
学科名：2019年度は2学科分合同

2019年度計画 2019年度実行内容

中期目標に対する中期計画の具体的
項目

各部局で、中期目標・中期計画に
基づいて計画する（具体的に期限
やレベルなど数値目標を挙げて定
量的に記載する）

（2019年度計画の具体的実行内容を
具体的に期限やレベルなど数値目標
を挙げて定量的に記載する）

年度の中間及び年度末に計画の達
成状況を評価する。 ＊上段は中
間報告、下段は最終報告

９月末現在当課職員により55件の
訪問を終えた。学科のお礼・実習
訪問が並行して行われることか
ら、各園から得た情報を教職員間
で共有でき、卒業生の状況把握が
できている。問題を抱える卒業生
への元担任によるフォローの一助
となっている。得られた情報は、
就職活動中の学生の指導にも役
立っている。
3月中旬現在、各園訪問件数が80件
となった。ここ数年採用側の訪問
も年々増加してはいるが、就職の
みならず実習受け入れ先としても
関係性を大切にするため、今後も
本学からの訪問は継続して行う必
要がある。また訪問で得た情報の
教員との共有も更に深めていきた
い。学内は基より就職先園や施設
との情報交換も綿密に行うことで
離職を防ぐことができたケースや
離職後の再就職支援に結びつける
ことができた事案もあった。

［教育課程］
卒業認定・学位授与の方針を定め
て、体系的な教育課程を編成し、
その卒業認定・学位授与の方針
は、卒業、学位授与、成績評価の
方針が明確であり、就職や他の高
等教育機関への編入につながる学
習成果の獲得を保証し、社会的・
国際的に通用性が保証されるもの
とする。そのため、三つの方針を
明確にし、それを基にして自己点
検・評価を行い、質の向上・充実
のための査定（アセスメント）を
継続して行う。また、学科・専攻
課程に係る専門の学芸を教授する
とともに、幅広く深い教養を培う
よう配慮し、専門的及び汎用的な
学習成果の獲得を基盤にした職業
又は実際生活に必要な能力を育成
するための職業教育を適切に行
う。さらに学生の学習成果の獲得
状況を量的・質的データとして収

就実短期大学の中期目標・中期計画に基づく各学科の年度計画及び実行計画と達成状況

部局名（又は事務部）： 　短期大学保育・教職支援センター 計画：2019年5月10日／中間報告：2019年9月30日／最終報告：2020年3月31日

計画達成状況
　部局及び学科における2019年度計画と実行内容

中　期　目　標 中　期　計　画

卒業生の進路先からの評価を聴取
し、その結果を学習成果の点検に活
用する。

教職員連携の下、各園・施設等の
情報共有の強化を図る。

教職員の分担により各園・施設訪問
を実施し、卒業生の勤務近況を把握
する。卒業生の就職先との信頼関係
の維持および、離職防止に努める。



［学生支援］
建学の精神と教育目的・目標に基
づいて、多様な学生を募集し、そ
の入学を許可し、積極的に資源配
分を整備して学生の学習支援を図
り、成績評価基準等に従って学習
成果の獲得状況を評価して、学習
成果の獲得が向上するように教育
方法、教育課程及び教育プログラ
ムの見直しを行う。また、学生の
ニーズを的確にとらえ、それに対
応した学習支援の環境を整えるた
めに、 学生生活支援のための組
織や支援体制を整備し、専門的職
員を配置する。

（1）1-①一般就職希望・専門就職
希望何れも公平な立場での相談対
応を行う。あくまでも本人の気持
ちを尊重し、否定的や押しつけが
ましい対応にならないことに留意
している。（1）1-②キャリアセン
ターとの情報共有を常に行ってい
る結果、こども園の事務職求人を
紹介し、専門に近い職場環境への
就職斡旋ができた。ガイダンスに
より専門就職の魅力伝える。（1）
Ⅱ-①今年度より永年の現場経験を
経た職員動員により、幼保就職ガ
イダンスに積極に関わってもら
う。さしあたり後期から始まる就
職ガイダンスでは、現場の魅力を
伝えることを目的としたガイダン
スのコマを設け、実施予定。ま
た、履歴書添削、模擬面接対応に
も積極的に関わってもらってい
る。Ⅰ-③主に幼保においては、当
課による採用お礼訪問、教員によ
る採用・実習訪問で得た情報を密
に共有しあうことで、在学生の状
況や卒業生の情報等細かく得ら
れ、指導に生かすことができてい
る。Ⅱ-②各担任による指導の効果
もあり公立幼保採用試験へチャレ
ンジへの学生の意欲が向上してい
る。後期に正確な該当者数を把握
予定。Ⅱ－③⑤特に実習期間の7月
から10月中旬はメールで求人状況
を周知している。（１）Ⅱ-④休暇

