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1．自己点検・評価の基礎資料
（1）短期大学の沿革
平成 21 年４月

文部科学大臣から学校法人組織変更認可、短期大学設置認可
及び看護師学校の指定を受け、仙台市若林区五橋に仙台青葉
学院短期大学を開学。看護学科、キャリアデザイン学科の２学
科設置

平成 22 年４月

仙台市青葉区栗生に HOKUTO SPORTS SQUARE 落成

平成 23 年４月

キャリアデザイン学科をビジネスキャリア学科に名称変更

平成 25 年３月

仙台市若林区五橋に五橋キャンパス増築棟落成

４月

文部科学大臣から学則変更認可及び理学療法士・作業療法士
学校の指定を受け、リハビリテーション学科を設置。また、文
部科学大臣から学科設置認可及び教職課程認定、そして東北
厚生局長より保育士養成施設の指定を受け、こども学科を設
置

平成 26 年４月

文部科学大臣から学則変更認可及び歯科衛生士学校の指定を
受け、歯科衛生学科を設置

平成 27 年４月

文部科学大臣から学科設置認可を、東北厚生局長より栄養士
養成施設指定を受け、栄養学科を設置

平成 28 年４月

文部科学大臣から学則変更認可を受け、観光ビジネス学科を
設置

平成 29 年３月

仙台市太白区長町に長町キャンパス新棟落成

平成 31 年４月

文部科学大臣から学科設置認可を受け、現代英語学科を設置

令和３年４月

文部科学大臣から学則変更認可及び言語聴覚士学校の指定を
受け、言語聴覚学科を設置

（2）立地地域の人口動態・学生の入学動向・地域社会のニーズ


立地地域の人口動態（短期大学の立地する周辺地域の趨勢）


宮城県・仙台市の人口

※毎年４月１日現在

平成 30 年

令和元年

（単位：人）
令和２年

宮城県

2,311,251

2,302,003

2,291,972

仙台市

1,083,148

1,085,235

1,087,723

宮城県推計人口（月報）統計表、仙台市推計人口及び人口動態
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学生の入学動向：学生の出身地別人数及び割合（下表）



H28 年度
地域

H29 年度

H30 年度

R 元年度

R２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)

(％)

青森

47

7.4

45

7.0

59

8.9

44

6.2

54

7.5

秋田

56

8.8

56

8.7

48

7.2

55

7.7

48

6.7

岩手

71

11.2

45

7.0

58

8.7

70

9.8

49

6.8

山形

51

8.0

80

12.4

63

9.5

56

7.9

63

8.8

宮城

333

52.4

343

53.1

359

54.1

384

54.0

412

57.4

福島

61

9.6

60

9.3

69

10.4

89

12.5

72

10.0

その他

16

2.5

17

2.6

8

1.2

13

1.8

20

2.8

合計

635

100.0

646

100.0

664

100.0

711

100.0

718

100.0



地域社会のニーズ

東北地方の所得水準は、内閣府の県民経済計算によれば、全国的に見て低く、家計か
ら進学費用を捻出することが難しいケースが多く存在する(下表参照)。
また、東日本大震災により、そのような家庭が一層増加した。
≪都道府県別１人当たりの県民所得≫
地域

１人当たりの県民所得(千円)

全国

3,304

北海道・東北

2,788

関東

3,851

中部

3,388

近畿

3,056

中国

2,990

四国

2,863

九州

2,666

内閣府経済社会総合研究所 国民経済計算部「平成 29 年度県民経済計算について」

短期大学は、４年制大学と比較して修業年限が短く、納付金等の経費を少なく抑える
ことができ、さらに早期に社会人となるため収入を得る時期も早い。また、国家資格を
中心とした専門職業人は地域社会の中核を担っており、地域から必要とされる人材であ
る。このことから、東北地方においては、短期大学に対するニーズは他地方と比べて高
く、本学における入学志願者も年々増加しているものと考える。
今後も、地域社会の情勢を読み、ニーズに応えうる教育を提供していく。
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（3）課題等に対する向上・充実の状況
【基準Ⅰについて】
「令和２年度

課題への取組み」では、学生および教職員の地域・社会貢献活動の充

実が目標とされた。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により、これまで実施さ
れた活動でさえも縮小、中止になることが多かった。その中でも、いくつかの地域・社
会貢献活動は実施されており、そうした活動に着想を得ながら、新たな方法での社会貢
献を構想していく必要がある。新型コロナウイルス感染症によって影響を受けたそれ以
外の活動も含めて、以下のような改善計画を提示した。
（改善計画）（本文より抜粋）
・入学式等の各種イベントや、社会貢献活動 等、新型コロナウイルス感染症の影響に
よって中止や規模縮小に追い込まれた活動の代替えの方法や、IT 技術を用いた新たな
イベント等の方法を、大学及び学科単位で模索する。
・SSG ボランティアセンターの設置構想について 、学生委員会、学生総合支援センター
からの具体的な提案を求める。
・学習成果については、一部再検討した箇所等を含めて、各学科で共通理解を図る。
・アセスメント・ポリシーについて、FD 研修会等を通して、教職員の認識を高める。
・学習成果の評価について、大学及び各学科において、 PROG 等の各ツールの特性を理
解し、評価方法の確立、検証を行う。
・内部質保証については、私立大学等経常費補助金の「教育の質に係る客観的指標」の
調査項目の完全化を通して、教育の質を高めていく。
【基準Ⅱについて】
教育課程について「令和２年度

課題への取組み」で提示された課題は多岐にわたる

が、主なものとしては、まず学習成果や教養教育等の見直しが求められた。次に、職業
教育という観点から、国家試験合格率や免許・取得率、就職内定率の向上や、卒後調査
の検討が提起された。さらに、入学者受け入れの方針（アドミッション・ポリシー）に
ついては、入学後の動機づけの維持、高大接続の観点から、学校説明会の検討が課題と
して取り上げられた。
これらの課題について、年度当初の予定どおり、検証や改革が行われた。具体的には、
学習成果の検証や教養教育科目の改訂などが行われた。しかし、一部の課題について
は、コロナウイルス感染症の影響によって大幅な見直しが必要となった。
学生支援については、学習や課外活動、就職活動に対する学生の主体的参加への支援
強化、学生の健康管理体制の強化が課題として提示された。これらの点については、直
接的に新型コロナウイルス感染症の影響を受け、大幅な見直しや、より一層の支援強化
が必要となった。主には、大学祭、保護者会などのイベントの中止、新型コロナ ウイル
ス感染予防対策の実施、ICT による学生支援等である。
それらを受けて提起された課題は以下のとおりである。
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（改善計画）（本文より抜粋）
・各学科において、PROG の測定結果を教育課程の評価に結びつける手法について検討
を行う。
・すべての学科において、教養教育科目の見直しを行う。
・実習やインターンシップについて、コロナ禍における実施方法だけでなく、それらの
実施によって行われていた評価の方法やあり方について各学科にて検討を行う。
・学生支援のあり方について、学生委員会や各学科において、サークル活動、大学祭、
保護者会等の新たな運営方法について検討を行う。
・就職支援について、ICT 化や人員確保によって、更なる利便性の向上に努める。
【基準Ⅲについて】
「令和２年度

課題への取組み」では、教員の業務負担の客観化および偏りの是正

や、教職員における業務能力向上が取り上げられた。施設面については、教室数や規模
等、各キャンパスの課題に応じた改善が提示された。
しかし、結果から言えば、新型コロナウイルス感染症の影響による授業の遠隔化等、
新たな業務が必要となり、それに応じた教職員の能力向上が最優先された。設備面につ
いても、インターネット環境の整備等、新型コロナウイルス感染症対策が最優先された。
今後の新たな教育環境の整備に向けて、以下のような課題を提起している。
（改善計画）（本文より抜粋）
・教員の研究活動推進のための FD 研修会について、研究推進・紀要委員会を中心に、
コロナ禍という状況を鑑みたテーマ、実施方法を検討する。
・専任教員の留学、海外派遣、国際会議出席等に関する規程について整備が行き届いて
いない点があるため、できるところから整備を行 う。
・新型コロナウイルス感染症に対応した、職場環境（研究室の見直し、備品の整備等）、
業務負担の検討を行う。
・FD・SD 委員会において、Web 上で実施された授業改善アンケートの回収率の改善を検
討する。
・事務局職員における新型コロナウイルス感染症など非常時に対応した勤務体制や在宅
勤務の在り方や、職場環境の整備を行う。
・組織基盤の整備のため、分掌の整理や専決代決等の規程整備を視野に、意思形成過程
等の共通理解に努める。
・SD の計画的な実施など職員育成ポリシーに基づく職員の 能力開発や自主的な取組み
を支援する。
・学園の諸規程を踏まえ、危機管理対応について、全学的に共有する。
・ICT キャンパス推進プロジェクトを中心に、情報機器の使用について、学科単位での
運用管理から、大学としての運用管理体制への移行を検討 する。
・非常勤講師を含めた教員の遠隔授業の実態体制の確立、ICT に関する大学としての方
針の伝達経路の確立、全学的な管理体制の強化等について、組織形態や人員構成につい
て、学科および全学委員会と調整を図りながら進め る。
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・財的資源については、基本金組入後の収支差額の継続的な均衡を図るべく、第２号基
本金の計画的な組入を行う。
・18 歳人口の減少による学生納付金減少リスクに備え、教育研究環境の向上への貢献
度が低い支出を整理し、削減する努力を行う。
・補助金や付随事業など収入源の多様化を図る。
【基準Ⅳ】について
基準Ⅳについても他の基準と同様、今年度は、新型コロナ ウイルス感染症に対応した
学長、理事長のリーダーシップが求められた。入学式の中止等、例年にない対応が求め
られたが、地域内の感染が拡大する中で、クラスターといった危機的状況に陥ることな
く、大学運営を行うことができた。
（改善計画）（本文より抜粋）
・新型コロナウイルス感染症に係る危機対応、私立学校法改正に伴うリスクマネジメン
ト等が適切であるか、点検を引き続き行う。
・学科数が増えることによる大学としての意思統一、学科間の公平性に配慮した意思決
定を行う。
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（4）短期大学の情報の公表について


令和３年５月１日現在

① 教育情報の公表について
No.
１

事

項

大学の教育研究上の目的に
関すること

公 表 方 法 等
https://seiyogakuin.ac.jp/guide/disclosure/

２

卒業認定・学位授与の方針

https://seiyogakuin.ac.jp/guide/disclosure/

３

教育課程編成・実施の方針

https://seiyogakuin.ac.jp/guide/disclosure/

４

入学者受入れの方針

https://seiyogakuin.ac.jp/guide/disclosure/

５

教育研究上の基本組織に関
すること

https://seiyogakuin.ac.jp/guide/disclosure/

教員組織、教員の数並びに各
６

教員が有する学位及び業績

https://seiyogakuin.ac.jp/guide/disclosure/

に関すること
入学者の数、収容定員及び在
学する学生の数、卒業又は修
７

了した者の数並びに進学者
数及び就職者数その他進学

https://seiyogakuin.ac.jp/guide/disclosure/

及び就職等の状況に関する
こと
授業科目、授業の方法及び内
８

容並びに年間の授業の計画

https://seiyogakuin.ac.jp/guide/disclosure/

に関すること
学修の成果に係る評価及び
９

卒業又は修了の認定に当

https://seiyogakuin.ac.jp/guide/disclosure/

たっての基準に関すること
校地、校舎等の施設及び設備
10

その他の学生の教育研究環

https://seiyogakuin.ac.jp/guide/disclosure/

境に関すること
11

授業料、入学料その他の大学
が徴収する費用に関すること

https://seiyogakuin.ac.jp/guide/disclosure/

大学が行う学生の修学、進路
12

選択及び心身の健康等に係

https://seiyogakuin.ac.jp/guide/disclosure/

る支援に関すること
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② 学校法人の情報の公表・公開について
事

項

公 開 方 法 等

寄附行為、監査報告書、財産目録、
貸借対照表、収支計算書、事業報告書、
役員名簿、役員に対する報酬等の基準

諸規程 (hokuto.ac.jp)

https://seiyogakuin.ac.jp/guide/hokut
o/pdf/2020Jigyouhoukoku.pdf
yakuin.pdf (hokuto.ac.jp)

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）
仙台青葉学院短期大学における所属・職位 ※
委員長・ALO

こども学科

副委員長

事務局

副学科長・教授

剛志

瀬川

純

教授

阿部

春美

大友

篤

阿部

昌子

リハビリテーション学科
歯科衛生学科

准教授

副学科長・教授

ビジネスキャリア学科

陪席

小野瀬

事務局長

看護学科
委員

氏名

講師

中曽根
藤田

裕

学長室

室長

奈美子

事務局

運営管理センター

センター長

傳法谷

晃信

事務局

運営管理センター

副センター長

小野松

香奈

※令和３年３月 31 日現在


組織が機能していることの記述
平成 21 年度より「仙台青葉学院短期大学

自己点検・評価委員会規程」を定め、

自己点検活動を行っている。活動内容は、年度のはじめに、学長より提示される「課
題への取組み」、理事会から提示される「学園目標」から、年度の学内の点検・評
価項目を確認している。５月～７月の期間に、自己点検・評価委員は一般財団法人
大学・短期大学基準協会の第三者評価基準等の情報収集を行い、評価基準の見直し
や確認を行っている。８月～９月にかけて、自己点検・評価に関する情報をまとめ、
情報共有のための教職員対象の研修会を行っている。11 月～12 月にかけて、最終
的な評価項目、および報告書作成のスケジュールを確定し、教職員に周知している。
２月～３月にかけて、各担当部署から回収した報告書の原案をまとめ、自己点検・
評価報告書を作成している。その内容は、運営協議会で報告された後、理事会から
の承認を経て、ホームページに公開されている。報告書の内容は、学長、理事長に
報告されているため、次年度の「課題への取組み」や「学園目標」の作成に反映さ
れる仕組みになっている。また、自己点検・評価活動が機能していることの 一つの
証左として、平成 27 年度に一般財団法人短期大学基準協会（現 一般財団法人大
学・短期大学基準協会）の第三者評価を受審し、適格認定を得ている。
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様式 5－基準Ⅰ
【基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果】
［テーマ

基準Ⅰ-A 建学の精神］

＜根拠資料＞
１：学生便覧
２：仙台青葉学院短期大学 重点目標
３：自己点検・評価を受けた課題への取組み
４：Sendai Seiyo Gakuin College Guide
５：仙台青葉学院短期大学 学長裁量経費規程
６：仙台青葉学院短期大学「Seiyo－USR」取扱要領（令和２年度）
［区分

基準Ⅰ-A-１

建学の精神を確立している。］

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点
（1） 建学の精神は短期大学の教育理念・理想を明確に示している。
（2） 建学の精神は教育基本法等に基づいた公共性を有している。
（3） 建学の精神を学内外に表明している。
（4） 建学の精神を学内において共有している。
（5） 建学の精神を定期的に確認している。
＜区分

基準Ⅰ-A-１の現状＞

仙台青葉学院短期大学の大学名（「青葉（せいよう）」）には、杜の都仙台の「青葉（あ
おば）」のように生き生きと、 そして「せいよう」という悠然たる響きが象徴する学び
のフィールドで、 伸びやかに成長して欲しいという願いが込められている。以下に定
められた建学の精神は、このような短期大学の教育理念・理想を示したものである。
建学の精神
豊かな人間性を育てる教養教育
人間愛の精神に基づき、人間としてのあり方・生き方に関わる総合力を養う、心豊
かな教養教育を行います。
良好な人間関係を築く対人教育
ホスピタリティマインドに基づき、会話や表現力、マナー教育も含めた、総合的な
対人教育を行います。
地域社会に貢献し得る実学教育
多様な文化や社会的背景を理解し、地域社会の諸問題や課題に柔軟に対応できる、
実学教育を行います。
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本学の建学の精神は、東北や仙台という地域性に依拠しつつ、教育基本法 等に基づい
た公共性を有している。教育基本法前文に掲げる「個人の尊厳を重んじ、真理と正義を
希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するととも
に、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する」は本学の建学の精神に
相通じるものである。一方、私立学校法の目的の「私立学校の特性にかんがみ、その自
主性を重んじ、公共性を高めることによって、私立学校の健全な発達を図ること」を引
き合いに出すまでもなく、学校法人北杜学園は「豊かな人間性を備えた専門職業人の育
成」を本是とし、職業教育を通じて地域社会に貢献することを存立意義としている。学
校法人北杜学園 仙台青葉学院短期大学は、社会が求める有為の人材を送り出すべく FD・
SD の自己研鑚に努め、公共財としての責務を果たすべく、情報公開を詳らかにしてい
る。
また、建学の精神は、本学の入学試験要項の冒頭に記載し、入学志願者にも表明して
いる。学内においては、学生・保護者に対して入学式後の学長講話で建学の精神に基づ
く教育方針を表明している。令和２年度は新型コロナウイルス感染症対策として入学式
が中止になったため学長講話は出来なかったが、 学生便覧や大学案内のリーフレット
（Sendai Seiyo Gakuin College Guide：資料４）などでも機会をとらえて周知するよ
うにしている。また、３キャンパスには建学の精神を謳った扁額を掲げている。
建学の精神の教職員への共有は、新規採用教職員への辞令交付時における訓示や、毎
年度初めに学長から発せられる「仙台青葉学院短期大学 重点目標」によって行われて
いる。後者は、建学の精神に基づく具体的な年初方針であり、全教職員が建学の精神を
共有しこの目標を達成すべく努めている。今年度の重点目標（資料２）は、１.教育力
（１職業倫理、２学習成果、３教育改革、４実学教育）、２.入試改革と学生募集、３.
研究推進、４.組織力である。この重点目標と後述の自己点検・評価から導かれた「課
題への取り組み」（資料３）をもとに、学科・全学委員会・室組織・事務局の今年度の
目標を定め、大学運営、教育実践を行っている。
初代学長藤村重文氏は本学紀要（第 ６巻１号、2014）の巻頭言「『建学の精神』考」
で、
「建学の精神を常に目標としながら進んでいけば、将来、次世代、次々世代と着実
に継承されることによって、実学教育の実践をもって社会貢献を目指す学校の質がより
明確となって理想に近づくと考える。」と述べられている。このように、北杜学園の存
立意義、建学の精神は継承されるべきもので普遍である。しかし、時代が求める教養教
育、対人教育、実学教育は変遷する。建学の精神を 常に確認しつつ、先取の気概をもち、
常に時代が求める変革の心構えのもと、学科増設、教育課程（カリキュラム）の改正に
取り組んでいる。

