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１．自己点検・評価の基礎資料 

(１) 学校法人及び短期大学の沿革 

 昭和32年の初め頃より、栃木県内の神社界で教育事業を興そうという気運が高まった。

時を同じくして栃木市においても、市内公立高等学校の収容力の絶対的不足から私立高等

学校の誘致が緊急の課題となっていた。そこで関係者が相集い協議を重ねた結果、堅実な

建学の精神を有し、かつ優れた伝統のある國學院大学の附属高等学校を誘致することで意

見の一致をみた。 

 昭和34年６月、栃木市および栃木県神社庁関係者が東京都渋谷区にある國學院大学を訪

れ、栃木市に附属高等学校設置を要請した。その後、三者の間で急速に話し合いが進展し、

さらに設置条件が整い、昭和34年９月30日に開かれた学校法人國學院大学理事会で、風光

明媚な太平山県立自然公園の麓に附属高等学校設置を正式に決定した。 

 昭和35年４月の開校を目指して、認可申請および建設の準備が國學院大学において進め

られる一方、昭和34年11月２日に栃木市入舟町の栃木市教育委員会教育長室に仮事務所を

設置して開校の準備を開始した。同年12月21日に認可申請書を栃木県知事に提出し、昭和

35年４月11日付けで栃木県知事より認可が下りた。 

 昭和35年４月13日に第１回入学式を栃木市中央公民館において挙行し、次いで２日後の

４月15日に旧南館が完成して授業を開始した。さらにその年の秋10月９日に本館が完成し

たことで、校舎建築のすべてが完了した。この本館校舎完成の日をもって本学園創立記念

日と定め、毎年、創立記念奉告祭・式典を挙行している。 

 高等学校の順調な発展にともない、さらにいっそう地域の実情に即した教育を目指して

昭和38年３月11日、学校法人國學院大学の姉妹法人として学校法人國學院大學栃木学園を

設立し、高等学校の経営を継承した。法人は独立したが、建学の精神はいささかも変わる

ことなく、この太平台に深く根ざし建学の精神を高揚し、さらに昭和40年３月25日に、國

學院大學栃木二杉幼稚園を開園した。 

 短期大学の開学は高等学校創立の時からの計画であったが、新法人が設立されて経営基

盤が確立したことから、本格的に具体化していった。加えて栃木県および栃木市当局、県

神社界、教育界、保護者の間からも設置の切実な要望が寄せられていた。このような状況

のなかで新法人設立後の昭和38年４月より準備をすすめ、昭和40年９月27日付けで文部省

に設置認可申請書を提出した。設置学科は國學院大学の歴史と伝統を直接受け継ぐ国文科

(入学定員50人、収容定員100人)と、女子教育の尊重こそ建学の精神を高揚させるとの立場

から、家政科(入学定員50人、収容定員100人)の２学科とした。同年11月18日に大学設置審

議会、同月21日に私立大学審議会の現地視察を経て、昭和41年１月25日、栃木県下初の短

期大学として認可され、同年４月１日に開学した。 

 さらに、短期大学の充実を図るべく昭和43年４月に初等教育科(入学定員50人、収容定員

100人)を増設した。わが国の高等教育への志向が昭和50年代に入っていっそう強くなり、

行政の指導はもとより地域社会からの要望によって、大学の量的拡大と質的向上の両面か

ら整備することが急務となった。 

そこで昭和50年度に、国文科・初等教育科の入学定員を各100人に、収容定員を各200人

に変更し、さらに昭和58年度に、国文科・初等教育科の入学定員を各150人に、収容定員を

様式４－自己点検・評価の基礎資料 
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各300人に、家政科の入学定員を100人に、収容定員を200人に変更した。また國學院大学の

学統を受け継ぐ日本史学科(入学定員100人、収容定員200人)を昭和61年４月に開設した。

このことは開設当初からの計画であったが、これを機会に、既設の学科の名称を、それぞ

れ国文学科・家政学科・初等教育学科に変更した。さらに平成２年４月には、豊かな教養

を備え、情報化社会に役立つＩＴ技術を身につけた人材育成を目的とした商学科(入学定

員150人、収容定員300人)を設置した。商学科の設置にともない、初等教育学科の入学定員

を100人に、収容定員を200人に変更した。平成14年度には、就学人口の減少を見込み、国

文学科・商学科の入学定員を各100人に、収容定員を各200人に変更した。 

 さらに平成16年４月より、21世紀の社会目標である男女共同参画社会に寄与すること、

國學院大学との連携教育を強化すること、また少子化対策の一環として、男女共学にして、

新しい教育への第一歩を踏み出した。 

 平成22年度から学科再編を推進し、平成23年３月26日に文部科学省への届け出が認めら

れ、平成24年度から日本文化学科(入学定員200人：日本文学フィールド・言語文化フィー

ルド・日本史フィールド)・人間教育学科(入学定員160人：子ども教育フィールド・生活健

康フィールド)の２学科５フィールド体制が始発した。平成26年度には、入学定員を日本文

化学科は160人に、人間教育学科は140人に変更した。平成27年度に、短期大学は創立五十

周年を迎えた。また、人間教育学科子ども教育フィールドの幼稚園・保育専攻の定員を40

人から80人に変更した。平成28年度には入学定員を日本文化学科は120人に、人間教育学科

は130人に変更し、現在に至る。 

 

 

(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 

國學院大學栃木短期大学 栃木市平井町608番地 250 500 418 

國學院大學栃木高等学校 栃木市平井町608番地 680 2,040 1,326 

國學院大學栃木中学校 栃木市平井町608番地 80 240 95 

國學院大學栃木二杉幼稚園 栃木市片柳町５丁目11番37号 70 210 129 
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(３) 学校法人・短期大学の組織図 

法人全体の組織図                    (平成29年５月１日現在) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短期大学の組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理事長 

学 長 学科長会議 

学科会議 フィールド会議 

教授会 
教務委員会 

学生委員会 

広報委員会 

入試委員会 

図書委員会 

学務推進委員会 
（委員長連絡会議） 

募集促進委員会 

国際交流委員会 

高大連携委員会 

（直属委員会） 

自己点検・評価委員会 
（特別委員会） 

ＦＤ委員会 

ＳＤ委員会 

法 人 事 務 局 

國學院大學栃木短期大学 

國學院大學栃木中学校 

國學院大學栃木高等学校 

國學院大學栃木二杉幼稚園 

学校法人 
國學院大學栃木学園 

理 事 会 

評議員会 

監 事 

庶 務 課 

経 理 部 

管 理 課 

図 書 館 

参 考 館 

教育センター 

本 部 

ｷｬﾘｱｻﾎﾟｰﾄ課 

教 務 課 

学 生 課 短期大学教学部 

日本文化学科 

人間教育学科 

普 通 科 

ハラスメント委員会 



國學院大學栃木短期大学 

 6

本学では、教授会のもとに教育上必要な委員会を設けている。教学上の事項を運用する

教務委員会、学生委員会、広報委員会、入試委員会、図書委員会の常設５委員会がある。

さらに、学長の直属４委員会(学長の諮問に応える学務推進委員会と、学生募集対策や国際

交流を特務とする募集促進委員会、国際交流委員会、高大連携委員会)、特別３委員会(自

己点検・評価、教員の授業力向上・職員の支援力向上を目的とする自己点検・評価委員会、

ＦＤ委員会、ＳＤ委員会)を設置している。委員会の委員長は、学長のリーダーシップのも

とで任命される。委員会活動状況を把握し、委員会間の連携・調整のため、年２回、学務

推進委員会委員長を議長として委員長連絡会議を行っている。 

 

 

(４) 立地地域の人口動態・学生の入学動向・地域社会のニーズ 

� 立地地域の人口動態(短期大学の立地する周辺地域の趨勢) 

 本学の所在する栃木市は、栃木県の南部に位置し、平成29年５月31日現在、世帯数64,641

世帯、人口総数162,511人(男80,844人、女81,667人)である。 

 栃木市は、古くは下野国の国府の所在地として、この地域の政治・経済の中核的役割を

果たしてきた。時代は移っても、その役割は変わらず、明治維新後の廃藩置県の後しばら

く県庁所在地として、地方行政および経済活動の中心であった。県庁は明治11年(1878)に

宇都宮に移ったが、栃木市は県南における中心的な町として重要な地位を占め、昭和12年

(1937)４月１日に市制が施行された。戦後は近隣の村々と相次いで合併して市域を拡大し

た。平成22年３月29日、大平町・藤岡町・都賀町と、平成23年10月１日、西方町と、平成

26年４月５日、岩舟町と合併した。今日、栃木市はＪＲ両毛線と東武日光線の合流地、東

北自動車道と北関東自動車道の合流地として、北関東の交通の要所である。また文教都市

としての色彩が強く、県立高等学校(男子高等学校、女子高等学校、商業高等学校、工業高

等学校、農業高等学校、普通科の男女共学高等学校、定時制・通信制高等学校、特別支援

学校)が８校、私立高等学校が１校、そして市内唯一の短期大学である本学がある。 

 

■ 学生の入学動向：学生の出身地別人数および割合 

地域 
24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 

人数 

(人) 
割合 

(％) 
人数 

(人) 
割合 

(％) 
人数 

(人) 
割合 

(％) 
人数 

(人) 
割合 

(％) 
人数 

(人) 
割合 

(％) 