（1）Ⅰ.2019度から新体制となっ
たセンターを全学的組織として機
能強化を図る。①キャリアセン
ターとの業務の棲み分けによりよ
り専門性の高い支援を行う。②
キャリアセンターとの情報共有の
下、業務を円滑に進める。③保
育・教職課程および専門就職の窓
口を一元化することにより総合的
な 支 援 体 制 を 整 え る 。
④人事補強の結果、現場の情勢に
精通した保育・教職支援センター
を実現する。Ⅱ.幼保進路支援の方
針を周知する。①幼保就職ガイダ
ンスの見直しと実践②保育士模擬
試験の実施③各自治体からの情報
提供④既卒者支援⑤その他〇求人
票の公開〇ラウンジでの資料閲覧

（1）Ⅰ①専門、一般の迷いのある
学生の細やかな対応を実践する。専
門就職の魅力を伝え専門就職率の向
上に努める。②学生の進路決定情報
を的確に把握するためキャリアセン
ターとの情報共有をおこなう。③実
習関連業務と就職支援業務を兼ねる
ことにより学生の情報及び受け入れ
先の情報について、教職員間でより
正確な情報共有に努める。（１）Ⅱ
-①現場に精通した職員の配置によ
り、ガイダンスを専門性の高いプロ
グラムに見直すⅡ-②保育士模試実
施後の結果フィードバックを学生及
び担当教員に行い、教員による個別
指導の充実を図る。③各自治体から
の幼保募集情報を早期に得学生に速
やかに周知する。④退職希望または
再就職希望の既卒者の対応をきめ細
やかにおこなう。⑤本学で受理した
求人情報の学生周知を速やかにおこ
なう。（１）Ⅱ-⑤学生が資料閲
覧、進路相談等に訪れ易い環境整備
を行う。

（1）就職支援のための教職員の組織
や施設を整備し、就職のための資格
取得、就職試験対策等の支援など学
生の就職支援を行う。
（2）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、進学、
留学に対する支援を行う。



（1）1-①一般就職希望・専門就職
希望何れも公平な立場での相談対
応を行った。あくまでも本人の気
持ちを尊重し、否定的や押しつけ
がましい対応にならないことに留
意した。（1）1-②キャリアセン
ターとの情報共有を常に行ってい
る結果、一般就職希望者対応で
は、こども園の事務職求人斡旋に
加え子供に係る仕事に就きたいと
いう希望学生には保育士を意識さ
せながら小児歯科への就職サポー
トを行う等専門に近い職場環境へ
の就職斡旋ができた。ガイダンス
により専門就職の魅力伝える。
（1）Ⅱ-①今年度より永年の現場
経験を経た職員動員により、幼保
就職ガイダンスに積極に関わって
もらった。後期にスタートした就
職ガイダンスでは、現場の魅力を
伝えることを目的とし1コマ担当し

【2019年度短大の主要事業計画と改革の重点事項】

（1）Ⅰ.2019度から新体制となっ
たセンターを全学的組織として機
能強化を図る。①キャリアセン
ターとの業務の棲み分けによりよ
り専門性の高い支援を行う。②
キャリアセンターとの情報共有の
下、業務を円滑に進める。③保
育・教職課程および専門就職の窓
口を一元化することにより総合的
な 支 援 体 制 を 整 え る 。
④人事補強の結果、現場の情勢に
精通した保育・教職支援センター
を実現する。Ⅱ.幼保進路支援の方
針を周知する。①幼保就職ガイダ
ンスの見直しと実践②保育士模擬
試験の実施③各自治体からの情報
提供④既卒者支援⑤その他〇求人
票の公開〇ラウンジでの資料閲覧

（1）Ⅰ①専門、一般の迷いのある
学生の細やかな対応を実践する。専
門就職の魅力を伝え専門就職率の向
上に努める。②学生の進路決定情報
を的確に把握するためキャリアセン
ターとの情報共有をおこなう。③実
習関連業務と就職支援業務を兼ねる
ことにより学生の情報及び受け入れ
先の情報について、教職員間でより
正確な情報共有に努める。（１）Ⅱ
-①現場に精通した職員の配置によ
り、ガイダンスを専門性の高いプロ
グラムに見直すⅡ-②保育士模試実
施後の結果フィードバックを学生及
び担当教員に行い、教員による個別
指導の充実を図る。③各自治体から
の幼保募集情報を早期に得学生に速
やかに周知する。④退職希望または
再就職希望の既卒者の対応をきめ細
やかにおこなう。⑤本学で受理した
求人情報の学生周知を速やかにおこ
なう。（１）Ⅱ-⑤学生が資料閲
覧、進路相談等に訪れ易い環境整備
を行う。

