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自己点検・評価報告書

この自己点検・評価報告書は、一般財団法人短期大学基準協会の第三者評価
を受けるために、大阪青山大学短期大学部の自己点検・評価活動の結果を記し
たものである。
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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42(1967)年 1月 大阪青山女子短期大学 家政科（入学定員100 人）および幼児
教育科（入学定員100 人）の設置認可
4月 大阪青山女子短期大学 開学
昭和43(1968)年 4月 家政科を家政専攻(入学定員50 人)と食物栄養専攻(入学定員
50 人)に分離
昭和48(1973)年 4月 大阪青山短期大学と校名変更
昭和56(1981)年 4月 大阪青山短期大学国文科(入学定員50 人)の設置認可 幼児
教育科の入学定員を150 人に変更
昭和60(1985)年 4月 大阪青山短期大学英米語科（入学定員150 人）の設置認可
平成元(1989)年 4月 大阪青山短期大学家政科は生活科学科、家政専攻は生活科学
専攻に名称変更
平成11(1999)年 4月 大阪青山歴史文学博物館開館
平成12(2000)年 4月 大阪青山短期大学生活科学科食物栄養専攻の入学定員を130
人に変更
生活科学科生活科学専攻は生活造形専攻、国文科は日本語･日
本文学科、英米語科は英語コミュニケーション学科に名称変
更
平成14(2002)年 4月 大阪青山短期大学幼児教育科は幼児教育･保育科に名称変更
幼児教育コース(入学定員100 人)、保育コース(入学定員50
人)の2 コースを設置
平成16(2004)年 4月 大阪青山短期大学日本語・日本文学科、英語コミュニケーシ
ョン学科を統合し、ことばと文化学科設置
11月 大阪青山大学 健康科学部 健康栄養学科(入学定員80 人)の
設置認可
平成17(2005)年 4月 大阪青山短期大学生活科学科生活造形専攻、同食物栄養専攻
栄養コース募集停止
大阪青山大学 開学(健康科学部 健康栄養学科)
平成20(2008)年 4月 大阪青山大学 健康科学部 健康こども学科(入学定員80 人)
設置
平成21(2009)年 3月 大阪青山短期大学幼児教育･保育科保育コースを廃止
平成21(2009)年 4月 大阪青山短期大学 ことばと文化学科学生募集停止
大阪青山短期大学 生活科学科は調理製菓学科に、調理師コー
スは調理コースに名称変更
平成25(2013)年 4月 大阪青山大学健康科学部健康こども学科を健康科学部子ども
教育学科に名称変更
平成26(2014)年 4月 大阪青山短期大学を大阪青山大学短期大学部に名称変更
平成27(2015)年 4月 大阪青山大学短期大学部幼児教育・保育科募集停止
大阪青山大学健康科学部看護学科を開設
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（2）学校法人の概要
〇 学校法人が設置するすべての教育機関の名称、所在地、入学定員、収容定員及び
在籍者数
＊ 平成 28 年 5 月 1 日現在
教育機関名
大阪青山大学
大阪青山大学
短期大学部
青山幼稚園

所在地

入学定員

大阪府箕面市稲２－１１
－１
同上
大阪府吹田市青山台４－
５

在籍者数

２４０

９６０

８１９

６０

１２０

１１３

５９０

４７２

3 歳 100
4 歳 245
5 歳 245
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（3）学校法人・短期大学の組織図
〇 組織図
＊ 平成 28 年 5 月 1 日現在
危機管理室
法人事務局

庶務課
総務部
経理課

入 試 課
健康栄養学科

入 試 部
入試広報課

大阪青山大学

健康科学部

子ども教育学科
庶務課
看護学科

総務部
（体育館含む）
経理課

大学事務局

教 務 課

評議員会

教務部

大阪青山
歴史文学博物館

高大連携室

理 事 長
理 事 会

監

図書館

図書課

情報教育センター

学 生 課

事

学生支援
センター

共通教育センター

地域連携課

調理製菓学科

就職課

大阪青山大学
短期大学部

進路支援
センター
教職支援課

幼児教育・保育科

学習支援室
青山幼稚園
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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
①大阪府・箕面市・池田市・豊中市、兵庫県・川西市の人口・世帯数
平成 22 年度～26 年度
区
大阪府
箕面市
池田市
豊中市
兵庫県
川西市

分

2 2

人口

8,681,623

8,679,933

8,873,698

8,878,694

8,868,870

世帯数

3,932,806

3,963,932

4,090,596

4,117,692

4,147,504

127,645

129,209

133,044

134,303

135,153

54,234

55,109

57,206

57,992

58,544

102,429

101,818

102,978

102,964

102,625

45,120

44,916

45,775

45,965

46,107

人口

390,379

391,371

397,334

400,086

401,007

世帯数

176,257

177,458

181,234

182,925

184,053

人口

5,580,139

5,572,405

5,660,302

5,655,361

5,638,338

世帯数

2,364,110

2,381,894

2,448,763

2,460,392

2,474,489

人口

159,685

159,403

160,815

160,923

160,676

世帯数

66,264

66,588

67,745

68,197

68,651

人口
世帯数
人口
世帯数

年 度

2 3

年 度

2 4

年 度

2 5

年 度

2 6

年 度

数値はすべて、総務省自治行政局の「住民台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調
査」の結果による。
〈考察〉
平成２２年度と２６年度の５年間の推移を比較すると、大阪府は 187,247 人、兵庫
県は 58,199 人の増になっている。同じく、大学が立地する箕面市は 7,508 人の増、川
西市では 991 人の増になっている。また、近隣の地域の豊中市は 10,628 人の増、池
田市では 196 人増えている。
②地域社会のニーズ
本学は大阪府の北西部に位置する箕面市と兵庫県の南東部の川西市に二つのキャン
パスを有している。これらの二つの市は隣接する大阪府池田市や豊中市とともに北摂
地域と呼ばれ、大阪中心部のベッドタウンとして位置づいている。人口動態が示すよ
うに、人口は横ばい、緩やかな微増の状況である。これら４市の人口総数は約８０万
人。これら北摂の４市には、大学は本学以外に大阪大学、大阪音楽大学、東洋食品工
業短期大学が存立するが、地域社会の安心・安全な食と健康や医療、教育を担う学部、
学科を有する本学に大きな期待が寄せられている。本学には短期大学部に「調理製菓
学科」、４年制大学の健康科学部には「健康栄養学科」、
「子ども教育学科」、
「看護学科」
が設立され、地域社会の食と健康、教育の充実、発展に貢献している。
③地域社会の産業の状況
本学が位置する箕面市や川西市、池田市や豊中市は阪急電鉄宝塚線や箕面線の沿線
に開かれた地域で、古くは西国街道や能勢街道、有馬街道が交錯する交通の要所とし
て栄えてきた。摂津の国の北に位置することから北摂地方・地域とも呼ばれている。
池田市や川西市は能勢や丹波地方の特産品が集まる交易街としても発展してきた。現
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在でも、能勢の栗や切り炭「池田炭」は有名。箕面市をはじめ、これら北摂４市の産
業構造は 1960 年頃に始まる千里ニュータウンの開発や 1970 年の大阪万国博覧会を境
に大きく変容した。大阪中心部の衛星都市として、ベッドタウン化し、農地や山林が
大幅に減少し、急激な人口の増加により産業は商業やサービス業に転じていった。現
在も続く第一次産業の農業の特産物は箕面市止々呂美地区の柚子、山椒、ビワ、川西
市久代地区のイチジクがあげられる。箕面市は箕面の滝や勝尾寺などの観光産業で、
池田市は自動車産業のダイハツ本社やインスタントラーメン発祥の地として有名。豊
中市は阪神間の工業地帯に隣接し、交通の便などの立地条件の良さから、南部地区は
製造業も集積している。
〇 学生の入学動向：学生の出身地別人数及び割合（下表）
23 年度
地域

24 年度

25 年度

26 年度

27 年度

人数

割合

人数

割合

人数

割合

人数

割合

人数

割合

（人）

（％）

（人）

（％）

（人）

（％）

（人）

（％）

（人）

（％）

0

0

0

0

3

2.2

0

0

１

1.5

関東

0

0

0

0

1

0.7

0

0

0

0

中部

1

0.8

2

1.8.

2

1.5

5

3.3

0

0

三重

2

1.6

1

0.9

1

0.7

0

0

0

0

滋賀

1

0.8

3

2.7

0

0

1

0.6

3

4.6

京都

12

9.5

4

3.5

12

9

13

8.3

4

6.2

大阪

71

56.3

56

50

64

47.8

90

57.7

35

53.8

兵庫

21

16.6

34

30.3

34

25.4

30

19.2

14

21.5

奈良

2

1.6

1

0.9

1

0.7

2

1.3

0

0

和歌山

2

1.6

2

1.8

3

2.2

1

0.6

2

3

中国

7

5.6

5

4.5

7

5.2

8

5.1

3

4.6

四国

3

2.4

3

2.7

4

3.0

3

1.9

2

3.1

4

3.2

1

0.9

1

0.7

3

1.9

1

1.5

その他

0

0

0

0

1

0.7

0

0

0

0

合計

126

100

112

100

134

100

156

100

65

100

北海道
・東北

九州・
沖縄
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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

対

（向上・充実のための課題）

策

成

果

評価領域Ⅲ 教育の実施体制

平成 23 年度以降、学生の利用を

平成 23 年度以降の利用者数は漸

図書館とメディアセンター二つ

促すため購入希望図書の調査と

増し、両館合わせて現在では年間

の設備について学生の利用が十

購入、広報媒体「青山さんの本棚」 およそ 2 万 7 千人（延べ）が入館

分とはいいがたい。

の発行などにより学生の啓発に

し、2 千 6 百冊あまりの書籍が貸

それぞれの学科の学生が利用で

つとめてきた。

し出されている。

評価領域Ⅴ 学生支援

４年制大学と合同のクラブ・サー

平成 28 年度 5 月現在 17 のクラ

クラブ活動の現状はほとんどが

クルを結成した。

ブ・サークルに大学・短大合わせ

きる関連図書を増やすなど、利用
を促すことが望まれる。

休部状態になっているので、活性

て 213 名の学生が入り活動して

化が望まれる。

いる。

評価領域Ⅷ 管理運営

平成 20 年に併設された４年制大

併設大学との合同委員会の設置、

校務組織上に数多くの委員会が

学との合同委員会の設置、委員会

同一目的委員会等の合同開催、併

あり、開催回数も少なく機能して

の合同開催、共通する審議事項を

設大学の委員会等の審議結果を

いないものもある。今後、各種委

併設大学の審議に委ねるなど、簡

共有するなどの運用がなされて

員会の整理統合や効率的な開催

素合理化を図る。

いる。

評価領域Ⅸ 財務

入学定員未充足が支出超過の要

短期大学独自での財務改善は未

余裕資金はあるものの、短期大学

員であることから、高等教育にお

達だが、幼児教育・保育科を廃止

部門及び学校法人全体が支出超

ける人材養成の社会的ニーズを

し、併設大学に看護学科を設置し

過であり財務体質の改善が望ま

踏まえた、学部・学科の再編を学

たこと、その他の経営改善によ

れる。

園全体として検討し推進する。

り、看護学科の完成年度には収支

運用などの改善が望まれる。

均衡が図れる目途がたった。
評価領域Ⅸ 財務

専門学校との差別化を図りつつ、 定員が充足されるところとなっ

調理製菓学科の入学定員の充足

オープンキャンパスへの動員数

た。ただし 28 年度入学生におい

率をあげるよう努力されたい。

の増加、イベント（グルメフェス

ては製菓コースの定員割れ（充足

タ）開催などを積極的に展開し

率 60％）という事態を招いてし

た。

まった。これは近隣の短期大学が
平成 28 年度から「製菓コース」
を開設したことも一因であると
とらえている。

評価領域Ⅹ 改革・改善

大学と合同で毎年「事業計画」と

「事業計画」と「事業報告」が印

これまで自己点検・評価活動は平

「事業報告」を作成している以

刷物として刊行されるので、現状

成 18・19・20 年度に実施され、

外、とくに改善のための対策をと

と課題を共有することが容易に

8
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その結果がこの 4 月にまとめら

っていない。この理由として、こ

れたが、個別の自己点検・評価報

の７年間に短大部内で学科の廃

告書として作成されていない。今

止も含めた組織の変革が大きく、

回の第三者評価を機に継続的な

しっかりと現状を受け止め、自己

報告書の作成と結果の公表が望

評価を行う体制をとれなかった

まれる。

ことが挙げられる。

なっている。

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

授業、成績等の教務関

これまで時間割の開示・科目履修登録・成績

学外からも科目履修登録およ

係諸事項の IT 化による

入力・成績閲覧・休講情報通知・シラバスの

び時間割、試験情報、成績等

利便性の向上

作成等が、冊子や掲示、印刷物および手作業

の閲覧を行えるようになり、

で行われてきたが、
平成 23 年度より Campus

特に遠隔地に帰省している学

Avenue（Web 履修システム）の導入を開始

生にとって利便性が高まっ

し、教務関連の作業の効率高め、学生による

た。

科目履修登録および成績閲覧の利便性向上、

教職員においてもシラバスの

成績報告と開示の迅速化、シラバスの電子化

作成、成績入力等が学外から

による軽便性が図られた。平成２７年度９月

も随時行えるようになり、軽

からは、学外からも科目履修登録および時間

便制が向上した。

割、試験情報、成績等の閲覧を行えるように
なり、遠隔地に帰省している学生にとって利
便性が高まった。
教育情報の公開

シラバスを電子化し、公式ホームページから

科目名による簡易な検索によ

（シラバスの電子化）

一般の方々にも閲覧してもらえるようリン

って本学のすべての科目にお

ク環境を整備した。
（平成 24 年度）

けるシラバス閲覧が可能とな
った。
科目等履修生の募集に成果が
あり、また非常勤を含めて教
員間に記載事項の統一と共有
および自己啓発が図られつつ
ある。

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
事項

24 年度

25 年度

26 年度

27 年度

28 年度

入学定員

60

60

60

60

60

入学者数

38

67

61

65

48

63

112

102

108

80

収容定員

140

120

120

120

120

在籍者数

87

100

124

120

110

62

83

103

100

92

入学定員

100

100

100

－

入学者数

74

67

95

－

74

67

95

－

学科等の名称

入学定員
調理製菓学科

充足率（％）

収容定員
充足率（％）

入学定員
幼児教育

充足率（％）

・保育科

収容定員

200

200

200

100

在籍者数

145

136

157

87

73

68

79

87

収容定員
充足率（％）

備考

平 成 27
年4月
学生募集
3

停止

② 卒業者数（人）
23 年度

24 年度

25 年度

26 年度

27 年度

調理製菓学科

45

45

27

56

50

幼児教育・保育科

70

70

67

58

82

23 年度

24 年度

25 年度

26 年度

27 年度

調理製菓学科

10

9

10

13

6

幼児教育・保育科

9

6

7

12

2

区分

③ 退学者数（人）
区分

④ 休学者数（人）
23 年度

24 年度

25 年度

26 年度

27 年度

調理製菓学科

0

1

0

0

0

幼児教育・保育科

0

0

0

1

0

23 年度

24 年度

25 年度

26 年度

27 年度

調理製菓学科

39

42

25

55

47

幼児教育・保育科

63

59

64

55

77

区分

⑤ 就職者数（人）
区分
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⑥ 進学者数（人）
23 年度

24 年度

25 年度

26 年度

27 年度

調理製菓学科

1

0

0

0

0

幼児教育・保育科

4

2

0

1

1

区分

（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）
専任教員数
学科等名

設置基準

短期大学全体の

で定める

入学定員に応じ

教員数

て定める専任教

〔イ〕

員数〔ロ〕

設置基準
で定める

助
手

教
授

准
教
授

講
師

助
教

計

幼児教育・保育科

1

0

0

0

1

調理製菓学科

4

4

1

0

9

5

2

0

（小計）

5

4

1

0

10

5

2

0

〔その他の組織等〕

－

－

－

－

－

教授数

非
常
勤
教
員

備
考

教育学・保
育学関係

－

38

家政関係

－

－

短期大学全体の入学
3

定員に応じて定める

1

専任教員数〔ロ〕
（合計）

5

4

1

0

10

8

3

② 教員以外の職員の概要（人）
専任

兼任

計

事務職員

2

1

3

技術職員

1

1

2

0

0

0

0

0

0

3

2

5

図書館・学習資源センター等の専門事務職
員
その他の職員
計
③ 校地等（㎡）

校
地
等

区分
校舎敷地

専用

共用

（㎡）

（㎡）

共用する他
の学校等の
専用（㎡）

36,298

計

基準面積

（㎡）

（㎡）

36,298
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在籍学生一

備考（共

人当たりの

用の状況

面積（㎡）

等）
大阪青山

大阪青山大学短期大学部

20,668

運動場用地

〔ロ〕

小計

56,966

その他

124,952

124,952

合計

181,918

181,918

④

大学と共

〔イ〕

20,668

1,200

61

用

56,966

校舎（㎡）

区分

専用（㎡） 共用（㎡）
642.57

校舎

⑤

共用する他の学
校等の専用（㎡）

19,479.70

6,924.88

計（㎡）

基準面積（㎡）

27,047.15

2,100

備考（共用の
状況等）
大阪青山大学
と共用

教室等（室）

講義室

演習室

実験実習室

情報処理学習室

語学学習施設

33

0

7

3

0

⑥

専任教員研究室（室）

専任教員研究室
10
⑦

図書・設備
図書

学術雑誌

〔うち外国書〕

〔うち外国書〕
（種）

学科・専攻課程

電子ジャーナ
ル〔うち外国

（冊）

50,758

122

調理製菓学科

〔9,346〕

〔0〕

計

50,758

122

体育館

機械・器具

標本

（点）

（点）

（点）

書〕

幼児教育・保育科

図書館

視聴覚資料

0

370

36

0

0

370

36

0

面積（㎡）

閲覧座席数

収納可能冊数

1,159

459

58,528

面積（㎡）

体育館以外のスポーツ施設の概要

2,801
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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
事項
1

2

3

大学の教育研究上の目的に関する
こと
教育研究上の基本組織に関するこ
と

公表方法等
学生便覧に掲載している
本学ウェブサイトで公開している
http://www.osaka-aoyama.ac.jp/guide/spirit/
学園広報誌『OASIS』 に掲載している
本学ウェブサイトで公開している
http://www.osaka-aoyama.ac.jp/guide/organization/

教員組織、教員の数並びに各教員

本学ウェブサイトで公開している

が有する学位及び業績に関するこ

http://www.osaka-aoyama.ac.jp/department/junior_

と

college/jr_teacher/

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
4

学生募集要項に掲載している

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

本学ウェブサイトで公開している

その他進学及び就職等の状況に関

http://www.osaka-aoyama.ac.jp/disclosure/

すること
学生便覧に掲載している
本学ウェブサイトで公開している
http://www.osaka-aoyama.ac.jp/department/junior_
5

授業科目、授業の方法及び内容並

college/infant/inf_curriculum/

びに年間の授業の計画に関するこ

http://www.osaka-aoyama.ac.jp/department/junior_

と

college/cooking/cook/ck_curriculum/
http://www.osaka-aoyama.ac.jp/department/junior_
college/cooking/confection/cf_curriculum/
http://www.osaka-aoyama.ac.jp/syllabus/

学修の成果に係る評価及び卒業又
6

は修了の認定に当たっての基準に
関すること

7

学生便覧に掲載している
本学ウェブサイトで公開している
http://www.osaka-aoyama.ac.jp/life_
career/learning/assessment/

校地、校舎等の施設及び設備その

学生便覧に掲載している

他の学生の教育研究環境に関する

本学ウェブサイトで公開している

こと

http://www.osaka-aoyama.ac.jp/guide/map/
学生便覧に掲載している

8

授業料、入学料その他の大学が徴

本学ウェブサイトで公開している

収する費用に関すること

http://www.osaka-aoyama.ac.jp/examination/
expenses/
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学生便覧に掲載している
本学ウェブサイトで公開している
9

大学が行う学生の修学、進路選択

http://www.osaka-aoyama.ac.jp/life_career/learning_

及び心身の健康等に係る支援に関

support/

すること

http://www.osaka-aoyama.ac.jp/life_career/career/
http://www.osaka-aoyama.ac.jp/life_career/life
/consul_health/

② 学校法人の財務情報の公開について
事項

公開方法等
財産目録、貸借対照表、収支計算書については、学園

財産目録、貸借対照表、収支計算書、

広報誌『OASIS』 に掲載している

事業報告書及び監査報告書

本学ウェブサイトで公開している
http://www.osaka-aoyama.ac.jp/disclosure/

（9）各学科・専攻課程ごとの学習成果について（平成 27 年度）
■学習成果について（規定内容）
本学は、
「高い知性と学識と豊かな情操を兼ね備えた品位のある人材の育成」という建学
の精神に基づき、卒業に必要な授業科目と学科ごとの資格・免許取得のために必要な授業
科目、単位数、到達目標などの学習成果について、
「学生便覧」などに明確に示している。
さらに、建学の精神から導かれた「豊かな情操と健全な心を育み、社会のさまざまな分
野において信頼され活躍できる高度な専門知識と能力を身に付けること」という教育目標
に基づき、①豊かな情操と人間性を育む教育、②一人ひとりの個性を見据えた行き届いた
教育、③優れた施設と設備、文化財など本物に触れて学び、感性を磨く教育、④自らの将
来を見つめ、専門的知識を身につける教育、⑤国際社会に寄与する人材を育てる教育、の
５つを教育方針として定めている。
各科目の単位認定（評価）については、シラバスに各科目の評価方法を明示しており、
初回授業においても各科目の担当者が、科目の概要、授業の内容、学習到達目標、成績評
価の方法などについて詳細に説明している。なお、平成２４年度から Web シラバスを導入
し、科目の概要、学習到達目標、授業の内容、成績評価の方法、教科書・テキスト、授業
時間外の学修等を具体的に明示した。これにより学生が学習成果についてより理解しやす
い形となった。
学習成果については、様々な場面をとおして学内外に表明している。学生に配布する「学
生便覧」に、教育目標を明記するとともに、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）を併せて明記している。またこれらの内
容を入学前オリエンテーション及び入学時に新入生及び保護者に対して説明し、入学以前
から学習成果を意識することができるようにしている。また、シラバスにも、各科目の学
習成果が明記されており、その内容については１回目の授業開始時に学生に対して説明し
ている。
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学外に対しては、大学案内パンフレット（CAMPUS GUIDE）
、本学公式ホームページ
においても公開している。高校生や高校教員に対しては、オープンキャンパス、入試説明
会、高校訪問、進学ガイダンス等においても、本学で得られる学習成果について説明を行
っている。
また、学生の学習成果の定期的な点検を行っている。学習成果を査定する方法として、
成績評価、免許資格の取得率、学生による授業評価のアンケート、就職率、実習・就職先
からの評価、関係団体との懇談会の場等を活用している。学習成果の確認は、おもに学科
会議で行い、その妥当性・適切性について話し合い、教職員間で問題を共有するために大
学運営会議で報告されている。
さらに、学生一人ひとりの個性や感性、人間性、社会性が豊かに育まれるように、少人
数クラスでの授業や、学生のグレードに合わせた授業、担任制による個別支援、学習支援
室や学生相談室での学生への援助など環境整備に努め、きめ細かな支援やサポートを行っ
ている。
調理製菓学科・調理コースの教育目的を「調理及びその関連分野について科学的な背景
を理解するとともに、
調理実習等を通じて調理技術・技能に卓越した人材を育成すること」
、
製菓コースの教育目標を「菓子製造及びその関連分野について科学的な背景を理解すると
ともに、製菓実習等を通じて菓子製造技術・技能に卓越した人材を育成すること」と定め
ている。調理コースは調理師免許取得を卒業必須条件とし、製菓コースは在学中に製菓衛
生師の国家試験の受験が可能となるカリキュラムを組んでいる。また卒業研究を、
「食文化
の担い手として、時代に対応できる確かな知識と技術、そして豊かな想像力を備えた専門
的職業人を育成すること」という教育目標の成果を測るものとして位置づけ、学生全員が
共同研究の形で 12000 字以上の論文を作成し、合わせて口頭発表と作品展を行っている。
さらに学内で行うレストラン実習は、学生自らが献立の作成、食材の発注、仕込み、調理、
販売・提供にかかわり、青山レストランにおいて昼食として教職員や学生、地域の住民に
提供することを通して、習得した技能や感性への直接の評価を受ける機会となっている。
幼児教育・保育科の教育目的を「人格形成に大きな影響を及ぼす乳幼児期の重要性を認
識、子どもたち一人ひとりの個性・可能性を引き出し育むことができる、確かな知識と技
術、豊かな感性を有する保育者を育成すること」と定めている。専門知識の修得はもちろ
んのこと、実習や実技、演習科目など、特に音楽、造形、幼児体育に力を入れ、実践的な
学びの経験を重視し、保育の場で真に活躍できる実践力を兼ね備えた人材を育成できるよ
うに、カリキュラムを編成している。
学習成果を量的・質的データとして測定する仕組みとして、成績評価、免許資格の取得
率、学生の授業評価アンケート、就職率、実習園からの評価、就職先からの評価、保育所
連盟等関係団体との懇談会の場等を活用してきた。ほとんどの学生が幼稚園教諭免許状と
保育士資格の両方を取得し、幼稚園、保育所などの児童福祉施設に就職し、現在も多くの
卒業生が全国各地で活躍し高い評価を得ていることは、これまで本学科で学んだ学生たち
が積み上げてきた学習成果の賜物であると考えている。
■学習成果の向上・充実について

調理製菓学科では、技術を磨き実践力を養うために実習科目を１年次から多く開講
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している。また、マナー教育や茶道、華道、書道などの日本文化習得の授業を重視し、
世界を視野に入れて羽ばたく人材を養成するために食文化演習の一環として海外研修
を実施している。さらに、免許・資格のための授業も充実させ、専門職への意欲を育
てる努力をしている。
幼児教育・保育科では、キャリア教育の充実に力を入れ、接遇研修の実施やボランテ
ィア活動、インターンシップの参加を積極的に推進している。幼稚園教諭免許、保育士
資格はもちろんのこと、児童厚生２級指導員、レクリエーション・インストラクター、
こども音楽療育士、社会福祉主事任用資格、リトミック指導者初級検定受験資格の中か
ら可能な限り多くを取得するよう奨励してきた。
同学科は学園の方針によって募集を停止することとなったが、今後本学が一つの学科
となりながらも、併設大学とともに肩を並べて発展していくためには、教育の目的ある
いは教育目標の絶えざる見直し、ブラッシュアップが不可欠である。これを常にいわゆ
る PDCA サイクルとして回していくため、このたび併設の大学との合同組織として「大
阪青山大学・短期大学部 IR 委員会」を設置した。折しも今年の３月には「三つのポリ
シーの一体的な策定」の方針が文部科学省から出されたところである。本学としては大学と
一体的にＩＲ委員会を機能させ、３つのポリシーの再点検と改善に取り組んでいくこととす
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 27 年度）
該当なし
（11）公的資金の適正管理の状況（平成 27 年度）
本学における公的資金の適正な運営・管理については、
「学校法人大阪青山学園 公的研
究費取扱規程」及び「学校法人大阪青山学園 科学研究費補助金の取扱いに関する要綱」
に基づき、管理体制、責任体制やルールなどの明確化を図り、適正な運営及び管理を確保
している。
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（12）理事会・評議員会の開催状況（平成 25 年度～平成 27 年度）
（平成 25 年度）
開催日現在の状況
区
分

出 席 者 数 等
開催年月日

定

員

現 員（a）

開催時間

出席理
事数
（b）

6人
6人
7人
7人
7人

理
事

7～9 人

7人

会
7人
7人
7人
7人
7人
15 ～ 20
人

評
議
員
会

15 人
16 人
16 人
16 人

平成 25 年 4 月 19 日
12：40 ～ 15：40
平成 25 年 5 月 24 日
14：00 ～ 14：40
平成 25 年 6 月 21 日
14：40 ～ 15：50
平成 25 年 7 月 19 日
14：00 ～ 15：40
平成 25 年 9 月 20 日
14：00 ～ 15：30
平成 25 年 10 月 25 日
14：40 ～ 15：30
平成 25 年 11 月 29 日
14：00 ～ 15：30
平成 25 年 12 月 18 日
14：50 ～ 15：30
平成 26 年 1 月 24 日
14：00 ～ 15：00
平成 26 年 2 月 28 日
14：00 ～ 15：50
平成 26 年 3 月 25 日
15：00 ～ 16：30
平成 25 年 5 月 24 日
13：30 ～ 15：30
平成 25 年 10 月 25 日
14：00 ～ 14：35
平成 25 年 12 月 18 日
14：00 ～ 14：40
平成 26 年 3 月 25 日
14：00 ～ 14：50
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監事の出席
実出席率

意思表示

（b/a）

出席者数

状況

5人

83.3％

0人

2／2

6人

100.0％

0人

2／2

7人

100.0％

0人

2／2

6人

85.7％

0人

1／2

7人

100.0％

0人

2／2

7人

100.0％

0人

2／2

7人

100.0％

0人

2／2

7人

100.0％

0人

2／2

7人

100.0％

0人

2／2

7人

100.0％

0人

2／2

7人

100.0％

0人

2／2

9人

60.0％

0人

2／2

12 人

75.0％

0人

2／2

11 人

68.8％

0人

2／2

11 人

68.8％

0人

2／2

大阪青山大学短期大学部

理事会・評議員会の開催状況（平成 26 年度）
開催日現在の状況
区
分

出 席 者 数 等
開催年月日

定

員

現 員（a）

開催時間

出席理
事数
（b）

7人
7人
7人
7人

理
事

7人
7～9 人
7人

会

7人
7人
7人
7人
15 ～ 20

評

人

議

15 人
16 人

員
会

16 人

平成 26 年 4 月 18 日
14：00 ～ 14：30
平成 26 年 5 月 23 日
14：40 ～ 15：30
平成 26 年 6 月 27 日
14：00 ～ 15：00
平成 26 年 7 月 25 日
14：00 ～ 15：00
平成 26 年 9 月 30 日
14：00 ～ 15：00
平成 26 年 10 月 24 日
14：00 ～ 15：20
平成 26 年 11 月 28 日
14：00 ～ 15：10
平成 27 年 1 月 23 日
14：00 ～ 15：00
平成 27 年 2 月 27 日
14：00 ～ 16：20
平成 27 年 3 月 23 日
15：00 ～ 16：30
平成 26 年 5 月 23 日
14：00 ～ 16：10
平成 26 年 9 月 30 日
13：00 ～ 13：50
平成 27 年 3 月 23 日
14：00 ～ 14：50

監事の出席
実出席率

意思表示

（b/a）

出席者数

状況

7人

100.0％

0人

2／2

7人

100.0％

0人

2／2

6人

85.7％

0人

2／2

6人

85.7％

0人

2／2

7人

100.0％

0人

1／2

6人

85.7％

0人

1／2

7人

100.0％

0人

1／2

7人

100.0％

0人

2／2

7人

100.0％

0人

2／2

7人

100.0％

0人

2／2

9人

60.0％

0人

2／2

10 人

62.5％

0人

1／2

15 人

93.8％

0人

2／2

理事会・評議員会の開催状況（平成 27 年度）
開催日現在の状況
区
分

出 席 者 数 等
開催年月日

定

員

現 員（a）

開催時間

出席理
事数
（b）
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実出席率

意思表示

（b/a）

出席者数

状況

大阪青山大学短期大学部

7人
7人
7人
7人
7人

理
事

7～9 人

7人

会
7人
7人
7人
7人
7人
15 ～ 20
人

16 人
16 人

評
議
員
会

17 人
17 人
17 人
17 人

平成 27 年 4 月 27 日
14：00 ～ 15：15
平成 27 年 5 月 22 日
14：10 ～ 15：15
平成 27 年 5 月 22 日
15：45 ～ 15：50
平成 27 年 6 月 29 日
17：00 ～ 17：30
平成 27 年 7 月 31 日
14：00 ～ 15：30
平成 27 年 9 月 18 日
14：30 ～ 15：30
平成 27 年 10 月 23 日
14：00 ～ 15：30
平成 27 年 11 月 20 日
14：30 ～ 15：30
平成 28 年 1 月 22 日
14：00 ～ 15：30
平成 28 年 2 月 6 日
14：00 ～ 15：30
平成 28 年 3 月 23 日
14：30 ～ 15：30
平成 27 年 5 月 22 日
14：00 ～ 14：10
平成 27 年 5 月 22 日
15：15 ～ 15：45
平成 27 年 6 月 29 日
17：30 ～ 17：40
平成 27 年 9 月 18 日
14：00 ～ 14：30
平成 27 年 11 月 20 日
14：00 ～ 14：30
平成 28 年 3 月 22 日
14：00 ～ 14：30

7人

100.0％

0人

2／2

7人

100.0％

0人

2／2

7人

100.0％

0人

2／2

6人

85.7％

0人

2／2

7人

100.0％

0人

2／2

7人

100.0％

0人

2／2

7人

100.0％

0人

2／2

7人

100.0％

0人

2／2

5人

71.4％

0人

2／2

7人

100.0％

0人

2／2

5人

71.4％

0人

2／2

13 人

81.3％

0人

2／2

13 人

81.3％

0人

2／2

16 人

94.1％

0人

2／2

15 人

88.2％

0人

2／2

15 人

88.2％

0人

2／2

13 人

76.5％

0人

2／2

（13）その他
上記以外に、評価員が理解を深めるのに役立つ情報があれば記述する。
特になし
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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２７年度 短大 自己評価委員会 委員名簿
所

属

氏

名

備

副学長

大 澤 茂 男

第１号

事務局長

眞 下 利 晴

同上

幼児教育・保育科長

寅 屋 壽 廣

第２号

佐々木 信 治

同上

山 田 裕 司

同上

教務部長

海老原

清

同上

学生支援センター長

石 田 晶 大

同上

進路支援センター長

松 本 康 克

同上

入試部長

寺 田 昌 弘

同上

事務長

岡

同上

教務部副部長

南大路 文 子

第３号（委員長）

情報教育センター長

辰 口 和 保

同上

幼児教育・保育科

佐 野

豊

同上

幼児教育・保育科

高 田 定 明

同上

調理製菓学科長
（製菓コース長）
調理製菓学科
（調理コース長）

清 秀

考

平成２８年度 短大 自己評価委員会 委員名簿
所

属

氏

名

備

副学長

大 澤 茂 男

第１号

事務局長

眞 下 利 晴

同上

幼児教育・保育科長

大 澤 茂 男

第２号（重複）

佐々木 信 治

同上

高 山 信 行

同上

教務部長

小 仁 利 之

同上

学生支援センター長

佐 藤 琢 志

同上

調理製菓学科長
（製菓コース長）
調理製菓学科
（調理コース長）

20

考

大阪青山大学短期大学部

進路支援センター長

松 本 康 克

同上

入試部長

寺 田 昌 弘

同上

総務部長

岡

同上

教授

南大路 文 子

第３号（委員長）

情報教育センター長

辰 口 和 保

同上



清 秀

自己点検・評価の組織図（規程は提出資料）

学

副

運

長

学 長

営 会 議

教

授

会

自己評価委員会

■ 組織が機能していることの記述（根拠を基に）
自己点検・評価を担う組織として、大阪青山大学短期大学部自己評価委員会規程に基づ
き、自己評価委員会が設置されている。委員は専任教員、事務部職員から選出され、規定
第２条に定められた事項の審議を行っている。必要に応じて、各部局、センター、学科と
連携し、本学の教育研究水準向上に努めている。学内に自己点検評価室を置き、事務は事
務部が行っている。
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 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27年度を中心
に）
時

期

平成 27 年 6 月 10 日

活

動

内

容

平成 27 年度第 1 回自己評価委員会開催
＊ 平成 28 年度が認証評価第 2 サイクルの受審年度に当たること
から、自己点検評価報告書の作成作業を開始する必要があり、
今後定期的に委員会を開催することを決定

平成 27 年 7 月 15 日

平成 27 年度第 2 回自己評価委員会開催
＊ 受審に至るスケジュールについて確認
＊ 報告書の執筆担当者(部署)決定

平成 27 年 8 月 21 日

＊ALO 説明会に大澤 ALO が参加

平成 27 年 9 月 17 日

平成 27 年度第 3 回自己評価委員会開催
＊ ALO 説明会の概要報告
＊ 報告書作成の行程表承認
＊ 資料（提出・備付）の担当部署を決定
＊ 学生満足度調査を短大基準協会に依頼することを承認

平成 27 年 10 月 15 日

平成 27 年度第 4 回自己評価委員会開催
＊ 執筆担当者の追加決定、変更を承認
＊ エビデンス集の担当について、確認・見直し

平成 27 年 11 月 19 日

平成 27 年度第 5 回自己評価委員会開催
＊ 執筆原稿締切日について確認
＊ 提出された執筆原稿の査読・点検方法について提案、承認
＊ 基礎資料の作成依頼を文書で行うことを確認

