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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に基づき、

徳島工業短期大学の自己点検・評価活動の結果を記したものである。
平成 29 年 11 月 22 日
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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
本学は、学校法人徳島城南学園が設置している。その前身は昭和 18 年 3 月に徳島県知事
から設立認可を受けた徳島工科学校（各種学校）で、同 4 月に仮校舎にて開校式・入学式
を挙行した。その後昭和 19 年 3 月に徳島市南昭和町 3 丁目 68 番地に移転した。
昭和 24 年 7 月には徳島県知事から徳島城南工業高等学校の設置認可を経て、昭和 26 年
3 月には、財団法人から学校法人への認可も得た。同月高等学校として第 1 回の卒業式を
挙行した。昭和 38 年 4 月に自動車科を増置し、昭和 44 年 4 月には土木科、建築科を改め
て、建設科に変更した。高等学校は、昭和 48 年度からは募集を停止し、昭和 50 年 3 月に
最後の卒業式を行ない閉校した。
その一方で、昭和 48 年 3 月 28 日に 文部科学省の認可を得て、徳島工業短期大学（自動
車工業学科・入学定員 80 名）を設置し、翌昭和 49 年 2 月 21 日に二級自動車整備士養成施
設として運輸大臣の認可を受けた。また、同年 11 月 14 日には二級自動車技 術講習の分教
場として社団法人徳島県自動車整備振興会の認定も受けた。昭和 50 年 3 月に第 1 回卒業生
8 名を送り出し、爾来累計 4,000 名を超える卒業生を輩出するに至った。
短大設立時の構想に基づき、昭和 52 年に短大を現在の板野町に移転し、同年 8 月には、
第 9 回全国自動車短期大学協会研究発表会を幹事校として新校舎で開催した。平成 8 年に
は本学園も同町に移転した。
入学者数が増え定員を上回る状況が続くなか、平成 3 年には臨時定員増 140 名が認めら
れ、平成 5 年、平成 7 年には 181 名と、最多の学生を迎えることとなった。
しかし、その後は増減を繰り返しながら入学者の減少傾向が顕著になり、平成 12 年 4 月
臨時定員廃止時には、入学定員を 110 名とすることになった。またその後の減少傾向にも
歯止めがかからず、平成 22 年 4 月 に自 動 車 工 業 学 科 の 入 学定 員 変 更 を 行 なっ た （ 80 名 ）。
一方では自動車業界の先行きを見据え、平成 12 年 4 月 1 日に専攻科車体整備工学専攻（入
学定員 10 名)を設置して、新たな教育体制を整えた。また、本専攻科は、国土交通省から
自動車車体整 備士養成 施設の認 可も 受けた。その 後入学希 望者が定 員を 上回る状況に なっ
たので、平成 17 年 4 月には専攻科車体整備工学専攻の入学定員を 20 名に増員した。
さらに、自動車に関する全ての教育を受けるチャンスを学生に与えるべく、平成 21 年 4
月には、国土 交通省か ら一級小 型自 動車整備士養 成施設と しての認 可も 受け、専攻科 自動
車工学専攻（入学定員 5 名）を開設した。
この間、学祖近藤安次郎が掲げた学園訓、教育の原理、建学の精神、教育の方針は、脈々
と受け継がれ、平成 18 年 12 月に現在の本学の教育方針として再構成 されてからも、本学
園、本学のバ ックボー ンとなっ てい る。学園訓の なか の「 国際親善 」を 取り上げると 、徳
島城南工業高等学校時の昭和 40 年に初めて留学生を受け入れて以来、徳島工業短期大学の
現在に至るま で諸外国 （タイ、 台湾 、韓国、中国 、マレー シア、ミ ャン マー、バング ラデ
シュ、ベトナム）から幾多の留学生を受け入れてきている。平成 29 年度にはネパール人学
生も入学した。このことは、建学の精神「人づくり」に受け継がれている。
また短期大 学設立以 来、教員 ・学生 の海外研修 や海外教 育機関と の提携 にもたゆま ず取
り組んできて おり、台 湾聖経学 院と の提携を皮切 りに、ニ ュージー ラン ドのアオラキ ・ポ
リテクニック や中国諸 学校、ベ トナ ムにあっては ダナン技 術短期大 学及 び神戸国際語 言学
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院との 3 者提携を進めてきている。
上記沿革については、平成 22 年 3 月に「学園創立 65 周年記念誌」にまとめ、平成 25 年
9 月には「短大創立 40 周年記念誌」にまとめている。
（2）学校 法人の概要
■

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 29 年 5 月 1 日現在）

教育機関名

自動車工業学科
徳島工業

専

短期大学

攻
科

所在地
徳島県板野郡板野町
犬伏字蓮花谷 100

入学

収容

在籍者

定員

定員

数

80 人

160 人

117 人

車体整備工学専攻

同上

20 人

20 人

10 人

自動車工学専攻

同上

5人

10 人

2人

（3）学校 法人・短期大学の組織図
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（4）立地 地域の人口動態・学生の入学動向・地域 社会のニーズ
■

立地地域の人口動態（短期大学の立地する周辺地域の趨勢）
徳島県は、那賀川や吉野川、四国山地、紀伊水道をはじめとする自然が多く残っており、

鳴門の渦潮や祖谷渓、大歩危・小歩危等の観光資源や、約 400 年の伝統がある阿波踊り 等
の文化を有する。人口については流出が進んでおり、 80 万人を切っている。
板野町は、 徳島県の 北東部、 阿讃山 脈の麓に位 置してい る町であ る。古 くは交通の 要路
であり、現在も JR 板野駅は特急停車駅である。 2 本の自動車専用道路（高松 道、徳島道）
のインターチェンジも近い。減少傾向にあった人口については、本学が移転した昭和 52 年
頃は微増期に 入ってお り、その 後、 徳島市のベッ ドタウン 化が進ん だが 、再び減少し 、現
在は 14,000 人弱となっている。
■

学生の入学動向：学生の出身地別人数及び割合（下表）
25 年 度

域地

26 年 度

27 年 度

28 年 度
人数

割合

(人 )

(％ )

人数

割合

人数

割合

人数

割合

(人 )

(％ )

(人 )

(％ )

(人 )

(％ )

徳島

32

48

43

61

37

57

37

香川

7

10

4

6

7

10

高知

4

6

0

0

1

愛媛

4

6

6

8

岡山

4

6

6

中国（除く岡山）

0

0

兵庫

7

近畿（除く兵庫）

29 年 度
人数

割合

(人 )

(％ )

57

34

60

7

10

5

8

2

3

5

1

2

1

2

3

5

3

5

8

4

6

5

8

4

7

0

0

1

2

0

0

0

0

10

3

4

2

3

1

2

1

2

0

0

0

0

2

3

0

0

1

2

その他地域

3

5

1

1

0

0

2

3

2

4

留学生

6

9

8

12

10

15

7

10

6

10

合計

67

100

71

100

65

100

65

100

57

100

■

地域社会のニーズ
自動車整 備士の 主な受 入先は 、メー カー系デ ィーラ ー、一 般整備 工場で ある。団 塊の世

代の退職や新 技術への 対応のた め近 年整備士不足 と言われ 、自動車 業界 からの求人数 は大
幅に増え、か つまた地 域的にも 地元 徳島はもとよ り、東京 、大阪、 愛知 など大都市圏 へと
広範化してい る。また 機械等の 製造 業や自動車以 外のサー ビス業な ど他 業種からの求 人も
出てきている。
一方、自動 車技術の 高度化に より、 小規模一般 整備工場 は経営が 成り立 たず、廃業 、縮
小する傾向にあり、新規採用は難しい状況にある。
そこで、平成 27 年度に開始した COC+(注)の取り組みにより、学生の地元企業への目を
開かせ、地元 に定着す るよう誘 導し 、自動車工学 を修めた 学生に対 する 地域社会のニ ーズ
を高めるサイクルを形成したい。
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地元板野町 は本学と 包括的連 携協定 を結んでい るが、県 の 新南海 道再興 戦略特区と して
指定され、水 素ステー ション設 置を 含めた道の駅 創設に取 り組んで おり 、ますます強 固な
連携関係が求められることと思われる。
注：
「COC+」は文部科学省の補助金 事業であり、県内高等教育機関 6 校と県とが連携して、
平成 27 年度から 5 年間行なう雇用創出・若者定着への取 り組みである（備:59）。
■ 地域社会の産業の状況
徳島県は、農作物（すだち、にんじん 等 ）と養鶏が盛んである。近年 LED や医薬品のメ
ーカーが有名になってきている。
板野町は、産 業としては 農業が主体 で、洋 にんじん やレンコ ンなど主要 県産品の安定供
給基地となっている。一 方、工業は中 小零細企業が主体だが、 家具、衣類及 び食品加工 等
の製造業が多い。
短期大学所在の市区町村の全体図
徳島県 板野町

板野町
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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

改善を要する事項

対策

成果

○保健室は設置し

○健康管理については、学生課が校医

○健康管理については、現

ているが、運用の

と連絡を取りながら対応している。必

在支障は生じていない。メ

面で専門性が不足

要に応じ職員が病院への搬送を行うこ

ンタルヘルスケアについて

している。学生の

とにしている。メンタルヘルスケアに

も、職員間の情報共有によ

健康管理やメンタ

ついては、教員が全員学生相談学会等

って、学生の抱える問題へ

ルヘルスケアの面

の研修を受けており、学生課、教務課、 の早期対応が図られてい

から、専門知識又

担任が連携して保護者と連絡を取りな

は資格を持った専

がら学生の状況把握に努め、必要に応

門家の配置が望ま

じ職員会議で情報共有を行い、早期の

れる。

問題解決を期している。

（向上・充実のた
めの課題）
基準Ⅱ
テーマB学生支援

る。

専門家の配置については、今後の学生
の状況により対応を検討する。
基準Ⅲ教育資源と
財的資源
テーマB物的資源

○図書館の環境整備は、組織的な取り

○図書館の環境整備は、入

○図書館は図書館

組みとなるよう、入試広報委員会で学

試広報委員会が環境整備を

用として設けられ

内の環境整備全体の計画の中で検討を

検討する中の一つとして取

た部屋ではなく、

することとした。

り上げ、一方図書館も具体

教室に書架と閲覧

的な青写真作りに取り組ん

席を設けたものに

開館時間の延長は、事務職員の配置上

でいる。

なっているので、

無理があるが、学生からの随時の開館

早朝や空き時間に図書館を

利用者に配慮した

要望にはできるだけ対応することとす

利用したいと事務室に申し

環境への改善が望

る。

出てきた学生にはほぼ対応

まれる。

できている。

また、開館時間が
短いと思われるの
で、登校から授業
終了時まで常に使
用できる環境が望
ましい。
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テーマD財的資源
○余裕資金はある

○平成28年度から5年間の経営改善計

○経営改善計画の初年度は

ものの、学校法人

画を策定し、中期的な取り組みの中で

収支バランスを改善するに

全体及び短期大学

収支バランスの改善に向け取り組むこ

は至っていないが、計画を

部門で過去3か年

ととした。

遂行する中で課題が鮮明に

支出超過となって

なり、改善への見通しが立

いるので、収支バ

つようになった。

ランスの改善が望
まれる。
○資産運用は会計

○資産運用規程の整備を図る。

規程に基づいて行

○平成29年3月29日理事会
において制定した。

われているが、資
産運用に関しては
有価証券の種類し
か規定されていな
いので、資産運用
規程の整備が求め
られる。
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

自動車工業学科の

自動車産業界の知識、経験豊かな参与

様々な取り組みが発展的に

入学者の確保

を採用した。また、特定の教員が長期

推移しており、知名度の向

にわたらないよう計画的に人選するこ

上が図られている。

とにした。継続して教育職員も高校訪

入学者数はほぼ横ばいであ

問し、出張授業を増やし、また自動車

るが、小中学校の社会科授

の実務に携わっていた卒業生を採用し

業、職業体験として板野町

て募集活動に当たらせるなど、広報活

外の小・中学校からの見学

動を強化するとともに、小・中学生の

等もあり増加した。

研修受け入れを拡大し、地域連携・高

平成27年度から連続してク

大連携を深め、入学者増に努める。新

ラシックカー・フェスティ

しい試みとしては、徳島県初のクラシ

バルを実施し、徳島県内外

ックカー・フェスティバルを実施し、

から2,000人規模の入場者

知名度の向上につなげる。

がある。地元の板野町及び
一般社団法人徳島県自動車
整備振興会の賛同を得て共
同開催することができ、ま
た徳島県の後援も得て、地

7
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元の活性化に一定の成果が
あった。
国家試験合格率

通常の授業時間に予め組み込んだ授業

集合教育と少人数教育を組

アップ

形式の国家試験対策ゼミのほかに、学

み合わせることで、個々の

習到達度の低い学生のみを対象とし、

学生における基礎学力の底

教員1人当たり2～3名の少人数形式の

上げと、全体の学力向上が

張付ゼミを課外授業として義務付け

見らた。その結果、二級ガ

た。

ソリン自動車登録試験にお
いて合格率94％と好結果を
上げた。

自動車新技術への

文部科学省等の補助金を活用して、新

燃料電池車（MIRAI）を発注

対応

技術・新基準対応の車両や施設・設備

し、平成28年度に納車され

の充実を図る。また、国・県の補助金

た。

を活用して、燃料電池自動車 MIRAIを購

研究用燃料電池を購入し、

入する。自動車メーカーからの新型

燃料電池シニアカーの試作

車・部品寄贈・貸与を積極的に働きか

を行っている。

ける。
進路決定率アップ

自動車メーカー及び販売会社からの講

平成22年からの就職希望者

演及び現場を想定した模擬整備体験な

に対する就職決定率は平均

どキャリア教育の充実を図り、進学希

90％を超え、平成28年度は

望者や就職希望者に対する個人指導を

97.6％、進路決定率は

実施して進路決定率を100%にする。

98.1％であった。

（6）学生 データ
①

入学定員、入学者数、入学定員充足率、収容定員、在籍者数、収容定員充足率
学科等の名称

事項

25 年度

26 年度

27 年度

28 年度

29 年度

入学定員

80

80

80

80

80

入学者数

67

71

65

65

57

83

88

81

81

71

入学定員
自動車工業

充足率（％）

学科

収容定員

160

160

160

160

160

在籍者数

112

131

132

122

117

70

81

82

76

73

収容定員
充足率（％）

専

車体整備

入学定員

20

20

20

20

20

工学専攻

入学者数

6

7

7

9

10

入学定員

30

35

35

45

50

8

備考
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攻

充足率（％）

科

収容定員

20

20

20

20

20

在籍者数

6

7

7

9

10

30

35

35

45

50

入学定員

5

5

5

5

5

入学者数

2

3

1

2

0

40

60

20

40

収容定員
充足率（％）

入学定員
自動車工学

充足率（％）

専攻

収容定員

10

10

10

10

10

在籍者数

4

5

4

3

2

40

50

40

30

20

区分

24 年度

25 年度

26 年度

27 年度

28 年度

自動車工業学科

50

44

59

65

53

区分

24 年度

25 年度

26 年度

27 年度

28 年度

自動車工業学科

6

7

5

9

7

区分

24 年度

25 年度

26 年度

27 年度

28 年度

自動車工業学科

2

1

0

1

1

区分

24 年度

25 年度

26 年度

27 年度

28 年度

自動車工業学科

33

32

42

52

40

区分

24 年度

25 年度

26 年度

27 年度

28 年度

自動車工業学科

10

12

12

12

11

収容定員
充足率（％）

②

③

④

⑤

⑥

0

卒業者数（人）

退学者数（人）

休学者数（人）

就職者数（人）

進学者数（人）
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（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 （平成29年5月1日現在）
①

教員組織の概要（人）
専任教員数

学科等名

教
授

准
教

設置基準
で定める

講

助

師

教

教員数

計

〔イ〕

授

短期大学全体
の入学定員に
応じて定める
専任教員数
〔ロ〕

設置基
準で定

助

める

手

教授数

非常
勤教

備考

員

自動車工業学科

5

3

9

1

18

7

3

0

10

（小計）

5

3

9

1

18

7

3

0

10

工学
関係

［ そ の他 の 組 織 等 ］
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）

②

5

3

9

1

18

10

4

教員以外の職員の概要（人）
専任

兼任

計

事務職員

5

6

11

技術職員

0

0

0

図 書 館・学 習 資 源 セ ン ター 等 の 専 門 事 務職 員

0

1

1

その他の職員

0

0

0

5

7

12

計

③

0

校地等（㎡）
共用する
区分

専用

共用

他の学校

計

（㎡）

（㎡）

等の専用

（㎡）

基準面

積（ ㎡ ） 人当たりの

面積（㎡）

（㎡）

校
地 校地敷地

4,663

0

0

4,663

等 運動場用地

5,537

0

0

5,537

小計

10,200

0

0

10,200

その他

60,944

0

0

60,944

合計

71,144

0

0

71,144

[注]基準面積（ｍ ２ ）＝短期大学設置基準上必要な面積

10

在籍学生一

1,900

87.17

備考
（ 共 用の 状 況
等）

徳島工業短期大学

④ 校舎（ ㎡）
区分

専用（㎡）

校舎

共用する他の

共用
（㎡）

10,621.52

備考

学校等の専用

計

（㎡）

基 準 面 積（ ㎡ ） （ 共 用 の 状

（㎡）

0

況等）

0

10,621.52

2,500

[注]基準面積（ｍ ２ ）＝短期大学設置基準上必要な面積

⑤

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

11

0

17

1

0

⑥

専任教員研究室（室）
専任教員研究室
9

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

視聴覚資料

機 械・器 具

標本

（点）

（点）

（点）

電 子 ジャ ー ナ ル

（冊）

[う ち 外 国 書 ]

自動車工業学科

15,163 [150]

11[2]

0 [0]

678

450

23

計

15,163 [150]

11[2]

0 [0]

678

450

23

図書館

体育館

面積（㎡）

閲覧座席数

281.34

56

収納可能冊数
図書本館（ 1 階）

図書分館（ 4 階）

約 5,200

約 12,400

面積（㎡）

体育館以外のスポーツ施設の概要

1,112

0

（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

公表方法等

1 大学の教育研究上の目的に関すること

徳島工業短期大学ホームペー

2 教育研究上の基本組織に関すること

ジ上で公開

3

教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び研究業

http://www.tokuco.ac.jp/dai

績に関すること

gaku/pdf
11
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入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容定員及び在
4 学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数
及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること
授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業計画に関

5

すること
学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっ

6

ての基準に関すること
校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境

7

に関すること

8 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること
大学が行なう学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係

