 活動については、今後、専用サイトを構築することにより、事務職員の自主研修を支

援する IT 環境を充実させる。 

加えて、SD の義務化を受け、教育開発支援センターの専門部会「SD 義務化検討ワークグ

ループ」が、現行の「SD 計画基本構想」の見直しを図るとともに、教育プログラムを点検・

評価・改善する手法の研究をテーマにした中期計画を検討している。平成 29 年度において
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は、教育プログラムを評価するための「評価指標の開発」、「評価方法と手順」を学ぶワーク

ショップの開催、アンケート調査の分析の仕方やテキストマイニングについてのハンズオ

ン研修会につながる基礎的な「大学職員のための研修」を実施する。〈備 51〉 

 

▪備付資料 

49. 平成 26 年度 FSD 活動報告書 
50. 平成 27 年度 FSD 活動報告書 
51. 平成 28 年度 FD・SD 活動報告書 
52. 教育開発支援センター FD ジャーナル誌｢渺望｣Vol.10、Vol.11、Vol.12 
53. 平成 26 年度第 2 回 FSD 講演会｢LEI 英語プログラムとグローバル人材の育成について｣ 
54. 平成 28 年度第 1 回 FSD 講演会チラシ 
55. 平成 28 年度第 2 回 FSD 講演会チラシ 
56. 公式ホームページ 平成 29 年度からの「SD 義務化」に対する取り組みの経緯と「SD 推進活

動報告」サイト http://logos.osaka-gu.ac.jp/sd/index.html 
57. 教員個人調書 
58. 教育研究業績書 
59. 公式ホームページ 教員紹  http://www.osaka-gu.ac.jp/faculty/teacher/ogjc/index.html 
60. 非常勤教員一覧表［書式 3］ 
61. 人文自然論叢 
62. 商・経営学論集  
63. 経済論集 
64. 法学研究 
65. 外国語論集 
66. 国際学論集 
67．公式ホームページ 大阪学院大学学術機関リポジトリ（ogurepo）平成 27 年度～ 

https://ogu.repo.nii.ac.jp/ 
68. ロルロージュ 
69．公式ホームページ 研究    http://www.osaka-gu.ac.jp/research/index.html 
70. 教員用ホームページ WEB LOGOS    http://logos.osaka-gu.ac.jp/ 
71. 公式ホームページ 学生数・教員数 

http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/number.html 
72. 教員用ホームページ 外部資金（科研費等）採択状況 

http://logos.osaka-gu.ac.jp/gaibu_shikin/ 
73. 教員以外の専任職員の一覧表（氏名、職名） 
74. 2016 新入職員研修のしおり 
75. 平成 28 年度 オンデマンド研修他案内 
76. 通信教育教材「study maker」の推奨について 
77. 研修報告会開催案内 
78. 大阪学院大学・大阪学院大学短期大学部の事務情報システム運用基本方針 
79. 大阪学院大学・大阪学院大学短期大学部の事務情報システム運用基本規程 
80. 大阪学院大学・大阪学院大学短期大学部の事務情報システム運用・管理規程 
81. 専任教育職員の定期的到達度確認について 

 

[テーマＢ 基準Ⅲ-B 物的資源] 

[区分 基準Ⅲ-B-１ 学科の教育課程編成・実施の方針に基づいて校地、校舎、施設設 

備、その他の物的資源を整備、活用している。 

■基準Ⅲ-B-1 の自己点検・評価 

(a) 現 状 

本学は、併設の大阪学院大学と同一敷地内で多くの施設・設備を共有しており、次のと

おり方針を定め、教育研究環境の整備を進めている。なお、この方針は、ホームページに掲

載することにより、学内外に広く周知を図っている。 

 

 

 

http://logos.osaka-gu.ac.jp/sd/index.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/faculty/teacher/ogjc/index.html
https://ogu.repo.nii.ac.jp/
http://www.osaka-gu.ac.jp/research/index.html
http://logos.osaka-gu.ac.jp/
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/number.html
http://logos.osaka-gu.ac.jp/gaibu_shikin/
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学修環境・教育研究等環境整備方針 

 

安心安全かつ適切な教育研究環境を提供し、学術研究の進展、社会的要請の変化に応

じ、施設・設備の充実および有効活用を図り、さらに学生が学ぶ環境と生活する環境とを

融合させたアーバン・アクティビティの環境を創出する体制を適切に展開する。 

 

この方針の下で、校地・校舎・施設・設備に係る計画を順次進めるとともに、耐震診断・

耐震改修保守改修を含む施設設備整備を実施している。 

なお、本学は設置基準に定める校地・校舎面積を満たしている。(学生データ③校地等、④

校舎(P.17) 参照) 

 

キャンパスを勉学の場であるとともに、戸外での語らいや思索の場でもあるとの考えか

ら、自然環境に配慮した校舎の設計施工と維持管理を念頭において整備にあたっている。

建物内は、可能な限り学生ラウンジ等のゆとりの空間を設置し、造形美術品等を配置して、

情操豊かな学生の育成に資する環境づくりを心掛けている。校舎の配置は校地の外周に高

層棟を設置し、外部の騒音等を排除した静寂な環境づくりを目指している。また校地中央

部に大規模低層棟を設置し、圧迫感なく収容力の大きな建物を実現している。そして、こ

れら建物群をデッキやブリッジで繋ぐことで天候に左右されることなくスムーズな移動を

可能としている。また、建物間には出来得る限り樹木を植栽して森の空間を創出し、学生

にとって使いやすく癒しのある環境を提供している。 

日常のキャンパス内の施設・設備等の維持管理は事務局会計課が主に担当し、建物およ

びキャンパス全体の清掃、樹木植栽の手入れ、施設・設備の保守・点検・整備を専門業者に

委託して行っている。 

また、教育研究等環境に関する適切性については、毎年度実施する自己点検・評価にお

いて、全学評価委員会が定める実施要領の下、個別評価委員会が検証している。なお、施

設・設備等、教育研究等環境に関する全般については、経営関係自己点検・評価委員会が主

体となり、図書館、学術情報サービスについては、図書館自己点検・評価委員会が主体とな

っている。 

 

併設大学と一体化した本学は、大阪府吹田市の岸部キャンパス(約 12 万 4 千㎡)を中心

に、吹田市千里山、摂津市千里丘、茨木市大門寺および岡山県笠岡市差出島に校地を保有

し、総面積は、校地が 214,646 ㎡、校舎が 108,369 ㎡であり、大学設置基準の定める面積

(校地：59,650 ㎡、校舎：33,450 ㎡)を満たしている。 

岸部キャンパスは、都心である大阪市(JR 大阪駅、阪急梅田駅)から電車で約 10 分の駅

(JR 岸辺駅、阪急正雀駅)近くに立地しており(両駅から約 400m)、きわめて交通至便となっ

ている。その一方、周辺には安威川が流れ、古くからの閑静な住宅地で、文教の街でもあ

る。 

キャンパス内には建物が 16 棟あり、全て併設大学と共用している。 

主な施設・設備は、次のとおりとなっている。〈備 82.83.84〉 
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表ⅢB－1 施設・設備の概要 

施設・設備 概    要 

講義室・演習室 各教室は、授業科目の受講者数および授業内容、方法等に応じ適宜配当し
ている。このほか、70 インチビデオプロジェクタ、カセットテープデッ
キ、VHS ビデオデッキ、アナライザ回答機等を搭載している AV 教室を 2
室(それぞれ 50 席、75 席)と、ビジネス実習室(36 席)1 室を整備してい
る。 

教育施設 学習支援室 
(13 号館 2 階) 

大学での専門的な学習を着実に身につけるため、前
提となる基礎学力を強化する補習授業や個別指導を
行っている。また、学生の学習全般の相談にも応じ、
勉学が進むようアドバイスしている。 

I-ChatLounge 
(International 
Chat Lounge) 
〔13 号館 1 階〕 

常駐の専任スタッフ(ネイティブスピーカー)や留学
生と、日本語以外の言語で気軽に交流できるアット
ホームな場であるとともに、言語ゲームや季節イベ
ント他様々な異文化理解プログラムを提供すること
により、学生の国際的視野を広げ、語学力向上にも寄
与している。 

語学教育研究所
(LEI) 
〔2 号館 1 階〕 

語学教育における調査・研究等を行うとともに、その
成果を本学の語学教育に反映し、学生の語学能力お
よび実践的能力の向上を図ることを目的として、教
育プログラムの構築に当たるほか、FD、ワークショッ
プ、講演会、公開講座等を開催することにより、語学
教育に係る情報の発信・普及に努めている(資料 2-
18)。 

ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ
研究所 
(17 号館 5 階) 

ホスピタリティ業界における幅広い調査・研究を通
じ、社会に対しホスピタリティに関する情報発信を
行うとともに、本学でのホスピタリティ教育の向上
に努め、建学の精神である｢実践的な人材の育成｣を
図ることを目的として設立した(資料 2-13)。 

和室 
(1 号館 1 階) 

授業や課外活動(茶道部)等で使用している。 
 

模擬法廷 
(14 号館 2 階) 

講演会や課外活動(法律学研究会)等で使用してい
る。 

ホール 
(本館 7 階) 

330 席収容の多目的ホールとして、講演会、セミナー
等に活用している。 

学生相談センター 
(本館 4 階) 

学生生活や心身の健康、各種ハラスメント等に関わ
る問題について、専門のカウンセラーおよび専任ス
タッフによる相談を受け付ける場であり、性格テス
トを受けることもできる。 

短期大学部コミュ
ニティラウンジ 
(16号館地下 1階) 

短期大学部の学生専用のラウンジとして、学生間の
交流、語らいの場として設置しており、ロッカーも配
置している。 

体育・課外活動
施設 

グラウンド キャンパス近くに総面積約 14,300㎡のグラウンドが
あり、正課授業をはじめクラブ活動等で使用してい
る。 

体育館 
(9 号館) 

2 階建で、1 階にトレーニングルーム(ノーチラス製
のトレーニング機器)および卓球場、2 階にアリーナ
(バレー兼バスケットコート 2 面)および舞台(入学
式、学位授与式、岸辺祭等で使用する。)を備えてい
る。 

トレーニングセンター 

(20 号館) 
2 階建で、各種トレーニング機器を配備するととも
に、ミーティングルームを設けている。 

テニスコート キャンパス北側に位置し、ハードコート(デコターフ
使用)5 面で構成しており、夜間照明を完備している。 

弓道場 キャンパス南側に位置し、本格的な弓道場(和弓)と
して活用している。 

道場 
(12 号館) 

建物南端を武道棟とし、3 階を柔道場、4 階を剣道場
としている。 
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千里山グラウンド
他 

岸部キャンパスの北西に位置する吹田市千里山に、
硬式野球専用グラウンド、サッカー専用人工芝グラ
ウンド、テニスコートおよびソフトボール場がある。 
さらに、摂津市千里丘と茨木市大門寺にそれぞれグ
ラウンドがある。前者のグラウンドは、アメリカンフ
ットボール部とラグビー部の専用であるが、後者に
ついては、多目的グラウンドとして、課外活動だけで
なく、地元自治体や少年野球チーム等に開放するこ
とにより、地域の体育振興に協力している。 

厚生施設 ブックセンター
(紀伊國屋書店 )
〔13 号館〕 

教科書・参考書・専門書・一般書籍・雑誌を揃え、価
格は全て 1 割引で提供している。また、文房具や本
学オリジナルグッズ等も販売しており、多くの学生
が利用している。 