平成 27 年 12 月 17 日

平成 27 年度第 6 回自己評価委員会開催
＊ 現在までに提出された執筆原稿全文を配付、各委員に査読を
依頼
＊ 委員長、ALO、事務担当において重複記載、齟齬等について
査読・点検し、執筆担当者と調整することを確認
＊ 基礎資料の提出期限を確認

平成 28 年 1 月 20 日

平成 27 年度第 7 回自己評価委員会開催
＊ 未提出の原稿、資料について速やかな提出を要請
＊ 各委員に査読、意見等の申し出を依頼

平成 28 年 2 月 15 日

平成 27 年度第 8 回自己評価委員会開催
＊ 各委員において全体的な読み合わせを行い、必要に応じて関
係者間で調整を行うことを確認

平成 28 年 3 月 18 日

平成 27 年度第 9 回自己評価委員会開催
＊ 報告書案（配付資料）に基づき、執筆状況、要検討項目の確
認
＊ 新たに提出・修正された原稿はメール添付で各委員に送付す
ることを了承（その後以下の事項のシステムに変更）
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平成 28 年 3 月 23 日

3 月 18 日開催の委員会で承認された新規又は修正原稿の各委
員への送付方法をメールに替えて学内ネットワーク上にシステ
ムを構築

平成 28 年 4 月 21 日

平成 28 年度第 1 回自己評価委員会開催
＊ 一部委員の交代に伴い、平成 27 年度の委員会の活動状況等に
ついて報告
＊ 新委員にネットワーク上での意見申し出システムについて説
明、後日文書にて通知する
＊ 報告書作成期限について確認

平成 28 年 5 月 12 日

平成 28 年度第 2 回自己評価委員会開催

＊ 報告書全般の見直し（補足、追加）を要請
＊ 提出資料（10 部）の提出要請
＊ 備付資料リストの提出要請
＊ 実地調査の時期確認、出席要請
平成 28 年 6 月 8 日

平成 28 年度第 3 回自己評価委員会開催
＊

報告書本文と資料（提出資料・備付資料）の照合及び確

認を要請
平成 28 年 6 月 22 日

平成 28 年度第 4 回自己評価委員会開催
＊

平成 28 年 6 月 24 日

自己点検・評価報告書の最終確認

平成 28 年度第 3 回理事会
＊

自己点検・評価報告書の内容及び提出について附議了承
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３．提出資料・備付資料一覧
〈提出資料一覧〉

記述の根拠となる資料等

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

学生便覧「平成 27 年度」

2

新入生の皆様へ「平成 27 年度」

3

大学案内パンフレット（CAMPUS GUIDE
2016）

4

ホームページ「大学案内」＝建学の精神
https://www.osaka-aoyama.ac.jp/guide/s
pirit/

5

ホームページ「大学案内」＝めざす教育(タ
グライン)
https://www.osaka-aoyama.ac.jp/guide/a
im/

B 教育の効果
学則

(1)

学生便覧「平成 27 年度」

教育目的・目標についての印刷物

(1)

学生便覧「平成 27 年度」

(2)

新入生の皆様へ「平成 27 年度」

(5)

ホームページ「大学案内」＝めざす教育(タ
グライン)

https://www.osaka-aoyama.ac.jp/guide
/aim/
6

学園広報誌『OASIS』

学生が獲得すべき学習成果についての

(1)

学生便覧「平成 27 年度」

印刷物

(2)

新入生の皆様へ「平成 27 年度」

(3)

大学案内パンフレット（CAMPUS UIDE
2016）

(5)

ホームページ「大学案内」＝めざす教育(タ
グライン)
https://www.osaka-aoyama.ac.jp/guide/a
im/

(6)
7

学園広報誌『OASIS』
ホームページ「ディプロマポリシー・カ
リキュラムポリシー」
https://www.osaka-aoyama.ac.jp/guide
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記述の根拠となる資料等

資料
番号

資

料

名

/policy/
8

ホームページ「学部学科」
http://www.osaka-aoyama.ac.jp/departm
ent/junior_college/cooking/

C 自己点検・評価
自己点検・評価を実施するための規程

9

大阪青山大学短期大学部自己評価委員会
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

(1)

学生便覧「平成 27 年度」

(7)

ホームページ「大学案内」

http://www.osaka-aoyama.ac.jp/guide/
policy/
10

大学ポートレート
http://up-j.shigaku.go.jp/school/catego
ry01/00000000529002000.html

教育課程編成・実施の方針に関する印刷

(1)

学生便覧「平成 27 年度」

物

(7)

ホームページ「大学案内」
（３ポリシー）

http://www.osaka-aoyama.ac.jp/guide/
policy/
入学者受け入れ方針に関する印刷物

(3)

大学案内パンフレット（CAMPUS GUIDE
2016）

(7)

ホームページ「大学案内」

http://www.osaka-aoyama.ac.jp/guide/
policy/
11

学生募集要項（2016）

12

AO 入試リーフレット（2016）

カリキュラムに対応した授業科目担当

13

授業時間割（平成 27 年度）

者一覧

14

授業科目担当者一覧

シラバス

15

平成 27 年度シラバス（電子データ）

(1)

学生便覧「平成 27 年度」

(3)

大学案内パンフレット（CAMPUS GUIDE

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
短期大学案内・募集要項・入学願書

2016）

（2 年分）
(11)
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記述の根拠となる資料等

資料
番号
(12)
16

資

料

名

AO 入試リーフレット（2016）

大学案内パンフレット（CAMPUS GUIDE
2015）

17

学生募集要項（2015）

18

AO 入試リーフレット（2015）

19

特別推薦（指定校）募集要項（2015.2016）

20

入学願書、エントリーシート（2015.2016）

21

計算資料等の概要（過去３年間）

基準Ⅲ：教育資源と財的資源
D 財的資源
「計算書類等の概要（過去 3 年間）
」

様式１ 資金収支計算書の概要
様式２ 活動区分資金収支計算書（学校
法人）
様式３ 事業活動収支計算書の概要
様式４ 貸借対照表の概要（学校法人）
様式５ 財務状況調べ
様式６ 資金収支計算書・消費収支計算
書の概要
旧様式１ 資金収支計算書・消費収支計
算書の概要
旧様式２

貸借対照表の概要（学校法

人）
資金収支計算書・資金収支内訳表・貸借

22

対照表

資金収支計算書・資金収支内訳表・貸借対
照表
（平成２５年度～平成２７年度）

活動区分資金収支計算書・事業活動収支

23

計算書・事業活動収支内訳表

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
（平成２７年度）

消費収支計算書・消費収支内訳表

24

消費収支計算書・消費収支内訳表
（平成２５年度～平成２６年度）

中・長期の財務計画

25

中・長期財務計画書

事業報告書

26

平成２７年度事業報告書

事業計画書／予算書

27

事業計画書／予算書
（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
寄附行為

28
26

学校法人大阪青山学園寄附行為

大阪青山大学短期大学部

〈備付資料一覧〉
記述の根拠となる資料等

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

大阪青山短期大学創立 20 周年誌

指定以外の備付資料

2

「タグライン」リーフレット

3

授業アンケート結果

4

建学の精神（パネル）

(57)

規程集

(3)

授業アンケート結果

B 教育の効果
指定以外の備付資料

5

学生カルテ

6

免許・資格取得率

7

履修カルテ

8

インターンシップ関係

9

図書館利用案内

(19)

オリエンテーション資料（教務部）

(20)

オリエンテーション資料（各学科）

(57)

規程集

(61)

教授会議事録

(65)

教務委員会議事録

(67)

FD 推進委員会議事録

(73)

SD 推進委員会議事録

(3)

授業アンケート結果

C 自己点検・評価
指定以外の備付資料
過去 3 年間
（平成 25 年度～平成 27 年度）

該当なし

に行った自己点検・評価に係る報告書等
第三者評価以外の外部評価についての

該当なし

印刷物
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

10

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

11

卒業研究の手引き

る印刷物

12

卒業研究発表会抄録

13

卒業研究論文集

14

就職先へのアンケート結果

15

ホームカミングデー関係

指定以外の備付資料
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記述の根拠となる資料等

資料
番号

資

料

名

B 学生支援
学生支援の満足度についての調査結果

16

就職先からの卒業生に対する評価結果

(14)

卒業生アンケートの調査結果

学生満足度調査
就職先へのアンケート結果
該当なし

入学志願者に対する入学までの情報提 (提 2) 新入生の皆様へ
供のための印刷物等
入学手続者に対する入学までの学習支

（提出資料）
17

援のための印刷物等

e ラーニングシステム「アオドリ学習者用
操作ガイド」

18

e ラーニングシステム「アオドリ管理者用
マニュアル」

学生の履修指導（ガイダンス、オリエン

19

オリエンテーション資料（教務部）

テーション）等に関する資料

20

オリエンテーション資料（各学科）

学生支援のための学生の個人情報を記

21

学生台帳

録する様式

22

学生カルテ（電子カルテ）

進路一覧表等の実績についての印刷物

23

就職内定先一覧

等

（平成 25 年度～平成 27 年度）

GPA 等の成績分布

該当なし

学生による授業評価票及びその評価結

(3)

授業アンケート結果

果
社会人受け入れについての印刷物等

(提 11)

学生募集要項（社会人入試）
（提出資料）

海外留学希望者に向けた印刷物等

(提 11)

学生募集要項（外国人留学生入試）
（提出資料）

FD 活動の記録

(66)

FD 推進委員会議事録

SD 活動の記録

(72)

SD 推進委員会議事録

指定以外の備付資料

(9)

図書館利用案内

24

学科会議議事録

25

卒業研究の手引き（11 と重複）

26

卒業研究発表会抄録（12 と重複）

27

卒業研究論文集（13 と重複）

28

「
『2013 年度 第 19 回 FD 推進フォーラ
ム報告集』
（2014 年６月刊）

29

新入生アンケート結果

30

就職支援セミナー関係

31

就職先訪問報告書

32

就職の手引き

33

実習の手引き
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記述の根拠となる資料等

資料
番号

資

料

名

34

救急対応マニュアル

35

コンピューター利用の手引き

36

Campus Avenue（Web）利用の手引き〈学
生用・教員用〉

37

青山さんの本棚（図書館便り）

38

大阪青山歴史文学博物館要覧

39

ホームページ（博物館）
https://www.osaka-aoyama.ac.jp/facilit
y/museum/

40
(57)

スクールバス時刻表
規程集

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

41

教員個人調書及び教育研究業績書一覧

非常勤教員一覧表［書式 3］

42

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

43

大阪青山大学短期大学部紀要
（平成 25 年度～平成 27 年度）

印刷物等
専任教員の年齢構成表

44

科学研究費補助金等、外部研究資金の獲

教員年齢構成表
該当なし

得状況一覧表
研究紀要・論文集

(43)

大阪青山大学短期大学部紀要
（平成 25 年度～平成 27 年度）

教員以外の専任職員の一覧表（氏名、職

45

大阪青山学園職員一覧

46

「私学人研究会」研究報告書

名）
指定以外の備付資料

(57)

規程集

B 物的資源
校地、校舎に関する図面

47

校地、校舎に関する図面等

図書館、学習資源センターの概要

48

図書室、メディアセンターの概要

49

ホームページ（図書館）
https://www.osaka-aoyama.ac.jp/facilit
y/library/

C 技術的資源
学内 LAN の敷設状況

50

学内 LAN 敷設状況一覧

マルチメディア教室、コンピュータ教室

51

本館配置図（コンピューター室）

等の配置図
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記述の根拠となる資料等

資料

資

番号

料

名

D 財的資源
52

教育振興基金 募集要項

53

財産目録及び計算書類

理事長の履歴書

54

理事長履歴書

学校法人実態調査表（写し）

55

学校法人実態調査表（写）

寄附金・学校債の募集についての印刷物
等
財産目録及び計算書類
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

（平成２５年度～平成２７年度）
理事会議事録

56

理事会議事録
（平成２５年度～平成２７年度）

諸規程集

57

（学校法人大阪青山学園規程）
Ⅰ 組織関係
1.学校法人大阪青山学園寄附行為
2.学校法人大阪青山学園組織規程
3.学校法人大阪青山学園事務分掌規程
4.学校法人大阪青山学園稟議規程
5.大阪青山大学・大阪青山大学短期大学部
文書取扱規程
6.学校法人大阪青山学園職員就業規則
7.学校法人大阪青山学園教育職員就業規
則
8.学校法人大阪青山学園非常勤職員(定時
勤務職員)就業規則
9.学校法人大阪青山学園パートタイム職
員就業規則
10.学校法人大阪青山学園服務規程
11.大阪青山学園個人情報保護規程
12.大阪青山学園将来構想委員会規程
13.常任理事会内規
14.学校法人大阪青山学園人権委員会規程
15.大阪青山学園ハラスメント調査委員会
規程
16.学校法人大阪青山学園ハラスメントの
防止等に関する規程
17.学校法人大阪青山学園公益通報等に関
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記述の根拠となる資料等

資料

資

番号

料

名

する規程
18.学校法人大阪青山学園利益相反マネジ
メント規程
19.大阪青山学園危機管理規程
20.大阪青山学園危機管理委員会規程
21.学校法人大阪青山学園公印取扱規程
22.大阪青山学園衛生委員会規程
23.学校法人大阪青山学園情報公開規程
24.学校法人大阪青山学園 Facebook 運
用・利用規程
25.大阪青山学園過半数代表者選出内規
Ⅱ 人事・給与関係
1.学校法人大阪青山学園育児・介護休業等
に関する規程
2.学校法人大阪青山学園旅費規程
3.学校法人大阪青山学園定年規程
4.定年退職職員（教育職員以外）再雇用取
扱要領
5.学校法人大阪青山学園雇用の特例に関
する規程
6.学校法人大阪青山学園特別任用教員規
程
7.学校法人大阪青山学園給与規程
8.学校法人大阪青山学園非常勤職員(定時
勤務職員)給与規程
9.学校法人大阪青山学園教職員退職金規
程
10.休職給取扱要領
11.学校法人大阪青山学園パートタイム職
員給与規程
12.学校法人大阪青山学園パートタイム職
員休暇規程
13.大阪青山大学短期大学部学長選考規程
14.大阪青山大学兼大阪青山大学短期大学
部学長選考任免規程
15.大阪青山大学短期大学部副学長選考規
程
31
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記述の根拠となる資料等

資料

資

番号

料

名

16.大阪青山大学副学長選考規程
17.大阪青山大学学部長選考規程
18.大阪青山大学短期大学部学科長選考規
程
19.大阪青山大学学科長選考規程
20.大阪青山学園事務系職員採用・昇任に
関する規程
21.大阪青山大学短期大学部名誉教授称号
授与規程
22.大阪青山大学名誉教授称号授与規程
23.大阪青山大学短期大学部 外国人教員
任用取扱規則
24.大阪青山大学外国人教員任用取扱要領
25.大阪青山大学短期大学部客員教授及び
客員准教授称号付与規程
26.大阪青山大学客員教授及び客員准教授
称号付与規程
27.大阪青山大学外国人客員研究員受入規
程
28.大阪青山大学短期大学部客員研究員規
程
29.大阪青山大学客員研究員規程
30.教育職員の兼業に関する内規
31.教育職員の最低担当授業持ちコマ数と
出校日数等に関する内規
32. 大阪青山学園個人番号及び特定個人
情報取扱規程
Ⅲ 財務・経理関係
1.学校法人大阪青山学園経理規程
2.学校法人大阪青山学園固定資産及び物
品管理規程
3.学校法人大阪青山学園施設等管理規程
4.学校法人大阪青山学園科学研究費補助
金の取扱いに関する要綱
5.学校法人大阪青山学園資産運用規程
6.学校法人大阪青山学園公的研究費取扱
規程
32
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記述の根拠となる資料等

資料
番号

資

料

名

（大阪青山大学・大阪青山大学短期大学
部規程）
Ⅰ 組織関係
1.大阪青山歴史文学博物館規程
2.大阪青山歴史文学博物館規程細則
3.大阪青山大学・大阪青山大学短期大学部
図書館規程
4.大阪青山大学・短期大学部 大学改革委
員会規程
5.大阪青山大学・大阪青山大学短期大学部
危機管理委員会規程
6.大阪青山大学・大阪青山大学短期大学部
入試広報企画戦略会議規程
7.大阪青山大学・大阪青山大学短期大学部
人権・ハラスメント相談室に関する規程
8.大阪青山大学・大阪青山大学短期大学部
学習支援室運営規程
9.大阪青山大学・大阪青山大学短期大学部
SD 推進委員会規程
10.大阪青山大学・同短期大学部

共通教

育センター規程
11.大阪青山大学・同短期大学部

地域連

携推進規程
Ⅱ 教学関係
1.大阪青山大学・大阪青山大学短期大学部
学習支援アシスタントに関する規程
2.特待生奨学金規程
Ⅲ その他
1.大阪青山大学・大阪青山大学短期大学部
図書館資料収集管理規程
2.大阪青山大学・大阪青山大学短期大学部
図書館貴重資料利用規程
3.大阪青山大学・大阪青山大学短期大学部
図書館貴重資料等に関する内規
4.大阪青山大学・大阪青山大学短期大学部
図書館複写機利用規程
5.大阪青山大学・同短期大学部研究推進委
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記述の根拠となる資料等

資料

資

番号

料

名

員会規程
6.大阪青山大学・大阪青山大学短期大学部
互助会規約
（大阪青山大学短期大学部規程）
Ⅰ 組織関係
1.大阪青山大学短期大学部運営会議規程
2.大阪青山大学短期大学部部科長会規程
3.大阪青山大学短期大学部ＩＲ委員会規
程
Ⅱ 人事・給与関係
1.大阪青山大学短期大学部教員資格審査
内規
2.大阪青山大学短期大学部教員選考規程
3.大阪青山大学短期大学部非常勤教員採
用規程
Ⅲ 財務・経理関係
1.大阪青山大学短期大学部教員個人研究
費規程
Ⅳ 教学関係
1.大阪青山大学短期大学部学則
2.大阪青山大学短期大学部教授会規程
3.大阪青山大学短期大学部入学者選抜規
程
4.大阪青山大学短期大学部自己評価委員
会規程
5. 大 阪 青 山 大 学 短 期 大 学 部 授 業 料 等 減
免・分納等規程
6.大阪青山大学短期大学部科目等履修生
規程
7.大阪青山大学短期大学部私費外国人留
学生奨学金規程
8.大阪青山大学短期大学部・同後援会 奨
学金規程
9.大阪青山大学短期大学部修業年限を超
えて在学する学生の授業料納入規程
10.大阪青山大学短期大学部再入学取扱規
則
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記述の根拠となる資料等

資料

資

番号

料

名

11.大阪青山大学短期大学部公開講座等規
程
12.大阪青山大学短期大学部聴講生に関す
る内規
13.大阪青山大学短期大学部学位規程
14.大阪青山大学短期大学部委員会規程
15.大阪青山大学短期大学部学生懲戒等規
程
V その他
1.「大阪青山大学短期大学部研究紀要」編
集規程
2.大阪青山大学短期大学部研究室利用規
則
3.大阪青山大学短期大学部職業紹介業務
に係る個人情報適正管理規程
4.大阪青山大学短期大学部学費等未納者
に対する特別融資取扱要領
指定以外の備付資料

58

ホームページ情報公開（財務情報）
http://www.osaka-aoyama.ac.jp/disclos
ure/

B 学長のリーダーシップ
学長の個人調書
教授会議事録

59

学長個人調書

60

副学長個人調書

61

教授会議事録
（平成 25 年度～平成 27 年度）
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記述の根拠となる資料等
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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
大阪青山学園は青山幼稚園・大阪青山大学・大阪青山大学短期大学部の３つの学校
を擁する学校法人であるが、建学の精神は学園の創設時に定めたものを、時代状況の
変化に応ずる形で彫琢しながら現在まで保ち続けている。それは、
髙い知性と学識と豊かな情操を兼ね備えた品位ある人材の育成
である。この建学の精神を内外に明確に表明し、ここから導かれる大学の使命、それ
に基づく教育目標を明確にし、そのもとに３つのポリシー（ディプロマ・カリキュラ
ム・アドミッションの３つ）を具体的に掲げている。このことについて早急に改善す
べき点は見当たらないが、後述のとおりこのたびの「学校教育法施行規則の一部を改
正する省令の交付について（通知）２７文科高第１１８７号、平成２８年３月３１日」
をうけて、今年度中に大学、幼稚園の関係者とともに「建学の精神」以下「大学の使
命」、「教育目標」
、「３つのポリシー」それぞれの確認と表現の見直し作業をおこなう
ことにしている。建学の精神を根源とする学校法人のありようがより鮮明に内外に伝
わる表現へと磨き上げていく作業である。また、
「学校教育法第百十条第二項に規定す
る基準を適用するに際して必要な細目を定める省令の一部を改正する省令の交付につ
いて（通知）―２７文科高第１２１３号、平成２８年３月３１日」によって示された
「大学評価基準において定める評価事項関連」の「(1)イ 教育研究活動等の改善を継
続的に行う仕組み（以下「内部質保証」という。
）に関すること。
（第１号チ関係）
」に
対応する形で、毎年度当初の「大学運営会議」
（後述）の俎上に上げ、忌憚のない意見
交換をしながら確認し合う作業を必須としていく所存である。
そうした作業の先駆けとして、一昨年度（平成２６年度）には、時代の潮流の中で
本学が果たしていくべき役割を鮮明に打ち出していく手段として「タグライン」の制
定を行なった。本学は実社会で役立つ資格取得のための専門的教育あるいは職業的ス
キル獲得のための教育を推進するところを大きな特色としつつ、社会への貢献を豊か
な心をもって行うことのできる情操教育にも大きく力を注いでいる。この教育推進の
姿勢が、本学卒業後の学生の社会人としての活躍に繋がっていくものである。本学が
併設の大学共々備えているこうした特徴を、
『輝く未来へ繋がる教育』
と表現したのが今回のタグラインである。
教育の効果については、学習成果を測る指標として成績評価には従来から１００点
法を適用しており、科目担当教員が平常時の学修状況、平常試験、定期試験などの結
果を総合してその達成度を１００点満点で表している。これを従来は「優…８０点以
上、良…７０～７９点、可…６０～６９点、不可…５９点以下」の段階に表示し「不
可」を不合格（単位不認定）としていたが、平成２７年度より精密な段階の表示の必
要性を認め、あわせて学習意欲の向上を促す効果をねらって「秀…９０点以上」の段
階を加えた５段階表示型とした。
他には教育の効果を評価する指標として免許資格取得率、学生による授業評価のア
ンケート、就職率、実習先からの評価、就職先からの評価、関係団体との懇談内容等
を活用している。
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なお、シラバスにはすべての科目について成績評価の方法が明示されており、学生
は各科目の受講当初からその内容を確認しておくよう指導を徹底している。平成１４
年度よりシラバスは Web 上に開示されており、閲覧の便を向上させている。表記の文
言も学生に分かりやすいものとなるよう配慮がされており、それに基づいて授業時の
取り組みなども評価対象としており、きめ細かい学習成果の測定がなされているとい
える。
教育の質保証については、短期大学設置基準を遵守した人員構成を保ちつつ、
「調理
師養成施設」
「製菓衛生師養成施設」としての要件をすべて満たした学校として運営を
続けている。調理コースについては平成２７年度４月から「調理師養成施設指導ガイ
ドライン」のもと新カリキュラムを編成し、製菓コースもまた「製菓衛生師法施行規
則」に基づいたカリキュラムを整えている。それぞれは何年かごとに近畿厚生局担当
者の実地調査を受けることとなっており、これ自体が質保証の仕組みといえるもので
あり、つねに法令を遵守した運営が行われているといえる。
上述のような運営を常に点検整備する仕組みとしての自己点検・評価については、
毎年の「事業計画書」
「事業報告書」によって恒常的に行なわれているといえるが、委
員会としては、平成 5 年に定められた「大阪青山短期大学自己評価委員会規程」
（現在
は大阪青山大学短期大学部自己評価委員会規程）に基づいて、自己点検・評価の充実
に努めている。とくに、
「授業アンケート」の実施による授業の質に関する点検評価に
ついては、FD 推進委員会とも連携し、より実質的な改善につながるような様式の変
更（Web 方式から紙式への再変更）を行なった。一見時代に逆行するような施策では
あったが、結果として回収率が大幅に回復し、実質的な評価業務の強化につながった
といえる。
課題としては、教育の効果を一層高めるための仕組みを構築することが挙げられる。
シラバスによって学生に示すべき授業の詳細な内容と評価指標が表されているとはい
えるが、指標の妥当性を担保するところは、各教員個々の設定基準に拠っているとこ
ろが大きい。当該学問領域の専門家としての技量に任せているといえばそれまでであ
るが、やはり昨今の状況から、第三者的に点検する仕組みをもつべきであると考える。
具体的には、学習到達目標の段階設定ツールとしてのルーブリック（学習到達度を示
す評価基準を観点と尺度からなる表として示したもの）の活用について研究するこ
とが挙げられる。同一領域内の複数科目間の評価尺度の共有ということが実現できれ
ばその意義は大きい。今後は、教務委員会においてルーブリック活用法についての議
論をすすめ、平成２８年度中に活用のための方針を定めることとする。
［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
大阪青山大学短期大学部は、学園の建学の精神
「高い知性と学識と豊かな情操を兼ね備えた品位ある人材の育成」
を他の２機関（大阪青山大学および青山幼稚園）と共有し、この根本理念を教育・研
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究の礎として尊重している。この根本理念は文言こそ遷移してはいるものの、学園の
基本姿勢を示すものとして学園の開設当時から不変である。
学校法人大阪青山学園は昭和４２（1967）年１月に設置認可を受け、大阪府吹田市
青山台に青山幼稚園をまず設立、同年４月に高等教育機関として大阪青山女子短期大
学を開設した。創始者の塩川利員前理事長の主唱により制定された学園の当初の建学
の精神は、
「人格の極めて高潔かつ学識豊かな青年の育成にあたる」と表現されていた。
また、学園の教育理念として「高い知性と学識、品位ある振る舞い、豊かな情操を兼
ね備えた人材として社会に送り出す」ことを掲げていた。
この建学の精神、教育理念には、創始者塩川利員の２０ 年に亘る青少年教育への熱
い思いが込められている。戦後間もなく戦地から帰国してきた塩川は、混沌とした社
会にあって「教育を通じて祖国再興を図らねばならぬ」
（大阪青山短期大学二十周年誌 昭和
６２年 110 頁）との信念から、昭和２１（1946）年独力で財団法人箕面学園（のち昭和
２６（1951）年に現在の学校法人箕面学園に組織移行）を創立し、高等女学校を設置
して子女の中等教育に着手した。その後昭和２８（1953）年には、幼稚園教員養成所
を設置して、文字どおり「教育を通じてわが国復興の先駆者」たるべく心血を注いだ
のであった。
このように戦後間もなくからの２０年間幼児教育、中等教育に傾注する中で塩川は、
経済の高度成長や急速な伸展に伴って、「もの」を重視する価値観が瀰漫し、「心の教
育」が等閑視される傾向を目の当たりにすることになる。そして、
「婦女子の高等教育
が今後のわが国の発展に不可欠」との強い思いが、昭和４２（1967）年学校法人大阪
青山学園の設立、大阪青山女子短期大学の開設へと塩川を駆り立てることになったの
であった。今こそ、
“情操豊かな教育を施し豊かな教養と高い品性及び良識を有し、進
んで明日の社会に貢献する青年を育成する”ことに一意専心することが喫緊の課題で
あると確信し、その信念に基づいて高等教育を担う学校法人の設立を果たしたのであ
った。
本学園の建学の精神、教育理念の背景には、創始者塩川利員のこのような熱き思い
があることを忘れることはできない。その後、大阪青山短期大学と校名変更し、幼児
教育科および栄養士課程での人材養成を軸に、国文科や英米語科を設置するなどこれ
までに 20,000 人を超える卒業生を社会に送り出している。
塩川利員は平成１９
（2007）
年３月に他界するまで、本学園の理事長・学園長を務めた。
その後、より専門的な職業人の養成を急務と考えて４年制大学（大阪青山大学）を
併設し、管理栄養士の養成（平成１７年度）、さらには小学校教員の養成（平成２０年
度）そして看護師の養成（平成２７年度）へと人材養成の範囲を広げてきた。その一
方、短期大学ははじめ家政科と幼児教育科を擁する女子短期大学として創始され、昭
和４８年には栄養士養成課程への男子学生受入を可として「大阪青山短期大学」へと
名称を変更した。その後は１８歳人口の増加、国民生活水準の向上に伴う進学率の上
昇あるいは社会の要請に応える形で昭和５６年には国文科を増設、さらに６０年には
英米語科を増設した。４つの学科からなる総合的な短期大学として平成の時代を迎え、
約 2,000 名の学生が在籍していた頃もあったが、その後の１８歳人口減少という状況
の中で平成１６年には国文科と英米語科を改組転換して１つの学科（ことばと文化学
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科）とし、平成２１年にはことばと文化学科の募集停止をするに至った。またこの年
に生活科学科を調理製菓学科と名称変更して幼児教育・保育科との２学科体制で存続
してきたが、平成２６年に大学名称に変更を施した（大阪青山短期大学 ⇒ 大阪青
山大学短期大学部）
。その後平成２７年には幼児教育・保育科を募集停止し、今後の保
育者養成は大阪青山大学子ども教育学科において専ら行う体制へと移行した。
これにより、大阪青山大学短期大学部は一学科（調理製菓学科）体制となったもの
であるが、学園の建学の精神を踏まえた教育理念・理想が揺らぐものではない。大阪
青山大学短期大学部はこの学園の建学の精神に即して、大学の目的を次のように定め
ている(学則第 1 条)。
大阪青山大学短期大学部（以下「本学」という。
）は、教育基本法の精神及び学
校教育法の規定に則り、実際的な専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に
必要な能力を育成するとともに、我が国の文化と伝統に基づいた高い知性と学識
と豊かな情操を兼ね備えた品位ある人材を育成することを目的とする。
条文の前段は学校教育法第百八条（短期大学に関する条項）に準ずるものであるが、
後段には「我が国の文化と伝統に基づいた」「高い知性と学識と豊かな情操」「品位」
という、本学園が開学以来立脚してきた教育の根本理念が表明されている。
そして、この理念をもとにどのような教育を行うのか、その行動指針とも言うべき
５つの教育方針を次のように定めている。
・豊かな情操と人間性を育む教育
・一人ひとりの個性を見据えた行き届いた教育
・本物に触れて学び、感性を磨く教育
・自らの将来を見つめ、専門的知識を身につける教育
・国際社会に寄与する人材を育てる教育
「建学の精神」は、公式ホームページ上で併設の大阪青山大学と共通のものとして
広く社会に対して表明しているものであるが、学内ではこれに「目的」
「教育方針」を
添えて、学内の主要な動線にあわせて５ヶ所（本館１階ロビー・３号館１階にいなホ
ール・４号館１階ロビー・４号館１階大会議室・４号館２階学生サービス部門フロア
ー入口）に額式のスタイルで掲示を施しており、学内で過ごす学生および教職員が毎
日必ず目にするところのものとなっている。
「建学の精神」は毎年度当初の理事会でも理事長が中心となって共有確認されてい
るものであるが、昨年度はその精神をより鮮明に学内外に打ち出す意図をもって「タ
グライン」を制定した。
「タグライン」とは本来顧客と潜在顧客、つまり世の中に対し
て、その企業やブランドが持つ優れた点をわかりやすく伝えるための表現であるが、
具体的で、誰にでもわかる言葉で簡潔に書かれている必要があるといわれている。大
学の「建学の精神」はややもすれば抽象度が高くわかりにくいなどど言われる向きも
あり、大学の果たす社会的な役割をよりわかりやすく表明する手段として「タグライ
ン」を作成する運びとなったものである。これは「建学の精神」を定期的に確認する
ことであるとともに、常に時代の潮流の中で本学が果たしていくべき役割を「建学の
精神」と摺り合わせながら再構築していく営みだと位置づけ、５年ごとに見直し（タ
グラインの再設定）を行っていくこととしているが、この度は次のようなキャッチフ
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レーズをもって「タグライン」とした。
『輝く未来へ繋がる教育』
このタグラインについて、公式ホームページには次のようにその意図するところを
記している。
「輝く未来」とは、可能性に満ちた学生たちの行く先であり、望む姿。本学で
得た学びや培った技術を活かして切り拓く、希望に満ちた将来のことです。実
社会では職業的スキルや資格だけでなく、豊かな人間性も求められます。確か
な職能と他者を支える心を持つ人材を輩出することが社会への貢献となり、本
学の教育機関としての成熟に結びついていきます。
「輝く未来」は社会の発展で
あり、本学の成長でもあるのです。
「繋がる」とは大阪青山大学がめざす教育の姿。学生一人ひとりの夢を将来へ
繋げる教育を行うことが本学の使命です。また、人と人が繋がる場となること、
つまり学生と教職員、学生同士、さらには本学と社会が絆を築き上げていくこ
とも、本学が果たすべき責任のひとつです。そのために教職員が繋がり、一丸
となっていきます。これらの使命や責任を「結束（けっそく）」という意味を持
つ漢字 「繋」に込めています。
大阪青山大学短期大学部は、併設の大阪青山大学ともども上記の「タグライン」に
よってその教育方針に繋がる鮮明な姿勢を内外に打ち出していく。今後いっそう成熟
し多様化していく現代の日本社会の中で、調理師あるいは製菓衛生師といった食に携
わる専門的職業人の養成にいっそう邁進する所存である。
(b) 課題
前述のとおり、学園の建学の精神「高い知性と学識と豊かな情操を兼ね備えた品位
ある人材の育成」を根本理念として尊重し、今後一学科体制となる大阪青山大学短期
大学部の調理製菓学科の目的「食文化の担い手として、時代に対応できる確かな知識
と技術、そして豊かな創造力を備えた専門的職業人を育成する」
（学則第６条の３）こ
とがどこまで達成できているのか、組織的な検証を行い、その結果を踏まえた改善が
完全にできているのかと問われれば、まだまだ十分とは言えない。公式ホームページ
では「技と感性、知識と教養を併せ持つ料理とお菓子のスペシャリストを育てる」と
いうやや平易な表現を用いて人材養成の基本的な姿勢を示しているが、単に「調理師」
「製菓衛生師」という専門職を養成する機関としてあり続けるということを表明して
いるのではない。
「食文化の担い手」「確かな知識と技術」「創造力」といった調理製菓学科の教育の
キーワードを、
「建学の精神」から導かれている学科の根本姿勢としてもっと浸透させ
ていかなくてはならない。他の調理師・製菓衛生師養成機関との明らかな違いを際立
たせ、広く社会に表明しながら学内で共有し確認していく作業は、今後いっそう充実
させていく必要がある。
■ テーマ 基準Ⅰ－Ａ 建学の精神の改善計画
「建学の精神」は開学以来学園全体で共有しているものでありながらも、時代の変
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化に即して表現形式を修正していく作業は、社会における大学存立の意義をわかりや
すくあらわすために必要なことである。これは学園として実施していくことが確認さ
れている。
大阪青山大学短期大学部としてはそれを受け、より内外にわかりやすく現行の教育
の目標・方針を表明しつつ、あわせてより明確で時代の変化に対応した表現へと修正
を施していくことが必要となる。具体的には、大学で認証評価を受けるのが平成２９
年度と、短期大学部より一年のちとなるため、学園としての「建学の精神」の点検時
期を平成３０年度とする予定で準備をすすめていく所存であったが、このたびの法令
改正「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の交付について（通知）２７文科高
第１１８７号、平成２８年３月３１日」をうけて、今年度中に大学、幼稚園の関係者
とともに「建学の精神」以下「大学の使命」、「教育目標」、「３つのポリシー」それぞ
れの確認と表現の見直し作業をおこなうことになった。まず副学長は本年６月中にこ
れに直結するワークショップ（地域科学研究会高等教育情報センター主催：４つのポ
リシーのブラッシュアップ・ワークショップ）に参加してその作業を準備する。その
後学内にてこの手法を周知する形で大学・短期大学部それぞれの学科レベル、学部全
体レベル、大学レベルでのポリシーとその上に冠される教育の目標（目指すべき養成
人材像）
、そして大学の使命目的を、建学の精神をより明確に具現化したものへと整備
する作業にとりかかる。
○提出資料
1．学生便覧「平成 27 年度」
2．新入生の皆様へ「平成 27 年度」
3．大学案内パンフレット（CAMPUS GUIDE 2016）
4．ホームページ「大学案内」＝建学の精神
https://www.osaka-aoyama.ac.jp/guide/spirit/
5．ホームページ「大学案内」＝めざす教育(タグライン)
https://www.osaka-aoyama.ac.jp/guide/aim/
○備付資料
1．大阪青山短期大学二十周年誌（昭和 62 年刊行）
2．「タグライン」リーフレット
3．授業アンケート結果
4．建学の精神（パネル）
57．規程集
[テーマ 基準Ⅰ－Ｂ 教育の効果]
[区分 基準Ⅰ－Ｂ－Ⅰ 教育目的・目標が確立している。]
■ 基準Ⅰ－Ｂ－Ⅰの自己点検・評価
(a) 現状
本学は、建学の精神に基づき、
「豊かな情操と健全な心を育み、社会のさまざまな分
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野において信頼され活躍できる高度な専門知識と能力を身に付けること」を教育目標
としている。また、教育方針として、
「豊かな情操と人間性を育む教育」
、
「一人ひとり
の個性を見据えた行き届いた教育」、「優れた施設と設備、文化財など本物に触れて学
び、感性を磨く教育」、「自らの将来を見つめ、専門知識を身につける教育」、「国際社
会に寄与する人材を育てる教育」を柱として学生を育成してきている。
さらに、教育目標・教育方針に基づいて、３つのポリシー、すなわち学位授与の方
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
学者の受け入れ方針（アドミッションポリシー）が定められている。これらは全学生
及び全教職員に配布する「学生便覧」に明記するとともに、公式ホームページで、学
内外に公表している。また、オープンキャンパスや保護者説明会等の機会を利用して、
保護者等に対しても周知するように努めている。
なお「学生便覧」は、これまで大阪青山大学と短期大学部がそれぞれに作っていた
が、組織的一体感を形成する試みとして、平成２７年度は一つにまとめて作成した。
しかしながら利便性において見直すべきことがあり、平成２８年度には再び短期大学
部独自のものを作成することとした。
また、グローバル化する現代社会の多様な課題解決に向け、大学教育には一層の高
度化と質の向上が求められていることから、前述のとおり本学の教育姿勢をより明確
にし、夢に繋がる教育を目指して、平成２７年にタグライン「輝く未来につながる教
育」を制定した。このタグラインを通して、本学の掲げる教育目標がより理解される
ことを目指している。
学科・コースごとの教育目的は学則第６条に規定しており、学期ごとに行うオリエ
ンテーションや「特別時間」を利用して周知するよう努力している。カリキュラムは
学則に従ってこの目的が達成できるよう制定している。
「特別時間」は開学以来開講し
ている授業で、単位化はされていないが、時間割に掲載されており、場合によりクラ
スごとあるいは学科の学生が週に一度出席し、建学の精神を初め本学の方針や教育上
の特徴を学び、マナーの指導を受け、学修上の情報や注意事項を聴くほか、学生同士
が大学祭や運動会について話し合ったりするための時間となっている。
カリキュラムの改訂、科目の新設・廃止は法令に基づくことは勿論のこと、教育目
標を達成できるように常に検討が続けられている。
調理製菓学科では、技術を磨き実践力を養うために実習科目を１年次から多く開講
している。またマナー教育や茶道、華道、書道などの日本文化習得の授業を重視し、
世界を視野に入れて羽ばたく人材を養成するために食文化演習の一環として海外研修
を実施している。さらに、免許・資格のための授業も充実させ、専門職への意欲を育
てる努力をしている。
幼児教育・保育科は、平成２７年度から学生募集を停止し、現在は留年者数名を残す
のみとなっているが、同学科では、キャリア教育の充実に力を入れ、接遇研修の実施や
ボランティア活動、インターンシップの参加を積極的に推進してきた。幼稚園教諭免許、
保育士資格はもちろんのこと、児童厚生２級指導員、レクリエーション・インストラク
ター、こども音楽療育士、社会福祉主事資格、リトミック指導者初級検定受験資格の中
から可能な限り多くを取得するよう奨励してきた。
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同学科は学園の方針によって募集を停止することとなったが、今後本学が一つの学科
となりながらも、併設大学とともに肩を並べて発展していくためには、教育の目的ある
いは教育目標の絶えざる見直し、ブラッシュアップが不可欠である。これを常にいわゆ
る PDCA サイクルとして回していくため、このたび併設の大学との合同組織として「大
阪青山大学・短期大学部 IR 委員会」を設置した。折しも今年の３月には「三つのポリ
シーの一体的な策定」の方針が文部科学省から出されたところである。本学としては大
学と一体的に IR 委員会を機能させ、３つのポリシーの再点検と改善に取り組んでいく
こととするが、そこでは教育目標、さらには「建学の精神」の再確認作業から必要にな
ってくるはずである。
(b) 課題
幼児教育・保育科が平成２７年度に募集を停止したため、平成２８年度からは同科
の数名の在籍者を除き調理製菓学科のみの１学科体制となる。そのためにいくつかの
点で教育の多様性の担保がむずかしくなっている。たとえば両学科共通の科目として
開講してきた一般教養科目の一部を割愛せざるを得ないといったことである。今後、
学科の特性を踏まえた科目の設定や併設大学健康科学部との連携を通して、学生一人
ひとりの関心に応え、学生にとっていっそう魅力的なカリキュラムを編成することが
課題である。また、新しい高等教育機関への移行も選択肢の一つとし、情報収集をし
ながらより広い視野をもって検討をする必要がある。
ここで、前述した IR 委員会を十分活用することが肝要である。
[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
本学は、
「高い知性と学識と豊かな情操を兼ね備えた品位のある人材の育成」という
建学の精神に基づき、卒業に必要な授業科目と学科ごとの資格・免許取得のために必
要な授業科目、単位数、到達目標などの学習成果について、
「学生便覧」などに明確に
示している。
さらに、建学の精神から導かれた「豊かな情操と健全な心を育み、社会のさまざま
な分野において信頼され活躍できる高度な専門知識と能力を身に付けること」という
教育目標に基づき、
「豊かな情操と人間性を育む教育」、
「一人ひとりの個性を見据えた
行き届いた教育」、「優れた施設と設備、文化財など本物に触れて学び、感性を磨く教
育」、「自らの将来を見つめ、専門知識を身につける教育」、「国際社会に寄与する人材
を育てる教育」の５つを教育方針として定めている。本学の学習成果は、本学の学則
に明示するとともに、
「学生便覧」に具体的に示している。
各科目の単位認定（評価）については、シラバスに各科目の評価方法を明示してお
り、初回授業においても各科目の担当者が、科目の概要、授業の内容、学習到達目標、
成績評価の方法などについて詳細に説明している。なお、平成１４年度からテスト運
用を始め、平成２４年度から本格的に運用している Web シラバスを導入し、科目の概
要、学習到達目標、授業の内容、成績評価の方法、教科書・テキスト、授業時間外の
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学修、担当者のオフィスアワー等を具体的に明示した。これにより学生が学習成果に
ついてより理解しやすい形となった。
学習成果については、様々な場面をとおして学内外に表明している。学生に配布す
る「学生便覧」に、教育目標を明記するとともに、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）を併せて明記している。
またこれらの内容を入学前オリエンテーション及び入学時に新入生及び保護者に対し
て説明し、入学以前から学習成果を意識することができるようにしている。また、シ
ラバスにも、各科目の学習成果が明記されており、その内容については１回目の授業
開始時に学生に対して説明している。
学外に対しては、大学案内パンフレット（CAMPUS GUIDE）、本学公式ホームペ
ージにおいても公開している。高校生や高校教員に対しては、オープンキャンパス、
入試説明会、高校訪問、進学ガイダンス等においても、本学で得られる学習成果につ
いて説明を行っている。
また、学生の学習成果の定期的な点検を行っている。学習成果を査定する方法とし
て、成績評価、免許資格の取得率、学生による授業評価のアンケート、就職率、実習・
就職先からの評価、関係団体との懇談会の場等を活用している。学習成果の確認は、
おもに学科会議で行い、その妥当性・適切性について話し合い、教職員間で問題を共
有するために大学運営会議で報告されている。
また、学生一人ひとりの個性や感性、人間性、社会性が豊かに育まれるように、少
人数クラスでの授業や、学生のグレードに合わせた授業、担任制による個別支援、学
習支援室や学生相談室での学生への援助など環境整備に努め、きめ細かな支援やサポ
ートを行っている。
調理製菓学科では、調理コースは調理師取得を卒業必須条件とし、製菓コースは在
学中に製菓衛生師の国家試験の受験が可能となるカリキュラムを組んでいることもあ
り、学習成果の測定が特に資格・免許の取得、あるいは国家試験の合否に偏りがちで
ある。しかし「卒業研究」を、
「食文化の担い手として、時代に対応できる確かな知識
と技術、そして豊かな想像力を備えた専門的職業人を育成すること」
（学則第６条）と
いう教育目標の成果を測るものとして位置づけ、学生全員が共同研究の形で 12000 字
以上の論文を作成し、合わせて口頭発表と作品展を行っている。
また学内で行うレストラン実習は、学生自らが献立の作成、食材の発注、仕込み、
調理、販売・提供にかかわり、青山レストランにおいて昼食として教職員や学生、地
域の住民に提供することを通して、習得した技能や感性への直接の評価を受ける機会
となっている。
幼児教育・保育科では、学習成果を量的・質的データとして測定する仕組みとして、
成績評価、免許資格の取得率、学生による授業評価のアンケート、就職率、実習園か
らの評価、就職先からの評価、保育所連盟等関係団体との懇談会の場等を活用してき
た。ほとんどの学生が幼稚園教諭免許状と保育士資格の両方を取得し、幼稚園、保育
所などの児童福祉施設に就職するため、２年間のカリキュラムは、講義による専門知
識の修得はもちろんのこと、実習や実技、演習科目など、特に音楽、造形、幼児体育
に力を入れ、実践的な学びの経験を重視し、保育の場で真に活躍できる実践力を兼ね
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備えた人材を育成できるように編成している。２年間という短い修業年限の中で、幼
稚園教諭２種免許、保育士資格の両方を取得することを原則としていることから、一
部を除いてほぼ全員が卒業時に両方の免許・資格を取得している。さらに多くの学生
が、児童厚生２級指導員、レクリエーション・インストラクター、こども音楽療育士、
社会福祉主事任用資格、リトミック指導者初級検定受験資格の中から複数の資格を取
得して卒業している。
本学は開学以来、保育者養成に携わってきており、長い伝統と多くの先達の情熱を
受け継ぎ、保育の専門職として乳幼児や児童の保育に携わる者を幼稚園、保育所、児
童福祉施設などに送り出してきたこと、現在も多くの卒業生が全国各地で活躍し高い
評価を得ていることは、これまで本学科で学んだ学生たちが積み上げてきた学習成果
の賜物であると考えている。
(b) 課題
学習成果の表明や定期的な点検に関しては、平成２４年度から Web シラバスを本格
的に導入し、科目の概要、学習到達目標、授業の内容、成績評価の方法、教科書・テ
キスト、授業時間外の学修等を具体的に明示したことで、学生が学習成果についてよ
り認識しやすくなるように工夫した。今後は、学習成果の可視化手段として GPA の導
入を検討していく必要がある。
[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
本学では、学校教育法、短期大学設置基準、免許・資格関係法令等の関係法令など
の改正・変更点を確認し、法令順守に努めている。関係法令の変更時には、教務委員
会等で確認し、教授会で周知している。
特に、平成２３年度の短期大学設置基準の改正（第３５条の２関連）を受けて、キ
ャリア教育の充実に力を入れている。また、Web シラバス・システムの構築など学習
環境の改善に努めている。
本学の教育課程は、建学の精神、教育目標等にもとづき、４８年の伝統を引き継い
で編成されている。
以下、学科ごとの記述とする。
調理製菓学科では、調理師養成課程および製菓衛生師養成課程の認定要件等につい
て定める法令および所管官庁である厚生労働省による指導に基づき、教育課程を定め
ている。また随時行われる近畿厚生局による実地調査とその結果を踏まえ、常により
充実した教育が行われるよう努力している。
調理コースは、調理師養成施設指導ガイドラインに従い、平成２７年度４月から新
しいカリキュラムを編成した。製菓コースは、製菓衛生師施行規則に定められた事項
に則り、カリキュラムを編成している。両コースとも、教育の質を保証し改善を図る
ために随時カリキュラムの見直しを行っている。
調理コースでは、専門調理師及び調理技能士を目指して、献立の作成、食材の発注、
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仕込み、調理、販売・提供の一貫した実習を行い、２年次夏期休業中に大阪府下のホ
テル、レンストラン、料亭などにて１０日間の学外実習を実施している。また日本料
理の食事作法を習得するために、一流料亭で体験学習を行っている。学内ではレスト
ラン実習を行い、調理したものを教職員や学生に提供もしている。
製菓コースでは、平成２３年より大阪府洋菓子技術コンテスト「水都なスイーツ ク
リスマスコンテスト」に希望者を参加させている。まず、参加希望者を募り、コースの専
任教員が希望する学生を数ヶ月にわたり授業の合間を縫って実技指導を行い、自分のアイ
ディアを形にする過程で、
学生のやる気とモティベーションを向上させるように支援する。
学生はこの過程を通して、洋菓子の奥深さを自ら学び、実習で習った基本の動作や色彩、
立体バランスを再認識させ、高度なデコレーション技術に挑戦しながら多くの知識・技術
を学んでいる。そして双方の努力が実り、毎年上位入賞者が出ている。過去３年間の成績
は以下の通りである。
平成２５年度
マジパン細工部門
１位
最優秀賞
３位
優良賞
６位
佳作賞