9

る支援に関すること

②

学校法人の財務情報の公開について
事項

公表方法等
徳島工業短期大学ホームペー

財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び監査報

ジ上で公開

告書

http://www.tokuco.ac.jp/dai
gaku/pdf

（9）各学 科・専攻課程ごとの学習成果について
■

学習成果をどのように規定しているか。
本学の学位 授与の方 針（ディ プロマ ・ポリシー ）は、「 国土交通 省の定 める必修科 目及

び本学の建学 の精神で ある『人 づく り』を実現す るための 諸科目や 自動 車工学の基礎 とな
る科目を合わせ履修し、卒業要件単位数を修得した者に学位を与える」としている。
学習成果を 学位授与 の方針に 基づき 、「自動車 整備士国 家試験に 合格で きる知識と 技術
を身に付けていること」「各科目の到達目標が達成できていること」と規定している。
個々の授業 科目の学 習成果は 、シ ラバスに記述 した到達 目標に対 し、 評価方法の欄 に記
述してある方法で評価することにより、100 点満点中 60 点以上の点が取れることを達成可
否の判断とし ている。 評価方法 の詳 細は授業科目 ごとに担 当教員が 定め ており、試験 の成
績や、授業中 に行なう 小テスト の成 績、提出物・ 受講態度 等を組み 合わ せて評価する こと
をシラバスに明示している。
■

どのように学習成果の向上・充実を図っているか。
学習成果達 成度の向 上・充実 は各 教員の工夫・ 努力によ るところ が大 きいが、本学 での

組織的対応として以下の取り組みをしている。
○教育内容・方法の改善に向けた取り組み
・教職員は、本学独自に開催する FD 研修や四国大学との包括連携協定に基づく合同 FD
12
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研修、四国地区の SPOD 研修等に参加することで新たな教育方法を学び、また代表して
研修会に参加した場合は伝達報告により授業改善を図っている。
・全授業科 目につい て、学生 によ る授業アンケ ートを実 施してお り、 各教員はその 結果
を分析し、 「授業方 法の課題 や今後 の改善策」 とし てま とめ、次 年度の 授業の改善に
努めている。
・前期の保護者総会時の前後 3 週間を公開授業にして、教室での授業や実習棟での実験・
実習が自由 に参観で きるよう にして おり、保護 者や教員 からの授 業アン ケートを実施
している。 授業者の 教授方法 等につ いての段階 的な評価 のほかに 、授業 者が工夫をし
ていること や自分の 授業の参 考にな ること、ま た授業者 が改善を した方 がいいと思わ
れることな どの観点 からの記 述を取 り入れてお り、授業 者にもア ンケー ト結果が届く
ようにしている。取りまとめたアンケート結果をもとに FD 研修を実施している。
○学生の学力に対応した取り組み
・工業系 の短大 として 、基礎学 力と なる数学 や物理 の不得 手な学生 には 、指名制 で「数
学基礎」「物理基礎」の少人数教育を行なっている。
・数学に ついて は、初 歩的な「 数学 基礎」か ら「数 学Ⅰ～ Ⅳ」と、 レベ ルの異な る授業
科目を選 択科目 として 設定し 、学生 が自分の 能力・ 意欲に 合わせ て選択 し、学習 でき
る仕組みにしている。
・留学生に対しては入学前教育として「基礎日本語Ⅰ・Ⅱ」、入学後は「日本語Ⅰ～Ⅳ」
により日本語教育を行ない、一般の授業の理解・習得が容易になるようにしている。
・期末試 験等の 成績不 良 で合格 点が 得られな かった 学生に 対しては 、単 に再試験 を行な
うだけでなく、再試験を受ける条件として 2 時間の補習を受けることを義務付けてい
る。
・2 年生に対しては、それまで学習してきた専門教育内容の再確認や理解を深めるため、
前期に基礎ゼミを週に 2 時間、後期に特別ゼミを 6 時間設けて学習成果達成度の向上・
充実を図っている。さらに専門科目の成績不振の学生には指名制で放課後、教員 1 人
当たり 2～3 名の学生を指導する張付ゼミを実施し基礎学力の向上を図っている。また
卒業前の 3 か月は、自動車整備士国家試験に向けての特訓の場を設け ている。
（10） オフキャンパス、遠隔教育、 通信教育その他 の教育プログラム （平成 28 年度）
該当ありません。
（11） 公的資金の適正管理の状況 （平成 28 年度）
研究費等の 取扱に関 する規程 を定め 、学長を最 高管理責 任者、事 務局長 を統括管理 責任
者として、部 局責任者 には各課 の長 が当たってい る。また 、相談窓 口を 設け不正使用 に関
する通報に対応することにしている。
平成 27 年度は科研費の採択を得、それに合わせて、統括管理責任者から関係者に上記規
程内容についての確認、徹底を図った。現在まで不正使用に関する通報は受けていない。
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（12） 理事会・評議員会の開催状況 （平成 26 年度～28 年度）
区
分

理
事

開催日現在の状況

定員
5～7 人

現員(a)
6人

会
6人
6人
6人
6人
6人
6人
6人
6人
6人
6人
6人
6人
6人
6人
6人
6人

出席者数等

開催年月日
開催時期

平成 26 年 5 月 28 日
10:30～11:50
平成 26 年 9 月 6 日
14:00～15:30
平成 26 年 11 月 8 日
10:30～11:40
平成 27 年 1 月 30 日
13:30～15:20
平成 27 年 3 月 20 日
16:30～16:40
平成 27 年 3 月 27 日
15:00～16:10
平成 27 年 5 月 27 日
13:30～14:40
平成 27 年 5 月 27 日
16:00～16:10
平成 27 年 7 月 18 日
10:00～11:10
平成 27 年 8 月 8 日
13:30～15:40
平成 27 年 10 月 24 日
13:30～15:05
平成 28 年 1 月 26 日
11:30～12:20
平成 28 年 3 月 25 日
13:30～15:00
平成 28 年 5 月 28 日
10:30～ 0:40
平成 28 年 6 月 11 日
14:30～16:00
平成 28 年 8 月 6 日
13:30～14:50
平成 28 年 9 月 28 日
14:00～16:00

14

監 事 の 出

出席理事数

実出席率

意志表示

(b)

(b/a)

出席者数

席状況

6人

100％

0人

2／2

6人

100％

0人

2／2

6人

100％

0人

2／2

5人

83.3％

1人

2／2

3人

50.0％

3人

0／2

4人

67.7％

2人

2／2

5人

83.3％

1人

1／2

5人

83.3％

1人

0／2

5人

83.3％

0人

2／2

6人

100％

0人

2／2

6人

100％

0人

2／2

6人

100％

0人

1／2

4人

66.7％

2人

2／2

6人

100％

0人

2／2

6人

100％

0人

2／2

5人

83.3％

1人

2／2

6人

100％

0人

2／2

徳島工業短期大学
6人
6人

区
分

平成 28 年 12 月 17 日
9:30～10:40
平成 29 年 3 月 29 日
15:00～16:50

開催日現在の状況

定員
11～15

議

人

13 人

員
14 人

会

15 人
15 人
14 人
14 人

100％

0人

2／2

5人

83.3％

0人

2／2

出席者数等

開催年月日
開催時期

現員(a)

評

6人

出席
評議員数 (b)

平成 26 年 5 月 28 日
13:30～14:30
平成 27 年 3 月 27 日
13:00～14:30
平成 27 年 5 月 27 日
15:00～15:50
平成 28 年 3 月 25 日
11:00～12:15
平成 28 年 5 月 28 日
13:00～14:30
平成 29 年 3 月 29 日
13:30～14:50

監事の出

実出席率

意志表示

(b/a)

出席者数

席状況

10 人

76.9％

2人

2／2

9人

64.3％

5人

2／2

14 人

93.3％

1人

1／2

11 人

73.3％

4人

2／2

13 人

92.9%

1人

2／2

10 人

71.4%

4人

2／2

（13） その他
該当ありません。
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）

これまで自己点検・評価を行なう組織は、
「自己点検・評価委員会」が主であったが、平
成 26 年度に上部組織として「自己点検・評価のための経営会議」を新たに設置し、全学的
な観点から課 題の洗い 出しをは じめ 、課題の改善 計画・行 動計画の 見直 しや策定を行 なう
こととしてい る。また 、下部組 織と して「各種委 員会」を 位 置づけ て、 委員会が担当 する
取組事項の点検・評価を行なうこととしている。
「自己点検・評価委員会」の構成員は次のとおりである。（平成 28 年度）
委員長

岩瀬

一裕

（ALO・教授）

委

近藤

孝造

（理事長・副学長 ・教授）

島田

清

（学科長・専攻科長・教授）

筒井

晃治

（事務局長）

中

哲夫 （教務課長・研究・地域 連携課長・自動車短大協会専 門 委 員 ・

員

教授）
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伊丹

隆徳

（国際親善課長・准教授）

遠藤

春雄

（図書館長・第三者評価委員・准教授）

村上

和義

（進路支援室長・准教授）

吉田

愛二

（国家試験対策課長・准教授）

前田

剛

（学生課長・准教授）

花野

裕二

（実習課長・講師）

助道

永次

（入試広報課長・講師）

「自己点検・評価のための経営会議」のメンバーは次のとおりである。（平成 28 年度）
座

■

長

近藤

孝造

（理事長・副学長・教授）

宮城

勢治

（学長・教授）

筒井

晃治

（事務局長）

島田

清

（学科長・専攻科長・教授）

岩瀬

一裕

（ALO・教授）

自己点検・評価の組織図
自己点検・評価のための経営会議
自己点検・評価委員会
教務委員会
厚生指導委員会
進路支援委員会
入試広報委員会
国家試験対策委員会
実習委員会
専門教育検討委員会
FD 及び SD 推進委員会
全職員

■

組織が機能していることの記述
本学「学則」第 2 条に定める自己点検・評価活動を行なうため、
「自己点検・評価委員会

規程」を制定し、自己点検・評価委員会が自己点検・評価の実施計画の策定及び自 己 点 検 ・
評価報告書の作成に当たっている。
教育活動を はじめ組 織運営、 施設な ど総合的な 活動状況 を自己点 検・評 価した「自 己点
検・評価報告書」は、遅れ気味であるがほぼ毎年作成している。平成 24 年度以降は、短期
大学基準協会 の新基準 に沿った 点検 ・評価活動を 行ない、 学内の職 員を はじめ関係諸 機関
に配布している。
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自己点検・ 評価に関 するもう 一つの 報告書であ る「学生 による授 業アン ケート結果 に基
づく自己点検 ・評価報 告」は授 業評 価の報告書で ある。授 業評価は 平成 10年度に開 始し、
平成14年度か ら報告書 として取 りま とめ公表して いる。 平 成23年度 から はCDに集録し 配布
している。表 題名は、 当初「自 己点 検・報告書」 であった が、変遷 を重 ねるなかで上 述の
名称の報告書となった。
この報告書 のもとに なるデー タは、 授業が終わ る前期末 ・後期末 に、授 業内容や教 員の
教え方、授業 における 学生自身 の取 組姿勢や満足 度等につ いてのア ンケ ートである。 また
授業や教員への意見・要望が記述できる形式となっている。
授業アンケ ートの回 答結果や その結 果と学年平 均との比 較グラフ 、授業 に対する学 生の
意見・要望を 踏まえて 、非常勤 講師 を含む全教員 が自己点 検を行な い、 授業方法の課 題や
今後の改善策 を担当す る科目ご とに 記述している 。自らの 授業を振 り返 り次年度の授 業の
改善について は、授業 を担当す る教 員には必要で あるとの 考えから 、全 ての科目につ いて
アンケート結果を考慮に入れた自己点検・評価を行なうようにしている。
報告書の様 式は、平 成 28年度 より授 業アンケー ト内容の 変更に伴 い、評 価結果の 表 示を
一部変更している。
自己点検・ 評価委員 会の活動 は、報 告書の策定 計画や作 成である が、主 として委員 であ
る記述担当者 が、該当 する事項 の自 己点検・評価 を行ない 改善計画 や実 行計画等を策 定し
ていた。これ まで記述 内容につ いて は、担当者任 せであり 自己点検 ・評 価委員会では 検討
していなかっ た。平成 26年度に 設置 した「自己点 検・評価 のための 経営 会議」で、前 年度
の自己点検・ 評価報告 書をもと に、 全学的な観点 から未記 述の現状 や課 題の洗い出し を含
め課題への対 応、改善 案につい て、 区分ごとに検 討を進め 、最終的 な報 告書として取 りま
とめていくこととした。
また、これ まで上部 組織であ る「将 来構想委員 会」が担 当する大 学とし て今後取り 組む
課題等の全学 的な事項 について の検 討も行なうこ ととした 。したが って 、「自己点検 ・評
価のための経営会議」は、広範囲にわたって検討している。
「自己点検 ・評価委 員会」は 、平成 27年度自己 点検・評 価報告書 に委員が 記述した課題
や改善計画等 について 本年度の 取組 状況や新たな 課題及び 改善案等 を委 員が所属する 委員
会で検討した 結果を取 りまとめ た。 「自己点検・ 評価のた めの経営 会議 」は、取りま とめ
た結果をもとに、平成28年度自己点検・評価報告書の作成に当たった。
平成27年10月に締結 した「北 海道科 学大学短期 大学部と 徳島工業 短期大 学との相互 評価
実施に関する 協定書」 に基づき 、「 自己点検・評 価のため の経営会 議」 が主となり、 平成
27年12月には本学において、平成 29年2月には北海道科学大学短期大学部において相互評価
を実施した〈備：13〉。
相互訪問に よる会議 録等をと りまと めて、「平 成 27年度 及び平成28年度

徳島工業 短期

大学と北海道 科学大学 短期大学 部と の相互評価に 関する報 告書」を 刊行 し外部機関等 に配
布した。


自己点検・評価報告書完成までの活動記録

「自己点検・評価委員会」
平成28年10月 7日

15:30～15:50
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・ 平成 27年度 自己 点検・ 評価 報告書に 記述 した各 改善 計画及 び行 動計画に 対す る、 こ
れ まで の取り 組み の現 状、課 題、 改善 策や 、新た に取 り組 んだ事 項等 につ いて 、 配
布したPDCA資料の作成を依頼した。
11月12日を締め切りとした〈備 :12

自己点検・評価報告書作成に伴うPDCA〉。

・作成 したPDCA資料 は「自己 点 検・評価の ための経 営会議」 で審議 していくこ とを確
認した。
平成28年12月22日

11:55～12:05

・ 平成 28年度 自己 点検・ 評価 報告書の 作成 上での 注意 点を説 明し 、区分ご との 執筆 分
担を協議した。
・ 平成 27年度 自己 点検 ・評価 報告 書に 基づ いてま とめ た PDCA資 料に より、 各担 当部 署
の原稿作成を依頼し、1月28日を締め切りとした
「自己点検・評価のための経営会議」
「平成27年度自己点検・評価報告書」作成に関する会議
・前年度作成途中の報告書に基づき、改善計画、行動計画、概要等し協議し作成した。
・特記事項、選択的評価基準を協議した。
・全体をとおして校正した。
・6月25日付で刊行した。
・第三者評価の訪問調査に向け想定質問、回答、資料を作成した。
・機関別評価案の内示について協議した。
会議は、次のとおり開催した。
平成28年 4月 4日

14:00～16:20

平成28年 4月15日

13:10～15:00

平成28年 4月22日

16:00～17:30

平成28年 4月28日

14:00～16:00

平成28年 5月12日

13:10～15:00

平成28年 5月17日

13:10～16:20

平成28年 5月25日

13:10～14:10

平成28年 6月 1日

13:10～15:00

平成28年 6月 8日

13:10～15:45

平成28年 6月11日

8:30～ 9:20

平成28年 6月14日

15:00～17:15

平成28年 6月15日

13:10～14:20

平成28年 6月22日

13:10～14:40

平成28年 6月25日

10:20～11:40

平成28年 7月 8日

13:20～13:40

平成28年 7月21日

13:10～14:15

平成28年 7月27日

16:50～17:10

平成28年 7月28日

15:40～17:10

平成28年 8月 2日

14:00～16:50

平成28年 8月 9日

9:10～12:35

平成28年 9月 1日

10:00～10:55

平成29年 1月13日

14:10～14:40

「北海道科学大学短期大学部との相互評価」に関する会議
・ 北海 道科 学大 学短 期大 学部 との 相互 評価 （訪 問調 査） に関 する 書面 によ る質 問 事
項を取りまとめた。
・ 訪問 調査 の議 事録 及び 相互 評価 に関 する 報告 書の 作成 につ いて は、 持ち 回り で 協
議した。
会議は、次のとおり開催した。
平成28年12月 3日

10:00～11:55

平成28年12月20日
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平成29年 1月 6日

10:40～11:15

「平成 28 年度自己点検・評価報告書」作成に関する会議
・ 平成 27年 度自 己点 検・ 評価 報告 書に 記述 した 取り 組み 等に つい て担 当部 署が 作 成
したPDCA資料の検討を行なった。
・担 当部署 が作 成した 報告 書の区分 にお ける現 状、 課題、 改善 計画、行 動計 画、 概
要等について協議した。
会議は次のとおり開催した〈備:216〉。
平成28年12月 3日

10:00～11:55

平成28年12月 6日

16:00～17:00

平成28年12月 9日

13:10～14:45

平成28年12月16日

13:10～14:45

平成29年 1月13日

14:10～14:40

平成29年 7月26日

15:00～16:00

平成29年

8月8日

15:00～16:00

平成29年 9月 6日

13:10～14:00

平成29年10月24日

15:00～16:00

平成29年10月28日

9:10～11:10

平成29年10月31日

15:00～16:00

平成29年11月 7日

15:00～15:50

平成29年11月21日

15:00～16:10
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提出資料・備 付資料一覧
＜提出資料一覧表＞
報告書作成マニュアル記載の提出資料

資料番号・資料名

基準Ⅰ：建学の精神と教育の効果
Ａ

建学の精神

建学の精神・教育理念についての印刷物

1.学生便覧 [平成 28年度]
2.ウエブサイト（情報公開）
http://www.tokuco.ac.jp/daigaku/ayumi.p
hp
http://www.tokuco.ac.jp/daigaku/pdf

Ｂ

教育の効果

教育目的・目標についての印刷物

1.学生便覧 [平成 28年度]
3.講義要綱 [平成 28年度]

学生が獲得すべき学習成果についての印刷物

3.講義要綱 [平成 28年度]
4.入学案内 [平成 28年度]

Ｃ

自己点検・評価

自己点検・評価を実施するための規程

5.徳島工業短期大学自己点検・評価委員会
規程
6.自己点検・評価のための経営会議規約

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 28年度]

教育課程編成・実施の方針に関する印刷物

1.学生便覧 [平成 28年度]

入学者受け入れ方針に関する印刷物

2.ウエブサイト（情報公開）
http://www.tokuco.ac.jp/nyushi/
4.入学案内 [平成 28年度]
7.入試要項 (入学願書含)[平成28年度]
8.外国留学生用入学志願要項 (入学願 書含)
[平成28年度]

カリキュラムに対応した授業科目担当者一覧

9.授業科目担当者一覧表 [平成28年度]
10.時間割表[平成28年度 ]

シラバス
Ｂ

3.講義要綱 [平成 28年度]

学生支援

学生便覧等（学則を含む）、学習支援のために

1.学生便覧 [平成 28年度]

配布している印刷物

3.講義要綱 [平成 28年度]