学科・専攻課程の教育課程編成・実
施の方針に基づいて、短期大学設置
基準に定める教員数を充足した教員
組織を編制し、専任教員と非常勤教
員（兼任・兼担）を配置する。ま
た、専任教員と非常勤教員は真正な
学位、教育実績、研究業績、その他
の経歴等、短期大学設置基準の規定
を充足し、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
い、必要に応じて補助教員等を配置
する。

［人的資源］
有能な教職員（人的資源）を雇用
して、学習成果を獲得するための
教育課程及び教育プログラムを構
築し、教育の実践においては量
的・質的データを基に学習成果を
分析・評価し、恒常的かつ系統的
な自己点検・評価を行うととも
に、三つの方針を見直し整備す
る。また、組織的な FD・SD 活動
を推進し時代の変化に対応できる
よう教職員の資質、教育能力、専
門的能力の向上を図る。

（1）就職支援のための教職員の組織
や施設を整備し、就職のための資格
取得、就職試験対策等の支援など学
生の就職支援を行う。
（2）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、進学、
留学に対する支援を行う。



今年度より現場に精通した職員
に、幼保就職ガイダンスに積極に
関わってもらう。さしあたり後期
から始まる就職ガイダンスでは、
現場の魅力を伝えることを目的と
したガイダンスのコマを設け、実
施予定。また、履歴書添削、模擬
面接対応にも積極的に関わっても
らっている。更に、私立幼保の現
状をつかむこと及び採用担当者と
の顔繋ぎの目的により園訪問にも
積極的に出かけてもらっている。

新入職嘱託職員により、公立・私
立採用試験対策の一環である面接
指導だけに関しても今年度、大
学・短期大学総計164件の対応が
あった。今年度公立幼保合格者計6
名。その他次公立臨時採用者で進
路決定した者（任期付き含む）4
名。教員の指導もあり何れも次年
度採用試験再チャレンジへのモチ
ベーションが維持できており、卒
業後のフォロ-に繋げていく。今年
度も3月末までには専門就職希望者
は100％の進路決定が見込まれる。

◆中期目標・中期計画に基づく各部局年度計画及び実行計画と達成状況の運営について◆
（１）2019年度計画は、就実短期大学中期目標・計画の具体的な取組・実行内容に基づいて計画する。中期目標・計画に関連して、新たな取組がある場合は項目を増やして記載する。
（２）2019年度実行内容は、2019年計画の具体的取組・実行内容を具体的にかつ定量的（数値的）に記載する。
（３）計画達成状況は、年度途中（9月末）、年度末（３月末）に計画の達成状況を部局長及び学長が評価し、次年度計画の参考とする。

ガイダンスおよび個別相談等により
現場の魅力を伝え、専門就職100％
の就職率を保持する。

［特色ある取り組み］
社会を意識して学び、学生自らが
成長を実感できる教育改革、充実
した学生生活支援、新たな価値を
創出する地域連携活動などを通し
て、本学の魅力や教育・研究の質
を高め、個性を磨いて差別化を図
るため、特色ある大学改革を推進
する。「未来社会を力強く生き
抜く人材を育成し、地域と共に
輝く大学」を目指し、全教職員が
ベクトルを合わせて下記の重点課
題に取り組み、目標達成に向けて
努力する。
（１）教学ガバナンス・マネジメ
ントの強化による内部質保証：組
織的な大学改革への取り組み
（２）3ポリシーを具現化した教
育改革による学びの保証： カリ
キュラムマネジメント体制の構築
（３）満足度向上に繋がる学生生
活・修学・キャリア支援体制の強
化：学生調査に基づく改善整備
（４）新入試制度の構築と効果的
な入試広報活動：優秀な学生の確
保と学生定員の厳格化
（５）地域活性化に繋がる教育・
研究ブランド力の強化：地域貢献
力とグローバル化の推進

①徹底した学生調査：入学時、卒業
時、卒業後アンケート・インタ
ビューを実施して、大学運営改善に
繋げる。②キャンパスアメニティの
充実：施設設備の充実、老朽化した
設備の改修・更新、施設の有効活用
を推進する。③学生生活実態調査活
用：調査結果の解析を踏まえた課題
抽出、改善策を検討し、学生への周
知、改善を図る。④キャリア支援の
強化：キャリア教育充実、学内イン
ターンシップ制度の導入、就職率
80％以上を達成する。⑤学生相談へ
の支援体制強化：担任制度による定
期的な学生面談を徹底し、メンタル
サポート体制を強化する。⑥障がい
学生支援：障がい者学修支援体制、
施設の充実を図り、保健管理セン
ターの支援体制を強化する。

④現場に精通した人事補強によ
り、現場の魅力をリアルに伝え、
学生の将来への目標達成に繋げ
る。