［区分

基準Ⅰ-A-２

高等教育機関として地域・社会に貢献している。 ］

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点

（1） 地域・社会に向けた公開講座、生涯学習事業、正課授業の開放（リカレン
ト教育を含む）等を実施している。
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（2） 地域・社会の地方公共団体、企業（等）、教育機関及び文化団体等と協定を
締結するなど連携している。
（3） 教職員及び学生がボランティア活動等を通じて地域・社会に貢献してい
る。
＜区分

基準Ⅰ-A-２の現状＞

本学は、学長裁量経費規程に基づいた Seiyo-USR（University Social
Responsibility：本学の社会的責任を果たすための制度）の助成を受けた事業（資料
５、資料６）、サークル活動、教員及び学生の個々の活動を通して、多角的に社会貢
献活動を実施してきた。しかし、今年度は新型コロナウイルス感染症の影響によって
多くのイベントやボランティア活動が中止に追い込まれた。
そうした状況下でも、卒業生を対象とした「管理栄養士国家試験対策講座」
（栄養学
科）、現任保育者を対象とした「保育士等キャリ アアップ講座」
（こども学科）、宮城県
看護協会主催の現任者研修（看護学科）等の各種公開講座を、感染症対策や一部規模の
縮小を行いながら実施した。また、仙台市障がい者スポーツ協会主催のイベントへの参
加や（リハビリテーション学科）、連携協定を結んでいる NPO 法人（ふーどばんく東北
AGAIN）との協力事業（ビジネスキャリア学科）等、一部の社会貢献活動を実施するこ
とができた。
＜テーマ

基準Ⅰ-A 建学の精神の課題＞

建学の精神が在学生・保護者及び本学に係るステークホルダーに浸透すべく、日々の
教育実践で培われるように努めている。しかし、今年度は、新型コロナウイルス感染症
による入学式の中止やオープンキャンパスの規模縮小など、建学の精神を内外に公表す
る機会が一部損なわれた。
社会貢献活動については、Seiyo-USR の学内の有機的な連携・充実を図り、地域に根
付いた学園としての存立意義を高める努力をしている。また、学生のボランティア活動
に対する支援（物品購入費、交通費の支給等）によって、社会貢献活動を行いやすい環
境を醸成してきた。しかし、今年度は、この点についても 新型コロナウイルス感染症の
影響により、学生及び教職員の社会貢献活動が大幅に縮小された。
次年度は、これらの中止、規模縮小となった活動について、新型コロナ ウイルス感染
症の状況に応じての実施や、IT 技術等を用いた新たな方法の開発が課題となる。
また、本学の社会貢献活動を推進するため、中長期的観点からボランティアセンター
の設置を構想している。しかし、今年度は新型コロナウイルス感染症対策に追われ、十
分な議論が行われなかった。
＜テーマ

基準Ⅰ-A 建学の精神の特記事項＞

★Seiyo-USR：
「仙台青葉学院短期大学 学長裁量経費規程」第２条第１項第４号に規定
される採択制の事業で、本学専任教職員が応募できる。

10

［テーマ

基準Ⅰ-B 教育の効果］

＜根拠資料＞
１：学生便覧
２：ホームページ

情報公開

＜IR 情報＞

３：「令和３年度 教育課程の編成に関する改善方針提言（IR 室）」
（令和２年度第９回運営協議会

2020.10.28.）

４：学修行動調査 2019 年度報告【ホームページ公開】2020.10 報告
［区分

基準Ⅰ-B-１

教育目的・目標を確立している。］

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点
（1） 学科・専攻課程の教育目的・目標を建学の精神に基づき確立している。
（2） 学科・専攻課程の教育目的・目標を学内外に表明している。
（3） 学科・専攻課程の教育目的・目標に基づく人材養成が地域・社会の要請に
応えているか定期的に点検している。
＜区分

基準Ⅰ-B-1 の現状＞

各学科の教育目標は、先に示した建学の精神を各学科の特色に合わせて具体化された
ものである。それらの教育目標は、学生便覧（資料１）に掲載し、大学のホームページ
上でも公開している。また、学生にはオリエンテーション等の機会を利用して、教育目
標の周知を行っている。各学科の教育目標は、ジェネリックスキル（学士力、社会人基
礎力）を測定する PROG や就職率などの量的データのほか、学内の就職説明会時におけ
る就職先からの聞き取りなどの質的データを通して定期的に点検している。今年度につ
いては、学内の就職説明会が新型コロナウイルス感染症の影響によって中止や Web で
の実施になったため、新たな質的データの収集方法が課題となった。
［区分

基準Ⅰ-B-２

学習成果（Student Learning Outcomes）を定めている。］

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点
（1） 短期大学としての学習成果を建学の精神に基づき定めている。
（2） 学科・専攻課程の学習成果を学科・専攻課程の教育目的・目標に基づき定
めている。
（3） 学習成果を学内外に表明している。
（4） 学習成果を学校教育法の短期大学の規定に照らして、定期的に点検してい
る。
＜区分

基準Ⅰ-B-２の現状＞

本学では、建学の精神と、学科毎の教育目標を踏まえて、学科毎に学習成果（五つの
力）を定めている。学習成果は、大学のホームページや学生便覧に掲載し、学内外に公
表している（資料２）。学習成果の点検は、教務委員会や運営協議会などで定期的に見
直しを行っている。今年度は、「基礎力」について、学科によって「一般教養」か「専
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門基礎(専門教養)」かの認識の相違があったことから、改めて大学として「基礎力」の
再定義を行った。
学習成果に関する IR 情報は運営協議会に諮られ、そこでの審議や報告事項は学科会
議や各種委員会等で周知公表される。学外に対しては、ホームページ上で情報公開のう
ち IR 情報として、１.学修行動調査、２.授業改善アンケート、３.卒業者数・学位授与
者数・進学者数・就職者数・就職率、４.資格取得等実績を公表している（資料４）。
また、本学の学習成果を定める際の基本となっている建学の精神（「豊かな人間性を
育てる教養教育」
「 良好な人間関係を築く対人教育」
「 地域社会に貢献し得る実学 教育」）
は、学校教育法第 108 条第１項に短期大学の目的として掲げられている「深く専門の
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」ことに合致している。
学習成果を具現化する教育課程、教育資源（人的資源・物的資源）等は全て学校教育法
及び短期大学設置基準に則り整備し、法令の改正に合わせて点検している。
［区分

基準Ⅰ-B-３

卒業認定・学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針、入学

者受入れの方針（三つの方針）を一体的に策定し、公表している。 ］
※当該区分に係る自己点検・評価のための観点
（1） 三つの方針を関連付けて一体的に定めている。
（2） 三つの方針を組織的議論を重ねて策定している。
（3） 三つの方針を踏まえた教育活動を行っている。
（4） 三つの方針を学内外に表明している。
＜区分

基準Ⅰ-B-３の現状＞

本学では、建学の精神を具現するために学科設置の目的を明確にし、それぞれ教育目
標を定めている。各学科は、学位授与の方針を建学の精神を体現した卒業生を社会に送
り出すための方針として、カリキュラム編成と実施の方針をそのような学生を育成する
ための教育課程を実施するための方針として、入学者受け入れの方針を学習成果の修得
のために求められる学生像として、互いに関連付けて定めている。三つの方針の公表は、
学内においては学生便覧、学外に対してはホームページの情報公開（教育情報）におい
て実施している（資料１、資料２）。
三つの方針の策定は学長・副学長からの発出を受けて、各担当部署で作成され、運営
協議会に諮られ審議される。それらを経て、学位授与の方針及びカリキュラム編成と実
施の方針は学長が決し、入試に係る入学者受け入れの方針については常任理事会の審議
も経て決定される。例えば、学位授与の方針については、平成 27 年度第５回運営協議
会において策定の意図が示され、教務委員会にて五つの力が策定された。入学者受け入
れの方針の改訂は、平成 28 年８月に新設されたアドミッション・オフィスにて審議さ
れ、運営協議会に諮られた。
現行の五つの力は五つの命題（基礎力、実践力、人間関係力、生涯学習力、地域理解
力）からなり、各学科でそれぞれ学習成果(到達目標)を定めていた。五つの力の可視化
の検証に取り組んでいた IR 室の提言は、先ずコンセプト(概念定義）があり、それに基
づいて各学科の学習成果(到達目標)があるべきということで、教務委員会で五つの力の
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コンセプト原案が策定され、令和２年度第 11 回運営協議会に諮られ決定した。各学科
は、この方針に基づいて、学位授与の方針、カリキュラム編成と実施の方針、入学者受
け入れの方針を一体的に運用している。
近年の課題としては、18 歳人口の減少の中での入学定員の充足という目標のもと、
基礎学力及び学修習慣の不足のまま入学してくるという状況がある。その対策として、
オープンキャンパスにおける高大連携公開講座、入学前教育、入学直後のプレイスメン
トテスト、初年次教育を一体的に捉え、オープンキャンパスから入学後の学修を意図し
た教育活動を目指している。
＜テーマ

基準Ⅰ-B 教育の効果の課題＞

本学では、建学の精神を基本として、学位授与の方針、カリキュラム編成と実施の方
針、入学者受け入れの方針、及び学習成果を一体的なものとしてとらえているため、こ
れらの策定や改編、教育実践は連動して行われている。こうした方法を継続しつつ、現
在の課題となっている入学者間の基礎学力及び学修習慣の差といった具体的な問題に
取り組んでいかなければならない。
また、新型コロナウイルス感染症の流行を受けて、就職先からの聞き取りなど各学科
の教育目標の質的データの収集方法について検討する必要が生じている。
＜テーマ

基準Ⅰ-B 教育の効果の特記事項＞

★PROG：ジェネリックスキル（学士力、社会人基礎力）を測定するための指標。本学で
は、学習成果（五つの力）の可視化を目的として、平成 30 年度より導入した。
★五つの力のコンセプト原案：
【基礎力】一般教養並びに各専門分野の基礎的能力
【実践力】各分野の実際の場面に対応できる力
【人間関係力】専門職・社会人として必要なコミュニケーション能力
【生涯学習力】生涯にわたって学び、成長できる力
【地域理解力】地域・文化の多様性を理解し、地域に貢献できる力
［テーマ

基準Ⅰ-C 内部質保証］

＜根拠資料＞
１：仙台青葉学院短期大学アセスメント・ポリシー
平成 30 年度第８回運営協議会(臨時)（H30.８.12）審議にて承認
２：仙台青葉学院短期大学 令和２年度

重点目標

３：仙台青葉学院短期大学 令和２年度

課題への取組み

４：私立大学等改革総合支援事業(タイプ１:教育の質的転換)の申請・採択に係る
書類
５：私立大学等経常費補助金「教育の質に係る客観的指標調査票」の申請に係る
書類
６：自己点検・評価委員会規程
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［区分

基準Ⅰ-C-１

自己点検・評価活動等の実施体制を確立し、内部質保証に取り

組んでいる。］
※当該区分に係る自己点検・評価のための観点
（1） 自己点検・評価のための規程及び組織を整備している。
（2） 定期的に自己点検・評価を行っている。
（3） 定期的に自己点検・評価報告書等を公表している。
（4） 自己点検・評価活動に全教職員が関与している。
（5） 自己点検・評価活動に高等学校等の関係者の意見聴取を取り入れてい
る。
（6） 自己点検・評価の結果を改革・改善に活用している。
＜区分

基準Ⅰ-C-１の現状＞

自己点検・評価委員会規程に則り、常設の委員会を設置して、自己点検・評価活動を
行っている（資料６）。作成した報告書は、大学ホームページ等で公表している。
全教職員は、所属している委員会、部署の活動を通して、自己点検・評価活動に関
わっている。また、年度ごとに、高等学校や卒後の就職先関連のステークホルダーから
意見を聴収し、大学の教育改善に役立てている。
自己点検・評価の結果は、大学の運営協議会、理事会で報告されている。その結果を
受けて、学長は重点目標及び課題への取り組みを策定し、大学の改革・改善に活かして
いる。
［区分

基準Ⅰ-C-２

教育の質を保証している。］

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点
（1） 学習成果を焦点とする査定（アセスメント）の手法を有している。
（2） 査定の手法を定期的に点検している。
（3） 教育の向上・充実のための PDCA サイクルを活用している。
（4） 学校教育法、短期大学設置基準等の関係法令の変更などを確認し、法令
を遵守している。
＜区分

基準Ⅰ-C-２の現状＞

平成 30 年度第８回運営協議会(臨時)にて「仙台青葉学院短期大学アセスメント・ポ
リシー」が審議・承認され、以下の三つのレベルでの査定を定期的に実施している（資
料１）。
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1． 機 関 レ ベ ル （ 大 学 ） で は 、 学 生 の 卒 業 率 、 退 学 率 、 就 職 率 、 資 格 ・ 免 許
を生かした専門領域への就業率及び進学率等から学修成果の到達状況を運
営 協 議 会 が 査 定 す る 。 関 係 部 署 に 結 果 を 報 告 し 、 改 善 計 画 を 作 成 す る 。 この
件については、毎年度の重点目標に掲げる数値目標に照らして、運営協議会にて協
議され、学長が決する。事案によっては常任理事会で審議される。
2． 教 育 課 程 レ ベ ル （ 学 科 ） で は 、 各 学 科 の 定 め る 卒 業 要 件 達 成 状 況 、 学 修
行動調査分析に加えて、国家試験のある学科では国家試験合格率、一部学
科では資格・免許取得状況等の状況から学習成果の達成状況を、各学科で
一次査定を行い、運営協議会で二次査定を行う。その結果に基づいて各学
科で改善計画を作成する。
3． 科 目 レ ベ ル （ 授 業 科 目 ） で は 、 シ ラ バ ス で 提 示 さ れ た 授 業 科 目 の 学 修 目
標に対する評価及び授業改善アンケート等の結果から、科目ごとの達成状
況 を 査 定 す る 。 科 目 ご と の 成 績 評 価 と GPAと の 関 係 は 教 務 委 員 会 が 取 り ま と
め 、 授 業 改 善 ア ン ケ ー ト は FD・ SD委 員 会 が 取 り ま と め る 。 こ の デ ー タ を も
とに学科教授会が査定を行い、学科教務委員会の指導のもとに各担当教員
が改善計画を作成する。

アセスメント・ポリシーにあるように、機関レベル、教育課程レベルで、国家試験の
合格率や資格検定試験の受験率、TOEIC 等の外部試験等によって査定を行い、教育の質
向上に努めている。科目レベルでは、教務委員会にて、成績評価における評価分布と
GPA の関係を注視し、適宜、学科において評価のあり方等を議論し、改善している。授
業改善アンケートは、FD・SD 委員会によって取りまとめられた結果を各担当者に配布
し、各担当者はアンケート結果や学生の成績等を勘案して、次年度の改善計画を立てて
いる。
年度当初に学長から重点目標（資料２）と自己点検・評価報告書を受けた課題への取
組みが発出されている。重点目標は、前年度の達成状況を鑑み継続・更新・新設された
新年度版が作成される。課題への取り組み（資料３）は、自己点検・評価報告書 で提案
されている課題・改善計画を受けて作成されたものであり、PDCA サイクルを回すこと
を意図したものである。
区分基準Ⅰ-B-２の現状でも述べたように、学校教育法及び短期大学設置基準等の関
係法令は各レベルで確認し、点検、遵守する仕組みを有している。
＜テーマ

基準Ⅰ-C 内部質保証の課題＞

本学のアセスメント・ポリシーが制定され、査定の３つの水準、それぞれの査定法が
示されて３年目であり、従来慣習的に行われてきた査定がこのポリシーに基づいて行わ
れているとの意識がやや薄らいできたように思われる。
また、本学は、内部質保証の客観的評価を得るために、私立大学等改革総合支援事業
(タイプ１：教育の質的転換)に申請し、採択を目指すことで開学から歴史の浅い本学の
標準化を進めてきた（資料４）。また、平成 30 年度からは、私立大学等経常費補助金に
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おいて、
「教育の質に係る客観的指標」の調査項目の完全化を目指して内部質保証に努
めてきた（資料５）。今後も外部評価等も参考として教育の質を担保していきたい。
＜テーマ

基準Ⅰ-C 内部質保証の特記事項＞

特になし
＜基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果の改善状況・改善計画＞
今年度は新型コロナウイルス感染症の影響によって、入学式等の各種イベントや、社
会貢献活動が中止や、規模縮小に追い込まれた。次年度以降も、多少なりとも新型コロ
ナウイルス感染症の影響が考えられるため、代替えの方法や、 IT 技術を用いた新たな
イベント等の方法を、大学及び学科単位で模索していく必要がある。
具体的には、建学の精神を学生に伝える機会を新たに設けたり、学生便覧を用いてこ
れまで以上に丁寧に説明を行ったりする等である。また、社会貢献活動については、地
域社会のニーズを再検討し、実施可能な方法によって活動を徐々に再開 し、あるいは新
設する。SSG ボランティアセンターの設置構想については、学生委員会、学生総合支援
センターからの具体的な提案を求める。
学習成果については、一部再検討した箇所等を含めて、各学科で共通理解を図る。ま
ず、教職員間で学習成果の内容を再確認する。次に、アセスメント・ポリシーについて
は、FD 研修会等を通して、教職員のアセスメント・ポリシーに対する認識を高める。
学習成果の評価については、大学及び各学科において、 PROG 等の各ツールの特性を理
解し、評価方法の確立、検証を行う。
内部質保証については、これまでの自己点検・評価活動、外部評価を継続的に実施し
ていくとともに、私立大学等経常費補助金の「教育の質に係る客観的指標」の調査項目
の完全化を通して、教育の質を高めていく。
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様式 6－基準Ⅱ