短期大学案内 （2年分）

11.入学案内[平成28年度､29年度 ]

募集要項・入学願書 （2年分）

12.入試要項（入学願書含 ）
[平成28年度､29年度]
13.外国留学生用入学志願要項(入学願書含)
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[平成28年度 、29年度]
基準Ⅲ：教育資源と財的資源
Ｄ

財的資源

「資金収支計算書の概要」［書式1］、「活動

14.資金収支計算書の概要

区分資金収支計算書（学校法人）」［書 式2］、 15.活動区分資金収支計算書（学校法人）
「事業活動収支計算書の概要」［書式3］、「貸

16.事業活動収支計算書の概要

借対照表の概要（学校法人）」［書式 4］、「財

17.貸借対照表の概要（学校法人）

務状況調べ」［書式5］、「資金収支計算書・

18.財務状況調べ

消費収支計算書の概要」［旧書式1］及び「貸

19.資金収支計算書・消費収支計算書の概要

借対照表の概要（学校法人）」 ［旧書式2］

20.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(過去3年間)

21.資金収支計算書・ 資金収支内訳表［ 平成
26年度～平成 28年度）

活動区分資金収支計算書 (過去1年間)

22.活動区分資金収支計算書［平成 28年度］

事業活動収支計算書・事業活動収支内訳表 (過

23.事業活動収支計算書・事業活動収支内訳

去1年間)

表［平成 28年度］

貸借対照表 (過去 3年間)

24.貸借対照表［ 平成26年度～平成 28年度］

消費収支計算書・消費収支内訳表(過去2年間)

25.消費収支計算書・消費収支内訳表［平成
26年度～平成 27年度］

中・長期の財務計画

26.中・長期収支見込み 計画と学生数増加
対策

事業報告書 (過去 1年間)

27.事業報告[平成28年度 ]

事業計画書／予算書

28.平成29年度事業計画書
29.平成29年度予算書

基準Ⅳ：リーダーシップとガバナンス
Ａ

理事長のリーダーシップ

寄附行為

30.学校法人徳島 城南学園寄附行為
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＜備付資料一覧表＞
報告書作成マニュアル記載の備付資料

資料番号・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.徳島城南学園創立65周年記念誌
2.徳島工業短期大学創立 40周年記念誌

[報告書作成マニュアル指定以外の備付資料 ]

3.職員会議資料[平成28年度]
4.前期及び後期活動報告書 [平成 28年度]
5.前期及び後期ヒアリング結果

Ｂ

教育の効果

[報告書作成マニュアル指定以外の備付資料 ]

6.張付ゼミ
7.国家試験対策用 ゼミ
8.公開授業 及びアンケート結果

Ｃ

自己点検・評価

過去3年間に 行なっ た自己点検・評価に係る報

9.自己点検・評価報告書 [平成28､27､26年度]

告書等
第三者評価以外の外部評価についての印刷物

10.徳島県自動車整備振興会による 外部評価議事
録
11.四国運輸局による立入検査議事録

[報告書作成マニュアル指定以外の備付資料 ]

12.自己点検・評価報告書作成に伴う PDCA
13.北海道科学大学短期大学部との相互評価

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

14.単位認定の状況表

学習成果を現す量的・質的データに関する印刷

15.到達指標

物

16.カリキュラム・マップ
17.国家試験合格状況
18.学位取得率
19.退学・休学者数
20.各種資格試験合格状況
21.教務手帳
22.講習会等試験結果
23.自動車整備大会
24.実習指導書
25.実習ルーブリック評価 及び評価分布

[報告書作成マニュアル指定以外の備付資料 ]

27.四国大学との包括連携協定
28.オフィスアワー
29.同窓会及び保護者会会報
30.出席状況警告文書
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31.状況報告シート
Ｂ

学生支援

学生支援の満足度についての調査結果

32.学生の卒業時のアンケート結果

就職先からの卒業生に対する評価結果

33.企業先アンケート結果

卒業生アンケートの調査結果

34.卒業生アンケート結果

入学志願者に対する入学までの情報提供のた

35.留学生入学案内広報資料

めの印刷物等

36.オープンキャンパス広報資料
37.奨学金・授業料免除制度

入学手続者に対する入学までの学習支援のた

39.数学・物理課題

めの印刷物等
学生の履修指導（ガイダンス、オリエンテーシ

40.オリエンテーション資料

ョン）等に関する資料

41.進路別の選択科目推奨モデル
42.専門教育科目における履修系統図

学生支援のための学生の個人情報を記録する

該当なし

様式
進路一覧表等の実績についての印刷物（過去 3

43.卒業生進路状況

年間）
GPA等成績分布

44.GPA評価

学生による授業評価票及びその結果

45.授業及び実験・実習に関するアンケート
用紙
46.学生によるアンケート結果に基づく自己点検
評価報告（平成28年度）
47.学生によるアンケート結果のまとめ

社会人受け入れについての印刷物等

48.社会人入試広報資料

海外留学希望者に向けた印刷物等
FD活動の記録

該当なし
49.FD/SD推進委員会議事録
50.FD/SDの活動記録

SD活動の記録

49.FD/SD推進委員会議事録
50.FD/SDの活動記録

［報告書作成マニュアル指定以外の備付資料 ]

51.大学説明会実施状況
52.入試説明会（本学開催）
53.新入学生説明会
54.学内紀要発表会
55.基礎学力向上対策
56.各種資格広報案内
57.既修得単位等の認定
58.チューター支援制度
59.COC＋（地(知）の拠点大学による地方創生推
進事業：とくしま元気印イノベーション人材
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育成プログラム)
60.留学生行事
61.教員高校訪問広報活動
62.教員研修
63.車両検査
64.各種教室開催とアンケート結果
65.交通安全運動
66.交通安全教室
67.防災訓練
68.入試改善事項
69.企業講演会
70.企業研究会
71.就職対策ゼミ
72.SPODプログラムガイド
73.実技試験対策講習会
74.内定者セミナー
75.内定者への整備講習会
77.小中学生対象体験学習
78.クラッシックカー ・フェスティバル
79.IR推進レポート
80.学園祭ボランティア
81.物理・キャリア演習
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

85.教員個人調書

・教員個人調書（平成 28年5月1日現在で作成） 86.教育研究業績書（過去5年間）
[書式1]、及び過去5年間（平成 24年度～平
成28年度）の教育研究業績書［書式2］
非常勤教員一覧表［書式 3］

87.非常勤教員一覧表

教員の研究活動について公開している印刷物

88.紀要

等（過去 3年間）
専任教員の年齢構成表（平成 29年 5月１日現在） 89.専任教員の年齢構成表
科学研究費補助金等、外部研究資金の獲得状況

90.外部研究資金の獲得状況一覧表

一覧表（過去 3年間）
研究紀要・論文集（過去 3年）

88.紀要

教員以外の専任職員の一覧表（氏名、職名）

91.職員名簿

平成29年5月１日現在
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Ｂ

物的資源

校地、校舎に関する図面

92.各種図面

図書館、学習資源センターの概要

提出1.学生便覧
提出2.ウエブサイト
http://www.tokuco.ac.jp/daigaku/library.php

Ｃ

技術的資源

学内LANの敷設状況

93.校内LAN敷設状況図

マルチメディア教室、コンピュータ教室等の配

92.各種図面

置図
Ｄ

財的資源

寄附金・学校債の募集についての印刷物等

94.教材車両の提供依頼文書

財産目録及び計算書類（過去 3年間）

95.財産目録及び計算書類

[報告書作成マニュアル指定以外の備付資料 ]

96.学校法人徳島城南学園経営改善計画

基準Ⅳ：リーダーシップとガバナンス
Ａ

理事長のリーダーシップ

理事長の履歴書

97.理事長の履歴書

学校法人実態調査表（写し） （ 過去3年間）

98.実態調査表

理事会議事録（過去3年間）

99.理事会議事録

組織・総務関係
組織規程、事務分掌規程、稟議規程、文書取

100.事務組織規程

扱い（授受、保管)規程、公印取扱規程、個

101.文書取扱い規程

人情報保護に関する規程、情報公開に関する

102.文書保存規程

規程、公益通報に関する規程、情報セキュリ

103.公印取扱い規程

ティポリシー、防災管理規程、自己点検・評

104.個人情報保護規程

価に関する規程、SDに関する規程、図書館

105.特定個人情報取扱規程

規程、各種委員会規程

106.情報公開規程
107.公益通報保護規程
108.情報セキュリティ管理規程
109.情報セキュリティポリシー
110.消防計画書
111.自己点検・評価委員会規程
112.自己点検・評価のための経営会議規約
113.FD 及び SD 推進委員会規程
114.SD 研修規程
115.図書館規程
116.図書館利用規程
117.購入図書等選定基準
118.図書等廃棄基準
119.経営会議規程
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120.総務委員会規約
121.教務委員会規約
122.厚生指導委員会規約
123.進路支援委員会規約
124.国家試験対策委員会規約
126.将来構想検討委員会規約
127.専門教育検討委員会規約
128.入試広報委員会規約
129.IR 推進チーム規程

人事・給与関係

130.就業規則

就業規則、教職員任免規程、定年規程、役員

131.契約職員就業規則

報酬規程、教職員給与規程、役員退職金支給

132.学生寮寮監の勤務に関する規則

規程、教職員退職金支給規程、旅費規程、育

133.パートタイマー就業規則

児・介護休職規程、懲罰規程、教員選考規程

134.人事委員会規程
135.名誉理事長の称号に関する規程
136.名誉教授称号授与規程
137.客員教授規程
138.特任教員に関する規程
139.非常勤講師規程
140.選択定年制度規程
141.役員報酬規程
142.給与規程
143.特 別 職 の 手 当 て 及 び 退 職 金 支 給 に 関 す る 規
程
144.退職金規程
145.旅費規程
146.通勤手当支給規程
147.育児・介護休業等に関する規程
148.業績評価規程
149.職員表彰規程
150.長期研修派遣制度規程
151.学位取得支援制度規程

財務関係
会計・経理規程、固定資産管理規程、物品管

160.会計規程
161.固定資産及び物品管理規程

理規程、資産運用に関する規程、監査基準、 162.物品の寄贈受入に関する規程
研究費（研究旅費を含む）等の支給規程、消

163.監事・監査規程

耗品及び貯蔵品管理に関する規程

164.教育研究費規程
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教学関係
学則、学長候補者選考規程、学部（学科）長

170.学則
171.学長選考規程

候補者選考規程、教員選考規程、教授会規程、 172.副学長規程
入学者選抜規程、奨学金給付・貸与規程、研

173.自動車整備主任者規程

究倫理規程、ハラスメント防止規程、紀要原

174.教授会規程

稿規程、学位規程、研究活動不正行為の取扱

175.入学者選抜会議規程

規程、公的研究費補助金取扱に関する規程、 176.入学試験担当委員規程
公的研究費補助金の不正取扱防止規程、教員

177.近藤安次郎奨学育英制度規程

の研究活動に関する規程、 FDに関する規程

178.近藤安次郎女子奨学育英制度規程
179.近藤安次郎奨学金貸与制度規程
180.近藤安次郎入学金免除奨学制度規程
181.特別指定校授業料免除規程
182.育英制度規程
183.学費減免規程
184.外国人留学生学費減免規程
185.入学時特待生制度規程
186.社会人特別選抜及び特別支援に関する
規程
187.研究倫理規程
188.セクシュアル・ハラスメントの防止等に関す
る規程
189.紀要原稿作成要領
190.学位規程
191.研究費等の取扱いに関する規程
192.奨学寄付金等取扱規程
113.FD 及び SD 推進委員会規程

[報告書作成マニュアル指定以外の備付資料 ]
Ｂ

193.理事会での改善指示事項

学長のリーダーシップ

学長の個人調書

200.教員個人調書［書式 1］
201.教育研究業績［書式 2］

教授会議事録（過去3年間）

202.教授会議事録
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委員会等の議事録（過去 3年間）

203.人事委員会議事録
204.将来構想検討委員会議事録
205.専門教育検討委員会議事録
206.FD/SD推進委員会議事録
207.厚生指導委員会議事録
208.進路支援委員会議事録
209.教務委員会議事録
210.入試広報委員会議事録
211.国家試験対策委員会議事録
212.実習委員会議事録
213.総務委員会議事録
215.自己点検評価委員会議事録
216.自己点検・評価のための経営会議録

[報告書作成マニュアル指定以外の備付資料 ]
Ｃ

217.クラス担任の指針

ガバナンス

監事の監査状況（過去3年間）

218.監査報告

評議員会議事録（過去3年間）

219.評議員会議事録
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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
建学の精神 、教育理 念及び教 育の目 的は、学生 便覧やウ エブサイ ト等に 記載し学内 外に
公表するとと もに、理 事長は入 学式 やオリエンテ ーション 、担当授 業科 目である「コ ミュ
ニケーション 能力」に おいて、 また 教員へのヒア リング時 など、機 会を とらえて周知 や確
認を行なっている。
建学の精神 の「人づ くり」の 基本と なるマナー ・身だし なみにつ いては 外部からの 指摘
もあり、その 実践の徹 底を図る ため 、専門教育検 討委員会 で検討を 重ね 改善案が教授 会で
了承されたので、平成 28 年度より実施に移した。その結果、作業服などを忘れて事務室で
貸与した件数 は大幅に 減少し指 導の 成果が認めら れたが、 実習服で の登 校が多いこと は課
題である。理 事長が年 度始めの 職員 会議で全職員 への指導 の徹底を 訓示 するなど改善 を図
ることとする。
教育目的や 科目の到 達目標に ついて は、学生便 覧及び講 義要綱に 記載し ているが、 学生
の理解につい ては、現 状は十分 に浸 透していると は言い難 いので、 オリ エンテーショ ンの
時間配分や説 明内容の 改善を行 な い 、授業の始め に授業担 当者から シラ バスを使用し て説
明する時間を 設けてい る。効果 の検 証については 、学生ア ンケート の結 果を分析する こと
により次の改善につなげる。
学習成果に ついては 、指標の 一つで ある「自動 車整備士 国家試験 に合格 できる知識 と技
術を身に付けていること」の達成度の観点から見ると、平成 28 年度は前年度よりも大幅な
向上がみられたが平成 29 年度も高い合格率を目指すことが重要課題である。 対策として、
昨年同様普段の授業や基礎ゼミ、特別ゼミ等において 学生に不得意とする分野を把握させて
弱点を克服させ、また欠席の多い学生には国家試験への意欲の向上を図るようにする。さらに、
前年度の国家試験の結果を分析し年度当初より全職員で改善策に取り組む。
教育の向上・充実のための PDCA の取り組みとして、学生による授業アンケートを実施し、そ
の結果をもとに教員が自己点検・評価・分析を行ない次年度の授業改善に努めている。この結
果は 「学 生に よるア ンケー ト結 果に基づ く自己 点検 評価報 告」と して 学内外 に公表 して い

る。 しかし、科目の到達目標の達成度の評価や学生の取組状況等を分析するためには、アンケ
ートの質問内容や調査方法を見直す必要があるとのことから、平成 27 年度に FD/SD 推進委員会
において検討を重ねアンケート内容を改訂した。また、アンケート実施時には学生がじっくり
と時間をかけて回答できるように各定期試験前に時間を確保し、授業担当者が授業の振り返り
や到達目標を提示したうえで回答させることにし ている。さらに、アンケート結果による教員
評価の平均値を表示し、全体の平均値 との比較が分かるようにし ている。これからアンケート
結果を分析して効果検証する。
ルーブリック評価については、実習・実験における技術や技能の習得の評価に当たり取り入
れたものであるが、 3 年間の実施を踏まえ評価項目や評価法について検証する。

自己点検・ 評価のた めの組織 として 「自己点検 ・評価委 員会」を 設置し 、自己点検 ・評
価の実施計画 や報告書 の作成を 行な っている。さ らに、自 己点検・ 評価 における課題 の洗
い出しや課題 に対する 改善策や 行動 計画等、全学 的な観点 からの見 直し や策定が求め られ
ることから、上部組織として「自己点検・評価のための経営会議」を設置し PDCA を行なっ
ている。平成 28 年度の取り組み状況を踏まえ、自己点検評価のための経営会議で全学的な
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観点から検証を行う。
[テーマ
[区分