参加人数４人

ブッシュドノエル部門
２位
優秀賞
４位
佳作
５位
佳作
平成２６年度
マジパン細工部門
９位
優良賞
１７位 優良賞

参加人数２名

ブッシュドノエル部門
３位
優良賞
６位
優良賞
９位
優良賞
平成２７年度
マジパン細工部門
８位
優良賞

参加人数７人

参加人数３名

参加人数１名

また、
「製菓専門実習」と「特別授業」の科目の中で、前期はパンと焼き菓子、後期で
は生洋菓子の模擬販売実習を実施している。この大量調理では、グループ実習で行い、学
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生が販売メニューを決め、自作メニューに添って試作、コスト管理、レシピの検討を重ね
て製品を完成させる。そしてラッピング、販売までを学生主体で行っている。これは職場
の臨場感を体験する貴重な体験実習となっている。

製菓衛生師の国家試験対策にも力を入れ、在学中にすべての学生が国家試験を受験
し合格できるよう支援をしている。
幼児教育・保育科では、乳幼児を中心とした子どもの育ちを支える保育者には、豊
かな人間性と思いやり、正しい子どもの発達観や保育観などが必要となることから、
このことを意識したカリキュラムを編成し、教育の質の確保に努めてきた。幼稚園教
諭養成課程については、所管官庁の文部科学省に教育課程、教員の担当科目・業績な
どを届けている。保育士養成課程については、所管官庁の厚生労働省から「指定保育
士養成施設指定基準」が通知され、教育課程や教科目の単位数、教科目の授業内容（シ
ラバス）などが示されたことから、これを遵守している。さらに基準に基づいた教育
課程を編成し、学生に対して教育の質を保証している。
学習成果のもととなる本学科の教育課程は、幼稚園教諭２種免許及び保育士資格の
両資格を全学生が原則として取得できるように編成している。さらに児童厚生２級指
導員、レクリエーション・インストラクター、こども音楽療育士、社会福祉主事任用
資格、リトミック指導者初級検定受験資格が取得できるようにカリキュラムを編成し
てきた。
教員養成課程や保育士養成課程の改訂内容を遵守するため、専任教員に対しては、
教授会や学科会議においてその内容を説明するとともに、非常勤講師については、
「非
常勤講師との意見交換会」の場で説明している。また、シラバス作成時に「幼稚園教
育要領」、「指定保育士養成施設指定基準」、「保育士保育指針」を参照して作成するよ
う指導し、法令遵守に努めてきた。
学習成果を焦点としたアセスメントのひとつとして、幼稚園教諭２種課程において
最終学期（２年次の後期）に開講している「保育・教職実践演習（幼稚園）」の科目受
講の前提となる「履修カルテ」という成果物を対象としたアセスメントがある。これ
は、学生が受講してきた教職課程の各科目について「学んだこと」「課題」を記述し、
さらに幼稚園教諭として必要な諸能力の観点別自己評価を行い、それとともに教員が
「履修者の傾向・特徴」を記載していくシステムである。この「履修カルテ」につい
ては従来の紙ベースから電子ベースのものに移行してこの２年間運用してきたが、
「保
育・教職実践演習（幼稚園）
」担当教員が科目受講前の学生の「履修カルテ」を事前評
価して科目の学修活動に生かすよう配慮している。このカルテは学生自身がこれまで
の学修について振り返り、改めて自己課題を見つめなおす機会となっている。その内
容としては、学生自身が教員になるために必要な資質能力を獲得したかについて、本
学が描く保育者像や到達目標などに照らして最終的に確認するものであり、２年間の
「学びの集大成」として位置づけられるものでもある。特にこの科目については、３
０コマを当てた演習科目としており、この科目の履修を通じて、将来、保育者になる
ための自分の課題を自覚し、不足している知識や技能などを補い、専門職としてのス
タートをスムーズに切ることができるようにしてきた。
なお、併設大学もこのシステムを運用してきたが、電子式への学生の取り組みが少々
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芳しくないとの意見が上がり、検討の結果ふたたび紙ベースの方式への移行して一斉
指導の場でカルテの作成を徹底することとしている。
あらためて全学としての取り組み状況を以下に記す。
本学では教育の質を向上させるための方策の一環として、学生による授業評価のア
ンケートを実施している。授業アンケートは、前期・後期とも全科目を対象として実
施している。授業アンケートの実施方法に関しては、平成２５年度から学生の利便を
考慮し、学生がスマートフォンに直接入力する方法に切り替えたが、アンケート回答
者数が少なかったため、平成２７年度から再び紙ベースに戻している。授業時間終了
前に担当教員が、今からアンケート調査を実施すること、提出はクラス委員にするこ
とを説明したのち、アンケート用紙を配布し、配布し終わった後、担当教員は教室を
退出する。その後、学生が記入し、クラス委員が回収後、教務部に提出することとし
ている。評価結果については、各教員に担当科目の結果を配布し、各教員から授業ア
ンケート自己点検報告書の提出をさせている。
また、教育の質の向上については、年に１から２回開催している FD 研修会で、課
題を抱えた学生支援の方法や、学生の主体的学びを引き出すアプローチの方法を学ぶ
など、教員自らが学ぶ機会をもつなど教育の向上・充実のために PDCA サイクルを活
性化させて実施している。
本学には発達障がいの専門家がアドヴァイザーとして、学習支援室に常駐し、学生
や教職員の相談対応だけではなく、FD 研修会あるいは FD と SD の合同研修会を継続
的に学内で開き、教職員の正しい理解と認識を高めるよう努力している。過去３年間
の実績は以下の通りである。
○平成２５年度
・ ７月１１日に、FD 推進委員会、SD 推進委員会および学習支援室の合同企画とし
て、「大学における発達障がい学生の理解と支援」と題した講演会を行い、６４名
が出席し、大学生の発達障がいの概要と、支援のために必要なシステムやかかわり
方について学んだ。
・ ９月２６日に、学習支援室企画の企画として、「発達障がい学生の特性理解とさま
ざまな支援」と題した講演会を行い、６３名が参加し、第１回講演会で学んだ内容
を受け、大阪青山大学および短期大学部における発達障がい学生の特徴や事例を見
ながら可能な支援について学んだ。
○平成２６年度
・ ６月１１日に、発達障がいの学生に直接関わる部署である学習支援室、就職支援セ
ンター、学生支援センターが合同の勉強会を開き、障がいの特性について学び支援
体制の現状を確認し、卒業後につなぐべき支援機関等の就労支援について情報の共
有を図った。
・ ７月３日に FD 推進委員会、SD 推進委員会および学習支援室の合同企画として、
「発達障がい学生、その独特の世界とは」と題した講演会を行い、６４名が出席し、
発達障がい学生はその特性により独特の世界で過ごしていること、それらに対して
どのような理解と支援を行うとよいか学び、現状の支援体制を検証した。また青年
期の課題である異性への関心や恋愛についても話題を提供した。
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○平成２７年度
・ 学習支援室の企画として、６月２９日は職員対象、７月２日は教員対象に「発達障
がい学生とかかわっての支援＜教職員別 参加型研修＞」と題した研修会を開き、
発達障がい学生への支援について再度確認し、入学から卒業後までの一環した支援
を考えるために、
「困り感」を体験するワークショップと時系列による具体的な支
援方法の話し合いを行った。
また、上記以外の研修として、平成２７年度は学生の主体的学びを引き出すアプロ
ーチの方法について教職員双方が理解を深めるための合同研修を実施した。
実施日は平成２７年９月３日である。今回は外部講師を招聘し、講演会とワークシ
ョップの２部構成による大学、短期大学部合同の FD・SD 研修会を実施した。
講師には、共愛学園前橋国際大学副学長（現在は学長）の大森昭生氏ならびに同大
学学生センター長淡嶋亨氏を招聘、大学運営に必要なノウハウを含め、学生の主体的
な学びを生み出す学校づくりの実践事例として前橋国際大学の教職協働体制をご紹介
いただき、その実践における様々な具体的内容について、また本学が今後取り組んで
いくべき対策について議論を深めることができた。
前橋国際大学は群馬県の前橋市にある小規模単科大学(国際社会学部国際社会学科
のみ)であるが、定員充足はもちろんコンパクトユニバーシティとして先進的かつ精力
的な種々の取り組みを推進している大学である。文部科学省による 2012 年の「グロ
ーバル人材育成推進事業」
（GGJ)採択、さらに 2014 年度の「地(知)の拠点整備事業」
(COC)および同年度「大学教育再生加速プログラム」(AP)もともに採択と、文科省補
助金事業の獲得において全国からの注目を集めている大学である。
講師の大森氏は「大学マネジメント改革総合大会」や大学改革セミナーにおける「主
体的な学びに向けて、AL の成果と課題」など多数の講演活動も行なっている、いわば
同大学の広告塔であり、他大学の FD、SD 研修の講師も多く務められている。
この研修は大森氏の FD 講演（教員対象）と淡嶋氏の SD 講演（職員対象）を並行
して実施し、その後教員・職員合同のワークショップ（座談会）を組み合わせる形で
行った。アクティブラーニングの推進と教職協働に焦点を置いた研修であり、本学の
教育力向上の一機会とすることができた。
なお、研修終了後にはアンケートを実施したが、結果は参加者の満足度の高さを示
しているものとなった。
以上のような教育向上・充実のための取り組みを含んだ本学の教育の質保証におけ
る PDCA サイクルを具体的に示せば、各プロセスは次のような内容を含んでいる。
Plan: 建学の精神、教育目標を学生募集に関わる印刷物、公式ホームページ、学生
便覧などに明記して広く知らしめ、行事ごとの学長式辞や講話、学期ごとのオリエン
テーション、特別時間を通して周知する努力を行っている。また３つの方針は学生便
覧、公式ホームページに掲載している。
Do: 入学前オリエンテーション、新入生オリエンテーションにおいて、学習成果を
説明し、授業、行事、実習、インターンシップなどを通して学習成果の獲得に向けた
指導・教育を行う。
Check: 各科目の成績評価、単位取得状況、実習先からの評価を把握し検討し、卒
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業認定者数、資格・免許取得率、専門職への就職率によって学位授与の方針を顧み、
授業アンケート、公開授業を通して FD 査定を行う。
Action: FD 研修や SD 研修を通して課題を共有し、３つの方針によって期待され
る成果が得られないものについては検討見直しを図る。
(b) 課題
本学では、学校教育法、短期大学設置基準、免許・資格関係法令等の関係法令の変
更などを適宜確認し、法令順守に努めており、現状では問題なく実施している。引き
続き、関係法令等の変更などを適宜確認し、法令順守に努めていく。
■ 基準Ⅰ－Ｂ 教育の効果の改善計画
本学は、学科ごとに取得が義務化あるいは奨励されている資格・免許があり、関連
する各種法令に則して教育が行われている。そのため一般的な大学生活と異なること
も多く、学習期間も２年間と短期間であることから、本学の教育方針、教育内容につ
いて保護者に充分理解してもらうことが不可欠である。保護者懇談会を充実させ、教
育目的・目標についての保護者にへの周知の方法と在籍している学生に対する支援に
ついて今後とも検討していきたい。
調理製菓学科では、授業、行事、学外実習およびインターンシップのバランスのと
れたカリキュラムと学年暦を作成する。また授業アンケートが FD 向上に効果をもた
らすものとなるよう、FD 推進委員会を中心に内容の再検討を行う。また学習成果の
可視化を図る手段として GPA の導入を検討する。
幼児教育・保育科は、平成２７年度から学生募集を停止していることから、数名の
在籍者を残すのみとなったが、平成２８年度も引き続ききめ細やかな学習支援を行っ
ていくことが求められる。
○提出資料
1．学生便覧「平成 27 年度」
2．新入生の皆様へ「平成 27 年度」
3．大学案内パンフレット（CAMPUS GUIDE 2016）
5．ホームページ「大学案内」＝めざす教育(タグライン)
https://www.osaka-aoyama.ac.jp/guide/aim/
6．学園広報誌『OASIS』
7．ホームページ「ディプロマポリシー・カリキュラムポリシー」
https://www.osaka-aoyama.ac.jp/guide/policy/
8．ホームページ「学部学科」
http://www.osaka-aoyama.ac.jp/department/junior_college/cooking/
○備付資料
3．授業アンケート結果
5．学生カルテ
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6．免許・資格取得率
7．履修カルテ
8．インターンシップ関係
9．図書館利用の手引き
19. オリエンテーション資料（教務部）
20. オリエンテーション資料（各学科）
57．規程集
61．教授会議事録
65．教務委員会議事録
67．FD 推進委員会議事録
73．SD 推進委員会議事録
［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
向けて努力している。
］
■ 基準Ⅰ－Ｃ－１の自己点検・評価
(a) 現状
本学は平成５年に「大阪青山短期大学部自己評価委員会規程」
（資料）を定め、平成
２７年に直近の改訂をしている。この規定に基づき、短期大学部に自己評価委員会を
置き、自己点検・評価を充実させるよう努力している。委員会は副学長、事務局長、
各学科長、コース主任、教務部長、学生支援センター長、就職支援センター長、入試
部長、事務長および学長が指名した委員から構成され、定期的に委員会を開いている。
また、大学改革委員会およびFD推進委員会と連携し、自己点検および自己評価の幅
広い実施とその課題の検証を行っている。その一つとして、FD推進委員会と連携し、
学期終了間際に授業アンケートを行い、その結果を各教員にフィードバックするとい
う形でFDの推進活動に努めている。授業アンケートは平成２５年度から２７年度前期
までWeb入力で行ってきたが、回収率が低く、正確なデータを得られないという意見
が多くあり、検討を重ねた結果、平成２７年度前期より再び所定用紙に記入する実施
方法に戻した。このため回収率は回復し、より正確な判断ができる状況になった。
これらの成果は毎年学園の事業報告に掲載し、学園内で共有できる環境にある。
(b) 課題
本学ではよりよい教育・研究をめざして、自己評価委員会を含むさまざまな委員会
が設けられているが、一人の教員がいくつもの委員を兼務しているため、充分な時間
をさいて委員会を開催し、その活動について充分に話し合う機会を持つのが難しいと
いう現状がある。そのため迅速で柔軟な活動をしているとは言い難いのも事実である。
今後はより活発な活動をめざして、委員会の環境を整えていかなければならない。
■ テーマ 基準Ⅰ－Ｃ 自己点検評価の改善計画
自己評価委員会の委員が充分な時間をかけて活動できるように、他の委員会との兼
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務をできるだけ避け、委員会活動を活発にし、平成２９年度以降、定期的に相互評価
を行えるように実施計画を立てる。
○提出資料
9．大阪青山大学短期大学部自己評価委員会規程
○備付資料
3．授業アンケート結果
基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果の行動計画
まず、建学の精神について当初は大阪青山大学における認証評価受審を待っての再
検討をおこなうこととしていた。根幹にある精神そのものを曲げることは許されない
が、時代の要請や認証評価における指摘などを踏まえた表現の整理やより平易な表現
への変更を考えるという趣旨であった。しかしながら前述のとおり、このたびの法令
改正「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の交付について（通知）２７文科高
第１１８７号、平成２８年３月３１日」をうけて、今年度中に大学、幼稚園の関係者
とともに「建学の精神」以下「大学の使命」、「教育目標」、「３つのポリシー」それぞ
れの確認と表現の見直し作業をおこなうこととする。
また、教育の効果については、学生一人ひとりがどのような学習成果を表明できた
かより見えやすくすること、またさまざまな尺度を設けてより細やかに評価すること、
これらの実現に向けて研究を進めていくことが、より本学全体として教育の効果を向
上させていくことに繋がるものと思料する。この点において、
“４つめのポリシー”す
なわち「カリキュラム・アセスメント・ポリシー」の策定が有効である。そしてこの
策定作業として〝ルーブリック〟の作成が必要となる。
今年度の FD 研修として、この「カリキュラム・アセスメント・ポリシー」策定の
ためのワークショップを企画し、
「カリキュラム・ルーブリック」の作成とその活用に
関する議論を行うこととする。なおこれについては教務委員会及び FD 推進委員会に
て審議し、学長に意見として具申することとする。
◇ 基準Ⅰについての特記事項
（1）以上の基準以外に建学の精神と教育の効果について努力している事項


あいさつ運動について
本学では学生が自発的にかつさわやかに挨拶ができるように、学生支援センター学
生課の主導により「あいさつ運動」を行っている。また、キャンパス正門から学舎へ
の通路においても学生達に自発的な挨拶を促す立て看板を設置している。このあいさ
つ運動の標語は、平成２４年８月に全学生および教職員を対象に募集し、８４件の応
募作品の中から投票で選ばれたものを、現在も使用している。
この運動は、建学の精神として掲げている文言中の「豊かな情操」を育む施策の一
環と位置付けることができる。現学長・理事長の塩川和子は長きにわたって本学教員
をつとめてきたが、授業の開始時と終了時におこなう一斉のあいさつはもちろんのこ
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と、たとえ授業の担当以外の教員あるいは職員に対しても常に明るくあいさつをする
よう学生に指導し続けてきた。この姿勢はあまねく専任の教職員が共有するところと
なり、以前からキャンパス全体に自然なあいさつを交わす雰囲気は併設の大学を設置
する以前から浸透していた。大阪青山大学を同じキャンパス内に併設してからもこの
校風は自然継承されていたが、大学の拡大に伴い、新規着任の教職員も増加するなか、
この雰囲気を一層着実に浸透させていこうとのねらいをもって、平成２０年から全学
の取り組みとしてこれを「あいさつ運動」と称し、年間に３回の強化期間を設定し、
主として職員がローテーションを組んで登学する学生に向かって「おはようございま
す」のあいさつを発する活動を行なっている。
平成２７年度においては、３回の「あいさつ運動」期間を設け、主に職員がキャン
パス正門等に立ち、朝登学してくる学生を迎えて「あいさつ運動」を展開した。
「あい
さつ運動」の具体的な実施時期は１回目が５月１１～１５日、２回目が１１月１６～
２０日、３回目が１月８、１２～１４日である。
なお、この「あいさつ運動」は毎年度実施し、学生達の自発的な挨拶の励行が定着
するように取り組んでいる。そして、この自発的な挨拶の励行は、初対面の来訪者に
も学生が自然とあいさつを発する行動として身に付いており、学生自身の就職活動に
おけるマナーとしても良い評価につながっており、結果として大学の進路支援の一策
としても役立っている。
（2）特別の事由や事情があり、以上の基準の求めることが実現（達成）できない事項。
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
本学は専門職へ結びつく資格取得を教育の中心に据え、学位授与の方針を制定し、
そのディプロマポリシーに対応してカリキュラムポリシーが設定され、体系的な教育
課程が編成されている。各教科はそれぞれの学科に置かれた資格要件を主な根拠とし
て配置されているため、カリキュラムマップという様式の一覧表は作成していない。
それに代わるものとして法定科目とそれに対応する本学科目をすべて明記したカリキ
ュラム表を学生便覧に明示して学生の理解に役立てている。今後の課題として、学生
が各教科の性格と目的をよりよく理解できるよう、カリキュラムマップを明示するこ
とが挙げられる。
本学では入学後オリエンテーションを特に重視している。このオリエンテーション
は入学式直後に２日半にわたって行われてきた。第１日目の午前は２学科合同で集ま
り、学長初め各部局・センターの長が建学の精神、本学の教育に関するポリシーや教
育方針をそれぞれの立場から語り、とくに教務部として、カリキュラムの内容、学修
方法、履修方法などを詳細に説明している。第２日目には国語と英語の基礎学力テス
トを実施し、今後の指導に役立てている。結果は学科および担任が把握し、様々な指
導の参考に活用している。とくに幼児教育・保育科では、英語の結果を「英語 I」のた
めのプレースメントテストとして利用し、グループ分けをして授業を実施することで、
成果をあげてきた。同日には、新入生の前期授業の履修登録も行われるほか、新入生
ができるだけ早く大学生活に慣れ、環境になじめるように、学科ごと、クラスごとで
必要な情報が伝えられる。一人暮らしを始める学生や奨学金を受ける学生への説明会
も開いている。さらに第３日目には北摂キャンパスに赴き、体育館と大阪青山歴史文
学博物館の見学を行っている。博物館は、教育方針の一つである「本物に触れて学び、
感性を磨く教育」を実践する施設ととらえ、オリエンテーションで担当教員から展示
の説明を受けながら本物を見ることはその第一歩となっている。
卒業、学位認定、成績評価の方針は学則に規定され、
「学生便覧」および本学公式ホ
ームページに掲載され、また大学改革支援・学位授与機構および日本私立学校振興・
共済事業団の大学ポートレートでも公開されている。またオープンキャンパスや入試
説明会において、見学者や来訪者に公表し説明をしている。教員はこの教育課程に沿
って、専門職への就職および四年制大学への編入につながる指導を行い、授業以外に
も半期ごとのオリエンテーションや学科またはクラスごとに週一度行われる「特別時
間」を活用して、学生の意識を向上させ意欲を高める努力をしている。さらに実習の
事前事後指導および実習訪問、インターンシップを通して、専門職を目指す動機付け
を行っている。その結果専門職への就職率は毎年、高い割合で成果を上げてきた。因
みに平成２７年度の卒業生の内、免許・資格を活用した就職率は、幼児教育・保育科
では 88.3％、調理製菓学科調理コースも 83.3%、製菓コースは 73.9%となっている。
四年制大学への進学希望者に対しても、学科が中心になって支援をしている。幼児教育・
保育科には併設大学の子ども教育学科への優先編入学枠が設けられており、毎年わずかで
はあるがこの制度を利用して編入し、幼稚園教諭一種免許や小学校教諭一種免許の取得を
目指す学生がいる。幼児教育・保育科から併設大学の子ども教育学科への編入者は、平成
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２６年は１名、２７年は１名であった。