【基準Ⅱ 教育課程と学生支援】
［テーマ

基準Ⅱ-A 教育課程］

＜根拠資料＞
１：仙台青葉学院短期大学

学則

２：学生便覧
３：2020 年度

入学試験要項

４：令和２年度 シラバス
５：アドミッション・オフィス規程
６-１：IR 室 2020 年分析結果の概要

2020.10.19.令和２年度

第３回 IR 室会議

６-２：令和元年度入学生入試データと GPA の関連 2020.10 報告
６-３：令和元年度短大卒業時 GPA と高校評定平均値の関連 2020.10 報告
６-４：令和元年度入学生 PROG 五つの力と GPA・入試区分の関連 2020.10 報告
６-５：学修行動調査 2019 年度報告【ホームページ公開】2020.10 報告
７：令和２年度第 10 回運営協議会（令和２年 11 月 25 日）報告
①仙台青葉学院短期大学卒業生アンケート調査（ 2018-2020 比較）
②卒業生調査＜就職関連＞
③卒業生アンケート調査：卒業アルバム、同窓会
８：令和３年度
［区分

基準Ⅱ-A-１

教育課程の編成に関する改善方針提言(IR 室)
学科・専攻課程ごとの卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・

ポリシー）を明確に示している。］
※当該区分に係る自己点検・評価のための観点
（1） 卒業認定・学位授与の方針は、それぞれの学習成果に対応している。
①卒業認定・学位授与の方針は、卒業の要件、成績評価の基準、資格取得
の要件を明確に示している。
（2） 卒業認定・学位授与の方針は、社会的・国際的に通用性がある。
（3） 卒業認定・学位授与の方針を定期的に点検している。
＜区分

基準Ⅱ-A-１の現状＞

本学では、学科毎に卒業認定・学位授与の方針を定めており、この方針は各学科の学
習成果（五つの力）と対応している。卒業要件は以下のように「学則」に明記している
（資料１）。
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（卒業要件）
第 35 条

本学を卒業するためには，第４条に定める修業年限以上在学し，下表に定

める単位を修得しなければならない。ただし，第 13 条第１項又は第 14 条第１項の
規定により入学した者の在学すべき年数は，それぞれ第 13 条第２項又は第 14 条
第２項の規定により定められた年数以上とする。
学科

卒業要件単位

看護学科

100 単位以上

ビジネスキャリア学科

62 単位以上

リハビリテーション学科
理学療法学専攻

104 単位以上

作業療法学専攻

104 単位以上

こども学科

62 単位以上

歯科衛生学科

100 単位以上

栄養学科

64 単位以上

観光ビジネス学科

62 単位以上

現代英語学科

62 単位以上

（卒業認定）
第 36 条

前条に規定する要件を満たした者については，教授会及び運営協議会の議

を経て学長が卒業を認定する。
２

卒業の認定に係る基準は別に定め，あらかじめ学生に明示する。

３

学長は，卒業を認定した者に対して，卒業証書・学位記を授与する。

（学位）
第 37 条

前条の規定により卒業を認定した者には，本学学位規程の定めるところに

より，次の学位を授与する。
学科

学位

看護学科

短期大学士（看護学）

ビジネスキャリア学科

短期大学士（ビジネスキャリア学）

リハビリテーション学科
理学療法学専攻

短期大学士（理学療法学）

作業療法学専攻

短期大学士（作業療法学）

こども学科

短期大学士（こども学）

歯科衛生学科

短期大学士（歯科衛生学）

栄養学科

短期大学士（栄養学）

観光ビジネス学科

短期大学士（観光ビジネス学）

現代英語学科

短期大学士（英語）

２

前項に関して必要な事項は，別に定める。

＊リハビリテーション学科の卒業要件については 2020 年度入学生より適用。
成績評価の基準は、以下のように「履修規程」に示している。
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（成績評価等）
第７条

学生の成績は，前条の試験のほか，授業時間内に行う臨時試験，課題レポー

ト，発表，討論，提出作品，授業への参加態度等（以下「臨時試験等」という。）
を勘案して評価する。
２

成績評価方法は，シラバスにあらかじめ示す。

３

成績評価は，下表のとおり，秀（AA），優（A），良（B）及び可（C）を合格とし，
不可（D），評価不能（E）を不合格とする。また，それぞれの成績評価に対してグ
レード・ポイント（以下「GP」という。）を付与する。

なお，第 9 条の再試験で合格の場合の成績評価は，可（ C），GP は 1 ポイントとす
る。
４

履修登録した各授業科目の単位数に当該授業科目の GP を乗じた値を，履修登録
した全授業科目について総計し，その値を履修登録した授業科目の総単位数で除し
て算出する平均値をグレード・ポイント・アベレージ（以下「GPA」という。）とい
う。GPA の活用方法等については，別に定める。

５

成績評価及び GPA は，学生及び保証人（保護者等）へ成績通知表をもって通知
する。

資格・免許の資格要件については、学生便覧の中で明示している（資料２）。それぞ
れ看護師（看護学科）、理学療法士・作業療法士（リハビリテーション学科）、歯科衛生
士（歯科衛生学科）、保育士・幼稚園教諭二種免許状（こども学科）、栄養士（栄養学科）、
ビジネス実務士（ビジネスキャリア学科）、観光 ビジネス実務士（観光ビジネス学科）
である。成績評価の方法や資格・免許取得の方法については、学生便覧にも記載し、学
生に明示している。
本学の卒業認定・学位授与の方針は、
「短期大学設置基準」が定める卒業要件、学位
規則が定める学位授与の要件を満たしている。また、各学科の 卒業認定・学位授与の方
針は、看護師、幼稚園教諭、栄養士、歯科衛生士、理学療法士などの国家資格・免許取
得につながっている。その点において、本学の卒業認定・学位授与の方針は、社会的・
国際的に通用性があるととらえている。
以上のような卒業認定・学位授与の方針は、教務委員会を中心に、運営協議会などで
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定期的な点検を行っている。

［区分

基準Ⅱ-A-２

学科・専攻課程ごとの教育課程編成・実施の方針（カリキュラ

ム・ポリシー）を明確に示している。］
※当該区分に係る自己点検・評価のための観点
（1） 教育課程編成・実施の方針は、卒業認定・学位授与の方針に対応してい
る。
（2） 教育課程編成・実施の方針に従って、教育課程を編成している。
① 短期大学設置基準にのっとり体系的に編成している。
② 学習成果に対応した、授業科目を編成している。
③ 単位の実質化を図り、卒業の要件として学生が修得すべき単位数につい
て、年間又は学期において履修できる単位数の上限を定める努力をして
いる。
④ 成績評価は学習成果の獲得を短期大学設置基準等にのっとり判定してい
る。
⑤ シラバスに必要な項目（学習成果、授業内容、準備学習の内容、授業時
間数、成績評価の方法・基準、教科書・参考書等）を明示している。
⑥ 通信による教育を行う学科・専攻課程の場合には印刷教材等による授業
（添削等による指導を含む）、放送授業（添削等による指導を含む）、
面接授業又はメディアを利用して行う授業の実施を適切に行っている。
（3） 教育課程の見直しを定期的に行っている。
＜区分

基準Ⅱ-A-２の現状＞

本学では、カリキュラム・ポリシーを含めた３ポリシーを一体のものととらえ、毎年、
教務委員会を中心に整合性の点検、修正を行っている。各学科の授業科目は、学習成果
（五つの力）と関連付けられており、学生にはカリキュラム・マップとしてシラバス上
で提示している（資料４）。シラバスには、学習成果に加えて、授業内容、準備学習の
内容や授業時間数、成績評価の方法・教科書・参考書等の必要事項をすべて記載してい
る。シラバスの記載内容については、例年「シラバス作成要領」を教務委員会にて作成
している。学科単位でシラバス作成要領を用いた FD 研修会を行うことで、シラバスの
記載方法の変更点等を周知している。非常勤講師については、シラバス作成依頼の際に
「シラバス作成要領」を同封することで周知を図っている。
各学科の教育課程は、
「短期大学設置基準」や、保健師助産師看護師法、理学療法士
及び作業療法士法、教育職員免許法、歯科衛生士法、栄養士法等に基づく指定規則等に
則り、体系的に編成されている。各学科の教育課程の見直しは、学科の教務委員会を中
心に実施し、全学の教務委員会での検討を経て、最終的に運営協議会に諮った上で理事
会で承認している。このような仕組みを通して、各学科の教育課程を大学として管理、
運営している。
単位数については、各学科の状況に応じて、年間に履修できる単位数の上限を定めて
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いる。また、単位の実質化については、以下のように学則に規定して運用を行っている。
（単位）
第 23 条

授業科目の単位数は，１単位の授業科目を 45 時間の学修を必要とする内

容をもって構成することを標準とし，授業の方法に応じ，教育効果，授業時間外に
必要な学修等を考慮して，次の基準により計算する。
⑴

講義及び演習については，15 時間から 30 時間までの範囲で本学が定める時間の
授業をもって１単位とする。

⑵

実験，実習及び実技については，30 時間から 45 時間までの範囲で本学が定める
時間の授業をもって１単位とする。

⑶

１科目について，講義，演習，実験，実習又は実技のうち２以上の方法の併用に
より行う場合については，その組み合わせに応じ，前２号に規定する基準を考慮し
て本学が定める時間の授業をもって１単位とすることができる。

２

前項の規定にかかわらず，卒業研究等の授業科目については，これらの学修の成
果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には，これらに必要な学
修等を考慮して，単位数を定めることができる。

［区分

基準Ⅱ-A-３

教育課程は、短期大学設置基準にのっとり、幅広く深い教養を

培うよう編成している。］
※当該区分に係る自己点検・評価のための観点
（1） 教養教育の内容と実施体制が確立している。
（2） 教養教育と専門教育との関連が明確である。
（3） 教養教育の効果を測定・評価し、改善に取り組んでいる。
＜区分

基準Ⅱ-A-３の現状＞

本学の教養教育は、全学共通に配置している教養科目と、学科独自に配置している教
養科目の二つの科目群から構成されている。前者については、全学教務委員会で管理運
営（授業内容や非常勤講師の選定）を行い、後者については学科で管理運営を行ってい
る。二つの科目群とも専門教育に関連しているが、とくに後者の科目群は学科の特性に
合わせた科目が配置できるようになっている。教養科目と専門科目の関連性は、カリ
キュラム・ツリーにて可視化されている（資料４）。
科目ごとの効果については、授業アンケート等を通して評価、改善に取り組んでいる。
教養科目群全体の効果については、独自の測定・評価は実施していないが、専門科目を
含めたカリキュラム全体として、就職率や国家試験合格率、資格取得率等によって測
定・評価、改善を行っている。
今年度については、
「共通科目」について、設置から５年間の見直しを行った。建学
の精神の一つである「豊かな人間性を育てる教養教育」に即して、大学生として必要な
教養を検討し、科目の統廃合や時間数の見直しを行った。各学科の実 情及び文部科学省
への申請ルールに合わせて、次年度から順次実施していく予定である。
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［区分

基準Ⅱ-A-４

教育課程は、短期大学設置基準にのっとり、職業又は実際生活

に必要な能力を育成するよう編成し、職業教育を実施している。］
※当該区分に係る自己点検・評価のための観点
（1） 学科・専攻課程の専門教育と教養教育を主体とする職業への接続を図る職
業教育の実施体制が明確である。
（2） 職業教育の効果を測定・評価し、改善に取り組んでいる。
＜区分

基準Ⅱ-A-４の現状＞

各学科のカリキュラムには、実際の職業現場において行われる実習科目（看護学科、
リハビリテーション学科、歯科衛生学科、こども学科、栄養学科）、インターンシップ
科目（ビジネスキャリア学科、観光ビジネス学科）が配置されている。学生は、それら
の科目や、現場に行く前の学科オリエンテーションなどを通して、各課程の教育内容と
実際の職業とを関連付けて学びを深めることができる。一方で、専門科目に比べて教養
教育の割合が少ないという課題も上がっている。学生に過度な負担の生じない卒業要件
単位数と各養成課程で規定されている卒業要件単 位数との兼ね合いにより、教養教育の
単位数を制限せざるを得ないという問題もあるため、各学科で検討中である。
職業教育の効果については、各学科の特色に合わせて、国家試験合格率、資格取得率、
就職内定率等を指標に測定を行い、課題の改善に取り組んでいる。また、全学的な取組
みとしては、卒業認定・学位授与の方針の可視化の検証を目的に、ジェネリックスキル
の成長を支援することを目的としたアセスメントプログラム PROG を平成 30 年度から
導入した。測定された結果は、他大学や学科間の比較データとして整理し、学科教員や
学生に公表している。
［区分

基準Ⅱ-A-５

学科・専攻課程ごとの入学者受入れの方針（アドミッション・

ポリシー）を明確に示している。］
※当該区分に係る自己点検・評価のための観点
（1） 入学者受入れの方針は学習成果に対応している。
（2） 学生募集要項に入学者受入れの方針を明確に示している。
（3） 入学者受入れの方針は、入学前の学習成果の把握・評価を明確に示してい
る。
（4） 入学者選抜の方法は、入学者受入れの方針に対応している。
（5） 高大接続の観点により、多様な選抜についてそれぞれの選考基準を設定し
て、公正かつ適正に実施している。
（6） 授業料、その他入学に必要な経費を明示している。
（7） アドミッション・オフィス等を整備している。
（8） 受験の問い合わせなどに対して適切に対応している。
（9） 入学者受入れの方針を高等学校関係者の意見も聴取して定期的に点検して
いる。
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＜区分

基準Ⅱ-A-５の現状＞

本学の入学試験要項（資料３）では、冒頭に「本学の教育における３つの方針」、
「本
学（全学科）のアドミッション・ポリシー（入学者受入の方針）」を記載し、それを踏
まえた「各学科の求める学生像」を明確に示している。そこでも説明されているように、
アドミッション・ポリシーは、学習成果と連動している「ディプロマ・ポリシー」と「カ
リキュラム・ポリシー」の内容を踏まえている。よって、アドミッション・ポリシーは、
学習成果に対応している。
全学科の入学者受入れの方針には、
「それぞれの学科で学ぶ教育内容に強い意欲と関
心を持ち、かつ、その学修に必要な基本的な知識・技能と思考力と判断力を兼ね備え、
多様な人々と協働して学ぶ態度を持っている人」とした上で、各学科の求める学生像を
示している。そのなかでは、各学科が求める具体的な能力と資質も示していることから、
入学前の学習成果の把握・評価を明確に示している。
本学の入学者選抜では、入試区分の特性を明確にし、高校卒業見込者の他、既卒者、
社会人、外国人留学生など、多様な背景を持つ受験生を受け入れている。また、各学科
の入学者選抜の具体的な試験方法等については入学試験要項に記載のとおりであるが、
各学科の入学者受入れ方針に基づく判定基準を各入試区分で定め、公正な入学者選抜
の実施に努めている。また、入学者選抜の方法とアドミッション・ポリシーの対応、高
大接続の観点による多様な選抜方法および選考基準の公正さについては、アドミッショ
ン・オフィスや入試広報委員会を中心に定期的に点検している。
アドミッション・オフィス規程（資料５）は平成 28 年８月に施行された。令和元年
６月の改正では第６条(アドミッション・オフィサー)が追加され、アドミッション・オ
フィサーとして、アドミッション・オフィス室長、運営管理センター長（入試センター
長）が指名された。これによって、アドミッション・オフィスで年度目標や方針を定め、
アドミッション・オフィサーと、入試業務を担当している運営管理センターで、方針の
具体化に向けた調査・企画立案を行い、入試広報委員会では学科の意見を集約・審議す
る体制が整えられた。
授業料等の必要な経費は、入学試験要項他、本学ホームページにおいても明示してい
る。受験生、保護者及び高校教員等からの問い合わせには、専用の電話番号及びメール
アドレスを設け、運営管理センター（入試センター）職員が適切に対応している。
入学者受入れの方針についての意見聴収については、例年、高等学校教員対象の入試
説明会等によって実施していたが、今年度はコロナの影響による説明会の中止等によ
り、直接的な意見聴取はできていない。

［区分

基準Ⅱ-A-６

短期大学及び学科・専攻課程の学習成果は明確である。］

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点
（1） 学習成果に具体性がある。
（2） 学習成果は一定期間内で獲得可能である。
（3） 学習成果は測定可能である。
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＜区分

基準Ⅱ-A-６の現状＞

本学の学習成果は、建学の精神を各学科の教育内容に落とし込んで具体化したもので
ある。さらに、学習成果は、各授業の内容と関連しているため、各授業の単位取得（到
達目標の達成）によって獲得可能となっている。
令和２年度は、看護師資格取得率 96％、理学療法士資格取得率 67％、作業療法士資
格取得率 67％、歯科衛生士取得率 95％、栄養士資格取得率 100％、幼稚園教諭二種免
許状取得率 99％、保育士資格取得率 98％であった。国家資格取得を目標としていない
学科についても、例年 90％以上の学生が卒業している。この結果からも、本学の学習
成果は多くの学生にとって在学期間内に獲得可能であると言えるが、一部の資格取得率
については全国平均を下回る結果であるため、早急な対応が必要となっている。
学習成果は、アセスメント・ポリシー（基準Ⅰ-C-２）によって定められているよう
に、卒業率、就職率、学修行動分析、国家試験合格率、免許・資格取得状況、GPA 等か
ら測定可能である。

［区分

基準Ⅱ-A-７

学習成果の獲得状況を量的・質的データを用いて測定する仕組

みをもっている。］
※当該区分に係る自己点検・評価のための観点
（1） GPA 分布、単位取得率、学位取得率、資格試験や国家試験の合格率、学生
の業績の集積（ポートフォリオ）、ルーブリック分布などを活用してい
る。
（2） 学生調査や学生による自己評価、同窓生への調査、インターンシップや留
学などへの参加率、大学編入学率、在籍率、卒業率、就職率などを活用し
ている。
（3） 学習成果を量的・質的データに基づき評価し、公表している。
＜区分

基準Ⅱ-A-７の現状＞

本学では、アセスメント・ポリシーを用いて学習成果を評価している。そこに示され
たデータは以下のようにまとめられる。
機関レベル（大学）

卒 業 率 、退 学 率 、就 職 率 、資 格 ・ 免 許 を 生 か し た 専 門
領域への就業率及び進学率

教育課程レベル（学科） 各 学 科 の 定 め る 卒 業 要 件 達 成 状 況 、 学 修 行 動 調 査 分
析、国家試験合格率、資格・免許取得状況等
科目レベル（授業科目） 授 業 科 目 の 学 修 目 標（ シ ラ バ ス ）に 対 す る 評 価 、授 業
改 善 ア ン ケ ー ト 、 科 目 ご と の 成 績 評 価 、 GPA
学習成果に関する IR 情報は運営協議会に報告され、学内に周知される。学外に対し
ては、ホームページ上で情報公開の IR 情報として、１.学修行動調査、２.授業改善ア
ンケート、３.卒業者数・学位授与者数・進学者数・就職者数・就職率、４.資格取得等
24

実績を公表している。
IR 情報の分析は、IR 室を中心に実施している。たとえば、今年度は以下のようなデー
タ分析を行った。
Ⅰ

令和元年度入試データ分析

資料６-１、資料６-２

入試方法と GPA の関連では、１年次及び卒業年次 GPA は高校の評定平均値との有
意な相関は過去３年間変わらない。面接は特定学科(看護学科、リハビリテーショ
ン学科、栄養学科)で過去２年間とも相関があった。GPA と高校在学中の欠席日数と
の関係では一定傾向が無い。小論文は全学科で関連がない。学力 (一般入試、セン
ター入試)の関連は極稀である。
入試区分と GPA の関連については、昨年度から学科別に分析を行った。昨年度は
全学科で入試区分別の GPA は差がなかった。今年度は、リハビリテーション学科の
一部を除いて入試区分による GPA の差はなかった。
Ⅱ

令和元年度実施分の PROG 分析

資料６-４

PROG から求めた五つの力と入試区分の分析では、 PROG を実施した３学科（こど
も学科、ビジネスキャリア学科、観光ビジネス学科）で基礎力は一般入試で AO 入
試、指定校推薦入試より有意に高かった。学科別では、こども学科で地域理解力は
公募推薦入試が一般入試より有意に高かった。今後とも、入試区分による学生の特
性を把握する検証を継続する。
GPA から求めた五つの力（以下、五つの力）の関係では、実施３学科で単相関で
は GPA は基礎力と正の相関、実践力及び地域理解力と負の相関があった。
五つの力間の相互関連を分析した。五つの力間の相互相関が高いが、基礎力は生
涯学習力と有意な相関があった。生涯学習力は重回帰モデルが成立し、実践力、人
間関係力、基礎力、地域理解力の順の影響力で 50％説明可能（R 2 ≧0.5）であっ
た。
資料１の分析から GPA は高校の評定平均値との高い相関は変わらない。 PROG 分析
から五つの力との関連では GPA は基礎力との相関が示唆された。
卒業後の地域社会に貢献し得る人材として備えるべき生涯学習力には、実践力、
人間関係力の重要性が示唆された。しかるに、GPA と実践力は負の相関であった。
実践力の育成が課題と言える。
Ⅲ

学修行動調査分析

資料６-５【ホームページ公開用】

1.