基準Ⅰ -A
基準Ⅰ -A-1

建学 の精神]
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
本学は、学祖近藤安次郎（ 1894 年～1990 年）により国家及び社会に貢献できる人間の育
成と、時代に適応した専門技術者の養成を目指して 1973 年に設立された。その趣旨は、学
祖の教育哲学 を項目別 に列挙し た学 園訓として本 館正面玄 関に掲げ られ ており、国の 伝統
を尊重し勤労と奉仕の心を身に付けた「人づくり」の教育観を表している。
本学の建学 の精神は 「人づく り」で あるが、こ の人づく りとは本 学自動 車工業学科 の名
称が表すとお り、自動 車工業界 にお ける「人づく り」の意 味であり 、建 学の精神から 導き
出された本学の教育理念は「品性の向上を図り、自発的に社会に貢献できる人間性を養い、
技術革新が著しい自動車産業界になくてはならない人材を育成する。」ことである。この理
念の意味する ところは 、人間性 を基 盤にした、自 動車産業 界に有為 な人 材育成にある 。し
たがって、本学の建学の精神は、本学の教育理念を明確に示していると言える。
本学の建学 の精神は 、本館の 玄関ホ ールの壁面 に、短大 創設時に 創立者 が掲げた学 園訓
と並び、本学の教育方針として「建学の精神」、「教育理念」、「教育目的」の 3 つを掲示し
ており、本学職員のみならず学生や来学者の目に付くようにしている。
また、建学の精神は、学生便覧〈提:1〉や講義要綱〈提:3〉及び大学のホームページ〈提 :2〉
内で公表している。
職員に対し ては、年 度当初の 職員 会 議において 、建学の 精神とそ れによ る教育の理 念に
ついて、理事 長から訓 示を行な って おり、全職員 が気持ち を新たに それ ぞれの業務に 取り
組めるようにしている〈備:3〉。新任の職員については、常勤・非常勤を問わず、採用時の
オリエンテーションにおいて理事長が短期大学 40 周年誌〈備:2〉を使って説明をしている。
専任の教員 には、年 度当初の 業務指 示後 のヒア リング（ 教育・研 究・学 内貢献・社 会貢
献の指示と実績報告〈備:4〉）や後期初めのヒアリング時に、教育活動のなかで建学の精神
に関わる具体 的な実践 について の説 明を求めてお り、日 常 的に建学 の精 神と教育理念 を共
有することに 努めてい る。また 、ヒ アリング時に 教員が提 出する活 動報 告書にもマナ ー・
身だしなみに ついて触 れる教員 が多 くなっている 。具体的 な実践例 を含 めたヒアリン グ結
果は、職員会議で報告している〈備:5〉。
非常勤講師 について も、専任 の教員 と同様の業 務指示と ヒアリン グを行 なっており 、そ
の場で建学の精神と教育の理念につき共有化を図っている。
学生については、入学式での理事長祝辞の中で述べることに始まり、新入生及び 2 年生
のオリエンテ ーション 時に、理 事長 の訓示の中で 建学の精 神と教育 の理 念に ついて話 をし
ているが、全 員が同じ レベルで 理解 しているわけ ではない 。卒業ま での 幅広い教育の なか
で身に付けさ せる努力 が今後も 必要 と考えている 。また、 本学では 理事 長自身も授業 科目
を受け持って おり、科 目「コミ ュニ ケーション能 力」で、 折に触れ 建学 の精神と教育 の理
念について話 をしてい るため、 学生 においても建 学の精神 の共有化 があ る程度図られ てい
るものと考えている。
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建学の精神 を学生に 浸透させ る方法 の一つとし て、社会 教育及び 他校で の教育経験 が豊
かな人を平成 27 年度より科目「倫理学」の講師として採用した。授業では挨拶の実践を は
じめ、父母や お世話に なった方 への 暑中見舞いや 年賀状書 き等を通 じて 、人間性や品 性を
高めることを目指す教育に取り組んでいる。平成 27 年度は建学の精神を学生に浸透させる
教育の成果が十分ではなかったが、平成 28 年度は講師の工夫により成果があがっている。
その成果は、 講師より 授業の節 目ご とに学生が記 述した生 活記録及 び講 師への感想な どか
ら読み取れる。
建学の精神 が浸透し ているか どうか は、前述し たとおり 建学の精 神であ る「人づく り」
が学生に備わ ってきて いるかで 評価 することがで きるが、 来客者と の懇 談時等に、本 学の
学生が他の大 学生と比 べてよく 挨拶 してくれると いう声を 聞くこと もが 多くなって来 た。
もちろん全て の学生が そうであ ると いうわけでは ない。ま た、職員 が自 ら学生に声を かけ
ることが多くなったと評価している。
一方、一部 の喫煙者 がタバコ のポイ 捨てをする 傾向にあ る。また 、実習 服等の着用 につ
いては、平成 27 年度は忘れて事務室に借りることが煩雑になったこともあり、マナー・身
だしなみの徹 底を図る ために専 門教 育検討委員会 で審議を 重ねて改 善案 が教授会で了 承さ
れたので、平成 28 年度より実施に移した。その結果、作業服などを忘れて事務室で貸与し
た件数は平成 27 年度後期 58 件に対して平成 28 年度前期で 30 件と半減した。また、1 年間
の通算でも 53 件と大幅に減少し指導の成果が認められた。一方、通学時の私服着用につい
ては 4 月のオリエンテーションで身だしなみを説明し、私服での通学を説明しているが、
時間の経過とともに忘れて作業服で通学している学生が多いと思われる。
建学の精神は、昭和 48 年に本学を創設した創立者の学園訓を平成 18 年 12 月に見直し、
現在の建学の精神、教育の理念及び教育目的に再構成した。平成 21 年度に第三者評価を受
け、その後自己点検評価報告書を毎年まとめることとなり、平成 24 年 2 月の理事会で建学
の精神につい て審議し 、現行の 建学 の精神が了承 されて現 在に至っ てい る。今後も社 会の
変化や自動車業界の変化等に応じ適切に見直しを行なうこととしている。
(b)課題
建学の精神 の学内で の共有に ついて は、職員間 では大き な意識の 差はな いと考えて いる
が、学生の意識改革は、まだまだ課題が多いと言わざ るを得ない。平成 28 年度から実施し
ているマナー指導の課題として、通学時に作業服での学生が多いことが挙げられる。
テーマ

基準 Ⅰ-A

建学の精神の改善計画

理事長が年 度始めの 職員会議 で入学 直後及び継 続的な指 導がより 徹底す るよう職員 に働
きかける。同時に職員も服装規程に定める服装を心がけるよう訓示する。
学生課とし て年度初 めだけで はなく 注意を促す 必要があ り、マナ ーの向 上について は、
キャリアデザ イン、キ ャリア演 習の 中で説明する 。また、 自宅から の作 業服の着用者 がど
の程度いるか定量的に調べる。また、担任からも個別指導 することとする。
提出資料
1.学生便覧
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2.ウエブサイト
3.講義要綱
備付資料
2.徳島工業短期大学創立 40 周年記念誌
3.職員会議資料
4.前期及び後期活動報告書
5.前期及び後期ヒアリング結果
[テーマ
[区分

基準Ⅰ -B
基準Ⅰ -B-1

教育 の効果]
教育目的・ 目標が確立してい る ]

基準Ⅰ -B-1 の自己点検・ 評価
(a)現状
本学の教育 目的は、 第一義に は「自 動車工業に 関する専 門知識を 身に付 けた人材を 育成
すること」とし、
「自動車整備士資格の取得を目指すことはもとより、国際化する社会への
理解を深めさ せ、価値 観の多様 化し た学生に、社 会人とし て必要な 能力 を育成するこ と」
としている〈提:1,3〉。
これは、建 学の精神 である「 人づく り」と教育 理念の「 品性の向 上を図 り、自発的 に社
会に貢献でき る人間性 を養い、 技術 革新が著しい 自動車産 業界にな くて はならない人 材を
育成する」こ とにつな がるもの であ り、人間力と 知識・技 術力の両 面の 育成から教育 目的
を示したものである。つまり建学の精神に基づいて教育目的を明確に示している。
教育目的の学 内外への 公表につ いて は、学生便覧 〈提 :1〉、講義要 綱〈提 :3〉に明記し、
玄関ホール内 には建学 の精神、 教育 の理念ととも に掲示し 、来学者 にも 教育目的が明 確に
理解できるよ うにして いる。ホ ーム ページにも、 建学の精 神、教育 の理 念とともに公 表し
ている。また 、関連す るアドミ ッシ ョン・ポリシ ー、カリ キュラム ・ポ リシー及びデ ィプ
ロマ・ポリシーについてもホームページに公表している〈提 :2〉。
教育目的は、学生便覧や講義要綱のほか、平成 27 年度より実習指導書にも掲載し、実験・
実習の指導時に本時の実習目的と併せて担当教員が説明することとしている。
学生には、 オリエン テーショ ンで教 育目的を説 明してい るが、そ れを具 現化するた めの
科目の内容を 記したシ ラバスと の関 連を理解して いない学 生も見 受 けら れる。2 年間 の教
育をとおして 学習成果 を達成す るた めには、それ ぞれが受 講してい る授 業科目の到達 目標
を繰り返し指導・説明する必要があると考えている。
教育目的の定期的点検に関しては平成 18 年にそれまでの学園訓を「建学の精神」と同様
に「教育目的」に再構成した。理事会、評議員会 で教育目的に基づいた取組実績を報告し、
指摘・点検を受けるなかで、教育目的そのものを点検している。また教授会及び理事会で、
毎年定期的に 教育目的 に沿った 施策 を練っており 、国家試 験合格や 学習 成果獲得、卒 業等
に向けての施 策につい ては、学 年初 めのオリエン テーショ ンで学生 にガ イダンスをし てい
る。
学生へのオリエンテーション充実のために、入学式の午後もオリエンテーションを行い、
保護者参加も 可能とし た。ホー ムペ ージについて は３つの ポリシー をホ ームページに 掲載
したが、大学 の方針や 取組体制 の説 明と同時に大 学教育の 流れが分 かり や すく理解で きる
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ような改善はまだできていない。
教育目的は、おおむね具体的であり学習成果も知識・技術面に対しては具体的であるが、
「社会人とし て必要な 能力を育 成す ることを目指 す」こと について は、 表現があいま いで
あり、人によ って解釈 に差が出 てし まう可能性が あるので 、より具 体的 な表現が必要 であ
ると思われる。
(b)課題
教育目的の「社会人として必要な能力を育成」についてはもっと具体的な表現にするか、
または教育目 的はこの ままの表 現と して、それを 補完する 何かを行 なう 必要があるか を検
討することが引き続き課題である。
建学の精神 に始まり 、教育の 理念、 教育目的の ほか、ア ドミッシ ョン・ ポリシー、 カリ
キュラム・ポ リシー及 びディプ ロマ ・ポリシーに 至る一連 の流れを 分か りやすく、丁 寧に
何度でも学生 に伝える 工夫と努 力を することが大 きな課題 であると 考え る。同時にホ ーム
ページ上での 公表も、 単に掲載 する だけで終わる ことなく 分かりや すい 表現にも気を 配る
ことも、大学としての課題である。
学外への教 育目的等 の表明は 、入試 広報課を担 当として 、改善を 検討す ることが課 題で
ある。
[区分

基準Ⅰ -B-2

学習成果を 定めている ]

基準Ⅰ -B-2 の自己点検・ 評価
(a)現状
本学自動車 工業学科 の学習成 果につ いては、こ れまで明 文化され たもの はなく、従 来、
建学の精神に 基づいて 、社会人 とし て必要な能力 を持つ自 動車整備 士の 養成を教育の 目的
として、自動 車整備士 国家試験 に合 格できる知識 と技術を 身に付け るこ とを学習成果 の中
心に据えてい た。その 前提とし て文 部科学省及び 国土交通 省の両省 の基 準を満たす教 育課
程〈提：1〉を編成し、専門教育科目の履修をとおして到達目標を達成することを学習成果
としていた。 併せて社 会人とし て求 められる幅広 い能力を 身に付け るた めに一般教育 科目
等を開設し、その履修により科目の到達目標を達成することを学習成果としていた。
平成 26 年度に、これらを明文化し本学での学習成果を次の 2 点とした。
・自動車整備士国家試験に合格できる知識と技術を身に付けていること。
・各科目の到達目標が達成できていること。
この学習成 果は、建 学の精神 及び教 育目的に基 づいて明 確に示さ れたも のであり、 この
明文化された学習成果は講義要綱に明記し公表している。
学習成果の 一つであ る「各科 目の 到達目標が達 成できて いること 」に ついては、科 目の
到達目標と本学の学位授与の方針を具現化した 4 つの到達指標（後述Ⅱ-A-1）〈備:15〉と
の関連を示すカリキュラム・マップを平成 26 年度より作成している〈備 :16〉。
学習成果が測定できるデータについては、
「自動車整備士国家試験に合格できる知識と技
術を身に付けていること」の学習成果のデータとして、自動車整備士国家試験合格状況
〈備:17〉や自動車整備技術を活かす専門職への就職者数が挙げられる〈備 :43〉。また、国
家試験合格を目指して取り組んだ基礎ゼミや特別ゼミ、講習会での実力試験成績〈備 :22〉
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もデータとな る。さら に、習得 した 自動車整備技 術を確認 し、お互 いの 技術・技能を 競う
学内での自動車整備大会も到達度が測定できる学習成果のデータである〈備:23〉。
次に、
「各科目の到達目標が達成できていること」の学習成果のデータとして、定期試験
成績〈備:21〉、GPA 成績 分布〈備:44〉、実習・ 実験にお けるルー ブリック 評価及びル ーブ
リック評価分 布〈備 :25〉、実習 のレ ポートや作品 、試験成 績等が挙 げら れる。ルーブ リッ
ク評価は、実習・実験における技術や技能の習得の評価に当たって、平成 26 年度から取り
入れたものである。具体的には、実習・実験科目の各到達目標 3 項目と“実習・実験に対
する意欲と関心”の併せて 4 項目において、それぞれにおける到達状況を 4 段階で評価す
るもので、レポートや作品以外の測定できない行動等の評価を行なうものである。
その他の学習成果として、学位取得率〈備:18〉や退学・休学者数〈備 :19〉、学期末の授
業終了時に実 施する学 生アンケ ート や教員へのコ メント〈 備 :47〉、 就職 率や進学者数 、自
動車整備士資格以外の各種資格試験合格状況〈備:20〉等が挙げられる。さらに、卒業生に
対する企業からの評価〈備:33〉や卒業生のアンケート〈備 :32,34〉も学習成果が測定でき
るデータである。
科目の到達 目標が達 成できて いるこ との学習成 果は、も う一つの 学習成 果である卒 業後
に実施される自動車整備士国家試験の合否に大きく影響を与えるものになる。
学習成果の 学外の表 明につい ては、 入試担当者 や教員に よる高校 訪問時 、高校で開 催さ
れる学校説明 会〈備 :51〉、本学 で開 催する進学担 当者への 進学説明 会等 で、関係する 情報
の提供を行な っている 〈備 :52〉。学 習成果が色濃 く反映す ることに なる 就職率等につ いて
は公表してい るが、卒 業後に実 施さ れる国家試験 の合格率 の公表は 一部 にとどまって おり
十分とは言えない。
学習成果の 学内の公 表につい ては、 個人情報保 護の観点 から、該 当の学 生以外には 公表
をしていない が、指導 上で問題 のあ る学生につい ては、 職 員間で情 報の 共有化を図っ てい
る。
本学で実施 する自動 車整備大 会では 、学生の出 身高校や 徳島運輸 支局、 徳島県自動 車整
備振興会からの来賓をはじめ本学関係者や保護者等が見学するなか、学生 2 名で構成する
チームがこれ までに習 得した自 動車 整備技術・技 能を披露 している 。競 い合うことを とお
して、技術力 のさらな る向上と 自動 車整備へのモ チベーシ ョンの高 揚を 図ることを目 的に
している〈備:23〉。今回で 10 回目の開催を迎え、22 名の来賓等が参加しているなかで、
全 8 チームが制限時間 30 分間の 12 か月点検をベースとした整備点検作業に挑 んだ。
高校からは 3 名の教員の参加があり、教え子の成長の跡を感じ取ってくれたのではと考
えている。
同窓会会報や保護者会会報〈備:29〉には、学習成果を含むこれまでの取組状況等を記載
し公表している。
保護者に対しては、単位の取得状況や成績、出席状況を年に 2 回文書で家庭に通知して
いる。また、 授業への 出席状況 につ いては、欠席 時数が一 定の時間 数に 達すると週末 には
警告文書で通 知してい る〈備 :30〉。 授業の出席状 況につい ては、各 教員 が授業終了後 にパ
ソコン入力をしており教務課で一括管理をしている。
学習成果の点検については、自動車整備士国家試験の合格は卒業後に判明することから、
新しい年度初 めの職員 会議で結 果を 共有し、国家 試験対策 課を中心 に前 年度の取り組 みの
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反省を行ない、今年度の取組方針を打ち出している。
各科目の学 習成果は 、進級・ 卒業の 判定会議で 確認し、 その適切 性の点 検を行ない 教授
会の審議にかけている。
学生の授業 アンケー トにつ いては、 FD/SD 推進委員会 でアン ケート質 問項 目の内容等を
見直すなかで 、到達目 標の達成 度の 調査等の項目 を追加し 学習成果 の点 検が行なえる よう
に改訂を行ない、平成 28 年度から新しいアンケート様式で実施に 移している。
企業アンケ ート調査 、卒業生 アンケ ート調査に ついては 、結果が まとま った段階で 進路
支援室を中心に点検している。平成 28 年度も企業アンケート等で指摘を受けた内容につい
ては、専門教育検討委員会や実習委員会で改善策の検討を行ない実施した。
授業科目の 学習成果 について は、授 業担当者が 授業中や 授業後に 、また 試験後や学 生ア
ンケートが取りまとめられた後に点検をしている。
(b)課題
学習成果の 一つとし ている各 科目の 到達目標に 達成する ように教 育指導 に努め の結 果と
しての自動車 整備士国 家試験に つい ては、前年度 より大 幅 な向上が みら れたが、引き 続き
昨年度同様の高い合格率を目指すことが重要課題である。
国家試験合 格に向け て学力の 底上げ を図るため の対策の 一つとし て実施 している再 試験
での補講では 、科目の 到達目標 を達 成させるよう 指導に努 めている が、 土曜日や放課 後に
も実施している状況であり再試験の日程が確保しにくいことが課題である。
実習・実験 の評価の 一部とし て取り 入れたルー ブリック 評価につ いては 、これまで の実
施状況を踏まえ、評価の適切性や効果についての検証が課題である。
自動車整備 大会は、 学習成果 を公開 する絶好の 機会であ り、元気 のある 大学を紹介 でき
る取り組みである。外部の見学者に加え、平成 27 年度から保護者の見学も始まっており、
見学者の人数も増えてきている。平成 29 年度より始まる「整備士基礎実習」の内容とリン
クした整備大 会の内容 とする等 、よ り学生の興味 ・関心を 向上させ るこ とが課題であ る。
現在、自動車 整備大会 に出場す るチ ームは希望者 であるが 、学内で 予選 会を開催し、 勝ち
上がったチー ムが出場 できるよ うな 大会にするた め、平素 の授業で 作業 能力の向上に 努め
底辺の拡大を図ることが今後の課題である。
学習成果の 点検につ いては、 学生が 到達目標を どの程度 に達成し ている かを判断す るた
め、授業評価 アンケー トや国家 試験 合格率向上に 対する教 員個人の 改善 策だけでなく 、今
年度に改善し た学生ア ンケート によ る結果等を基 に、大学 全体とし て取 り組むべき共 通し
た改善案を検討していくことが課題である。
[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
関連法令に ついての 文部科学 省から の通達等は 、本学事 務局に送 達され るとともに 、日
本私立短期大 学協会か らも同じ く事 務局に連絡が 入るため 、関連法 令の 実施開始時期 より
もかなり早い 時期に、 それらの 内容 についての情 報を得る ことがで きて いる。入手し た情
報は、事務担 当者から 関係する 各課 ・室長、自動 車工業学 科長、事 務局 長、学長並び に理
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事長に回付さ れ、学則 等の見直 しが 必要となる場 合には、 まず経営 会議 で基本的な対 応方
法と検討部署 を確認し た後、担 当す る部署が対応 方法を検 討し、教 授会 で審議を行な い具
体的な対応を行なうこととなっている。
国土交通省 関連の法 令変更等 につい ても、同様 に事務局 が入手し た後、 上述したの と同
じ対応を行な っている 。また、 国土 交通省関連の 情報につ いては、 本学 もメンバーと なっ
ている全国自 動車短期 大学協会 をと おして、事前 に情報を 入手して いる ため、法令等 の変
更前に十分に 対応準備 ができて いる 。これまで法 令に違反 する事象 につ いては、本学 にお
いては発生していないし、今後も発生することはないと考えている。
平成 27 年 1 月の四国運輸局による自動車整備士養成施設に関する立ち入り検査で、書類
の一部の不備が指摘されたことについては、平成 27 年度に入りすぐに対応した。
学習成果を査定するものとして、自動車整備士国家試験合格状況〈備 :17〉や自動車関連
企業等への就職率〈備:43〉、退学・休学者数等〈備 :19〉が挙げられる。また、科目ごとの
単位取得状 況〈備:14〉 授業にお ける 学生アンケ ート結果 〈備 :46〉等 も科 目の到達目 標達
成への学習成果を査定するものである。
学習成果の 査定の主 となる国 家試験 合格率につ いては、 国家試験 対策特 別プロジェ クト
委員会で、合 格率の状 況を受け て学 生の試験対策 への取組 状況や出 題傾 向を分析する こと
により、ゼミ のあり方 や指導方 法 、 学生の意識向 上等につ いて大学 とし ての方針を打 ち出
し、合格率を上げるための対応に努めている。
国家試験の 合格率を 上げるた め、高 い合格率を 誇る近隣 の自動車 短期大 学の取組状 況を
見聞する機会をつくり、得られた情報をもとにして本学の状況にあった取り組みを平成 24
年度より開始 した。そ の一つが 成績 の芳しくない 学生を対 象に専門 科目 の基礎学力を 高め
るため導入した張付ゼミ〈備:6〉である。実習終了後の放課後に数名（通常 2～3 名）の学
生に対し教員 1 名が指導している。この張付ゼミの取り組みは、前年度の反省を踏まえて
改善されてきている。当初は後期のみであったが、平成 26 年度から年間をとおして実施し
ている。平成 27 年度以降は、後期の実施回数を週 2 回から 3 回に増やすとともに、対象学
生をこれまでより増やしている。
もう一つの 取り組み が国家試 験対策 用ゼミであ る。当初 は後期の みの実 施であった が、
国家試験合格率 100％を目指すため、国家試験対策特別プロジェクト委員会で検討の結果、
このゼミも平成 26 年度から年間にわたって実施している。前期は基礎ゼミとして、後期は
特別ゼミとして名称を変えて実施している。
国家試験対 策用ゼミ 〈備 :7〉 は授業 の空き時間 を活用し て開講す るもの で、導入前に 2
時間連続した 授業が効 果的であ ると の意見が多か ったこと から、不 足し ている空き時 間 1
時間を確保す るため教 育課程の 見直 しを図った。 前期の授 業科目を 後期 に移動するこ とで
対応したが、 結果的に は該当科 目の 指導時期や前 期・後期 の授業時 間数 におけるバラ ンス
等の観点から、学生にとって良好な教育課程の変更になった。
平成 28 年度は、基礎ゼミは週に 2 時間、特別ゼミは週に 2 回の計 6 時間、授業の空き時
間に実施した 〈提:10〉。本学設 置の ２つの専攻科 において も、上級 の国 家試験対策用 ゼミ
として空き時 間を活用 した特別 ゼミ を実施してい るため、 張付ゼミ や基 礎ゼミ、特別 ゼミ
は、教員にと っては負 担の増え る対 応策となって いるが、 全教員が 学生 の学力向上と 合格
率 100％を目指して指導に当たっている。
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教育の向上・充実のための PDCA の取り組みについては次のことを行なっている。
各教員は授業 において 、シラバ スに 記述した計画 案により 実施し、 学習 成果や学生に よる
授業アンケー ト結果及 びコメン トに 基づき自己点 検・評価 、分析を して いる。また、 自己
点検のなかで 授業方法 の課題を 見つ け、今後、よ り充実し た授業が 展開 できるよう改 善策
を立て、次年度の授業に対応するようにしている。
学生のなか にはアン ケート回 答時に 、その授業 の内容を 振り返り もせず に単に機械 的に
同じところに マーク を 付ける者 がい る状況があり 、アンケ ートを採 る側 にも工夫が必 要で
あった。
そこで、FD/SD 推 進委員会 におい て 、学生アン ケートの 内容や 採り方に ついての検 討を
行なった。授 業及び実験 ・実習の ア ンケートの質 問項目を 、“学生評 価”、”教員評価“ 、”
授業評価“に 分類し、 それぞれ につ いての評価が できるよ うにした 。新 たな質問項目 とし
て、到達目標 の達成度 や教員の 熱意 、家庭での学 習時間等 を追 加す るこ とにした。改 訂し
たアンケート は本年度 から実施 して いる。また、 アンケー トを採る とき に科目の到達 目標
を再度説明し授業の振り返りを行なうなど、時間を確保して実施することとした。
職員は、四国地区大学教職員能力開発ネット ワーク（SPOD）主催の FD/SD 研修に参加し、
向上・充実に 向けた授 業改善に 役立 てている。学 内におい ても講師 を招 へいして大学 独自
の FD/SD 研修会を実施している〈備 :50〉。
6 月の保護者総会の前後 3 週間余にわたって公開授業としており、その間は他の教員の
授業や実習が 自由に参 観できる よう にしている。 保護者総 会時には 保護 者の新たな感 覚で
の授業参観が ある。公 開である ので 事前に連絡の ない不意 の参観も ある 。参観による 感想
や意見は、授 業者にフ ィードバ ック される。参観 する者、 参観され る者 にとって、得 るこ
と反省すべきことは多く、次の授業に活かされている。
公開授業のアンケートは、授業の内容や学生の受講状況を 4 段階で評価する項目と、授
業を参観して気づいた点を記述する項目に分けている。平成 26 年度に教員が参観する視点
に、指導上で工夫をしていることや参考にしたいことを加えた。平成 27 年度から、参観を
して授業での 改善が必 要な点が あれ ば記述するよ うにした 。アンケ ート 結果の内容は 、授
業者の手元に 届くシス テムにし てお り、集計と取 りまとめ は、「 IR 推進 チーム」が行 なう
こととしてい る。また 、記述形 式の “授業者が工 夫してい ること” や“ 自分の授業の 参考
になること”、“改善 した方が いいと 思われること ”の項目 で書かれた コ メント、さら には
保護者の意見や感想等をまとめて FD/SD 研修会で報告し、それぞれの授業の振り返りに活
かすようにしている〈備:8〉。
卒業生の評価については、企業のアンケート調査〈備:33〉や企業との懇談会をとおして
得るようにし ている。 企業から のコ メントでは、 学習した 知識や作 業能 力が不十分で ある
と指摘される ことがあ る。アン ケー ト内容につい ては、専 門教育検 討委 員会や実習委 員会
に報告され、 指摘のあ った分野 を補 強することや 基本的作 業を実習 でし っかりと身に 付け
させることなど改善に向けた検討を行ない実行に移している。
このように教育の質の向上・充実に向けた PDCA サイクルを有している。
(b) 課題
国家試験合 格率 100％ を目指し 基礎 ゼミ及び特 別ゼミ を 導入して いるが 、実施方法 や導
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入の成果の検証が必要である。
特別ゼミの 出席率が 、ガソリ ン整備 士向けゼミ 、ジーゼ ル整備士 向けゼ ミとも悪く なっ
ている。欠席 は一部の 学生に集 中し ており、学習 意識の向 上ととも に特 別ゼミに参加 させ
ることが課題である。
学生アンケートでは、科目の到達目標に対する PDCA を行なうために、アンケート項目に
追加した「学 生自身が 到達目標 をど の程度達成し たのか」 を問う質 問内 容の適切性や 、そ
の他のアンケ ート項目 やアンケ ート の調査方法等 の変更に 伴う検証 が課 題である。ま た、
新たな質問内 容に変更 した学生 ア ン ケート実施に よる結果 が、教育 の向 上・充実にど のよ
うに反映されたかの検証が課題である。
公開授業やアンケートについては、さらに、授業改善に結びつける工夫が課題である。
テーマ