学生食堂 メインエントランスがある 12 号館に 2 つの食堂(合
計約 500 席)を設置し、バラエティ豊かな食事を提供
しており、営業時間以外にも寛ぎの場として使用で
きるよう、照明を点灯するとともに、各種飲料の自動
販売機も設置している。 
体育館 1 階の食堂(約 130 席)は、昼食時に軽食を提
供するとともに、パン・菓子・飲料等の自動販売機を
設置し、午後 11 時まで開放している。日曜日や祝日
も使用できることから、クラブ活動後の学生や、夜間
の授業を受講する大学院学生にとって、落ち着いて
休息し、仲間と語らう憩いの場となっている。 

フレッシュベーカ
リー・コンビニエ
ンスストア 
(12 号館) 

焼き立てのパンを提供するサンエトワールとコンビ
ニエンスストアのヤマザキスペシャルパートナーシ
ョップが入店(合計約 160 席)しており、昼食時間帯
には行列ができるほど利用率が高い。どちらもケー
キ・ドーナツ等のデザート類が充実しているため、女
子学生に特に人気がある。 

カフェテリア(13
号館) 

焼き立てパンをはじめ、種類豊富なドリンク、ソフト
クリーム等を提供している。授業の合間に本格的な
カフェタイムを味わえるため、多くの学生が利用し
ている。 

屋外施設 ギリシャの円形劇場を模した屋外集会場の｢サンク
ンプラザ｣や｢噴水広場｣、キャンパスに隣接した芝生
のオープンスペースに桜を主に植栽した｢OGU 広場｣
があり、学生が自由に語らえる空間を提供している。 
サンクンプラザや噴水広場は、昼食時によく利用さ
れている他、クラブ・サークルのパフォーマンス等も
行われ、学生相互の憩いの場となっている。 
また、芝生を敷き詰めた OGU 広場は、約 4,000 ㎡の
広さがあり、学生のみならず近隣住民の憩いの場と
もなっており、災害時には避難場所に指定している。 

クラブ部室(12 号
館) 

部室を 53 室、各自治会集会室を 3 室配置している
他、防音を施した音楽系クラブ用スタジオ、更衣室、
シャワー室、ランドリー室を設置している。 

その他 ATM(ゆうちょ銀行・三菱東京 UFJ 銀行)の他、それぞ
れの建物内各所に、学生が語らい休息できる場とし
てラウンジを設けている。いくつかのラウンジには、
インターネットを使用できる PC も設置している。 

その他 千里山セミナーハ
ウス 

千里山のグラウンドに隣接し、C3 階建で、収容人員
64 名の宿泊施設で、都心近くにありながら豊かな自
然に恵まれた場所で、ゼミナールや課外活動等に多
く使用している。 

学院島臨海研修所 岡山県笠岡市沖合にある、本学が所有する島(差出
島)の中腹には、研修施設(全 5 室)を設け、人事研修
をはじめ、ゼミナール単位での合宿やクラブ・サーク
ル活動、地元交流試合の宿泊拠点等として活用して
いる。島内には、古代の祭祀跡や古墳等がある。 
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本学の諸活動に関わる知識（学術情報）の収集・保存と共有・活用の仕組みを提供する図

書館は、併設大学との共有施設であり、平成 29 年 3 月 31 日現在の延床面積は 8,322 ㎡、

書架棚板延長は 43,778 メートル、座席数は 1,131 席、蔵書等の概要は、表ⅢB－1 のとおり

である。 

選書は、本学および併設大学の図書委員を中心に、教員と図書館職員が協力して、シラ

バスに沿った参考図書や授業関連図書、学術雑誌、DVD ビデオ資料等の視聴覚資料等を収集

して学生に提供している。さらに、学生用希望図書の購入を通じて学習支援を積極的に行

っている。図書リストや展示方法に工夫を凝らし、図書を身近な資料として感じられる環

境整備にも努めている。また、書架の配置やスペースを考慮して、利用頻度の少ない資料

は、図書館資料管理内規に基づき、廃棄している。 

教員に対しては、研究内容に即した資料を購入できるよう個人教育研究用図書費を個々

に配分している。〈備 85.86.87.88.89〉 

 

表ⅢB－2 蔵書数等の概要（平成 29 年 3 月 31 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：視聴覚資料のタイトル数を完全に把握できないため、個々の本数、枚数等の数を計上している。 

 

施設・設備面における障がい者への配慮について、本学は、｢大阪府福祉まちづくり条例｣

(平成 5 年 4 月 1 日施行)に基づき、これを遵守した整備計画を指針として作成し、定期報

 種類 冊数等 

蔵書数  和書 770,986 冊 

洋書 350,871 冊 

計 1,121,857 冊 

年間受入数 図書 10,125 冊 

雑誌 2,322 種 

視聴覚資料 104 種 

学術雑誌種数 和雑誌 2,598 種 

洋雑誌 1,111 種 

計 3,709 種 

視聴覚資料数 カセットテープ(CD を含む) 9,120 本 

ビデオテープ（DVD を含む） 6,980 本 

マイクロフィルム 13,658 リール 

マイクロフィッシュ 13,171 シート 

CD-ROM（DVD-ROM を含む） 3,483 枚 

計 46,412 点 

AV 設備 VHSDVD 視聴用機器 5 台 

パソコン OPAC 検索用 10 台 

外部データベース用 3 台 

CD-ROM・DVD-ROM/単体仕様用 2 台 

貸出ノートパソコン 20 台 
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告を行うとともに、順次バリアフリー化等の整備を進めている。具体的には、階段箇所の

スロープ設置、案内板の点字表示、障がい者対応トイレの設置等を行っている。 

また、実際に身体に障がいのある学生を受け入れる際に、入学前に当該学生とともに学

舎内で不便が生じる箇所を確認し、スロープの増設や教室への専用机の設置等を行ってい

る。学生が不便を感じる場合は、事務局学生課が窓口になり、直ちに状況を把握し、関連部

署と連絡・調整のうえ、迅速に対応する体制を整備している。 

 

(b) 課 題 

本学が、昭和 50 年から順次校舎の建替えを中心に実施してきたキャンパス整備事業は、

｢大阪学院大学キャンパス計画｣として昭和 58 年に日本造園学会賞を受賞するとともに、昭

和 59 年度のリクルート社の満足度アンケートで日本の大学校舎ベスト 1 に選ばれた。この

マスタープランに従い、段階的な整備を行い｢きれいな大学｣というイメージをこれまで定

着させてきたことは、本学の大きな特色であり、絶えず清潔で快適な学修環境を引き続き

維持できるよう、今後とも明確化された方針に基づき、教育研究等環境を適切に整備し、

校地・校舎・施設・設備のいずれも、学生や教員の諸活動に支障を来さないよう保守点検・

改修等に努めなければならない。 

図書館の利用促進を図るため、教員の推薦図書を展示して、館内の施設とすべての資料

を有効に活用できる環境を整備しているが、図書館の資料収集に関して、本学科の授業と

教育課程の編成に基づいた図書の収集が適切に行われているか、また、利用者が資料を利

用しやすいように配慮されているかどうか、随時検証する。 

 

[区分 基準Ⅲ-B-2 施設・設備の維持管理を適切に行っている。] 

■基準Ⅲ-B-2 の自己点検・評価 

(a) 現 状 

施設・設備の維持管理は、事務局会計課が、法人事務局と連携しつつ担っている。ただ、

実際の維持・管理にあたっては、専門の外部業者に委託している。日々の維持・管理状況

は、会計課に報告されており、問題発生時には迅速に対応できる連絡体制を確立している。 

また、会計課と庶務課(渉外係)は、毎月、委託業者と定例会議を開催することにより、施

設・設備に関する状況の把握に努めている。 

13号館地下には中央監視室を設置し、学内の施設稼働を全てコンピュータで集中制御し、

安全を確保している。中央監視室は、キャンパス全ての施設設備の故障・事故警報、監視お

よびビテオテープへの記録、運転状況の確認・記録するシステムが整備されており、緊急

時には即座に対応している。 

   

施設・設備の保守・点検については、消防法による消防用設備点検(年 2 回)、ビル管法

による受水槽・高架水槽定期清掃(年 1 回)・水質検査(年 2 回)、汚水槽・雑排水槽・グリ

ストラップ等清掃(年 2 回)、ねずみ・昆虫防除(年 2回)、O-157 全館消毒(年 2回)、空気環

境測定(2 か月毎 1 回)、建築基準法によるエレベータ・エスカレータ法定点検(年 1 回)・定

期点検(毎月)、同法による外壁の全面打診調査(各棟 10年毎 1 回)、電気事業法による電気
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工作物精密点検(2 年若しくは 3 年毎 1 回)、その他法定作業等、遅滞なく定期的に実施し、

速やかに所管官庁へ報告している。 

警備については、休日も含め 24時間構内に警備員を常駐配置し、夜間は巡回警備してい

る他、各入場ゲートには防犯カメラを設置している。また、学舎の一部にカードゲートに

よる入室管理システムを導入するとともに、各エレベータにはカメラを設置し、安全の確

保に努めている。 

清掃については、専門業者により実施しており、トイレ内の消毒液の補充や除菌作業等

衛生面についても十分注意を払っている。また、定期的にワックス掛けや窓清掃を実施し

ている。外構庭園についても日常的に清掃を行い、造園業者が植栽等の剪定、草花の植替

え、害虫防除の樹木消毒作業を実施している。 

千里山セミナーハウスや学院島臨海研修所については、管理人を常駐させ、他の施設と

同様に清掃、保守点検を日常的に実施している。 

体育館とトレーニングセンターについては、利用者がいる時間帯に、管理人およびトレ

ーナーを常駐させ、各設備・器具に関しても日常的に点検し、利用者の安全を確保してい

る。 

 

防火・震災等災害対策については、｢学校法人大阪学院大学 消防計画｣に基づき、自衛

消防隊組織を編成し、毎年春・秋の火災予防週間に合わせて、春は消火器操法訓練、秋は火

災による避難訓練と地震による避難訓練を実施するとともに、教職員が各部署の消火器設

置場所を常に把握できているよう周知徹底を図っている。また、｢緊急地震速報｣システム

を導入しており、㈱NTT コミュニケーションズのシステムを利用して、本学で震度 5 弱以上

の地震が予測された場合、地震が到達する数秒前にキャンパス内の全館一斉に緊急放送を

流すようにしている。加えて、消防訓練と同様に、毎年、防災訓練として緊急地震速報を授

業時に試験的に流し、教職員が学生に、身を守る行動の指示や避難場所へ誘導する訓練を

実施し、非常時に備えている。そして、災害時にこれらが十全に機能するよう、ホームペー

ジに「安全への取り組み」および「地震発生時の初動マニュアル」を掲載し、学生や教員へ

の周知に努めている。〈備 90.91.92.93.94〉 

 

省エネについては、昭和 59 年より、冷暖房の熱源を冷温水発生機に取り替え、燃料も灯

油からガスへ切り替える等、大気汚染防止やゴミ問題等の最新の知見を取り入れ、地球環

境保護に努めるとともに、ホームページに「環境への取り組み」を掲載し、ノーレジ袋キャ

ンペーンやライトダウンキャンペーン、COOL BIZ 、WARM BIZ などの取り組みを通じ、学生

や教職員に対して、省エネや環境問題に対する理解と協力に努めている。〈備 95〉また、パ

ソコンや周辺機器等の省エネモードを積極的に取り入れる等、エネルギーの削減を図って

いるほか、リサイクル品の利用を促進している。 

学内の各施設においては、24 時間監視により、無理・無駄・ムラのない省エネルギー運

転を実現できている。平成 27 年 1 月実施の経済産業省｢省エネルギー現地調査｣において

は、総合評価で｢97．0 点(100 点満点)｣を獲得し、本学全体で省エネ活動に積極的に取り組

んでいる姿勢が高く評価された。 
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このほか、校舎内の害虫駆除について、定期的に専門業者による検査・薬剤散布を実施