学修行動調査の６因子の学科間の差異をどう評価するか。
１年次は全学平均と比較した。卒業年次は１年次との比較を検証した。学科間の

差異は、各学科の判断において考察することとした。入学年次で全学平均より低く
とも、同一学科で入学年次と卒業年次では有意に高くなっている場合も多い。 少数
だが逆の例もある。
2.

教職員サポートの利用は、全ての学科で卒業年次で高くなっている。２年、３

年で卒業にまでもっていかねばならない短大ならではの特性とも推察できる。
3.

学修行動調査６因子の入学年次と卒業年次の比較では、入学後の学修効果、自

主的な学修効果、教職員サポートの利用は大学全体として卒業年次で有意に高く
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なっているが、学科別では自主的な学修効果、自己学習時間で有意に低くなった学
科がみられた。
また、学生総合支援センターにおいて全学生の就職状況（就職先、就職活動の履歴等）
をデータ化し、各学科の学習成果の評価に使用できるようになっている。
［区分

基準Ⅱ-A-８

学生の卒業後評価への取り組みを行っている。］

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点
（1） 卒業生の進路先からの評価を聴取している。
（2） 聴取した結果を学習成果の点検に活用している。
＜区分

基準Ⅱ-A-８の現状＞

卒業生の定性評価は、学内企業説明会（通年）や病院合同説明会（３月・７月）、企
業との情報交換会（年３～４回）や本学に来訪した機会に、入職した卒業生についての
仕事ぶり等定性的な情報聴収を常に行っている。今年度は新型コロナ ウイルス感染症の
影響で中止になった説明会もあった一方で、Web での開催も実施され、新たな説明会及
び学生の卒業後評価の方法が模索された。
卒業生の就労状況調査は、３か年間同じ内容の質問で実施することが IR 室で確認さ
れており、３年目の令和２年度は 10 月に実施し、平成 30 年度・令和元年度・令和２
年度卒業生の比較を行った。回収率は 20.9％、42.2％、62.8％と 3 年間で大きく改善
した。また、本学の五つの力である「基礎力」「実践力」「人間関係力」「生涯学習力」
「地域理解力」ともに「１．活かされている」
「２．どちらかといえば活かされている」
とする学生の割合が増加している。就職関連では、就職活動で役立ったものとして、3
年間履歴書添削が最も多く（69.9％、65％、72.4％)、面接練習（53.7％、53.8％、59.5％）、
就職ガイダンス（48.8％、42.5％、39.7％）の順であった。就職試験でもっと手厚い支
援が欲しかったものとして、３年間企業・病院学内説明会（ 35％、37.2％、42.1％）、
企業研究(28.5％、31.2％、31.3％)、面接対策（26.8％、28.9％、31.3％）であった。
現在の職場に満足している学生は 48.0％、53.3％、41.1％であったが不満足とする学
生は 18.7％、16.9％、10.8％と減少、不満足の内容は、２年間は職場の人間関係や勤
務時間、給与であったが、令和２年度調査では仕事内容が最も多く、次いで職場の人間
関係、給与となった。社会生活で役立っていると思うものでは３年間同じ傾向でアルバ
イトが最も多く（65％、66.2％、65.0％）、次いで、資格取得（52％、44.7％、40.3％）、
ゼミ活動（14.6％、11.7％、21.1％）やサークル活動（4.0％、7.0％、9.0％）と低い
値であるが改善がみられている。調査時点（10 月）で退職した者は 7.1％で、前の２年
間（4.9％）より多い結果となった。
このような調査結果は、運営協議会に報告され、各学科・部署において学習成果の点
検に利用できるようになっている（資料７）。
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＜テーマ

基準Ⅱ-A 教育課程の課題＞

卒業認定・学位授与の方針の可視化の検証を目的に、ジェネリックスキルの成長を支
援することを目的としたアセスメントプログラム PROG を令和元年度から導入し、その
測定結果は、他大学や学科間の比較データとして整理し、学科教員や学生に公表してい
る。しかし、各学科でこの測定結果をどのように改善に結びつけるかは確定されておら
ず、検討が必要である。
また、今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響によって、実習系科目（臨床実習、
インターンシップ等）や就職支援が規模縮小や中止に追い込まれ、学習成果の評価のた
めの機会の一部が失われた。次年度は、学習成果の評価について、機会の確保や創出、
フィードバックの方法の再検討を行う。
＜テーマ

基準Ⅱ-A 教育課程の特記事項＞

特になし

［テーマ

基準Ⅱ-B 学生支援］

＜根拠資料＞
１：サークル活動費申請マニュアル
２：仙台青葉学院短期大学

学生団体顧問規程

３：仙台青葉学院短期大学 学生団体の顧問活動に伴う経費に関する細則
４：障がいのある学生に対する支援ポリシー
５：障がいのある学生に対する修学支援規程
６：仙台青葉学院短期大学 長期履修学生に関する申し合わせ
７：仙台青葉学院短期大学
［区分

基準Ⅱ-B-１

スチューデント・アシスタントに関する規程

学習成果の獲得に向けて教育資源を有効に活用している。］

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点
（1） 教員は、学習成果の獲得に向けて責任を果たしている。
① シラバスに示した成績評価基準により学習成果の獲得状況を評価してい
る。
② 学習成果の獲得状況を適切に把握している。
③ 学生による授業評価を定期的に受けて、授業改善に活用している。
④ 授業内容について授業担当者間での意思の疎通、協力・調整を図ってい
る。
⑤ 教育目的・目標の達成状況を把握・評価している。
⑥ 学生に対して履修及び卒業に至る指導を行っている。
（2） 事務職員は、学習成果の獲得に向けて責任を果たしている。
① 所属部署の職務を通じて学習成果を認識して、学習成果の獲得に貢献し
ている。
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② 所属部署の職務を通じて教育目的・目標の達成状況を把握している。
③ 所属部署の職務を通じて学生に対して履修及び卒業に至る支援を行って
いる。
④ 学生の成績記録を規程に基づき適切に保管している。
（3） 短期大学は、学習成果の獲得に向けて施設設備及び技術的資源を有効に活
用している。
① 図書館又は学習資源センター等の専門的職員は、学生の学習向上のため
に支援を行っている。
② 教職員は、図書館又は学習資源センター等の学生の利便性を向上させて
いる。
③ 教職員は、学内のコンピュータを授業や大学運営に活用している。
④ 教職員は、学生による学内 LAN 及びコンピュータの利用を促進し、適切
に活用し、管理している。
⑤ 教職員は、教育課程及び学生支援を充実させるために、コンピュータ利
用技術の向上を図っている。
＜区分

基準Ⅱ-B-１の現状＞

(1) 「教員は、学習成果の獲得に向けて責任を果たしている。」について
教員はシラバスに示した到達目標に沿って成績評価基準を定め、学生の学習成果の獲
得状況を評価している。シラバスについては、教務委員会と事務局ですべて確認し、不
適切な評価基準（出席点等）については適宜修正を求め、不適切なところがないように
している。
教員は、科目の特性に合わせて、定期試験の他に、小テストやレポート、実技課題等
で学生の学習成果を把握し、その方法についてはシラバスに明記している。今年度はコ
ロナ禍の対応の中で、LMS 等のインターネット技術を用いた学習成果の確認方法が模索
された。総合的な学習成果の把握については、各教育課程の実習やインターシップ等を
通して、外部の視点を取り入れながら、随時確認を行っている。また、毎年実施してい
る外部評価では、外部のステークホルダーから学習成果について意見を聴収し、学習成
果の把握に努めている。
授業改善については、FD・SD 委員会を中心に期末ごとに受講学生を対象として、予
め定めた除外科目以外の全科目において授業改善アンケートを行い 、結果は各学科長よ
り担当教員に送付される（非常勤講師については事務局より送付）。その結果を受けて、
担当教員は教育方法等の評価、分析を行い、次年度の改善策を各学科長に提出してい
る。各学科長は担当教員からの報告書を FD・SD 委員会に提出している。FD・SD 委員会
は集められたアンケート結果や担当教員による報告書の内容を分析し、研修会のテーマ
等に反映させている。FD・SD 委員会では、そのような量的データだけでなく、学生参
加の研修会を設け、授業評価に関する質的データの収集に努めている。この研修会の内
容は、運営協議会で報告され、各学科長より教員に伝達される。これらの質的・量的
データを用いて、教員は定期的に授業改善を実施している。
授業内容についての授業担当者間の意思疎通の状況については次のとおりである。各
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監督省庁の指定規則やガイドライン（以下、「指定規則等」）が出されている教育課程
（看護師、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、栄養士、保育士等）では、学科内教
務委員会を中心に、ガイドライン等に沿ってシラバスに明記された授業内容を 確認し、
授業内容の過不足や適正について検討を行っている。授業内容に不備があった場合は、
科目担当者と連絡を取り、内容の確認や修正を依頼し、改善を行っている。また、そう
したガイドライン等が提示されていない学科についても、同様の方法でシラバスチェッ
クを通して、授業内容について意思疎通や調整を図っている。さらに、すべての学科に
おいて定期的に実施されている学科会議内で、授業内での学生の様子や、授業の進捗状
況について情報を共有している。今年度については、コロナ禍によって、遠隔授業への
切り替えが余儀なくされたため、各学科内で遠隔授業における授業方法の工夫や、学生
の学習態度等について、学科内 FD 研修会を通して、情報交換が行われた。
教育目的・目標の達成状況は、既に述べたアセスメント・ポリシーに従って、 卒 業
要 件 達 成 状 況 、学 修 行 動 調 査 分 析 、国 家 試 験 合 格 率 、資 格・免 許 取 得 状 況 等 に
よ っ て 把 握 さ れ て い る 。 特 に 国 家 試 験 合 格 率 は 例 年 全 国 的 な 平 均 値 や 、年 度 ご
と の 学 内 の 合 格 率 等 が 明 示 さ れ る た め 、各 該 当 学 科 で 試 験 結 果 を 分 析 し 、補 講
授業や放課後の学生指導のあり方を見直している。
学生指導は、国家試験の有無にかかわらず、すべての学科において日常的に行われて
いる。学科によって、ゼミ担当制、チューター制、クラス担任制等、方法は異なってい
るが、教員が適宜学生の状況を把握するシステムを構築している。問題等があった場合
は、担当教員より学生に対して電話連絡や面談等を行い、卒業に至るまでの指導を行っ
ている。また、学期ごとの GPA が 1.5 未満の学生については、教員による学生面談と
報告書の提出を義務付けている。また、退学者についても担当教員が指導内容や退学に
至るまでの経過について報告書を作成し、退学の原因分析を行っている。これらの報告
書は、学科長、教務部長、学長によって閲覧され、個人情報の保護に配慮しながら、学
生個々の特徴の把握や指導内容の見直しに利用されている。
(2) 「事務職員は、学習成果の獲得に向けて責任を果たしている。」について
各キャンパス事務の職員は、教務システムによる学生の履修登録、出欠状況の管理、
成績データの処理、各種試験の実施、成績判定・卒業判定資料の学科への提供のほか、
教務委員会の審議等に必要な情報の整備や教員の学生指導の支援など、担当業務を通
じて学生の学習成果を把握し、学生の学習成果の獲得に貢献している。事務職員は、学
科教務委員会への参加や窓口での学生への対応等を通して、建学の理念に基づく教育目
標の達成状況の把握及び学生個々の卒業に至るまでの支援を行っている。
今年度については、コロナ渦において、対面授業と遠隔授業のハイブリッド化に対応
した時間割の再構築や教員の再配置を行うとともに、オンデマンド教材の作成補助・管
理・配信業務を行った。また、受講学生からのレポート収集補助や出欠管理、パソコン
操作に不慣れな学生の個別支援等も行い、学生に不利益な状況を作らないように努め
た。遠隔授業の開始当初は、システムダウンが毎日のように発生した。対応として、LMS
システムへ負担をかけないよう事務局で工夫をして、学生への動画配信を行った。学生
の学習支援のためにも、データダイエットの工夫とともにより強固なシステムの構築が
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課題である。
学生の成績記録の保管については、学園の文書取扱規程等に基づいて、教務システム
の電子媒体で適切に保管している。
(3)

「短期大学は、学習成果の獲得に向けて施設設備及び技術的資源を有効に活用し

ている。」について
各キャンパスの図書館に専門の司書が常駐し、授業に必要な資料のほか、各種試験対
策資料、一般教養資料なども充実させて、総合的な学修支援を行っている。学修支援の
あり方については、学生からの意見を参考に、図書館の利便性を高めるよう工夫してい
る。たとえば、国家試験の時期には、開館時間を延長する等の 改善を行った。今年度は
新型コロナウイルス感染症により、遠隔授業も多く行われたことから、電子媒体による
資料提供を増やし、学生の在宅での学修もサポートしている。
全教職員にパソコンを供与し、教育・研究活動や大学運営に活用している。学生の求
めに応じて授業の参考書や各種の試験対策の資料を提示して、学生の学修支援を行って
いる。各キャンパスとも学内 LAN を通じてインターネットの利用環境を整えており、学
生に対して、インターネット利用時のマナーや危険性についての指導も行っている。ま
た、学生の利便性等を考慮して、シラバスの Web 版と冊子版を併用しているほか、学生
の利用に供するため、各キャンパスにパソコン教室を整備し、図書館の閲覧室にもパソ
コンを設置している。例年、FD 研修会などを開いて LMS の使用法等、教職員のコンピュー
タ技術の向上に努めてきたが、今年度はコロナ禍による遠隔授業の実施に 伴って、教職
員のコンピュータ技術の向上が見られた。その過程では公式、非公式を含めて様々な情
報交換が行われた。
今年度はコロナ禍にあって、６月からの対面授業開始に伴い、学生が密にならないよ
う、出校人数の計画・調整や講義時の教室内の座席配置を工夫し、休憩時のラウンジ、
ホール等の座席数を調整し、間隔を広くするなど、感染予防に努めた。７月からは、適
宜、密にならないような席の配置やテーブルの消毒などの対策をとり、学生が学内で昼
食をとれるようにした。
［区分

基準Ⅱ-B-２

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。］

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点
（1） 入学手続者に対し入学までに授業や学生生活についての情報を提供してい
る。
（2） 入学者に対し学習、学生生活のためのオリエンテーション等を行ってい
る。
（3） 学習の動機付けに焦点を合わせた学習の方法や科目の選択のためのガイダ
ンス等を行っている。
（4） 学生便覧等、学習支援のための印刷物（Web サイトを含む）を発行してい
る。
（5） 基礎学力が不足する学生に対し補習授業等を行っている。
（6） 学習上の悩みなどの相談にのり、適切な指導助言を行う体制を整備してい
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る。
（7） 通信による教育を行う学科・専攻課程の場合には、添削等による指導の学
習支援の体制を整備している。
（8） 進度の速い学生や優秀な学生に対する学習上の配慮や学習支援を行ってい
る。
（9） 留学生の受入れ及び留学生の派遣（長期・短期）を行っている。
（10）学習成果の獲得状況を示す量的・質的データに基づき学習支援方策を点検
している。
＜区分

基準Ⅱ-B-２の現状＞

入学手続者に対しては、各学科において、入学後の授業内容を考慮した課題を入学前
教育として実施している。学生生活については、本学における教育活動や学生便覧及び
シラバスを本学ホームページにて公開している。
入学者へのオリエンテーションは、入学式後 ３日間で学習、学生生活の説明を行って
いる。担当者及び内容は以下のとおりだが、学生便覧やシラバスを用いて、入学者にわ
かりやすいように説明を行っている。
学科教員