しかしながら履修に関するルールと成績評価についてはまだ改善の余地がある。単
位認定のための前提条件として、講義科目は３分の２以上、演習・実習・実験科目は
４分の３以上の出席を課しているが、遅刻についての取扱が併設大学の履修規程と異
なっている。遅刻は３回で欠席１回と見なす点は共通しているが、欠席５回（講義科
目の場合）または３回（演習・実習・実技科目の場合）に遅刻が１回でも加わると、
併設大学は出席条件を満たさないと判断している。それに対し短期大学部では３回に
満たない遅刻はいずれも欠席回数に算入しない取り扱いとしている。これは修学年数
が２年と短く、留年生をできるだけ出さないための措置である。また定期試験を自己
都合によって欠席した場合、併設の大学では再試験の受験は認められていないが、本
学では再試験の受験機会を与えている。一つのキャンパスに二種類のルールが存在す
ることを問題視する意見もあるため、今後教務委員会で諮り、履修規程として整備す
る必要があるかどうかも含めて検討する。
また成績の評価はその方法をシラバスに明記し、各担当者が学期の初めの授業で学
生に周知するよう努めている。成績は「優」、「良」、「可」、「不可」としてきたが、平
成２７年度より学則を変更し、
「秀」を設け、学生の到達度をより正確に表せるように
した。結果、学習者の達成感も強まっていると実感される。こうしたことについて早
急に改善すべき点は見当たらないが、GPA 制度が導入されていないこともあり、本学
全体でより公正な成績評価の観点を共有できていない現状もある。今後、教務委員会
を中心として、より精緻なアセスメントの体制強化を諮り、GPA 制度の導入を検討す
る。
本学は開学以来、担任制をひき、原則入学から卒業まで一人の教員が一クラスの学
生を指導し、相談役になり、厳しくかつ丁寧に、個に対応した指導を行ってきた。学
習面だけでなく、学生一人ひとりが抱える問題や悩みに目を向け、就職の相談にもの
りながら、日々の教育にあたっている。オフイスアワー以外にも、学生が専任教員の
研究室を訪れる姿が頻繁に見られる。担任は学科会議で学生の直面する問題を報告し、
学科全体で情報を共有しながら担任を支援する体制が整っている。
全学的には、礼儀やマナーの向上に力を入れ、
「あいさつ運動」や「キャンパス全面
禁煙」措置によって、社会人になる心構えを育み、社会性と適応力を伸ばす努力をし
ており、来学者から高い評価を受けている。
しかしながら定員確保のため、十分な学力を備えていない入学者も増加する傾向が
あり、それに伴って退学者も増えてきている。その対策として、平成２０年から大学
と共通の「学習支援室」を開設し、
「実り多い学びを実現できるような支援」を目指し
ている。専門家による指導助言に加えて上級生を SA として登用し、学生同士が自主
的に支援し合う体制をとっている。また学習支援室と FD 推進委員会が合同で研修会
やワークショップを開催し、教職員が多様な学生に対応できる指導力を養成する機会
を設けている。平成２５年度からは、とくに発達障がいの学生を理解し支援を強化す
るために、学習支援室と FD および SD 推進委員会が合同で講演会やワークショップ
を開き、教職員が一丸となって学び合う機会とした。今後も学習支援室の充実と教職
員協働での学生支援体制を進めていく所存である。
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図書館の入館者数の大幅な減少については利用形態の変更によるところが大きく学
生の図書利用学修そのものが大きく減じたわけではないととらえられるが、これに伴
ってグループ学習等の場所、空間が十分に確保できてはいない点が懸念材料である。
すなわち昨今多くの大学に整備されつつある“ラーニング・コモンズ”が本学には存
在しないということである。学生自習室や学習支援室はあるものの、学生のニーズに
十分には応えきれていないのが現状である。
［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
本学では学位授与の方針（ディプロマポリシー）を以下のように定めている。
本学の建学の精神をよく理解し教育目標に到達した上、次の条件を全うした者
に短期大学士の学位を授与する。
①専門職への第一歩となる資格を取得した人
②豊かな情操と品性を身につけた人
③社会に貢献する心構えを有する人
学位授与の方針は、本学の建学の精神の具現化を目指して設定されたものであり、
本学が開学以来目指してきた実学教育を目指すものとなっている。
学位授与の方針は「学生便覧」および本学公式ホームページ上に掲載している。
卒業要件、成績の基準、資格取得にかかわる詳細を「学則」に規定し、「学生便覧」
に掲載している。
「学生便覧」は、入学直後に行われる新入生オリエンテーションにおいて、新入生
に配布され、在学中の半期ごとに行われるオリエンテーション時に内容の周知が図ら
れている。
「学生便覧」はこれまで大阪青山大学と短期大学部がそれぞれ別に作ってい
たが、組織的一体感を形成する試みとして、平成２７年度は一つにまとめた合冊版と
して作成した。しかしながら学生に対してより関係の深い部分をしっかり読み、常に
読み返すことを求めるため、学生にとっての利便を優先して平成２８年度には再び短
期大学部独自のものを作成することとした。
(b) 課題
本学は専門職につながる資格の取得を教育の中核と位置付けており、専門職につな
がる資格取得を目指すよう学生を指導している。調理製菓学科の調理コースは、開設
以来調理師免許の取得を卒業要件にし、これをなんとか維持している。幼児教育・保
育科でも学則に同様の規定を設けてきたが、残念ながら学力不足、キャリアへの認識
不足から、指定された資格取得を卒業要件にするという方針を貫くことが難しくなり、
学則を変更して資格を取得することなく卒業することを可能とした。その結果、資格
取得をせずに卒業する学生も一部いるのが現状である。
「学習支援室」の充実と一人一
人の教員によるよりきめ細かな指導によって、退学者を減らし、免許・資格を活用し
て専門職に就く学生をいかにこれまで通り育てるかが今後の課題である。
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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
本学は以下のようにカリキュラムポリシーを定め、
「学生便覧」および本学公式ホー
ムページ上に掲載し、大学ポートレートでも公開している。ディプロマポリシー同様、
半期ごとのオリエンテーション時に学生への周知を図っている。
・広く教養を培う「一般教養科目」と専門職としての高度な知識・技術を修得す
るための「専門教育科目」の２系列構成とし、それぞれにおいて必修科目と選
択科目を配置する。
・全員修得を原則とする資格に定められている規定のカリキュラムを遵守しつつ、
特に実習の時間をより充実させて現場での実践力を十分養成できるよう配慮す
る。
・高等教育としての教養教育を充実させ、外国語、体育を含む１２単位の「一般
教養科目」に「華道」、
「茶道」、「書道」に関する科目を設置し、日本文化への
造詣を深めるカリキュラムを構成する。
・キャリア教育に関する科目として「キャリアデザイン I、II」を必修科目として
設置し、目指す専門職についての理解を各自が深めるよう助力する。
・２カ年の学修の集大成としての「卒業研究」を必修科目として設置する。
上記のポリシーを周知するために、本学では入学後オリエンテーションを特に重視
している。このオリエンテーションは入学式直後に２日半にわたって行われてきた。
第一日目の午前は２学科合同で集まり、学長初め各部局・センターの長が建学の精神、
本学の教育に関するポリシーや教育方針をそれぞれの立場から語り、とくに教務部と
して、カリキュラムの内容、学修方法、履修方法などを詳細に説明している。
このポリシーのもとに編成されている本学のカリキュラムの特徴を具体的に示すと、
次の諸点を挙げることができる。
○教養教育について
開学以来、
「一般教養科目」として「体育」、
「外国語」を含む教養教育の科目を揃え、
うち１２単位を卒業要件とし、主に１年次生を対象として開講している。これは本学
が定めるディプロマポリシーの「豊かな情操と品性を身につけた人」を育てることに
つながっている。とくに一般教養科目の中に「華道」、「茶道」、「書道」に関する科目
を設置し、
「日本文化への造詣を深める」教育の実践を目指すカリキュラムとなってい
る。
「華道」と「茶道」については、科目の単位としては１年間の履修で２単位を限度
としているが、さらに続けて１年間履修をし、所定の手続きをすれば、茶道は裏千家
初級、華道は小原流准教授の免許取得が可能となっている。特に調理製菓学科では、
専門教育との関連づけもしっかりできており、毎年多くの学生が資格取得に至ってい
る。専門教育はどうしても学科ごとに定められた免許・資格取得に偏りがちであるが、
一般教養科目を充実させることで、情操教育につなげようと努力している。
○専門教育科目について
１年次に基礎知識を習得する科目と基礎実習にあたる科目を配置し、２年次により
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専門的な科目および資格取得に必要な科目が履修できるカリキュラムとなっている。
同時に学科、コースの特色を考慮し、学外で行われる資格認定試験や就職活動に直結
する科目の開講にも配慮している。
まず、調理製菓学科は次のような特徴を有している。
・実習に特に力を入れている。
・メニューの開発から試作、材料の発注、荷受け、仕込み、大量調理、学内施
設での販売・提供までを学生自身が行うという現場さながらの実習科目を配
置している。
・専門選択科目として「海外食文化研修」を配し、見学や研修、食事や観光を
通してその土地の歴史、風土、芸術を肌で感じ、食文化についての理解と知
識を深めることを目的として、ヨーロッパ研修を行っている。約１０日間の
日程で、毎年スイス・オーストリア、イタリア、スペインのいずれかを中心
にして、その土地のレストランを訪れて代表的な食を体験し、食材の集まる
マーケットや専門店を見学し、最後は共通して歴史と伝統を誇るフランス、
パリのコルドンブルーで一日研修を受けるという内容になっている。なおこ
の研修には併設大学の学生の参加も認めている。平成２５年度は２班に分か
れ２月１７日～２６日と２月１９日～２８日に実施し、５９名（内短大部学
生４３名）が参加、平成２６年度は２月１８日～２７日に実施し、２７名（内
短大部学生１８名）が参加した。なお、平成２７年度は１１月１３日に起こ
ったパリ同時多発テロの影響でやむを得ず中止した。
・食のプロとして第一線で活躍する一流のゲストを講師として招き、身近にそ
の技と造詣に触れる機会を通して、キャリアへの心構えを育てるプログラム
を複数回実施している。
・調理コースでは、一年次で広く基礎を学び、２年次には「調理技術」および
「カフェ調理」の２つのグループを設け、学生一人ひとりの目標に合わせた
専門学修の機会を設けている。特に「レストランシュミレーション実習」は
教育の集大成と位置づけ、この２つのグループが週に一度ずつ 100 食の調理
を行い、在学生と教職員に 500 円で昼食を提供する機会としている。メニュ
ーは和食と洋食があり、教員２名が指導にあたり、一年かけて技術を磨きな
がら、最終の授業ではメニューの作成、食材の発注、仕込み、調理、サービ
スまですべて学生が行うことを目指している。毎回、総括担当、調理担当、
フードアンドビバレッジ担当、サービス担当のリーダーを選び、ミーティン
グを重ね、できるだけ学生が自主的に学び実践するよう導いている。食後に
回収される利用者からの自由記述によるアンケートの結果は、学生にも開示
されている。さらに一年間のレシピ付きメニュー集を作成し、オープンキャ
ンパスや学生募集のための説明会などで参加者に配布し、学科紹介に役立て
ている。
・製菓コースは、製菓衛生師国家試験の受験が在学中に可能となるよう、所定
の科目を２年次前期までに履修できる科目配置をしている。そのため、時間
割のバランスを取りにくい面もあるが、２年次後期に卒業研究と国家試験対
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策に充分な時間を割けるメリットもある。日頃の成果を問う方法の一つとし
て、菓子やパンの学内販売を行っている。年に数度の販売は必ず完売するほ
ど定評がある。また大学祭では外部の来訪者にも菓子を提供し、クリスマス
前にはケーキの予約販売を行っている。
続いて、幼児教育・保育科は次のような特徴を有している。
・キャリア教育の充実に力を入れ、専門職への心構えを持ち、意欲を持って学
習できるように努めている。
・幼稚園教諭免許、保育士資格はもちろんのこと、児童厚生２級指導員、レク
リエーション・インストラクター、こども音楽療育士、社会福祉主事資格、
リトミック指導者初級検定受験資格の取得が可能になる科目を配置している。
・幼稚園、保育園、施設での実習がカリキュラムの大きなウェートを占め、か
つ就職への糸口になることが多いため、事前事後指導に力を入れ、教員と実
習機関との連携を大切にしている。
・建学の精神である「グローバルな視点をもって地域社会に貢献できる人」の
育成に繋がることを意図して、「海外保育事情研究 I、II、III」という科目を
設け、世界に目を向け、広い視野を養う機会としている。
「海外保育事情研究
II」ではオーストラリアの幼稚園で実習を行い、国外の幼稚園事情を身近に体
験し、ホームステイを通して英語の学習と異文化交流を進めている。平成２
５年度は平成２６年２月１５日～３月１日に実施し、 １９名（内短大部学生
９名 ）が参加、平成２６年度は平成２７年２月１４日～３月１日に実施し、
１８名（内短大部学生１７名）が参加した。
○「特別時間」について
開学以来、担任制を引き、クラス運営の中心として「特別時間」と称する１コマ（９
０分）のクラス集合時間を設けている。これは単位化されている授業とは別に毎週一度、
時間割に組み込んであり、学生は全員参加を原則としている。教員、特に担任と学生あ
るいは学生同士がコミュニケーションをはかる場として活用されている。具体的には、
折に触れて建学の精神、本学の教育方針が確認され、学園行事への取り組みが話し合わ
れ、また学生生活における諸注意や連絡事項が伝えられる。また卒業生を招き、在学生
を前に就職活動や職場での体験を語ったり、上級生が下級生に実習の体験を伝えたりす
る機会となることもある。
○卒業研究について
カリキュラムポリシーの５項目に「２カ年の学修の集大成としての卒業研究を必修
科目として設置する」とあるように、開学以来、学生全員に「卒業研究」を行わせて
いる。２年間という限られた学修期間において、取り組みの過程が学生にとって大き
な意義があると考えられているからである。形態としては制作、論文、あるいはその
組み合わせがあり、担当教員の指導を受け、執筆規定あるいは制作規定に基づいた研
究成果は発表の機会を経て、条件を満たしたもののみ単位認定の対象となる。学生は
個人あるいはグループで、自主的にテーマを選び、それまで習得した知識や実習の体
験を駆使して研究、調査を進め、相当な時間をかけて卒業研究発表に至る。学生は執
筆、制作の過程を通して自主的学修研究活動を行い、知的好奇心を育み、目指す専門
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職への理解を深める。卒業研究の発表会では、２年生だけでなく１年生も出席し、次
年度に向けての覚悟と心構えを養成している。本学では「卒業研究」を PDCA サイク
ルの集大成と考えている。すべての論文は製本の上、図書館に保管しており、閲覧す
ることが可能となっている。
調理製菓学科では、
「卒業研究」を「食文化の担い手として、時代に対応できる確か
な知識と技術、そして豊かな想像力を備えた専門的職業人を育成すること」という教
育目標の成果を測るものとして位置づけ、共同研究の形で 12,000 字の論文を作成し、
合わせて口頭発表と作品展を行っている。評価は全担当教員の協議によって行われて
いる。
幼児教育・保育科では、個人またはグループによる研究を行い、絵画造形、人形劇、
論文などの形態があり、１年生および教職員の前で発表をしている。指導は専任教員
が中心となって行うが、研究テーマによっては非常勤教員の手助けを受けることもあ
る。評価は学科長の責任の下、全担当教員の協議によって行われている。
○成績評価について
成績の評価はその方法をシラバスに明記し、各担当者が学期初めの授業で学生に周
知するよう努めている。成績は「優」、「良」、「可」、「不可」としてきたが、平成２７
年度より学則を変更し、
「秀」を設け、学生の到達度をより正確に表し、学習者の達成
感を引き出せるようにした。
○シラバスについて
シラバスには、科目の概要、授業の内容、学習到達目標、成績評価の方法、教科書・
テキスト、参考書、授業時間以外の学修について、履修上の留意事項、オフィスアワ
ー、担当教員への連絡方法が記載されている。シラバスは Web 上に掲載され、学生に
とって、常に確認をすることが容易になっている。電子化を導入するにあたって、記
入事項を見直し、統一のとれた形式に従って作成されるようにした。
○担当教員について
各科目を担当する教員は専任、非常勤とも、その専門性を充分に考慮して配置され
ている。調理製菓学科の教員は実習担当者で占められているが、併設大学の健康科学
部健康栄養学科の教員の一部が兼担として、理論に関わる科目を担当しており、加え
て、一つのキャンパス内に両学科の施設・研究室があり、相互支援が容易な環境にあ
るため、今のところ問題はない。
○調理コースのカリキュラムについて
以下、調理製菓学科調理コースのカリキュラムとして開講科目一覧および取得可能
な資格・免許について示しておく。なお開講年次等は平成２７年度の実績を表示して
いる。
・一般教養科目
科目番号
CA-101

授業科目名
消費者保護論

授業形態
講義

単位数
必修

選択
２
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開

講

年

１前

次
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CA-102

文章表現法

講義

２

２後

CA-103

茶道と伝統文化

演習

２

２通

CA-104

華道と現代社会

演習

２

１通

CA-105

書道

演習

２

２通

CA-106

陶芸

演習

２

１前

CA-107

ボランティア演習

演習

２

CA-108

インターンシップ

演習

２

CA-109

キャリアデザインⅠ

演習

１

１前

CA-110

キャリアデザインⅡ

演習

１

１後

CA-111

人間学

講義

２

CA-112

文学

講義

２

CA-113

フランス語

演習

２

１通

CA-114

体育講義

講義

１

１後

CA-115

体育実技

実技

１

１後

小

計

４

２前

２２

・専門教育科目
調理師法に指定された科目
調理師法に指定された
科目名
食生活と健康

単位数

授業
科目番号

授業科目名

授業時間

開講年次
形態

必修

選択

90 時間

CA-S101

食と健康

講義

2

１前

以上

CA-S102

環境と健康(公衆衛生学)

講義

2

１前

CA-S103

食育論

講義

2

１後

食品と栄養の特

150 時間

CA-S201

基礎栄養学

講義

2

１前

性

以上

CA-S202

応用栄養学

講義

2

１後

CA-S203

食品学総論

講義

2

１前

CA-S204

食品機能論

講義

2

１後

CA-S205

食品加工学

講義

2

２後

食品の安全と衛

150 時間

CA-S301

食品の安全と衛生Ⅰ

講義

2

１前

生

以上

CA-S302

食品の安全と衛生Ⅱ

講義

2

１後

（実習

CA-S303

食品の安全と衛生Ⅲ（法

講義
2

２後

1

２後

30 時間
以上を含

規を含む）
CA-S304

食品衛生学実験

実験

む）
調理理論と食文

180 時間

CA-S401

調理学Ⅰ

講義

2

１前

化概論

以上

CA-S402

調理学Ⅱ

講義

2

１後

CA-S403

食文化概論

講義

2

１前

CA-S404

食文化演習Ⅰ

演習

1

１後
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調理実習

総合調理実習

高度調理技術実
習
フードサービス
実習
調理に関する国
際コミュニケー
ション

CA-S405

食文化演習Ⅱ

演習

CA-S406

食文化演習Ⅲ

演習

CA-S407

茶懐石論演習

演習

2

１通

300 時間

CA-S501

基礎調理学実習Ⅰ

実習

1

１前

以上

CA-S502

基礎調理学実習Ⅱ

実習

1

２前

CA-S503

調理学実習Ⅰ

実習

2

１通

CA-S504

調理学実習Ⅱ

実習

2

２通

CA-S505

製菓製パン実習

実習

CA-S601

学外実習

実習

以上

CA-S602

レストランシミュレーシ
ョン実習

実習

60 時間

CA-S701

特別食実習

実習

1

２後

60 時間

CA-S801

カフェマネジメント

演習

2

２前

60 時間

CA-S901

フランス語
（一般教養科目で開講）

2

１通

90 時間

小

計

1

２後
2

1

１後

海外

２前

夏

1

２前

夏 10 日

3

２通
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・本学独自の開講科目
単位数

授業
科目番号

授業科目名

開講年次
形態

その他の専門科目

フードスペシャリスト認定
試験受験資格に必要な科目

選択

CA-T101

食料経済

講義

2

２後

CA-T102

飲食店経営論

講義

2

２後

CA-T103

特別実習

実習

2

２通

CA-T201

フードスペシャリスト
論
フードコーディネート
論
フードコーディネート
演習Ⅰ
フードコーディネート
演習Ⅱ
フードコーディネート
演習Ⅲ
フードコーディネート
演習Ⅳ

講義

2

１前

講義

2

演習

1

演習

1

演習

1

演習

1

CA-T301

OA 機器演習

演習

1

１前

CA-T302

情報処理

講義

2

１後

CA-T303

卒業研究

演習

CA-T202
CA-T203
CA-T204
CA-T205
CA-T206

学科共通科目

必修

小 計

2

２通

2

17

45

25

合 計
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まず、調理師免許については全員取得を原則としている。学生に対する資格につい
てのガイダンス時には、次のような説明を行なっている。
調理師は、食品の調理技術の合理的な発展を図り、もって国民の食生活の向上
に資することを目的とするための日本独自の国家資格で名称独占資格（有資格者
以外はその名称を名乗れない資格）である。通常、調理師の資格を取得するため
には、調理師法に基づいて都道府県知事が行う調理師試験に合格しなければなり
ませんが、厚生労働大臣指定した調理師養成施設を卒業した者には、無試験で調
理師免許が与えられることになっており、本学の調理製菓学科の調理コースはこ
の指定を受けているので、卒業することでこの資格を取得できます。ただし、都
道府県に備え付けの調理師名簿に登録されなければなりません。卒業後に個人で
名簿への登録申請が必要です。（平成 27 年度学生便覧 72 頁）
また、フードスペシャリストについては合わせて次のような説明を行い、履修を奨
励している。
食に関する高度な専門知識・技術を身につけ、食べ物や食生活について、流通・
販売者と消費者に品質、安全性、機能性、栄養と健康などの的確な情報を提供し、
またレストランや食堂などで快適な飲食ができるよう食空間をコーディネートし、
さらに「食」に関する消費者の苦情処理できる専門職に与えられる日本フードス
ペシャリスト協会が認定する民間資格です。フードスペシャリスト認定に関する
規定の単位（下表）を修得し、日本フードスペシャリスト協会が実施する認定試
験に合格する必要があります。（同頁）
フードスペシャリスト課程としては、専門教育科目として開講されているもののほ
か、次の科目を履修する必要がある。
科

目 名

単位数

食料経済

２

食文化概論

２

○製菓コースのカリキュラムについて
続いて、調理製菓学科製菓コースのカリキュラムとして開講科目一覧および取得可
能な資格・免許について示しておく。なお開講年次等は同じく平成２７年度の実績
を表示している。
・一般教養科目
科目番号

授業科目名

授業形態

単位数
必修

選択

開講年次

CA-101

消費者保護論

講義

2

２前

CA-102

文章表現法

講義

2

１前

CA-103

茶道と伝統文化

演習

2

２通

CA-104

華道と現代社会

演習

2

１通

CA-105

書道

演習

2

２通
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CA-106

陶芸

演習

2

CA-107

ボランティア演習

演習

2

CA-108

インターンシップ

演習

2

CA-109

キャリアデザインⅠ

演習

1

１前

CA-110

キャリアデザインⅡ

演習

1

１後

CA-111

人間学

講義

2

CA-112

文学

講義

2

CA-113

フランス語

演習

2

１通

CA-114

体育講義

講義

1

１後

CA-115

体育実技

実技

1

１後

小

計

4

１後

22

・専門教育科目
製菓衛生師法に指定された科目
製菓衛生師法に指定された
科目名
衛生法規

授業時間
30 時間

授業
科目番号
CD-S101

授業科目名
衛生法規

形態

単位数
必修

食品学

食品衛生学

栄養学

社会

製菓理論およ
び実習

開講年次

講義
2

以上
公衆衛生学

選択

１前

90 時間

CD-S201

公衆衛生学Ⅰ

講義

2

１前

以上

CD-S202

公衆衛生学Ⅱ

講義

2

１後

CD-S203

環境衛生

講義

60 時間

CD-S301

食品学総論

講義

2

１前

以上

CD-S302

食品学各論

講義

2

１後

150 時間

CD-S401

食品衛生学Ⅰ

講義

2

１前

以上

CD-S402

食品衛生学Ⅱ

講義

2

１後

CD-S403

食品衛生学Ⅲ

講義

2

１前

CD-S404

食中毒・食品添加物

講義

2

２前

CD-S405

食品衛生学実験

実験

1

２前

60 時間

CD-S501

栄養学総論

講義

2

１前

以上

CD-S502

栄養学各論

講義

2

１後

60 時間

CD-S601

料理と菓子と食生活

講義

2

２前

以上

CD-S602

菓子店経営論

講義

2

２前

570 時間

CD-S701

製菓理論総論

講義

4

1通

CD-S702

製菓理論各論Ⅰ(洋菓
子)
製菓理論各論Ⅰ(和菓
子)
製菓理論各論Ⅰ(製パ
ン)

講義

2

１前

講義

2

１後

講義

2

１後

製菓基礎実習

実習

4

１前

以上

CD-S703
CD-S704
CD-S705
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CD-S706
小

製菓専門実習

実習

計

6
28

1 後･2 前

21

・本学独自の開講科目
単位数

授業
科目番号

授業科目名
形態

その他の専門科目

フードスペシャリスト認定
試験受験資格に必要な科目

選択

開講年次

CD-T101

特別実習

実習

1

２通

CD-T102

基礎演習

演習

2

２後

CD-T103

健康管理概論

講義

2

２後

CD-T104

調理学Ⅰ

講義

2

２通

CD-T105

食品加工学

講義

CD-T106

調理学実習Ⅰ

CD-T107

茶懐石論演習

2

１通

CD-T108

海外食文化演習

2

１後

CD-T109

カフェマネジメント論

2

CD-T201

フードスペシャリスト
論
フードコーディネート
論
フードコーディネート
演習Ⅰ
フードコーディネート
演習Ⅱ
フードコーディネート
演習Ⅲ

講義

2

２前

講義

2

２後

演習

1

演習

1

演習

1

CD-T206

食料経済

講義

2

２後

CD-T301

情報処理

講義

2

１後

CD-T302

OA 機器演習

演習

1

１前

CD-T303

卒業研究

演習

CD-T202
CD-T203
CD-T204
CD-T205

学科共通科目

必修

小

計

合

計

2
2

備考

２前
２通

2

２通

8

23

36

44
80

・取得可能な資格・受験資格について
まず、製菓衛生師受験資格について全員取得を原則としている。学生への周知時に
は次のような説明を行なっている。
製菓衛生師は、製菓衛生師法に基づき、パンや菓子を製造するにあたり、公衆
衛生や製造業に従事する者の資質向上、増進に寄与することを目的に定められた
国家資格で名称独占資格（有資格者以外はその名称を名乗れない資格）です。本
学の調理製菓学科製菓コースの所定の科目の単位を修得すれば在学中に受験資格
が得られます。試験に合格すれば免許を取得できますが、そのためには、都道府
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県に備え付けの製菓衛生師名簿に登録されなければなりません。卒業後に個人で
名簿への登録申請が必要です。（平成２７年度学生便覧７５頁）
また、菓子製造技能士２級受験資格についても同様に次のように説明を行なってい
る。
菓子製造技能士とは、国家資格である技能検定制度の一種で、洋菓子、和菓子
ともに生地の調整から形成加工、仕上げなどの技能を認定する国家資格です。
菓子製造技術検定では、筆記試験と実技が行われます。筆記試験では、関係法
規などのほかに、菓子製造業者としての広い知識の有無が試されます。菓子だけ
でなく食品一般に関する知識、材料などを数値で示せる能力、製菓機械の使い方
および性能の把握なども出題されます。実技では、できあがりの良さだけではな
く、仕様書の理解度なども評価されます。技能試験の中では難易度が高めの資格
と言われています。（同頁）
(b)課題
カリキュラムは定期的に見直しが図られているが、本学が資格取得を目指す実学的
な教育を行っているため、科目は資格ごとの法令、規定に則って配置する必要がある。
そのためカリキュラムの編成および教育課程を大きく変更することは難しい。本学は
教養教育と専門教育の両方を大切に、教育を行っているが、資格取得に必要とされる
単位数の増加により、情操教育につながる教養科目をこれ以上幅広く配置できない現
状がある。また、平成２６年度に幼児教育・保育科が募集停止をしたため、これまで
２学科共通で開講して守ってきた一般教養科目の多様性が担保できなくなっている。
［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
本学では、建学の精神に基づき入学者受け入れの方針を次のように定めている。
○調理製菓学科 入学者受け入れ方針
暮らしに楽しさや幸せをもたらす「食」に興味があり、豊かな食の在り方を
提案でき、数学、理科、国語の基礎学力を身につけている人を求めます。
・世界の料理とお菓子に関心がある人
・食べることに興味があり、おいしいもの、美しいものを自己表現して
みたい人
・ホスピタリティーを大切にし、人の気持ちを思いやることのできる人
・料理やお菓子・パン作りを楽しみたい人、奥深さを知りたい人
○幼児教育・保育科 入学者受け入れ方針
幼児教育や保育分野で将来活躍する「きらきら輝く保育者」を目指す意欲の
ある人を求めています。信頼される保育者になるためには、総合的な基礎学力
と健やかな心、表現力とコミュニケーション力が備わっていなければなりませ
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ん。高等学校で国語をはじめとする基礎学力をしっかり学ぶとともに、基本的
な日常マナーを身につけておいてください。
・広く学ぶ意欲のある人
・子どもが好き、人が好き、動植物が好きな人
・歌ったり、踊ったり、体を動かすことが好きな人
・読むこと、書くこと、話すことが好きな人
・仲間と共に何かを作ったり、楽しく遊ぶことができる人
なお、上記の受け入れ方針は「学生募集要項」や「AO 入試リーフレット」に明
記し、本学のウェブサイトにも公開しており、受験生並びに保護者等への周知に努
めている。
また、入学前の学習成果の把握・評価として、具体的な将来像や学習意欲等を明
示し、さらに高等学校で履修すべき科目にも触れ、入学前に求められる基礎学力等
を明確に示している。
入学者選抜方法としては、後述の基準Ⅱ－Ｂ－５に記載している通り、学力試験
または小論文及び面接等で選抜し、多様な入試方法で実施していることにより、多
様な学生を受入れることができている。故に入学者受け入れ方針に沿った学生の受
入れが可能となっていると判断する。
(b) 課題
志願者倍率が示す通り、アドミッション・ポリシーが十分に機能している入学者
選抜が実施できているとは言い難い面もあるが、AO 方式による選抜においてはて
いねいな面談によってアドミッション・ポリシーを堅持した受け入れが行われてい
るといえる。今後いっそう必要となるのは、高等学校の進路指導部署とのコミュニ
ケーションであると思われる。アドミッション・ポリシーは養成すべき人材像、学
位授与の方針、それを実現するための教育課程編成方針に沿って導き出されている
ものである。本学の調理製菓学科の教育内容の特色を高等学校の進路指導担当者に
よく伝えた上で、このアドミッション・ポリシーにかなう入学者の受け入れについ
て理解を求めることで、それぞれの入試形態すべてにおいてポリシーが十分に生か
された実施が可能となるよう努める。
［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
単位認定には出席回数の下限を最低条件として設けている。講義科目は３分の２以
上、実習・演習・実験科目は４分の３以上とし、これを下回る場合、単位を認めてい
ない。この規定は出席率と成績は密接に呼応するという判断に基づいている。その結
果、いずれの授業も概ね出席率が高く、学生自身も自覚をもって出席管理をするよう
になっている。それ以外の評価は科目により異なり、シラバスに明記されている。講
義科目は筆記試験またはレポート、あるいはその両方を課し、実習・実験科目はおも
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にレポートを課しているが、筆記試験を行う場合もある。評価は「優」、「良」、「可」、
「不可」としてきたが、平成２７年度より学則を変更し、
「秀」を設け、より学生の到
達度をより正確に表せるようにした。１００点法により秀：９０点以上、優：８０～
８９点、良：７０～７９点、可: ６０～６９点を合格とし、単位を認定する。不可：
５９点以下は不合格とする。出席に関して上記の条件を満たさない場合は「停止」と
なり、再履修の必要が生じる。
「不可」あるいは定期試験欠席の場合、再試験を実施し
て、単位認定の機会を設けている。その場合、点数の上限は６０点となる。条件を満
たせば、必要な手続きを経て追試験を受験することができる。従来、追試験の成績は
９０点を上限としてきたが、平成２７年度より学則を変更し、素点による評価をして
いる。以上のことは「学則」に詳しく記載し、オリエンテーションや「特別時間」に
おいて学生への周知に努めている。
(b) 課題
本学は資格取得を目指す教育を行っており、その結果、目指す資格によっては単位
数がかなり多くなる。加えて基礎学力が不足するために不合格科目を複数抱える学生
が決して少なくない。社会に貢献できる人材養成のためには厳しい指導が必要である
が、一方で修学年数が２年という制約もあり、学生が多様化する中で、学生個々の力
を充分に伸ばしきれていない実態があり、専任教員のジレンマとなっている。専任教
員はこのジレンマを克服するため、能力の低い学生や意識の低い学生への働きかけを
怠らず、補習や個別相談を通して、学力向上の手助けをしている。また学習支援室の
業務が充実し、専門家のアドヴァイスおよび SA として活動する先輩学生の応援が受
けられる体制が整っている。各教員の丁寧かつ厳しい指導と学習支援室の活用により、
２７年度幼児教育・保育科の卒業生の 88.3％が幼稚園教諭、保育士として就職し、調
理製菓学科では 78.6％が調理師またはパティシエとして就職している。
［区分 基準Ⅱ－Ａ－５ 学生の卒業後の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
就職先へのアンケートは平成２０年を最後に実施していない。その理由は卒業生の
離職率が高いために、正確な評価が読み取れないと判断したためである。幼児教育・
保育科および調理製菓学科は、就職先と学科および学科の教員とにつながりが深く、
その関係を利用して学校推薦の形で、卒業時点で取得する免許・資格を活用する専門
職への就職を決めるケースが大半を占めている。卒業生への評価について数値として
のデータが得にくい反面、教員と就職先の担当者との人間関係を通して生の声を得や
すく、学科の性格を鑑みて、こうした自己評価の方法をとってきた。職業教育の効果
を数値化することは難しいが、測定、評価、改善の努力は常に行っている。
まず幼児教育・保育科および調理製菓学科は学科ごとに教員が職場訪問を実施し、
雇用者や関係者から本学の学生に足りないもの、今後の養成に必要なもの等、現場が
求めているものを聴取し、その結果を学生指導に活かしている。
調理製菓学科では、毎年５月から７月にかけて、専任教員がおもに関西圏ではある
69