している。また、新型インフルエンザ流行時には、対策本部を設置し、対策本部長の下、ホ

ームページやメールを通じ学生および教員に注意を促し、学内への入構を制限するととも

に、指定した出入口に事務職員を配置することにより、来学者に消毒ボトルでの手指消毒

を徹底する等、感染拡大防止に努める体制を確立している。 

 

図書館の施設設備・備品は、「経理規程」に準じて適切に維持管理されている。図書館内

の消防用設備の点検は、年 2 回実施し、火災・地震等の総合的な災害対策については、定

期的に避難訓練を実施している。その他の地震対策としては、2 階・3 階閲覧室および地下

1 階の固定式書架には転倒・倒壊防止のための固定式バーを設置して安全性の確保に努め

ている。地下 1階・2 階に設置された電動書架は、地震への対応を考慮して強度が高いもの

を設置している。防犯対策として、また、館内の施設設備等の維持管理のために図書館員

による 1 日 3 回の館内巡回を行っている。〈備 111(7〉〉 

 

コンピュータシステムのセキュリティ対策については、次の対策を講じ、24時間監視体制

の下、安全かつ安定した運用を行っている。 

 

・ファイアウォールの設置 

外部からの侵入防止のためのファイアウォールを設置し、不正アクセス監視を行ってい

る。 

・PC 環境復元 

各コンピュータ教室の PC は履歴やファイルが残らないように再起動時の初期化システム

を導入している。 

・ネットワークドメインの分化 

教育系ネットワークと事務系ネットワークをドメインで分化しており教育系ネットワーク

から事務系ネットワークへは侵入できない策を講じている。 

・ログイン ID とパスワード 

教育系 PC にログインするための IDとパスワードを利用者別に設定している。 

・ウィルス対策 

ウィルス対策システムを導入している。 

・システムアップデート 

定期的な OS 等アップデートを行っている。 

・PC ローカルへのファイル保存不可措置 

事務系 PC へのファイル保存は再起動時に初期化されるように設定しているために保存が

できないようにしている。 

・USB ドライブ使用不可 

USB ドライブでのファイル持ち出し流出を防止するため、事務 PC に USB 媒体を接続して

も認識しないように設定を講じ、特定の権限者の PCのみが USB を使用できるようにしてい

る。 
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・操作履歴追跡措置 

不正操作防止のため、全事務 PC での ID と操作履歴が追跡できるシステムを導入してい

る。 

・ファイルの暗号化 

情報漏えい防止のため、事務用ネットワークに保存されているファイルを自動暗号化

し、万が一流出した際に読み取られないように暗号化システムを導入している。 

 

(b) 課 題 

関係部署の緊密な連携により、諸施設・設備のメンテナンスを計画的に実施し、その進

捗状況を絶えず一元的に把握する仕組みが機能しており、このような管理面の優れた点を

引き続き維持できるよう努めなければならない。 

また、｢建築物の耐震改修の促進に関する法律｣の改正に伴い、措置が必要な建物につい

て、耐震改修計画を策定し、耐震診断、耐震設計、耐震改修工事へと進めているが、今後も

耐震診断を実施し、その結果を踏まえ、耐震改修工事を着実に遂行しなければならない。 

コンピュータシステムについては、学内への個人持込 PC において、各個人がインストール

しているウィルス対策しか対策方法がなく、ウィルス対策ソフトのインストールの有無や有効

期限切れ等のチェックが不十分であるため、セキュリティ対策を強化する必要がある。 

 

テーマ 基準Ⅲ-B 物的資源の改善計画 

本学の特色の一つである｢きれいなキャンパス｣を維持するため、「学修環境・教育研究等

環境整備方針」の下、今後も関係部署の協調により、計画的に改修・改善を実施するととも

に、学ぶ環境と生活する環境とがうまく融け合ったアーバン・アクティビティ環境づくり

を展開する。特に、キャンパス全体のバリアフリー化を引き続き図る。 

施設・設備の保守・点検、警備、清掃については、専門業者に委託し実施する体制が整備

され、中央監視室による衛生・安全の確保が確立しており、防災対策としての「消防計画」

や「緊急地震速報システム」についてもその体制はほぼ整っているが、これらが適切に機

動するためには、事前に学生や教員への周知が不可欠であり、今後、オリエンテーション

やゼミナール等において、一層の連絡・指導を徹底する。 

コンピュータのセキュリティ対策においては、持込 PC へのセキュリティ強化のために、利

用者のウィルス対策ソフトインストールならびにパターンファイルの有効期限確認の周知徹底

を図るとともに、システム的にウィルス対策とウィルス対策ソフトのバージョン管理ができる

ようにしてセキュリティ強化を図る。 

 

▪備付資料 
82. 校地、校舎に関する図面 
83. キャンパスマップ 
84. 公式ホームページ [キャンパス紹介・交通アクセス] 

http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/campus/index.html 
85. 公式ホームページ [図書館]   http://www.osaka-gu.ac.jp/library/index.html 
86. 大阪学院大学図書館利用案内 
87. 蔵書数等の概要 
88. 大阪学院大学図書館選書要領 
89. 図書館資料除籍・抹消処理要領 

http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/approach/pdf/first_movement_manual.pdf 

http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/campus/index.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/library/index.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/approach/pdf/first_movement_manual.pdf
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90. 学校法人大阪学院大学消防計画 
91. 火災避難訓練・地震避難訓練進行要領 
92. 自衛消防隊員一覧 
93. 公式ホームページ 安全への取り組み 

http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/approach/safety.html 
94. 公式ホームページ 地震発生時の初動マニュアル 

http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/approach/pdf/first_movement_manual.pdf 
95. 公式ホームページ 環境への取り組み 

http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/approach/index.html 

 

[テーマ 基準Ⅲ-Ｃ 技術的資源をはじめとするその他の教育資源] 

[区分 基準Ⅲ-Ｃ-１ 短期大学は、学科の教育課程編成・実施の方針に基づいて学習成果

を獲得させるために技術的資源を整備している。] 

■基準Ⅲ-C-1 の自己点検・評価 

(a) 現 状 

本学は、平成 9 年に学内の全てのコンピュータや情報コンセントを繋ぐ教育研究系ネッ

トワーク｢OGUNET(Osaka Gakuin University NETwork)を整備し、その後、全学的に情報化

推進を図っている。〈備 96〉 

携帯電話やスマートフォンを活用した学生向け情報発信システム｢OGUS｣では、学生自身

のスケジュールを登録し履修科目の時間割と連動して休講情報を確認でき、関係部署から

の連絡・通達などの受信を行えるほか、部活動やサークル活動などによる施設利用予約が

可能となっている。また、OGUNET に接続すると学生・教員ともに個人専用ネットワークド

ライブが利用できるファイルサーバを整備している。 

学生の履修登録に際しては、学内・学外から利用できる Web 履修システムを整備し、登

録手続きの利便性を図っている。 

また、学外とのインターネット接続回線は 1Gbps による増強や、ブロードバンド普及に

対応した学外から学内システムにアクセスできる VPN サービスの開始、ビデオ会議システ

ムの整備等、社会の情報化進展を見極めつつ、学生の学習やキャンパスライフを支援する

環境の整備に努めている。なお、上述の各システムは、教員、学生それぞれの専用ポータル

サイトから利用可能である。 

講義科目を行うほとんどの教室にはプロジェクタを設置し、学生の理解度と講義効率の

向上を図っている。コンピュータ教室以外の教室においても情報コンセントを設置し、コ

ンピュータを使っての教材提示、インターネットへの接続が可能となっている。特に、館

内に全席情報コンセントをはじめ様々な情報設備を有する 2 号館には 200 インチマルチス

クリーン３面投影可能な教室の他に 200 インチ２面投影教室が２教室、135 インチ２面投

可能な教室が１教室を有し、マルチスクリーン教室で投影している映像と音声を多教室に

配信することも可能で、講義の他に学会やイベント時に活用できる設備となっている。 

CALL 教室は従来型の専用ハードウェアからコンピュータによるソフトウェア制御による

設備にして多用途で利用できるようにしている。 

学生のコンピュータ・リテラシー学習に特化した施設としては、MELOP(Media Laboratory 

Of Phoenix)がある。MELOP では 47台のコンピュータを設置し、インストラクターが常駐し

て随時情報系講習会を実施しており、特にモチベーションの高い学生の創造性とスキルア

ップを支援している。 

http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/approach/safety.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/approach/pdf/first_movement_manual.pdf
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/approach/index.html
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その他、2 号館ラウンジ、13 号館ラウンジ、16 号館ラウンジ、図書館、MELOP にも情報

コンセントが設置され学生自身の持込パソコンによる学習を可能にして、かつ認証しなけ

れば接続できないようにセキュリティにも配慮している。 

なお、コンピュータ室、CALL 教室、コンピュータ自習室等の学生用コンピュータ、サー

バ、LAN の維持・整備は IT センターが担い、維持・整備に努めている。 

図書館については、図書館システム(OPAC)の整備により図書検索の利便性を向上し、LMS

の｢OGU-Caddie｣全学的導入により統一した教学ツールを活用した講義、学習管理が行える

ようになっている。 

教員対象の教育研究補助としては、専門スタッフが常駐するヘルプデスク「DSS(Digital 

Support Service)」を設け、平日・土曜日の 9 時 30 分～17 時に開室して教員からの質問対

応や学内システムの対応など教員へのフォローを行い教育研究に専念できるような体制を

整えている。また、DSS には、教員が自由に使用できるコンピュータ、プリンタ、スキャナ、

製本機等を配備している。 

学内ネットワークのセキュリティについては、ファイアウォールをはじめ、ウィルス対

策サーバ、メールフィルタシステムを設置することにより、24時間監視体制の下、安全か

つ安定した運用を旨としている。 

 

(b)課 題 

「教育課程編成・実施の方針」に基づく学習成果を獲得させるための技術的資源につい

ては、概ね整備できているが、学生が情報機器を活用した自発的学習、共同学習を進めてい

くには、コンピュータ教室の座席数は多いものの、授業の空き時間や自身の都合から常時

利用することは困難であり、学内のどこにいても持参したパソコンやタブレット等の情報

端末でセキュリティに配慮しながらレポート課題の提出や、情報を受発信できる環境を整

備し、アクティブラーニングを更に推進させる取組みが必要である。 

 

■テーマ 基準Ⅲ-Ｃ 技術的資源をはじめとするその他の教育資源改善計画  

ICT を活用したアクティブラーニングを推進する方策として、学内無線 LAN 環境の整備

を進める。具体的には、キャンパスを地区ごとに分けて平成 29 年度より 3年計画で学内無

線 LAN を施設する。まず、平成 29 年度には 2 号館の無線 LAN 環境を整備する。この学内無

線 LAN 環境整備計画によって、コンピュータ教室のみならず情報機器を活用した教育や学

内サービスの提供が可能となり、教育・学習環境の充実と高度化が実現する。 

また、今後も「教育課程編成・実施の方針」に基づく学習成果を獲得させるため、担当部

局による恒常的な改善と併せ、毎年度実施する自己点検・評価において、経営関係自己点

検・評価委員会が主に検証することにより、PDCA サイクルを維持するよう図る。 

 

▪備付資料 
96. OGUNET 整備状況 
97. PC 教室配置図 
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[テーマ 基準Ⅲ-Ｄ 財的資源] 

[区分 基準Ⅲ-Ｄ-１ 財的資源を適切に管理している。] 