・年間予定、時間割、試験、シラバス等

事務局

・証明書申請、発行の説明
・大学生活と学生便覧（緊急時の連絡方法等）

学生総合支援センター

・各種施設（学生総合支援センター、保健室、学生相談室）
の利用について

また、各学科の教育課程に応じて、「大学生活論」や「基礎演習」等の授業の中で、
ボランティア活動の仕方や、図書室の利用の仕方の説明を行っている。今年度はコロナ
禍のため、対面でのオリエンテーションが実施できず、動画の視聴によって同様の内容
を実施した。
入学生の基礎学力等把握のため、本学では、プレイスメントテストをオリエンテー
ションの日程の中で実施している。課される科目については学科の特性によって異なる
が、点数の低い学生については補講を実施している学科や、在籍中の学生支援の指標と
して活用している学科もある。年間を通して、優秀な成績を収めた学生に対しては、学
年末に学長からの表彰を行い、学長との談話や記念品の贈呈を通して、学習意欲の向上
に努めている。
学生の学習成果獲得に向けての悩み等は、半期ごとの GPA の値 1.5 未満の学生に対
する面談指導や、オフィスアワーの設定、利用によって、在学期間を通して適切な指導
や助言を行える体制を整えている。また、保健室及び学生相談室の職員と教員が連携す
ることで、学生のより深刻な悩みに対応している。教職員との関係だけではなく、SA（ス
チューデント・アシスタント）制度を整備し、先輩から後輩への学修指導や関係性構築
を通して、学生同士のサポート体制を整えている（資料７）。しかし、今年度は、例年
よりも新入生の退学率が高い傾向にあった。要因の 1 つには、コロナ禍の影響で、教職
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員と学生間及び学生同士の接点が減ってしまい、学習意欲の維持、向上の機会が減少し
てしまったことが考えられる。
基礎学力や学修習慣の学生間の差など学習上の悩みを抱える学生について、資格取得
に国家試験合格が伴う学科では、様々な対策を講じている。定期的な模擬試験の実施の
ほか、放課後やオフィスアワーを利用した個別の学習指導、学習相談を実施している。
今年度は新型コロナウイルス感染症の影響によって、長町キャンパスで提供していた
ラーニング・コモンズの使用を断念せざるを得ない等の状況に陥 ったが、遠隔での代替
え等、学生の学習成果の獲得支援を継続した。
留学生の受け入れについては、ビジネスキャリア学科、観光ビジネス学科が入試区分
を設ける等して実施している。
学習成果の獲得状況の量的・質的データについては、アセスメント・ポリシーに定め
られた量的データだけでなく、学科会議や各種委員会において学生からの相談内容や実
際の学生の学修の様子等の質的データを収集し、大学レベル、学科レベルで学習成果の
方針を点検している。
［区分

基準Ⅱ-B-３

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。］

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点
（1） 学生の生活支援のための教職員の組織（学生指導、厚生補導等）を整備し
ている。
（2） クラブ活動、学園行事、学友会など、学生が主体的に参画する活動が行わ
れるよう支援体制を整えている。
（3） 学生食堂、売店の設置等、学生のキャンパス・アメニティに配慮してい
る。
（4） 宿舎が必要な学生に支援（学生寮、宿舎のあっせん等）を行っている。
（5） 通学のための便宜（通学バスの運行、駐輪場・駐車場の設置等）を図って
いる。
（6） 奨学金等、学生への経済的支援のための制度を設けている。
（7） 学生の健康管理、メンタルヘルスケアやカウンセリングの体制を整えてい
る。
（8） 学生生活に関して学生の意見や要望の聴取に努めている。
（9） 留学生が在籍する場合、留学生の学習（日本語教育等）及び生活を支援す
る体制を整えている。
（10）社会人学生が在籍する場合、社会人学生の学習を支援する体制を整えている。
（11）障がい者の受入れのための施設を整備するなど、障がい者への支援体制を整
えている。
（12）長期履修生を受入れる体制を整えている。
（13）学生の社会的活動（地域活動、地域貢献、ボランティア活動等）に対して積
極的に評価している。
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＜区分

基準Ⅱ-B-３の現状＞

本学の学生支援体制は以下の図のとおりである。

≪学科学生委員会≫

≪学生委員会≫

【学科教員】

≪学生総合支援センター≫

【保健室】

学生

【学生相談室】

≪保健委員会≫

学生の学校生活全般についての支援は学科教員を中心にして行われている。領域ごと
の支援については、体調面については保健室、精神面については学生相談室、サークル・
ボランティア活動については学生総合支援センターが担っている。学生委員会は学科毎
に設置されている学科学生委員会の委員長らによって構成されており、大学全体と学科
間の連絡、調整役となっている。特に、全学的なイベントである「せいよう祭」（大学
祭）や「スポーツ大会」を開催するにあたっては、学生委員会を中心に 学生の主体性を
重視した企画や運営を行い、教職員はサポート役として学生を支える体制を整えてき
た。
サークル活動の支援については、学生委員会で予算の承認や活動内容の検討を行い、
学生総合支援センターが窓口となって、サークルの設立や予算の 執行等、実際面での支
援を行っている。サークルの年間予算については、１サークルあたり 20 万円を目安と
し、学生には予算申請の基準となる「サークル活動費申請マニュアル」を示して、予算
編成も含めた自主的活動を促している。また、各サークル活動の責任者となる教職員
（顧問）については「仙台青葉学院短期大学

学生団体顧問規程」を定め、責務や緊急

事態の対応等を明確にしている。顧問活動に対する経費については、
「仙台青葉学院短
期大学 学生団体の顧問活動に伴う経費に関する細則」を定め、教職員が学生のサーク
ル活動を支援する体制を整備している。結果として、これまでは １～２年程度で解散す
るサークルが相当数あったが、徐々に継続的なサークル活動が展開されるようになっ
た。
今年度については、学生委員会を中心に、コロナ禍の中での全学的な行事の実現を検
討してきたが、最終的には感染症予防の観点から中止にせざるを得なかった。サークル
活動についても、コロナ禍のため４～５月の年度当初で休校措置となり、活動全般がス
トップする状況となった。徐々に対面講義がはじまる中で、７月中に「サークル活動時
チェックリスト」等を整備し、８月からは新型コロナウイルス感染症対策が遵守できて
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いるサークルから順次、活動を再開させていった（2021 年１月現在、18 団体）。しかし
ながら、外部団体のイベントに参加するサークルやボランティア活動を主とするサーク
ルの中には、外部でのイベントそのものが中止となり、例年どおりの活動が出来なかっ
たサークルも多かった。
本学では、いずれのキャンパス周辺にもコンビニエンスストアや食料品店、飲食店が
あるため、食堂は設置していない。売店は五橋キャンパス、長町キャンパスに設置して
いる。中央キャパスは、校舎に隣接してコンビニエンスストアがあるため、売店は設置
されていない。売店については、各種アンケートや意見聴収の機会に学生のニーズを把
握し、適宜整備することにしている。今年度は、コロナ禍による登 校学生数の減少、感
染症予防の観点から、売店を一時閉店とし、感染状況に照らして再開時期を判断し、学
生の支援にあたった。
遠方から入学する学生のために、入学試験要項に学生寮の案内を掲載している。出願
時には、入寮希望を受け付け、学生寮の管理運営を行っている学園グループ会社と適切
な情報共有を図っている。また、学生寮以外で一人暮らしを希望する入学予定者に対し
ても、グループ会社が直接管理・運営する学生マンション及び一般の賃貸アパート等を
適宜仲介・斡旋を行っている。入学後の学生については、学生総合支援センターが窓口
となって住居支援を行っている。
各キャンパスとも JR 及び地下鉄の駅に近接しているため、通学バスの運行等は行っ
ておらず、定期券割引購入のための証明書発行等によって学生の通 学の支援を行ってい
る。また、各キャンパスに駐輪場を設置し、登録制で通学のための便宜を図っている。
奨学金等、学生への経済的支援体制は、学生総合支援センターを中心に運営されてい
る。学生総合支援センターは、日本学生支援機構奨学金（貸与）の第一種（無利子）及
び第二種（有利子）、高等教育の修学支援新制度、地方自治体で実施する各種支援制度、
民間育英団体、医療機関毎の奨学金について相談や申請の支援を行っている。また 、本
学法人独自の奨学金として、北杜学園奨学金制度を設けている。
学生の健康管理、メンタルヘルスケアについては、各学科教員から構成される保健委
員会と、保健室及び学生相談室が中心となって支援体制を構築している。保健室や学生
相談室の活動内容、相談件数ついては、保健委員会でまとめられ、運営協議会に報告さ
れる。報告内容は各学科長より学科教員に伝達される。保健室や学生相談室は、状況に
応じて、個人情報の保護に配慮しながら学科教員と連携を図り、学生の支援にあたって
いる。このような体制によって、学生の生活支援を組織的に、かつ臨機応変に行える体
制を整えている。コロナ禍においても、教職員の連携によって、学生に対する「健康
チェック表」の記載の義務付け、体調に異変を感じた学生への支援を行った。大学内の
感染状況についての連絡、報告についても円滑な実施体制 の構築に努めた。各キャンパ
スで関係者の感染があったが、クラスターの発生には至らなかった 。
学生生活に関する学生の意見や要望の聴取については、本学教育の質の向上 などに反
映することを目的に、平成 30 年度より学長カフェを継続実施している。令和２年度は、
新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、学生のキャンパスを跨ぐ移動を避け
るため３キャンパスを会場とし、出席人数を制限して開催することを計画し、学長メッ
セージとともに LMS にて周知し、参加学生を募った。しかし、開催直前に新型コロナウ
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イルス感染症の拡大を受け、開催中止を余儀なくされた。
社会人、留学生の支援については、人数がさほど多くないこともあり、学科毎に対応
を行っている。社会人学生同士の交流会や、留学生が取得できる奨学金の紹介や相談等
を実施している。
本学では「障がいのある学生に対する支援ポリシー」及び「障がいのある学生に対す
る修学支援規程」を整備し、障がいのある学生の支援を行っている。令和 ３年度に向け
ても新たな入学生に対応するため、当該学科、教務委員会、学生総合支援センター、当
該キャンパス等で準備を進めている。長期履修生についても学則の規定に基づき、「仙
台青葉学院短期大学 長期履修学生に関する申し合わせ」を定めている。数は少ないが、
この制度を利用して卒業した学生もいる。
学生の社会活動の評価については、令和元年度の課題として、ボランティア活動に関
する学生表彰制度の利用がないことが挙げられ、学生委員会においてサークル・課外活
動の分野での表彰も含めて検討し、その結果によっては「仙台青葉学院短期大学 学生
表彰に係る申し合わせ」の表彰基準の見直しも行う改善計画であったが、新型コロナ ウ
イルス感染症の影響により、サークル・課外活動が大幅に縮小し、検討も先送りされた。
［区分

基準Ⅱ-B-４

進路支援を行っている。］

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点
（1） 就職支援のための教職員の組織を整備し、活動している。
（2） 就職支援のための施設を整備し、学生の就職支援を行っている。
（3） 就職のための資格取得、就職試験対策等の支援を行っている。
（4） 学科・専攻課程ごとに卒業時の就職状況を分析・検討し、その結果を学生
の就職支援に活用している。
（5） 進学、留学に対する支援を行っている。
＜区分

基準Ⅱ-B-４の現状＞

就職支援は、各キャンパスの学生総合支援センター職員と、学科組織（就職委員会、
キャリア委員会）の連携によって実施されている。学生は、各キャンパスに設置された
学生総合支援センター内で、求人票等、様々な就職情報が得られるようになっている。
令和元年度からは、就職支援システム（SEIYO Career Navi）を導入し、学生がネット
上で求人票や学生総合支援センターからの諸連絡を見ることができる。今年度は、求人
票の入力・掲示・ファイリングを担当する職員の増員や、五橋キャンパスと中央キャン
パスにおける学生総合支援センター内の面談や面接スペースの増設によって、学生の就
職支援の質と量を向上させた。また、新型コロナ ウイルス感染症をきっかけとして、遠
隔での面接指導を導入し、学生の利便性向上に努めた。
資格取得については各学科で対応しているが、取得状況については学生総合支援セン
ターが各学科からの情報を収集し、学生の就職指導に役立てている。また、学生総合支
援センターでは、面接練習、履歴書指導、職場説明会、公務員試験の受験支援等、様々
な就職試験対策を各学科の実情に合わせて実施している。
学生総合支援センターでは、すべての学生の進路先情報を記録し、学科ごとの内定率
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の推移や、職種別の割合等の分析・検討、学科との情報共有を行い、学生の就職支援に
活用している。また、SEIYO Career Navi の活動報告や進路決定届等の機能の活用を開
始し、更なるデータの蓄積を進めている。
進学、留学希望者については、学科教員（ゼミ担当教員、チューター等）と学生総合
支援センターが連携を図りながら、学生への支援を行っている。
＜テーマ

基準Ⅱ-B 学生支援の課題＞

今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響によって、サークル活動や、大学祭等の
イベントの縮小、中止を余儀なくされた。当面、新型コロナウイルス感染症が収束して
いないことを前提とした学生生活の支援を考えていく必要がある。
また、新型コロナウイルス感染症の影響による遠隔授業の実施によって、教職員の IT
技術の大幅な向上が見られた。その過程では、公式、非公式を含めて様々な情報交換が
なされたが、このような情報交換の場の整備が必要である。IT 技術を用いた遠隔授業
や学生支援を充実させるため、今年度実施した FD・SD 活動をもとに、より一層の教職
員個々の能力向上を図る研修会の実施とともに、設備面の整備や人員確保が課題とな
る。
＜テーマ

基準Ⅱ-B 学生支援の特記事項＞

特になし
＜基準Ⅱ 教育課程と学生支援の改善状況・改善計画＞
各学科において、PROG の測定結果を教育課程の評価に結びつける手法について検討
を行う。また、実習やインターンシップについてもコロナ禍における実施方法だけでな
く、それらの実施によって行われていた評価の方法やあり方についても、各学科にて検
討を行う。
教養教育科目の変更については一部の学科にとどまったため、その他の学科において
も科目の変更を検討する。
また、国家資格等の取得が目標に到達しなかった学科においては、より一層の学習支
援体制の強化を図り、学習成果の獲得、資格取得等を実現する。
学生支援のあり方については、学生委員会や各学科において、サークル活動、大学祭、
保護者会等の新たな運営方法について検討を行う。それに伴う設備面の向上や人員確保
については、各担当部署が連携して、適切な整備を行う。同様に、就職支援についても、
ICT 化や人員確保によって、更なる利便性の向上に努める。具体的には、面接練習、履
歴書指導、就職相談、就職セミナー等の実施、利便性向上を図る。
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様式 7－基準Ⅲ

【基準Ⅲ 教育資源と財的資源】
［テーマ

基準Ⅲ-A 人的資源］

＜根拠資料＞
１：仙台青葉学院短期大学 専任教員等選考規程
２：仙台青葉学院短期大学 研究推進・紀要委員会規程
３：仙台青葉学院短期大学 研究倫理審査委員会規程
４：仙台青葉学院短期大学 研究費不正防止委員会規程
５：仙台青葉学院短期大学 教育研究費支給規程
６：仙台青葉学院短期大学 公的研究費取扱規程
７：仙台青葉学院短期大学 奨励研究費支給規程
８：仙台青葉学院短期大学 海外旅費規程
９：仙台青葉学院短期大学 FD・SD 委員会規程
10：仙台青葉学院短期大学

職員育成ポリシー

11：仙台青葉学院短期大学

就業規則

12：仙台青葉学院短期大学

専任教員等定年規程

13：仙台青葉学院短期大学

給与規程（教員対象）

14：仙台青葉学院短期大学

給与規程（職員対象）

15：仙台青葉学院短期大学

育児休業に関する規程

16：仙台青葉学院短期大学

介護休業に関する規程

17：仙台青葉学院短期大学

学長裁量研究費規程

18：学校法人北杜学園
［区分

基準Ⅲ-A-１

組織規程

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。］

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点
（1） 短期大学及び学科・専攻課程の教員組織を編制している。
（2） 短期大学及び学科・専攻課程の専任教員は短期大学設置基準に定める教員
数を充足している。
（3） 専任教員の職位は真正な学位、教育実績、研究業績、制作物発表、その他
の経歴等、短期大学設置基準の規定を充足している。
（4） 教育課程編成・実施の方針に基づいて専任教員と非常勤教員（兼任・兼
担）を配置している。
（5） 非常勤教員の採用は、学位、研究業績、その他の経歴等、短期大学設置基
準の規定を準用している。
（6） 教育課程編成・実施の方針に基づいて補助教員等を配置している。
（7） 教員の採用、昇任はその就業規則、選考規程等に基づいて行っている。
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＜区分

基準Ⅲ-A-１の現状＞

短期大学及び学科・専攻課程の教員組織を編成し、短期大学設置基準 に定める教員数
を充足している。併せて、各種養成課程に規定される教員数及び要件も満たしている。
専任教員の職位は真正な学位、教育実績、研究業績等、その他の経歴等、短期大学設
置基準の規定を充足していることを採用及び昇任時の学内審査において確認しており、
それらを大学ホームページにおいて公表している。
学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて、専任教員及び専任助手、学
内兼担教員、学外の非常勤（兼任）教員を配置している。非常勤教員の採用に際しても、
学位、研究業績、その他の経歴等、短期大学設置基準の規定を準用して審査した上で採
用している。
専任教員、非常勤教員及び専任助手の教育研究業績は教授会及び運営 協議会で審議
し、教員ポストの配置については学長の推薦に基づき設置者（理事長・理事会）が全学
的な視点から決定している。教員の配置計画は、理事会の基本方針に基づき、学科毎に
教授会等で、退職年齢を考慮しつつ、年齢構成・職位や担当授業科目・役割などバラン
スの取れた配置になるよう努めている。
看護学科では、臨地実習科目に際しては、専任教員のみならず実習指導の非常勤講師
を採用し、学生が実習している間、病棟や施設において施設の指導者とともに指導を
行っている。こども学科では、学生の幼稚園教諭免許状及び保育士資格に係る要件を 満
たすべく、実習支援室を配置し、幼稚園・保育園・こども園・施設等と連携しながら実
習指導を行っている。栄養学科及び歯科衛生学科では、学内の演習・実験、校外 又は臨
地実習の事前事後の準備等がスムーズに進むよう、助手を配置している。
国家資格取得を目標とする学科では、国家試験合格に向けて、専任教員が集団・個別
指導など工夫し、正課の教育課程内外において学生の学修支援を行っている。国家資格
取得以外の学科においても、資格・検定等のサポートに力を入れており、正課の教育課
程内外において学修支援を行っている。
専任教員及び専任助手の採用、昇任は、専任教員等選考規程に基づいて行っている
（資料１）。
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教員組織（令和３年５月１日現在）
専任教員数