岩 手 2 0.9 4 1.8 2 0.9 4 1.8 2 1.0 

宮 城 5 2.3 2 0.9 0 0 2 0.9 2 1.0 

秋 田 3 1.4 3 1.3 2 0.9 1 0.4 0 0 

山 形 1 0.5 0 0 1 0.4 1 0.4 1 0.5 

福 島 21 9.6 21 9.3 19 8.1 20 8.8 19 9.9 

茨 城 19 8.7 8 3.5 27 11.5 16 7.1 20 10.4 

栃 木 94 42.9 108 48.0 107 45.7 121 53.5 101 52.6 

群 馬 23 10.5 22 9.8 15 6.4 21 9.3 18 9.4 
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地域 
24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 

人数 

(人) 
割合 

(％) 
人数 

(人) 
割合 

(％) 
人数 

(人) 
割合 

(％) 
人数 

(人) 
割合 

(％) 
人数 

(人) 
割合 

(％) 

埼 玉 11 5.0 16 7.1 12 5.1 8 3.5 9 4.7 

東 京 13 5.9 11 4.9 13 5.6 3 1.3 4 2.1 

神奈川 0 0 4 1.8 4 1.7 4 1.8 3 1.6 

千 葉 6 2.7 4 1.8 5 2.1 1 0.4 2 1.0 

長 野 3 1.4 0 0 9 3.8 7 3.1 2 1.0 

新 潟 6 2.7 6 2.7 5 2.1 2 0.9 1 0.5 

静 岡 3 1.4 3 1.3 3 1.3 0 0 1 0.5 

他 9 4.1 13 5.8 10 4.3 15 6.6 7 3.6 

［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 

 本学は、栃木市内唯一の高等教育機関として、地域社会からの一定の信頼と評価を受け

ている。本学への入学者の約半数が地元栃木県の出身者である。図書館司書資格や学校図

書館司書教諭資格等、県内短期大学のうち本学でしか取得できない資格もあり、地元志向

の強い学生から高い評価を受けている。また、本学では、栃木市と連携し、数多くの公開

講座を実施しており、多くの市民から高い評価を受けている。 

本学は栃木県内で唯一日本史を専門的に学べる高等教育機関であり、地域の文化行政に

も関わってきた。平成27年度に栃木県が実施した「大学・地域連携プロジェクト支援事業」

に「太平山麓の歴史遺産再発見」のテーマで採択され、栃木市教育委員会・太平山神社と

共同で、太平山内の文化財調査を実施した。平成28年３月には本学教育センターで地元向

け報告会を実施し、『太平山の石造物』と題する中間報告書を刊行した。また、平成28年

度には「とちぎの古代遺産新発見－中根八幡遺跡の調査を中心に－」と「太平山神社の絵

馬－太平山の歴史遺産再発見Part２－」の２つのテーマが「大学・地域連携プロジェクト

支援事業」に採択された。それぞれ調査を実施している。これらの成果は、３月に本学教

育センターで実施した市民向けの成果報告会で報告したほか、栃木市教育委員会・中根地

区・圓通寺の協力のもと行われている中根八幡遺跡については、２月に地元公民館でも報

告会を開催している。 

 さらに、小山市役所・地元自治会等で構成する「旧・梅の宮宿、本沢河岸周辺の歴史的

資産を活用した地域活性化事業実行委員会」より、小山市旧・梅の宮宿、本沢河岸周辺地

域における古文書ならびに石造物の調査が本学に委託され、日本史フィールドの教職員・

学生がこれに従事した。 
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� 地域社会の産業の状況 

 栃木市は、江戸時代には日光例幣使街道の宿場町として、また江戸と結ぶ巴波
う ず ま

川
がわ

舟運の

物資集積地として栄えた。市街地は、店舗用の「見世蔵」や物資用の「土蔵」など約400棟

が残り、今日、こうした歴史的町並みなどの歴史遺産を活用した「鯉のいる街・蔵の街」

をキャッチフレーズに観光化に力を入れている。本学の位置する市西部の太平山からの景

色は、「陸の松島」と呼ばれ観光名所ともなっている。 

 栃木市の産業は、下駄作りや大麻による栃木芯
しん

縄
なわ

(鼻緒用)、また味噌・漬物などの製造、

蔵の屋根を飾る栃木瓦やカイロ生産などの伝統的な物作りの技術をいかした地場産業や、

本市ならではの名物・特産品の開発など「とちぎブランド」による新たな産業の活性化を

目指している。また、大平町と岩舟町ではブドウの生産が盛んである。 

 一方、栃木県の農業は米麦を中心に、「とちおとめ」に代表されるイチゴ(全国生産量１

位)や「宮ねぎ」(別名ダルマねぎ)、ビール麦やトマトの生産をはじめ、また栃木県は餃子

の消費量日本一を争う宇都宮市の影響もあって、ニラの生産量では高知県に次ぎ、全国第

２位となっており、干 瓢
かんぴょう

は全国の98％を生産している。 

 

� 短期大学所在の市区町村の全体図 
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(５) 課題等に対する向上・充実の状況 

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

事項への対応について(領域別評価票における指摘への対応は任意) 

改善を要する事項 

(向上・充実のための課題) 
対策 成果 

評価領域Ⅱ 教育の内容 

教務委員会内の「ＦＤ小委員

会」を独立させて、ファカルテ

ィ・ディベロップメント(ＦＤ)

活動の組織化・定期化を図り、

授業改善のためのより積極的

な活動が望まれる。 

教務委員会内のＦＤ小委員会

を独立したＦＤ委員会として

設置し、平成22年度より、毎年

２回ＳＤ委員会と合同で研修

会を開催している。また授業ア

ンケートを実施し、状況分析を

行うとともに各教員にフィー

ドバックして、その所見の提出

を求めている。 

教職員が一体となり共通認識

をもって授業改善・学生指導等

に取り組んでいる。また、各教

員が授業アンケート結果を分

析し、次年度の授業改善に努め

ている。 

評価領域Ⅸ 財務 

短期大学全体の入学定員の充

足状況が低いので、充足率をあ

げるように努力されたい。 

平成24年度より５学科を２学

科５フィールドに再編し、多彩

な進路に対応できる短期大学

として学生増に努めている。さ

らに募集促進委員会を設け、教

職員が積極的に高等学校訪問

など広報活動にあたっている。 

平成24年度に学科を再編し、入

試制度の変更や広報活動の強

化などに努力してきたが、入学

者の増加には繫がっていない。

過去数年の志願者の状況から、

平成28年度より適正な入学定

員に変更した。 

余裕資金はあるものの学校法

人全体および短期大学部門の

収支バランスの改善と、これま

でも財務体質の改善のために、

種々の方策を講じてきている

が、現在着手しつつある計画を

実現することが望まれる。 

定員を削減し、充足率を向上さ

せた。また、人件費の抑制を行

い収支バランスの改善を図っ

ている。 

平成21年度より補助金の獲得、

人件費の抑制などの方策を講

じ、平成27年度には、ほぼ短期

大学の収支バランスも改善さ

れた。 

評価領域Ⅹ 改革・改善 

自己点検・評価の結果を活用す

る取り組みを具体化し、改革・

改善することが望まれる。 

自己点検・評価結果からの問題

点を解決するため、時代に即し

た２学科体制に再編し、学長直

属の募集促進・高大連携・国際

交流・ＦＤ・ＳＤの各委員会を

設置した。 

学長のリーダーシップのもと、

ＰＤＣＡサイクルを念頭にお

き、何事にも教職員が一体とな

って、取り組むようになった。 

 

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 

予定されている耐震補強工事

の実施が求められる。 

耐震診断を実施し、その結果

に基づいて耐震設計を行っ

た。本学園は、幼稚園・中学校

・高等学校・短期大学を設置し

ており、順次耐震補強の工事

を実施することとした。 

学園教育機関の設置年次順に

計画的に進められており、短

期大学校舎については平成29

・30年度を計画し、中期財務計

画予算に計上されている。 
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改善を要する事項 対策 成果 

学生生活支援をよりいっそう

効果的なものにするために、専

門のカウンセラーを学生相談

室に配置して支援体制を整え

ることが望まれる。 

精神的な症例に対応できる有

資格の専任教員が３人おり、学

生相談室を訪れた学生に対し

て個別に対応している。 

個別の丁寧な対応により、休学

・退学する学生が減少し、卒業

・進学・就職できる学生が増加

した。 

専任会議の議事録が未整理で

あるため、その整理・保管体制

を整備することが望まれる。 

教授会の議事録の迅速な作成

と記載事項の確認と保存管理

を徹底した。 

必要に応じて速やかな閲覧が

可能になった。 

防災対策の充実 防災設備の整備・点検は毎年

実施しているが、平成27年度

は集中管理している火災報知

受信機等の防災監視システム

を、また西三号館のエレベー

ターを最新のものに入れ替え

た。 

火災報知器・防火扉の作動な

どに事務室で瞬時に対応でき

るようになった。 

 

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。 

とくにない。 

 

 

 (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 

学科等の名称 事項 24年度 25年度 26年度 27年度 29年度 備考 

日本文化 

学科 

入学定員 200 160 160 120 120 

 

入学者数 116 107 114 81 140 

入学定員 

充足率(％) 
58 66 71 67 117 

収容定員 400 360 320 280 240 

在籍者数 232 219 216 191 218 

収容定員 

充足率(％) 
58 60 67 68 91 

人間教育 

学科 

入学定員 160 140 140 130 130 

 

入学者数 109 127 112 111 93 

入学定員 

充足率(％) 
68 90 80 85 72 

収容定員 320 300 280 270 260 

在籍者数 208 230 234 218 200 

収容定員 

充足率(％) 
65 76 83 80 77 

［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
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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。 