基準 Ⅰ-B

教育の効果の改善計画

教育目的について は、理 解を促 進す るため、オ リエン テーシ ョンでは 分 かりやすい 言葉
で繰り返し学 生に説明 し、科目 の到 達目標につい ては、担 当者が授 業始 めにシラバス を使
用して説明する。
学習成果について は、自動 車整備 士国家試験の 合格率を 高めるた め、 普段の授業や 基礎
ゼミ、特別ゼ ミ等にお いて、学 生に 不得意とする 分野を把 握させて 弱点 を克服させ、 また
欠席の多い学生には国家試験への意欲の向上を図るようにする。
学習成果の 点検につ いては、 授業評 価アンケー トや国家 試験合格 率向上 に対する教 員個
人の改善策だ けでなく 、新たな 内容 で実施した学 生の授業 アンケー ト結 果を踏まえ共 通し
た改善策を検討する。
授業アンケ ート、公 開授業ア ンケ ート、企業ア ンケート について は、 質問内容の適 切性
や調査方法等の改善を図る。
学力の底上 げを図る ための再 試験 については、 期末考査 後に設け られ た再試験の期 間に
実施できるように改善するとともに、授業日では学生の空き時間をあらかじめ教員に案
内・調整するなど再試験の日程を確保しやすくする
ルーブリッ ク評価に ついては 、担当 者へのアン ケート調 査結果を 踏まえ 評価項目や 評価
法について検証する。
自動車整備 大会につ いては、 外部か らの見学者 をさらに 多くする ととも に、興味・ 関心
を持って見学 する学生 の参加を 呼び かける。また 、整備大 会に出場 でき るレベルの作 業が
普段の実習等 で身に付 くように 作業 能力の底上げ を図り、 多 くの学 生に 大会出場への 意欲
を持たせるように努める。
提出資料
1.学生便覧
2.ウエブサイト
3.講義要綱
10.時間割表
備付資料
6.張付ゼミ
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7.国家試験対策用ゼミ
8.公開授業及びアンケート結果
14.単位認定の状況表
15.到達指標
16.カリキュラム・マップ
17.国家試験合格状況
18.学位取得率
19.退学・休学者数
20.各種資格試験合格状況
21.教務手帳
22.講習会等試験結果
23.自動車整備大会
24.実習指導書
25.実習ルーブリック評価及び評価分布
29.同窓会及び保護者会会報
30.出席状況警告文書
32.学生の卒業時のアンケート結果
33.企業先アンケート
34.卒業生アンケート
43.卒業生進路状況
44.GPA 評価
46.学生によるアンケート結果に基づく自己点検・評価報告
47.学生によるアンケート結果のまとめ
50.FD/SD の活動記録
51.大学説明会実施状況
52.入試説明会（本学開催）
[テーマ
[区分

基準Ⅰ -C
基準Ⅰ -C-1

自己 点検・評価 ]
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
自己点検・評価のための規程及び組織については、本学の学則第 2 条に定めている自己
点検を行なう ため、「 自己点検 ・評価 委員会規程」〈提 :5〉 を制定し 、自己 点検・評価の実
施に関する事項を審議する機関として、自己点検・評価委員会を設置している。自己点 検 ・
評価委員会の任務は、自己点検・評価の実施計画の策定及び「自己点検・評価報告書」
〈備
9〉、「学生によるアンケート結果に基づく自己点検評価報告」〈備 :46〉の作成である。
「自己点検 ・評価委 員会」は 、第三 者評価連絡 調整責任 者（ ALO）、学科 長、関連課 長・
室長及び事務局長で構成し ALO が委員長を務める。1 年間の取組状況や、それに伴う課題
や改善策について取りまとめることとしている。
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以前の行動 計画では 、自己点 検・評 価委員会に おいて、 自己点検 ・評価 の結果をも とに
本学の課題を 明確にさ せ、それ に基 づいて重点取 組課題の 設定や実 行責 任者の指名を 行な
うこととしていたが、平成 26 年度に次のように変更した。自己点検・評価報告書に記述さ
れた課題に対 して、大 学として 優先 的に取り組む 課題の決 定や、そ の課 題への改善計 画及
び行動計画の 策定に当 たっては 、建 学の精神や教 育の目 的 等の基本 的方 向に照らした 教育
活動の充実改善を図る必要があるため、
「自己点検・評価委員会」の上部の組織として「自
己点検・評価のための経営会議」〈提:6〉を設置した。
本年度、この経営会議は 1 週間に 1 回のペースで会を持った。前半は平成 27 年度の自己
点検・評価報告書の完成に向け査読を行なった。発刊後は、平成 27 年度の自己点検・評価
報告書に記載された取り組み等について PDCA を行なった。まず、テーマや区分の記述担当
者である課・ 室長等が 座長を務 める 委員会等で、 記載した 課題と改 善計 画をもとに年 度の
途中ではあるが、進捗状況や新たな課題、それに対する改善案についての検討を行なった。
それぞれの検討結果をもとに、経営会議で全学的な視点からの PDCA を行なった。〈備:12〉
次に、経営会議での審議結果をもとに、各担当者が平成 28 年度の自己点検・評価報告書
の原案を作成 した。引 き続いて 経営 会議では、記 載された 内容等に つい て全学的な視 点か
ら審議を行ない発刊に向け取り組んだ。
これまでは 、自己点 検・評価 委員会 以外の各委 員会にお いては、 自己点 検に関連す る項
目は検討・実施していなかったが、平成 26 年度に各委員会においても、その主業務に加え
て自己点検・ 評価に関 する事項 を含 めることとし た。それ に伴い各 委員 会では自己点 検・
評価に関する事項を委員会業務として取り組み、PDCA が実行されるように自己点検・評価
に向けた積極 的な改善 ・改革を 検討 する組織とし ての位置 づけがで きる 委員会規程の 見直
しを行なった。
日常的な自 己点検・ 評価につ いては 、授業担当 者は日々 の授業の 振り返 りや、授業 のな
かでのミニテ ストの実 施や課題 の提 出により、授 業の反省 ・点検を 行な っている。ま た、
学生による授 業アンケ ートの結 果に 基づいて行な った自己 点検によ る授 業方法の改善 策に
沿って日々の点検・評価を行なっている。
これまで授 業科目の 自己点検 ・評価 については 、受講学 生数の少 ない科 目は、アン ケー
ト結果に左右 されるこ とがある ので 自己点検・評 価はしな くて良い とし ていたが、受 講学
生数に関わら ず全ての 授業科目 にお いて自己点検 ・評価し 、次年度 への 改善策を立て る必
要があるとの観点から、平成 26 年度以降は全授業科目を対象にするよう依頼した。ほぼ全
科目において、自己点検・評価ができている。
関連する課 ・室に属 している 職員は 、担当領域 の事項に ついて点 検を行 ない、改善 施策
があれば委員会で審議した後、教授会に提言している。
「自己点検・評価報告書」は、平成 24 年度以降、短期大学基準協会の新基準に沿った点
検・評価活動を行ない作成している。
「学生による授業アンケート結果に 基づ く 自 己 点 検 ・
評価報告」は、平成 10 年度から授業評価を開始し、平成 14 年度より報告書として作成し
ている。平成 23 年度からは CD に集録している。2 つの報告書とも関係短期大学をはじめ
関係する機関など約 30 か所に配布している。また、図書室に開架するなど公表に努めてい
る。
自己点検・ 評価活動 の職員の 関与に ついては、 教員は日 々の授業 の振り 返りや授業 活動
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による学習成 果の評価 等をとお して 、また、事務 を含めた 職員は、 所属 する課・室で 担当
している事項の改善策の検討をとおして、自己点検・評価の PDCA に 全 職 員が 努 め て い る 。
本年度も、自己点検・評価委員会では、平成 27 年度の自己点検・評価報告書に記載され
た課題に対す るこれま での取組 状況 や今後の課題 等につい て、各委 員会 を開催し全職 員に
よる自己点検評価活動を行なうように依頼した。
全職員が共 通理解を 持って自 己点検 ・評価に関 する活動 を推進し ていく ため、また 第三
者評価の意 義や方針 等につい て学内 の理解を深 めるため 、 FD/SD 研修会 を開催し職 員の自
己点検・評価に対する意識向上を図った。
自己点検・ 評価の成 果の活用 につい ては、理事 会や評議 員会に報 告し、 審議・承認 を受
けた後、改善 に向け実 行してい る。 毎年度の自己 点検・評 価報告書 の作 成をとおして 、前
年度の自己点 検・評価 活動の弱 点分 野や、今後強 化すべき 分野等が 明確 になり、新た な活
動への取り組 みにつな がり、自 己点 検・評価の成 果が活用 されてい る 。 また、自己点 検・
報告書をもとに、北海道科学大学短期大学部との相互評価を実施し改善に役立てている。
(b) 課題
各種委員会 を開催し 、担当す る業務 の自己点検 評価活動 を依頼し ている が、自己点 検・
評価委員会報告書作成のスケジュールから 12 月以降の活動については、十分な検討ができ
ていない取組が見られることが課題である。
学生のアン ケート結 果に基づ く授業 科目の自己 点検・評 価は、担 当教員 自身が行な いそ
れぞれに改善 に努めて いるが、 アン ケート結果か ら見えて くる大学 全体 としての問題 点や
改善点が共有 できてい ないので 、ア ンケート結果 を集約し 大学とし ての 取組課題を見 つけ
だすことが課題である。
また、教員 自身によ る自己点 検・評 価となるた め、アン ケート結 果の受 け止め方や 改善
に向けた取組姿勢等に個人差が生じているのが課題である。
テーマ

基準 Ⅰ-C

自己点検・評価の改善計画

各種委員会開催後の 12 月以降の取り組みについては、委員長主導のもとに 未検討の取組
等に対しての自己点検評価を行ない、報告書原案に追加及び修正を行なう。
学生アンケート結果については、継続した調査結果を基に、
「自己点検・評価委員会」で、
アンケート結 果を集約 するとと もに 、集約したな かから見 えてくる 大学 としての課題 や取
り組むべき改善点等を検討し、共通理解のもとで実行できるように努め教育の質を高める。
アンケート 結果によ る授業の 評価に ついては、 少数意見 やネガテ ィブな 評価にも耳 を傾
けるよう依頼 するとと もに、授 業実 施後の課題は 少なから ずあると 考え られるので、 この
ままで良しと するので はなく 、 次年 度の改善策を できるだ け記載す るな ど個人による 大き
な差が出ない ように共 通理解を 図る ため、自己点 検評価の 依頼時に 文書 で案内をする こと
により徹底する。
学生アンケ ート結果 について は、そ れぞれの項 目におい て全体の 平均値 と授業担当 者と
の比較ができるようにグラフ化し公表したことによる効果を検証する。
「自己点検 ・評価報 告書」と 「学生 によるアン ケート結 果に基づ く自己 点検評価報 告」
における取り組みや活動についての PDCA を行ない、報告書や自己点検・評価活動が、さら
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に充実したものとなるように努める。
提出資料
5.徳島工業短期大学自己点検・評価委員会規程
6.自己点検・評価のための経営会議規約
備付資料
9.自己点検・評価報告書
12.自己点検・評価報告書作成に伴う PDCA
46.学生によるアンケート結果に基づく自己点検・評価報告

基準Ⅰ

建学 の精神と教育の効果の行動計画

建学の精神の一つの実践である社会人になるためのマナー・身だしなみの強化について
は、年度始めの職員会議で職員に学生のマナー向上についてより徹底するよう働きかける
ほか年度始めの業務の指示事項として学生課長にその責を担ってもらう。また、年度中期
のヒアリンング時に現状を検証する。
教育目的や科目の到達目標の学生の理解については、年度末のアンケート結果を集計、
分析して次の改善に努める。
学習成果について は、国家 試験の 結果を分析し て国家試 験対策用 ゼミ 等の改善を年 度当
初から実施する。
学習成果を 測る授業 アンケー トの活 用について は、引き 続き改善 された アンケート 項目
で実施すると ともに、 実施方法 につ いても学生が 回答する 前に担当 教員 が科目の到達 目標
等を説明するなど時間をかけて行なう。
ルーブリック評価については、3 年間の実施を踏まえて検証する。
「自己点検 ・評価報 告書」に 記載さ れた改善計 画につい ては、各 担当部 署において 平成
28 年度の取組状況を踏まえ、自己点検評価のための経営会議で全学的な観点からの検証を
行ない経営改善計画との調整を図る。
◇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。
該当ありません。