大阪青山大学短期大学部

が、調理師およびパティシエとして就職した新卒者の就職先を訪問している。一般企
業による評価は進路支援センターが聴取し、学科に伝えている。平成２８年度中にホ
ームカミングデーを行う予定である。卒業生と在学生の交流を通して在学生が就職の
意識を高め、卒業生の相談にも応じる機会とすることを検討している。
また幼児教育・保育科では、毎年９月に幼稚園園長・主任を招き、学科教員との懇
談を通して、カリキュラム、実習、学生指導に対する本学への要望を聴取してきた。
さらに大阪府、兵庫県、京都府の幼稚園や保育所連盟、児童養護施設連絡協議会など
に参加し、保育現場などの課題や大学および学生に望むことなどの情報を得ている。
卒業生の声は毎年７月に実施されるホームカミングデーを利用し、様々な声を集め、
また卒業生の体験を在学生に伝える機会としている。以上のような手段により、卒業
生の様子などを聴取し、職業教育のあり方について点検・評価する機会としてきた。
(b) 課題
カリキュラムの充実と指導方針の確定には客観的なデータが必要であり、就職先お
よび卒業生を対象としたアンケートを実施するかどうか、検討を重ねてきたが、客観
的得データとして受け止め、実情を正確に把握する必要があるとの意見が大勢を占め
たため、まず、平成２８年の夏頃に就職先へのアンケートの実施をすることとした。
これにより、これまで蓄積してきた人的なつながりに基づく現状把握に加え、数値化
されたデータを活用し、本学への具体的な評価と苦言、卒業生の置かれた状況、離職
の原因と対策、再就職支援をより充実したものとし、教育課程の見直しにもつなげて
いく所存である。もちろんこれまで通り学科および教員各人と就職先との結びつきを
も大切にし、キャリア教育のより充実を図っていきたい。
■ テーマ 基準Ⅱ－Ａ 教育課程の改善計画
調理製菓学科の調理コース・製菓コースそれぞれの学生が養成課程としてのカリキ
ュラムを全体として把握し、各教科の性格と目的をよりよく理解できるよう改善をは
かることが必要である。まず、
「学生便覧」の科目配当表を見直し、カリキュラムマッ
プを明示したうえで２年間の系統的な学修の流れが見渡せるよう配慮する。また履修
に関するルールについては見直しを図ったうえで履修規程を整備し、入学直後のオリ
エンテーション時に冊子（あるいは他の紙媒体）様式で全入学生に配布したうえで説
明を行うよう改善する。
また、製菓コースについては２年次後期の国家試験受験に向けた履修の早期完了を
期しているため、１年次の配当科目が多く専門科目が多く先行するという形となって
いる。これを受け、在学中の資格取得という原則を崩すことなくよりバランスのとれ
た科目配当を施していくための検討を行うものとする。
幼児教育・保育科の募集停止に伴って教養科目の多様性が失われることはやむを得
ないところであるが、調理製菓学科の学生が身に着けるにふさわしい教養科目を精選
し、またより望ましい教養科目の新規設置も視野に入れた履修方法を検討し、教養教
育をいっそう充実させていく所存である。
卒業後のアプローチについては、クラス担任教員とクラス学生が SNS などによって
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つながりを保ち、さまざまな情報を交換し合っているところもあるが、学校としての
組織的な取り組みとしては形をなしていない。昨今、
‘エンロールメント・マネジメン
ト’と呼ばれる取り組みへの注目度が高まっている。本学は、既卒者への就職あっせ
んなど形となって表れている取り組みは一部認められるが、教育課程の質保障あるい
は充実のためにそのつながりを生かしているところまでは至っていない。
まずは卒業生の動向と就職先の評価を客観的に収集する方法を考える。幼児教育・
保育科では、進路支援の事後評価の意味を込めて幼稚園・保育園・児童福祉施設など
への就職先訪問をすべての専任教員が分担して行っており、また、その年の３月に卒
業した新卒者を主たる対象とした「ホームカミングデー」を毎年７月下旬（海の日）
に開催し、講演やワークショップなどを織り交ぜた交流の機会をもっている。調理製
菓学科については今までこのような催しを開催することがなかったが、今年度は調理
製菓学科の「ホームカミングデー」を設定し、交流の機会とするとともに新卒者の動
向把握・就職先からの評価の間接的収集を行う場として位置付ける所存である。
○提出資料
1．学生便覧「平成 27 年度」
3．大学案内パンフレット CAMPUS GUIDE 2015
7．ホームページ「大学案内」
http://www.osaka-aoyama.ac.jp/guide/policy/
10．大学ポートレート
http://up-j.shigaku.go.jp/school/category01/00000000529002000.html
11．学生募集要項（2016）
12．AO 入試リーフレット
13．授業時間割（平成 27 年度）
14．授業科目担当者一覧
15．平成 27 年度シラバス（電子データ）
○備付資料
10．単位認定の状況表
11．卒業研究の手引き
12．卒業研究発表会抄録
13．卒業研究論文集
14．卒業生および就職先アンケート
15．ホームカミングデー関係
［テーマ 基準Ⅱ－Ｂ 学生支援］
［区分 基準Ⅱ－Ｂ－１ 学科の学習成果の獲得に向けて責任を果たしている。］
■ 基準Ⅱ－Ｂ－１の自己点検・評価
(a) 現状
教員サイドからの取り組みとしては、「学生便覧」と公式ホームページにディプロ
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マポリシーを示し、新入生に対しては入学直後のオリエンテーション、在学生に対し
ては学期直前のオリエンテーションを通して学生への周知に努めている。
学科は教務部と連携し、学生一人ひとりの履修状況、出席状況、成績を速やかに把
握し、学科会議において学生の学習成果を確認し、情報の共有に努めている。
教員は、ディプロマポリシーに沿って、成績評価の基準をシラバスに明記している。
専任教員はオフィスアワーを設け、個別の相談に応じ、きめ細かな支援体制をとって
いる。本学では開学以来担任制をとり、クラス単位および個別の学習支援、学生生活
相談、進路支援を行ってきた。
クラス担任は「特別時間」を活用して、必要な情報を提供し、学生の要望を聞き、
面談のスケジュールを組み、就職活動や学生生活における個別の相談に応じることに
よって、信頼関係を築く努力をしている。
授業アンケートは学期ごとに実施され、その結果は授業改善に役立てるために各担
当者に開示されている。ただ、教員相互の評価や講評は行われておらず、学長が管理
するにとどまっている。
複数の教員で担当している科目については、主担当を決め、教員間の情報交換と一
貫した授業方針を図っている。実習科目では、担当者以外の学科教員が補助を務める
ことがあり、学生の情報共有に役立っている。
前述のとおり「特別時間」は開学当初から開講している授業である。単位化はされ
ていないが、時間割に掲載されており、場合によりクラスごとあるいは学科の学生が
週に一度出席し、建学の精神を初め本学の方針や教育上の特徴を学び、マナーの指導
を受け、学修上の情報や注意事項を聴くほか、外部講師を招いた講習会が開催された
り、学生同士が大学祭や運動会について話し合ったりするための時間となっている。
学科および担任は関連部局とも連携しながら、「特別時間」の内容について企画をし、
学習成果の獲得に向けて学生を指導する機会の一つとしている。
「卒業研究」も開学以来必修科目の一つとして開講している。２年という短い修学
期間の中では、執筆あるいは制作からプレゼンテーションにいたる過程には相当な時
間を要するため、学生の負担はかなり大きい。かつ学力不足の学生も少なくない現状
では、指導教員の負担も大変大きい。これまでしばしば必修科目から選択科目に変更
するという案も出されたが、この科目を、学習成果を測る集大成と見なして堅持して
いる。提出された論文は年度ごとに製本し、図書館で保管しているので、在学生が過
去の論文を読み、参考にすることが可能である。
調理製菓学科調理コースでは調理師取得を卒業要件としている。また製菓コースで
は、製菓衛生師の受験を優先したカリキュラムになっている。ほかにフードスペシャ
リスト資格の取得も可能である。
幼児教育・保育科では幼稚園教諭２種免許および保育士資格を中心に、児童厚生２
級指導員、レクリエーションインストラクター、こども音楽療育士、社会福祉主事任
用資格、リトミック初級検定受験資格など、複数の免許・資格の取得が奨励されてい
る。そのため学習成果を測る要素として、卒業時における免許・資格の取得状況が挙
げられる。
事務職員は、学習成果の獲得に向けて、学修支援、就職支援を中心に責任を果たし
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ている。教務部事務職員は教員と連携し、授業科目の履修登録時における履修指導や
日常の出欠把握、成績処理等を通じて学習成果を認識すると共に休学・退学等の学籍
異動の把握も行い、卒業に至る支援を行っている。また保護者からの問い合わせや相
談にも対応している。
進路支援センターには、就職課と教職支援課を設け、それぞれの事務職員がキャリ
ア支援、就職支援等を通して、各学科の教育目的・目標に即した学習成果の達成状況
を把握し、学科教員と共有化して学習成果の向上に努め、卒業に向けた支援を行って
いる。
さらに、学習支援室に事務職員を配し、一部を学生支援センター事務職員が兼務す
ることにより、生活支援の側面からも学習成果の獲得に向けた支援を行っている。な
お、平成２８年度からは、より充実した活動を行うため、専任職員を配置している。
教授会への管理職事務職員の陪席や各種委員会への事務職員の出席により教学的情
報を得て、全学的に学習成果の獲得に向けての取組みに努めている。
事務職員の SD 活動は SD 推進委員会が企画・立案し、年２回の学内での全学的研
修や学外での個別研修への派遣により、職員力の向上を図り学生支援の職務の充実に
努めている。教員と事務職員の合同での FD・SD 研修会も全学的に開催し、学習成果
の獲得や学生支援の充実に向けて意識の共有化を図り推進することにも努めている。
一年に一度、職員全体で一泊研修も行っている。
施設設備及び技術的資源の有効活用に関して、まず図書館については、３号館に「図
書室」
、４号館に「メディアセンター」
（合計 50,758 冊所蔵）という２室を備えている。
ともに併設する大学と短期大学部の共用施設としており、学生は学生証の提示により
資料の借り出し、備え付けのパソコン・AV 機器の利用、資料の複写、他大学との相互
利用サービスなどを受けることができる。図書館の利用状況等については基準Ⅲに示
している。
平成２６年度までは「メディアセンター」内でのグループ学習等を容認していたた
め、資料貸出の冊数・人数に比して入館者数が大幅に多いが、平成２７年度は利用形
態を原則個人に限り、静粛環境を保持する形に改めたことによって入館者数は減少し
た。しかしながら、２室を合わせた図書の貸出冊数はほぼ横ばいとなっており、また
短期大学部の専門分野に関連する図書は「図書室」に多く置いている事から、短期大
学部学生の図書館活用に限ってはむしろ平成２７年度に増加しているとみることがで
きる。
「メディアセンター」には資料検索、調査用のデスクトップパソコン１７台が備え
られているが、老朽化に対応し平成２６年度に全台入れ替えを行った。その結果パソ
コンのパフォーマンスが向上し、より快適にパソコン環境が利用できることとなった。
図書館利用促進のため、紙媒体および学内ホームページ上にて「青山さんの本棚（図
書館だより）
」を定期的に発行している。
なお、看護学科の新設に伴い、平成２７年度には看護学関連図書など約 1,500 冊の
新規受け入れをおこなった。
また、北摂キャンパスにはアリーナのほかフィットネスジム・講義室等を備えた体
育館があり、学生は１年次の「体育実技・講義」の授業をその体育館で受講すること
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となっている。また、テニスコート、グランド（ソフトボール場兼用）も併設され、
学生は１年次の前期に週１回、これらの施設を利用している。
さらに、北摂キャンパスには国宝「土左日記」をはじめとする重要文化財、重要美
術品を含む約 5,000 点の収蔵資料をもつ「大阪青山歴史文学博物館」があり、学生は
入学時から収蔵資料の展示とその解説にふれ、日本の伝統文化や歴史を深く学び教養
を深める絶好の機会とすることができる。
学生に対する情報教育は、すべての学科で１年次の前期・後期に情報系授業を配置
し、入学当初の施設・機器利用オリエンテーションやユーザー登録から授業に組み入
れ、年間を通してネットワークを利用して基礎技能の習得・向上に努めている。さら
に各種授業で情報検索・利用を実践する。２年次には卒業研究において幅広く情報活
用を学んでいる。
このような情報教育を支える学内情報施設・設備は、情報教育推進委員会のもと、
情報教育センターが整備の実務に当たっている。学生の質問対応の他、教職員からの
情報機器全般にわたる相談・要望・依頼に対応するとともに、情報技術向上のための
指導・協力を行っている。
図書館では、OAENS（Osaka Aoyama Educational Network System、大阪青山教
育ネットワークシステム）を介して蔵書検索を学内パソコン全てから行えるようにし
ており、あわせて契約された電子ジャーナルや電子書籍の閲覧も行える。
教務部が運用する Campus Avenue システムでは、科目履修登録・電子シラバス提
供が行われ、平成２７年９月からは学外からの成績閲覧も行えるようにした。また、
一般教室の多くにはプロジェクターとスクリーンが設置されており、授業ごとに教務
部から教員へノートパソコンを貸し出し、電子資料やインターネットを利用した授業
を行うことで、情報系以外の授業でのコンピュータ・ネットワーク活用を促進・実践
している。
(b) 課題
教員サイドから見た課題は、学力、学習意欲が低い学生に対して、これまで以上の
支援が求められる。担任を中心とした教員と学習支援室の他に体系的かつ具体的な支
援を検討する。その一環として自主学習環境の整備を図る必要がある。一方で、授業
アンケートの結果を充分に活用できていない。各担当者には結果が開示されるが、フ
ィードバックの内容が教員全体で把握されていない。アンケートの設問にも、より学
生によるより正確な評価につながるよう改善の余地が残されている。
事務職員としての課題は、近年、社会情勢の動きが激しく、それに伴い各学科の資
格取得に係る法令・規則等の改正が頻繁に行われる。事務職員には教員と連携しての
さらなる早期の把握と対応による学習支援の能力が求められる。
施設設備及び技術的資源の有効活用に関する課題としては、図書館の活用に関して、
利用形態の変更に伴う入館者数の大幅な減少は懸念材料である。学生は本施設以外で
グループ学習や協働学習を行うこととなったわけであるが、昨今多くの大学に整備さ
れつつある“ラーニング・コモンズ”と呼ばれる空間が本学には存在しない。学生自
習室や学習支援室はあるものの、学生のニーズに十分には応えきれていないのが現状
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である。
また、北摂キャンパスについてはメインキャンパスである箕面キャンパスからの移
動距離・時間が学生にとって負担となっている現状がある。学生は通常の通学経路か
ら外れた路線を乗り継いで北摂キャンパスまで足を運ばなければならない。能勢電鉄
の割安回数券を学内で入手できるよう配慮してはいるが、多くの学生にとって経済的
負担が少なくない。
北摂キャンパスの活用に関しては、１年次後期以降に博物館を利用する学生が多く
ないところが課題である。特別展覧会、通常の所蔵品展を毎年定期的に開催し、広く
地域社会に向けた講演会や主任学芸員による展示解説なども実施しているが、肝心の
本学学生の活用（入館）状況が芳しくないのは大きな課題である。併設大学では基礎
教育に歴史や美術史をテーマにした科目が配置され、学生の博物館への関心を引き出
す試みが始まっているが、短大部ではまだその断に至っていない。
［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
調理製菓学科、幼児教育・保育科とも 1 年次の前期に「キャリアデザイン I」
、後期
に「キャリアデザインⅡ」という科目を配し、働くことの意味を理解し、自分と社会
とのかかわり方について学び、マナー向上のための実践や自己分析と職業選択の方法、
就職活動の具体的な進め方の学習を通して、専門職への興味関心を深化させ、社会人
基礎力を養成することを目的とした全員必修の科目として開講している。平成２７年
度調理製菓学科の「キャリアデザイン I」および「キャリアデザイン II」の授業内容
は下記の通りである。
「キャリアデザイン I」
１．ガイダンス 講義の概要、進め方、評価方法など
２．キャリアデザイン 働く意味や目的について
３．事例研究① 就職活動や転職を考える
４．事例研究② 企業で働くことの意味
５．現代の就職事情① 就職活動の心構え
６．現代の就職事情② 就職活動の進め方
７．自己分析① 興味・関心、能力や適性について
８．自己分析② 仕事に対する価値観
９．自己分析③ 強みの発見
１０．社会を知る① 社会人として必要とされる能力とは何か
１１．社会を知る② マナーの本質と重要性
１２．社会を知る③ 社会人マナーの実践
１３．職種研究 職種とは何か
１４．業界研究 業界とは何か
１５．前期総括 全体の理解度の確認と授業総括
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「キャリアデザイン II」
１．ガイダンス 講義の概要、進め方、評価方法など
２．就職とキャリア 働く意味や目的について考える
３．就職活動の流れと活動計画 最近の就職事情と進め方
４．自己分析① 自己分析の目的
５．自己分析② やりたい仕事の方向性
６．自己分析③ 仕事に対する価値観をつかむ
７．自己分析④ 自分の強みを発見する
８．職種研究 自分に適した職種を探す
９・業界研究 業界全体の中で企業を理解する
１０．エントリーシートについて① 志望動機を考える
１１．エントリーシートについて② 自己ＰＲを考える
１２．筆記試験 筆記試験の目的、概要、論作文について
１３．面接試験 集団面接、個人面接、グループディスカッションについて
１４．マナーの本質と重要性 服装・態度、電話のかけ方、手紙・Ｅメール、敬
語その他
１５．総括
また、学習支援には担任制も有効に機能している。担任個人の独自の取り組みも奨
励し、前述した「特別時間」をクラス別に利用してドリル学習に取り組ませる活動も
多く見受けられる。また、各クラス担任は後述する「学習支援室」と連携し、学力不
足に悩む学生に対して同支援室の訪問をすすめ、訪問後の同室での活用（学習）状況
を室長から担任に伝達する体制が取られている。その情報をもとに担任はさらに当該
学生への直接連絡や面談を通じてさらに指導助言を行うところとなり、ここにもいわ
ゆる PDCA サイクルが働いているといえる。
全学共通の学習支援的なプログラムとしては外部サーバーを活用した(クラウド式
の)e ラーニングシステムの提供があげられる。こちらは外部業者の開発した‘主要教
科の学び直し教材’を本学向けにアレンジして提供しているものであり、入学前に取
り組むコースと、入学後に取り組むコースの２種類を用意している。パソコンやタブ
レット型パソコン、スマートフォンからもログインでき、学習を進められる中学高校
の主要５教科の学び直しができるドリル学習ツールである。
平成２７年度まではＳＰＩコースも含めた３コースを提供し、調理製菓学科の授業
「キャリアデザイン」の中でその活用の促進を促すガイダンスも実施していたが、年
間の利用状況をもとに見直しを行った結果として、平成２８年度からは入学前の準備
学習として提供するコース（ヒナドリコース）と、入学後に取り組むことができるコ
ース（ワカドリコース）の２コースの提供としている。すなわち、全学生に無料で提
供され、いつでもどこでもリメディアル学習に取り組むことができる環境を構築して
いるということである。
また、短期大学の入学者は早期に確定する割合が多いという実態があり、本学もそ
の例外ではない。入学確定から実際に本学の学生になるまでに長い時間を過ごすこと
となり、ややもすれば学習習慣が崩れたり学びへの意欲が薄れたりといったことが起
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こりかねない。このようなことから、入学前の準備学修を課す大学が年ごとに多くな
っているようであるが、本学も上記の e ラーニングシステムを提供していることに加
え、主に新聞の記事を題材とした添削(通信教育)型の「日本語練習問題」を、併設大
学も含めてすべての入学準備者に学習課題として提供している。
こちらは、問題作成から添削、入学後の解説までをすべて本学の教員（共通教育担
当の専任教員および兼任教員）で行っている。特に長年大手新聞社の記者を務めてき
た兼任教員が、問題作成と添削の中心的役割を担っている。
調理製菓学科では、留学生対象の入試要項を作成し、受入体制をとってきたが、平
成２８年度に６年ぶりに入学生があった。入学後は、担任と学習支援室が協力して、
とくに日本語の指導に時間を費やし、漢字の習得や専門用語の理解を手助けしている。
また座学のテキストを学科から学習支援室に提供し、支援室のスタッフが読解の手助
けも行っている。学科には過去に数名の留学生を教育した体験に基づく対応方法が共
有されており、現在のところ留学生本人が本学において学生生活を送る上で大きな問
題はない。
続いて、多様な入学者の受け入れを前提とした在学生の学び支援、特に日頃の学習
に関する悩みや「どのように勉強をしたらいいのか」といった相談に応えることので
きる全学的な支援体制の充実を望む声に対応して設置した「学習支援室」の活動につ
いて詳述する。
「学習支援室」は平成２０年後期に「実り多い学びを実現できるような支援」を目
指して誕生した併設大学との共用施設である。その際、本学に合った学習支援室をと
の願いから教員向けのアンケート調査を踏まえ、①学習相談 ②学習スキル指導 ③
自習活動を中心に支援体制を作ることにした。
すなわち、学習支援室の大きな役割を日々の学びを支えるサポートと幅広い学びの
ニーズに応えるサポートの２本柱とし、学習相談、アカデミックスキル向上支援、ポ
ートフォリオ作成支援、ライフスキルセミナーなどを行ってきた。
現在では毎年 3,000 名を越える利用者があり(平成２６年度 3,458 名、内短大 1,532
名)、利用、支援について掲げた目標を達成している。なお、平成２５年度には、発達
支援専門の学習支援アドバイザーを 1 名増員し、それに伴い、学習支援室の隣にグル
ープ学習室を、そして、個人相談用に面談室を設置し、個別の学習支援、グループで
の自習活動といった目的に応じた学習支援が行える環境作りができた。
以下、５つの項目を立てて学習支援室の活動を具体的に示す。
① 学習支援室の支援体制
学習支援室は、学習に関するスキルアップのサポートや相談に応えるため、教職
員、学生から成るスタッフにより構成されている。
各学科からの運営委員である教員(平成２６年度：８名)は学習支援室独自のオフィ
スアワーを設けている[平成２６年度 183 回開催、267 名(短大 131 名)利用]。平成２
６年度よりオフィスアワーの充実を図るために、運営委員の学習支援内容に関しての
紹介文を学内掲示し、大学ＨＰなどに掲載している。
学習支援室の開室時間内には学生の学習に係る支援、相談や指導を行う学習支援ア
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ドバイザーが常駐している。平成２４年度から子ども教育学科１年次前期「学修基礎
演習」において、学習支援アドバイザー１名が講師として講義を務めている。その他、
調理製菓学科のキャリアデザイン、幼児教育・保育科の前期「子どもとことば」にお
いて、学習支援アドバイザー1 名が講師として務めている。
また、SA（Student Assistant）と称する学習支援アシスタントは各学科から出揃い、
２３名いる。年間８回の委員会を開き、SA 研修後、レポート作成の形式面のアドバイ
ス、提出前のチェック等の学習支援、授業補助等(平成２６年度：延 252 時間の支援)
を行っている。さらに同年度、SA の自主企画による教養ミニ講座（２件）を行ったり、
グループ学習室における管理栄養士国家試験に関する勉強会なども実施したりている。
② 教養ミニ講座の実施
平成２４年度から学習支援スタッフ、ゲスト学生や卒業生が講師となり、幅広い教
養を身に付けることを目的として企画された教養ミニ講座を実施している。なかでも、
平成２５年度より先輩から後輩への学びを提供する“青山コミュニティ”を開始した。
これらの取り組みについては、公益財団法人大学コンソーシアム京都による一連の取
り組み報告集『2013 年度 第１９回 FD フォーラム報告集』（2014 年６月刊）に、
「大
学の特性を生かした学習支援室づくり―“青山コミュニティ”における学びの連鎖―」
として掲載され、また本学の研究紀要第３７号にも報告がなされている。
なお、平成２６年度より、大学祭においても学習支援室を開放、“学習支援室カフ
ェ”という形で提供し、その中で“青山コミュニティ”を行い、卒業生とのコミュニ
ケーションの場所作りをした。
また、平成２７年度より教養ミニ講座の特別企画として、
「振り返り学習 国語と数
学」を開講。学生の基礎学力の向上を目的に、毎週２回実施している。
③ 発達に課題のある学生の支援
これまで、学習困難の背景には発達課題が推察されていた。発達支援の必要性を鑑
みて、学生および教職員への支援のために、平成２５年度に発達支援専門の学習支援
アドバイザーが着任した。そして、毎年「発達に課題のある学生の支援」に関する講
演会や研修会を開催している。随時、支援学生に関する各部署間での情報交換会を行
っている。平成２６年度より、学生支援センターとのパイプ役として、事務担当者が
学習支援室を兼務することになり、学生支援がスムーズに行われるようになった。
④ 学習支援のスキルアップ
平成２５年度より学習支援室の取り組みを外部機関で発表する機会があり、他大学
と情報交換する機会が増えた。
一つは大学コンソーシアム京都 第１９回 FD フォーラム第５分科会（於 龍谷大
学深草キャンパス 平成２６年２月２３日）での室長による発表である。
「大学の特性
を生かした学習支援室づくりー“青山コミュニティ”における学びの連鎖―」と題し
た発表を通して、他大学の学習支援関係者と交流、情報交換の機会を持つことができ
た。
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また、一昨年には初年次教育学会と同時開催の Q-Links（Q-conference2014）にて、
学習支援室の教養ミニ講座“青山コミュニティ”の取り組みについてポスター発表を
行った。
⑤ 学習支援に関する周知・広報活動
平成２５年２月の外部機関発表を機に、学習支援室のリーフレットを作り、学習支
援室のオリエンテーション時に配布している。それ以外に、平成２６年度には本学の
Web サイトには毎回の活動報告を更新する(３０回)とともに、学生向け(年７回)およ
び教職員向けにニューズレター類(年２回)を発行している。
(b) 課題
調理製菓学科のみの 1 学科体制となった本学であるが、引き続き学習成果のより大
きな獲得に向けて教育資源を有効に活用していくため、今まではいわば“不文律”で
教員同士の情報交換に頼っていた担任業務の遂行指針について明文化することが喫緊
の課題であると認識している。
また、e ラーニングシステムの活用状況については、まだ十分なフォローアップの
体制が取られていない。一人ひとりの学習進捗状況を担任の教員だけで点検し指導す
るのには時間的な制約もあって困難である。ここについては、職員との協働体制およ
び上級学生の活用体制をとることが望ましいと考えている。
学習支援室については、平成２５年１１月に学習支援室の認知度を高め、利用者数
の増加などを図るために利用者対象にアンケート調査を実施（大学ＨＰに掲載）した
結果、改善点が明らかになった。その後、平成２７年前期において、本室の認知度を
高める工夫、パソコンの台数増加、
“青山コミュニティ”の講座の増設、大幅な模様替
えなどを行った。しかし、年々個別指導を必要とする学生が増加している現状におい
て、スタッフ不足の解消は早急に行われなければならない。それとともに、教職員間、
各部署間の協同で行うべき発達障がい学生に対する支援の充実にも取り組める、ラー
ニング・コモンズ機能を有した青山独自の「学習支援センター」を目指すことが学習
支援室における大きな課題である。
留学生については、和食がユネスコ無形文化財に認定されたという社会環境を活用
し、これからも受入体制を充実させながら、積極的に受入を進めたい。ひいては定員
充足にも繋がるものと考える。ただ、大学全体としては、留学生受入は積極的とは言
えず、今後は担当の職員養成に力を入れ、募集方法の検討と学生生活支援の充実を図
る必要がある。
[区分 基準Ⅱ－Ｂ－３ 学科・専攻課程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、学生が学習成果を上げ、大学生活を充実させるために、学生生活を支援
する組織として「学生支援センター」を設置している。ここでは「学校法人大阪青山
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学園事務分掌規程」にある「学生支援センターの役割」に基づき様々な支援を行って
いる。主な支援は以下の通り多岐にわたっている。
①学生の福利厚生に関すること
・ 奨学金業務（日本学生支援機構が貸与する奨学金）
・ 奨学費（本学独自の奨学金制度）の運用計画と実施
・ スクールバスの効率、効果的な運行計画と実施（最寄り駅から大学まで無
料で送迎）
・ 学生自治会活動の活性化
・ 学生食堂の充実
・ 駐輪場の整備と運用計画
・ 学生満足度調査の実施
・ 学長と学生代表との懇親会「学長と語ろう」の実施等。
②学生の生活指導に関すること（健康で安心・安全な学園生活）
・ 学生健康診断の実施
・ 学生相談室の充実（カウンセラーの配置）
・ 課題を抱える学生のケース会議の実施と支援
・ 学生教育・研究災害傷害保険制度の運用
・ 交通安全指導
・ 禁煙、薬物乱用防止指導等
③構内秩序維持のための学生指導に関すること
・ 防犯対策と指導等
学生の自治会組織としては学生会が設置され、
「学生会規約」に則り、様々な活動を
展開している。学生支援センターでは学生の自治会活動を支援し、課外のクラブ・サ
ークル活動の活性化、運動会や大学祭の企画・運営等の助言も積極的に行っている。
なお平成２８年４月から大阪青山大学と短大部の学生組織が統合され、
「学青会」とし
て活動を開始している。
学生食堂や売店も設置され、学生のキャンバス・アメニティーにも配慮している。
一人暮らしのために宿舎が必要な学生には、賃貸住宅の情報を提供するなど便宜を
図っている。なお、本学には学生寮は無い。
本学学生の入学動向からその出身地・居住地について全般的にみると、平成２７年
度入学生に関する基礎データからわかるとおり、大阪府下に居住する学生が５割を超
えてはいるが、西隣となる兵庫県内の居住者は２割強とそれほど多い割合とはいえな
い。また東隣の京都府についてみれば６．２％となっており、この数字は中国・四国
地方の出身者を合わせた数さえ下回るところとなっている。このことは、短期大学で
はあるものの、一定数の自宅外通学者をつねに受け入れている学校であるということ
を示している。したがって、本学として怠ることのできない配慮として自宅外通学者
の学業を含めた生活全般における支援体制の整備ということがあげられる。
平成の初期までは学生寮を３か所に所有し、地方出身学生の多くを入居させていた
ことがあったが、現在は学生寮を所有していない。そのため、前述のように近隣の不
動産業者の協力を得て各種賃貸物件の情報を集約、提供するというサービスは行って
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いるが、いわゆるハード面の支援はそれ以上のことをしかねているところである。し
たがって、大学としてし得る支援はいわばソフト面の支援である。前述したとおり本
学は従前から担任制を敷いており、現在では３０名前後のコースに１名の担任教員を
常置している。その多くは直接に実習などの授業科目を担当する教員である。この教
員は定期的な面談を担任として預かっているすべての学生に対して実施しているので、
居住するところでの問題などがあれば直接聞き取りを行って適宜助言や指導ができる
体制が整っているといえる。
また、親元を離れた日常生活における食事への配慮として、併設大学健康栄養学科
の管理栄養士資格を持った教員の力を借りて、入学時の新入生オリエンテーションで
の食事・栄養指導を毎年行っている。新入生のオリエンテーションは例年４月の１週
目に３日間をかけて行われるが、その２日目の夕刻の時間帯を使って、自宅外通学者
を対象として行う指導である。本学（短期大学部）のみでは１５名程度の参加者とな
るが、併設大学と合わせれば４０～５０名ほどが参加する時間として新入生オリエン
テーションの日程に組み込んで行っている。
食事については学生食堂の充実にも力を入れている。本学は小規模大学ながら、昼
食の提供を行なっている施設として１号館の給食経営管理実習室（併設大学健康栄養
学科学生が学期中に８回提供）
、２号館のレストランＡＯＹＡＭＡ（調理製菓学科調理
コース学生が週２回、併設大学健康栄養学科学生が週２回の計４回提供）
、３号館にい
なホールの学生食堂（業者による営業、学期中は日曜を除く毎日）の３施設を持って
いる。給食経営管理実習室での提供頻度は少ないが、管理栄養士養成課程の実習の一
環として行なっているメニューは健康に配慮したバランスの良い構成となっており、
なおかつ低価格（350 円のメニューと 200 円のメニュー）である。またレストラン
ＡＯＹＡＭＡでは調理製菓学科調理コースの２年次学生、健康栄養学科の２年次学生
がそれぞれ 500 円（ワンコイン）で提供する単一メニューでの営業となっているが、
こちらでは十分に質も良い食材をふんだんに使用した本格的な食事を提供しており、
教職員からの評判も高い。そして業者営業の新稲ホール学生食堂については、平成２
７年度に学生数の増加に対応できるように、教職員用スペースをなくし、学生の快適な憩
いの場所としての環境整備に努めた。また、前期に一度、メニューの改善について業者を
指導した。その後、業者変更も視野に入れて、毎月業者との会合を持ち、メニューの改善
等を中心に話し合ってきた。その結果、平成２６年度と比べて、小鉢などのメニューを増
やすなど改善をした。
通学の便を図るため、最寄り駅から大学間にスクールバスを無料で運行している。
スクールバスの運行ダイヤについては、季節や曜日によって若干の変更はあるが、特
に８時台には複数のバスで１４～１６便を運行し、最寄駅と大学正門前をピストン運
転している。
また、自転車やバイクの通学も安全に留意しマナーを厳守することを条件に許可し
ている。そしてそのための駐輪場も設置している。特にバイクについては個々の学生
の保管場所が定められ、申込みの際に保護者の同意並びに自賠責保険の確認を行い、
安全に留意するように努めている。以下に、駐輪場申込受付の手順を示しておく。

81

大阪青山大学短期大学部

駐輪場申込受付の手順
≪申込時提出を要する書類≫
①自転車等による通学許可申請書（誓約書）兼保護者等の同意書」
②自賠責輪場申保険証（写）
・・・保険証の正本を持参した場合はコピーをとる
③「駐輪場申し込み」（駐輪場使用料の領収書）
50 ㏄以下：10,000 円
51 ㏄以上：20,000 円
(1) バイクの場合は、①②③の 3 点すべてが、自転車の場合は①のみが揃って
いることを確認する。書類の不揃い、記入漏れ・押印漏れのある場合は受
理しない。またバイクの大きさと、使用料金が合致していることも確認す
る。
自賠責保険証（写）確認ポイント
① 自動車登録番号…通学許可申請書（誓約書）に記入の番号
と合致しているか？
② 自動車の種別…原付 or 軽（外） 表示が、申請バイクの大
きさと整合するか？
③ 保健期間…期限切れになっていないか？
④ 保険契約者…契約者名と学生本人の関係は？
(2) 上記の確認ができていたら、駐輪場登録者名簿に「クラス」「氏名」を記
入して、駐輪指定箇所（駐車場№）を特定する。同時に駐輪場地図にも、
当該番号へ学生名を記入する。
(3) 駐輪場番号を通学許可申請書（誓約書）の「駐輪区画番号」欄に記入し、
「申請書提出日」欄に受付スタンプを押す。
(4) 駐輪場番号と同番号が記入されたステッカーに、当該バイクのナンバープ
レート番号を記入し（駐輪場番号が書かれている隣の枠内に記入）、学生
に発行する。その際、駐輪方法の注意事項を書いた用紙も一緒に渡し、
「駐
輪場利用における規定」とともによく読んで、厳にルールを守るようしっ
かり言い渡す。
(5) ①②③書類は、散逸しないようクリップ留めしておく。担当者が後刻、①
の裏に③を糊付けし②とともにファイルして保管する。尚、③の用紙のキ
リトリ線部分の真ん中に受付スタンプを押印し、キリトリ線で切り離した
後上の部分（領収書）は学生に返却し、下の部分 (領収書控)を取り置く。
※ 駐輪場番号を取るときダブルブッキングしていないか、名簿とステッカーの駐
輪場番号が一致しているか、に充分注意する。
※ 機械の不具合等で、③が自動発行機で発行されない場合は、学生課で現金を授
受し領収書を発行し、上の部分を学生に渡し、下の部分を③として添付・保管す
る。
以上
学生の経済的支援を積極的に行うために、日本学生支援機構が貸与する奨学金とは
82