 

②卒業者数(人) 

区分 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 

国文学科 62     

家政学科 42     

初等教育学科 76     

日本史学科 62     

商学科 42     

日本文化学科  111 108  95 109 

人間教育学科   98 103 121 106 

 

③退学者数(人) 

区分 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 

国文学科 2     

家政学科 1     

初等教育学科 2     

日本史学科 0     

商学科 0     

日本文化学科 3 11 9 12 4 

人間教育学科 5 6 4 6 6 

 

④休学者数(人) 

区分 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 

国文学科 0     

家政学科 0     

初等教育学科 0     

日本史学科 0     

商学科 0     

日本文化学科 0 0 0 0 1 

人間教育学科 0 0 1 0 0 
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⑤就職者数(人) 

区分 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 

国文学科 23     

家政学科 28     

初等教育学科 62     

日本史学科 8     

商学科 11     

日本文化学科  31 27 28  57 

人間教育学科  75 78 94 101 

 

⑥進学者数(人) 

区分 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 

国文学科 23     

家政学科 2     

初等教育学科 9     

日本史学科 35     

商学科 9     

日本文化学科  62 55 52 42 

人間教育学科  11 17 18  4 

 

 

(７) 短期大学設置基準を上回っている状況・短期大学の概要 

①教員組織の概要(人)                   (平成29年５月１日現在) 

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 

日本文化学科 13  6 1 0 20  7  3 3 30 文学関係 

人間教育学科  9  7 5 0 21 10  3 4 31 
教育学・保

育学関係 

(小計) 22 13 6 0 41 17  6 7 61  

〔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] 

      4 2    

(合計) 22 13 6 0 41 21 8 7 61  

［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
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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。 

 

②教員以外の職員の概要(人)                (平成29年５月１日現在) 

 専任 兼任 計 

事務職員 10 0 10 

技術職員  2 0  2 

図書館・学習資源センター等の専門事務職員  4 0  4 

その他の職員  0 0  0 

計 16 0 16 

［注］ 

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

□ 契約職員、派遣職員等は「兼任」に分類する。 

 

③校地等(㎡)                       (平成29年５月１日現在) 

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 28,969 0 0 28,969 

4,000 110 

 

運動場用地 11,582 0 0 11,582  

小計 40,551 0 0 40,551  

その他 5,309 0 0 5,309  

合計 45,860 0 0 45,860  

［注］ 

□ 基準面積(㎡)＝短期大学設置基準上必要な面積 
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□ 〔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(㎡)                         (平成29年５月１日現在) 

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 28,969 0 0 28,969 4,000  

［注］ 

□ 基準面積(㎡)＝短期大学設置基準上必要な面積 

 

⑤教室等(室)                       (平成29年５月１日現在) 

講義室 演習室 実験実習室 情報処理学習室 語学学習施設 

25 4 20 2 1 

 

⑥専任教員研究室(室)  (平成29年５月１日現在) 

専任教員研究室 

35 

 

⑦図書・設備                       (平成29年５月１日現在) 

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] 

日本文化学科 
127,249 

[597] 

47 

[1] 
― 793 711 27 

人間教育学科 
23,339 

[489] 

15 

[2] 
― 2,137 2,935 240 

計 
150,588 

[1,086] 

62 

[3] 
― 2,930 3,646 267 

 

図書館 
面積(㎡) 閲覧座席数 収納可能冊数 

3,378 347 300,000 

体育館 
面積(㎡) 体育館以外のスポーツ施設の概要 

6,219 テニスコート(２面)  

参考館 

(博物館相当施設) 

面積 所蔵点数 

事務室16㎡ 展示室391㎡ 

収蔵庫１階24㎡ ２階262㎡ 
5,792 

教育センター 
面積(㎡) 

 
4,712 
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(８) 短期大学の情報の公表について 

①教育情報の公表について                 (平成29年５月１日現在) 

 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 

ホームページに掲載 

http://www.kokugakuintochigi.ac.jp/t

andai/etc/info/kyouiku_jyouho/kyouik

u_jyouho.html 

２ 教育研究上の基本組織に関すること 

ホームページに掲載 

http://www.kokugakuintochigi.ac.jp/t

andai/etc/info/kyouiku_jyouho/kyouik

u_jyouho.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 

ホームページに掲載 

http://www.kokugakuintochigi.ac.jp/t

andai/etc/info/kyouiku_jyouho/kyouik

u_jyouho.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 

『大学案内』『学生募集要項』およびホー

ムページに掲載 

http://www.kokugakuintochigi.ac.jp/t

andai/etc/info/kyouiku_jyouho/kyouik

u_jyouho.html 

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 

『学生便覧』およびホームページに掲載 

http://www.kokugakuintochigi.ac.jp/t

andai/etc/info/kyouiku_jyouho/kyouik

u_jyouho.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 

『学生便覧』およびホームページに掲載 

http://www.kokugakuintochigi.ac.jp/t

andai/etc/info/kyouiku_jyouho/kyouik

u_jyouho.html 

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 

『大学案内』『学生便覧』およびホームペ

ージに掲載 

http://www.kokugakuintochigi.ac.jp/t

andai/campus/campus_shisetsu.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 

『学生募集要項』およびホームページに

掲載 

http://www.kokugakuintochigi.ac.jp/t

andai/nyushi/youkou/12youkou_nyuugak

ukin.html 

http://www.kokugakuintochigi.ac.jp/t

andai/campus/campus_ryou.html 

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 

『大学案内』およびホームページに掲載 

http://www.kokugakuintochigi.ac.jp/t

andai/etc/info_zaigakusei/siensitu_s

oudansitu.html 
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②学校法人の財務情報の公開について            (平成29年５月１日現在) 

事項 公開方法等 

財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報

告書及び監査報告書 

ホームページに掲載 

http://www.kokugakuintochigi.ac.jp/t

andai/etc/info/kyouiku_jyouho/kyouik

u_jyouho.html 

［注］  

□ 上記①・②ともに、ウェブサイトで公表している場合はＵＲＬを記載する。 

 

 

(９) 各学科・専攻課程ごとの学習成果について(平成28年度) 

本学には、日本文化学科と人間教育学科の２学科がある。日本文化学科には日本文学フ

ィールド・言語文化フィールド・日本史フィールド、人間教育学科には子ども教育フィー

ルド・生活健康フィールドがある。この報告書では、フィールドを専攻課程と見なしてい

る。 

 

■ 学習成果をどのように規定しているか。 

日本文化学科の学習成果 

 日本文化学科では、次の７つの学習成果を定め、その獲得に向けた指導をしている。 

  ①主体的に学び、考え、判断し、実践する能力を身につける。 

  ②自己を認識して、基礎力とキャリア形成力を身につけて、自立した社会人になる。 

  ③日本文化を学ぶうえで必要である日本語による自己表現力を養い、その成果として 

卒業研究やゼミ論文を作成できる。 

  ④日本文化を知るうえで、他者を理解することが大切である。日本語と外国語を比較 

しながら、それぞれの歴史・文化・生活を深く理解して国際感覚を高める。 

  ⑤各フィールドの専門性を高め、教職、ビジネス、司書、学芸員、社会教育主事など 

の有用な資格を取得する。 

  ⑥２年間の学習をさらに発展させるために、國學院大学文学部・神道文化学部・経済 

学部への推薦編入学枠を積極的に活用する。 

  ⑦２年間の学習をいかして自分に相応しい進路(就職など)を選択できる。 

 

人間教育学科の学習成果 

人間教育学科では、次の６つの学習成果を定め、その獲得に向けた指導をしている。 

①人間形成に関わる科目および家庭・社会生活に関わる科目を主体的に学習し、人間 

として成長していく知識と技能と感性を身につける。 

②日本の伝統や言語、生活様式などの日本文化を学び、グローバルにものをみる姿勢 

と社会貢献をする基礎力を身につけ、いかしていける。 

③実験・実習などの実践的学習によって、他者とのコミュニケーション力、実践力、 

協働と協調性を高める。 

④保育士、幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭、中学校家庭科教諭、医療管理秘書士、 
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フードスペシャリストなどの資格を取得し、自分に相応しい進路(就職など)を選択

することができる。 

⑤２年間の学習を発展させるために、國學院大学などの四年制大学に編入学をするこ 

とができる。 

⑥現代が知識基盤社会であることを知り、情報を活用し、諸問題を解決できる知識、 

技術をもった社会人となる。 

 