■基準Ⅲ-D-1 の自己点検・評価 

(a) 現 状 

学校法人大阪学院大学（以下「本法人」）は、本学以外に大学および高等学校と 3 校の専

門学校を擁する総合学園であり、独立採算を基本方針として、各部門に経理責任者を置き、

事務長をその管理者に充てている。なお、本法人では、5 カ年の「中・長期財政計画」に基

づき予算管理を行っており、その進捗状況を踏まえ毎年度計画の更新・見直しを図ってい

る。一般的に、学校法人は「学納金収入」を主財源とする事業組織として学生数が財政に与

える影響は大きいものとされている。短期大学部における入学定員充足率は、平成 26 年度

0.46、27 年度 0.50、28 年度 0.58、29 年度 0.68。収容定員充足率は、平成 26 年度 0.57、

27 年度 0.46、28 年度 0.53、29 年度 0.63 であり、定員の未充足により資金収支及び事業活

動収支は支出超過の状態が続いている。また、法人全体においても、全体の予算のウェイ

トが高い大学部門が定員を充足できていないことに起因し、支出超過を計上している。 

学校法人全体の財政状態は借入金ゼロの状態であり、平成 26 年度決算における自己資金

構成比率は 93.7％、総負債比率 6.3％、負債比率 6.7％。27 年度決算における純資産構成

比率は 93.4％、総負債比率 6.6％、負債比率 7.1％、28 年度決算における純資産構成比率

は 93.6％、総負債比率 6.4％、負債比率 6.8％とストックの面では安定している。 

退職給与引当金については、公益財団法人私立大学退職金財団の制度に加入しており、

期末要支給額の 100％を計上している。 

資産の管理・運用は、元本割れのリスクを伴わないことを原則に安全性を重視した資産

運用を実施している。「資産運用規程」にて明確に定めることにより、適切に管理運営を行

っている。 

教育研究経費比率は、平成 26 年度 64.1％、27 年度 115.9％、28 年度 81.5％と日本私立

学校振興・共済事業団の全国平均値を大きく上回るが、これは経常収入（帰属収入）の低調

に起因するものであるため、今後においては 30％台で運営できる体制を構築していく。 

教育研究用の施設設備においては、併設する大阪学院大学の施設を共用（費用は按分負

担）することにより先進の環境を最大限に活用するとともに、図書等の学習資源において

も「個人教育研究費取扱規程」に基づき支給を行う等、資金配分は適切であると考える。 

なお、本法人は文部科学省高等教育局私学部参事官より「学校法人の経営に関する中長

期的な見通しや構想の下に、経営改善計画の作成等により経営基盤の安定確保に努めるこ

と。」との指導を受け、日本私立学校振興・共済事業団の支援のもと『学校法人大阪学院大

学 経営改善計画（平成 28～32 年度）』を策定し、教育研究活動におけるキャッシュフロー

黒字化の一年でも早い達成を目標として、改善に向けて取り組んでいる。 

 

(b)課 題 

資金収支および事業活動収支における支出超過の主な要因は、定員の未充足に起因する

ものであり、とりわけ、短期大学部においては、平成 27年度私立学校等経常費補助金の交

付を受けられなかったことの影響が大きい。このため、短期大学部および大学部門におけ

る「入学者の安定的な確保」と「退学者の減少」を本学が喫緊に取り組むべき課題として位

置づけている。 

入学者を確保する方策として、平成 20 年度より、在学生を含めた大幅な学費改定（減額）

と入学定員を変更（減員）するとともに、短期大学「国際文化学科」の募集を停止し、定員
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の充足率の向上と収支の改善を図るという対策を行った。これにより、平成 20 年度から平

成 23 年度にかけて、大学部門においては入学者数が大幅に増加し定員の 90%を超えるまで

に回復したが、短期大学において入学者数は増加したが入学定員の過半数を満たすことは

できなかった。このため、平成 24 年度の募集において大学部門は学部間の定員見直し（入

学定員の不均衡の是正）と短期大学は入学定員の変更（200 名から 100 名に削減）、「入試制

度の改善（「協定校推薦入学」・「特別指定校推薦入学」の新設）」等を行うことで、入学定

員・収容定員の充足および財務の改善を図る計画であったが、定員を充足することはでき

なかった。さらなる改善として、短期大学においては平成 25 年度より「大阪学院短期大学」

から「大阪学院大学短期大学部」への名称変更、「入学定員の変更（100 名から 50 名に削

減）」、「カリキュラムの全面的な見直し」を実施するとともに、併設する大阪学院大学との

一体化を図ることで定員充足を図っている。大学部門においても、平成 24・25 年度の入試

状況と今後の 18 歳人口の減少、定年退職予定者の今後の増加等を踏まえ、平成 26 年度生

の募集から「学部学科等の改編」、「入学定員の変更（1,825 名から 1,380 名に削減）」を実

施することで、競争力の確保と定員の充足を図っている。 

 また、退学者減少に向けた対策を実行する必要があり、初年次教育の実施や、教育懇談

会や保護者向け就職説明会の充実、ゼミナール担当教員との連携等、教員が協同できめ細

かな指導を実施している。その他にも、給付型奨学金制度の充実や提携教育ローンの導入、

アクティブラーニング型授業の展開による学生の学習意欲の喚起と自主的な学びや仲間と

ともに学ぶ楽しさ、成長する喜びを感じられることを目的とした専用のスペースを設置す

る等、様々な取り組みを行っていく。 

支出面においては、教育研究経費および管理経費の削減を徹底し、外部委託業者との契

約内容を見直し、保守清掃費等の大幅な削減を継続して実施している。人件費においても、

教育職員の業務内容を精査し、任期付教員や教育嘱託等、雇用形態の多様化を進めるとと

もに、事務局業務の効率化・合理化の一環として、業務委託へと切り替える等、抑制に努め

ている。また、平成 22 年 5 月 1 日以後採用者より、教育職員の定年年齢を 65 歳に引き下

げるとともに、事務職員について 55 歳みなし退職の制度を導入する等、将来の人件費抑制

を見据えた対策も講じている。加えて、平成 23 年度からは、事務職員における基本給等の

見直しも実施した。 

 

[区分 基準Ⅲ-Ｄ-2 量的な経営判断指標等に基づき実態を把握し、財政上の安定を確保す

るよう計画を策定し、管理している。] 

■基準Ⅲ-D-2 の自己点検・評価 

(a) 現 状 

本学の歴史は、昭和 15 年（1940 年）に創設された「関西簿記研究所」を母体とし、昭和

37 年（1962 年）、実業界で活躍する視野の広い実践的な人材の育成を目的として開学した

ことに始まる。経営実務科 1学科からスタートし、昭和 62 年（1987 年）には、新たに国際

文化学科を増設。最盛期には収容定員 1,600 名という規模を擁した。 

本学は、金融業をはじめ様々な業界・分野で活躍する実務人をこれまでに輩出してきた

が、労働者派遣法の改正によりこれらのニーズが減退したことや、18 歳人口の減少、受験



大阪学院大学短期大学部 

121 

生の四年制大学志向、保育・幼児教育分野や看護分野の人気の高まり等が、受験者の大幅

な減少をもたらしたと考える。 

このような状況のもと、本学では平成 20年度以降、前述のとおり「国際文化学科の募集

停止」、「名称変更」、「定員管理の厳格化」、「入試制度の改善」、「カリキュラムの改革」等の

学生確保のための対策や「退学者の減少」を図るべく様々な学生支援体制の充実に順次取

り組んできた。さらなる改善を図るべく、平成 28年度から「ターム制」を導入し、資格取

得支援の強化、複数担任制による就職支援の強化、併設大学への編入学支援の強化を柱と

するカリキュラムの改革を実行した。 

本学科の強みとしては、女子のみという環境であるからこそ実現できるカリキュラムの

編成や併設する大阪学院大学と同一キャンパスであることの利点を活かした学生交流、単

位互換等の教育面での充実、編入学制度、施設の共用等が挙げられる。また、同じく併設校

である大阪学院大学高等学校が入学者を安定的に確保している要因の一つとして、「大阪学

院大学短期大学部」と「大阪学院大学」への進学が挙げられており、短期大学部の存在が高

校の募集活動の一助ともなっている。 

 

(b)課 題 

財政上の安定を確保するためには、教職員が危機意識を共有することが求められる。人

件費・経費削減等の取り組みに際しても、全教員が現状を十分に理解した上で協力体制を

維持するとともに、定員の確保に向け、常に社会のニーズや動向を的確に把握し、改革に

向けて取り組んでいる。 

なお、財務の早期改善には、学納金収入以外での収入確保が有効であることから、本法

人では、外部資金を獲得する方策として、平成 12年度以降、日本私立学校振興・共済事業

団による受配者指定寄付金制度を利用した寄付を募集しており、集めた寄付金は学校独自

の給付型奨学金として学生へ給付を行っている。昨今の経済状況から寄付件数・金額には

変動があるが本奨学基金を継続的な制度とするため、原則として寄付受入金額の全額を使

用せず、差額を日本私立学校振興・共済事業団に預け入れており、平成 29 年 3 月末日時点

の預入残高は 97,050 千円（法人全体）となっている。 

また、さらなる寄付金の獲得を図るため、平成 27 年 4 月より新たに個人を対象としたイ

ンターネット募金も導入し、卒業生・保護者・教員を中心に二ヶ年で 4,441 千円(230 件)の

寄付金を受け入れることができた。〈備 98.99.100〉 

その他には、科学研究費補助金等の獲得と経費の削減を図るため、教員の個人教育研究

費を過去三回（平成 19 年度，平成 21 年度，平成 25 年度）に渡って見直し、必要な研究費

については各教員が外部から調達を図る制度改革を行った。なお、科学研究費補助金採択

件数は、平成 26 年度 1,482 千円(1 件)、27 年度 1,105 千円(1件) 、28 年度 910 千円(1 件)

である。 

 

■テーマ 基準Ⅲ-Ｄ 財的資源の改善計画 

平成 25 年度に大阪学院短期大学から大阪学院大学短期大学部への名称変更を行うとと

もに、入学定員の削減、カリキュラムの全面的な見直し、併設大学との更なる一体化等を
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図ることで改革に向けて取り組んでおり、規模縮小の利点を活かすことで定員充足を図る

とともに、支出面においても削減を徹底することで収支の改善に取り組んでいく。 

また、入学者数の漸減とそれに伴う定員の未充足により、支出超過の状態が依然として

続いており、「定員充足」を今後も引き続き目標に掲げるとともに教育研究経費および管理

経費の削減も継続して、より一層の収支改善に努める。 

財政上の安定を確保するため、全教員が危機意識を共有し、常に社会のニーズや動向を

的確に把握し、改革に向けて取り組んでいる。定員の確保に向けて、平成 28 年度からのタ

ーム制導入を中心としたカリキュラム改革に取り組んだ。また、教員の研究費については

外部資金の積極的獲得を継続して促すとともに、さらなる寄付金の獲得を図るべく、個人

を対象としたインターネット募金を平成 27 年 4 月より導入した。 

財務の安定には、定員の充足が不可欠であることから、「入学者の安定的な確保」および

「退学者の減少」を引き続き今後の目標に掲げるとともに、教育研究経費および管理経費

の削減を継続してより一層の収支の改善に努める。 

 