設置基準

学科

で定める
教授

准教授

講師

助教

計

助手

教員数

看護学科

6

6

11

1

24

10

0

ビジネスキャリア学科

3

3

3

0

9

4

0

3

1

4

4

12

6

0

2

1

2

2

7

6

0

こども学科

3

2

5

1

11

8

0

歯科衛生学科

2

0

3

2

7

6

1

栄養学科

3

1

1

3

8

5

3

観光ビジネス学科

2

0

2

1

5

4

0

現代英語学科

2

1

2

0

5

5

0

（小計）

26

15

33

14

88

54

4

7

-

54

4

PT
リハビリ

専攻

テーション学科

OT
専攻

全体の入学定員に応じて定
める専任教員数
（合計）

26

15

33

14

88

※全体の入学定員に応じて定める専任教員数は、令和３年度設置の言語聴覚学科を含む教員数

［区分

基準Ⅲ-A-２

専任教員は、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。］
※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］
（1） 専任教員の研究活動（論文発表、学会活動、国際会議出席等、その他）は
教育課程編成・実施の方針に基づいて成果をあげている。
（2） 専任教員は、科学研究費補助金、外部研究費等を獲得している。
（3） 専任教員の研究活動に関する規程を整備している。
（4） 専任教員の研究倫理を遵守するための取組みを定期的に行っている。
（5） 専任教員の研究成果を発表する機会（研究紀要の発行等）を確保してい
る。
（6） 専任教員が研究を行う研究室を整備している。
（7） 専任教員の研究、研修等を行う時間を確保している。
（8） 専任教員の留学、海外派遣、国際会議出席等に関する規程を整備してい
る。
（9） FD 活動に関する規程を整備し、適切に実施している。
① 教員は、FD 活動を通して授業・教育方法の改善を行っている。
（10） 専任教員は、学生の学習成果の獲得が向上するよう学内の関係部署と連携し
ている。
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＜区分

基準Ⅲ-A-２の現状＞

本学では、研究推進・紀要委員会規程を定め、専任教員の研究活動（論文発表、学会
活動等）を支援している（資料２）。この規程に基づき、研究成果を発表する機会の１
つとして、年２回「仙台青葉学院短期大学紀要」を発行している。今年度（第 11 巻第
2 号）からは投稿要綱が一層整備されて、紀要に掲載される研究成果の外形的な基準が
明確になっている。また、委員会では、競争的研究資金の獲得に関する講演等、教員の
研究活動に資する研修会を企画、運営している。ただし、今年度は、新型コロナ ウイル
ス感染症の影響によって実施できなかった。
研究倫理審査委員会規程（資料３）では、学長又は副学長を管理責任者とし、研究倫
理の確保、審査体制を定めている。この規程に基づき、定期的に倫理審査会を実施して
いる。また、個人情報の保護、研究活動における不正行為防止、研究費の不正使用防止
の３点を盛り込んだ研究倫理ガイドラインを運用している。
研究費については、研究費不正防止委員会規程にて不正使用防止の組織を定め、教育
研究費支給規程及び公的研究費取扱規程、奨励研究費支給規程、学長裁量研究費にお
いて、大学内外の研究費の適切な支給、取扱を定めている（資料４、資料５、資料６、
資料７、資料 17）。これら規程によって、専任教員は研究経費、学会等の旅費、その他
の研究活動に必要な経費の使用、管理を行っている。事務局員は、研究費の使用、管理
について定期的に確認している。
専任教員は、これらの機会を利用しながら、学科・専攻課程の教育課程編成・実施の
方針に基づいて成果をあげている。令和２年度科学研究費助成事業の採択者は、研究代
表者が５名、研究分担者が４名であった。これは、開学以降、最も多い実績であり、専
任教員の外部資金獲得への意識が年々向上している様子がうかがえる。
専任教員の科学研究費補助金および外部資金による研究費の獲得状況
平成 30 年度
区分

科研費

申請
5

採択
（分担）
1
（2）

令和元年度
継続

申請

2

6

採択
（分担）
1
（1）

令和２年度
継続

申請

3

7

採択
（分担）
1
（4）

継続
4

専任教員の研究環境として、研究室を個室又は共同研究室として整備している。研究
室の形態は、職位や学科の状況、要望に応じて、個室、共同研究室に分かれている。キャ
ンパスやその時々の教職員数、職位の構成などによって事情は異なるが、研究室は不足
する傾向にある。今年度は、コロナウイルス感染症の影響によって、研究室から遠隔で
の授業や委員会出席をすることが頻繁になった。研究面でも、そのような新しい形態で
の職務においても、全教員が個室の研究室を 持つこと、あるいは遠隔授業の撮影又は遠
隔会議に利用できる部屋を設けることが望ましい状況にある。また、専任教員は年間 30
日の研究日を申請することができる。しかし、授業時間以外の学内委員会活動、学生指
導等にかかる時間も多く、研究活動の時間確保が難しい状況もある。
海外旅費規程を定め、教職員の海外出張に関する旅費について定めている（資料８）。
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今後は、専任教員の留学、海外派遣、国際会議出席等に関する規程についても検討し
ていきたい。
FD については、FD・SD 委員会規程に基づき、委員会を組織し、活動を推進している。
委員会の活動内容は、規程第６条に以下のとおり定めている（資料９）。
第６条 委員会は、学長から委員会に諮問された次の各号に掲げる事項を審議し、そ
のうち重要事項については、運営協議会へ上申するものとする 。
(1) FD・SD 全体企画及び実施計画の立案、実施に関する事項
(2) FD・SD 活動に関する評価に関する事項
(3) FD・SD に係る情報収集及び提供に関する事項
(4) FD・SD 活動に関する制作物の刊行に関する事項
(5) 学生授業評価アンケートに関する事項
(6) その他 FD・SD 活動に関する事項
今年度は、Zoom ウェビナー（Web＋セミナー）方式による FD・SD オンライン研修を
行った。
「遠隔授業のデザイン〜学びの保障から質的改善に向けて～」というテーマの
もと、東北学院大学文学部教育学科教授を外部講師としてお招きして 、東北学院大学で
の遠隔授業の取り組み、自分の担当科目でどのような工夫をしているか、質的な改善を
行うためにどのようにしているか等をご講演いただいた。
FD・SD 委員会では、例年「学生による授業改善アンケート」を半期ごとに実施して
いる。アンケートの集計結果は各学科長より科目担当者に周知されている（非常勤講師
は事務局より結果を周知）。科目担当者は結果を受けて、次年度の授業の改善方法につ
いて記載し、各学科長を介して委員会に提出している。また、学生が FD 研修会に参加
する機会を設け、直接要望を授業に反映させる取り組みも行っている。
今年度はそれまでのマークシート形式から、LMS を用いた Web 上でのアンケートに変
更した。当初は段階的な移行も議論されていたが、新型コロナ ウイルス感染症の影響に
より、全面的な移行となった。また、新型コロナ ウイルス感染症の影響により、学生参
加の FD 研修会は実施できなかった。
専任教員と学内関係部署の連携は、全学で実施される委員会や、各学科で開催される
学科会議や委員会に、関係部署の職員が参加することによって図られている。また、資
格取得手続きや、実習関連業務等において、専任教員は関係部署と連携し、学生の学習
成果の獲得を支援している。
［区分

基準Ⅲ-A-３

学生の学習成果の獲得が向上するよう事務組織を整備している。］

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］
（1） 短期大学の教育研究活動等に係る事務組織の責任体制が明確である。
（2） 事務職員は、事務をつかさどる専門的な職能を有している。
（3） 事務職員の能力や適性を十分に発揮できる環境を整えている。
（4） 事務関係諸規程を整備している。
（5） 事務部署に事務室、情報機器、備品等を整備している。
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（6） SD 活動に関する規程を整備し、適切に実施している。
（7） 日常的に業務の見直しや事務処理の点検・評価を行い、改善している。
（8） 事務職員は、学生の学習成果の獲得が向上するよう教員や関係部署と連携
している。
＜区分

基準Ⅲ-A-３の現状＞

短大事務局における責任体制は、学園の組織規程で、事務局の基本的な職制や職務に
ついて定めている（資料 18）。短大事務局は、事務局長を最高責任者として、五橋キャ
ンパスに全学運営に関わる運営管理センターを、キャンパス毎に学生総合支援センター、
キャンパス事務を設置し、職員を配置している。
本学では、
「 職員育成ポリシー」を定めており（資料 10）、OJT （On-the-Job Training）
を基本としながら、各種研修やジョブローテーション等により、職員の能力開発を支援
し、適性を発揮できる環境整備に努めている。また、SD の実施により、業務の高度化
に対応した職員の専門性の向上に努めている。例年、全学 SD 研修を実施し、外部講師
による講演やワークショップ等を通じて職員の資質向上に努めているほか、宮城県地区
私立大学教務事務研究協議会や山形大学の FD ネットワークつばさなど外部のシンポジ
ウム等に職員が参加し、得られた知見や情報を教育研究活動の支援や学生支援に生かし
ている。保健室や学生相談室、図書館については、専門の資格を有した職員が配置され
ている。このようにして、事務職員全体として職務に必要な専門的職能を有している体
制が整備されている。
本年度はコロナ禍により、全学研修や外部研修等への参加が出来なかった。職員には
外部のオンラインによるセミナー等への参加を奨励した。業務による参加可能人数の調
整や業務時間内に限定されずに受講できるメリットもあった。
事務関係規程は、稟議規程や文書取扱規程、経理規程、情報公開に 関する規程等があ
り、これらによって業務の適正と円滑な処理が図られている。
各キャンパスには、事務室、情報機器、備品等を配備し、職員には 一人１台パソコン
を割り当てている。各パソコンからネット上の共有フォルダにアクセスできるように
なっており、教員や他の事務局員と情報を共有できるようになっている。
各部門では、随時のミーティング等で、職員の提案を生かしながら業務改善を図って
おり、必要に応じて関係部門とも共有している。今年度は、中央キャンパスにおいて、
新設学科に対応した業務分担の見直しを行った。また、各キャンパスに おいて、新型コ
ロナウイルス感染予防のため、事務職員の勤務を隔日２交代制にし、リモートによる在
宅勤務を導入した。その結果、業務の引継ぎや遠隔での指示等難しい課題があったが、
これまで経験のない試みや工夫をして新入生及び進級生への対応を行った。これらの経
験を通して随時業務の見直しを行っている。
事務職員に関する教員及び関係部署との連携は、教務部長と３キャンパス長との定期
的な会議を実施し、教務事務の均質化を図る等、部署間の連携を図っている ほか、基準
Ⅲ-A-２でも述べたように、事務職員が各学科の委員会に出席することで、教員との情
報共有、連携を図り、学生の学習成果の獲得向上に努めている。
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［区分

基準Ⅲ-A-４

労働基準法等の労働関係法令を遵守し、人事・労務管理を適切

に行っている。］
※当該区分に係る自己点検・評価のための観点
（1） 教職員の就業に関する諸規程を整備している。
（2） 教職員の就業に関する諸規程を教職員に周知している。
（3） 教職員の就業を諸規程に基づいて適正に管理している。
＜区分

基準Ⅲ-A-４の現状＞

教職員の就業に関する規定は、就業規則、専任教員等定年規程、給与規程 （教員用）、
給与規程（職員用）、育児休業に関する規程、介護休業に関する規程等を整備している
（資料 12、資料 13、資料 14、資料 15、資料 16）。これらの諸規程は、共有フォルダ内
に保存されており、閲覧できるようになっている。改正があった場合は、速やかに加除
し、メール等で周知が図られている。また、新任教職員には、着任時の説明会で諸 規程
について説明を行っている。
教職員の人事・労務管理は、法人本部と連携し、関係法令を遵守し、学園及び本学の
諸規程に基づいて適正に行っている。出張申請、休暇届等の管理は、書類提出や「勤怠
管理システム」によって適切に行われている。
＜テーマ

基準Ⅲ-A 人的資源の課題＞

教員の研究活動推進のための FD 研修会は、新型コロナウイルス感染症の影響によっ
て実施できなかった。コロナ禍という状況を鑑みたテーマ、実施方法を検討する必要が
ある。また、専任教員の留学、海外派遣、国際会議出席等について整備が必要な点が見
られた。
教員の研究室については以前から課題となっているが、今年度は研究と言う側面だけ
ではなく、遠隔での授業実施や会議参加において、各教員に個室研究室、あるいは遠隔
授業や委員会参加のための部屋を配備する必要性が生じた。
授業改善アンケートについては、Web 上での記載によって便利になった反面、回収率
の低下が見られた。
事務局職員については、新型コロナウイルス感染症など非常時に対応した勤務体制や
在宅勤務の在り方について、検討する余地が見られた。また、新型コロナ ウイルス感染
症の影響によって実施できなかった SD の実施について検討する必要がある。
＜テーマ

基準Ⅲ-A 人的資源の特記事項＞

特になし
［テーマ

基準Ⅲ-B 物的資源］

＜根拠資料＞
１：仙台青葉学院短期大学

図書委員会規程
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［区分

基準Ⅲ-B-１

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。］
※当該区分に係る自己点検・評価のための観点
（1） 校地の面積は短期大学設置基準の規定を充足している。
（2） 適切な面積の運動場を有している。
（3） 校舎の面積は短期大学設置基準の規定を充足している。
（4） 校地と校舎は障がい者に対応している。
（5） 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。
（6） 通信による教育を行う学科・専攻課程を開設している場合には、添削等に
よる指導、印刷教材等の保管・発送のための施設が整備されている。
（7） 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・備品を整備
している。
（8） 適切な面積の図書館又は学習資源センター等を有している。
（9） 図書館又は学習資源センター等の蔵書数、学術雑誌数、 AV 資料数及び座席
数等が適切である。
① 購入図書選定システムや廃棄システムが確立している。
② 図書館又は学習資源センター等に参考図書、関連図書を整備している。
（10）適切な面積の体育館を有している。
（11）多様なメディアを高度に利用して教室等以外の場所で授業を行う場合、適切
な場所を整備している。
＜区分

基準Ⅲ-B-１の現状＞

令和２年度における本学全体の校地面積は21,670㎡であり、短期大学設置基準の規定
（17,200㎡）を充足し、適切な面積の運動場（2,874㎡）を有している。また、本学全
体の校舎面積（基準内）は24,926㎡であり、短期大学設置基準の規定（13,750㎡）を充
足している。校地・校舎においては、バリアフリー化や障がい者用のトイレの整備等を
順次進めている。
学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて授業を行う講義室、演習室、
実験・実習室を整備し、向上を図っている。令和２年度は、新型コロナ ウイルス感染症
対応として、定期的な換気、消毒液の常時整備、清掃担当者による消毒作業の実施等に
も努めた。また、令和２年度は、中央キャンパス内において、栄養学科調理実習準備室
及び同学科第２実験準備室の整備を行った。加えて、令和３年度より開設する９ 番目の
学科となる言語聴覚学科の教育環境を整備すべく、中央キャンパス内に令和２年度中に
実習室（３室）及び講義室（３室）、研究室（４室）等の整備を行うとともに、図書館
の書架の増設を行った。更に、同キャンパス内において、学生総合支援センター及び学
生相談室を拡張、再整備し、学生の支援の向上を図った。
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施設・設備等（令和３年５月１日現在）
※ 面積は，小数点以下切り捨て。
※ 令和３年度開設の言語聴覚学科を含む。
共用する
区分

基準面積

専用

共用

他の学校

計

備考

等の専用
校舎敷地面積
校
地
等

仙台医療福
7,160 ㎡ 10,323 ㎡ 1,312 ㎡ 18,796 ㎡ 祉専門学

―

校，仙台大
原簿記情報
運動場用地

―

0

2,874

0

2,874

公務員専門
学校，仙台
工科専門学

校地面積計

18,400 ㎡ 7,160

13,197

1,312

21,670

校，仙台デ
ザイン専門

その他

―

0

156

0

156

学校と共用

共用する
区分

基準面積

専用

共用

他の学校

計

等の専用
校舎面積計
教
員
研
究
室
校
舎
等

14,350 ㎡ 24,926 ㎡

0 ㎡

学科・専攻等の名称

室

0 ㎡ 24,926 ㎡
数

五橋キャンパス

33 室

長町キャンパス

17

中央キャンパス

20

区分

講義室

演習室

実験

情報処理

語学学習

実習室

学習施設

施設

五橋キャ
ンパス教
教
室
等
施
設

10 室

17 室

3 室

2 室

2 室

室等施設
長町キャ
ンパス教

10

0

10

1

0

19

3

10

2

1

室等施設
中央キャ
ンパス教
室等施設
体育館

面積
1,542 ㎡

授業に必要な機器・備品については、学科教員とキャンパス事務職員が連携し、毎年
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度の予算を立て、学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて、計画的に整
備している。
各キャンパスに適切な面積の図書館を整備しており、スペースを工夫しながら必要な
蔵書数等を確保している。図書の選定や廃棄等、図書館の運用管理については、図書委
員会規程を定めている（資料１）。この規程に基づいて、図書委員会にて、教員や学生
から要望図書の受付、教育・研究上必要な参考図書、関連図書の整備等を決定してい
る。現在、図書委員会では、電子書籍や電子ジャーナルの利用を推進しており、新型コ
ロナウイルス感染症で遠隔授業を行う際も有効に活用された。
体育館については、適切な面積（1,542 ㎡）を有した施設を有し、教育課程内外で活
用している。体育館への往復には、学園バスを運行し、教育課程内の利用の際には、移
動時間を考慮して、授業時間の確保に努めている。
全キャンパスにおいて、新型コロナウイルス感染症対策として教室等以外の場所で行
うメディアを活用した遠隔授業の円滑な実施のため、及び ICT を活用した教育活動の
遂行のため、学内の通信環境の向上等を図っている。
各キャンパス図書館の面積等（令和３年５月１日現在）
面積