■ どのように学習成果の向上・充実を図っているか。 

日本文化学科は、各フィールドの専門能力を高めることはもとより、関心に応じて他フ

ィールドの科目も学べる「クロスオーバー・ラーニング」を積極的に推進している。さら

に多数の演習や実習授業を開講し、学生の個性をいかして、主体的に学び、考え、判断し、

実践する能力を身につけるための指導を行っている。また、国際化社会のなかで生活して

いくために、日本だけでなく外国の歴史・文化・生活についても広く学習し、卒業後、社

会人として行動する基礎を習得するように指導している。作文指導などによって自己表現

力を養っている。学生は主体的に研究テーマを見つけ、自分の問題を熟考して、卒業研究

やゼミ論文を作成している。その結果、文章作成力とプレゼンテーション技法を習得し、

自分の問題を解決する力を身につけている。編入学用のカリキュラムの授業を選択するこ

とによって、國學院大学の文学部、神道文化学部、経済学部への推薦編入学枠を活用でき

るようになっている。教職、ビジネス、司書、学芸員、社会教育主事などの資格取得のた

めのカリキュラムも充実し、学生が主体的に授業を選択して、よりいっそう専門性を高め

て自分に相応しい職業に就くように指導している。 

人間教育学科は、ほとんどの学生が幼稚園教諭、保育士、小学校教諭、養護教諭、中学

校家庭科教諭、医療管理秘書士、フードスペシャリストなどの資格取得を目指している。

そのために、資格を取得し、教育関係や取得資格関連の企業など、各学生に相応しい進路

(就職など)を選択できるように指導している。 

子ども教育フィールドでは、小学校教諭と幼稚園教諭の二種免許状(小学校・幼稚園専

攻)、または幼稚園教諭の二種免許状と保育士資格(幼稚園・保育専攻)を同時に取得するこ

とができるようにカリキュラムを充実させている。ピアノの初心者に対しては、個々のレ

ベルに応じて個別に指導を行い、教育実習時には自信をもって弾けるようにしている。ま

た、授業はもとより全員参加の春期教育研修や大学祭、定期演奏会、新入生歓迎表現活動

などにおいて実践的学習や協働の体験・発表の機会を多く設け、表現力や実践力、協調性

や社会性の向上を図っている。 

生活健康フィールドでは、就職活動の支援として、就職した卒業生の就職に至る準備と

就職後の体験伝授の時間を設け、また面接の模擬試験を実施するなど学生の就職のための

技術、および意欲を高めることによって学習成果を上げる工夫をしている。最近、職場や

家庭で重要性が高まっている救急救命法の講習も行っている。 

両フィールドとも、教員採用試験の支援が授業時間内外の時間で行われている。 
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(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) 

 とくにない。 

 

 

(11) 公的資金の適正管理の状況(平成28年度) 

 学生課担当職員が資金を受けている教員と連絡を密にして、マニュアルに従って適正に

管理運営している。また、説明会等には必ず出席し、制度の変更にも十分注意している。 

 

 

(12) 理事会・評議員会の開催状況(平成26年度～平成28年度)  

区

分 

開催日現在の状況 
開催年月日 

開催時間 

出 席 者 数 等 
監事の出席

状況 定 員 
現員

(a) 

出席理事数

(b) 

実出席率      

(b/a) 

意思表示 

出席者数 

理

事

会 

11人以上 

14人以内 

12人 
平成26年５月30日 

10：00～11：20 
12人 100.0％ ０人 ２／２ 

12人 
平成26年７月４日 

12：00～12：40 
12人 100.0％ ０人 ２／２ 

12人 
平成26年９月５日 

12：00～13：10 
11人 91.7％ １人 ２／２ 

12人 
平成26年12月２日 

12：00～12：50 
12人 100.0％ ０人 ２／２ 

12人 
平成27年２月17日 

12：00～13：20 
11人 91.7％ １人 ２／２ 

12人 
平成27年３月16日 

13：00～14：40 
11人 91.7％ １人 ２／２ 

12人 
平成27年４月１日 

13：00～13：30 
12人 100.0％ ０人 ２／２ 

12人 
平成27年５月29日 

12：00～13：40 
10人 83.3％ ２人 ２／２ 

12人 
平成27年７月３日 

12：00～12：40 
11人 91.7％ １人 ２／２ 

12人 
平成27年９月４日 

12：00～13：00 
11人 91.7％ １人 ２／２ 

12人 
平成27年12月３日 

15：00～16：10 
８人 66.7％ ４人 ２／２ 

12人 
平成28年２月16日 

12：00～13：10 
11人 91.7％ １人 ２／２ 

12人 
平成28年３月17日 

13：00～14：25 
11人 91.7％ １人 ２／２ 

12人 
平成28年５月27日 

12：00～13：40 
10人 83.3％ ２人 ２／２ 

12人 
平成28年７月５日 

12：00～12：40 
９人 75.0％ ３人 ２／２ 
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区

分 

開催日現在の状況 
開催年月日 

開催時間 

出 席 者 数 等 
監事の出席

状況 定 員 
現員

(a) 

出席理事数

(b) 

実出席率      

(b/a) 

意思表示 

出席者数 

理
事
会 

11人以上 

14人以内 

12人 
平成28年９月６日 

12：00～13：00 
９人 75.0％ ３人 ２／２ 

12人 
平成28年12月６日 

12：00～12：40 
10人 83.3％ ２人 ２／２ 

12人 
平成29年２月16日 

12：00～13：20 
８人 66.7％ ４人 ２／２ 

12人 
平成29年３月27日 

13：00～14：20 
９人 75.0％ ３人 ２／２ 

 

区

分 

開催日現在の状況 
開催年月日 

開催時間 

出 席 者 数 等 
監事の出席

状況 定 員 
現員

(a) 

出席評議員

数(b) 

実出席率      

(b/a) 

意思表示 

出席者数 

評

議

員

会 

34人以上 

42人以内 

37人 
平成26年５月30日 

11：20～12：20 
35人 94.6％ ２人 ２／２ 

37人 
平成27年３月16日 

11：00～12：15 
33人 89.2％ ０人 ２／２ 

38人 
平成27年４月１日 

11：00～11：40 
38人 100.0％ ０人 ２／２ 

38人 
平成27年５月29日 

14：00～15：36 
28人 73.7％ 10人 ２／２ 

38人 
平成28年３月17日 

11：00～12：20 
33人 86.8％ ５人 ２／２ 

36人 
平成28年５月27日 

14：00～15：20 
30人 83.3％ ６人 ２／２ 

36人 
平成28年９月６日 

14：00～15：36 
29人 80.6％ ７人 ２／２ 

36人 
平成29年３月27日 

11：00～12：20 
31人 86.1％ ５人 ２／２ 

［注］ 

１．平成26年度から平成28年度までに開催した全ての理事会及び評議員会について、理

事会・評議員会ごとに記入・作成する。(評議員会については、上表の「理事会」、

「出席理事数」を読み替えて作成する。) 

２．「定員」及び「現員(a)」欄には、理事会・評議員会開催日当日の人数を記入する。 

３．「意思表示出席者数」欄には、寄附行為に「書面をもってあらかじめ意思を表示し

たものは出席者とみなす」等が規定されている場合、その人数を外数で記入する。 

４．「実出席率(b/a)」欄には、百分率で小数点以下第１位まで記入する(小数点以下第

２位を四捨五入)。 

５．「監事の出席状況」欄には、「／」の右側に監事数(現員)を記入し、左側に当該理

事会及び評議員会に出席した監事数を記入する。 
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(13) その他 

 とくにない。 
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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) 

平成28年度「自己点検・評価委員会」メンバー （29人、＊＝兼務） 

木村好成理事長 

中村幸弘学長 

林田孝和ＡＬＯ 

第三者評価員 

塚越義幸(日本文学・教授) 南芳公(言語文化・教授) 早川冨美子(子ども教育・教授) 

学科長 

酒寄雅志(日本文化学科・教授) 後藤正人(人間教育学科・教授) 

フィールド代表 

田中憲二(日本文学・教授)  秋山誠一(言語文化・教授) 寺﨑宣昭(日本史・教授) 

小川澄江(子ども教育・教授) 山内見和(生活健康・教授) 

委員長 

 石山育朗(学務推進・教授)    塚
＊

越義幸(教務・教授) 坂本達彦(学生・准教授) 

村山昌俊(広報・国際交流・教授) 大山尚(入試・教授)   秋
＊

山誠一(図書・教授) 

酒
＊

寄雅志(ＦＤ・教授)      三品勝弘(募集促進・高大連携・教授)  

学務推進委員 

 塚
＊

越義幸(日本文学・教授)     中塩聖司(言語文化・教授) 坂
＊

本達彦(日本史・准教授) 

早
＊

川冨美子(子ども教育・教授) 湯川晴美(生活健康・教授) 

事務局 

小藤清法人事務局長 白山実事務長 石坂昌圀事務次長 春日洋教務課長 高森良友学生課長 

専門部会委員 

委員長  寺
＊

﨑宣昭(日本史・教授) 

副委員長 石
＊

山育朗(生活健康・教授) 

教員 

塚
＊

越義幸(日本文学・教授)  南
＊

芳公(言語文化・教授)    坂
＊

本達彦(日本史・准教授) 

中村耕作(日本史・講師)   早
＊

川冨美子(子ども教育・教授) 吉田真理子(生活健康・准教授) 

事務局 

白
＊

山実事務長 高
＊

森良友学生課長 境智子コンピュータ技士 原美絵書記 

 

 

 

 

 

 

 



國學院大學栃木短期大学 

 22

� 自己点検・評価の組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

          

 

 

 

 

■ 組織が機能していることの記述(根拠を基に) 