（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 。
該当ありません。
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【基準Ⅱ

教 育課程と学生支援】

基準Ⅱの自己 点検・評価の概要
「建学の精神 」及び「 教育目的 」に 基づいた「学 位授与の 方針」、「教育 課程の編成・実
施に関する方 針」につ いては、 学生 便覧やウエブ サイト等 で明確に 示す とともに学内 外に
公表しているが、なお一層分かりやすく社会的に PR する方法を検討する。
「学位授与 の方針」 に基づい た到達 指標と学習 成果の一 つの指標 である 科目の到達 目標
との関連を示 すカリキ ュラム・ マッ プについては 、学習成 果の達成 の観 点からその整 合性
を精査する。
科目の到達 目標や指 導計画、 評価方 法等につい ては、授 業への理 解を深 め学習成果 を達
成するため、 最初の授 業でシラ バス を用いてしっ かりと説 明し、改 訂し た学生への授 業ア
ンケート等により効果を検証する。また、成績評価については GPA 評価を学生の指導およ
び卒業や進級 の判定に 活用する とも に、多面的な 評価を行 なうため 小テ ストの実施の 徹底
を図る。
学生が入学 後に獲得 した学習 成果 については、 個人ごと の獲得状 況の 把握に努める とと
もに、学生へ の授業ア ンケート 結果 や国家試験合 格率、各 種資格の 取得 率等を総合的 に分
析し、さらに教員へのヒアリングを行なうことにより検証する。
教育課程の 編成につ いては、 幅広い 科目からの 選択と時 代の変化 に対応 した選択 を 可能
とするため、 四国大学 短期大学 部と の選択科目単 位互換制 度を導入 した が、希望者が なか
ったことから、今後は集中講義形式での開講を検討する。
教育資源の 有効活用 のうち学 生によ る授業評価 について は、平成 27年度 末に学生へ の授
業アンケートの項目及び調査方法等を変更したことに伴い、FD/SD推進委員会からその内容
と方法を各授 業者に徹 底する。 また 、アンケート 結果の分 析につい ては 、 IRデータの 活用
を図るため、学外講師を招へいして FD/SD研修会を行ない、IR推進チームの分析結果をもと
に本学の課題と改善案を策定する。
事務職員の 学生支援 について は、学 生の手続き 関係、図 書館の有 効活用 、パソコン の授
業での有効活用など、職員間での研修や学外講師招へい等による FD/SD研修により優先順位
を付けて実施する。
学生への学 習支援や 生活支援 につい ては、様々 な取り組 みを進め ている 。学習成果 の獲
得に向けて学 習の動機 付けを行 なう ため、オリエ ンテーシ ョンの充 実や 最初の授業の 活用
を図る。
基礎学力が不足している学生への対策として取り組んでいる「数学基礎」や「物理基礎」
あるいは国家 試験対策 用ゼミや 張付 ゼミについて は、担当 課長が課 題を 把握し効果的 な指
導方法に改善し、国家試験合格率 100％を目指す。
学習上の悩 み等の相 談体制に ついて は、クラス 担任が中 心となっ て行な っているが 、学
生の個人情報 が把握で きるシス テム づくりを検討 する。ま た、退学 者の 減少に向けて 、気
軽に相談でき る体制づ くりを行 なう とともに教務 課を中心 にして情 報収 集に努め、ク ラス
担任との連携を図り早目に対応する。
最近、非漢 字圏から の留学生 が増え てきており 、学習成 果を獲得 するた めには日本 語能
力の向上が必 要である ことから 、科 目「日本語Ⅰ 、Ⅱ，Ⅲ 、Ⅳ」に おけ る地域ボラン ティ
アによる学習 サポータ ーの活用 を継 続するととも に、日本 語非常勤 講師 の増員、校外 での
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日本語授業の 実施、地 元高校生 との 交流等を通じ て日常生 活で使用 する 日本語能力を 強化
する。加えて 日本人学 生のチュ ータ ー制度の充実 を図る。 その他の 生活 支援の組織的 な取
り組みについ ては、学 生課が中 心と なって計画し 着実に実 行する。 その 進捗状況は定 期的
に教授会等に報告し課題を検討する。
学生への進 路支援に ついては 、卒業 後評価への 取り組み としての 企業ア ンケートや 企業
との懇談会等 での意見 ・要望を 踏ま えて、専門教 育検討委 員会等で 毎年 検討を行ない 、教
育内容の改善 や「内定 者への整 備講 習会」等の対 策を進め 、自動車 産業 界で活躍でき る人
材の育成に努 めている 。また改 善状 況を把握し、 さらなる 教育内容 の改 善を図る。進 路支
援室が中心と なって改 善計画で 示し た項目は優先 順位に基 づいて実 施し 、学生の早期 進路
決定と全員の進路決定を目指す。
大学説明会、オープンキャンパス等学生募集については、多様化が進む受験生に対し「入
学者受け 入れの 方針」 に基づ いた「 本学が求 める学 生像」 や、学 習内容 等をさら に分かり
やすく説 明する ととも に、定 員数の 入学者を 確保す るため 入試広 報課が 中心とな り改善計
画で示した項目を優先順位に基づいて検討し年度末に達成度を検証する。
[テーマ
[区分

基準Ⅱ-A
基 準Ⅱ-A-1

教育課程]
学位授 与の方針を明確に示し ている。 ]

基準Ⅱ-A-1 の自己点検・評価
(a)現状
学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）は、
「国土交通省の定める必修科目及び本学の
建学の精神で ある「人 づくり」 を実 現するための 諸科目や 自動車工 学 の 基礎となる科 目を
合わせ履修し、卒業要件単位数を修得した者に学位を与える」としている〈提 :1〉。
しかし、学 位授与の 方針だけ では、 具体的な成 績評価の 基準が明 確とは 言い難いた め、
学位授与の方針に基づき具現化した学士力を示すものとして、平成 26 年度に下記に示す 4
項目の到達指標を導入した〈備:15〉。
この到達指 標は各科 目の到達 目標と 関連づける ことによ り、到達 目標の 達成つまり 科目
の単位認定により到達指標の達成が可能となる。また、自動車整備士資格取得の要件には、
本学の卒業が求められている。
したがって 、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
にしている。
自動車工業学科の到達指標を次のように定めた。
①知識・理解：国家試験を目指し、専門的知識と技術を身に付けている。
②汎用的能力(コミュニケーション能力、問題解決力、論理的思考力 )：社会人に必要
な基本的知識や行動様式、コミュニケーション能力、論理的思考力を身に付けている。
③ 態度 ・志 向性(自己 管理 能力、 チーム ワー ク、 リーダ ーシ ップ 、倫理 観、 社会 的 責
任)：幅広い教養及び判断力を培い、豊かな人間性を身に付けている。
④ 総合 的な 学習経 験と 創造 的思考 力 (自 ら設 定し た課題 を解 決す る能力 、キ ャリ ア デ
ザ イン 力)：習得 した 知識 や技術 を活か し、 社会 に貢献 する 意欲 や自動 車業 界で 活 躍
できる能力を身に付けている。
この到達指標は、教育理念〈提:1〉に記述されている「品性の向上」
「社会に貢献」及び
44

徳島工業短期大学

教育目的〈提:1〉とし ての「自動 車 工業に関する 専門的知 識」「社 会人と して必要な能 力」
の文言にも合致している。
学位授与の方針については、平成 27 年 4 月に学則の第 23 条「授業科目並びに単位数」
の 2 及び第 31 条「卒業及び学位の授与」に追加規定した〈提 :1〉。また、学生便覧やホー
ムページ、講義要綱に明記して学内外に公表している。
学位授与の 方針は、 国土交通 省の定 める自動車 整備士資 格の取得 を前提 としたもの であ
り、この整備 士資格は 現在の日 本に おいては有用 な国家資 格として 広く 認知されてい る。
実際に自動車 整備工場 では、そ の規 模に応じて必 要な整備 士資格を 有す る者の人数が 定め
られており、 自動車整 備士国家 試験 合格は一般に 評価され ている。 その ため、本学学 位授
与の方針は社会的に通用性があると言える。
学位授与の 方針は、 学習成果 を獲得 することを 一つの条 件にする もので あり、その 学習
成果は教育理 念、建学 の精神、 教育 目的〈提 :1〉 に基づい て示した もの であるので、 その
変更は慎重に 行なうも のと考え てい るが、社会情 勢や社会 的要請を 踏ま えて定期的に 点検
している。学 位授与の 方針は、 前述 した国土交通 省の規定 する国家 試験 受験資格にも 相当
するので、学習成果の点検時や国土交通省の法令等が改正される機に点検している。
(b)課題
学位授与の 方針につ いては、 学生や 一般社会に 充分に浸 透してい ない状 況が見られ るの
で、常に社会 情勢、学 生の 変化 を見 ながら、入試 広報課を 担当課と し、 学生に分かり やす
く改善することが課題である。
[区分

基 準Ⅱ-A-2

教育 課程編成・実施の方針を 明確に示している。 ]

基準Ⅱ-A-2 の自己点検・評価
(a)現状
教育課程編成の方針は、
「高度化、複雑化する自動車技術の進展に対応できる専門知識と
幅広い教養を 有する人 材を育成 し、 国家資格『二 級自動車 整備士・ 一級 自動車整備士 ・車
体整備士』の 資格取得 を目標に する とともに、多 方面の分 野にも進 出で きるようカリ キュ
ラム（教育課程）を編成する」
〈提 :1〉としている。したがって、教育 課程は自動車工学と
人づくりの諸 科目を合 わせ履修 する ことを求めた 学位授与 の方針に 対応 したものとな って
いる。
教育課程の 体系的な 編成につ いては 、教育目標 を達成す るため自 動車整 備に関する 専門
教育科目と主に人づくり教育を目指す一般教育科目に分類した教育課程としている〈提 :1〉。
専門教育科 目には、 自動車整 備士認 定科目とし ての必修 科目と学 生の興 味・関心や 進路
希望等に応じて選択できる選択科目を配置している。
選択科目では、例えば自動車整備企業の経営者を目指す学生や 4 年制大学への編入を希
望する学生な ど、希望 する進路 に応 じ て履修して 欲しい選 択科目群 とし て「進路別の 選択
科目推奨モデル」〈備:41〉を申請時の前に説明し選択の目安としている。
一般教育科目は、社会人として求められる基本的な知識や技能を習得させるため、倫理
や宗教等の人文科学、社会学やコミュニケーション能力、数学や物理等の自然科学、語学、
体育等に関する科目を配置している。
授業科目の 編成は、 学習の段 階や順 序を考慮し て基礎的 な科目は 早期に 学習し、応 用や
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高度な科目は上級年次で学ぶように体系的に配置している。
授業科目の うち専門 教育科目 につい ては、自動 車に関す る具体的 な教 育 内容と科目 との
関係や各科目 の学習順 序等を分 かり やすく示す体 系図とし て、専門 科目 における教育 内容
と授業科目との配置〈備:42〉を作成し、講義要綱に記載するとともに教務課のオリエンテ
ーションで説明している。また、この体系図は選択科目を選択する際の資料にしている。
成績評価については、教育の質保証に向けて次のように厳格に行なっている。
・原則として授業時間の 5 分の 4（80%）以上出席しない者には受験資格を与えない。
・実験・実習 について は、皆出 席を 原則にしてお り、欠席 をしたと きの 実習内容の技 術・
技能の習得 のため欠 席時間数 分の補 講を受ける 必要があ る。その ため、 予め補講が 受け
られるように年間の実習時間割〈提:10〉を編成している。実験・実習以外の科目の欠席
については、進度に不都合が生じる場合などに必要に応じて補講を実施している。
・成績評価は、シラバスの評価方法の欄に記述した評価により、60 点以上の成績に単位を
認定している。
評価については、60 点未満は“不可”、 60 点以上 65 点未満を“可”、65 点以上 80 点未
満を“良”、80 点以上 を“優” とし ている。成績 評価によ り不可に なっ た科目は、願 い出
により 2 時間の補講を受けて再試験に 60 点以上の成績を取れば、単位を認定し評価は可と
している。1 年終了時に必修科目の再履修が少数科目の場合には、2 年次の選択科目開講時
に、該当する 科目の再 履修が可 能と なるように時 間割作成 で配慮し てい る。再受講科 目が
多い場合は、 留年とし ている。 また 、 2 年次終了 時に卒業 の要件を 満た さない場合は 、卒
業延期とし在籍は 4 年を超えないものとしている。
成績評価については、平成 26 年度に GPA 制度の導入を検討し、平成 27 年度に学則及び
講義要綱に明記した。GP については、優を“ 4”、良を“2”、可を“1”、不可を“0”とし、
合格や認定と評価された科目は GPA の対象外としている〈備 :44〉。
GPA の活用とし ては学 習指導の ほか 、奨学生の 決定や卒 業時の表 彰選考 等の資料に 使用
する。また GPA がある一定値以下の場合には、前期末時には担任が学習指導及び生活指導
を行なうほか、進級・卒業判定時には個別審議を行なうこととしている。
定期試験の 際、病気 その他や むを得 ない事情に より受験 ができな かった ときは、願 い出
により追試験を受けることができる。
定期試験で は、監督 は二人制 で行な い、試験会 場の前黒 板と連絡 板の掲 示板には、 試験
上の注意点を書いた文書を貼り出し不正行為に厳正に対処している〈提:1〉。
シラバスに 必要な項 目の明示 につ いては、到達 目標、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 等の項を 設け、そ の内 容について記 述し
ている〈提:3〉。
これまでの シラバス は、科目 の目標 が授業の概 要の欄や 各回の授 業内容 の欄等に記 述さ
れるなど統一 した様式 でなく、 目標 が明確に理解 できない ことがあ った ので、到達目 標の
欄を設け、3 点に絞って記述するようにしている。
到達目標に ついては 、具体的 に何が できるよう になるの か、また 分かり やすい表現 にな
っているのかの観点から、シラバスの提出時に教務課を中心に点検している。
授業担当者は、この科目の到達目標と、学位授与の方針を具現化した 4 つの到達指標と
の関連を示すカリキュラム・マップ〈備:16〉を作成し、学位授与の方針の中での科目の位
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置づけが明確になるようにしている。
カリキュラム・マップについては、平成 29 年度のシラバスから各科目の到達目標の欄に
記載することとし、学生にも学位授与との関連が明確になるようにした。
評価方法の欄については、平成 27 年度に中間試験を廃止したことに伴い、多面的な評価
を行なうため の小テス ト等を取 り入 れた評価を行 なうこと を記述す るよ うにしている 。ま
た、準備学習の内容についても記述するようにしている。
これまでの講義要綱は、講義内容に関しての記載だけであったので、平成 27 年度の講義
要綱より、履 修の心構 えや履修 方法 等、これまで のオリエ ンテーシ ョン で使用してい た資
料を掲載し、学生にとって分かりやすく活用できるように変更した。
通信による教育は実施していない。
教員配置に ついては 、教員の 資格や 経歴、業績 の分野が 教育課程 に対応 しているか を精
査したうえで 、指導で きる専門 分野 に基づいて、 一般教育 科目、専 門教 育科目の担当 を決
定している。 なかでも 二級自動 車整 備士認定科目 の担当者 について は、 基準に則した 学科
指導員、実習指導員を適切に配置している。
教育課程の 見直しに ついては 、教育 課程は常に 学生の視 点に立っ て編成 し、また、 柔軟
に改編するこ とを基本 にしてお り、 定期的な見直 しのほか 必要に応 じて 教務委員会で 検討
のうえ、教授会で審議している。
本年度、専 門教育検 討委員会 では、 企業アンケ ートでの 大学への 要望と して 「基本 的な
整備作業を身につけて欲しい」ということを受けて、整備作業の前段階として科目「法令」
の一部を 1 年生で履修させることの検討を行なった。また、昨年度より議論を重ねてきた
教員の減員に 伴う実習 内容の見 直し についても検 討を行な った。見 直し た教育課程は 来年
度の入学生より適用する。
平成 27 年度に四国大学との包括連携協定〈備:27〉により相互の単位互換制度を導入し
た。この制度 は、時代 の変化に 対応 した科目履修 ができる なるなど 、幅 広い科目選択 を可
能にする制度 である。 選択科目 申請 時に学生に案 内をして いるが、 両短 期大学とも申 請者
はいない状況である。
二級自動車 整備士の 教育内容 に変更 があるとき には、専 門教育検 討委員 会で対応を 検討
し、教育課程 の変更を 伴う場合 は教 務委員会と連 携したう えで、教 授会 に提案し審議 、決
定している。
(b)課題
講義要綱の活用がさらに図れるようにすることが課題である。
シラバスに到達目標を 3 点に絞って記述するようにしているが、学生にとって何ができ
るようになるのか、しっかりと説明する必要がある。
また、この 到達目標 と学位授 与の方 針との関連 を示すカ リキュラ ム・マ ップをシラ バス
に明記するようにしたが、その整合性の検討が課題である。
GPA 制度を導入したが、GPA 値の卒業及び進級への適用の検証がこれからである。
四国大学との単位 互換制度 による 選択科目の履 修につい ては、開 講時 期や授業時間 帯の
検討が課題である。
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[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
入学者受け 入れ方針 は、ホー ムペ ージや入試要 項に本学 が求める 学生 像（アドミッ ショ
ン・ポリシー）として、次のように記載している〈提:2､4､7〉。
『 本学 の建学 の精 神・教 育の 理念を理 解し 学習意 欲を 有した 、次 のような 目的 を持 つ
学生に入学して欲しいとしている。
1.自動車整備士資格の取得を目指したい人
2.自動 車に関す る知識・ 技術 をもとに、大 学で身に 付た教養 を活 かし、社会で 活躍
したい人』
一方、本学での学習成果は、
「自動車整備士の国家試験に合格できる知識と技術を身に付
けるていること」、また「社会人として求められる幅広い能力を身に付けるために専門教育
教科目や一般教育科目の履修をとおして各科目の到達目標が達成できていること」として
いる。したがって、入学者受け入れ方針は、入学後に学生が獲得する学習成果に対応する
ものになっている。
この方針に ついては 、大学案 内では 本学の求め る学生像 として巻 頭のペ ージに載せ 、自
動車技術だけ でなく豊 かな教養 も身 に付けた社会 人に育て ることを 前面 に打ち出し、 大学
説明会等でし っかりと 説明をし てい る。つまり、 入学者受 け入れ方 針を 明確に示すた め、
これまで自動車が主体であった内容を人物主体の内容に変えている。〈提:4〉
入学前の学 習成果の 把握・評 価につ いては、自 動車整備 士を目指 す目的 意識と社会 貢献
に対して意欲 的な姿勢 を持つ学 生像 を受け入れる ため、面 接や作文 、調 査書、学科試 験等
をとおして入学前の学習成果の把握・評価を行なうこととしている。
入学予定者 に対して は、基礎 の数 学や物理の課 題を送付 し、その 中で 解答できなか った
問題や解説し て欲しい 内容があ ると きは、 3 月初 旬に開催 する新 入 学生 説明会で個人 的な
指導を行なう こととし ており、 入学 前の学習成果 の把握を 行なって いる 〈備 :53〉。こ の課
題は、入学予 定者の学 力の維持 向上 を促すだけで なく、入 学後に実 施す る試験と同程 度の
内容としている。
入学後の試験により、学力不足の学生を把握し、前期前半の選択科目である「数学基礎」
と「物理基礎」において少人数指導を行ない、基礎学力の向上に努めている〈備 :55〉。
入学者選抜については、入学者受け入れ方針に対応した方法を用いている<提:4,7>。
推薦入試で は、自動 車工学に 関心が 深く、本学 への進学 が適当と 認めら れるとして 出身
高校長の推薦を得られた者に対し、調査書や志望動機等の書類審査により評価している。
AO 入試は、平成 25 年度入試から導入しており、 AO 入試説明会で説明する本学の入学者
受け入れ方針 や教育内 容、卒業 後の 進路等につい て理解を したうえ で受 け入れるもの であ
り、自動車工 学に対し て情熱を 持ち 、目的意識の 高い志願 者を受け 入れ るため、自己 推薦
書と面接をとおして学習意欲と目的意識の確認を行なっている。A0 入試の合格は早い時期
に決定するの で、入学 までの期 間に 学習意欲や目 的意識を 維持させ るた め、内定者に 対す
る入学前ゼミナールを 2 回程度実施している。
試験入試で は、自動 車整備士 国家試 験の問題を 解くため に必要と なる数 学の基礎知 識を
身に付けてい るかを問 う筆記試 験の ほか、最近の 自動車に 関連した 内容 をテーマとす る小
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論文と調査書により総合的に評価している。
留学生入試は、国内入試と国外入試に分かれている〈提:8〉。日本語能力 N2 相当以上の
日本語を理解 できるこ とを条件 にし ており、数学 の試験と 日本語の 会話 を含む試験を 行な
い、総合的に評価している。
(b)課題
多様化が進 む受験生 に対し、 入学者 受け入れ方 針に基づ いた本学 が求め る学 生像を さら
に分かりやす く伝える とともに 、多 様化する学生 に対して 本学の受 け入 れ方針を時代 の変
化に合わせていくことも必要であり、定員数の入学者を確保することが課題である。
入学後の短 期間に、 退学する 学生が 出てくるこ とがある 。大学で の教育 内容を十分 に理
解していない ことや大 学の方針 に合 わないことな どが原因 と思われ る。 入学前の説明 をし
っかりと行い、本人と大学とのミスマッチをなくすことが課題である。
[区分