閲覧

（㎡）

座席数

図書

学術雑誌

〔 う ち 外国 書 〕

〔 う ち 外国 書 〕

視聴覚

冊

種

電子ジャーナル
〔 う ち 外国 書 〕

資料

短期大学

点

全体での

五橋

214

68

16,165〔1,106〕

53〔2〕

0

503

共用分：

長町

194

47

6,922〔32〕

22〔2〕

1〔1〕

244

電子書籍

中央

145

42

9,752〔877〕

57〔10〕

1〔0〕

195

1,400

計

553

157

32,839〔2,015〕

132〔14〕

2〔1〕

942

［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。］

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点
（1） 固定資産管理規程、消耗品及び貯蔵品管理規程等を、財務諸規程に含め整
備している。
（2） 諸規程に従い施設設備、物品（消耗品、貯蔵品等）を維持管理している。
（3） 火災・地震対策、防犯対策のための諸規則を整備している。
（4） 火災・地震対策、防犯対策のための定期的な点検・訓練を行っている。
（5） コンピュータシステムのセキュリティ対策を行っている。
（6） 省エネルギー・省資源対策、その他地球環境保全の配慮がなされている。
＜区分

基準Ⅲ-B-２の現状＞

固定資産、消耗品等の管理については、学園の経理規程、固定資産及び物品管理規程
等の財務諸規程を整備し、施設設備、物品については、これらの諸規程や本学の施設管
理規程等の関係規程に基づいて、適正に維持管理している。これらの規程に従い、施設
の安全確保のための法定点検や、資産管理のための備品照合を行っている。
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火災、地震等の防災対策については、学園の防災管理規則や防災マニュアル等を整備
している。これらの規則等に基づいて、予防管理組織や自衛消防組織を整備し、毎年各
キャンパスで防災・消防訓練を実施し、定期的な点検を行っている。ただし、本年度は、
コロナ禍により防災・消防訓練の実施は見合わせた。
コンピュータシステムのセキュリティ対策については、学園の情報セキュリティポリ
シーや個人情報保護規程等に基づき、セキュリティ対策を講じている。災害時等、学生
に対する緊急の連絡事項が発生した場合には、事務局から学生に一斉メールを配信する
体制が整備されている。
省エネルギー、省資源対策等として、学内の照明や温度調整、会議の紙資料の削減、
３Ｒ等に努めている。
＜テーマ

基準Ⅲ-B 物的資源の課題＞

新型コロナウイルス感染症への対応として、ソーシャル・ディスタンスを保持した施
設運用のあり方の確立や、換気能力の向上等が課題である。
＜テーマ

基準Ⅲ-B 物的資源の特記事項＞

特になし
［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］

＜根拠資料＞
１：SSG LMS 利用ガイドライン
［区分

基準Ⅲ-C-１

短期大学は、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。］
※当該区分に係る自己点検・評価のための観点
（1） 教育課程編成・実施の方針に基づいて技術サービス、専門的な支援、施設
設備の向上・充実を図っている。
（2） 情報技術の向上に関するトレーニングを学生及び教職員に提供している。
（3） 技術的資源と設備の両面において計画的に維持、整備し、適切な状態を保
持している。
（4） 技術的資源の分配を常に見直し、活用している。
（5） 教職員が教育課程編成・実施の方針に基づいて授業や学校運営に活用でき
るよう、学内のコンピュータ整備を行っている。
（6） 学生の学習支援のために必要な学内 LAN を整備している。
（7） 教員は、新しい情報技術などを活用して、効果的な授業を行っている。
（8） コンピュータ教室、マルチメディア教室、CALL 教室等の特別教室を整備し
ている。
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＜区分

基準Ⅲ-C-１の現状＞

本学では、各学科の教育課程編成・実施の方針に基づいて技術サービス、専門的な支
援、施設設備の向上・充実を図っている。本学は看護師、幼稚園教諭・保育士、栄養士、
歯科衛生士、理学療法士等、多様な養成課程を有しているが、各教育課程に対応した実
習室、演習室、各種設備を配置している。また、それらの施設や設備は順次見直しを行
い、学修環境の維持、向上に努めている。
今年度は、五橋キャンパスでは講義室のモニター設置、机・椅子の更新等の整備を
行った。長町キャンパスでは、C 棟全講義室のプロジェクターを刷新し、講義室のスラ
イディングウォールの保守により開閉時の安全対策を講じたほか、外階段利用時の安全
対策として防護ネットを設置した。中央キャンパスでは新設学科対応のため校舎の改修
を実施し、学生総合支援センター、学生相談室、第２情報処理室を１ F に、栄養学科の
女子ロッカー室を実習室近くに移設し、学生にとって利用しやすい環境に整備した。ま
た、第２実験準備室の増設、調理実習準備室の新設により、教員が授業準備や研究を円
滑に行うことができる環境を整えた。また、教室のパソコンをバージョンアップし、プ
ロジェクターの設置を進めた。さらに、今年度は新型コロナ ウイルス感染症予防対策と
して、各キャンパスにサーマルカメラを設置して登校時の検温を行い、37.5℃以上の体
温が測定された場合は、保健室で対応することとした。また、キャンパスの出入口や講
義室、各階フロア等に手指消毒用のアルコールを、教室内には使用後の机、イス消毒用
のアルコールを設置した。
情報技術の向上については、新入生オリエンテーションにおいて、学 生は大学で使用
する各種インターネットツールの登録方法や使用法、使用上の注意等を学んでいる。授
業科目においては、学生は「情報処理」等の授業科目において、基本的なコンピュータ
の操作、Word、Excel、PowerPoint 等の基本ソフトの使い方を学んでいる。また、論文
の作成方法等、より専門的な情報技術の向上は、各学科で配置している「基礎演習」等
のゼミ形式の授業で個別に指導を行っている。
教職員は、教育課程編成・実施の方針に基づいて授業や学校運営に活用できるよう、
一人１台パソコンを配置している。各パソコンは有線 LAN でつながれ、印刷機器、イン
ターネットにアクセスできるようになっている。また、学生同様、教職員も必要に応じ
て、ノートパソコンやタブレット端末、スマートフォンによる情報通信にアクセスでき
るよう、無線 LAN が整備されている。教職員の支援は、FD・SD 委員会による情報機器
関連の研修や、本学の情報システムの管理補修を行っている株式会社システムロードに
よって実施されている。
今年度は、新型コロナウイルス感染症により、新入生オリエンテーション、LMS の使
い方、入学生が購入したタブレット等の設定、履修登録、そして授業に至るまで、遠隔
により対応することが緊急的に求められた。専任教員が LMS を活用出来るよう、株式会
社システムロードより専門的な技術サービスを行う人材の支援を受け、五橋キャンパス
内に配置した。また、各学科においてそれぞれ担当者を決め、LMS の使用に関するマニュ
アル等を学科毎に緊急的に作成した。非常勤教員にも、自宅等又は本学キャンパス内に
おいて撮影し、授業を提供していただいた。専任、非常勤問わず、遠隔授 業を行うに際
し、カメラ等を漸次準備し、パソコンや Wi-Fi 環境を有していない学生には、感染症予
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防のルールを決めた上で、学内パソコンルームを提供する等の支援を行った。
また、令和３年２月 13 日に発生した福島県沖を震源とする地震及び 3 月 20 日に発
生した宮城県沖を震源とする地震などによる施設・備品被害についても、適切な対応を
行った。
コロナ禍において、教員は、双方向型、オンデマンド型、印刷教材の送付等、遠隔に
おいても効果的な授業を提供すべく、工夫・改善を行った。授業改善アンケートにおい
て学生から、「先生方の工夫・改善が伝わってきた」という感謝の言葉なども挙げられ
た。授業以外でも、遠隔による国家試験対策や就職指導等、コロナ禍でも学生サービス
の質を維持、向上すべく、学科単位で工夫を行った。大学全体の対応としては、 ３月
に ICT キャンパス推進プロジェクトにおいて、授業資料の掲載方法、小テストの仕方、
出欠の取り方等、具体例を掲載した教職員向けの「SSG LMS 利用ガイドライン」を作成
し（資料１）、解説研修会を開催した。
パソコンルームについては、各校舎に配置されている。学科が増えているため、各学
科の意見も聴取しながら、適切な面積、パソコン台数を整備している。
＜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課題＞

新型コロナウイルス感染症の影響によって、Office365 や Zoom 等の情報機器の使用
が全学的に普及した。その一方で、取り組みは主に学科単位で行われ、特定の教員に負
担が大きくなる場合もあった。また、非常勤講師が LMS、Office365 等にアクセスでき
ず、事務局や学生とのやり取りで課題が残った。ICT を専門とする部署の整備等、大学
全体の組織の整備が課題となる。
教員からは遠隔授業や委員会参加について、研究室の問題が挙げられた。個人研究室
のみならず、遠隔での授業や委員会参加に利用できる部屋 のほか、カメラ、編集ソフト
等の環境整備が必要である。
＜テーマ

基準Ⅲ-C 技術的資源をはじめとするその他の教育資源の特記事項＞

特になし
［テーマ

基準Ⅲ-D 財的資源］

＜根拠資料＞
１：学校法人北杜学園 資産運用規程
［区分

基準Ⅲ-D-１

財的資源を適切に管理している。］

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点
（1） 計算書類等に基づき、財的資源を把握し、分析している。
① 資金収支及び事業活動収支は、過去 3 年間にわたり均衡している。
② 事業活動収支の収入超過又は支出超過の状況について、その理由を把握
している。
③ 貸借対照表の状況が健全に推移している。
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④ 短期大学の財政と学校法人全体の財政の関係を把握している。
⑤ 短期大学の存続を可能とする財政を維持している。
⑥ 退職給与引当金等を目的どおりに引き当てている。
⑦ 資産運用規程を整備するなど、資産運用が適切である。
⑧ 教育研究経費は経常収入の 20％程度を超えている。
⑨ 教育研究用の施設設備及び学習資源（図書等）についての資金配分が適
切である。
⑩ 公認会計士の監査意見への対応は適切である。
⑪ 寄付金の募集及び学校債の発行は適正である。
⑫ 入学定員充足率、収容定員充足率が妥当な水準である。
⑬ 収容定員充足率に相応した財務体質を維持している。
（2） 財的資源を毎年度適切に管理している。
① 学校法人及び短期大学は、中・長期計画に基づいた毎年度の事業計画と
予算を、関係部門の意向を集約し、適切な時期に決定している。
② 決定した事業計画と予算を速やかに関係部門に指示している。
③ 年度予算を適正に執行している。
④ 日常的な出納業務を円滑に実施し、経理責任者を経て理事長に報告して
いる。
⑤ 資産及び資金（有価証券を含む）の管理と運用は、資産等の管理台帳、
資金出納簿等に適切な会計処理に基づいて記録し、安全かつ適正に管理
している。
⑥ 月次試算表を毎月適時に作成し、経理責任者を経て理事長に報告してい
る。
＜区分

基準Ⅲ-D-１の現状＞

本学及び法人全体の平成 30 年度～令和２年度の経常収支差額及び事業活動収支差額
は下表のとおりである。本学及び法人全体において、経常収支差額、事業活動収支差額
ともに過去３年間（平成 30 年度～令和２年度）にわたり、黒字を維持している。本学
及び法人全体が健全な経営状況を維持できているのは、本学を含めた学園設置校の学生
募集の状況が堅調に推移していることが、最大の要因である。
平成 30 年度
短期大学
法人全体

令和元年度

令和２年度

経常収支差額

679,317

585,762

682,365

事業活動収支差額

683,693

580,076

675,800

経常収支差額

930,395

441,206

759,499

事業活動収支差額

920,846

481,704

743,924
（単位；千円）

法人全体の平成 30 年度～令和２年度の総資産、純資産、流動資産、流動負債は下表
のとおりである。純資産を総資産で除した純資産率は過去３年間（平成 30 年度～令和
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２年度）において、95.9%、93.1%、93.2%と良好な数値で推移しており、法人経営の安
全度は高いレベルにあると判断される。また、流動資産を流動負債で除した流動比率は
過去３年間（平成 30 年度～令和２年度）において、713%、426%、377%となっており、
法人の短期的な支払能力も十分に担保されている。これらの指標から、法人全体の財政
状態は良好であると言え、本学の存続が可能な財政基盤が構築・維持されている。
平成 30 年度

令和元年度

令和２年度

総資産

21,038

22,180

22,963

純資産

20,189

20,671

21,415

流動資産

4,402

5,384

4,778

流動負債

616

1,262

1,267
（単位；百万円）

学園の資産運用は、
「学校法人北杜学園 資産運用規程」に則り、流動性と安全性の確
保を基本方針として実施している（資料１）。
平成 30 年度から令和２年度までの本学の経常収入に占める教育研究経費の割合は、
平成 30 年度 24.0%、令和元年度 25.0%、令和２年度 26.7%となっている。
本学の教育研究用の施設設備及び学習資源（図書等）についての資金配分は、計画的
に実施されており適切である。
本学の退職給与引当金については、退職金の期末要支給額の 100%を計上している。
本学の平成 30 年度から令和２年度までの定員充足率は下表のとおりである。入学定
員充足率及び収容定員充足率は、一部の学科で充足率が 100%を下回っている。学生募
集の強化を図り、全学科 100%を超える充足率を目指す。
入学定員充足率の推移

※小数点以下第１位切り捨て
平成 30 年度

令和元年度

令和２年度

看護学科

103

101

101

ビジネスキャリア学科

101

97

110

89

79

93

106

109

100

91

108

98

110

111

107

84

120

81

70

100

99%

99%

リハビリテーション学科
こども学科
歯科衛生学科
栄養学科
観光ビジネス学科
現代英語学科
短期大学全体

98%
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収容定員充足率の推移

※小数点以下第１位切り捨て
平成 30 年度

令和元年度

令和２年度

看護学科

110

103

98

ビジネスキャリア学科

111

99

102

75

76

84

105

106

104

79

87

97

108

109

112

97

100

97

70

83

94%

97%

リハビリテーション学科
こども学科
歯科衛生学科
栄養学科
観光ビジネス学科
現代英語学科
短期大学全体
［区分

基準Ⅲ-D-２

95%

日本私立学校振興・共済事業団の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。］
※当該区分に係る自己点検・評価のための観点
（1） 短期大学の将来像が明確になっている。
（2） 短期大学の強み・弱みなどの客観的な環境分析を行っている。
（3） 経営実態、財政状況に基づいて、経営（改善）計画を策定している。
① 学生募集対策と学納金計画が明確である。
② 人事計画が適切である。
③ 施設設備の将来計画が明瞭である。
④ 外部資金の獲得、遊休資産の処分等の計画を持っている。
（4） 短期大学全体及び学科・専攻課程ごとに適切な定員管理とそれに見合う経
費（人件費、施設設備費）のバランスがとれている。
（5） 学内に対する経営情報の公開と危機意識の共有ができている。
［注意］
基準Ⅲ-D-２について
（a）日本私立学校振興・共済事業団の「定量的な経営判断指標に基づく経営状態の
区分（法人全体）平成 27 年度～」の B1～D3 に該当する学校法人は、経営改善
計画を策定し、自己点検・評価報告書に計画の概要を記載する。改善計画書類
は提出資料ではなく備付資料とする。
（b）文部科学省高等教育局私学部参事官の指導を受けている場合は、その経過の概
要を記述する。
＜区分

基準Ⅲ-D-２の現状＞

本学は、昭和 56 年の法人設立時から学園理念として掲げている「地域社会に貢献す
る専門職業人の育成」を実践する短期大学として、今日まで運営してきた。その成果は
就職率にも表れており、平成 30 年度から令和２年度までの本学の就職率は 99.6%、99.8%、
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99.7%と高い率を維持し、就職力が高い短期大学というブランドが定着している。また、
専門学校時代から培ってきた国家試験合格率及び資格・検定取得率、またその獲得のた
めの手厚い支援体制等により、志願者数も堅調に増加してきている。更なる志願者数の
増加を図るべく、他の短期大学、四年制大学及び専門学校の比較、検証を行い、本学の
強み・弱みを分析している。
学園及び短期大学経営の永続性を担保するために、法人全体で健全な財政状態を維
持することが必要となるが、学園では、私立学校振興・共済事業団の「定量的な経営判
断指標に基づく経営状態の区分（法人全体）」を重要指標の一つとして活用している。
令和２年度決算データに基づくと、最も高い評価である A１に区分される。この状態を
恒常的に維持するためには、適切な学生募集、学生納付金、人事計画及び施設設備計画
が重要になると考える。
毎年度、理事会より学園目標が提示され、入学定員充足等の数値目標が示されてい
る。この目標を達成すべく、教職員一丸となって、学生募集活動に取り組んでいる。特
に、オープンキャンパスが重要な学生募集活動であると考え、参加者の中からできる限
り多くの方に出願してもらえるよう、本学の魅力や強みを十分に伝えることができる内
容や方法を法人本部及び短期大学が連携、検討し、実施している。
学生納付金については、経常収入の大部分を占める項目であることから、毎年、社会
環境や競争環境等を踏まえ、随時検討している。東北地方は全国平均に比して所得水準
が低い地域であることを踏まえ、学科運営に係る経費とのバランスを見ながら、できる
限り家計負担が重くならないような学生納付金の設定を検討している。
少子化による学生納付金収入の減少リスクに備え、収益源の多様化が重要であると考
え、寄付金及び補助金の獲得を図っている。寄付金については、学園 ホームページ等で
寄付金を募り、受配者指定寄付金制度について紹介し、関連法人を中心に毎年度寄付金
を受けている。補助金については、獲得に向けた情報収集や組織体制の整備について一
層の強化を図っていきたい。
人事計画については、適正な人件費依存率を維持することを基本方針とし、教職員の
採用・昇任、昇給・賞与方針、人事評価制度について理事会が基本方針を示している。
教員の人事評価制度については、昇給や賞与といった待遇に反映させるだけではなく、
評価結果を個々の教員に適切にフィードバックし、人材育成にも資するような制度運用
を行っている。
施設設備の維持・更新については、優先順位を付け、計画的に予算化し、実施してい
る。本年度も、中央キャンパスにおいて栄養学科の第２実験準備室・調理実習準備室整
備、言語聴覚学科の講義室・実習室・研究室整備他教育研究環境の整備を行った。
本学は令和２年度は８学科、令和３年度からは９学科となるが、いずれの学科も適切
な定員管理が行われており、学生納付金を始めとする収入と人件費や施設設備費等の経
費とのバランスは適切である。
法人決算については、本学ホームページに掲載し、学園内外に幅広く公開している。
また、法人経営の重要事項については、本学運営協議会で情報を提供している。
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＜テーマ