学則第１条２「本学は、教育水準の向上を図り、前項の目的および社会的使命を達成す

るため、教育研究活動の状況について自ら点検および評価を行うことに努める」に基づい

て、意識改革を行い、その取り組みを進めている。 

本学の自己点検・評価活動を運営する組織として、「自己点検・評価委員会」を設置し

ている。同委員会の中の「専門部会」が、短期大学基準協会の提示する「作成マニュアル」

に従い、学科、フィールド、各委員会、事務局の協力を得て、「自己点検・評価報告書」

の作成にあたっている。 

平成24年度から学科を再編し、新しい教育理念・理想を掲げた第一歩として、２学科５

フィールド体制が始まった。自己点検・評価委員会を中心に、建学の精神や教育理念の解

釈の見直し、学科ごとの教育目的や教育課程、学生支援の点検を実施してきた。平成26年

度までは、「自己点検・評価作業部会」が自己点検・評価委員会によって組織され、日常

的に自己点検・評価の活動を行ってきた。 

平成27年10月から「自己点検・評価作業部会」は「自己点検・評価委員会」専門部会と

名称を変更した。さらに平成28年度の第三者評価に向けて、日本文化学科長・人間教育学

科長・事務次長が専門部会の会議に参加し、学科と事務局相互のより充実した共通理解を

得ることができるようになった。平成28年６月28日に、第三者評価対象の「平成27年度自

己点検・評価報告書」を短大基準協会と評価員に送付した。９月７日と21日の両日に、自

己点検・評価委員会のメンバーによる第１回・第２回「面接調査シミュレーション」を 

行った。平成28年９月28日・29日には、本学において、一般財団法人短期大学基準協会に

よる第三者評価訪問調査が実施され、面接調査と学内視察が行われた。その結果は、平成

自己点検・評価委員会 

(ＡＬＯ、専門部会) 

教 学 部 

教務課 

学生課 

キャリアサポート課 

教務委員会、学生委員会、 

広報委員会、入試委員会、 

図書委員会、 

学務推進委員会、募集促進委員会、 

国際交流委員会、高大連携委員会、 

ＦＤ委員会、ＳＤ委員会 

日本文化学科 

日本文学フィールド 

言語文化フィールド 

日本史フィールド 

人間教育学科 

子ども教育フィールド 

生活健康フィールド 

学 長 

教 授 会 
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29年３月10日付で『学校法人國學院大學栃木学園 國學院大學栃木短期大学 機関別評価

結果』が交付され、「適格」と認定された。 

「自己点検・評価委員会」専門部会は、前年度の「自己点検・評価報告書」を踏まえて、

課題の解決状況を確認している。また、ＰＤＣＡサイクルの行動計画にそって、さらなる

問題点を確認し合い、よりいっそうの改革・改善への取り組みを進めていくように努めて

いる。短期大学基準協会からの情報および協会主催の説明会・研修会の内容などは、その

都度、「自己点検・評価委員会」専門部会で報告され、学科、フィールド、各委員会、事

務局に周知・共有されている。 

 

■ 自己点検・評価報告書完成までの活動記録(自己点検・評価を行った平成28年度を中心

に) 

「自己点検・評価委員会」全員会 

平成28年７月13日 
前期委員会 

16時10分～16時20分 

『平成27年度自己点検・評価報告書』を配布す

る。本学の自己点検・評価を全教職員が共通理

解し、課題の解決に向けて一体となって取り組

めるように図る。 

平成28年９月７日 10時～12時 第１回訪問調査・質疑応答シミュレーション 

平成28年９月21日 10時～12時20分 第２回訪問調査・質疑応答シミュレーション 

平成28年10月26日 
後期委員会 

14時35分～15時45分 
第三者評価・訪問調査についての意見交換会 

 

「自己点検・評価委員会」専門部会 

年 月 日 回数・時間 主な活動 

平成28年４月13日 
第１回 

14時30分～16時05分 

『平成27年度自己点検・評価報告書』の通し読

み上げと確認。今後の作業計画。 

平成28年４月20日 
第２回 

14時30分～16時 

『平成27年度自己点検・評価報告書』の「読み

合わせ」方法の検討。『報告書』改訂後のペー

ジ数の確認調整。「行程表」の作成。 

平成28年４月27日 
第３回 

14時40分～17時45分 

「読み合わせ」の箇所と方法。提出資料・備付

資料の収集・整理・保管とナンバリング作業に

ついて。「基礎資料」の内容に確認・検討・修

正。 

平成28年５月４日 
第４回 

10時～16時 

『平成27年度自己点検・評価報告書』修正版の

内容検討。短期大学「中期計画」の提出につい

て。 

平成28年５月10日 
第５回 

14時40分～18時 

資料の確認・収集。『平成27年度自己点検・評

価報告書』修正版の内容検討。 
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年 月 日 回数・時間 主な活動 

平成28年５月11日 
第６回 

14時30分～16時 

『平成27年度自己点検・評価報告書』の内容検

討。 

平成28年５月17日 
第７回 

14時35分～16時 

『平成27年度自己点検・評価報告書』の内容検

討。基礎資料の「地図」と「課題に対する向上

・充実の状況」の確認。 

平成28年５月18日 
第８回 

14時40分～17時30分 

『平成27年度自己点検・評価報告書』の内容検

討。短期大学「組織図」の確認。 

平成28年５月24日 
第９回 

14時40分～17時10分 

『平成27年度自己点検・評価報告書』の内容確

認。資料名・資料番号の確認。 

平成28年５月25日 
第10回 

14時40分～18時 

『平成27年度自己点検・評価報告書』の内容確

認。表記統一の確認。資料名・資料番号の確認。 

平成28年５月31日 
第11回 

14時40分～18時 

『平成27年度自己点検・評価報告書』の改訂修

正版の配布と読み合わせ。 

平成28年６月１日 
第12回 

14時40分～17時40分 

『平成27年度自己点検・評価報告書』の読み合

わせ。 

平成28年６月７日 
第13回 

14時40分～17時30分 

『平成27年度自己点検・評価報告書』の読み合

わせ。 

平成28年６月８日 
第14回 

14時40分～16時 

『平成27年度自己点検・評価報告書』の読み合

わせ。 

平成28年６月14日 
第15回 

14時40分～17時40分 

『平成27年度自己点検・評価報告書』の確認。 

誤字脱字などのチェックと「提出資料」のファ

イリング作業。 

平成28年６月15日 
第16回 

13時～18時 

『平成27年度自己点検・評価報告書』の確認。 

誤字脱字などのチェックと「提出資料」のファ

イリング作業。 

平成28年６月21日 
第17回 

14時40分～18時 

『平成27年度自己点検・評価報告書』の確認。 

誤字脱字などのチェックと「提出資料」のファ

イリング作業。 

平成28年６月22日 
第18回 

13時～19時 

『平成27年度自己点検・評価報告書』の確認。 

誤字脱字などのチェックと「提出資料」のファ

イリング作業。 

平成28年６月23日 
第19回 

13時～19時 

『平成27年度自己点検・評価報告書 改訂版』

の読み合わせ。「提出資料」作成作業の状況確

認。 

平成28年６月24日 
第20回 

10時～15時 

『平成27年度自己点検・評価報告書 改訂版』

の読み合わせ。「提出資料」作成作業の状況確

認。 
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年 月 日 回数・時間 主な活動 

平成28年６月29日 
第21回 

14時30分～16時 

『平成27年度自己点検・評価報告書』を短期大

学基準協会への発送業務終了(６月27日)の報

告。今後の専門部会の日程および活動内容。 

平成28年７月13日 
第22回 

14時40分～15時55分 

今後の専門部会の日程および活動内容。シミュ

レーションの日程。 

平成28年７月27日 
第23回 

14時40分～16時 

訪問調査・質疑応答シミュレーションの日程

(第１回９月７日)(第２回９月21日)の決定。今

後の専門部会の日程および活動内容。 

平成28年８月10日 
第24回 

10時～17時 
「確認事項・質問事項一覧表」の内容確認。 

平成28年９月７日 
第25回 

９時～９時45分 

第１回訪問調査・質疑応答シミュレーションの

打ち合わせ。 

平成28年９月21日 
第26回 

９時～９時55分 

第２回訪問調査・質疑応答シミュレーションの

打ち合わせ。 

平成28年11月30日 
第27回 

14時30分～16時 

『平成28年度自己点検・評価報告書』作成につ

いて。 

平成29年１月25日 
第28回 

14時30分～15時20分 

短大基準協会の「機関別評価結果(案)」につい

て。『平成28年度自己点検・評価報告書』作成

に向けて。 

平成29年２月22日 
第29回 

15時～15時40分 

『平成28年度自己点検・評価報告書』の作成状

況と作成上の注意点。 
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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.学報斯花［平成28年度］ 

２.國學院大學栃木短期大学学校案内［平

成29年度］ 

３.國學院大學栃木短期大学学校案内［平

成28年度］ 

４.学校法人國學院大學栃木学園要覧［平

成28年度］ 

５.ホームページ「大学概要」 

http://www.kokugakuintochigi.ac.jp

/tandai/outline/outline_risou.html 

Ｂ 教育の効果 

学則 ６.國學院大學栃木短期大學学則 

７.ホームページ「教育情報の公開」 

http://www.kokugakuintochigi.ac.jp 

/tandai/etc/info/kyouiku_jyouho/ 

kyouiku_jyouho.html 

教育目的・目標についての印刷物 ２.國學院大學栃木短期大学学校案内［平

成29年度］ 

３.國學院大學栃木短期大学学校案内［平

成28年度］ 

学生が獲得すべき学習成果についての印刷物 ７.ホームページ「教育情報の公開」 

http://www.kokugakuintochigi.ac.jp 

/tandai/etc/info/kyouiku_jyouho/ 

kyouiku_jyouho.html 

８.学生便覧－履修要項－［平成28年度］ 

９.学生便覧－講義要項－［平成28年度］ 

Ｃ 自己点検・評価 

自己点検・評価を実施するための規程 10.自己点検・評価委員会規程 

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 ５.ホームページ「大学概要」 

http://www.kokugakuintochigi.ac.jp

/tandai/outline/outline_risou.html 

６.國學院大學栃木短期大學学則 

７.ホームページ「教育情報の公開」 

http://www.kokugakuintochigi.ac.jp 

/tandai/etc/info/kyouiku_jyouho/ 

kyouiku_jyouho.html 

８.学生便覧－履修要項－［平成28年度］ 

様式５－提出資料・備付資料一覧 
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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 