▪提出資料 
34. 活動区分資金収支計算書（学校法人全体）[書式 1] 
35. 事業活動収支計算書の概要[ 書式 2] 
36. 貸借対照表の概要（学校法人全体）[書式 3] 
37. 財務状況調べ [書式 4] 
38. 資金収支計算書・消費収支計算書の概要 [書式 5] 
39. 資金収支計算書［平成 26 年度］ 
40. 資金収支計算書［平成 27 年度］ 
41. 資金収支計算書［平成 28 年度］ 
42. 資金収支内訳表［平成 26 年度］ 
43. 資金収支内訳表［平成 27 年度］ 
44. 資金収支内訳表［平成 28 年度］ 
45. 貸借対照表［平成 26 年度］ 
46. 貸借対照表［平成 27 年度］ 
47. 貸借対照表［平成 28 年度］ 
48. 公式ホームページ [大学紹介／大学概要・事業報告] 

http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/report.html 
49. 活動区分資金収支計算書［平成 27 年度］ 
50. 活動区分資金収支計算書［平成 28 年度］ 
51. 事業活動収支計算書［平成 27 年度］ 
52. 事業活動収支計算書［平成 28 年度］ 
53. 事業活動収支内訳表［平成 27 年度］ 
54. 事業活動収支内訳表［平成 28 年度］ 
55. 消費収支計算書［平成 26 年度］ 
56. 消費収支内訳表［平成 26 年度］ 
57. 中・長期財務計画書 
58. 事業報告書（平成 28 年度） 
59. 平成 29 年度 収支予算書 

 

▪備付資料 

98. インターネット募金の募集について 
99. 公式ホームページ 学校法人大阪学院大学にご支援をお考えの皆さまへ(インターネツト募

金) http://www.osaka-gu.ac.jp/donation/index.html 
100. 公式ホームページ 学校法人大阪学院大学にご支援をお考えの皆さまへ(企業奨学金基金)  

http://www.osaka-gu.ac.jp/ogu_donation/corporation/index.html 
101. 財産目録（平成 26 年度） 
102. 財産目録（平成 27 年度） 
103. 財産目録（平成 28 年度） 
104. 計算書類（平成 26 年度） 
105. 計算書類（平成 27 年度） 
106. 計算書類（平成 28 年度） 
107. 公式ホームページ [大学紹介／大学概要・事業報告] 

http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/report.html 

 

http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/report.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/donation/index.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/ogu_donation/corporation/index.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/report.html
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基準Ⅲ 教育資源と財的資源の行動計画 

教員については、個々の活動成果・達成度を一定期間ごとに確認する新制度により、従

前より細かく研究活動状況を把握するとともに、個人教育研究費の消化状況との関係を分

析し、教育研究等を支援する環境や条件の改善を図る。 

事務職員については、その適正な業務評価を推進するため、平成 28 年度後期から導入し

た定期的到達度測定を当面継続し、定期的評価を繰り返す中で、問題点や課題をその都度

抽出するとともに、幅広く対応策を検討し、柔軟に改善を図る。事務局全体としては、この

評価制度の浸透と、効果的な SD企画を一体として講じることにより、人材育成の効率化を

図るとともに、今後も継続的に大学改革を着実に実行できる強靭な運営組織へと進化する

ことを目指していく。 

施設・設備に関しては、引き続き「学修環境・教育研究等環境整備方針」の下、関係部署

の協調により、計画的に改修・改善を実施するとともに、特にキャンパス全体のバリアフ

リー化を引き続き進める。 

図書館については、利用者のニーズに応える参考図書、資格図書等の収集や展示の方法

等、総合的な見地から検証し、SNS を活用した広報活動を展開する。 

コンピュータのセキュリティ対策においては、平成 29 年度中にウィルス対策ソフトの

インストールの有無ならびにパターンファイルの有効期限のチェック機能を備えた検疫シ

ステムを構築する。本システムにおいて、ウィルス対策ソフトがインストールされていな

い PC やウィルス対策ソフトがインストールされていてもパターンファイルの有効期限が

切れている PC はアクセスできないようにできるため、セキュリティ強化することが可能

となる。 

財務に関しては、入学定員充足を第一目標とし、同時に離学率の改善に向け併設大学と

併せて全学的な取組みを引き続き進める。また、減員した収容定員と施設・設備関係のラ

ンニングコストが見合っていないため、教育研究等に支障を及ぼさないことを前提に、利

便性追求、管理運営効率化・適正化等を図る観点から、分散しているグラウンド施設を集

約する計画を進める。具体的には、千里山の施設機能を岸部キャンパスへと移すことによ

り、年間約 8 千万円の経費削減を見込んでいる。この計画は、経費節減のみならず、一元

化による学修環境の向上や諸活動の一層の活性化等が期待でき、教育研究上のメリットが

大きいと考えている。なお、千里山は、平成 29 年に一括売却するものの、岸部キャンパス

に必要な施設が整備されるまでの間、引き続き施設を賃貸借契約により本学が使用できる

こととし、同施設におけるこれまでの諸活動が制約を受けないよう配慮する。この千里山

の売却に伴い、固定資産が減少し、流動資産への運用替えで、固定資産構成比率および流

動資産構成比率が改善され、また、併せて、岸部校地の今後の施設設備整備資金として特

定資産への繰入も行い、財政的には上向きに転じる見込みである。加えて、全国平均の経

費比率を目標に、本学の持続的発展を支える強固な財政基盤を確立するため、これまで以

上に経費削減や既存事業の見直しを図るとともに、新規事業による財源捻出を徹底する。

学校経営や財政状況に関する教員の理解の促進に引き続き努めるとともに、平成 29年度か

ら、遊休不動産を活用した収益事業を行う等、学納金以外での財源確保を図り、中・長期計

画や次年度予算に反映させるものとする。 

 

◇ 基準Ⅲについての特記事項 

 特になし 
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【基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス】 

＜基準Ⅳの自己点検・評価の概要＞ 

理事長は、本法人を代表し、法令および寄附行為に基づき、職務を適切に遂行するとと

もに、短期大学部の学長を兼ね、法人経営と教学運営の双方に強いリーダーシップを発揮

している。 

理事会は、短期大学部に関し、これまで校名変更、入学定員変更、教育課程改正に伴う学

則変更等を審議決定しており、運営に係る法的な責任主体である旨を十分認識している。

短期大学部の発展に資するよう、国内外の高等教育研究関係機関・団体から、有益な情報

を収集するとともに、本法人の諸活動に係る情報発信に努めている。近時においては、理

事長のリーダーシップを支援するため、専務理事を選任し、管理運営体制の更なる強化を

図っている。また、本法人が設置する学校の安定的な経営に資するよう、寄附行為を改正

し、従前の学校教育に加え、収益事業を行えることとした。 

理事会を構成する理事は、私立学校法および寄附行為に則り選任しており、「建学の精神」

への賛意と理解の下、本法人の健全な運営のためにその職責を果たしている。また、学校

教育法に規定される欠格事由については、寄附行為に準用している。 

短期大学部の教学運営については、従前から、学長のリーダーシップの下、学科長が実

務を統括する体制を採り、教授会は審議機関と位置づけていたが、学校教育法および学校

教育法施行規則の改正に伴い、学内諸規程の総点検を行った。その結果、全体として、学長

のリーダーシップや適切なガバナンス体制構築のうえで支障となる条文や運用は無かった

が、法改正により明確化された、学長および教授会の役割等を学則に反映した。 

学長は、「建学の精神」を体し、人格高潔にして学識に優れ、かつ教育行政に関し識見を

有する者等を想定しており、規程に基づき選任している。現学長は、初代学長の遺志を引

き継ぎ、「建学の精神」の絶えざる具現化に努めるとともに、学章の制定、教育研究組織の

改善、教育課程の改正、学修環境の整備、学生生活支援の充実、法人内諸学校との連携・協

力等、教学面のあらゆる事項においてリーダーシップを発揮している。また、教授会での

意見については、内部質保証システムを通じ、適切に集約を図るとともに、運営上の判断

材料としている。 

学科長は、学長の指示の下、学科全体を統括するとともに、教授会を招集し、その議長を

務めている。教授会の運営は、学則および教授会規程に則っており、その議事録は事務局

が作成を担い、学科長の確認を経て学長に報告している。また、学科長は、学長と共に、併

設大学の大学協議会および学部長会議の構成員として、併設大学の主要役職者と適宜意見

を交換し、かつ直接的に各種協力を要請できる立場にある。 

学科の学習成果や三つの方針は、学長がつかさどる教育研究に関する事項に属するが、

その原案策定や妥当性の検証に係る議論については教授会が大きく関与しており、教授会

構成員は全員、これらが教学運営上きわめて重要である旨理解を共有している。 

 その他の教学運営上の組織は、いずれも併設大学と合同であるが、学長の下に役職者を

配し、統括させている。課題としては、教学運営や事務管理の多くに関し、併設大学と合同

で進めていることにより、メリットがある一方で、短期大学部の自主性を絶え間なく発揮

できるよう、学長や学科長を支える仕組みづくりが必要な点が挙げられる。これについて

は、各部局に係・担当レベルで配置されている短期大学部事務担当者が、定期的に一堂に
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会して連絡会議を構成し、情報共有と各所属部局との調整に当たる体制を構築する方向で

目下進めており、その過程で、マネジメントに秀でた一定数の教職員層の育成を図る予定

である。 

監事については、嘗て非常勤のみであったが、監査機能の充実を図るため、現在、常勤を

一部選任している。監事の選任および職務は、寄附行為に規定し、法に適ったものとなっ

ている。監事は、規定の職務を遂行するとともに、理事会および評議員会に毎回出席し、各

議案について説明を受けるとともに、審議状況を監査している。決算監査については、金

銭出納帳、会計帳簿、証憑書類等に基づき、公認会計士による監査状況および会計処理上

の問題点の有無、決算の概要等を経理責任者から事情聴取した後、現預金等の実査および

会計処理・表示方法のヒアリングを行いながら実施している。また、毎会計年度、監査報告

書を作成するとともに、理事会および評議員会に提出している。 

評議員会は、理事会の諮問機関として、寄附行為に基づき、理事長が招集して適切に運

営している。評議員の選任についても、法に適っている。 

毎年度の予算案については、短期大学部をはじめ法人内諸学校の各予算原案を集約し、

法人事務局財務部内において中・長期財政計画に基づく検討を加え、監事や各学校経理責

任者との調整を経て、理事長に上申している。理事長は、予算案に関し、評議員会で意見を

聴取したうえで、理事会において予算を最終決定し、その結果を速やかに各学校へ通知し

ている。 

予算の執行は、経理規程に従い行うとともに、一定額以上の購入については、その都度、

稟議書等での書面確認を求め、各学校における権限者の承認後、適正に処理している。出

納業務や月次処理も適切に行っており、毎月、経理責任者を経て、法人事務局財務部にて

集計し、理事長へ報告している。また、定期的に独立監査法人による監査を受けており、現

在のところ、適正性について問題を指摘されたことは無い。 

毎会計年度終了後には、法に定めるところにより、財務情報をホームページで公開してい

る。 

資産および資金の管理と運用に関しては、諸規程に基づき、台帳に記録し、安全かつ適

正に行っている。学校債は募集しておらず、寄付金については、「受配者指定寄付金」およ

び「特定公益増進法人」の制度を利用して、広く受け付けている。 

教育情報についても、学校教育法施行規則等に従い、ホームページで公表している。 

 

[テーマ 基準Ⅳ-A 理事長のリーダーシップ] 

[区分 基準Ⅳ-A-１ 理事会等の学校法人の管理運営体制が確立している。]  

■基準Ⅳ-A-1 の自己点検・評価 

(a) 現 状 

理事長は、創立者である白井種雄 初代理事長の遺志を継承し、寄附行為第 3条に規定す

る目的を達成するため、本法人を代表し、その業務を総理している（寄附行為第 14 条）。

また、理事長は、本法人が設置する諸学校（大学、短期大学部および専門学校）の学長・校

長を兼ねるとともに、理事の一人である高等学校長に適宜助言を行っており、法人経営と

教学運営の双方に強いリーダーシップを発揮している。 

理事長は、寄附行為第 12条に基づき、本法人の意思決定機関（本法人の業務を決し、理
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事の職務の執行を監督する。）たる理事会を招集（第 3 項）し、その議長を務め（第 7 項）、