基 準Ⅱ-A-4

学習 成果の査定（アセスメン ト）は明確である。 ]

基準Ⅱ-A-4 の自己点検・評価
(a)現状
学習成果の 具体性に ついては 、卒業 後に実施さ れる国家 試験に合 格する ことにより 自動
車整備士資格が取得できることが挙げられる。
授業や実習 をとおし て習得し た自動 車整備に関 する知識 や技術・ 技能は 、その専門 技術
が活かせる 進路先に 就職でき ること <備:43>や、本学 開催の自 動車整備 大 会 <備:23>におい
て、具体的に表れることになる。
科目の履修 をとおし ての学習 成果は 、定期試験 の結果や 総合的な 成績、 さらに学位 の取
得等に表れることになる。つまり、学習成果に具体性があると言える。
学習成果が達成可能であることについては、自動車整備士国家試験の合格<備:17>や、専
門的知識や技 術を活か した自動 車整 備士等で採用 される就 職率、そ の他 関連企業への 就職
や大学等への進学していること<備:43>などが示している。
学習成果の獲得については、普段の学習生活により 2 年間の学習で得られるものであり、
卒業後すぐに実施される自動車整備士国家試験に受験ができ資格取得が可能となる。
自動車整備 士以外の 各種資格 は、関 連した科目 の履修や 本学等で 開催す る講習会に より
獲得可能であ る。これ らの資格 の内 容や手続き方 法につ い ては、掲 示板 により学生に 案内
をしている〈備:56〉。
本学で、自動車整備士以外の取得可能な資格には、表Ⅱ-1 に記載した資格がある。残念
なことであるが、全般に合格者数と合格率が低い状況にある。〈備 :20〉
表Ⅱ-1

自動車整備士以外の取得可能な資格
資格名

アーク溶接技能講習修了証
ガス溶接技能講習修了証
乙種第四類危険物取扱者
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日本損害保険協会初級資格
中古車自動車査定士
高所作業車特別教育修了証
有機溶剤作業主任者技能講習修了証
小型車両系建設機械特別教育修了証
低圧電気取扱業務特別教育講習修了証
パソコン検定合格証書
第二種電気工事士
フォークリフト運転技能講習
自動車救援士初級資格及びウィンチ講習修了証
小型移動クレーン運転技能講習会
玉掛技能講習会
学習成果の 実際的な 価値につ いては 、高い就職 率は学習 成果を反 映した ものであり 、学
習成果により得られた知識や技術・技能は自動車整備に携わる実務に直結したものである。
また、自動 車整備士 をはじめ 取得し た各種資格 は実社会 で有益な もので あり、資格 が活
かせる職業に 就くこと ができる 。卒 業時には短期 大学士の 称号が得 られ ることも実際 的な
価値があると言える。
学習成果の 測定につ いては、 国家試 験合格者数 や自動車 整備技術 が活か せる企業等 への
就職率の具体的な数値により可能である。
科目の到達 目標の達 成につい ては、 科目の成績 や出席等 の履修状 況、科 目の内容に 関連
する資格の合格状況等により測定可能である。
(b)課題
学習成果の 査定につ いては、 この学 習成果の査 定を学生 個人に取 り入れ ていくこと が必
要ではないか と考える 。学生が 入学 してから達成 し獲得し た学習成 果等 については、 担当
部署ごとにあるが、全体としてまとめた形の資料とはなっていないことが課題である。
学習成果の一つとしている自動車整備士資格の合格率を上げることが課題である。
また、自動 車整備士 以外の各 種資 格については 、合格状 況が芳し くな い。申請時当 初は
取得したいと いう意欲 や関心は 高い が、継続する ことがで きずに途 中で あきらめる学 生や
合格するための努力を怠る学生が多いことが課題である。
[区分

基 準Ⅱ-A-5

学生 の卒業後評価への取り組 みを行っている。 ]

基準Ⅱ-A-5 の自己点検・評価
(a)現状
卒業生の進路先からの評価については、この 3 月に卒業した学生及び 3 年前に卒業した
学生が就職 した企業 に、卒業 生の評 価について のアンケ ートを 33 社 に 依頼し評価 を得た
〈備:33〉。
また、年に一度本学が主催するディーラー等と職員との企業懇談会では、本学卒業生の
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評価を得るよ うにして いる。さ らに 県の自動車整 備振興会 には、機 会の あるごとに卒 業生
の評価を問い 合わせて いる。職 員に よる企業訪 問 の際にも 、卒業生 の動 向や評価等の 情報
の把握に努めている。
学習成果の 点検への 活用につ いては 、卒業生の 進路先等 からのア ンケー ト結果や聴 取し
た情報により 、本学の 強みと弱 みを 見つけ、弱み と判断し た事項や 指摘 を受けた事項 につ
いては、専門 教育検討 委員会や 実習 委員会におい て教育内 容の点検 を行 ない改善策の 検討
をしている。
両委員会で は、弱点 が指摘さ れてい る専門教育 分野を強 化するこ とや、 実習におけ る作
業内容の改善に向けた取り組みなど、検討した改善策を教授会に提案している。
これまでに 取り組ん でいる改 善策は 、企業から の指摘 の あった基 礎的な 知識（部品 、機
械名称、構造 等）不足 や整備能 力不 足に対するも ので、企 業から求 めら れる基礎知識 及び
応用力を持っ た自動車 整備士を 育成 するために実 践教育を しっかり と行 なっていくこ とと
している。
各実習は、年に 12 回実施しており、実習指導書では毎回の実習目標を明確にし、習得す
べき課題に照 準を絞る 方法を取 り入 れ、基礎的整 備作業の 技術力の 向上 を目指す指導 に取
り組むこととしている〈備:24〉。
実習の授業以外での取り組みとして昨年度に引き続き「内定者への整備講習会」を 12 月
に実施した。 この講習 会は、県 内デ ィ ーラーへの 内定者の うち、実 習担 当者が作業の 習得
が十分でない と判断し た学生を 対象 に、新車の無 償点検と 記録簿の 記載 方法、オイル 交換
やタイヤ脱着 など基本 的な整備 作業 について事前 指導を行 なうもの で、 企業の意見や 要望
に応えるもの である。 今年度は 、特 に問題もなく スムース に作業を 進め ることができ 、対
象学生はスキルアップしたものと考えている〈備:75〉。
表Ⅱ-2 は、平成 28 年 3 月卒業生に対する企業評価アンケート結果である。前年度と比
較してみると、
“基礎的な知識”の項目で“どちらかといえば悪い”を含めて悪い方である
と回答した企業が 34％と 10 ポイント増えている。また、“良い”との評価の数値が低い項
目は、前年度と同様に“整備作業”、
“基本的な知識”の 2 項目であり、ともに 30％である。
企業からの意見や要望等にも次の記述が見られた。
・基本的な知識修得に尽力していただきたい。
・実技練習が少なすぎる。
・実車を使って 点検を行 い各部の良 否判定または正 常レベル を知り、劣 化のメカニズ
ムを（多頻度定型作業）を深めて欲しい。など
一方、“社会人としての身だしなみ”などの 3 項目で“良い”と回答した企業が 20 ポイ
ント前後増加しており、卒業生への評価が高くなっているのは喜ばしいことである。
表Ⅱ-2

平成 28 年度、卒業生に対する企業評価アンケート結果

質問項目

総合的な評価

良い

40%
51

どちらか

どちらか

と言えば

と言えば

良い

悪い
53%

7%

悪い

0%
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入社時の資格取得状況

67%

13%

10%

10%

整備作業（技術、能力、応用力等）

30%

50%

17%

3%

基礎的な知識

30%

37%

27%

7%

仕事への取り組み方

43%

43%

13%

0%

勤務状況（遅刻、欠勤）

77%

23%

0%

0%

協調性

37%

57%

3%

3%

社会人としての身だしなみ

67%

27%

7%

0%

職場でのコミュニケーション

53%

43%

3%

0%

社内での挨拶

70%

27%

3%

0%

(b)課題
卒業生に対 する評価 として、 基礎的 な知識の不 足、整備 作業能力 の不足 、社会人と して
のマナーの不 足など指 摘される こと がある。自動 車整備能 力につい ては 、座学でしっ かり
と説明し、実 習で実践 指導の徹 底を 図っていくこ とが望ま しいので 、今 後においても 専門
教育検討委員 会や実習 委員会で 、企 業の評価に応 えられる ようアン ケー ト結果を踏ま えて
の教育内容、項目等についてのさらなる検討が課題である。
「内定者へ の整備講 習会」は 、 学生 が「やらさ れ感」で なく「責 任感」 を持って取 り組
める工夫が必 要であり 、また作 業時 での安全確認 が大きな 声ででき るよ うにすること が課
題である。
企業の卒業生評価については、卒業生のアンケート回収率を上げることが課題である。
テーマ

基準Ⅱ-A

教育課程の改善計画

自動車整備士が不 足してい る現在 、入試広報課 を担当課 として、 学位 授与の方針等 をな
お一層分かりやすく社会的に PR する方法を検討する。
カリキュラ ム・マッ プについ ては 、科目の到達 目標と学 位授与の 方針 との整合性を 精査
する。
GPA 評価については、卒業及び進級への活用について検討する。
四国大学との単位互換制度によ る選 択科目の履修については、 COC+で実 施しようとして
いる集中講義式の遠隔授業を含めて検討する。
大学説明会 等では、 本学に関 心を持 って参加し ている生 徒と直接 に話を する機会を 多く
持つように努力する。
オープンキャ ンパスで はボラン ティ アの学生サポ ーターが 参加生徒 に積 極的に声を掛 け、
大学学生生活 ・学習内 容につい て理 解を深めても らうよう に学生サ ポー ターを指導す ると
ともに、学生主体で体験実習が実施できるように検討する。
学生が入学 後に獲得 した学習 成果等 については 、学生個 人ごとに 入学か ら卒業まで の学
習成果の獲得 状況や成 長の軌跡 が把 握できるよう に取りま とめられ た資 料の作成を検 討す
る。
資格取得に ついては 、申請時 に資 格内容や取得 難易度等 を説明す ると ともに、目的 意識
をしっかりと 持たせ、 自分の価 値を 高めるために は継続し た努力が 必要 であることを 常時
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指導する。
また、企業 アンケー トを定期 的に実 施して、企 業の要望 等に対し て課題 を明らかに して
教育内容の改 善につな げる。企 業か ら求められる 基礎力及 び応用力 を持 つ自動車整備 士を
養成するため にも、 座 学で基礎 知識 を十分に習得 させ、実 習・実験 では 応用力を養う よう
一層の指導をしていくとともに、内定者への整備講習会の充実を図り継続して実施する。
卒業生のアンケート回収率を上げることに努める。
提出資料
1.学生便覧
2.ウエブサイト
3.講義要綱
4.入学案内
7.入試要項
8.外国留学生用入学志願要項
10.時間割表
備付資料
15.到達指標
16.カリキュラム・マップ
17.国家試験合格状況
20.各種資格試験合格状況
24.実習指導書
23.自動車整備大会
27.四国大学との包括連携協定
33.企業先アンケート結果
34.卒業生アンケート結果
39.数学・物理課題
41.進路別の選択科目推奨モデル
42.専門教育科目における履修系統図
43.卒業者進路状況
44.GPA 評価
53.新入学生説明会
55.基礎学力向上対策
56.各種資格広報案内
75.内定者への整備講習会
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[テーマ
[区分