教育課程編成・実施の方針に関する印刷物 ５.ホームページ「大学概要」 

http://www.kokugakuintochigi.ac.jp

/tandai/outline/outline_risou.html 

７.ホームページ「教育情報の公開」 

http://www.kokugakuintochigi.ac.jp 

/tandai/etc/info/kyouiku_jyouho/ 

kyouiku_jyouho.html 

８.学生便覧－履修要項－［平成28年度］ 

９.学生便覧－講義要項－［平成28年度］ 

入学者受け入れ方針に関する印刷物 ５.ホームページ「大学概要」 

http://www.kokugakuintochigi.ac.jp

/tandai/outline/outline_risou.html 

11.学生募集要項［平成29年度］ 

12.学生募集要項［平成28年度］ 

カリキュラムに対応した授業科目担当者一覧 13.授業科目担当者一覧［平成28年度］ 

14.時間割表［平成28年度］ 

シラバス ７.ホームページ「教育情報の公開」 

http://www.kokugakuintochigi.ac.jp 

/tandai/etc/info/kyouiku_jyouho/ky

ouiku_jyouho.html 

９.学生便覧－講義要項－［平成28年度］ 

Ｂ 学生支援 

学生便覧等(学則を含む)、学習支援のために

配付している印刷物 

８.学生便覧－履修要項－［平成28年度］ 

15.オリエンテーション配布資料 

短期大学案内(２年分) ２.國學院大學栃木短期大学学校案内［平

成29年度］ 

３.國學院大學栃木短期大学学校案内［平

成28年度］ 

募集要項・入学願書(２年分) 11.学生募集要項［平成29年度］ 

12.学生募集要項［平成28年度］ 

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］ 

16.活動区分資金収支計算書(学校法人全 

体)［書式１］ 

17.事業活動収支計算書の概要［書式２］ 

18.貸借対照表の概要(学校法人全体)［書 

式３］ 

19.財務状況調べ［書式４］ 

20.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) 

21.資金収支計算書・資金収支内訳表［平成

26年度～平成28年度］ 

22.貸借対照表［平成26年度～平成28年度］ 
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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 

活動区分資金収支計算書・事業活動収支計算

書・事業活動収支内訳表(過去２年間) 

23.活動区分資金収支計算書［平成27年度

～平成28年度］ 

24.事業活動収支計算書・事業活動収支内

訳表［平成27年度～平成28年度］ 

消費収支計算書・消費収支内訳表(平成26年

度) 

25.消費収支計算書・消費収支内訳表［平成

26年度］ 

中・長期の財務計画 26.國學院大學栃木短期大学中期財務計画 

事業報告書(過去１年間) 27.学校法人國學院大學栃木学園事業報告 

書［平成28年度］ 

事業計画書／予算書(平成29年度) 28.学校法人國學院大學栃木学園事業計画 

書［平成29年度］ 

29.予算書［平成29年度］ 

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 30.学校法人國學院大學栃木学園寄附行為 
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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 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.國學院大學栃木学園創立五十周年記念

誌『飛翔』 

２.國學院大學百年史(上巻・下巻) 

３.日本文化学科・人間教育学科パンフレ

ット 

Ｃ 自己点検・評価 

過去３年間(平成25年度～平成27年度)に行っ

た自己点検・評価に係る報告書等 

４.自己点検・評価報告書［平成26年度～平 

成28年度］ 

５.ホームページ「教育情報の公開」 

http://www.kokugakuintochigi.ac.jp

/tandai/etc/info/kyouiku_jyouho/ky

ouiku_jyouho.html 

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 ６.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 

６.単位認定の状況表 

７.授業アンケート 

８.卒業生アンケート 

Ｂ 学生支援 

学生支援の満足度についての調査結果 ７.授業アンケート 

９.学生生活実態調査アンケート 

就職先からの卒業生に対する評価結果 10.就職企業等アンケート 

卒業生アンケートの調査結果 ８.卒業生アンケート 

入学志願者に対する入学までの情報提供のた

めの印刷物等 

11.國學院大學栃木短期大学学校案内 

12.学生募集要項 

入学手続者に対する入学までの学習支援のた

めの印刷物等 

13.入学前学習課題［平成28年度］ 

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 

14.オリエンテーション配布資料 

学生支援のための学生の個人情報を記録する

様式 

15.学生カード 

16.進路希望調査票 

進路一覧表等の実績についての印刷物等(過

去３年間) 

17.進路一覧［平成26年度～平成28年度］ 

ＧＰＡ等の成績分布 18.基礎学力診断テスト 

学生による授業評価票及びその評価結果 ７.授業アンケート 

19.ＦＤ委員会活動報告書 

社会人受け入れについての印刷物等 20.科目等履修生規定 

21.國學院大學栃木短期大学研究生規定 
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報告書作成マニュアル記載の備付資料 資 料 名 

海外留学希望者に向けた印刷物等 22.漢陽女子大學校編入学生試験要項 

23.韓国漢陽女子大學校交換留学(女子限

定)について 

ＦＤ活動の記録 19.ＦＤ委員会活動報告書 

ＳＤ活動の記録 24.ＳＤ委員会活動報告書 

[報告書作成マニュアル指定以外の備付資料] 25.就職のための一般教養試験対策講座 

[報告書作成マニュアル指定以外の備付資料] 26.就職支援講座のための参考資料 

[報告書作成マニュアル指定以外の備付資料] 27.オフィスアワー(春セメスター・秋セメ

スター) 

[報告書作成マニュアル指定以外の備付資料] 28.学生相談室担当表(春セメスター・秋セ

メスター) 

[報告書作成マニュアル指定以外の備付資料] 29.公開講座案内 

30.ホームページ「公開講座」 

http://www.kokugakuintochigi.ac.jp

/tandai/etc/koukaikouza/00koukaiko

uza_top.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 31.教員の個人調書 

非常勤教員一覧表 32.非常勤教員一覧表 

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) 

33.國學院大學栃木短期大學紀要［平成26

年度～平成28年度］ 

34.國學院大學栃木短期大学日本文化研究

［平成27年度～平成28年度］ 

専任教員の年齢構成表 35.専任教員等の年齢構成表 

36.ホームページ「教育情報の公開(専任 

教員数)」  

http://www.kokugakuintochigi.ac.jp

/tandai/etc/info/kyouiku_jyouho/se

nninkyouinsuu.html 

科学研究費補助金等、外部研究資金の獲得状

況一覧表(過去３年間) 

37.科学研究費補助金等、外部研究資金の

獲得状況一覧表［平成26年度～平成28

年度］ 

38.ホームページ「科学研究費等公的資金

について」 

http://www.kokugakuintochigi.ac.jp

/tandai/etc/info/kakenhi/kakenhi.h

tml 

研究紀要・論文集(過去３年間) 33.國學院大學栃木短期大學紀要［平成26

年度～平成28年度］ 

34.國學院大學栃木短期大学日本文化研究

［平成27年度～平成28年度］ 

教員以外の専任職員の一覧表(氏名、職名) 39.教員以外の専任職員の一覧表 
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報告書作成マニュアル記載の備付資料 資 料 名 

[報告書作成マニュアル指定以外の備付資料] 40.國學院大學栃木短期大学防災対策 

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、校地間の 

 距離、校地間の交通手段等 

41.校地、校舎に関する図面 

42.全体図、校舎等の位置を示す配置図 

■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 

43.図書館配置図 

44.図書館案内 

45.参考館建物図面 

46.國學院大學栃木学園参考館(図録) 

Ｃ 技術的資源 

学内ＬＡＮの敷設状況 47.学内ＬＡＮ敷設状況 

マルチメディア教室、コンピュータ教室等の

配置図 

48.第１・２情報処理室配置図 

49.ＬＬ教室レイアウト図 

Ｄ 財的資源 

寄附金・学校債の募集についての印刷物等 該当なし 

財産目録及び計算書類(過去３年間) 50.財産目録［平成26年度～平成28年度］ 

51.計算書類［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 

Ａ 理事長のリーダーシップ 

理事長の履歴書 52.理事長の履歴書 

学校法人実態調査表(写し) (過去３年間) 53.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) 54.学校法人國學院大學栃木学園理事会議

事録［平成26年度～平成28年度］ 

諸規程集 

 