適切な議事運営に当たるとともに、法人の重要業務に係る審議決定を主導している。この

ほか、理事長は、毎会計年度終了後（例年 5 月）、監事の監査を受け理事会の議決を経た決

算および事業の実績（財産目録、貸借対照表、収支計算書および事業報告書）を評議員会に

報告し、意見を求めている。 

理事会は、短期大学部に関し、これまで校名変更、入学定員変更、教育課程改正に伴う学

則変更等を審議決定しており、運営に係る法的な責任主体である旨を十分認識している。

短期大学部の発展に資するよう、文部科学省、日本私立学校振興・共済事業団をはじめ、国

内外の高等教育研究関係機関・団体から、有益な情報を収集するとともに、本法人の諸活

動に係る情報発信に努めている。なお、近時においては、理事長のリーダーシップを支援

するため、長らく空席であった専務理事を理事会で選任し、管理運営体制の更なる強化を

図っている。また、本法人が設置する学校の安定的な経営に資するよう、寄附行為を改正

し、従前の学校教育に加え、収益事業を行えることとした。 

理事会を構成する理事は、私立学校法および寄附行為に則り選任しており、「建学の精神」

への賛意と理解の下、本法人の健全な運営のためにその職責を果たしている。また、学校

教育法に規定される欠格事由については、寄附行為（第 11 条第 2項第 3 号）に準用してい

る。 

 

(b) 課 題 

理事長は、法令および寄附行為に基づき、職務を適切に遂行するとともに、本法人の運

営全般にわたりリーダーシップを発揮している。また、理事会では、専務理事の選任や、収

益事業の付加等、法人の安定的な経営に資する意思決定を迅速に行っており、現在のとこ

ろ、管理運営体制という点に関し、特段の課題は見受けられない。 

 

■テーマ 基準Ⅳ-Ａ 理事長のリーダーシップの改善計画 

今後も、理事長のリーダーシップにより、理事会を中心とする学校法人の管理運営体制

を維持するとともに、経営改善計画の着実な達成に向け、設置する諸学校との緊密な連携

を図る。 

 

▪提出資料 

60. 学校法人大阪学院大学寄附行為 

 

▪備付資料 

108. 理事長・学長の「教員個人調書」 
109. 学校法人実態調査表（写し）・平成 26 年度～平成 28 年度 
110. 理事会議事録・過去 3 年間(平成 26 年度～平成 28 年度) 
111. 規程集(短期大学部関連) 
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[テーマ 基準Ⅳ-B 学長のリーダーシップ] 

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

している。]  

■基準Ⅳ-B-1 の自己点検・評価 

(a) 現 状 

本学における教学運営は、従前から、学長のリーダーシップの下、学科長が実務を統括

する体制を採っており、教授会については、学術の専門家で構成する審議機関として、主

に教育研究に関する事項を議論する役割を担い、短期大学部としての最終意思決定と直接

関わるものではなかった。 

しかし、学校教育法および学校教育法施行規則の改正（平成 27 年 4 月 1 日施行）を前

に、既存の学内諸規程および運用の実態が、法改正の趣旨（大学組織ガバナンス改革）を踏

まえたものとなっているかを組織的に点検することとした。その結果、全体として、学長

のリーダーシップや適切なガバナンス体制構築のうえで支障となる条文や運用は無かった

が、法改正により明確化された教授会の役割等を反映すべく、平成 27 年 4 月 1 日より学則

を改正し、学長の職務を学校教育法等の文言へと改めるとともに、教授会の審議事項につ

いて、「学長に意見を述べる事項」（学生の入学・卒業、学位の授与）と、「このほか、学長

がつかさどる教育研究に関する事項で、学長の求めに応じ意見を述べることができるもの」

に大別した。後者の改正例としては、教員人事が挙げられる。それまでは、「教員の人事に

関すること」とのみ規定していたが、これを「教員の教育研究業績の審査に関すること」と

改めた。即ち、教授会は、教員人事に関し、専門的見地から「教育研究業績の審査」は行う

が、当該審査を経た者の採否、或いはどの組織（学科）にどの職名で配置するかは学長権限

に属することを明確化したのである。 

学長は、その選任規程において、「建学の精神」を体し、人格高潔にして学識に優れ、か

つ教育行政に関し識見を有する者等を想定しており、その選任手続きについては、同規程

に明文化し、これに基づき運用している。現学長は、初代学長の遺志を引き継ぎ、「建学の

精神」の絶えざる具現化に努めるとともに、学章の制定、教育研究組織の改善、教育課程の

改正、学修環境の整備、学生生活支援の充実、法人内諸学校との連携・協力等、教学面のあ

らゆる事項においてリーダーシップを発揮している。また、教授会での意見については、

内部質保証システムを通じ、適切に集約を図るとともに、運営上の判断材料としている。 

学科長は、学長の指示の下、学科全体を統括するとともに、教授会を招集し、その議長を

務めている。教授会の運営は、上述の学則および教授会規程に則っており、その議事録は

事務局教務課（短期大学部担当）が作成を担い、学科長の確認を経て学長に報告している。

また、学科長は、学長と共に、併設大学の大学協議会（併設大学長の諮問機関であり、内部

質保証に責任を負う組織。短期大学部学長の諮問機関である短期大学部協議会は、学則に

基づき、当面この大学協議会と合同開催としている。）および学部長会議の構成員として、

併設大学の主要役職者と適宜意見を交換し、かつ直接的に各種協力を要請できる立場にあ

るため、そうした成果を迅速に学科運営に活かすことができるようになっている。 

学科の学習成果や三つの方針は、学長がつかさどる教育研究に関する事項に属するが、

その原案策定や妥当性の検証に係る議論については教授会が大きく関与していることから、

教授会構成員は全員、これらが教学運営上きわめて重要である旨理解を共有している。 
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 このほか、教学運営上の組織としては、（併設大学と合同であるが）学長の下に、図書館、

教務部、学生部、キャリアセンター、国際センター等を置き、役職者（館長、部長、所長職）

を配して、統括に当たらせている。これらの組織には、それぞれ設置規程に基づき、学科か

ら選出された委員が、組織内の審議を通じて直接運営に関与することにより、学科との連

絡調整を担っている。さらに、組織ごとに管理運営上の実務を担当する事務機構を付設し、

日常業務遂行に当たらせている。 

教授会が主管する組織としては、教授会と構成員を同じくする、（構成員間の連絡調整を

行う）学科連絡会議と、（FD に特化した）FD 推進部会がある。いずれも、教授会の円滑な

審議に資するべく設けているものであり、学科長が統括役を担っている。 

 

(b) 課 題 

教授会等を除き、教学運営や事務管理の多くに関し、併設大学と合同で進めていること

は、短期大学部単体では到底実現し得ない、スケールメリットを活かした多様な展開がで

きる強みがある一方、相対的に規模の小さい短期大学部が埋没せず、その自主性を絶え間

なく発揮できるよう、学長や学科長を支える仕組みづくりについて検討する必要がある。

例えば、近年、学科のキャリア教育の中心であり必修科目である「インターンシップ」の運

営方法・役割分担を巡り、実習先企業等との業務上の結びつきが強いキャリアセンター、

教育課程を所管する教務部、そして学科（教授会）の三者間で、断続的な協議が続いてい

る。学科固有の事務組織を有しない点は、縦割り意識を防止するとともに、弾力的な管理

運営に適しているが、複数部局の協力により学科の特色を維持せねばならない局面への対

応にやや難があり、改善が求められる。 

 

■テーマ 基準Ⅳ-Ｂ 学長のリーダーシップの改善計画 

短期大学部固有の課題解決が迅速に行えるよう、各部局に係・担当レベルで配置されて

いる短期大学部事務担当者が、定期的に一堂に会して連絡会議を構成し、情報共有と各所

属部局との調整に当たる仕組みの構築を目指す。 

この手法は、平成 28 年度からの新カリキュラム原案策定時（平成 26 年～平成 27 年）に

おいても若干取り入れたことがあり、当時は、学科長が、各部局の長に対して時限的に協

力を要請し実行に移した。この、部局を超えた教職員の協力は、教育課程の改編のみなら

ず、担任制の導入、短期大学部学生専用スペース（コミュニティ・ラウンジ）の整備、法人

内諸学校（併設大学だけでなく、大阪学院大学高等学校や関西健康・製菓専門学校）との新

たな連携事業等、数々の成果を生み、今日の教学運営に引き継がれている。ただ、当初から

時限措置としていたため、新カリキュラムの実行段階で解散した。 

インターンシップの運営をはじめとする現行の課題の多くは、嘗てのこうした成功体験

を参考に工夫を施せば、必ずしも克服できないものではないと考えられる。永続的な制度

にする点が当時と異なり、最も困難ではあるが、平成 30年度を目途に、連絡会議の恒常化

を進める。 
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▪備付資料 

108. 理事長・学長の「教員個人調書」 
112. 短期大学部教授会議事録・過去 3 年間(平成 26 年度～平成 28 年度) 
113. 大学協議会議事録 
114. 学部長会議議事録 
115. 図書委員会議事録、図書館自己点検・評価委員会議事録 
116. 入試委員会議事録 
117. 入試判定委員会議事録 
118. 入試実行委員会議事録、入試関係自己点検・評価委員会議事録 
119. 自己点検・評価基本構想委員会議事録 
120. 全学自己点検・評価実行委員会議事録 
121. 国際センター運営委員会議事録 
122. 国際センター会議議事録、国際交流関係自己点検・評価委員会議事録 
123. 教育開発支援センター会議議事録 
124. 教務部委員会議事録、教務関係自己点検・評価委員会議事録 
125. 学内試験管理委員会議事録 
126. 学生部委員会議事録、学生関係自己点検・評価委員会議事録 
127. ｷｬﾘｱｾﾝﾀｰ委員会議事録、就職関係自己点検・評価委員会議事録 
128. 広報部委員会議事録 
129. ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ運営委員会議事録 
130. ﾗﾝｹﾞｰｼﾞｾﾝﾀｰ運営委員会議事録 
131. 同和教育委員会議事録 
132. ｾｸｼｭｱﾙ･ﾊﾗｽﾒﾝﾄに関する人権委員会議事録 
133. 個人情報保護委員会議事録 

 

[テーマ 基準Ⅳ-C ガバナンス] 

[区分 基準Ⅳ-C-１ 監事は寄附行為の規定に基づいて適切に業務を行っている。]  

■基準Ⅳ-C-1 の自己点検・評価 

(a）現 状 

本法人では、寄附行為第 5 条に基づき、現在、監事を 2 名置いている。監事は、嘗て非

常勤のみであったが、私立学校法改正の趣旨を踏まえ、監査機能の充実を図るため、平成

24 年 10 月以後、1 名については常勤を選任している。監事の選任および職務は、寄附行為

第 7条に規定し、法に適ったものとなっている。 

監事は、規定された職務を遂行するとともに、理事会および評議員会に毎回出席し、各

議案について説明を受けるとともに、審議状況を監査している。決算監査については、金

銭出納帳、会計帳簿、証憑書類等に基づき、公認会計士による監査状況および会計処理上

の問題点の有無、決算の概要等を経理責任者から事情聴取した後、現預金等の実査および

会計処理・表示方法のヒアリングを行いながら実施している。また、監事は毎会計年度、監

査報告書を作成するとともに、翌年度（例年）5 月の理事会および評議員会に提出している。

その後、この監査報告書については、ホームページにて公表している。 

常勤監事については、法人事務局を拠点に、法人の日常業務および財産の状況を日々監

査するとともに、必要な助言等を適宜行っている。また、月 1～2 回程度開催される経営改

善検討委員会には、オブザーバーとして出席願い、意見陳述を求めている。 

 