基準Ⅲ-D 財的資源の課題＞

本学の存続を可能にし、かつ、教育研究に対する適切な資源配分を継続させるために
は、何よりも財政基盤の安定が肝要である。今後も引き続き、学生募集の強化を図り安
定した学生納付金収入を確保し、また、適正な経常収支差額及び事業活動収支差額を生
み出すことにより、健全な財政基盤の維持に努めることが課題である。
現在の良好な財政状態を維持するためにも、本学の強みである高い就職力を維持・強
化し、安定して定員を充足することが必要である。また、収益源の多様化や人件費依存
率の安定化に向けた取り組みを今後も実施していく。特に、補助金 の獲得状況につい
て、なお改善すべき余地が残っていると思われるので、獲得できるよう一層努力してい
きたい。

＜テーマ

基準Ⅲ-D 財的資源の特記事項＞

特になし
＜基準Ⅲ 教育資源と財的資源の改善状況・改善計画＞
教員の研究活動推進のための FD 研修会について、研究推進・紀要委員会を中心に、
コロナ禍という状況を鑑みたテーマ、実施方法を検討する。また、専任教員の留学、海
外派遣、国際会議出席等に関する規程について整備が行き届いていない点があるため、
できるところから整備を行っていく。
教員が最適のパフォーマンスで研究、教育を行うためには、研究室の一層の整備、授
業担当コマ数の調整、学内業務（全学委員会など）・学科内業務（学科内委員会等の会
議、連携組織との連絡・調整、学科行事の企画・実施など）のリスト化と業務負担の点
数化による業務負担の平準化などが課題である。研究室については、新型コロナ感染症
の影響で、会議室等、利用機会が減少したスペースがあるため、各キャンパス長を中心
に、利用状況を検討して、増室等の対策を検討する。個室研究室が即座に実現できない
箇所については、遠隔授業や委員会参加のための部 屋を設ける等の処置を検討する。ま
た、カメラ、編集ソフト等の環境整備は、学科、事務局、法人の間で協議をして、随時
実現していく。
授業改善アンケートについては、Web 上での記載によって便利になった反面、回収率
の低下が見られた。FD・SD 委員会にて、回収率の向上の方策を検討する。
事務局職員については、新型コロナウイルス感染症など非常時に対応した勤務体制や
在宅勤務の在り方について、法人本部と連携して環境整備を図る。組織基盤の整備のた
め、分掌の整理や専決代決等の規程整備を視野に、意思形成過程等の共通理解に努める
ほか、職員の提案を生かした業務プロセスの不断の見直しなど業務改善を進める。また、
感染の終息状況を見ながら、SD の計画的な実施など職員育成ポリシーに基づく職員の
能力開発や自主的な取組みを支援し、専門性の向上と幅広い分野に精通した職員の育
成を進める。
学園の諸規程を踏まえ、事象毎に想定される危機管理対応について、全学的に共有す
る。まずは、新型コロナウイルス感染症への対応だが、ソーシャル・ディスタンスを保
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持した施設運用のあり方の確立や、換気能力の向上等について、法人本部と連携を図り
ながら実現していく。
Office365 や Zoom 等の情報機器の使用については、ICT キャンパス推進プロジェク
トを中心に、学科単位での運用管理から、大学としての運用管理体制への移行を検討し
ていく。非常勤講師を含めた教員の遠隔授業の実態体制の確立、ICT に関する大学とし
ての方針の伝達経路の確立、全学的な管理体制の強化等について、組織形態や人員構成
について、学科及び全学委員会と調整を図りながら進めていく。
財的資源については、基本金組入後の収支差額の継続的な均衡を図るべく、第２号基
本金の計画的な組入を行う。また、18 歳人口の減少による学生納付金減少リスクに備
え、教育研究環境の向上への貢献度が低い支出を整理し、削減する努力を行っていく。
同時に補助金や付随事業など収入源の多様化も図っていく。
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様式 8－基準Ⅳ

【基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス】
［テーマ

基準Ⅳ-A 理事長のリーダーシップ］

＜根拠資料＞
１：学校法人北杜学園 寄附行為
［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。］

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点
（1） 理事長は、学校法人の運営全般にリーダーシップを適切に発揮している。
① 理事長は、建学の精神・教育理念、教育目的・目標を理解し、学校法人
の発展に寄与できる者である。
② 理事長は、学校法人を代表し、その業務を総理している。
③ 理事長は、毎会計年度終了後２月以内に、監事の監査を受け理事会の議
決を経た決算及び事業の実績（財産目録、貸借対照表、収支計算書及び
事業報告書）を評議員会に報告し、その意見を求めている。
（2） 理事長は、寄附行為の規定に基づいて理事会を開催し、学校法人の意思決
定機関として適切に運営している。
① 理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督している。
② 理事会は、理事長が招集し、議長を務めている。
③ 理事会は、認証評価に対する役割を果たし責任を負っている。
④ 理事会は、短期大学の発展のために、学内外の必要な情報を収集してい
る。
⑤ 理事会は、短期大学の運営に関する法的な責任があることを認識してい
る。
⑥ 理事会は、学校法人運営及び短期大学運営に必要な規程を整備してい
る。
（3） 理事は、法令及び寄附行為に基づき適切に構成されている。
① 理事は、学校法人の建学の精神を理解し、その法人の健全な経営につい
て学識及び識見を有している。
② 理事は、私立学校法の役員の選任の規定に基づき選任されている。
③ 寄附行為に学校教育法校長及び教員の欠格事由の規定を準用している。
＜区分

基準Ⅳ-A-１の現状＞

学校法人北杜学園の理事長は、公認会計士として豊富な知識と経験を有し、仙台青葉
学院短期大学学長も務めている。また、宮城県私学審議会委員等も務め、経営及び教育
の何れにも深い理解があり、学校法人の発展に大いに寄与できる。
理事長は、本学園寄附行為にも規定されているとおり、学校法人を代表し、その業務
を総理している。理事長は、理事会で承認された中期事業計画に基づいた当該年度の事
業計画を毎年度４月１日に全教職員へ表明し、各校が年度目標を設定するための指標を
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示している。
また理事長は、毎会計年度終了後２月以内に、監事の監査を受け理事会の議決を経た
予算及び事業の実績（財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告書）を評議員会
に報告し、意見を求めている。
理事長とともに代表権を有する副理事長は、理事長を補佐し、また、法人本部長と し
て法人の財務・人事等を管理している。代表権を有する理事長と副理事長が連携して管
理運営にあたることにより、機動的かつ効果的な組織運営を実現している。副理事長
は、一般財団法人大学・短期大学基準協会の評価員責任者として数年来活動を行ってお
り、第三者評価に対する理解を深め、役割を果たし責任を負うことに努めている。
本学園における管理運営は、学校法人の最終意思決定機関であり本学の運営の法的
責任を負う理事会、そして理事会が委任する事項に おいて決定を行う常任理事会、理事
長の諮問機関である評議員会、学校法人の業務及び財産の状況などを監査する監事な
ど、それぞれの権限及び役割を明確にして行われている。理事会は、理事長が招集し、
議長を務め、本法人の最高意思決定機関として、学園の重要事項についての決定及び理
事の職務執行の監督等を行っている。寄附行為第 17条では理事会の開催要件として理事
総数の過半数の理事の出席を規定しているが（資料１）、令和２年度に開催した理事会
全６回における理事の平均実出席率は96.3％であり、また、一度も出席のない理事は居
らず、実体の伴った理事会運営が実現されている。
機動力に富む学園運営を図ることを目的として、本学園に常任理事会を設置してい
る。常任理事会は、理事会からの委任事項を決するために開催されている。令和２年度
の常任理事会の構成は、議長である理事長（兼学長）、副理事長（兼法人本部長）、本学
副学長をはじめとする教授３名、そして本学事務局長及び学長室長の計７名により構成
された。常任理事会では、構成員に含まれる本学学長・副学長等を通じて、理事会と教
学組織との意思疎通を図るための審議及び報告を行った。このことにより、本学の課題
や要望は常任理事会へ伝わり、また、常任理事会で協議される法人の方針や考え方、意
思等は本学に伝達され、経営事項と教学事項を調整する仕組みが構築されている。令和
２年度は、常任理事会を13回開催し、新型コロナウイルス感染症に対応した本学を始め
とする各設置校の教育体制について、また、本学の国家試験合格の向上について、そし
て、学校法人及び本学運営に係る諸規程の制定・改正、専任教員の採用・昇任、入学試
験の合否承認、その他各種方針等について審議し、周知した。
私立学校法及び寄附行為の役員の選任の規定に基づき選任された理事は、建学の精
神を理解し、本法人の健全な経営について学識及び識見を有している。
寄附行為第11条では、学校教育法の欠格事由の規定を準用している（資料１）。
＜テーマ

基準Ⅳ-A 理事長のリーダーシップの課題＞

新型コロナウイルス感染症に係る危機対応、私立学校法改正に伴うリスクマネジメン
ト等が適切であるか、点検を続ける必要がある。
＜テーマ

基準Ⅳ-A 理事長のリーダーシップの特記事項＞

特になし
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［テーマ

基準Ⅳ-B 学長のリーダーシップ］

＜根拠資料＞
１：仙台青葉学院短期大学 学長選任規程
２：仙台青葉学院短期大学 学則
３：仙台青葉学院短期大学 運営協議会規程
４：仙台青葉学院短期大学 教授会規程
［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。］
※当該区分に係る自己点検・評価のための観点
（1） 学長は、短期大学の運営全般にリーダーシップを発揮している。
① 学長は、教学運営の最高責任者として、その権限と責任において、教授
会の意見を参酌して最終的な判断を行っている。
② 学長は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学運営に関し識見を有し
ている。
③ 学長は、建学の精神に基づく教育研究を推進し、短期大学の向上・充実
に向けて努力している。
④ 学長は、学生に対する懲戒（退学、停学及び訓告の処分）の手続を定め
ている。
⑤ 学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督している。
⑥ 学長は、学長選考規程等に基づき選任され、教学運営の職務遂行に努め
ている。
（2） 学長等は、教授会を学則等の規定に基づいて開催し、短期大学の教育研究
上の審議機関として適切に運営している。
① 教授会を審議機関として適切に運営している。
② 学長は、教授会が意見を述べる事項を教授会に周知している。
③ 学長は、学生の入学、卒業、課程の修了、学位の授与及び自ら必要と定
めた教育研究に関する重要事項について教授会の意見を聴取した上で決
定している。
④ 学長等は、教授会規程等に基づき教授会を開催し、併設大学と合同で審
議する事項がある場合には、その規程を有している。
⑤ 教授会の議事録を整備している。
⑥ 教授会は、学習成果及び三つの方針に対する認識を共有している。
⑦ 学長又は教授会の下に教育上の委員会等を規程等に基づいて設置し適切
に運営している。
＜区分

基準Ⅳ-B-１の現状＞

学長は、副学長等との連携のもと、短期大学の運営全般にリーダーシップを発揮し
ている。教学運営の最高責任者として、その権限と責任において、教授会の意見を参酌
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して最終的な判断を行い、校務をつかさどり、所属職員を統督している。
学長は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ学校運営に関し識見を有している。入学式
及び新入教職員オリエンテーションに際し、建学の精神に関する講話を行いその浸透
を図り、学長裁量経費を設置拡充して教育研究を支援し、短期大学の向上・充実に向
けて努めている。また、学長は、学生に対する表彰及び懲戒の手続を定めている。
学長は、「仙台青葉学院短期大学 学長選任規程」に基づき選任される（資料１）。
現学長は、３期５年目を迎えている。学長は、学園の中期事業計画及び毎年度４月１日
に発出される学園年度目標及び前年度の本学自己点検・評価報告書より抽出された課
題及び改善計画に基づき、毎年度初めに本学の重点目標及び課題への取組みを作成、
周知し、理解を得ている。
令和２年度には８学科、令和３年度からは９学科となる本学において、機動的な大
学運営を確保すべく、学長は副学長・各学科長・全学委員長・事務部門責任者から構成
される運営協議会を置き、本学学則にも規定している（資料２）。運営協議会は、毎月
定期及び必要に応じて臨時に開催し、本学の教育研究上 や運営上の重要事項について
審議している。令和２年度に開催した運営協議会は、16 回であった。運営協議会では、
学習成果及び三つの方針に対する認識を共有し、それらの測定方法や妥当性について
不断の見直しを行っている。令和２年度は、IR 室のデータに基づき、教務部長の指示
のもと教務委員会が中心となり、本学が学習成果と定義する「五つの力」について、点
検及び測定方法の検討を行い、運営協議会において審議した。
学長は、学生の入学、卒業、課程の修了、学位の授与及び教育研究に関する重要事項
について運営協議会で意見を聴取した上で決定している。
「仙台青葉学院短期大学 運営協議会規程」及び「仙台青葉学院短期大学 教授会規
程」にはそれぞれ審議事項を示し、周知している（資料３、資料４）。運営協議会議事
録、学科教授会議事録、全学委員会議事録は、学長が承認し、紙及びデータにて保管し、
関係する教職員にて共有している。令和２年度の全学委員会は、入試広報委員会、教務
委員会、学生委員会、自己点検・評価委員会、FD・SD 委員会、ハラスメント委員会、
図書委員会、保健委員会、研究推進・紀要委員会、研究倫理審査委員会、教職課程委員
会の全 11 組織が在り、それぞれ規程に基づき適切に運営されている。
＜テーマ

基準Ⅳ-B 学長のリーダーシップの課題＞

令和３年度には９学科となる。医療、ビジネス、幼児教育等様々な分野の９学科につ
いて、それぞれの専門性や独自性を尊重しつつ、大学として自律的に統一的な見解や
ルールを有していくために、学長・副学長を中心とした更なるリーダーシップが求めら
れていく。
また、18 歳人口の減少やコロナ禍等、外的リスクにも計画的かつ迅速に対応してい
く必要がある。
＜テーマ

基準Ⅳ-B 学長のリーダーシップの特記事項＞

特になし
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［テーマ

基準Ⅳ-C ガバナンス］

＜根拠資料＞
１：監査報告書
２：学校法人北杜学園 資産運用規程
［区分

基準Ⅳ-C-１

監事は法令等に基づいて適切に業務を行っている。］

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点
（1） 監事は、学校法人の業務、財産の状況及び理事の業務執行の状況について
適宜監査している。
（2） 監事は、学校法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況に
ついて、理事会及び評議員会に出席して意見を述べている。
（3） 監事は、学校法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況に
ついて、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後 2 月以内
に理事会及び評議員会に提出している。
＜区分

基準Ⅳ-C-１の現状＞

監事は、学校法人の業務、財産の状況及び理事の業務執行の状況について、法令や寄
附行為に違反していないか、又は不正の行為はないかを監査している。
監事は、理事会及び評議員会に出席し、財産及び業務の状況について意見を述べてい
る。また、会計年度終了２ヵ月以内に監査報告書を作成し（資料１）、理事会及び評議
員会に提出している。令和２年度に開催された理事会は ６回、評議員会は４回である
が、その全てに監事は出席している。
監事の監査を支援する事務体制として、理事室及び法人本部総務部が在る。学校法人
の業務及び理事の業務執行の状況については理事室が、学校法人の財務の状況について
は法人本部総務部が、監事の監査を支援するため、必要な情報の提供を随時行ってい
る。内部監査組織として内部監査室を置き、学校法人監査の経験に富む担当者を配置
し、監事との連携を行っている。
令和２年４月に改正施行された私立学校法において監事の職務が変更となったため、
本学園寄附行為も変更案を作成し、文部科学省へ認可申請を行い認可され、令和２年４
月より改正施行している。
［区分

基準Ⅳ-C-２

評議員会は法令等に基づいて開催し、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。］
※当該区分に係る自己点検・評価のための観点
（1） 評議員会は、理事の定数の 2 倍を超える数の評議員をもって、組織してい
る。
（2） 評議員会は、私立学校法の評議員会の規定に従い、運営している。
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＜区分

基準Ⅳ-C-2 の現状＞

本学園の評議員会は、理事定数（７人以上９人以内）の２倍を超える評議員（ 15 人
以上 19 人以内）をもって組織されている。本学園寄附行為第 23 条の規定に基づき選
任された 各号評議員から成る評議員会 は、私立学校法第 42 条の規定に基づき、理事長の
諮問機関として適切に運営されている（資料２）。
予算及び事業計画、事業に関する中期的な計画等、私立学校法及び寄附行為に予め審
議することと規定された項目については、理事長の諮問を受け審議を行い、その結果を
理事長に上申している。また、法人の業務、財産の状況又は役員の業務執行の状況につ
いて、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、必要に応じ役員から報告を
徴している。
［区分

基準Ⅳ-C-３

短期大学は、高い公共性と社会的責任を有しており、積極的に

情報を公表・公開して説明責任を果たしている。］
※当該区分に係る自己点検・評価のための観点
（1） 学校教育法施行規則の規定に基づき、教育情報を公表している。
（2） 私立学校法に定められた情報を公表・公開している
＜区分

基準Ⅳ-C-３の現状＞

学校教育法施行規則の規定に基づき、本学ホームページの情報公開のページに教育情
報９項目及び教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報を公表
している。
また、私立学校法の規定に基づき、寄附行為、監査報告書、財産目録等を本学園 ホー
ムページに公表している。
＜テーマ

基準Ⅳ-C ガバナンスの課題＞

短期大学が有する高い公共性と社会的責任を自覚し、更に積極的に分かりやすく情報
を公表し、説明責任を果たし続けていくことが望まれる。
＜テーマ

基準Ⅳ-C ガバナンスの特記事項＞

特になし
＜基準Ⅳ リーダーシップとガバナンスの改善状況・改善計画＞
新型コロナウイルス感染症に係る危機対応、私立学校法改正に伴うリスクマネジメン
ト等が適切であるか、点検を引き続き行っていく。
学科数が増えることで大学としての意思統一を図ることがより難しくなることが予想
される。常に本学の建学の精神に立ち返り、学科間の公平性にも配慮しつつ最善の意思
決定を行い、学生にとって真に学び甲斐のある大学づくりに邁進していきたい。また、
コロナ禍においても学生の学習成果を減ずることの無いよう最大限の努力をしていく。
情報公開は社会の大学に対する信頼の基礎となるものであるから、諸法令の要請はも
とより社会のニーズに応じて柔軟に情報公開を行っていく。
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