55.國學院大學栃木学園事務局組織及び職

務分掌規程 

56.國學院大學栃木学園稟議規程 

57.國學院大學栃木学園文書取扱規程 

58.國學院大學栃木学園文書保存規程 

59.國學院大學栃木学園公印取扱規程 

60.國學院大學栃木学園個人情報保護に関 

する規程 

61.学校法人國學院大學栃木学園特定個人 

情報等取扱規程 

62.國學院大學栃木学園公益通報に関する 

規程 

63.自己点検・評価委員会規程 

64.ＳＤ委員会規程 

65.國學院大學栃木学園図書館利用規程 

66.國學院大學栃木学園参考館規程 

67.國學院大學栃木学園睦会館使用規程 

68.國學院大學栃木学園錬成館使用規程 

69.國學院大學栃木学園教育センター使用 



國學院大學栃木短期大学 
 

 33 

報告書作成マニュアル記載の備付資料 資 料 名 

規程 

70.諸委員会規程及び委員長連絡会議内規 

71.國學院大學栃木学園就業規則 

72.嘱託教職員就業規則 

73.非常勤教職員就業規則 

74.國學院大學栃木学園当直規程 

75.國學院大學栃木学園教職員休暇規程 

76.國學院大學栃木短期大学教職員の人事

に関する規程 

77.國學院大學栃木短期大学教員任用規程 

78.國學院大學栃木短期大学特別専任教員 

に関する規程 

79.國學院大學栃木短期大学名誉教授称号 

授与規程 

80.國學院大學栃木学園職員任用規程 

81.國學院大學栃木学園専任教職員の定年 

に関する規程 

82.國學院大學栃木学園役員等報酬規程 

83.國學院大學栃木学園教職員給与規程 

84.國學院大學栃木学園役員等退任慰労金 

規程 

85.國學院大學栃木学園退職金支給規程 

86.國學院大學栃木学園教職員旅費規程 

87.國學院大學栃木学園役員旅費規程 

88.國學院大學栃木学園育児休業等に関す 

る規程 

89.國學院大學栃木学園介護休業等に関す 

る規程 

90.母性健康管理措置規程 

91.國學院大學栃木学園休退職規程 

92.國學院大學栃木学園慶弔見舞金規程 

93.國學院大學栃木学園経理規程 

94.國學院大學栃木学園財務書類等の閲覧 

に関する規程 

95.國學院大學栃木学園固定資産および物 

品調達規程 

96.國學院大學栃木学園固定資産および物 

品管理規程 

97.学校法人國學院大學栃木学園資産運用 

規程 

98.國學院大學栃木学園教育研究等のため 

の宿泊費補助規程 

99.國學院大學栃木学園寄附取扱規程 

100.國學院大學栃木短期大学教授会規程 

101.國學院大學栃木短期大学入学選抜規 

程 

102.國學院大學栃木学園奨学金支給規程 
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報告書作成マニュアル記載の備付資料 資 料 名 

103.國學院大學栃木学園の設置する学校

から入学する生徒の学費等減免規程 

104.國學院大學栃木学園教職員子女の授 

業料等納付金免除に関する規程 

105.佐々木周二先生奨学金規程 

106.國學院大學栃木短期大学入学試験に 

よる奨学制度に関する規程 

107.國學院大學栃木短期大学成績優秀者 

育英制度に関する規程 

108.國學院大學栃木短期大学学生表彰制 

度に関する規程 

109.國學院大學栃木短期大学修学支援奨 

学生制度規程 

110.國學院大學栃木学園セクシュアル・ハ 

ラスメント防止に関する規程 

111.國學院大學栃木短期大学ハラスメン 

ト対策規程 

112.國學院大學栃木短期大学紀要投稿規 

程 

113.國學院大學栃木短期大学科学研究費 

等公的資金に関する規程 

114.学校法人國學院大學並びに学校法人 

國學院大學栃木学園教育研究振興会 

規程 

115.ＦＤ委員会規程 

Ｂ 学長のリーダーシップ 

学長の個人調書 116.学長の個人調書 

教授会議事録(過去３年間) 117.教授会議事録［平成26年度～平成28年

度］ 

委員会等の議事録(過去３年間) 118.委員会の議事録［平成26年度～平成28

年度］ 

[報告書作成マニュアル指定以外の備付資料] 119.学科長会議議事録 

[報告書作成マニュアル指定以外の備付資料] 120.委員長連絡会議議事録 

Ｃ ガバナンス 

監事の監査状況(過去３年間) 121.監事の監査状況［平成26年度～平成28

年度］ 

評議員会議事録(過去３年間) 122.評議員会議事録［平成26年度～平成28

年度］ 

選択的評価基準 

教養教育の取り組みについて １.基礎学力アップ講座 

２.漢陽女子大學校短期研修プログラム 

職業教育の取り組みについて ３.就職のための一般教養試験対策講座 
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報告書作成マニュアル記載の備付資料 資 料 名 

地域貢献の取り組みについて ４.参考館企画展示「日本史系サークル合 

同成果展」(リーフレット) 

５.平成28年度大学・地域連携プロジェク 

ト支援事業成果報告書「太平山神社の

絵馬」 

６.「栃木市城内１号墳(圓通寺古墳)学術 

発掘調査概要報告」 

７.「栃木県栃木市中根八幡遺跡第２次学 

術発掘調査概要報告」 

８.「栃木市中根八幡遺跡」(リーフレット) 

９.「平成28年度大学・地域連携プロジェク 

ト支援事業成果報告会」(フライヤー) 

10.「旧・梅の宮宿、本沢河岸周辺の歴史的 

資産に係る調査報告書」 

11.「定期演奏会」プログラム、ＤＶＤ、Ｃ 

Ｄ 

12.人間教育学科子ども教育フィールド

「表現活動交流会」プログラム、映像資

料 
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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 

本学園の母体である國學院大学は、明治15年(1882)に創立された皇典講究所をその前身

としている。明治15年の開校式に、初代総裁の有栖川宮幟
たか

仁
ひと

親王が教職員・学生に対して

述べられた告諭が、時流を越え一貫して掲げ続けられてきた國學院大学の建学の理念であ

る。それは建国以来受け継がれてきた日本固有の優れた文化・国民性をよく認識・探求し、

それを生活に取り入れて人格を磨き、祖国の繁栄はもとより、広く世界人類・文明のため

に寄与することこそ、日本人として変わることなく目指さなければならないとする國學院

大學栃木短期大学の建学の精神でもある。 

本学の学問研究と人間教育は、この建学の精神によって特色づけられているが、告諭は

文語で書かれており難解であるため平成21年度に「４つの約束」として分かりやすく明示

し今日に至る。この建学の精神はもとより「４つの約束」はホームページにおいて公開し、

学生をはじめ社会に広く周知するように努めている。 

平成28年度の第三者評価、訪問調査時に、学科の教育目標について「学則への条文の明

示」について指摘を受けた。その指摘に則り、学則第２条３を新設した。 

平成28年度は「４つの約束」はそのままで提示・公開した。一方で、まず建学の精神に

基づく教育目的・目標を明確にした改定と公開を行った。これにともなう本学の３つの方

針(ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシー)の改定

も実施した。 

本学が目指す能力を習得した学生に短期大学士の学位を授与すること(学位授与の方針、

ディプロマ・ポリシー)、およびその内容を短期大学全体のもの４項目、日本文化学科３項

目、人間教育学科３項目を掲げ、平成28年度にはホームページをはじめ学校案内、オープ

ンキャンパス、高等学校教員を招いた進学説明会などで学内外に周知した。「４つの約束」

に基づき日本文化学科、人間教育学科の教育目標はより具体的に修得すべき能力と資質を

学習成果として日本文化学科では７つ、人間教育学科では６つが定められ、学内において

共有されている。その教育課程の編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)には、「神

道概説Ⅰ(神道と日本文化)」「国語(ことばと表現)」を教養科目の全学必修科目として、

建学の精神の目指すところを具体的に教授している。 

建学の精神に基づいて編成されている科目の講義内容は、ホームページなどのシラバス

をとおして学生に周知している。平成28年度は「クロスオーバー・ラーニング」「アクテ

ィブ・ラーニング」を念頭に置いた各講義の目的(目標)、セメスター(15回)のより詳細な

授業計画、評価方法などを明記した。 

そして２年間の教育を通じて、学生は本学ならではの正しい日本語の習得と作文による

自己表現力を身につけ、企業研究と各自の課題の研究、プレゼンテーション技術、歴史研

究の技術的方法などを体得し、合わせて教員免許状や関係領域の資格なども取得している。

また四年制大学編入学あるいは就職などの学習成果を得ている。 

平成27年度に導入した学務システムにより、平成28年度は学生の成績の追跡が容易にな

り、教育成果を可視的に確認できるようになった。建学の精神に基づいた学習成果の測定

は、シラバスに記載された成績評価の方法に基づいてセメスター末には試験を実施し、レ

様式６－基準Ⅰ 
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ポートを課して総合的な成績評価を行っている。 

平成28年度から、ＧＰＡを成績の主たる評価法とした。同時にＧＰＡ評価の妥当性を検

討するため、従来の100点満点による評価を参考値として用いている。交付する成績証明書

では、ＧＰＡによる表記がなされている。 

成績評価の点検方法として春、秋のセメスター共に授業アンケートを実施し、得られた

結果を改善の資料として活用している。 

本学は、教育関連法案、学則、教授会規程などに基づいて組織されている。教育の質は、

学長をはじめとする教授会、委員会などによって点検・評価されている。また建学の精神

(４つの約束)に基づく教育目的・目標は、関係法令を遵守した学則に則ったカリキュラム

によって維持されている。これらは教務委員会、ＦＤ委員会が中心となって適時点検し、

課題があれば各委員会、学科、フィールドが必要に応じて随時検討、改善し、全学的に教

育の質の向上に取り組んでいる。 

また毎年行っている自己点検・評価活動を通じて、常に建学の精神に基づいて教育目的

・目標が達成され、学習成果が上がっているかを点検している。そしてホームページの改

訂や学校案内の編集も、常に建学の精神が十分に反映しているか確認している。さらに平

成21年度の第三者評価以降、そこで指摘された積極的なＦＤ活動は重要な役割を担ってい

ると認識して、ＳＤ活動とともに継続的に行っている。 

平成28年度は、本学の建学の精神に基づく教育がいっそう充実するように、本報告書の

各基準に示された課題を教職員が確認するとともに、情報を共有してその実現に努める。

その手段として教育課程、各学科・フィールド、事務関係部署などの各レベルにおけるＰ

ＤＣＡサイクルが十分に機能するように努める。 
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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 

学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)、教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポ

リシー)、入学者受け入れの方針(アドミッション・ポリシー)はすべてホームページに公表

しており、明確に示されている。学習成果については、査定(アセスメント)ポイントを定

め、査定を実施している。学生の卒業後の評価についても、当人および関係機関より聴取

している。 

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。『学生便覧－履修要項－』を

発行し、ホームページに「シラバス」を公開している。これらを用いて４月のオリエンテ

ーション期間中にガイダンスを実施し、学則および履修規定、シラバスについての理解を

図っている。  

授業改善のために、学生による授業アンケートを実施している。学生による授業評価結

果は、教員各自が分析し、また学科会議ならびにフィールド会議で検討して、教員相互が

意思の疎通を図り、授業の改善に役立てている。ＦＤ活動は、学生の視点に立った授業を

常に見直すために位置づけられ、学生と教員の学問の接点である「授業」を如何に分かる

ものとして伝えるかを目的とする。 

事務職員の学習成果の獲得支援については、学生の履修届をもとに、各学生の履修状況

・出席状況を把握し、その成果を検証している。國學院大學栃木学園図書館(以下、図書館

と記す)と博物館相当施設である國學院大學栃木学園参考館(以下、参考館と記す)が施設

としてあり、有効に活用している。また、コンピュータ教室が２室ある。キャリアサポー

ト課にもパソコンを設置し、学生はパソコンを利用した学習ができる。 

入学志願者については、建学の精神・教育理念や設置学科の教育目標などについて、『学

校案内』『学報斯花』、ホームページ、受験雑誌などの媒体、またはオープンキャンパス

や高等学校訪問などをとおして分かりやすく明示している。４月の入学当初に、新入生全

員に対して「Placement Test English(英語力診断テスト)」や「基礎学力診断テスト」を

実施して各自の基礎学力を把握している。基礎学力・理解力が必要な学生については、授

業時間外の個別指導を教室や研究室で実施している。また、進度の早い学生や優秀な学生

に対しては、必修の基礎科目から選択の応用科目へと、発展的なカリキュラムが構築され

ている。 

学生の学習・生活支援については、学生委員会・学生課・キャリアサポート課が対応し

ている。オフィスアワーや斯花アワー(ホームルームに相当)を設け、特別に時間を取って

指導を行っている。クラブ活動や斯花祭(大学祭)、学生会などの活動に学生の主体的な参

加を呼びかけている。また学生寮や奨学金制度により、円滑な学生生活への支援も実施し

ている。 

進路への支援は、國學院大学などへの編入学に対し、カリキュラムで対応科目を設置す

るなどの配慮をし、就職についてもキャリアサポート課が、斯花アワーなどを利用して「就

職啓発セミナー」「就職活動実践セミナー」などを行い、学生の就職意識を高めている。 

入学志願者については、対話型ＡＯ入試や推薦入試、試験入試、留学生入試など多様な

受け入れ態勢を取っており、新入生についてはオリエンテーションを実施し、学生生活全
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般の指導を試みている。 

しかし、近年、基礎学力・理解度に差がある学生や学習上の不安を抱える学生が増えて

いる。その学生に対する担当教員の指導が課題となっている。授業の内容や学生の理解度

などについて、カリキュラムマップの作成や基礎学力アップ講座の充実などにより、教員

相互が意思の疎通を図り、協力・調整を行うための、よりいっそうの努力をする。学生生

活において環境に対応できない学生もおり、個人面談などを増やしてさらに細かな指導も

必要であり、バリアフリー化など障がい者への配慮も充実させていく。 

 

 

  



國學院大學栃木短期大学 
 

 89 

【基準Ⅲ 教育資源と財的資源】 

 

� 基準Ⅲの自己点検・評価の概要 

人的資源については、建学の精神に基づく学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)およ

び各学科の教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)に基づいた適切な教職員

配置となっており、短期大学設置基準および教職課程認定基準・保育士養成施設指定基準

などに定める必要教員数を十分に満たしているが、非常勤講師の人数などを再検討する必

要がある。また、専任教員は、個人または共同の研究活動を積極的に取り組んでおり、Ｆ

Ｄ活動をとおして、教育研究に関わる能力開発を推進している。今後は、国内外での研究

に関する規程の整備が必要である。ＳＤ活動については、規程に基づいてＦＤとの合同研

修会およびＳＤ独自の研修会を実施し、職員の能力開発を推進している。人事管理につい

ては、本学園の規程や規則に基づいて適切に行われているものの、教員間での担当教科数

や学務分掌のバランスなど検討を要する事項がある。 

次に、物的資源については、本学の校地および校舎内の教室、研究室、教学部(事務室)、

図書館、情報処理室、各実験・実習室、視聴覚室、四十周年記念館(講堂兼体育館)、参考

館、部室棟、食堂・売店など短期大学設置基準の規程を充足し、授業のための施設・設備

は整備・管理され、適切に活用されている。とくに、キャリア教育上の情報処理能力の向

上に対しては、積極的に支援を行っている。また、防災組織を整備し、防災施設の保守・

点検を毎年実施して、管理を徹底している。今後、いっそうのバリアフリー化が望まれる

ほか、防災対策の周知・再検討も必要である。 

学務システムをまだ活用しきれていないので、学務システム全体を有効に活用して、引

き続き学生支援の充実や事務作業の効率化に努め、学生も学務システムを活用できるよう

にサポートしていく。また、平成28年度に学生が自由に利用できる無線ＬＡＮ環境の整備

を行ったので、平成29年度から使用開始できるように進めていく。 

 学校法人の事業活動収支は黒字であり、運用資産も十分保有しており、財的資源は適切

な状況にある。短期大学はわずかに赤字であり、学生数に見合った収支構造の改善と、事

業活動収支の黒字化に努める必要がある。 

情報処理や各実習関連の機器類の新規導入の予算対応については、本学園全体で整備計

画をたて、短期大学の新規導入等も予算化して、進めている。そして、入学者数の増加対

策については、教育内容(カリキュラム)の見直し、入試制度の改変、広報活動の強化等、

学長以下全教職員が協力して対処している。さらに、人件費比率の抑制については、新規

教職員の採用を、必要最低限に控え、年俸制の導入など人件費の抑制に努めている。 
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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 

本学では、平成６年(1994)、29期生、入学定員600人、入学者837人、入学充足率130％を

境に、なだらかに充足率下降が始まる。その下降状況を見据えながら、学生募集に関する

改善計画をたて、平成14年度、平成21年度、平成22年度に入学定員を改定することで調整

を図ってきた。一方、学科のあり方についても、平成22年改革計画をたて、文部科学省が

発信する高等教育の将来像をもとに、平成23年、本学の教育特長を特化する学科改組に着

手し、平成24年度には、２学科５フィールドに改組した。平成27年度は、この四年間の動

向を検証し、平成28年度にさらなる入学定員改定を行い、経営の安定と教育の成果を見定

めながら健全な運営に努力している。一方、教育環境の整備は、各学科において教育上必

要とする施設、機器備品は十分に充当されているのに対して、校舎自体の耐震化やバリア

フリー化などで遅れをとっている。すでに、耐震検査に基づく設計まで進んでいるが、こ

の点に関しては、学園全体を見極めながら、平成30年度着工の準備をしている。 

 短期大学運営にあたっては、運営業務を総理する理事長と、教育運営の責任者である学

長とが互いに協力関係を保持し、健全な運営に向けリーダーシップを発揮している。 

 学校法人を代表し、その業務を総理する理事長のもと、理事会、評議員会等の機関が置

かれ、また役員として理事、評議員、監事が置かれている。 

 学校法人および短期大学は、毎年度の事業計画と予算を、関係部署の意見を集約し、毎

年３月に、評議員会に諮問し、理事会で決定をしている。監事は、理事会、評議員会に出

席し私立学校法および寄附行為に則り、業務および財産状況を監査している。また、法令

に基づき、教育情報を公表し、財務情報を公開している。 

 今日の高等教育機関としての短期大学を取り巻く状況、少子高齢化が顕著な地方都市に

設置されている現況から、その運営上の問題に直面せざるを得ない状況下にある。半世紀

におよぶ教育の歴史は、この地方都市の教育と文化に大いに寄与する存在となっている。

短期大学においては、建学の精神を基とした人格形成が信頼を得、地域社会が教育効果か

ら生まれる人材に期待を寄せている。また、地域創生に対応する地域社会との連携が期待

されている。 

 だが、入学者の減少はいかんともしがたく、学長のリーダーシップのもと、入学定員に

対する充足率を検討し、適正な学科定員の変更に着手してきた。また、今後は、2018年(平

成30年)問題を控え、前述の地域社会の期待に応えるために、本学教育の質の向上と経営の

健全化を図る改革・改善を推進する必要がある。平成26年度末においては、学校教育法施

行規則の一部改正にともなう学則変更を、学長指導のもとで推進し、教授会の承認を終え、

理事会において決定した。平成28年度には、さらなる入学定員充足率の安定を目指すため、

適正定員を再検討し、定員を改定することとした。また、地域に根ざした教育環境を充実

させるため、平成27年度、本学と栃木市との間で包括連携協定を結んだ。 

 平成24年度、学科を再編成すると同時に、平成24年度から平成30年度まで７年間におよ

ぶ中期財務計画(運営、学生募集、施設・設備、教務計画)を策定した。現在、その計画は

着実に進行しているが、平成24年度以来、２年ごとに運営と教育の現状を検証し、修正を

加え、平成30年度を本中期財務計画の完了期として営為努力している。 
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