(b)課 題 

監事は、豊富な実務経験や高度な専門知識を活かし、寄附行為に定める監査業務を適切

に行っている。また、学外の研修等にも積極的に参加する等、最新の知見を業務に取り入

れるべく努めており、現在のところ、特段の課題は見受けられない。 
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[区分 基準Ⅳ-C-2 評議員会は寄附行為の規定に基づいて開催し、理事会の諮問機関とし

て適切に運営している。]  

■基準Ⅳ-C-2 の自己点検・評価 

(a）現 状 

評議員会は、理事会の諮問機関として、寄附行為第 18 条第 2 項（17 人以上 19 人以内の評

議員をもって組織する）に基づき、18名で構成しており、理事定数（8 人）の 2倍を超えてい

る。私立学校法第 42 条に則り、諮問事項を寄附行為（第 20条）に定め、理事長が招集して適

切に運営している。評議員の選任（寄附行為第 22 条）についても、法に適っている。毎年

度、定例会が 3 月と 5月に、臨時会が適宜必要に応じて開催されている。 

 

(b)課 題 

評議員会は、法令および寄附行為に基づき、適切に開催・運営され、理事会の諮問機関とし

ての責務を果たしており、現在のところ、特段の課題は見受けられない。 

 

[区分 基準Ⅳ-C-3 ガバナンスが適切に機能している。] 

■基準Ⅳ-C-3 の自己点検・評価 

(a) 現 状 

毎年度の予算案については、法人全体で包括的に編成している。具体的には、法人事務

局財務部が、短期大学部をはじめ法人内諸学校の各予算原案を集約し、部内において中・

長期財政計画に基づく検討を加え、監事や各学校経理責任者との調整を経、予算案を理事

長に上申する。理事長は、予算案に関し、毎年 3 月開催の評議員会で意見を聴取したうえ

で、同月の理事会において予算を最終決定し、その結果を速やかに各学校へ通知している。 

予算の執行は、経理規程に従い行っているが、10 万円以上の購入については、その都度、

稟議書等での書面確認を求め、各学校における権限者の承認後、適正に処理している。短

期大学部における日常的な出納業務は、併設大学会計課で行っており、月次処理について

は、学校毎に毎月作成したうえ、各学校経理責任者を経て、法人事務局財務部にて集計し、

理事長へ報告している。 

計算書、財産目録等は、本法人の経営状況および財政状態を適正に表示している。 

また、定期的に独立監査法人による監査を受けており、現在のところ、適正性について

問題を指摘されたことは無い。 

毎会計年度終了後には、法に定めるところにより、財務情報をホームページで公開して

いる。 

資産および資金の管理と運用に関しては、資産運用規程、経理規程および経理規程施行

細則等に基づき、台帳に記録し、安全かつ適正に行っている。学校債は募集しておらず、寄

付金については、「受配者指定寄付金」および「特定公益増進法人」の制度を利用して、広

く受け付けている。 

教育情報についても、学校教育法施行規則等に従い、ホームページで公表している。 
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(b)課 題 

毎年度の予算については、各学校の意向を集約したうえで決定しており、また、決定さ

れた予算は適正に執行している。 

資産や資金の管理・運用、情報公開等についても、法令や規定に基づき適切に実施でき

ており、現在のところ、特段の課題は見受けられない。 

 

■テーマ 基準Ⅳ-C ガバナンスの改善計画 

現行のガバナンス体制が機能していることを踏まえ、今後も、この体制を引き続き維持

できるよう、毎年度の自己点検・評価における確認・検証に努める。 

 

▪備付資料 
107. 公式ホームページ [大学紹介／大学概要・事業報告] 

http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/report.html 
134. 監事監査報告書・過去 3 年間（平成 26 年度～平成 28 年度） 
135. 評議員会議事録・過去 3 年間（平成 26 年度～平成 28 年度） 

 

 

基準Ⅳ リーダーシップとガバナンスの行動計画 

併設大学との一体化を進めるメリットと、短期大学部の独自性をいかに両立し得るかが、

本学のリーダーシップおよびガバナンスにおける最大の課題である。 

目下、学科長の主導により、各部局を跨ぐ恒常的な協力体制（連絡会議）構築を進めてい

るが、長期的にその体制を維持するためには、学科長のリーダーシップを支え得る、マネ

ジメントに秀でた一定数の教職員層が不可欠である。今後、連絡会議構築のプロセスをそ

のような層の育成機会と捉え、所属学科・部局を超えた俯瞰的な発想ができ、広い視野に

立って、適切な判断力と実行力を有する管理運営人材の増加を目指し、計画的に進めてい

く。 

 

◇ 基準Ⅳについての特記事項 

 特になし。 

 

http://www.osaka-gu.ac.jp/guide/outline/report.html
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【選択的評価基準】 

 

地域貢献の取り組みについて 

 

基準(1)  地域社会に向けた公開講座、生涯学習授業、正規授業の開放等を実施している。 

(a) 現 状 

正課外の講座を開設し、実践的な人材の育成を図るとともに、広く社会に貢献すること

を目的として、平成 10 年 4月に発足したエクステンションセンターでは、学生の資格取得

を支援する各種対策講座を一般にも広く開放するとともに、平成 13 年 7 月から、地域住民

の方々を主たる対象とする｢生涯学習講座｣を開設している。生涯学習講座には、身近なテ

ーマから経済・社会・文化等への理解を深める｢生活・教養｣をはじめ、国際社会での円滑な

コミュニケーションに資する｢語学｣、心身のリフレッシュについて理論的且つ実践的に学

ぶ｢健康・スポーツ｣、IT化への対応と操作技法を学ぶ｢パソコンスキル｣等、多様な内容を

揃えている。有職社会人であっても受講できるよう、開講時間帯は専ら土曜日と平日夜間

に設定するとともに、リピーターを増やすため、廉価な受講料に加え、ポイント還元等を

導入している。このほか、受講生の図書館利用を認めている。 

また、平成 22 年度からは、エクステンションセンターが主体となって、吹田市教育委員

会生涯学習課との共催により、毎年、複数の本学専任教員が講師を務める｢生涯学習吹田市

民大学大阪学院大学講座｣を開講しており、吹田市民を中心に多数の参加があり、好評を博

している。 

エクステンションセンターによる資格・生涯学習講座は、全ての講座が社会人の受講を

可能としており、毎年多くの方々が受講している。このことは社会に教育成果を還元、広

く教育プログラムを提供しているといえる。また、児童に対する英語教育、地域の教育委

員会と連携した英語教育・IT教育、大学コンソーシアムとの共催講座を開催・受託する等、

積極的に地域における教育環境の向上に貢献している。また、検証として、実施後の参加

者の意見・感想を分析し、満足度の高い研修・講座を提供するように努力している。 

 

(b) 課 題 

エクステンションセンターによる資格・生涯学習講座は、毎年多くの社会人が受講して

いるが、受講者の年齢層に偏りがみられることから、幅広い受講者層の獲得を目指し、特

に若い世代の受講者獲得に向けた取り組みが必要である。 

 

(c) 改善計画 

多様な講座(資格取得および生涯学習)のさらなる展開を図るため、幅広い受講者層の獲

得を目指し、その一環として、20～30歳代の女性に人気がある雑誌に、本学の開講講座を

特集として掲載する等、積極的な広報を行う。 
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基準(2)  地域社会の行政、商工業、教育機関及び文化団体等と交流活動を行っている。 

(a) 現 状 

本学は、産・学・官等の連携および地域社会・国際社会への協力の方針を｢建学の精神に

基づき、地域社会に開かれた大学をめざし、広く地域社会や企業等と交流を図り、教育研

究活動を通して蓄積された知的資源を市民に還元し、地域の人々の幅広いニーズに応える

ことを目的｣とすると明確に定めるとともに、公式ホームページに掲載することにより、広

く周知を図っている。 

また、学外組織(吹田市、大阪府教育委員会、吹田市教育委員会および箕面市教育委員会)

との連携協力に係る協定書等においては、それぞれの所管地域での教育活動の充実・発展

に本学が寄与する旨を明示している。 

 

〔吹田市〕 

吹田市との連携は、｢地域との共生を目指す大阪学院大学と歴史と文化が息づき都市機

能と自然が調和するまちづくりを目指す吹田市が、歴史的・文化的資源の活用および知

的・人的資源の交流を図ることにより、産業、教育、文化、まちづくり等の分野におい

て、双方の発展と充実に寄与し、地域連携を積極的に推進することを目的｣とし、事業内

容を(1)双方の歴史的・文化的資源の活用に関する事業、(2)双方の知的・人的資源の交

流に関する事業、(3)双方が協力して行う事業の推進・支援に関する事業、等と定めると

ともに、具体的には、次のような事業を想定し、このうちの大半が既に実施済みである。 

ア．産業関係  

(a) ベンチャービジネスの養成・支援 

(b) ビジネスインターンシップ学生受入の推進(市役所、企業等) 

(c) 大学研究所研究員として市内企業社員等の受入 

(d) 共同研究の推進 

イ．教育関係 

(a) スクールボランティアの派遣 

(b) 小・中学校における授業の補助、運動会・体育大会への協力、クラブ活動の指導

協力 

(c) 学生インターンシップの受入の推進(市役所、教育現場等) 

(d) 大学主催による市民向け各種講座の開講 

ウ．地域・市民との交流関係  

(a) 大学主催行事への市民参加、地域への開放 

(b) 地域行事への協力 

(c) 市主催行事(吹田まつり等)への企画・準備・運営の協力 

(d) 国際交流活動への支援・協力 

(e) 学生、市民双方の文化活動発表の場の提供 

(f) 市主催の生涯学習、社会教育に関する行事への大学教員、学生の協力 

 

こうした連携事業の遂行に当たって、中心的な役割を果たしているのが、基本協定に

則り設けられた｢吹田市・大阪学院大学 連携推進協議会｣である。連携推進協議会は、定
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期的に年 2 回、本学と吹田市役所を交互に会場として設定し、開催している。吹田市か

らは副市長を筆頭に市政の中枢を担う各部局の幹部が、本学からは大学事務長をはじめ

各部署所属長が出席し、双方とも相応の運営権限を有する責任者レベルが一堂に会する

ことにより、闊達に意見を交わすとともに、連携事業の具体化と調整を担っている。ま

た、こうした定期交流により、回を重ねる度に、両者の協力関係は着実に増幅している。 

連携推進協議会では、市が設置する各付属機関等委員会への大学教員(職員を含む。)

の派遣や、本学および吹田市双方の人的・知的資源の交流を図ることも申し合わせてい

る。 

近年では、吹田市との協力関係を基礎に、吹田市が産業振興連携協定を結んでいる企

業・団体と共催し、吹田市内に在住・在学する学生（本学学生に限定しない。）と、吹田

市内に事業所を有する企業とのマッチングイベント（吹田合同企業説明会）を行う等、吹

田市を媒介役として、本学が、これまで直接連携していなかった企業等とコラボレート

する機会が増えている。一つの自治体との連携が、産業界とのさらなるネットワークづ

くりへと発展する好例と言える。 

 

〔大阪府教育委員会〕 

大阪府教育委員会との連携は、｢教育の情報化および人の交流の推進を図るとともに、

教育上の諸課題に適切に対応することによって、大阪府の教育および大学における教育・

研究の充実・発展に資する｣ことを目的としており、(1)高等学校等の教員の研修を推進

すること、(2)大学生による学校教育活動への支援を推進すること、(3)高校生を対象と

した多様な学習機会を提供すること、等を行っている。 

 

 