大阪青山大学短期大学部

別に、本学独自の３つの給付制（返還義務無し）奨学金制度を設けている。
「大阪青山
大学入学試験成績優秀者給付奨学金」、「大阪青山大学塩川学修奨励金」、「大阪青山大
学後援会就学援助給付金」である。また、他に「同窓生家族入学金支援制度」、「複数
回受験入学検定料減額優遇制度」、「沖縄県高等学校卒業生に対する特別奨学金」の３
つの就学支援がある。さらに「学費減免特別指定校」も設けている。
学生の心身の健康管理については、保健室と学生相談室（カウンセリングルーム）
があり、両者が連携して対応している。保健室には保健師が、また学生相談室には臨
床心理士が控えている。また、本学は「クラス担任制」をとり、日頃からきめ細かな
対応を心がけているが、担任一人では解決できない課題も多い。課題を抱える学生の
対応には学内のいろいろな部署から担当者が集まる「ケース会議」を実施し、情報を
交換・共有し支援策を討議している。この会議には担任と学科長、学生支援センター
の担当者（コーディネーター）
、学習支援室の担当者、保健室担当者、カウンセラーが
参加している。時には教務部や入試部の担当者が加わることもあり、多面的な視点か
らの解決策を図っている。
キャンパス内での突発的な事故あるいは事件に備え、平成２７年度には「大阪青山
大学・大阪青山大学短期大学部 救急対応マニュアル」を整備した。〝いついかなる
時も救命を最優先に！〟を根本理念とし、３つのレベルを設定したうえでそれぞれに
応じた対応が一律にできるよう基準をキャンパス別に整備した。特に北摂キャンパス
は体育の授業や体育系クラブ活動が行われる現場でありながら、箕面キャンパスに比
べて常駐教職員の数が圧倒的に少ないため、従前から対応についての共通認識が形成
されているとは言い難いところがあった。このたびのマニュアル制定によってそうし
た不安は払しょくされたといえる。本マニュアルはＡ４版で本文１７ページ、フロー
チャート４ページからなり、すべての教職員に配付されている。
また、学生生活に関して学生の意見や要望を聴取するために、２年に一度「学生生
活満足度調査～学生生活実態調査～」を実施している。集計結果は教授会で報告し、
関係部署に資料を提供し、それぞれの部署での学生対応の改善に役立てている。さら
に、年に２回、
「学長と語ろう」を企画し、学生代表と学長との懇話会を実施している。
一回目は前期の６月に実施し、学生から授業や課外活動、放課後のアルバイトのこと
など、様々な生活状況の報告や施設面の改善要望や意見が交歓される。二回目は後期
の１１月末に実施される。授業の受講状況や感想、一回目の改善要望の実現状況など
が確認されたり、それぞれの立場で「より良い大学をめざして」について意見交流等
がなされたりする場である。
障がい学生の受け入れについては、全館エレベーターが設置されるなど、バリアフ
リー化が実施されている。視覚、聴覚障がい等の学生対応については、担任が教授会
等で学生の状況を報告するなどして、学内全体で支援する体制を組んでいる。
（b）課題
学生との話し合いや関係部署との連携強化による「学生サービス」の実現状況の把
握が大前提である。しかしながら、学生の将来を考えるとき、
「学生サービスとは何か」
について今一度、深く考える必要がある。改善の視点は「地獄への道は善意で敷き詰
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められている」の諺があるように、
「しなければならないこと」と「してはならないこ
と」の見極め、仕分けである。本学の現状と将来構想を見据えながら、学生サービス
を「質」と「量」の両面から捉え直すことが大切である。以上の視点に立って、支援
内容が定まったら、適時制を考慮して、早期解決課題と中・長期解決課題に整理し、
全教職員が理解して大学全体で取り組むこととする。
さしあたっての課題は学生の生活実態をどのように捉え、その情報を全教職員が共
有し、いかに支援策を構築、実施していくかである。本年度は「学生生活満足度調査
～学生生活実態調査～」の実施年ではなかったが、「一般財団法人短期大学基準協会」
が推奨する「短大生調査２０１５（Tandaisei chosa2015）」を実施した。その理由は
従前の学内独自の調査では過年度との比較はできても、他大学の学生との比較ができ
ないためである。
ここでは、
「短大生調査２０１５（Tandaisei chosa2015）」の結果について、特に満
足度を問う質問項目を中心に述べる。先ず施設・サービスに対する満足度であるが評
定尺度（５件法）での、
「満足」
「やや満足」を合わせた回答者は、①教室については
33.7％、②実習室・実験室については 44.0％、③ＰＣやインターネット環境について
は 41.5％、④図書館については 28.2％、⑤学習支援室や学習サポートセンターについ
ては 28.7％、⑥空き時間に利用できるスペースについては 20.4％、⑦奨学金について
は 24.3％、⑧キャリア支援サービスについては 34.3％、⑨保健室や学生相談室につい
ては 23.2％、⑩トイレや化粧室については 33.1％、⑪学食やレストランについては
24.9％、⑫生協やコンビニ・ブックストアについては 24.3％、⑬体育館やグラウンド
については 22.6％であった。
次に同様に教育に対する満足度について評定尺度（５件法）での、「満足」「やや満
足」を合わせた回答者は、①共通科目あるいは教養科目の授業については 28.7％、②
専門科目の授業については 50.3％、③勉強や学習に関する支援やアドバイスについて
は 26.0％、④将来のキャリアと授業内容の関係性については 31.5％、⑤資格取得に関
する支援やアドバイスについては 29.2％、⑥サークルや部活については 9.4％であっ
た。さらに学生生活の充実度を問う質問項目については、49.2％の学生が、
「充実」ま
たは「ある程度充実」と回答していた。
なお、評定尺度の５件法を用いた調査の場合、我が国の文化として中位傾向がみら
れるといわれているとおり、本調査結果においても「普通」と回答した学生が、
「施設・
サービスに対する満足度」並びに「教育に対する満足度」、そして「学生生活の充実度」
のいずれの質問項目においても、回答の中で最も多かったことを付言しておく。
今後は、こうした満足度や充実度の夫々の下位項目についてより深く省察を加え、
特に相対的に満足度が高くなかった下位項目については早急に改善をし、PDCA サイ
クルに則り学生の満足度を高めていきたい。加えて、今後もこうした満足度調査を大
いに活用し、さらに広い視点・視野から学生の生活実態を捉え、より良い支援を実施
していきたい。
［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・評価の概要
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（a）現状
平成２６年度まで、一般企業への就職希望学生の対応を学生支援センターの進路支
援課にて行い、教職（保育職）への就職希望学生については教務課の「教職支援室」
が対応していた。それぞれ独立して（別棟に）あったこともあり、学生の進路希望に
変更が生じた場合の対応に不具合が生じていた。
そこで平成２７年４月から進路支援センターに一般企業対応部門と教職（保育職）
支援部門を併設し、担当部署を一元化した。これにより学生の進路変更への対応も、
両部門の連携がなされてスムーズとなり、就職受験の機会を活かせる事も多くなった。
すなわち現在の進路支援センターは就職課と教職支援課の２課で組織され、就職課
は主に一般企業へ就職を希望する学生を支援し、教職支援課は主に公立、及び私立の
小学校、幼稚園、保育所、児童館などへの就職を希望する学生を支援している。セン
ターの人員配置はセンター長１名、就職課は部長補佐（平成２８年度より名称変更し
次長）１名、事務職員１名、CDA（キャリアデベロップメントアドバイザー）スタッ
フ２名、企業訪問担当者１名の合計５名で構成されている。また、教職支援課は公立
担当部長補佐（平成２８年度より名称変更し次長）１名、アドバイザー教員１名、事
務職員２名、私立担当部長補佐１名、アドバイザー教員１名、事務職員２名の合計８
名で構成され、進路支援センター全体ではスタッフ１４名の構成となっている。
進路支援センターには各企業、各法人、各事業所から送付された業種別、職種別求
人票（すべてファイリングされている）が閲覧できるコーナーがあり、就職を希望す
る全ての学生に公開されている。
また、進路支援センター内に設置しているパソコン、並びに情報書籍は全学生が自
由に使用でき、各企業、各法人、各事業所の情報収集や、説明会へのエントリー、就
職試験受験希望者の申込手続きなど就職関連の様々な用途に活用されている。
平成２７年度は 1,050 件（前年比 173％）の求人票（併設大学では 1,280 件（前年
比 159％）
）
、を各企業から頂いている。求人票獲得のために担当者２名で各企業を訪
問し、新規開拓活動も含めて計画的に展開している。平成２６年度の企業訪問件数は
458 件、うち新規企業は 125 件（前年比 117％）となっている。平成２７年度の企業
訪問件数は約 550 件、うち新規企業は約 290 件となる見込みである。今後も関西圏を
中心に企業訪問を展開し、学生のために求人票確保に努める。
就職課には２名の CDA スタッフが在籍し、一般企業希望者を対象に受験準備のた
めのエントリーシート、自己分析シート、履歴書作成の指導および求人票案内を行っ
ている。また、就職における悩みや不安を持った学生の相談にもきめ細かく対応して
いる。
就職のための基礎的なリテラシー能力向上のツールとしてクラウド型の e ラーニン
グシステム「アオドリ」の活用も奨励して基礎学力の向上を目指している。
「アオドリ」
については前述のとおり平成２７年度までは基礎学力向上コースと SPI 対応コースの
２種を提供し、平成２８年度は前者のみの１コースを提供している。
また教育課程外のキャリア教育プログラムとして就職支援セミナーを各学科各学年
対象に１コマ単位の講座形式で行っている。１年次の講座内容としては「キャリアデ
ザインとは」
「コミュニケーション力Ⅰ・Ⅱ」等、２年次は「自己分析ワーク」、
「エン
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トリーシート作成」
「自己ＰＲ作成」等である。
他にも就職支援セミナーとして、外部より多数の企業を招聘した「学内企業研究会」
「学内会社説明会・面接会」を開催し、学生の就職意識の高揚を目指している。また
就職活動の準備支援として、就職を目指す学生のためにヘアメイク付就職写真撮影会
を実施している。
進路支援センターでは、学生の面談記録内容、就職状況、就職支援セミナー実施計
画・結果、学生アンケート等の個人データを学内イントラネット上の共有フォルダに
保存・管理している。
以下、学科ごとの進路支援について詳述する。
調理製菓学科学生への就職支援としては、まず１年次に就職支援セミナーを実施し
ている。具体的には「マナー講座」、「接遇講座」、「自己分析ワーク」などである。２
年次になると「エントリーシート作成」、
「自己ＰＲ作成」、
「就活の進め方」
「面接マナ
ー講座」
「履歴書作成」
「グループディスカッション対策」
「ヘアメイク講座」、
「自己Ｐ
Ｒと志望動機の強化」
、
「面接対策」などを実施している。
これに加え、調理製菓学科対象の「企業研究会」
「会社説明会」を定期的に開催して
いる。本学科には「調理コース」「製菓コース」の２コースがあるが、「調理コース」
では飲食・宿泊、委託給食、医療・福祉の企業・法人関係者を、
「製菓コース」は飲食・
宿泊、菓子製造メーカー、洋菓子店の企業関係者をそれぞれ招いて実施している。
２月上旬には他の学科学生も同時に対象とした「学内企業研究会」を実施している
が、こちらへの本学科関連参加企業は平成２６年度が１８社、平成２７年度が２８社
となっており、今後はさらに優良企業の参加も見込まれている。
また、前期、及び後期の授業期間内に実施する小規模の「学内会社説明会」にも平
成２６年度は８社、平成２７年度は６社の参加を得て、受験に向けての様々なガイダ
ンスが実施され学生に好評であった。
前述のとおり進路支援センター内には学生が使用できるパソコンが設置され、また
調理製菓学科に関連のある企業、就職関係の情報書籍も多く設置されており、本学科
の学生が就職に関する求人情報を集めたり、興味のある企業などについて詳しく調べ
たりすることが容易にできる環境が整備されている。また、個別の面談スペースも設
けられており、個人情報への配慮を施しながらの相談にも対応できる体制を整えてい
る。
就職課には企業・法人への訪問を担当している２名の職員が在籍しており、平成２
７年度は年間約 550 社の企業・法人訪問を実施したことについてはすでに触れたが、
訪問後に頂いた求人票は学内で精査され、
「調理コース」、
「製菓コース」それぞれの学
生に該当する案件が紹介されている。周知方法として進路支援センターから学生への
e メールも活用し、またセンター内ではファイリングされた求人票がすべて閲覧出来
るように整理されている。求人票を閲覧し就職を希望する学生は、センターに在籍し
ている２名のキャリアカウンセラーから受験に関しての詳細な説明を受け、受験まで
のきめ細やかな指導をしてもらえるようになっている。就職課で実施している学生面
談の記録は学内イントラネット上の共有フォルダに保存・管理されており、進路支援
センター内職員と「調理コース」、「製菓コース」の専任教員とで情報の共有がなされ
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ている。
次に、幼児教育・保育科の進路支援について具体的に述べておく。進路支援は、原則
として学科が中心となって行ってきた。求人票の受理、受験手続、「就職の手引き」、
「実習の手引き」の作成等就職・実習関係事務は、保育・教職支援室が担当していた。
保育・教職支援室は、保育(公立・私立保育所)・教職（公立・私立幼稚園）
・施設（児
童養護施設・乳児院・児童館）関係に就職を希望する学生に対して、学生一人一人の
個性や能力、ニーズに応じた、よりよい就職活動ができるよう幼児教育・保育科と連
携を図りながら進路支援に努めてきた。毎年、短期大学部幼児教育・保育科は、就職
を希望する学生全員（100%）の就職が決定している。また、保育士資格、幼稚園教諭
2 種免許の資格・免許取得に向け、実習が円滑に実施できるよう、また、進路支援に
繋がるよう努めてきた。進路決定に繋がる実習先の決定は、希望調査をとり学生自ら
実習先を選択できるように配慮してきた。平成２７年度から進路支援センターを設置
し、就職課（一般就労）と教職支援課（保育・教職・施設等）を配置することにより、
保育・教職支援室の業務を教職支援課に移管した。
進路支援の運営を管理するため、就職会議を毎週定例的に開催し、学生の就職先確
保と定着に努めていた。また就職先の確保とフターケアについてであるが、まず求人
票の獲得については前年度の求人データの整理をもとに、新規開拓先も含めて約 1,200
ヵ所へ求人票依頼文書を発送している。その結果として新規・その他も含めると約
1,300 ヵ所からの求人が得られている。学生の希望も踏まえ、多くの求人票が提供で
きるよう努めてきた。就職先選択の補助資料として、受験報告書を内定者に記入させ、
就職内定者の全員が記入しており受験先の傾向を探る補助資料として活用している。
また、過去５年間の就職先の動向も掴んでいる。卒業生の就職先訪問を毎年度５月の
連休明けから６月上旬に実施し、既卒生の動向も踏まえ就職先の定着に努めている。
各専任教員は訪問後に「就職先訪問報告書」を作成し、提出しなければならないが、
これは当該年度の情報共有のみならず、次の年度の進路支援にも生かされるものであ
り、また担任としての指導の充実にもつながっているといえる。
平成２６年度における学生支援センター進路支援課と教職支援室との連携について
は、学生支援センター進路支援課、教職支援室(平成２６年度設置)と保育・教職支援
室との合同会議を月１回定期開催し、一般企業・公立学校教員採用状況の情報の共有
を図った。平成２７年度は、進路支援センター教職支援課に業務を移管し、月１回の
進路支援センター合同会議、毎週水曜日に教職支援課会議を開催し、一般・私立・公
立の内定先・受験先の確認を幼児教育・保育科の教員と共に行ってきた。
教職支援課では就職事務として求人先との連絡調整、学生への就職事務のアドバイ
スを行うととともに、現状に即した「就職の手引き」
（大学・短期大学部共通）を作成
し、幼児教育・保育科とも連携しながら進路支援に努めている。この手引きは、毎年
度見直しを行い、保育所・幼稚園の実情に即したものにしている。
また、進路支援は実習支援とも関係が深いという認識のもと、実習指導が就職先確
保につながる場合も多いため、この観点から学生の実習先の精選・確保に努めている。
実習先訪問を利用して実習先との連携を密にし、実習生の実習態度・成績等を分析し
資格・免許取得と共に就労先の確保に繋げている。実習先の決定に際しては、本人の
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進路希望等も含め適切な配置に留意している。また、実習が終了した後、実習先との
実習先懇談会を実施し、今後の教育課程・指導内容に活かせるようにしている。この
懇談会では特に、社会人としての基本的生活習慣の確立、ピアノ等の実技科目の上達、
勤労意欲の醸成などについての要望や意見が多く出されている。
本学科では基礎実習、幼稚園実習、保育実習、施設実習、児童館実習など、２年間
で５回の実習を実施してきた。実習が円滑に実施できるように、実習支援のための組
織体制として実習委員会を定期的に開催し、実習担当者との連携を図っていた。
また、教職支援課では実習事務として各実習先等との連絡調整、決定、
「実習の手引
き」
、実習日誌の作成を行い、実習の円滑な実施ができるよう実情に即した内容の改訂
を行っている。特に、実習日誌の内容については、実習先、教科担当者の意見を踏ま
え毎年改訂を行っている。実習に伴う健康診断等の諸検査についても、保育・教職支
援室、教職支援課への移管後も引き続き行い、実習が適切・円滑に実施できるよう尽
力してきた。
（b）課題
平成２７年度の幼児教育・保育科学生の就職支援に於いて、進路支援センターと幼
児教育・保育科と一般企業への就職希望学生情報の共有・連携が不足し、学生へのタ
イムリーな指導が出来ていなかった。平成２８年度からは調理製菓学科のみとなるが、
これまで以上の学科との連携強化が必要となる。
また、平成２７年度中に、入社１年以内の早期退職事案が３件生じてしまった。原
因としては企業側のパワーハラスメント、あるいはいじめではないかとの懸念が教員
内に広がっている。しかしながら、ここにはまた卒業生自身の“打たれ弱さ”もある
のではないかという見方もある。今後はこのような事案が発生した時に、先方企業の
採用担当者とのコミュニケーション、連携をとって再発を防ぐためのアクションを起
こすことが必要となる。
また、幼児教育・保育科の募集停止に伴い、これまで近隣の幼児教育・保育の現場
のニーズに応える形で人材を送り出してきたことができなくなってしまうことは、養
成機関として大変残念なことである。しかしながら幸い併設大学には保育士養成課程
および幼稚園教諭一種養成課程が設置されている。今後は、４０年以上の長きにわた
って培ってきた短期大学部の即戦力的な保育者養成のノウハウの長所を、併設大学の
「子ども教育学科」の人材養成像と重ね合わせ、教育資源として生かしていくことが
できるかが課題となっている。
[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
本学調理製菓学科のアドミッション・ポリシーは「学生募集要項」や「AO 入試リ
ーフレット」に明記し、本学のウェブサイトにも公開しており、受験生並びに保護者
等への周知に努めている。
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また、幼児教育・保育科のアドミッション・ポリシーについても同様に対外的に明
示して学科の求める人材像を明らかにしていた。
受験に関する問い合わせについては、入試部が窓口となり適切に対応している。問
い合わせの内容によっては、当該学科の学科長と連携を取りながら対応している。特
に受験上の配慮が必要な受験生からの問い合わせについては、当該学科との連携はも
とより、入学後の対応については必要に応じて学習支援室、学生支援センター、教務
部、事務部も加わり事前打ち合わせを行っている。また問い合わせの機会は多様であ
り、電話やメール、さらにオープンキャンパスやその他の見学会・進学ガイダンスな
どで、入試相談、就職、奨学金、学費、下宿等様々な問い合わせにも入試部職員を中
心に各専門職員が対応している。調理製菓学科独自のイベントであるグルメフェスタ
体験実習（年１、２回の開催）においても学科、学生、入試部職員が一人ひとり丁寧
に対応している。
入試に関わる入試事務・広報業務においては、入試部の中に入試課と入試広報課を
置きそれぞれの業務を担当しているが、相互に情報共有し、連携して業務を遂行して
いる。入試の在り方については、学長、副学長、学科長、コース主任、事務局長、教
務副部長、入試部長、入試部長補佐で組織する「入試委員会」、学生募集、広報戦略に
ついては、学長、副学長、学部長、学科長、コース主任、事務局長、教務部長、学生
支援センター長、進路支援センター長、入試部長で組織する「入試広報企画戦略会議」
で検討し、決定している。実行は入試部職員が当たる。
入学者選抜方法としては、AO 入試、特別推薦（指定校）入試、公募制推薦入試、
一般入試、社会人入試、外国人留学生入試の多様な形態の入学試験を実施している。
本学では、「公募制推薦・一般・社会人・外国人留学生入試の募集要項」「特別推薦
（指定校）の募集要項」
「AO 入試リーフレット」の３種類の募集要項を作成し、アド
ミッション・ポリシーや出願資格・選抜方法などの詳細を掲載している。
入学試験実施に当たっては、実施スケジュールにより教職員の役割を定め、実施マ
ニュアルに基づき公正かつ正確に行っている。また、試験当日は、学長を本部長とし、
副学長、学科長、事務局長、入試部長からなる試験実施本部を設置し、緊急時等の対
応に備えている。なお入試問題に関わる事柄については、各問題作成者が試験実施本
部に待機する体制を取っている。
採点業務においては、問題作成者が複数でチェックを行っており、公正に正確に実
施できる体制を取っている。
入学者の選抜は、合否判定資料に基づいて、学長を議長とし、副学長、学科長、コ
ース主任、事務局長、教務部副部長、入試部長、同補佐の入試委員会構成員で検討し、
最終的には臨時教授会の合否判定会議で決定している。
なお、入学手続き者に対し幼児教育・保育科では入学前オリエンテーションを３月
に実施し、入学後のカリキュラムについて、あるいは学生生活上の種々の留意点等に
ついて詳細に伝達するとともに、入学前の不安などにきめ細かく対応できるよう専任
教員全員が対応できる体制をつくってきた。
また、学習上の準備としては併設大学も含めた全学的な取り組みとして「日本語練
習問題」という日本語リテラシーの基礎的な課題学習を郵送でやり取りし、添削結果
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を返送する形で自主的な学修とそのふりかえりを促している。これに加えて「アオド
リ」と称する５教科のクラウド型学び直し e ラーニング教材を入学予定者全員に提供
している。入学予定者はログイン ID とパスワードを受け取り、パソコンやタブレット
型パソコン、スマートフォンなどインターネットに接続したすべてのデジタル・デバ
イスからログインして画面上で学修をすすめることができる。大学側ではすべての参
加者の学習結果をモニターし、各自の進捗状況を確認しつつ必要に応じて入学予定者
本人に学修を促す通知を発送するなどきめ細かい対応に努めている。
さらに、幼児教育・保育科では入学後に器楽の実技学習が早速開始されることに対
応するため、特に初心者レベルの予定者（希望者）を対象とした「ピアノレッスン」
の無料講座を開講し、本人との日程調整のうえ音楽担当の専任教員が指導を行ってい
た。
(b)課題
調理製菓学科において、入学定員を安定的に確保することが喫緊の最重要課題であ
る。そのためには本学のアドミッションポリシーと教育内容に関する情報を広く周知
させるように、ホームページや広報誌の工夫、高校生対象の模擬授業などに積極的に
広報活動を強化し、多くの高校生と接触機会を増やすことが必要である。
平成２７年度に実施した「新入生アンケート」を継続し、入試制度の改善や学生募
集活動・広報の在り方の改善に活用する。
入学前の学習課題については、提供することと同時に各学習者の取り組みについて
継続的に支援する（フォローアップする）体制を整えることが必要である。
■ テーマ 基準Ⅱ－Ｂ 学生支援の改善計画
学生の自主学習への動機付けと支援のための環境を整えるため、いわゆるラーニン
グコモンズとしての環境を構築していくことは喫緊の課題であり、併設大学と一体と
なって実現を図っていく。併せて、図書館・メディアセンターの利用活性化の方法を
探る必要がある。
また専門科目とのバランスを考慮に入れつつ教養科目の充実を図り、FD 活動の向
上のために授業アンケートの方法の見直しと結果の活用を再考する。なお、授業アン
ケートの結果については図書館に資料として常置し、教職員あるいは学生が自由に閲
覧できるようにすることとなった（平成２８年５月の常任理事会にて確定した。）
また、進路支援については、副学長を委員長とする進路支援委員会を設置していっ
そうの担当者相互の意思疎通を図るとともに、学科教員と進路支援センターの連携を
強化し、実情にあった就職支援のあり方を探ることとする。
○提出資料
1．学生便覧「平成 27 年度」
3．大学案内パンフレット（CAMPUS GUIDE 2016）
11．学生募集要項（2016）
12．AO 入試リーフレット（2016）
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16．大学案内パンフレット（CAMPUS GUIDE 2015）
17．学生募集要項（2015）
18．AO 入試リーフレット（2015）
19．特別推薦（指定校）募集要項（2015.2016）
20．入学願書、エントリーシート（2015.2016）

○備付資料
3．授業アンケート結果
10．図書館利用案内
14．就職先へのアンケート結果
16．学生満足度調査
17．e ラーニングシステム「アオドリ学習者用操作ガイド」
18．e ラーニングシステム「アオドリ管理者用マニュアル」
19．オリエンテーション資料（教務部）
20．オリエンテーション資料（各学科）
21．学生台帳
22．学生カルテ
23．就職内定先一覧（平成 25 年度～平成 27 年度）
24．学科会議議事録
25．卒業研究の手引き
26．卒業研究発表会抄録
27．卒業研究論文集
28．「『2013 年度 第 19 回 FD フォーラム報告集』（2014 年６月刊）
29．新入生アンケート結果
30．就職支援セミナー関係
31．就職先訪問報告書
32．就職の手引き
33．実習の手引き
34．救急対応マニュアル
35．コンピューター利用の手引き
36．Campus Avenue（Web）利用の手引き〈学生用・教員用〉
37．青山さんの本棚（図書館便り
38．大阪青山歴史文学博物館
39．ホームページ（博物館）
https://www.osaka-aoyama.ac.jp/facility/museum/
40．スクールバス時刻表
57．規程集
67．FD 推進委員会議事録
73．SD 推進委員会議事録
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基準Ⅱ 教育課程と学生支援の行動計画
平成２９年度入学の調理製菓学科の新入生から適応できるように、平成２８年度中
に教養科目と専門科目の見直しを行い、カリキュラムマップ作成の必要性について検
討をする。学習成果の測定としての成績評価をより精緻で循環的な体制を強化し、GPA
の導入と履修規定の見直しを図る。基礎学力アップと積極的な自主学習を進めるため
に、ラーニングコモンズ環境の構築および学習支援室のさらなる充実を図り、そのた
めに FD と SD の連携を進める。これらの具体的な検討は教務委員会および FD 推進
委員会、SD 推進委員会が中心となって担い、継続的に審議しながら学長にその経過お
よび結果を具申することとする。
調理製菓学科では、卒業生の動向と就職先の評価を客観的に収集する一つの試みと
して平成２８年度中にホームカミングデー（卒業生招待行事）を行う。また学科およ
び進路支援センターの協力の下、就職先の卒業生への評価をより正確に測る方法も検
討する。
◇ 基準Ⅱについての特記事項
特になし
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【基準Ⅲ 教育資源と財的資源】
■ 基準Ⅲ自己点検・評価の概要
教員組織は設置基準を十分満たす形で整備できており、専任教員の教育研究活動に
ついても、学科の教育課程の編成実施方針に沿った専門性を生かす活動が基本となっ
ている。なお、幼児教育・保育科を平成２７年度より募集停止としたため、平成２８
年３月をもって当該学科のカリキュラムは終了する。ただし、修学をさらに続ける学
生のための必要な科目開講についてはすべて保証し、卒業までの学修を全面的に支え
る体制を整えている。
専任教員の教育研究活動については、
「大阪青山大学短期大学部個人研究費規程」
「大
阪青山大学短期大学部研究紀要編集規程」
「研究室利用規則」等の規程により保証され
ている。また職務については「教育職員の最低担当授業持ちコマ数と出講日数等に関
する内規」
「教育職員の兼業に関する内規」が平成２７年度に定められ、学内での教員
の職務内容が明文化されたことで、教員の職務について共通の基準が整備されること
となった。
事務組織については学生の“ワンストップ・サービス”を実現するよう、一つのフ
ロアに各部署を集約する形で編成配置している。人事管理については教員、職員それ
ぞれの服務規程（学校法人大阪青山学園職員就業規則、学校法人大阪青山学園教育職
員就業規則、学校法人大阪青山学園服務規程）を定め、社会情勢等の変化を踏まえて
適時整備している。
物的資源については、教育課程において定められた規準（調理師養成課程、製菓衛
生師養成課程）をすべて満たす実習場等を整備しており、バリアフリー化もごく一部
を除き整っている。施設設備の維持管理も規則に基づいて行っている。
また本学は平成８年度より学内コンピュータネットワークシステム（学内 LAN）を
整備しており、学内 LAN 上では教職員そして全学生がユーザ ID を登録してネットワ
ークを活用できるような情報教育を行っている。
財的資源についてみると、資金収支及び事業活動収支は多年にわたり支出超過が続
いている。この状況については、併設する「大阪青山大学」と事務体制を一元化する
などの工夫をさらに進め、大学と短期大学部とを合わせたトータルの数字として解釈
し好転を図ることとしたい。
一学科体制となって以降の必要専任教員数をしっかりと確保しつつ、教員の研究面
の評価、教育面の評価を充実させる。人事管理にそれを反映させていく。施設設備に
ついては質の高いものを多く所有しているが、老朽化が進んでいるものもある。入れ
替えも検討しながら耐用年数などを正確に把握する点検を行う。
［テーマ 基準Ⅲ－Ａ 人的資源］
［区分 基準Ⅲ－Ａ－１ 学科・専攻課程の教育課程編成・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・評価の概要
（a) 現状
教員組織は、短期大学設置基準第２０条、第２０条の２及び第２２条に基づき整
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備している。
専任教員数は、短期大学設置基準第２２条に定める必要教員数を充足しており、
表Ⅲ－Ａ－１－①に示す。
なお、幼児教育・保育科は平成２７年４月１日から募集を停止している。
表Ⅲ－Ａ－１－① 設置基準で定める専任教員数と本学の専任教員数
平成 27 年 5 月 1 日現在
別表イ及びロ
学科名

入学

に定める専任

定員

教員数（内教授

本学の専任教員数

数）

教授

准教授

講師

助教

合計

調理製菓学科

60

5（2）

2

3

1

0

6

幼児教育・保育科

100

8（3）

4

4

1

0

9

（全体）

―

4（2）

2

1

0

0

3

合計

160

18（7）

8

8

2

0

18

専任教員の職位は、短期大学設置基準第２３条、第２４条、第２５条及び第２５
条の２の規定を充足している。
専任教員と非常勤講師の配置は、教育課程編成・実施の方針に基づき適切になさ
れている。非常勤講師については、担当科目に関する教育研究歴等の要件について
審査を行った上で適正に配置している。
教員の採用、昇任は、
「学校法人大阪青山学園 教育職員就業規則」、
「大阪青山大
学短期大学部教員選考規程」及び「大阪青山大学短期大学部教員資格審査内規」に
基づき適切に行っている。採用及び昇任に関する選考は、学長が議長となり専任教
授で組織される資格審査委員会で行う。非常勤講師の採用は、「大阪青山大学短期
大学部非常勤教員採用規程」に基づき行っている。
(b)

課題
幼児教育・保育学科の募集停止により、平成２８年度からは実質的に調理製菓学
科のみの１学科となる。この場合、短期大学設置基準による必要教員数は、別表イ
による専任教員数は５名（内 教授３名）、別表ロによる専任教員数は３名（内 教
授１名）となり、調理製菓学科の教育課程編成・実施の方針に基づく教員の再配置
が必要となる。

[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、「技術・技能に卓越した人材を育成する」（調理製菓学科）
および「確かな知識と技術、豊かな感性を有する保育者を育成する」
（幼児教育・保育
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科）というそれぞれの教育目的を達成するために、研究活動を行ない、教育課程の編
成と実施に努力している。
専任教員の研究活動の状況は、本学公式ホームページの教員紹介ページに公開され
ている。科学研究費補助金や各種外部補助金は募集情報が共有され、積極的に申請す
るよう奨励されているが、近年では採択の実績はない。
研究活動に関する規定として、
「大阪青山大学短期大学部研究紀要編集規程」、
「大青
山大学短期大学部個人研究費規程」を定め、教員の研究活動をバックアップしている。
研究紀要は「大阪青山大学短期大学部投稿規程」に基づき、毎年一度発行され、専任
教員だけでなく非常勤講師、共同研究者、退職した研究者などにも投稿の機会を広げ
ている。
「研究室利用規則」を定め、研究のための研究室が教員一人に一室用意されている。
また実習・実験科目ではそれぞれの科目の特性から、
「保育演習準備室」、
「調理実習準
備室」、「図画工作準備室」などが設けられ、専任、非常勤を問わず各科目の担当者が
より充実した授業が行えるよう配慮されている。
専任教員の留学、海外派遣、国際会議出席等に関する規定は整備されていないが、
「海外旅行届」および「職務免除願」などの所定の届を提出することで許可されるこ
とがある。
専任教員の勤務は「教育職員の最低担当授業持ちコマ数と出講日数等に関する内規」
及び「教育職員の兼業に関する内規」を制定し、専任教員の出勤は基本的に土・日を
除く週５日とし、７コマを担当することとしている。しかしながら実習・実験科目に
おける前後の準備と片付けの指導、学外実習の事前事後指導、卒業研究はコマとして
数えていない。また一年を通して行われるオープンキャンパス、入試説明会、入試、
各種行事があり、勤務日以外の出勤もかなりの日数になる。
研究活動のための時間確保は、以上のような理由に加えて学生指導に多くの時間と
エネルギーを取られるという事情から、年々困難になっている。
FD 活動は、短大部に FD 委員会が設置されてはいるが、実態として併設大学の FD
委員会と合同で推進されている。主な活動は、研修会および講習会の企画と運営、公
開授業、授業アンケートの実施である。また SD 活動と連携して学習成果を向上させ
る試みを行っている。過去３年間は、特に発達障がいの学生への理解を深め支援体制
を考えるために、学習支援室や SD 推進委員会と合同で研修会や講演会を行った。平
成２５年７月１１日、
「大学における発達障がい学生の理解と支援」と題して、本学の
発達障がい専門スタッフが大学生の発達障がいの概要と、大学で行う支援のために必
要なシステムやかかわり方について講演を行い、教職員６３名が発達障害学生支援の
基礎となるシステムについて学んだ。９月２６日は第２回講演会を開き、
「発達障がい
学生の特性理解とさまざまな支援」と題して、本学における発達障がい学生の特徴や
事例をあげてさまざまな支援について講演を行った。
平成２６年７月３日には、
「発達障がい学生、その独特の世界とは」と題した講演会
を行い、現在、特性による当時の独特の世界観を例に挙げながら、本学で実際に行わ
れている支援と個性に合わせた理想の支援をについて講演を行った。なお、平成２７
年度は学習支援室が中心となり、２回のワークショップを実施し、FD 推進委員会と
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して教員に積極的参加を呼びかけた。
授業アンケートや公開授業の実施により、教員の意識もかなり変化したことは明白
だが、数値としてこれを明示することは行われていない。
その他、図書館、メディアセンター、学習支援室と協力して、学習成果の向上を図
っている。図書委員会では教員の研究活動および学生の学習を支援するために、必要
な図書および資料を充実させる努力を行っている。学習支援室を利用する学生は年々
増加しており、個人情報を守るという困難な問題があるが、学科だけでなく教員一人
ひとりと学習支援室との連携を深めるよう努めている。
(b) 課題
教員の研究時間の確保が今後の課題である。
「丁寧な教育」をモットーとし専任教員
が学生一人ひとりの教育にあたっていることは、本学の自負するところであるが、そ
のために研究に専念できる時間が充分にあるとは言えない。また単学科になっても短
期大学部の組織に大きな変更がなく、専任教員一人ひとりが抱える分掌の数はますま
す増えている。今後は委員会の統合や大学との合同を検討し、教育の質を保持しなが
ら専任教員の研究環境を整備し、外部資金の調達、外部研究者との交流を活発にする
必要がある。
［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
事務組織は、
「学校法人大阪青山学園 組織規程」に基づき、短期大学と併設して
いる大学と共通の事務局として設置し、事務部（庶務課、経理課、広報室、北摂体
育館）、教務部（教務課、高大連携室）、入試部（入試課、入試広報課）、学生支援
センター（学生課、地域連携課）、進路支援センター（就職課、教職支援課）、情報
教育センター、学習支援室、図書館（図書課）で構成している。各部署の業務内容
は「学校法人大阪青山学園 事務分掌規程」で定め、事務局における事務処理の円
滑化を図っている。これらの組織を管理する体制として、事務局長を置き学長の命
を受けて所管事務を統括し、所属職員を指揮監督している。その下に事務長、部長、
センター長及び室長を置き、所管事務を統括し、所属職員を指揮監督している。課
及び室には課長及び室長を置き、所管事務を統括し、所属職員を指揮監督している。
必要に応じ、 各部及びセンター長の職務を補佐するため、部長補佐及びセンター
長補佐を置き、また教員を兼務させるなど事務管理体制の強化を図っている。
専任事務職員は、事務をつかさどる専門的な職能を有し、さらに全学的に行う SD
研修や日本私立短期大学協会、日本私立大学協会等の担当業務研修への参加、また
大学行政管理学会への入会等を通じて専門的な職能の獲得・向上に努めている。
事務職員が関係する業務を適正かつ迅速に行えるよう、必要な関係規程を整備し
て、全職員に配置しているパソコンで閲覧を可能とし、規程に従い事務を遂行して
いる。
事務部署は、学生の動線を考慮して教務部（教務課、高大連携室）
、学生支援セン
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ター（学生課、地域連携課）
、進路支援センター（就職課、教職支援課）
、情報教育
センターを同一フロアとし、事務部も同一棟に設けて学生との有機的な事務対応を
図っている。事務職員には、各１台パソコンを配備し、各部署で業務上必要な備品
も整備している。
教育および研究並びに業務が秩序ある環境のもとに円滑におこなわれるよう「学
校法人大阪青山学園 施設等管理規程」を定め、また、災害等の未然防止や発生し
た場合に被害を最小限にくい止めるため、「危機管理基本マニュアル」を定め対応
している。情報セキュリティ対策として、ファイアウォール等のセキュリティ装置
により外部ネットワークからの脅威に対応し、安全性を高めている。また、メール
やＵＳＢ等によりウィルス等の攻撃を受けないよう、必要に応じ啓発を行っている。
サーバーは施錠管理された専用室に設置し、物理的な不正侵入を防いでいる。
事務職員としての資質の向上を図り、もって改革を推進するため「大阪青山大学・
大阪青山大学短期大学部 SD 推進委員会規程」を定め、事務局長が委員長となり SD
を推進している。実施している SD 活動としては、年２回の全学的 SD 研修会と学
外研修への派遣や参加への支援である。例えば、日本私立短期大学協会、日本私立
大学協会の研修、大学コンソーシアム京都、大学行政管理学会の研修・研究等があ
る。また、平成２５年度から若手職員による自主的研修会「私学人研究会」も開か
れ、その研究成果を報告書として纏めている。
社会環境の変化や事務の高度化に対応するため、日常的に業務の見直しや事務処
理の改善を図っている。特に事務職員である部長及び部長補佐で月２回行う部長会
議では、日々の問題点の抽出と改善策が定められ、早期の対応が図られている。ま
た、月１回の事務連絡会で各部署の日常業務の取組みと改善内容等について報告を
している。
学習成果を向上させるための事務対応については、上述の部長会、事務連絡会等
を通じて関係部署と連携するとともに、教授会、大学運営会議、各種委員会に専任
事務職員である部長、部長補佐、課長等が出席し、学科の学科長や関係教員とも連
携を密にしている。
(b) 課題
平成２８年度から１学科となることにより事務組織の体制と人員の再配置を行
う必要があるが、併設している大学も含めて学習成果を向上させ続けられる事務組
織の整備が必要である。また、小規模校であるため、きめ細やかな事務対応が可能
であるが、それをさらに効果的に行うための専任事務職員の職能開発が、限られた
財源の中で求められる。
防災対策について、自然災害が多発している今日において、全学的な防災訓練が
必要である。
［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・評価の概要
(a) 現状
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人事管理は、教職員の就業に関して「学校法人大阪青山学園 職員就業規則」、
「学校
法人大阪青山学園 教育職員就業規則」、「学校法人大阪青山学園 服務規程」など、諸
規程を整えている。関係法令の改正、社会情勢の変化等を踏まえ、適時に整備を行っ
ている。これらの就業に関する規程を含めた諸規程は、全教職員が閲覧可能な学内ネ
ットワーク上のフォルダーに収載・開示しており、教職員は各１台配されているパソ
コンで閲覧できるようになっていることから、十分に周知されている。人事管理に関
る諸規程に則り就業は管理し、教職員の健康管理の適正化にも努めている。
(b) 課題
調理製菓学科で実習を担当する教職員において、実習前の仕込み等で時間外勤務の
時間が多く発生する傾向があり、出勤時刻の変更、年間総労働時間での調整等の適切
な対応が必要である。
■ テーマ 基準Ⅲ－Ａ 人的資源の改善計画
短期大学が、調理製菓学科の１学科となり、教員・事務職員の分掌業務負担が増す
ことが懸念される。併設している大学と同一キャンパスであることの有意性を活用し、
合同の組織体制や委員会体制を整え、効率的・効果的な人的資源の活用環境を整え、
専任教員の教育・研究環境を改善する。また、事務職員についても大学と合同で SD
活動を推進し、共同で教学支援、学生支援ができるよう改善をする。
○備付資料
41．教員個人調書及び教育研究業績書一覧
42．非常勤教員一覧表
43．大阪青山大学短期大学部紀要（平成 25 年度～平成 27 年度）
44．教員年齢構成表
45．大阪青山学園職員一覧
46．「私学人研究会」研究報告書
57．規程集
［テーマ 基準Ⅲ－Ｂ 物的資源］
[基準Ⅲ－Ｂ－Ⅰ 学科・専攻課程の教育課程編成・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－Ⅰの自己点検・評価
(a) 現状
本学は同一の敷地内に大阪青山大学を併設しており、多くの施設・設備を両校で共
有しているため、施設・設備等の点検・評価に当っては大学と短大とを併せた形で行
う。校地の面積は、箕面キャンパスが 25,021 ㎡、北摂キャンパスが 34,847 ㎡であり、
大学及び短期大学設置基準の規定を充足している。運動場は北摂キャンパスに設置し
20,668 ㎡である。また、北摂キャンパスに体育館 2,801 ㎡、テニスコート４面、クラ
ブハウスを有している。北摂キャンパスは、箕面キャンパスからスクールバス及び公
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共交通機関を利用し約３０分の場所にあるが、体育の授業の際は、その後の講義を教
員が北摂キャンパスに移動して行う等、学生の便宜を図っている。校舎面積は 21,764
㎡である。内訳は、短期大学専用 1,346 ㎡、大学との共用 15, 437 ㎡、大学専用 4,981
㎡であり、大学及び短期大学設置基準の規定を充足している。
障がい者に対応するため、本館、２号館、３号館、４号館、５号館にはエレベータ
を設置し、これらの館の入口には車椅子用のスロープを設けている。また、４号館１
階及び３階、５号館１階及び３階には身障者用トイレを設けている。

平 成 27年 度 図 書 館 (図 書 室 ･メ デ ィ ア セ ン タ ー )利 用 状 況
入館者数（人）

資料貸出（月別）

27年度
27年度
26年度
月別合計 １日平均 １日平均
4月

図書室

42

47

2349

98

166

170

199

114

108

711

32

25

110

50

63

32

1695

81

178

154

151

91

101

983

37

29

167

194

105

81

2049

79

182

174

172

112

108

957

35

30

159

85

90

54

2300

88

241

284

216

108

142

435

39

69

24

15

11

8

1180

74

204

52

48

30

25

409

16

27

57

23

35

18

1222

47

146

72

103

51

69

738

27

24

174

52

104

27

1566

60

195

152

195

87

116

787

34

27

119

94

82

52

1395

61

191

120

208

74

124

605

28

46

106

129

59

51

1468

67

293

119

181

77

113

688

40

40

55

25

32

17

1721

97

382

140

97

89

64

423

20

17

21

38

12

10

1016

48

98

58

86

29

40

図書室

424

18

18

40

1

13

1

メディアセンター

753

30

60

54

24

22

17

8,153

31

32

1,107

802

648

398

18,714

69

195

1,549

1,680

884

1,027

図書室
図書室
図書室
図書室
図書室
メディアセンター

10月

図書室
メディアセンター

11月

図書室
メディアセンター

12月

図書室
メディアセンター

1月

図書室
メディアセンター

2月

図書室
メディアセンター

3月
年間

26年度

96

メディアセンター

9月

27年度

75

メディアセンター

8月

26年度

31

メディアセンター

7月

27年度

41

メディアセンター

6月

人数

993

メディアセンター

5月

冊数

図書室
メディアセンター
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学科の教育課程編成・実施の方針に基づいて授業を行う講義室、演習室、実験・実
習室を用意している。多くの施設は大学と共有し活用しているが、調理製菓学科では、
調理実習室、集団調理実習室、製菓実習室等を整備し、調理師法及び製菓衛生師法に
基づく養成校として定められた機器・備品についても整備している。幼児教育・保育
科では、保育・教職支援室、造形実習室、図画工作支援室、ピアノレッスン室、ML
教室、リズム室等を整備し、「教育職員免許法施行規則」「児童福祉法施行規則」で定
められた教育課程に必要な機器・備品についても整備している。
図書館機能を持った施設として、大学と共用で３号館２階の図書室（書庫含む）447
㎡と４号館３階のメディアセンター668 ㎡を設置し、いずれの施設でも、教育・研究
に必要な図書、視聴覚資料、電子媒体、ネットワークリソースなどの利用が可能であ
る。
前頁に掲載しているのは図書室およびメディアセンターの平成２６年、２７年の利
用状況である。蔵書数は資料に示したとおり図書室とメディアセンター合わせて
50,758 冊となっており、学生は通常授業での活用のほか卒業研究における文献調査等
に有効利用している。運営については図書館長のもと図書委員会が中心となり、学科
の教育課程編成・実施の方針に基づいた参考図書や関連図書、及び社会人の基礎力を
養う一般図書を常に整備し、閲覧、貸出、レファレンスサービス等が支障なく行える
よう配慮している。
２６年度と２７年度の一日あたり入館者数を比べてみると、メディアセンターにつ
いては２６年度の 195 名から２７年度は 69 名と急減している。これは前述のとおり
平成２６年度までは「メディアセンター」内でのグループ学習等を容認していたため、
資料貸出の冊数・人数に比して入館者数が大幅に多くなっていたということある。い
わゆる〝ラーニングコモンズ〟としての空間としても利用していたということである
が、静粛を旨とする図書館本来の活用を望む学生の声も上がっていた事から、平成２
７年度は利用形態を原則個人に限り、静粛環境を保持する形に改めたものである。こ
れにより入館者数自体は減少した。しかしながら、２室を合わせた図書の貸出冊数は
ほぼ横ばいとなっており、また短期大学部の専門分野に関連する図書は「図書室」に
多く置いている事から、短期大学部学生の図書館活用に限ってはむしろ平成２７年度
に増加しているとみることができる。
平成２７年度は、図書館スタッフの精力的な取り組みにより、以下の諸点について
充実、拡充等図書館における学修環境の充実を図ることができた。いくつか項目を列
挙する。
○教育用設備の充実
・メディアセンターの複合機は、老朽化により修理頻度が増えている現状にあり、
学生のカラーコピー依頼にも対応しているため、学習の妨げとならないよう早期
に入れ替えることが課題であったが、予算が下り、入れ替えることができた。結
果としてスムーズに業務が遂行できるようになった。
・学生より、図書室でパソコン利用の際、光が反射しディスプレイが見づらいと
の意見があったため、ブラインドを取り付けた。
○オンライン目録（OPAC）の一般公開及び NACSIS-CAT の登録
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・OPAC は、今後も一般公開に向けて検討していく。
・NACSIS-CAT については、短期大学部の未登録の資料を一括登録するための予
算が下りず、見送りとなった。今後購入分に関しては受入時に手作業で公開して
いく。
○青山さんの本棚（図書館だより）の発行
・平成２４年度より月１回発行しており、今年度も継続した。利用案内や役立ち
情報、特集記事を学生や教職員に対し分かりやすく、今年度から新たに教職員に
よる本の紹介コーナーを設ける等、学生に興味・関心を持ってもらえる誌面づく
りに努めた。また、ホームページからも閲覧できるよう整備した。
○学術機関リポジトリの公開
併設大学の学術研究雑誌（大阪青山大学研究紀要）については最新刊の７巻ま
で公開し、順調にアクセスできる状態である。開設時から今年度末までのアクセ
ス回数は約 14.3 万件であった。今後は短期大学部の紀要リポジトリの公開に向け
て準備をすすめ、併設大学とともに学術研究成果を公開し、社会貢献に努めてい
く。
○資料整理
平成２５年度からは図書室配架の学術雑誌も図書館システムへ登録し管理して
いる。現在、廃科になっている学科の紀要に関しては、図書委員会の意見を勘案
し、今後の方針を検討中である。なお、看護学科の紀要等も新たに受入を始めた。
○看護学科設置への対応
配架場所の確保作業は年度初めに行い、看護学科の本を配架、整備した。その
後も教員からの献本や寄贈本をその都度受け入れた。年度末には平成２７年度購
入分の看護学科の和書 1,014 冊、洋書 82 冊、視聴覚資料 34 種を配架完了した。
今後一層の連携・情報の共有化に努める。
○新規図書の購入と雑誌等の見直し
学術図書の近年出版されたもの等を、図書委員会を通じて各学科の図書委員に
選書を依頼し、予算の範囲内で購入、配架した。また、継続購入図書や、雑誌、
オンラインジャーナル等も各学科で精査し、より充実させるよう努めた。
○学内ホームページのリニューアル
平成２８年２月より、図書館の学内ホームページをリニューアルした。従来の
ホームページから全面的に構成を見直し、各情報への入り口をわかりやすく整理
した。また、トップページに開館カレンダーを設置し、学術情報リポジトリへの
リンクや電子ジャーナルのページを整備するなど、利便性の向上と内容の充実を
図った。
平成２８年度以降も、より使いやすく快適な学修環境の充実を図るべく、併設大学
との共同委員会となっている図書委員会を定期的に開催し協議している。
図書の選定については、
「大阪青山大学・大阪青山大学短期大学部 図書館資料収集
管理規程」の第４条で「選定に際しては、教育及び研究活動の効果並びに予算の有効
的活用を考慮し、かつ適正な資料構成の実現を図らなければならない。」と定め、これ
に基づき実施している。ホームページ上で図書館ブログ『青山さんの本棚』を配信し、
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また教職員に対してはこれを紙媒体として配付しており、通常内部の教職員に周知し
にくい活動実態を認知してもらう媒体として有効に機能している。これには月ごとの
テーマコーナーの紹介や新着図書の情報を記載するなどして、それぞれの施設の活用
を促進するよう努めている。
前述したとおり、利用形態の変更が本施設の利用者減につながったところはあるが、
短期大学部関連の貸出図書冊数はむしろ増加傾向にある。
(b) 課題
障がい者への対応において、１号館は本館２階、３階及び４階と接続され出入りが
可能となっているが、車椅子用スロープ等がなく、障がい者は利用が不便な構造とな
っている。
学科の教育課程編成・実施の方針に基づいて授業を行うための機器・備品について
は、関係法令等で指定されたものを整備しているが、老朽化した機器・備品について
は耐用年数や部品の調達可能期間等を考慮して予算計画を立て更新していく必要があ
る。
図書館機能の施設について、図書室とメディアセンターの動線が断たれているため、
それぞれの機能を明確にし、学生の図書利用が効果的に行える施設とする必要がある。
また、図書室の蔵書は、以前の設置学科に関する書籍も多く限られたスペースの中で、
保存管理のあり方を検討し対応する必要がある。
さらに、図書室およびメディアセンターの利用を原則として個人の利用に限ったこ
とにより、代わりとなるグループでの学びの場としては本館の学生談話室や３号館新
稲ホール、拡張した学習支援室などがあるが、パソコンやタブレット、移動可能な椅
子・テーブルなどを整備した〝ラーニングコモンズ〟的スペースを構築するまでには
至っていない。今後は教室整備の一環として協働学修の空間を新設、増設することを
優先的に検討し整備していく必要がある。
[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
本学は同一の敷地内に大阪青山大学を併設しており、多くの施設・設備を両校で共
有しているため、施設設備の維持管理については、学科で個別対応できるもののほか、
多くは学科の申請により事務部が対応している。
施設設備や物品の維持管理は、
「学校法人大阪青山学園 固定資産及び物品管理規程」
及び「学校法人大阪青山学園 施設等管理規程」に依って行っている。
火災・地震対策、防犯対策のための定期的な点検は、消防設備等の点検を毎年 1 回
実施している。防犯対策としては、平日の昼間は、正門に警備会社による派遣警備員
１名を配し、夜間は校内に派遣警備員１名を常駐させている。休日は、昼夜共に校内
に派遣警備員１名を常駐させている。また、一部の建物にはセキュリティーシステム
を導入し、併用して防犯対策に努めている。
コンピュータシステムのセキュリティ対策は、ウイルス対策用ソフトを活用し、シ
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ステムの安定性・安全性確保のためにネットワークセキュリティシステムを調整しつ
つパフォーマンスの向上を図り、あわせて情報システム全体のセキュリティ向上を図
っている。
省エネルギー・省資源対策、その他地球環境保全の配慮について、掲示等により教
職員や学生に対し周知及び啓蒙を行っている。例えば、エレベータの乗り口には、階
段の利用を促す掲示をしている。また６月～９月はクールビズを実施している。電気
の使用については、デマンド監視装置の設置により、最大電気量の引き下げに努めて
いる。調理実習等で利用された廃油については、廃油のリサイクル業者に処理を依頼
している。パソコンプリンターの廃インクパッケージも回収・再利用のため積極的に
取り組んでいる。
(b) 課題
学生を含め全学としての総合的な避難訓練や災害発生時の危機対応における教職員
の組織的取組が、本学の定める危機管理マニュアルどおりに実施できるか、また、マ
ニュアルの不備はないかの点検と実施が必要である。
コンピュータのセキュリティ対策は、ウイルスの手口が巧妙になる中、より一層の
強化が必要である。
省エネルギーや省資源対策、その他地球環境保全の配慮については、今後の施設・
設備の改修などの際に、LED など省エネタイプの設備や機器の導入などを検討する必
要がある。
■ テーマ 基準Ⅲ－Ｂ 物的資源の改善計画
図書館機能の施設である図書室とメディアセンターについては、それぞれの蔵書の
あり方やその機能について、併設する大学と一緒に学生が活用しやすい環境に改善を
図る。
日頃から警備員によるを巡回し災害防止に努めるとともに、災害の発生に備えて避
難訓練を定期的に実施する。
○備付資料
47．校地、校舎に関する図面等
48．図書館、メディアセンターの概要
49．ホームページ（図書館）
https://www.osaka-aoyama.ac.jp/facility/library/

［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・専攻課程の教育課程編成・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
ここでは主として情報機器の整備状況について項目を立てて示す。
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○ネットワーク
学内 LAN は Osaka Aoyama Educational Network System－ OAENS（オーエン
ズ）と呼ばれ、下表のようなスピードで学内全体を接続し、インターネット接続の他、
メール・ファイル共有・プリンタ共有などの各種サービスを提供している。また、1Gbps
の光ファイバによって商用プロバイダ経由でインターネット接続を提供している。な
お、回線事故に備え 200Mbps のバックアップ回線も用意している。平成２５年度に
は、文部科学省助成を受けてネットワーク装置を一新し、さらに無線 LAN の周波数
帯を 2.4GHz 帯だけでなく 5GHz 帯の利用も可能とした。また、各種サーバーを仮想
化し、現代的サービスに対応する環境を整えた。
教職員にはユーザ ID が配布され、各種サービスが利用できる。また、全学生が情報
系の何らかの授業を受講することとしており、授業内でユーザ ID を登録し、各種サー
ビスを利用できるようになる。
接続線の種類

伝送速度

備考

基幹線

1Gbps

サーバ間及び各建物間を接続

1Gbps

本館演習室および 4 号館・5 号館内を接続

100Mbps

本館・1 号館～3 号館内を接続

300Mbps

各建物内で使用可能

1Gbps

商用プロバイダ経由

200Mbps

インターネット接続バックアップ

支線
無線 LAN（WiFi）
インターネット接続

メールシステムとして平成２５年１２月より Microsoft Office365 を導入し、アクセ
スの利便性を高めた。また、学内からはフィルタリングソフトを介してインターネッ
トアクセス（Web アクセス）を行うこととしており、有害／危険サイトへのアクセス
を規制している。学内ネットワーク接続パソコンには、ウィルス対策ソフトインスト
ールを義務付けている。
無線 LAN（WiFi）については、平成２７年に学認(学術認証フェデレーション)およ
び eduroam に加盟した。これにより eduroam 加盟機関の学生・教職員が自由にイン
ターネット接続できる環境を整えた。
○情報教室の整備
教室は下表のように整備されている。平成２5 年度補正予算による私学助成を獲得
し、平成２６年４月～５月で旧型 WindowsXP パソコンを一掃した。情報系授業の他、
各種授業での情報検索・レポート作成、さらに卒業研究などに利用される。授業時間
以外には自習にも使用される。
教室名

番号

台数

OS・機種

第 1 情報処理演習室

２１１

６１台

MS-Windows 7

（第 1 コンピュータ室）
第２情報処理演習室

Dell OptiPlex 90２0
２０６

６１台

HP Compaq d530 CMT

（第２コンピュータ室）
情報教育センター室

MS-Windows 7

４－２１０
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Dell OptiPlex 90２0
１２台

Windows7/MacOS ﾃﾞｭｱﾙﾌﾞｰﾄ
Apple iMac

○自習室等の整備
学生が占有して自習に利用できる部屋は下表のように整備されている。図書館図書
室・図書館メディアセンターでは、図書検索専用パソコン各 1 台を含んでいる。図書
館メディアセンターのパソコンは、DVD プレイヤーを兼ね、メディアプレイヤーとし
ての利用も想定している。また、進路支援センターのパソコンは、就職・進学等の進
路に関する情報の閲覧等を主な用途としている。
室名

番号

学習支援室

２０３

４台

MS-Windows 7
Dell OptiPlex 90２0

学生談話室

２０５

７台

MS-Windows 7
Dell OptiPlex 90２0

図書館図書室

３号館２階

９台

MS-Windows 7
Dell OptiPlex 90２0

図書館メディアセンター

４号館３階

１７台

MS-Windows 7
Dell OptiPlex 90２0

進路支援センター

４号館２階

６台

MS-Windows 7
HP ProBook 450 G２

○ソフトウェア整備
OS および Office 製品のライセンスを Microsoft 社との包括契約（OVS-ES）により
取得しているのをはじめ、学園として以下のようなソフトウェアを標準的に整備して
いる。
種

類

ソ フ ト ウ ェ ア 名 称

OS

Microsoft Windows 7 SP1

オフィススイート

Microsoft Office 2010 Professional

統計処理

SPSS Ver.22 / Amos Ver.22 ※

ウィルス対策

Trend Micro ウィルスバスターコーポレートエディション

モニタリング

Sky Sea

※ネットワークライセンスのため、最大起動数は SPSS 50 ユーザー/Amos 10 ユー
ザー
また、情報教育センター室 iMac（１２台）については、Adobe CC を導入しより高度
なコンテンツ作成に対応できるようにしている。
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○Campus Avenue
教務部が運用主体となる情報システムで、学生の科目履修登録・成績閲覧・休講情
報通知・電子シラバスなどを提供している。成績閲覧は、平成２７年９月から学外か
らも行えるようにし、あわせて各種機能を学外からアクセスできるようになっている。
一方教職員は、このシステムを介してシラバス作成・成績入力を行うことができ、進
路支援センターの協力で学生カルテの試験運用も行っている。
○図書館システム
図書館システム「情報館」が整備されており、OAENS を介して学生・教職員すべ
てが本学図書館の蔵書検索を行える。さらに本学図書館で契約した電子ジャーナル・
電子図書の閲覧も行える。電子ジャーナルについては 2016 年度から開始するものも
含めて１４点を備えている。
(b)課題
第２コンピューター室は導入より５年が経過し、更新時期が到来している。また、
今後のクラウドサービス利用拡大のために、インターネットアクセス回線容量の不足
が懸念される。
Campus Avenue の各種機能の試行利用中であり、ネットワーク上でのサービスを
十分に活用できていない。一方で Campus Avenue のシステム設計がカリキュラム変
更に柔軟に対応できないなど教務のニーズに合わなくなってきており、業者に依頼し
てプログラム変更を行うことで維持費が高額となってきている。このように維持管理
が技術的にも経済的にも困難になりつつある。
ネットワーク全体では看護学科開設に向けてサーバーおよびネットワーク装置の増
強・更新を行ってきたが、本館・１号館・２号館・３号館の各建物内の配線ケーブル
そのものは平成８年度に敷設された LAN ケーブルをそのまま利用している。伝送速
度は、一般的な利用においては十分であるが、屋内敷設のケーブルの耐用年数は２０
年から３０年といわれており、今後、ケーブルの敷設替えの必要な時期に入る。
■ 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の改善計画
第２コンピューター室は平成２８年度中の更新を計画している。これにあわせて学
内の標準 OS バージョン・標準 Office バージョンを最新のものに更新する予定である。
インターネットアクセス回線は、平成２７年度末に増速したバックアップ回線を活
用する予定で、平成２８年度にはデータ流量の様子を見ながら一部のアクセス経路を
主回線からバックアップ回線へ切り替えを試みる。
Campus Avenue については、平成２８年度中は利用できる範囲の機能を利用して
いく。一方で、教務部において平成２９年度でのシステム変更を計画しており、スム
ーズな移行が可能なシステムを選定中である。これにより総合的な維持管理コストの
削減を目指す。
ケーブルの敷設替えは、差し迫った状況ではないが、工事には比較的長い期間が必
要であり、十分な検討が必要である。３年程度の間で検討し、適切な時期に敷設替え
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工事を行うこととする。
○備付資料
50．学内 LAN の敷設状況一覧
51．本館配置図（コンピュータ教室）
［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
本学及び学園の資金収支及び事業活動収支は、支出超過が続いている。この要因は、
入学定員及び収容定員の未充足が続いたことによる。このため、平成２７年度に幼児
教育・保育科を募集停止し、その定員（入学定員 100 名）の一部を基にして、併設の
大阪青山大学の健康科学部に看護学科（入学定員 80 名）を設置した。これにより、看
護学科の完成年度である平成３０年度には収支は改善し、学園全体で収入超過し、短
期大学を存続し得ると見込んでいる。
退職給与引当金は、本学の教職員に係る期末要支給額の 100％を計上しており、減
価償却引当金も目的どおり引き当てている。
資産運用は、学校法人大阪青山学園資産運用規程に基づき運用を行っている。運用
は、当規程の第２条で定める元本の安全性確保を第一とし、この範囲内で有利な運用
に努め、投機性のある運用は行っていない。
教育研究用経費は、教育研究経費比率 54.4％と高い水準にあるが、これは学生生徒
納付金に係る収容定員の未充足により帰属収入が充分でないことに起因している。教
育研究用の施設設備及び学習資源については、併設の大阪青山大学と共用しているも
のが多い。調理製菓学科においては、調理関係施設設備及び図書を大学の健康栄養学
科と共用し、幼児教育・保育科においては、音楽、図画・工作、体育等の施設設備及
び図書を大学の子ども教育学科と共有しているが、何れもそれぞれの設置上の問題は
なく、有機的に活用されている。
財的資源に大きく影響を及ぼす入学定員充足率及び収容定員充足率については、平
成２７年度の調理製菓学科は入学定員充足率 108.3％、収容定員充足率は 100％である。
幼児教育・保育科は、先に述べたとおり平成２７年度から募集を停止している。この
ことにより、収容定員数が大きく減少し、財務体質に大きく影響を及ぼしている。
(b)課題
上述のとおり、本学の幼児教育・保育科を募集停止しその定員の一部を基にして併
設の大学に看護学科を設置した。これにより学園全体としては、看護学科が完成年度
を迎える平成３０年度には収支が黒字化する計画である。しかしながら、幼児教育・
保育科を廃止する本学は入学定員６０名、収容定員１２０名の短期大学となり、本学
のみの収支の安定化は難しく、他の併設校の収支に影響を与え教育環境を悪化させか
ねない。そのためにも、高等教育における職業教育のあり方を視野に入れつつ、本学
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の規模の適正性とそれに伴う組織・制度等のあり方について将来構想委員会等を中心
に早期に策定し、実行していく必要がある。
［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
本学は、前述のとおり平成２７年度から幼児教育・保育科の募集を停止し、その定
員の一部を基に併設の大学に看護学科を設置した。これは本学を含め学園全体として
の経営基盤の安定を図るものである。特に、本学は併設の大学と同一のキャンパスに
おいて互いに実践的な資格取得による職業人の育成を目指し、相互に影響し合って教
育を高めている。一方、同様な資格取得を目的とする学科を設置する他大学が近隣に
増えるとともに、専門学校も含め競合化が激化している。
本学の経営は、その組織規模や同一キャンパスにある大学との共有組織・施設等の
観点から学園全体としての経営・財務計画を策定し推進している。人事計画について
は、幼児教育・保育科の廃止を見据え、教員人事は短期大学設置基準を基に適切に配
し、職員人事は併設の大学との有機的な一体的活用を進めている。施設設備計画につ
いても、幼児教育・保育科の廃止を見据え、大学との効率よい共用のあり方を検討し
ている。
外部資金の獲得については、教育振興資金として一般に寄付金を募っている。また、
教員に対し科学研究費助成事業への積極的取組を促している。遊休資産の処分につい
ても、理事会で議論され計画はしているが、昨今の社会情勢により充分な処分には至
っていない。
本学の規模、特に幼児教育・保育科を募集停止にしたことにより、経費構造は、人
件費、施設設備費共にバランスが悪化している。しかしながら、上述のとおり、大学
との共有する内容の精査と整理によりバランスは幾分改善する。
以上の内容を含め、経営情報や財務情報は全教職員が一堂に会する場において常務
理事から説明がなされ、財務改善のための定員管理による退学者の抑制の必要性など
問題点を共有し、教職員全員による危機意識の醸成に努めている。
(b) 課題
本学の幼児教育・保育科の募集停止に伴って、本学の規模は１学科で入学定員６０
名、収容定員１２０名となる。大学の看護学科の完成年度には学園全体での経営は安
定が見込まれるものの、本学単体の経営が悪化すれば他の設置校の教育環境を低下さ
せることになりかねず、本学独自での経営安定の将来像を策定し、実施する必要があ
る。
1 学科となる調理製菓学科において、同一キャンパスに併設する大学の設置学科と
共有できる教育・研究分野や人材・施設設備をさらに有効活用し、本学の特色、強み
を強化していく必要がある。
上記により、併設の大学との共同研究をも推進し、科学研究費助成事業への積極的
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な応募、取組みにより外部資金の獲得に寄与できる。
■ テーマ 基準Ⅲ－Ｄ 財的資源の改善計画
本学園では大学、短大、幼稚園以外に城郭建築の博物館を所有している。平成１１年に
開館し、当時は短大の日本語・日本文学科の学生を中心にとして所蔵品を教育に活かして
いた。しかし、この城郭建築博物館の維持運営が消費収支上大きな負担になっており、こ
の改善策に取り組んでいるところである。
設置学科の状況は、平成１９年から２６年までの８年間入学定員割れが続いていた幼児
教育・保育科の学生募集を平成２７年度に停止し、併設する大阪青山大学に看護学科を設
置した。この計画では看護学科の純増という案も検討されたが、キャンパスの状況、幼児
教育・保育科の改善見込みなどを勘案して決断をした。その結果大学の既存学科も含め入
学定員を充足させることができ、帰属収支も回復傾向にある。青山幼稚園は毎年度順調に
園児を集め、財務の状況も好調である。この状況を維持し早期に法人全体の帰属収支差額
をプラスにして財務基盤の強化をはかる計画である。
収容定員１２０名の調理製菓学科の短大の将来については常任理事会の下に特別委
員会を設置し、定員増等の規模拡大と内容の充実を検討していく。そのためにも毎年
度入学定員を充足させ改革の土壌作りを行う。その方策として「入りたい短大」と評
価されるため教育上の魅力向上や卒業生の社会貢献など、情報の発信を積極的に進め、
専門学校との差別化を明確にしていく。
量的な経営判断指標等については、学生生徒等数の増減比は平成２１年度と２６年
度を比較したとき 134.7%であり、学生生徒等納付金収入はやや改善の傾向である。今
後も定員を充足させ、収入を安定させるために学科の強みを全教職員が共有し、積極
的に社会に発信する。競合校である周辺の同分野大学及び専門学校との差別化を明確
に図り、社会の認知度及び関心度の向上を目指す。
財務分析上、大学、短期大学部は帰属収支差額比率が過去５年極端に悪化しており、
併設の幼稚園から支援を受けている状況になっている。この状況から一刻も早く脱す
るためには、収入面では学生生徒等納付金収入はもちろん、これ以外に外部資金の獲
得や資産売却、寄付金の募集に注力し、収入増に努めて経営を正常な状態に戻さなけ
ればならない。支出面では人件費率が高いが、平成２１年度に比べて１６ポイント改
善されており２５年度は６０．８％である。設置する学科の性質上、大学設置基準よ
り教員を多く採用しなければならず、改善に限界があるが、最終的には５０％台前半
に目標を定めている。次に教育研究経費率（平成２６年度５４.５％）は他大学に比べ
非常に高く、学科運営を基礎から精査し、事業の見直しと経費削減をすすめ３０％を
目指し適正化に努める。
法人全体の財政安定策としては、現在幼稚園を除いて箕面キャンパスと川西キャン
パスがあり、１年以内にこれらのキャンパスの統合を検討し、合理的な運営を目指す。
片方のキャンパスは流動資産として将来の財政安定に資するよう早急に結論をだす。
○提出資料
21．「計算書類等の概要（過去３年間）
」
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・様式１ 資金収支計算書の概要
・様式２ 活動区分資金収支計算書（学校法人）
・様式３ 事業活動収支計算書の概要
・様式４ 貸借対照表の概要（学校法人）
・様式５ 財務状況調べ
・様式６ 資金収支計算書・消費収支計算書の概要
・旧様式１ 資金収支計算書・消費収支計算書の概要
・旧様式２ 貸借対照表の概要（学校法人）
22．資金収支計算書・資金収支内訳表・貸借対照表（平成２５年度～平成２７年度）
23．活動区分資金収支計算書・事業活動収支計算書・事業活動収支内訳書
（平成２７年度）
24．消費収支計算書・消費収支内訳表
25．中・長期の財務計画
26．事業報告書
27．事業計画書／予算書
○備付資料
52．教育振興基金 募集要項
53．財産目録及び計算書類
■ 基準Ⅲ 教育資源と財的資源の行動計画
平成２８年度に常任理事会において、１学科２コース収容定員１２０名の短期大学部に
ついて収支の均衡を図るための方策の検討と、新たな改組の可能性を探る。同年度中には
結論を出したい。
検討項目としては、外的環境として、社会のニーズ、マーケット及び受験生の意識等の
調査、内的環境として短期大学以外の競合校との差別化、学生満足度の向上等の施策をつ
くりあげるための調査検討を開始する。
◇ 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
本学園の理事長塩川和子は昭和６２年から学内理事として法人運営に深く関わ
っている。その経験は現在の本学園のガバナンス体制に生かされている。塩川理
事長は、建学の精神及び教育理念・目的への深い理解をもとに学園発展のための
すべての施策について責任を負っている。まず理事会の運営に関してその召集と
審議について責任を負い、年間１０回開催されるその会議の中で各理事に十分な
議論を促したうえで集約された意見をすべて受け取っている。
学内理事による常任理事会も月に１回の間隔で行なわれており、大学を取り巻
く諸課題により迅速に対応できるような学長のサポートシステムも機能している
といえる。しかしながらこのペースでの会議開催でも決して十分とは言い難い。
平成２７年度の常任理事会の開催状況は以下のとおりである。
年月日

主な議題

定数

出席数

１

27 年 4 月 23 日

・4 月 27 日開催の理事会について

６

６

２

27 年 5 月 18 日

・5 月 22 日開催の理事会について

６

６

３

27 年 6 月 12 日

・副学長の選任について

６

５

４

27 年 6 月 25 日

・6 月 25 日開催の理事会及び評議員会に

６

６

ついて
５

27 年 7 月 23 日

・就業規則違反について（副題）

６

６

６

27 年 7 月 27 日

・7 月 31 日開催の理事会について

６

６

６

６

６

６

６

６

６

４

６

６

６

６

・来年度人事について
７

27 年 8 月 6 日

・大学同窓会設立について
・来年度教員人事について
・幼児教育・保育科廃止にかかる所属教

８

９

27 年 9 月 4 日

27 年 9 月 14 日

員について
・来年度教員人事について
・9 月 18 日開催の評議員会及び理事会に
ついて
・幼児教育・保育科廃止にかかる所属教
員について
・10 月 23 日開催の理事会について

10

27 年 10 月 19 日

・幼児教育・保育科廃止にかかる所属教
員について

11

27 年 11 月 16 日

・11 月 16 日開催の理事会について
・平成 28 年度教員人事について
・調理製菓学科の在り方について

12

27 年 12 月 22 日

・子ども教育学科の在り方について
・人事委員会について
・1 月 22 日開催の理事会について
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13

28 年 1 月 18 日

・子ども教育学科の在り方について

６

６

６

６

６

６

６

６

６

６

６

６

６

６

・奨学金規程の見直しについて
14

28 年 2 月 1 日

・人事委員会について
・将来構想委員会について

15

28 年 2 月 23 日①

・2 月 26 日開催の理事会について
・新年度職員人事案について

16

28 年 2 月 23 日②

・健康栄養学科「調理学実習Ⅱ(2)」にお
ける体調不良者について
・健康栄養学科「調理学実習Ⅱ(2)」にお

17

28 年 2 月 29 日

ける体調不良者について
・学部長・学科長の選任について
・28 年 2 月 26 日開催の理事会について

18

28 年 3 月 9 日

・平成 28 年度予算編成について
・図書館長任命の件

19

28 年 3 月 17 日

・3 月 22 日開催の理事会について

塩川和子理事長は、短期大学部の学長も兼務している。経営面でのリーダーと
教学面でのリーダーが同一人物であるということは、教学と経営のバランスを常
に念頭に置いたガバナンス体制が維持継続できるというメリットを持つものであ
る。
また、大学との合同形式による「大学運営会議」を開催し、キャンパスを共有
する大学にもまたがる重要な案件について、広く中核教職員の意見を吸い上げて
最終的に学長に上程することとしている。これも学長のリーダーシップ及び組織
のガバナンス体制を強化するための仕組みの一つだといえる。
監事の業務については、寄付行為第７条の定めに基づき、２人の監事が適切に
業務を遂行している。また、評議員会については寄付行為第２０条に基づき１７
名の体制をとり、年２回の定期開催に加えて２回程度の臨時開催がある。
大学運営におけるガバナンス体制については、学園の中長期計画に基づいて理
事長が毎年度の事業計画の策定および予算編成の方針を提示し、それをもとに各
部署局が計画・案を提出、理事長のヒアリングを経たのちに評議員会の意見を聞
き、最終的に３月の理事会で審議承認される、といった一連の流れで確実に保た
れているといえる。
以上より、リーダーシップとガバナンスについては適切に機能しているといえ
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
本学園は大阪青山大学、大阪青山大学短期大学部及び青山幼稚園を擁している。
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理事長は学校法人大阪青山学園寄附行為第１３条にもとづき法人を代表してこれ
らの教育施設を管理監督し学園の業務を統括している。
現理事長は平成１９年から現職に就いているが、昭和６２年から学内理事として
法人運営に深く関わり課題解決に当たってきた。平成１９年からは学園長も兼ね教
学側と法人との意志疎通をはかり、その経営手腕は高く評価され、指導者として建
学の精神、及び教育理念・目的を十分理解し学園の発展に大きく寄与している。
理事長は、毎年５月に監事による監査を受け、同月末の理事会に監査報告書を提
出するとともに事業報告案及び決算案の議決を経た後評議員会に報告し、意見を求
めている。
理事会の開催は寄附行為第１１条により理事長が原則として開催日の７日前ま
でに開催場所及び日時並びに会議に付議すべき事項を書面により通知し招集する
ことになっている。会議は理事長が議長となり法人の運営について審議されるほか、
理事の職務執行についても監督をし、法人の最高意志決定機関として機能している。
理事会は年間１０回開催され、各理事から種々情報を集めている。また学内では
毎月常任理事会を開催し教育行政、周辺短期大学の動向等を注視し、発展に寄与で
きることがあれば迅速に議論し、結論を出すことになっている。また定期的ではな
いが法人側と教員側との情報交換を中心としたヒヤリングを行い、課題解決に当た
っている。
学校法人寄附行為第３条において教育基本法及び学校教育法に従い学校教育を行
っていることを明記しており、理事会は短期大学の運営についてこれらの責任があ
ることを十分認識した上で業務を遂行している。
また、第三者評価を受けるにあたって理事会は、自己点検・評価報告書の作成に
常任理事も参画し、理事会の意見も反映させている。訪問調査にあたっては、理事
長、常務理事ほか学内理事を出席させ、適切な対応を予定している。
学園の将来の有りようについては理事長を議長とした将来構想委員会に於いて検討し
ており、若手教職員も含めて中長期計画を立案するよう指示をしている。なお今審議中
の将来構想委員会は第２次中期計画で平成３２年度までとしているが、少子化が急激に
進む平成３４年度も含めて議論をしている。
情報公開については、
「私立学校法第４７条」にもとづいて、財産目録、貸借対
照表、収支計算書、事業報告書及び監事の監査報告書を作成し、利害関係者の閲覧
に供している。また学園のホームページに財務情報を掲載し、積極的に公開してい
る。
理事会は次の規程を整備して、法人運営並びに短期大学運営に資している。
（学校法人運営に関する主な規程）
・学校法人大阪青山学園組織規程
・学校法人大阪青山学園事務分掌規程
・学校法人大阪青山学園就業規則
・学校法人大阪青山学園服務規程
・学校法人大阪青山学園公益通報等に関する規程
・学校法人大阪青山学園情報公開規程
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・学校法人大阪青山学園定年規程
・学校法人大阪青山学園給与規程
・学校法人大阪青山学園経理規程
・学校法人大阪青山学園公的研究費取扱規程等
（短期大学部運営に関する主な規程）
・大阪青山大学短期大学部運営会議規程
・大阪青山大学短期大学部 IR 委員会規程
・大阪青山大学短期大学部教員選考規程
・大阪青山大学短期大学部入学者選抜規程
・大阪青山大学短期大学部自己評価委員会規程等
理事は私立学校法第３８条の規定に基づき、寄附行為第６条（理事の選任）に
より選任しており、学内の４名学外３名の計７で構成されている。学外理事はいず
れも学識経験者であり豊富な社会経験と見識を有して建学の精神を理解し理事会
運営に参画している。学内理事も建学の精神を理解していることは当然であり、そ
れぞれ本学主要ポストにおいて法人運営及び学校運営に尽力している。また学校教
育法第９条の規定は、寄附行為第１０条（役員の解任）において、準用している。
(b) 課題
現在 理事会は年間１０回開催されており、大学、短大及び幼稚園の運営状況が
報告されているが、外部理事３名を含むすべての理事が限られた開催回数の中でそ
れぞれ抱えている課題についていかに共有できるか検討していく必要がある。
また経営については理事会の最も重要な業務であるため、理事長は必要ある毎に
予算執行状況、決算見通し等の財務状況及び将来展望の説明を行っているが、当日
の限られた時間内での審議は十分とは言えない。
理事長のリーダーシップを支援するための組織として常任理事会が月に一度開
催されているが、急激な変化を遂げる社会情勢を十分認識し、理事長が迅速な経営
判断をするため、開催回数と議事内容について見直す必要がある。
■ テーマ 基準Ⅳ－Ａ 理事長のリーダーシップの改善計画
改善計画としては、理事会、評議員会において議案審議が十分できるよう開催通知
に詳細な議案書を添付し事前案内を行うことにしている。このことにより当日の両会
議において活発な質疑応答が期待され、また所要時間の短縮が予想される。
理事長をサポートする常任理事会については学園を取り巻く社会の動きを熟知し共
有するため開催回数を月２回以上とする。議事内容についても教学部門も含め学園全
体の課題を議論できるよう体制を充実させる。これらの改善により理事長はリーダー
シップを発揮でき学園の発展に一層の発展を寄与できるものと考える。
○提出資料
28．寄附行為