〔吹田市教育委員会、箕面市教育委員会〕 

吹田市教育委員会や箕面市教育委員会との連携は、大阪府教育委員会と同様、｢教育の

情報化および人の交流の推進を図るとともに、教育上の諸課題に適切に対応することに

よって、(吹田市または箕面市の)教育および本学における教育・研究の充実・発展に資

する｣ことを目的に、(1)幼稚園・小学校・中学校の教員の研修を推進すること、(2)大学

生による学校教育活動への支援を推進すること、(3)幼稚園・小学生・中学生を対象とし

た多様な学習機会を提供すること、と定めている。 

 

また、教育開発支援センターでは、先述した各教育委員会をはじめ、大学コンソーシア

ム大阪等と連携し、教員研修を企画・運営するとともに、地域の児童・生徒と交流するシス

テムの基盤を築くべく努めている。とりわけ、大阪府教育委員会(大阪府教育センター)と

は、平成 19 年度以来、法定研修である｢10年経験者研修｣を共催する関係にあり、教育の情

報化を推進するため、教員のパソコンスキル向上をテーマとする講座を提供してきた。｢10

年経験者研修｣のパソコン講座では、本学専任教員の監修によるオリジナルテキストを使用

している。受講者の感想(平成 27 年度)によると、いずれの講座においても満足度は高くな

っている。また、平成 26年度には、大阪府教育教育センターより、それまでの連携実績に

基づき、10年経験者研修の受入人数増加要請を受け、同年度から(前年度比 50名増の)250
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名を受け入れている。このように、10年経験者研修は、リピーターも多く、着実な成果を

挙げていたが、その後、大阪府教育委員会の事情により、平成 28年度以後の実施が困難と

なったため、新たな研修のあり方を教育開発支援センターにおいて模索・検討した結果、

それまでの研修の実績とノウハウを活用・継承し、(大阪府内の教員対象の自主研修講座と

して)｢大学・専修学校等オープン講座｣を平成 28 年度から開始することとした。 

また、本学は教員免許状更新講習の認定校として、教務部が窓口となり、平成 26年度か

ら毎年度、講習を実施することにより、社会の要請に応えている。平成 26年度は必修講習

に加え、選択講習として、｢運動とスポーツの可能性を探る｣、｢持続可能な社会を目指す環

境教育｣および｢異文化理解のための外国語教育を考える｣の 3 講習、平成 27 年度は必修講

習に加え、選択講習として、｢持続可能な社会を目指す環境教育｣、｢情報メディアと学校図

書館｣、｢異文化理解のための外国語教育を考える｣、｢地理情報システムを利用した統計デ

ータの地図化と教育への活用｣および｢カウンセリングと教員｣の 5 講習、そして平成 28 年

度は必修領域講習と選択必修領域講習に加え、選択領域講習として｢カウンセリングと教

員｣、｢情報通信技術と教育｣、｢地理情報システムを利用した統計データの地図化と教育へ

の活用｣、｢児童生徒の理解に役立つ社会心理学｣および｢情報メディアと学校図書館｣の 5講

習を実施している。 

 

なお、本学における社会連携・社会貢献の適切性については、それぞれの活動ごとに主

担部局が恒常的な検証と改善を行うとともに、毎年度実施する自己点検・評価において、

全学評価委員会が定める実施要領の下、個別評価委員会が前年度の状況を別途検証し、そ

の結果を個別評価報告書としてまとめ、全学評価委員会へ上程する(その後、主担部局に還

元して改善を促す)ことにより担保している。なお、個別評価報告書の作成は、経営関係自

己点検・評価委員会(地域連携および大学全体の社会貢献を担当)が主となり、各個別評価

委員会が協力して担っている。 

 

(b) 課 題 

教員免許状更新講習については、受講者に対する(文部科学省指定の質問項目による)事

後評価結果によると、毎年度、いずれの講習においても高い満足度が得られていることか

ら、今後も受講者と講習の間にミスマッチがなく、ニーズに応えた内容が提供できるよう

十分考慮したうえで、講習を開講しなければならない。 

 

(c) 改善計画 

教員免許状更新講習については、これまでの成果を踏まえ、平成 29 年度以降も引き続き

認定校申請を行うとともに、選択領域講習については本学の教育研究資源を最大限に活用

し、受講者のニーズに合った内容が提供できるよう、教務部で検討を進める。 
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基準(3)  教員及び学生がボランティア活動等を通じて地域に貢献している。 

(a) 現 状 

地域貢献・地域連携の推進を図ることを目的に、平成 20年度に発足した｢地域連携室｣(事

業内容は、地域を対象とした公開講座・セミナー等の開設、 自治体・地域企業等との連携・

協力、 地域のまちづくりへの参加等地域連携による実践的教育の展開等。)では、本学が

所有する知的資源等を活用した事業を実施している。例えば、吹田くわい保存に係る活動

として、本学学生が、｢なにわ伝統野菜吹田くわい｣について学習するとともに、地元の｢平

野農園｣(栽培農家)および｢吹田くわい保存会｣と協力し、苗植付け作業(6月)、吹田市主催

｢吹田まつり｣における｢吹田くわい献上行列｣(7 月)および収穫作業(12 月)にそれぞれ参加

している。平成 26 年度からは、本学学生の主催により｢吹田くわい祭り｣を開催する等、吹

田くわいの保存・生産活動の維持・向上に一層努めている。平成 28 年度からは、本学キャ

ンパス内で吹田くわいの栽培を開始し、学生たちが自ら生育過程の記録・観察等を行って

いる。このほか、本学グループ校である AST カレッジ(大阪市)に隣接する｢天神橋筋商店街｣

へ本学学生が赴き、その歴史や文化を学習するとともに、商店街アーケードに毎年設置す

る大型絵馬の作成(12 月)を担う等、商店街および大阪天満宮への貢献に努めている。 

本学の学園祭である岸辺祭では、毎年、博物館研究会が地域に関連する研究発表を行っ

ており、平成 28 年度には、｢大阪学院大学周辺の自然と文化｣をテーマにしたパネル展示と

発表により、地域の歴史や文化を紹介するとともに、環境保護に対する理解を求めている。

このほか、岸辺祭では、近隣自治会による模擬店が毎年出店されており、地域に密着した

祭りとして広く浸透している。学生によるヨーヨーすくいや、事務職員によるスーパーボ

ール・キャラクターすくいの模擬店も地域の子供たちの人気を集めている。平成 26 年度か

らは、大阪欄間工芸協同組合の協力により、経済産業省や大阪府から伝統工芸として認定

されている｢大阪欄間｣の工芸士を招き、木工おもちゃ作りの体験教室を開くとともに、ミ

ニチュア電車に乗ることができるイベントを開催している。 

このほか、本学は、東日本大震災の復興支援活動に関し、平成 24 年に｢大学間連携災害

ボランティアネットワーク｣に加盟し、復興に向けて様々な支援活動を行っている。その取

組みの一環として、平成 25 年から｢復興支援インターン｣に学生を派遣している。この｢復

興支援インターン｣は、東日本大震災の被災地産業および被災地全体の振興に寄与すること

を目的に、被災地の教育機関や自治体が連携して運営する復興大学が主催し、復興庁宮城

復興局等が共催している。全国から学生が参加し、被災企業での職業体験を通じて、被災

地の現状や復興に向けての課題について学ぶとともに、その体験を広く発信しており、こ

れまでに復興庁主催の｢平成 26年度第 3回『新しい東北』官民連携推進協議会会員交流会｣

や、｢第 3 回国連防災世界会議パブリックフォーラム｣でも報告を行っている。 

｢吹田ボランティアフェスティバル｣や岸辺祭では、被災地の特産品販売や被災地の食材

を使った料理を販売するとともに、被災状況や復興の様子のパネル展示も行っている。平

成 27 年度からは、本学学生が岸辺祭でのチャリティーバザーや物産品販売での活動収益を

青少年への読書奨励という形で復興支援につなげようと計画し、校友会(本学卒業生の団

体)の協力を得て、気仙沼市内の小中学校(小学校 17 校、中学校 12 校)への図書の寄贈を実

施した。寄贈図書は、同小中学校の全生徒が応募する｢本吉地方読書感想文コンクール｣の

課題図書であり、気仙沼市教育委員会を通じて各校に届けられた。さらに、平成 28年には、
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被災地の企業の協力も得たことで、南三陸町の小中学校(小学校 5 校、中学校 2 校)への図

書寄贈も実現した。 

ツーリズム研究とボランティア活動を目的として、｢Discover Kesennuma｣というプロジ

ェクトも実施している。同プロジェクトは、本学学生が東日本大震災の被災地である宮城

県気仙沼の観光資源を発見し、その情報を世界に発信するものであり、この活動を通じて、

気仙沼に来訪する外国人観光客を増やすことも目的としている。近年では、経営学部ホス

ピタリティ経営学科学生や外国人留学生等、24 名で気仙沼を訪問し、プロジェクトの報告

書を作成して気仙沼市役所等に提出した。 

学内においては、東日本大震災復興支援活動に取り組んでいる本学学生による報告会を

開催した。報告会では、復興支援インターンに参加した学生、｢Discover Kesennuma｣プロ

ジェクトに参加した学生および外国人留学生、気仙沼市の小中学校に図書を寄贈したボラ

ンティアサークルの学生が報告を行い、それぞれの活動を通じて学んだ被災地および被災

企業の現状、復興の進捗と課題等について情報発信した。報告会には多くの本学学生・教

員・留学生が参加し、活発な質疑応答が交わされた。報告会後も、交流の場を設け積極的に

意見交換を促すことにより、復興支援の輪が広がるよう配慮した。こうした取組みのノウ

ハウは、平成 28 年度における｢熊本ボランティア報告会｣においても継承し、大規模被災後

の風化や風評の広がりを少しでも食い止めるべく、復興支援活動に対する継続的な理解と

協力を本学内に深く根付かせるよう努めている。 

 

(b) 課 題 

｢なにわ伝統野菜吹田くわい｣と本学との関わりは、年を追うごとに深くなっており、当

初は栽培農家に出向き苗植付けや収穫等の作業を手伝ったり、吹田くわい献上行列に参加

したりする等、既存の諸活動から学ぶことが多かったが、平成 26年度以後は、これらに加

えて、吹田くわい祭りを本学学生が｢主催｣したり、或いは平成 28年度以後、キャンパス内

でくわい栽培を開始したりする等、本学が主体となる活動が着実に増えている(近年は、本

学に留学中の外国人学生の参加も見受けられる)。このような地域連携の進展のサイクルは、

従前の知的資源の地域還元(大学から地域へ)や、伝統行事への学生参加促進(地域に大学

も)といった相互に一方通行がちであった次元を超え、大学が、自身の教育研究蓄積と、地

域で連綿と継承されてきた知恵とを融合(コラボレート)し、新たな地域ブランドの創出・

開発を担うという、未来のあるべき社会連携・社会貢献のモデルを先取りしたものと言え

る。大局的に見れば、まだ萌芽に過ぎないものの、本学は、この吹田くわいモデル事業の成

果を基礎に、同事業のさらなる発展を目指すことはもとより、本学の特色を活かした多様

な連携事業に取組む必要がある。 

 

(ｃ) 改善計画 

地域連携や社会貢献のボランティア活動に、より多くの学生および教員が関心を示し、

積極的な協力へと繋がるよう、地域連携室が主体となって、オリエンテーションやゼミナ

ールを通して告知機会を増やすとともに、ボランティアの意義や実績を広く浸透させるた

めの説明会や公式ホームページでの発信等、効果的な広報に努める。特に、ボランティア

に参加して成長した学生による報告会を頻繁に開催することにより、報告学生に自身の活
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動成果を公開の場でフィードバックする機会を提供するとともに、他の学生および教員の

興味を喚起し、地域社会と連携して発展する重要性をより広く共有できるよう図る。 
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