114

大阪青山大学短期大学部

○備付資料
54．理事長の履歴書
55．学校法人実態調査表（写し）
56．理事会議事録
57．規程集
58. ホームページ情報公開（財務情報）
http://www.osaka-aoyama.ac.jp/disclosure/

［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に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
学長は、教育運営の最高責任者として、その権限と責任において、教授会の意見を
十分に聞いたのちに最終的な判断を行っている。また、教育研究活動が円滑に運営さ
れるよう教職員に対して指導・監督を行っており、本学の運営全般についてリーダー
シップを発揮している。
教授会は原則として毎月１回、第三木曜日に開催することとしている。このたびの
学校教育法の改正に沿った学内規程の改正により、教授会は学長が招集し、その議長
となるところは変わらないものの、教授会規定の第４条に定める通り、
「教授会は、学
長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べる。」機関であると規定さ
れ、(1) 学生の入学、卒業及び課程の修了に関する事項 (2) 学位の授与に関する事項
(3) その他教育研究に関する重要な事項 について学長が決裁するにあたって斟酌す
る意見を述べる機関として適切に機能している。
また、学長は学科会議のほか、学長に直結している各種委員会の審議結果の報告を
受け、それらをまた十分に斟酌しつつ教学上重要な事項について意思決定を行うこと
としており、適切な教学運営体制が確立しているといえる。
さらに、併設している大阪青山大学の学長は本学学長が兼務するという規定を整備
し、一つのキャンパスに二つの大学が並存するという立地において整合性のある教学
運営が双方の学校において保たれる形をつくっている。
（学園組織規程第３条の２、お
よび大阪青山大学兼大阪青山大学短期大学部学長選考任免規程）そして、双方の意思
決定を円滑に進めるための「大学運営会議」という会議体を合同で開催し、大学・短
期大学部双方をまたぐ重要な案件についてはその会議において意見を集約して学長に
上程している。
（b）課題
短期大学部として一学科体制となった現状において、学修成果のより精緻な把握の
ための仕組み作り、また学位授与におけるディプロマポリシーの達成状況確認の仕組
みづくりなど、本学が直面している課題の解決に向けて、迅速かつ的確な教学改革を
継続して進めなければならない。そのための推進力として学長のリーダーシップはま
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すます重要となる。今後も教授会の意見を十分に反映させながら、スピード感をもっ
て施策を実行していく体制をさらに強化していく必要がある。
■ テーマ 基準Ⅳ－Ｂ 学長のリーダーシップの改善計画
教授会が厳密な意味における審議機関となったのであるから、審議の結果が意見と
して学長に上程され、学長の意思決定が迅速に行なわれなければ、リーダーシップが
十分に機能しているとは言い難い。法的な整備は既に完了しているので、今後はより
スピード感のある教学改革が実現されるよう、教授会や各種委員会から学長への意見
上程のプロセスを円滑に速やかに行うことを基本としたい。
また、それらを一括して大学(短期大学部合同)運営会議の場で包括的に審議する形も
とる必要がある。
今後は各種委員会等における審議と意見集約もすみやかに行うとともに、教授会に
ついては定例のみとせず随時開催も行なって学長のより迅速な意思決定を後押しする
形をつくる。教学改革における迅速性をより確かなものとしていく。
○備付資料
59．学長の個人調書
60．副学長の個人調書
61．教授会議事録
62．運営会議議事録
63．自己評価委員会議事録
64．入試委員会議事録
65．教務委員会議事録
66．学生生活委員会議事録
67．FD 推進委員会議事録
68．IR 委員会議事録
69．大学改革委員会議事録
70．危機管理委員会議事録（危機管理室）
71．入試広報企画戦略会議議事録（入試部）
72．学習支援室運営委員会議事録（学習支）
73．SD 推進委員会議事録（総務部）
74．進路支援委員会議事録（進路支援セ）
75．情報教育推進委員会議事録（情報教セ）
76．地域連携推進委員会議事録（学生支援）
77．図書委員会議事録（図書館）
78．危機管理委員会議事録（危機管理室）
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［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
監事の定数は、寄附行為により「２人乃至３人」定められており、現在２人の監事
が就任している。
監事は、寄附行為第 7 条に定める監事の職務に基づき、本法人の財務状況及び業務
の監査について適切に職務が行われている。財務状況の監査については、毎年５月に
監事による会計監査を行っており、公認会計士との意見の交換も行っている。業務監
査については、すべての理事会、評議員会に出席して、本法人の業務が適正に運営さ
れているかどうかの監査をし、理事会、評議員会の席上で意見を述べている。また、
必要に応じ理事長に対し意見を述べている。
監事は、本法人の財産状況の監査については、主に決算書類、財産目録により実施
し、適切に行われているかを監査している。また、公認会計士から監査状況について
意見を聴取している。業務の監査については、理事会、評議員会に出席し、重要な業
務について理事会の動向、評議員の意見が適切かどうかの把握に努めている。これら
の結果を、私立学校法及び寄附行為の規定により、毎会計年度、監査報告書を作成し、
当該会計年度終了後２ケ月以内に理事会及び評議員会に提出している。
(b) 課題
本学園の規模から、独立した内部監査室の設置が難しく、監事との連携による内部
監査など三様監査が充分に機能できていない。
［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、理事長を含
め役員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
評議員会及び評議員については、私立学校法に基づき寄附行為に規定している。評
議員会の組織については、私立学校法第４１条第１項の規定に従い、理事の定数の２
倍をこえる数の評議員をもって組織している。寄附行為の第５条の２で理事の人数を
「７人以上９人以内」と規定し、第１８条第２項で評議員の人数を「１５人以上２０
以内」と規定している。現員としては、理事は７人で評議員は１７人である。私立学
校法第４２条第１項で規定する事項については、寄附行為第２０条に次のとおり既定
し、適切に運営している。
第２０条 次の各号に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ評
議員会の意見を聞かなければならない。
(1) 予算、借入金（当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除
く。
）及び基本財産の処分並びに運用財産中の不動産及び積立金の処分
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(2) 事業計画
(3) 予算外の重要なる義務の負担又は権利の放棄
(4) 寄附行為の変更
(5) 合併
(6) 目的たる事業の成功の不能による解散
(7) 寄附金品の募集に関する事項
(8) その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認める
もの。
評議員会は、年２回の定期開催のほか、必要に応じ臨時に開催されている。
(b) 課題
過去には評議員会への出席率が悪い評議員が存在したが、見直しが行われたため、
課題は特にない。
［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
学校法人の中・長期計画を策定し、それを基本として毎年度の事業計画と予算を作
成している。事業計画及び予算の作成については、理事長が示す事業計画及び予算の
編成方針に従い、各部署からそれぞれの案を提出させ、それを基に理事長がヒアリン
グを行い集約して、評議員会の意見を聴いて３月の理事会で決定している。決定した
事業計画は速やかに学内開示し、決定した予算については当該部署に速やかに通知し、
事業目的による予算差引制度に則り、計画的で適正な執行を進めている。
日常的な出納業務は円滑に実施され、月次の試算表は財務理事を通じて適時、理事
長に報告がなされている。公認会計士による監査は年２５日行われ、計算書類、財産
目録等は、学校法人の経営状況及び財政状態を適正に表している。公認会計士から特
段の監査意見は付されていない。
資産及び資金の管理と運用は、
「経理規程」、
「固定資産及び物品管理規程」、
「施設等
管理規程」、「資産運用規程」に則り適正になされている。特に流動資産の運用につい
ては、資産運用規程の第２条第２項で運用の基本原則として、元本保証のある運用又
は元本の安全性の高い運用を基本とし、投機性のあるものは避けるものとしている。
寄付金は、
「教育振興資金」とし、新しい社会の要請に応じ得る高等教育機関として、
学園の教育環境の整備や教育研究の進行をはかり、また施設設備の充実を推進する等、
基盤整備の諸事業推進に資することを目的としている。募集については募集要項を定
め、同窓生、教職員等の個人及び企業に広く求めている。
学校教育法施行規則、私立学校法の規定に基づき、教育情報はホームページ、大学
ポートレート、大学案内、学園情報誌「OASIS」で公表し、財務情報はホームページ、
学園情報誌「OASIS」で公開している。
(b) 課題
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予算の策定において、目的別予算制度を実施して２年目であり、事業計画と目的別
予算とのより連動性、緻密性が求められる。
情報公開において、財務情報のホームページ上での開示については、図式化するな
どより分かりやすい表現形式とする工夫も必要である。
■ テーマ 基準Ⅳ－Ｃ ガバナンスの改善計画
監事の監査を補佐し、内部監査がより効果的に実施できる組織体制を整える。特に、
法人事務局等を中心として、業務監査における監事への業務報告を密にする。中期計
画に則り単年度の事業計画、目的別予算をより効果的に推進する。
○備付資料
79．監事監査記録（平成２５年度～平成２７年度）
80．評議員会議事録
■ 基準Ⅳ リーダーシップとガバナンスの行動計画
平成２８年度５月から、今年度に開催されるすべての理事会、評議員会の一週間前
を目途に開催案内と会議資料一式に議案ごとの賛否を問う形式の委任状を添えて一斉
配付することとする。また常任理事会については２週に一回のペースで開催すること
とする。またこの常任理事会には必要に応じて学科長、関係部署の長などを招聘し、
現場の意見を踏まえた議論が行われるよう配慮する。
学長への意見上程と決裁についてはよりその結果が教職員ほか学園のすべての構成
員にあまねく周知徹底されるよう、常に最新の決裁事項をイントラネット上にて一覧
できるフォルダ整備等を行う。さらには情報伝達の手段としてＳＮＳの有効活用につ
いても今年度中に検討し結論を得る。
また、リーダーシップとガバナンスの実効性について検証するための監事の役割は
極めて重要であるとの認識を共有しながら、監事による業務監査の充実をはかる。平
成２８年度における業務監査の全体フレームと実施計画を１１月末までには策定し、
業務監査を平成２９年１月～２月にかけて実施、３月の理事会にて報告を行うものと
する。
◇ 基準Ⅳについての特記事項
特になし
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【選択的評価基準】
教養教育の取り組みについて
[基準(１) 教養教育の目的・目標を定めている。]
(a)現状
本学の教育目標は前述のとおり「豊かな情操と健全な心を育み、社会のさまざまな
分野において信頼され活躍できる高度な専門知識と能力を身に付けること」であり、
この前段の部分が本学における教養教育の目標だといえる。また、大枠としての教育
目標をうける形で５つの教育方針が示されており、１つ目の「豊かな情操と人間性を
育む教育」
、３つ目の「優れた施設と設備、文化財など本物に触れて学び、感性を磨く
教育」、５つ目の「国際社会に寄与する人材を育てる教育」という文言として、明確に
定められているといえる。
(b)課題
「目標」と「方針」という文言の使い分けについて、また大項目と小項目の関係性、
整合性について一層分かりやすく整理することが必要であると思料する。
(c)改善計画
併設する大阪青山大学との合議機関である「大学運営会議」に本件を提議し、大学
との一体性に配慮しながら平成２８年度中に議論をすすめる所存である。
[基準(２) 教養教育の内容と実施体制が確立している。]
(a)現状
カリキュラムの「一般教養科目」カテゴリーの中に、体育関係の科目、外国語関係
の科目とともに教養教育に係る科目が設置されている。規定として、
「外国語２単位以
上、体育２単位以上、一般教養科目の総合計で 1２単位以上修得すること」を卒業要
件としているので、すべての学生は少なくとも 8 単位以上の教養教育に係る学修を遂
行している。さらに、学科の専門教育（職業教育）と密接なつながりのある科目「茶
道と伝統文化」
「華道と現代生活」
「書道」等の履修を基本として履修指導をしており、
実施の体制は確立しているといえる。
また、教養教育の内容は各科目のシラバスに明示されているといえる。
(b)課題
基準Ⅰ-B-２にも述べたように、選択の幅を持たせるために多く開講していた科目数
を、収容定員の削減(学科の廃止)に伴って減らしていかざるを得ないが、教養教育は多
様性をきちんと担保してこそ大きな意義を持つものであるともいえる。しかしながら
一方では“この学科の学生にはぜひ身につけておいてほしい”といった内容の教養科
目が、履修指導によって全員に履修させる形となっている。この矛盾をどう解決して
いくかが今最も大きくもたらされている課題である。
(c)改善計画
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前述の矛盾を解決するため、調理製菓学科の学生にほんとうに必要な教養教育とは
何か、という議論をまず学科内で起こし、学長、副学長との意見交換を経て科目の精
選、あるいは内容の充実発展につなげていく。平成２8 年度半ばにはこの作業に着手
する。
[基準(３) 教養教育を行う方法が確立している。]
(a)現状
学科の各学期における時間割については、教務課が種々の配慮を施しながら作成し
ているが、その中で学科の各コース学生に必要な教養科目（一般教育科目）を漏れな
く配置している。これに沿い、学期初めのオリエンテーションにおいて学科の教職員
が十分に周知して履修登録させている。
(b)課題
授業科目として長く整備してきた教養教育であるが、授業外での教養教育、例えば
本学の歴史文学博物館の展示見学などによるその遂行についてはまだまだ決して十分
ではないといえる。
(c)改善計画
授業外の教育プログラムのようなものを立ち上げたとしても、大きな効果が期待で
きないとなれば、その単位化（授業科目化）を検討するべきである。平成２8 年度中
に、隣接の大学で行っているような「伝統文化」に関する科目などを設置することに
ついて結論を得るものとする。
[基準(４) 教養教育の効果を測定・評価し、改善に取り組んでいる。]
(a)現状
教養教育の効果については（
「科目」として展開しているものについては）学期末の
成績評価として把握される。
各科目における教養教育の達成状況は、専門教育科目と同様に学期末の「授業アン
ケート」によっても確認することができ、これを踏まえた教員個人の改善計画提出と
いったサイクルを継続しているので、改善のためのサイクルは確立しているといえる。
また、「茶道」「華道」については、それぞれの先生方と本学学長、副学長が適宜面
談を行い、学生の取り組み状況や内容全般について聴き取るとともに本学側からの要
望を伝える機会としている。
(b)課題
要望を踏まえて改善に至ったその後の検証体制が確立されていないことが課題であ
る。
(c)改善計画
隣接の大学と共通で行う教養教育を推進するための機関「共通教育センター」が設
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置されたことを機会に、教養系の科目の評価指針について平成２8 年度中に検討し、
平成２９年度にはより精緻な成績評価体制を築くものとする
○備付資料
57．規程集
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【選択的評価基準】
職業教育の取り組みについて
[基準（１）短期大学における職業教育の役割・機能・分担を定めている。]
(a) 現状
調理製菓学科は、
「カリキュラム・ポリシー」を基に高度な知識・技術の修得が出来
るよう実習の時間をより充実させ、現場での実践力を十分養成できるよう配慮してい
る。一般教養科目として教養教育を充実させ、外国語（フランス語）、体育、他に華道、
茶道、書道に関する科目を設置し日本文化への造詣を深めている。キャリア教育に関
する科目として、
「キャリアデザインⅠ・Ⅱ」を置き目指す専門職を深めるよう助力し
ている。
将来を見据えて免許・資格を取得し、実践力を備えることを教育目的とし、本学科
の専門科目の多くは職業教育に直結している。また、調理コースはインターンシップ
としての学外現場研修を必修科目（学外実習）としており、製菓コースは、希望者を
対象とした一般教養科目「インターンシップ」を設け、就職を念頭においた職業教育
を実施している。その甲斐あって結果、就職率は毎年１００％を確保している。この
数字は本学の職業教育が社会から高評価を得ていることの証左ととらえている。
幼児教育・保育科は、保育者養成に特化した教育を行っているため、そのすべてが
職業教育といえる。長年にわたって幼稚園教諭及び保育士を養成する学校として教育
を行い、多くの卒業生を保育者として幼稚園や保育所に輩出してきた。
「学生便覧」に
幼稚園教諭２種免許、保育士を全員取得することを原則とすることを明記しており、
卒業後はこの免許・資格を活かして保育関係の職業に就いている。
本学科では、幼稚園、保育所、児童福祉施設に就職する学生が大半であることから、
子どもを育てる職業に従事するために必要な知識、技能、能力や態度を育成すること
を目指し、教育課程を編成している。
平成２３年１月に出された中央教育審議会の「今後の学校におけるキャリア教育・
職業教育の在り方について」（答申）において、「職業教育とは、一定又は特定の職業
に従事するために必要な知識、技能、能力や態度を育てる教育である」と定義されて
おり、とりわけ高等教育における職業教育について、より職業との関連を意識した質
の高い職業教育が求められている。そして、短期大学については、資格取得に必要と
なる知識・技能の修得のみならず、教養教育の上に立ち、理論的背景をもった分析的・
批判的見地を備えた専門的知識・技能の修得を目指すことが求められるとともに、職
業横断的な実務能力の育成が期待されている。
このため、キャリアデザインⅠの時間を活用し、附属幼稚園と関連幼稚園で本来の
実習時間としてカウントしていない観察実習を各１日ずつ２日間にわたって実施し、
保育者の仕事や役割、保育の一日の流れを学ばせるなど、保育という職業を理解する
機会を提供している。また、キャリアデザインⅡの時間を活用し、マナーや言葉遣い
について学ぶ接遇研修を５コマ開講している。さらに、様々な保育現場等で活躍して
いる卒業生による講演会や、幼稚園・保育所の園長等を招いての講演会を開催してい
る。
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(b) 課題
調理製菓学科では、卒業後の離職者の情報がほとんど把握できていない。いったん
離職した卒業生の再就職を支援する体制を整備し、職業教育のさらなる強化につなげ
たい。。
(C) 改善計画
企業側と本学との連携を密に行い卒業生の就業状況を継続的に把握し、そういった
情報を在学生へのキャリア教育に生かす視点が重要である。先輩から後輩への助言や
励ましのメッセージなどを伝える機会を設けたりして、卒後支援と職業教育を結びつ
ける体制を整えていく所存である。
[基準（２）職業教育と後期中等教育との円滑な接続を図っている。]
(a) 現状
調理製菓学科では、入試部と連携した高校内ガイダンスを年に数回実施している。
各高校の要望に応じて本学科の教員が出向き調理・製菓の魅力、キャリア教育を含め
た模擬授業に取り組み後期中等教育との円滑な接続を図っている。
本学科のオープンキャンパスでは、参加する高校生、保護者に対して教育内容であ
る「カリキュラム・ポリシー」及び資格取得を含めた「ディプロマ・ポリシー」を説
明している。学科では実習で扱う道具の使い方や基礎的な調理方法など体験授業を通
じて高校生にわかりやすく職業教育を指導している。
入学予定者に対しては、学科紹介リ－フレット「新入生の皆様へ」を作成し、毎年
３月に入学前オリエンテーションを実施。新入生向け職業教育を含めた門教育につい
説明を行っている。入学までにしてほしいこと「専門書などの購入」、「箸の持ち方の
練習」、
「食材の知識を身につける」
、
「リンゴを使っての包丁の使い方」
、など、そして
２年間の学びや学事以外の学科行事、テーブルマナーや研修旅行などの理解を深めて
いる。
製菓コースでは、高大連携として平成２６年より実施している「高校生スイーツコ
ンテスト青山」がある。高校のクラブ活動或いは家庭科部、スイーツに関心を持つ有
志を中心に応募し本学製菓実習室を使い実技競技を実施している。このコンテストは
第１次審査（書類審査）で選抜されたチームが第２次審査（実技審査）に進み本学実
習室で最終審査が行われる。その中で参加した高校生と教員が接続を図っている
幼児教育・保育科では、オープンキャンバスの場で、保育者を目指す高校生や保護
者に対して、保育者の役割や保育者に求められるもの、本学科で学べる授業内容や学
生支援方針、特に保育者になるために身につけておかなければならない人間力を磨き
上げ、きらきら輝く保育者を養成していくことを説明している。また、同時に体験学
習や在学生から学科紹介をするなど、幼児教育・保育科の学びを体感できる環境を整
えている。
さらに「学生募集要項」に、
「信頼される保育者になるためには、総合的な基礎学力
と健やかな心、表現力とコミュニケーションが備わっていなければなりません。高等
学校で国語をはじめとする基礎学力をしっかり学ぶとともに、基本的な日常マナーを
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身につけておいてください。
」と明記し、専門知識や技術を学ぶ前に保育者として備え
ておかなければならない一般常識を身につけておくように説明している。これらのこ
とは、高等学校等の教員向け「入試説明会」でも説明している。また、高等学校への
出前授業の実施や大学での授業体験の実施、進路説明会への教員派遣など、高等学校
との接続を図っている。
入学予定者に対しては、入学前に冊子「幼児教育・保育科へ入学するみなさんへ」
を送付し、幼児教育・保育科が目指すもの、入学までの準備、各教員からの事前学習
課題を提示している。さらに平成２５年度入学生からは、３月に入学前オリエンテー
ションを開催し、保護者とともに入学予定者に対して、礼儀作法や身だしなみ、保育
者としての心構え、知識や技術、人間理解など、社会人としてのマナーの習得の重要
性に触れ、後期中等教育を振り返り、より意欲の高い状態で入学できるように配慮し
ている。
入学後は、当初のオリエンテーション時と各担当教員の授業を通じて、さらに特別
時間を活用して保育者になるための支援を行っている。
(b) 課題
体験実習を通じてどこまで理解しているのか、内容の把握が出来ていない。
(c) 改善計画
特にオープンキャンパスでの体験授業の中で、高校生が必要とする本学の情報をさ
らに明確にし、体験授業の中で充実を図る。
[基準（３）職業教育の内容と実質体制が確立している。]
(a) 現状
調理製菓学科は、カリキュラム・ポリシーに即した内容でカリキュラムの構成をし
ている。学生便覧に記載している広く教養を培う「一般教養科目」、そして、高度な知
識や技術を修得するための「専門教育科目」を配置している。免許、資格取得のため
の専門実習を中心に実施し現場を見据えた職業教育を充実している。
調理コース、製菓コース両コースの特徴は１クラス３０人の少人数で丁寧な指導を
行い、２年間の学修では１年次で基礎である料理、菓子の道具の使い方などを徹底し
た基礎実習を実施している。２年次では職業教育の代表とする実習（インターンシッ
プ）を夏休みに行い、本学内のレストランでランチ１００食を販売する大量調理販売
などがある。また、製菓コースでも菓子やパンの大量調理販売などが専門実習として
実施している。そして、２年間の学びの集大成である卒業研究では、グループ研究と
して「食」をテーマに研究を行い卒業作品展と卒業論文がある。
調理製菓学科の特徴とする数多くの専門実習が職業訓練として現場で活きる実践力
を身につけている。
本学科の学外研修では、毎年２月に実施している西洋料理本場ヨーロッパで調理技
術の講義を受けるなど直接「食」触れる食文化演習も実施している。そして２年間の
学びの集大成である卒業研究では、グループ研究として「食」をテーマに研究を行い
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卒業作品展と卒業論文がある。
幼児教育・保育科では、保育士資格と幼稚園教諭二種免許を取得するために必要と
されている科目は、すべて法令で規定されているとおり開講している。特に音楽、幼
児体育、造形の科目については、履修単位を増やして実施している。その他必要な資
格を取得するために必要な履修すべき科目等については、
「学生便覧」に取得できる資
格と必要な授業科目が、わかりやすく示されている。
また、働くことの意義、就職に向けての意識改革、スキルアップに関しては、キャ
リアデザインⅠ・Ⅱ及び特別時間を活用して行っている。さらに就職に向けての準備
は、進路支援センターが作成した「就職の手引」と、幼児教育・保育科が作成した「就
職の手引―保育者をめざしてー」
、学生支援センターが作成した「就職ガイダンス（一
般企業を希望される方へ）
」を活用して行っている。
さらに毎年５月から６月にかけて、３月に卒業した学生が保育者として就職してい
る職場を訪問し、雇用主である園長や関係者から、本学の学生に足りないもの、今後
の保育者養成に必要なもの等、本学学生に保育現場が求めているものを聴取し、その
結果を学生指導に活かしている。
また、インターンシップの体験学習を積極的に進めており、平成２５年度に２３名
が、平成２６年度は３６名の学生が単位を取得している。
(b) 課題
製菓コースは、インターンシップ科目が一般教養科目であり希望者を対象に実施し
ている。参加人数が少ないのが現状である。インターンシップ参加人数の増加策とし
て就職活動を目の前にしたキャリア教育などでその重要性を指導教育し改善に取り組
むことが重要である。
[標準（４）学び直し（リカレント）の場として門戸を開いている。]
(a) 現状
調理製菓学科は、社会人入試や公開講座によりリカレント教育への門戸を開いてい
る。また、卒業生に対しては要望により少人数性で実技講座を行い終了後は職業に対
する悩みや情報交換の場として実施している。
製菓コースは、平成２３年に初めて卒業生８名を対象にリカレントとして本学の実
習室で行った。教員が実技指導後グループに分かれて試作研究を実施。終了後は研究
発表及び茶話会を開き意見の交換を行った。
幼児教育・保育科では 学び直しの場として広く社会人に門戸を開くため、社会人
入試を実施し、社会人の入学希望者に対して便宜を図ってきた。社会に一度出てしま
うと高校生と同じ国語の試験科目があるとハードルが高くなってしまうため、試験は
「志望理由書」と「面接」にし、受験しやすくしている。
また、本学で開講している教員免許状更新講習もリカレント教育にあたる。
（b）課題
調理製菓学科のリカレント教育実施については、社会人となった学生は参加人数や
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開催日の日時が決めにくいのが現状である。実施内容については実技指導と実技研修、
教員を交えた茶話会開きその結果は好評価を得ている。参加しやすい日時が課題であ
る。
幼児教育・保育科は、卒業生のみを対象としたリカレント教育が実施できていない。
(c) 改善計画
調理製菓学科による上記のような集まりを定期的に開催することにより、参加人数
等の課題が改善されると考える。
[基準（５）職業教育を行う教員の資質（実務経験）向上に努めている。]
(a) 現状
調理製菓学科の職業教育を担う教員の資質向上は、調理師免許や製菓衛生師免許を
取得し、現場での実務経験が豊富でこれらの経験を授業に活かし多くの調理師や製菓
衛生師を社会に排出している。企業からは本学生の卒業者の評価がよく毎年調理関係
や製菓関係の企業に多く就職し１００％の就職率である。
また、全国調理師養成施設協会及び全国製菓衛生師養成施設協会の主催の研修会に
も参加し職業教育に関わる教員の資質向上に努めている。
幼児教育・保育科において、職業教育を担う教員の資質向上については、本学科教
員の多くが、教育、保育、社会福祉現場での豊かな実務経験を持っており、この経験
を活かして、科目担当者として、また、アドバイザーとして、保育者としての仕事に
対する意欲や態度を育てている。
また、実習期間中は、学科の全教員が実習先を訪問し、幼稚園、保育所、児童福祉
施設などの責任者や実習担当者等と懇談し意見交換を行っている。また、毎年開催し
ている実習園との情報交換会にも全教員が出席し、実習の反省点や今後の実習のあり
方、実習園から実習生及び大学に望むことを中心に、現場の意見を聞く機会となって
いる。これらの機会は、職業教育に関わる教員の質の向上にも大きく寄与している。
さらに大阪府、兵庫県、京都府の幼稚園や保育所連盟、児童養護施設連絡協議会な
どに参加し、保育現場などの課題や大学および学生に望むことなどの情報を得ている。
また、卒業生の様子などを聴取することにより、本学科の職業教育のあり方について
点検・評価する機会となっている。
就職先からの本学卒業生の評価は高く、本学への求人件数は毎年増加している。ま
た、就職希望者の大半が幼稚園、保育所、児童福祉施設に就職している。
また、全国保育士養成協議会の総会やセミナー、近畿ブロック保育士養成協議会の
研修会、学会などに参加し、資質の向上に努めている。
(b) 課題
職業教育の資質向上に関する、研修や参加を促進し就職率の維持が出来るよう関係
部署と連携をとり学生支援に努めることが重要である。
(c)改善計画
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調理製菓学科は、全学生が資格・免許の取得することを学科の学修目的としている
ものの、必要な単位取得が出来ない学生が一部いるのが現状である。担当教員が問題
点を把握し学生支援室ともに協力し、調理師免許、製菓衛生師の資格取得に力を注ぎ
充実した指導教育を行う。
[基準（６）職業教育の効果を測定・評価・改善にとり組んでいる。]
(a) 現状
調理製菓学科では、専門科目での卒業研究において、２年次必修科目として「食」
に関する卒業研究がある。全員が卒業論文の提出が必要で、特に本学科ではテーマに
沿ったグループ研究が基本として卒業研究作品展がある。例年約２５グループの作品
展示発表を行っている。
調理コースは、各都道府県知事が与える大阪府ふぐ取扱い登録者証があり、この試
験は本学の実習室で実施している。
製菓コースにおいては、製菓衛生師の受験資格が在学中に取得が可能であり毎年２
年次後期に国家試験を受験している。学科が実施しているインターンシップ（学外実
習）では、受け入れ先企業の評価及び本人の研修レポートを提出している。また、本
学で実施しているフードスペシャル資格認定試験などがある。これらを持って職業教
育の測定・評価を行っている。
幼児教育・保育科において、職業教育の効果を数値化することは難しいが、測定、
評価、改善は常に行っている。上記の基準（３）及び基準（５）に記載しているよう
に、毎年、就職先訪問を実施し、雇用主である園長や関係者から、本学の学生に足り
ないもの、今後の保育者養成に必要なもの等の意見を伺うとともに、幼稚園や保育所
連盟、児童養護施設連絡協議会などに参加し、卒業生の様子などを聴取することによ
り、本学科の職業教育のあり方について点検・評価する機会としている。
また、学科教員全員参加のもとで就職会議を開催している。さらに学生一人ひとり
の希望や特性に合わせた就職活動ができるように、学生に対してどの教員に相談して
もよいこと、面接練習や試験、履歴書の書き方も同様に、どの教員の指導を受けても
よいという体制をとっていることから、ここ数年就職希望者の就職率は１００％を達
成している。
(b) 課題
調理製菓学科は、これらの資格取得は入学当時から学生に強く説明を行っているが
実際の取得者数は１００％には達していない。この理由は単位取得が出来なかったこ
とや学修能力によるものである。
(c)改善計画
調理製菓学科の入学生は、調理師免許・製菓衛生師の資格免許取得を目的に挙げて
いる。しかし、資格履修単位の不足や卒業単位不足が一部の学生にみられる。これら
の問題は学科教員を通じて再度教育指導を強化する必要がある。
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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、正規授業の開放を実施してい
る。]
(a)現状
本学では、地域貢献の取り組みとして、
「生涯学習室」と「地域活動支援室」を設置
し、地域の発展に寄与する取り組みを展開してきている。生涯学習の一環として、本
年実施された公開講座は次の通りである。
「公開講座」
・「認知症対策講座」
（８月）
・看護学科学術講演会「人権と笑い～人権を守り笑顔で学ぶ看護～」（１０月）
・幼児教育・保育科と箕面市の共催講座「女性に対する「暴力をなくす運動」啓
発講演会」
「デート DＶって何？～お宅の子どもは大丈夫？～」（１１月）
・桂花團冶講座（１２月）
平成２７年８月１日より「生涯学習室」と「地域活動支援室」が学生支援センター
の「地域連携課」に統合された。このことにより、二つの室の連携が強化され、より
機能するようになった。学生支援センターに位置づけることにより、学生の地域連携
活動もよりスムースになった。
(b)課題
地域連携課が主催する公開講座以外にも、教員が地域の学校や団体に出向いて授業
等を実施していると思われる。その情報が十分に把握できていないのが課題のひとつ
である。
公開講座の数と内容の充実も課題。せめて毎月一回の開設を目指し、多様なジャン
ルの講座を設定したい。そのためには、地域のニーズの把握も重要である。地域の行
政、企業、教育機関との交流を一層活発に行い、ニーズの実態を整理したい。
(c)改善計画
各学科の協力をもらいながら、平成２８年度より年間１５回の講座の開講をめざす。
[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、大学が設置されている箕面市と川西市、及び近隣の池田市と包括協定を結
び、大学の人的・物的資源を提供して自治体活動に貢献してきている。本年度の交流
活動は以下の通りである。
・箕面市生涯学習事業への講師派遣
・箕面市民病院健康祭りへの参画、支援
・箕面祭りへの出演とボランティア参加
・箕面市、川西市、池田市の行政各種委員会への委員就任
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・池田市婦人学級への講師派遣等
・特定非営利活動法人 大学コンソーシアム大阪主催の「中学生サマーセミナー」
の講座実施
・一般財団法人 いけだ市民文化振興財団の協賛事業 幼児教育・保育科の「ア
ソビと造形展」開催（大阪青山大学子ども教育学科と共催）
。
・近隣高等学校への出前授業
(b)課題
地域行政や教育機関との交流は広がりと深まりを増して来ているが、産学連携の視
点については、本学の学科特性もあり、なかなか困難である。平成２８年度からは幼
児教育・保育科が募集停止となったため、調理製菓学科のみの単科大学になる。この
学科がどのような地域貢献ができるか、今一度洗い直してみる必要がある。例えば、
地域の小学校や中学校、高等学校の家庭科の授業と連携して、学生や教員が調理実習
等の講師を務めたり、新しいメニューを提案したりできないか等、議論の余地はある。
(c) 改善計画
「地域社会に貢献できない大学は生き残れない」という情勢を真摯に受け止め、ど
のような地域貢献ができるかについて学科を中心に議論し具体案を構築する。
[基準（３）教職員及び学生がボランティア活動を通じて地域に貢献している。]
(a)現状
ソフトボール部員と顧問教員が毎週金曜日に箕面駅周辺を清掃活動したり、ボラン
ティアサークルが地域の要請に対応している。地域連携課に集まる情報を学生に流し、
箕面市などで実施されている市民カーニバル等の運営要員に参加している学生も多い。
大学生ともなると、大学が存在する箕面市以外からもいろいろな地域、遠方から通学
する者も多い。
「地域」をどう捉えるか、学生が居住している地元と捉えると、なかな
か実態を把握できていないのが現状である。
(b)課題
日頃、学生や教員がどのようなボランティア活動を展開しているのか、実態を把握
するのが困難な状況にある。本学の学生支援センター「地域連携課」を通しての活動
以外にも多くのボランティア活動が展開されていると推測するが、全学あげて、活動
状況を調査する必要がある。
(c)改善計画
学生や教員のボランティア活動の参加状況について、地域連携課が中心になってア
ンケートをとるなどして実態をまとめ、教授会等で報告する。
○備付資料
86．「公開講座」関連資料
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87．地域連携事業関係資料
88．地域連携事業実施カレンダー
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