基準Ⅱ-B
基 準Ⅱ-B-1

学生支援]
学科・専攻課程の学習成果の 獲得に向けて教育資源を有効に活用し て

いる。]
基準Ⅱ-B-1の自己点検・評価
(a)現状
本学は、文 部科学省 の所管で あると 同時に国土 交通省の 認定大学 であり 、本科、専 攻科
ともコース別 教育を行 なってい ない ため、卒業ま たは修了 がそのま ま国 土交通省の認 定基
準合格となる教育体系を持っている。
そのため、 自動車工 学の中心 となる 専門分野に おける教 育目標は 、資格 取得のため の教
育内容と合致 するため 、教育す べき 内容及び到達 度は各教 員間で整 合性 が取りやすい 体系
となっている 。すなわ ち最低限 の教 育水準到達の 証しとし て、卒業 の年 度末に行なわ れる
整備士認定試 験の合格 があり、 座学 、実習とも国 土交通省 が推薦す る教 科書を用い教 育を
行なっている。
教員は、シラバス〈提 :3〉作成時に学位授与の方針にしたがい、授業の概要、到達目標、
授業計画及び 学習内容 を明記し てお り、評価方法 について も明記し てい る。専門教科 につ
いては、整備 士国家試 験の学力 レベ ルを参考にそ れぞれの 試験問題 を作 成しており、 一般
教科について は、学位 授与の方 針に ある「人づく り」に即 した評価 を行 なうべく試験 を実
施することにより学習成果を評価している。
座学を担当 する教員 は、授業 の途中 で実施する 小テスト や宿題及 び中間 試験の成績 をも
とに学生個々 の学習到 達度を常 に把 握するように 努めてい る 。平成27年 度から座学の 中間
試験が廃止さ れたため 、学生の 学習 状況把握のた めの小テ スト等を 実施 する教員が増 えて
きており、学生の学習成果を適切に把握している。授業時間が 1時間ずつの場合は、毎時間
小テストを行 なうこと が難しい 場合 があるが、そ の場合は 宿題を出 すこ とやレポート を課
すことで対応している。
実習・実験を担当する教員は、1回の授業で受け持つ学生数が少数であるため（本科の場
合学生定数80名を2ク ラスに分け 、さ らに 2班ずつ に分けて いるため、 1回 の受講学生数 は、
平成27年度の 実数ベー スでは、 1年生 ：15～16名、 2年生：16～17名 ）、通 常の指導で学生
個々の状況を 適切に把 握してい る。 平成 26年度か ら、実習 ・実験教 科で はルーブリッ ク評
価を並行して実施しており、よりきめ細かな指導ができていると考える。
座学、実習とも各授業の最後には授業に対する授業アンケート〈備 :45〉を無記名式で定
期的に受けている。
学生の授業 アンケー トは、事 務室で 集約したも のを担当 教員に通 知して いる。アン ケー
トには、自由 に意見を 書くこと がで きる欄が設け られてお り、学生 個人 の意見が記述 され
ている場合は、事務職員が取りまとめてプリントアウトし、担当教員 に通知している
〈備:47〉。これにより学生による授業評価の結果を認識している。
全教員は、 アンケー トによる 学生の 評価をもと に各自で 自己点検 を行な い、「学生 によ
るアンケート結果に基づく自己点検評価報告」〈備:46〉に記述することになっている。そ
の際、授業内容の改善についても検討を行ない翌年度の授業改善に活かしている。
学生がきち んと授業 を評価す るとい う意識をど のように して植え 付ける かが課題で あっ
たので、評価 の観点を 「学生自 身の 授業への取り 組み方」 「教員の 指導 のあり方」「 授業
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について」に 分け、分 かりやす く受 け止めれらる 内容にす るなど、 アン ケート様式や 質問
内容を大幅に 見直した 。また、 これ まで最終の授 業時に取 っていた アン ケートを期末 試験
期間の1時限目に15分の時間を取り、その中でアンケートの回答の仕方を説明することとし
た。各試験担 当者は、 各々の試験 開 始前 5分間で その教科 の到達目 標をプ リンﾄなり、 プロ
ジェクターで提示したのちアンケートに回答させることとした。
本学では、専門教育分野をエンジン、シャシ、電装の 3分野に分けて授業内容や、使用す
る教材の作成 等を教員 が協力し て行 なう体勢を取 っている 。教材に つい ては、単に購 入す
るもの以外に 、本学独 自に作成 する ものも多く、 大学とし て年度予 算を 確保して教材 の充
実に努めている。
実習教育については、実習委員会で年間スケジュールを 作成し関係者と 調整しており、教
育内容に漏れ や重複が ないこと につ いても検討し ている。 国土交通 省推 薦の教科書は 数年
に一度改訂さ れるため 、改訂に 合わ せて実習内容 の改廃も この委員 会で 検討しており 、担
当教員の間で 、教育水 準並びに 教育 内容に対して 意思の疎 通・協力 ・調 整を図ってい る。
平成29年度から、実習指導教員が 1名減員になるため、実習内容の見直しが必要であり、専
門教育検討委員会が中心になって見直した。
FD 活動は、FD 及び SD 推進委員会が中心となって計画・実施することとなっており、 教
育を行なうに 当たって 特に重要 とな る学生に対す る接 し方 が中心と なっ ている。教育 で重
要なものの一つに、いかにして学生に興味を持たせるかということがあり、この FD 活動を
とおして、学 生への接 し方と授 業・ 教育方法の改 善を図っ ている。 また 、教員同士が 互い
の授業を参観して、気の付いた点を指摘する公開授業の取り組みも数年来取り組んでいる。
当初の参観を するだけ のものか ら、 良い点を指摘 すること に進み、 現在 は改善提案を 行な
う形に徐々に 変化を遂 げている 。こ れらの活動を とおして 、教員間 の意 思の疎通、協 力・
調整を図っている〈備:8〉。
FD/SD には、大学 として「 四国地 区 大学教職員 能力開発 ネット ワーク」 (以下「SPOD」)
の企画に積極的に参加するように勧めている〈備:72〉。
科目担当教 員は、担 当科目以 外の学 習成果の把 握をする ことが難 しいが 、教育目標 に大
きく未達とな っている 学生がい た場 合はクラス担 任からの 連絡を受 け、 クラス担任と 連携
を取り対応に 努めてい る。その 結果 、教員は学生 の教育目 的・目標 の達 成状況を把握 ・評
価している。
本学はクラ ス別担任 制度を取 ってお り、クラス 担任が全 般的な指 導を行 なっている が、
問題のある学 生に対し ては教科 担当 の教員と連携 を取りな がら並行 して 行なっている 。 ま
た、毎月の職 員会議で 学生課長 及び クラス担任よ り問題の ある学生 につ いて報告し、 教員
間で情報を共 有して指 導に当た るこ とにしている 。 近年の 学生では 、問 題行動の多く は授
業への欠席で あり、欠 席超過に より 再受講、留年 といった ことにな るの を事前に防ぐ とい
う意味で効果を発揮している。
また、全教 員が平成 26年度よ りオフ ィスアワー を設け、 学生の相 談・指 導を行なう 体制
をつくった〈備:28〉。オフィスアワーの成果を定量的に図ることはしていないが、オフィ
スアワーの時 間に来室 する学生 はま だ少ないのが 現状であ る。学生 の来 室状況の正確 なデ
ータは集計していないが、教員の意見を総合すると年間に数名程度にとどまるようである。
学生指導を より細や かに行な うとな ると、現状 ではクラ ス担任の 負担が 大きくなり すぎ
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ることから、 全教員が チュータ ーと なり、クラス 担任と連 携をとり つつ 学生を指導す るこ
とを現在検討中である。
卒業後に実 施される 整備士国 家試験 に対しては 、国家試 験対策用 ゼミと して、大学 の正
規の授業とは 切り離し た指導を 行な っている。こ れは補習 授業では ある が、実際上正 規の
教科の補習と いう意味 も持ち合 わせ ている。本学 の専門教 科のほと んど は、国土交通 省が
規定した認定 科目であ り、国家 試験 対策用ゼミは 正規教科 の補習に もな っている。さ らに
学力不足の学生には個別指導としての張付ゼミを行なっている。
最近の学生 は、楽を して資格 を取り たいという 安易な考 えを持つ ものが 多く、した がっ
て授業に対し ての取り 組み意欲 の低 い学生が多い 。そうい った学生 でも 、資格は取り たい
と思っており 、国家試 験対策用 ゼミ 及び張付ゼミ と正規授 業をうま く連 携させて、全 体と
しての学習成果を向上させている。
学生指導は クラス担 任や学生 課、進 路支援室に 任せきり にするの ではな く、張付ゼ ミな
ど少人数教育 の機会を とらえて 、教 員がそれぞれ の立場で 履修及び 卒業 に至る指導を して
いる。
事務職員は 、期末試 験の結果 につい て学生個々 の日常的 な出席状 況と試 験成績を表 にま
とめて学生、 担任、保 護者への 情報 提供を行なっ ている。 事務処理 作業 をとおして、 問題
を抱える学生について知ることとなり、それぞれの立場で学生の学習成果を認識している。
本学は国土 交通省の 認定大学 である ことから、 実授業時 間数が厳 しいた め、出席状 況に
ついては、各教員がほぼ毎日パソコン入力した情報を教務課が週末に集約して、欠席が1
単位につき2時間を超えた学生には、保護者に対する注意 喚起のための情報提供を行なって
いる〈備:30〉。情報提供は郵便により行なうが、必要なデータ処理についてはシステム化
を行なってお り、事務 職員の負 担は 最小限に抑え ている。 その結果 、学 生には授業担 当教
員、クラス担任、保護者からの 3つのルートでプレッシャーがかかることにより、出席に対
する意識が向上し、併せて受講態度も改善でき学習成果の向上も期待できる。
期末試験の 会場では 座席指定 のうえ 学生証の提 示を義務 付けてお り、学 生証を忘れ た場
合は事務所で 手続きを 行ない仮 学生 証の発行を義 務付けて いる。こ れは 学生への教育 の一
環という意味も含めての指導であり、最初は不満を漏らす学生もいるが、2年次になると学
生証を忘れる学生はほぼいなくなり、それなりの教育効果が現れているものと考えている。
しかしながら、試験の 1時間目に遅刻または欠席してしまう学生が見受けられ、そのほと
んどの理由が 寝坊であ り、気が つか ずに昼まで寝 過ごして しまう学 生も いる。これは 学生
個人の責任とはいえ、事務職員、教員及び寮監の連携で試験1時間目に出席していない学生
がいた場合に は、平成 26年度か らの 取り組みとし て試験監 督者から 事務 職員に連絡を 行な
い、寮生であ れば寮監 が、寮生 以外 であれば担任 が直接学 生に連絡 を取 り、可能な限 り受
験できるよう に配慮を している 。こ の結果、試験 欠席の学 生が減る 効果 が出ており、 学生
の学習成果に 貢献して いる。ま た、 通常の授業で あっても 、授業担 当者 が事務室に欠 席し
ている学生の 情報を伝 えると、 寮生 に対してはす ぐに電話 連絡等に より 状況を確認し てく
れており、少しでも欠席が少なくなるような配慮を行なっている。
各種手続き は窓口担 当が学生 と直に 接しながら 行なって いるため 、必要 な書類が分 から
ずまごつく学 生でも短 時間で書 類提 出が行なわれ ている。 学生と接 する 機会をとらえ 、コ
ミュニケーシ ョンを取 ることに より 、学生の状況 や問題点 、課題に 気づ くことも多く 、教
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育目的、目標の達成状況を把握している。
SD活動につ いても事 務職員と しても 重要な、学 生に対す る接し方 や学生 の理解の仕 方が
中心となって いる。そ の効果と して 、日常的な学 生とのコ ミュニケ ーシ ョン力が向上 して
きており、学生支援の職務を充実させている。
事務職員は 、的確・ 迅速な事 務処 理 及び学生と のコミュ ニケーシ ョンを とおして学 生の
困っている点 や分から ない点に いち 早く気づき、 また、分 かりやす い掲 示等により、 卒業
までに至る様 々な事務 処理を行 なう ことで、学生 に対して 履修及び 卒業 に至る支援が でき
ている。また 、入学当 初は無理 であ るが、後期辺 りになる と事務職 員も 学生の個人名 を把
握するようになり、窓口での応対も個人名で呼びかけることが多くなる。
学生個人の 目標達成 等は、ク ラス担 任と連携を 取ること で把握で きてい るが、大学 全体
として現状を どう把握 するかと いっ た手段がなか った。学 生データ ベー スに格納され て い
るデータをも っと活用 すること が課 題であったた め、 IR推 進チーム を発 足させ、各種 デー
タ分析を開始 した。こ れまでに IR推 進レポートと して、入 試形態別 成績 や退学率等の レポ
ートを作成した。かなり興味深い内容も含まれており、今後の活用が期待できる〈備 :79〉。
図書館の事務職員は、司書の資格を持つ職員が、学生の学習に必要な参考書類の案内や、
図書館内で閲 覧できる 自動車関 連に ついて最新の 本の購入 ・整理等 を行 なうことで、 学生
の学習向上のために支援を行なっている。
図書館では 、学生が 希望する 図書や 要望等につ いて常に 意見を収 集して いる。これ まで
は、荷物は入 口近くの 所定の場 所に 置くことにな っていた が、学生 の利 便性を考慮し て、
バッグ等の閲 覧室への 持ち込み を許 可することし た。これ までのと ころ 問題は生じて いな
いので、今後 の推移を 見守りた いと 考えているが 、日常的 な職務を とお して、利便性 を向
上させている。また、図書館内では Wi—Fiが利用できるようにしている。平成28年度より期
末試験期間中に図書館が利用できるよう開館時間を拡大した。
職員が使用 している コンピュ ータは 、基本とし て事務職 員はデス クトッ プ型、教員 はラ
ップトップ型 を原則と して一人 一台 支給している 。事務職 員は主に 事務 処理作業に使 用し
ている。教員 は、座学 担当者は ほぼ 100％が授業に 利用して おり、実 習・ 実験担当者で は、
授業内容の説 明のとき に、ほぼ 全員 の教員が利用 している 。このよ うに 、それぞれの 立場
でコンピュータを授業や業務運営に活用している。
本学の学内 情報ネッ トワーク はセキ ュリティ対 策上、職 員が利用 できる ものと学生 が利
用できるもの を分離し て使用し てい る。学生が利 用できる ものは情 報処 理教室に設置 して
いるもののほ か、図書 館及び進 路支 援室に設置し ている。 教室に設 置し ているものは 、原
則授業のとき のみに使 用するこ とと しているが、 他は学生 が自由に 利用 できる。現在 では
インターネッ ト環境が なければ 就職 活動もままな らない時 代である ので 、本学におい ても
規模は小さい が学生が 自由に利 用で きる環境を整 えている 。このよ うに して、学生に よる
学内LAN及びコンピュータの利用を促進している。
前述したよ うに、本 学も職員 はパソ コンを活用 しており 、日常的 な連絡 は学内情報 ネッ
トワークを活 用した学 内メールシ ス テムを使用し てコミュ ニケーショ ン を活性化して いる。
また、これも 先述した ことであ るが 、学生の出席 状況を教 員はほぼ 毎日 パソコン を利 用し
て入力・分析 しており 、学生の 生活 指導、学習指 導に活用 している 。た だ、パソコン の利
用技術自体は、職員によりばらつきが大きいのが実情である。夏の休業時期等を活用して、
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SPOD研修の案内 を事務局 よりして お り、その中 のパソコ ン研修を 受講す る職員も増 えてき
ており、コンピュータの利用技術の向上を図っている。
平成27年度 から、本 学のイン ターネ ット環境が 固定 IPア ドレスに 変更さ れた。サー バー
システム変更 の関連で あり、よ り機 能の向上が期 待できる が、セキ ュリ ティの面から は、
これまで以上 の注意が 必要にな って くるため、情 報セキュ リティ管 理規 程を作り、全 職員
への指導を行 ない、年 度当初、 年度 末には全職員 にチェッ クリスト によ るチェックを 実施
している〈備:50〉。
(b)課題
◎教員の教育上における学生支援についての課題
自動車整備士国家試験は、合格率100％を目指しているが、現実として不合格となる学生
がいる。授業 科目は合 格してい るに もかかわらず 、国家試 験が不合 格と なる学生が出 た場
合、授業科目 の到達目 標が低い と判 断して、教科 の難易度 を上げる と、 単位不認定の 学生
が急増してしまう。授業の目標をどこに位置づけるのかが引き続いての課題である。
中間試験の 廃止に伴 い、現在 小テス ト等をあま り実施し ていない 教員に 対し、日常 的に
学生の学習成 果を判断 するため に小 テストや宿題 を増やす 必要があ り、 その完全実施 が課
題である。ま た、学生 の学習成 果の 途中経過をど のように 公開また は共 有して いくの か、
その仕組みづ くりも課 題である 。さ らに、授業へ の予習や 復習に取 り組 ませるための 仕組
みづくりも課題である。
授業アンケ ートで、 意見を記 述する 学生は少な いのが実 情である が、少 ないから問 題が
ないというわ けではな く、少な い意 見からどのよ うにして 学生の本 音を 知るのかが引 き続
いての課題で ある。改 善した結 果が どう学生に受 け取られ ているか を知 ることは難し いた
め、自己満足に陥る危険がある。改善結果がどう評価されたかを調べることも課題である。
IR推進レポ ートは、 誰がどの ように 活用して学 内の改善 に役立て るのか を早急に決 める
ことが課題である。
全教員がチ ューター となる場 合には 、担任との 連携のあ り方や分 担の仕 方等をきち んと
取り決めることが引き続き課題である。
◎事務職員の学生支援についての課題
保護者への情報提供（主に出席状況と学業成績）については、定期的に実施しているが、
その内容をより分かりやすくするような情報提供内容の見直しが課題である。
手続き関係 について は、締め 切り直 前まで手続 きをしよ うとしな い学生 が多く、も っと
時間的に余裕 を持って 行動する よう に学生を指導 する必要 があると 考え ている。手続 き用
紙の一部を見 直したが 、手 続き の事 前締切日を設 定するな どの検討 は進 んでいない。 事務
職員だけで決 められる 課題では ない ため、教員と の連携の あり方を 見直 すことが課題 であ
る。
事務職員と しても、 学生のサ ポート 業務をとお して学生 を教育す ること ができると いう
意識を向上 するよう SD活動等 で取り 組んでいる 。 SPOD研修に ついても 、 夏季休業中 など、
参加しやすい 時期に積 極的に参 加し ており、それ らの研修 成果も徐 々に 表れていると 考え
ているが、そ の成果が 発揮でき るよ うに、組織と してどう 取り組む かが 依然として課 題と
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考える。
窓口に来た 学生に対 しては適 切な支 援が できる が、窓口 に来ない 学生ま たは来るの が遅
い学生に対し ては、適 切なタイ ミン グで窓口に来 る必要が あること を知 らしめる必要 があ
り、分かりや すい掲示 の方法や 、各 種書類の提出 時期等を 、学生に 周知 させるために 、ク
ラス担任や科目担当者とのより密な連携が課題である。
◎施設設備等の活用についての課題
学生から提 出される 学習に関 連する 図書の購入 希望は少 なく、ま た学生 の希望図書 は偏
りが大きいの で、大学 として学 生に 読んで欲しい 図書を積 極的に紹 介す ることも依然 とし
て課題である。
開館時間は 平日に限 っており 、寮生 の休日利用 には対 応 していな い。休 日開館の必 要性
や開館時間外の開館などの検討が課題である。
座学の教員 はほぼ全 て授業で パソコ ンを利用し ているが 、利用形 態はパ ワーポイン トを
使った講義に 集中して いる。教 室内 に学内情報ネ ットワー クが敷設 され たため、授業 でイ
ンターネットを活用できるように授業の進め方の改善が課題である。
また、教員 のパソコ ン活用技 術の向 上に向けた 機会の提 供が課題 である 。外部の研 修会
参加は負担が大きいため、学内での教育も検討課題である。
[区分

基 準Ⅱ-B-2

学科・専攻課程の学習成果の 獲得に向けて学習支援を組織的に行っ て

いる。]
基準Ⅱ-B-2 の自己点検・評価
(a)現状
学習の方法 や科目選 択のため のガイ ダンスにつ いては、 入学前に 開催す る新入学生 説明
会において、 目標とす る自動車 整備 士資格の取得 に向けた 学習への 取組 姿勢が大切で ある
ことをしっか りと説明 している 。入 学後のオリエ ンテーシ ョンでは 、所 期の目的を達 成す
るためには、 これから 始まる大 学生 活をどのよう に送れば よいかを 基本 に据えて説明 を行
なっている。平成 28 年度は、初年次教育の観点から、オリエンテーションのあり方を見直
し、説明時間枠を拡大して内容等について充実を図った〈備 :40〉。
入学式後の 保護者と 同席する ガイダ ンスは午前 のみ であ ったが、 平成 28年度は午後 も実
施し保護者に もしっか りと説明 する 時間を確保し た。学生 便覧と講 義要 綱を配布し、 単位
の認定、GPA評価、学位授与の方針や教育課程の編成・実施に関する方針を核にして、学習
の方法や履修方法について説明した。翌日のオリエンテーションの中で行なう 2日目は、科
目の概要を説 明すると ともに、 選択 科目について は希望す る進路に 合っ た科目を選択 する
目安として、進路別の選択科目推奨モデル〈備 :39〉を提示し説明をした。さらに後期選択
科目について は、前期 末にオリ エン テーションを 実施して いる。ま た、 四国 大学短期 大学
部 と の 単 位 互 換 協 定 に 基 づ く 一 般 教 育 科 目 の 履 修 に つ い て は 1年 生 を 対 象 に 説 明 を 行 な っ
た。
入学後の学 習成果を 上げるに は、大 学生として の自覚と 学習意欲 の向上 が不可欠で ある
ことから、1年生には必修科目「キャリアデザインⅠ」を受講させ、自分の将来を考える中
で学習への動機づけを行なっている。
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2年生になって履修する選択科目については、四国大学短期大学部で開講する科目も併せ
て、1年次の 1月下旬 に科目選 択のガ イダンスを行 ない、履 修申請書を 提 出させている が、
進級後に修得単位状況等を踏まえて再度の履修指導を行なっている。
学習支援の ための印 刷物につ いては 、学習方法 や履修方 法等の学 習支援 を記載した 学生
便覧を発行し ている。 また、こ の科 目の授業を受 けること により、 どの ようなことが 分か
り身に付くの かなどの 学習成果 をは じめ、授業の 流れや評 価の方法 等を 前もって知る こと
ができる講義 要綱を作 成してい る。 これまでの講 義要綱は 科目の説 明の みの記載であ った
が、建学の精 神や学位 授与の方 針を はじめ、履修 に当たっ ての注意 事項 やガイダンス で使
用する資料等を追加し、学生に分かりやすい講義要綱に変更している<提:3>。
基礎学力が 不足して いる学生 への 対 策として、 本学は自 動車整備 士を養 成する工業 系の
短期大学であ るが、入 学してく る学 生の中には、 理数系科 目の学習 時間 が少ない商業 科や
農業科等の専 門学科を はじめ、 定時 制・通信制課 程の卒業 生や、高 校卒 業程度認定試 験合
格の学生、中 国やベト ナム等か らの 留学生がいる 。様々な 学びをと おし て本学に入学 して
きている。彼 らにこれ からの理 数系 の学習に必要 な基礎学 力を付け させ るために次の こと
を実施している。
①入学予定者に基礎的な数学や物理の課題を配送し、3月上旬の新入学生説明会でその問
題を教材 にした 個人別 の指導 を行な う場を設 けてい る。数 名の教 員が希 望する学 生の
指導に当たっている<備:52>。
②入学後 に、数 学と物 理の基礎 学力 を問う試 験を行 ない、 その成績 によ り基礎学 力のレ
ベルアップの必要な学生を指名し、2時間×8週間の選択科目「数学基礎」「物理基礎」
を受けさ せてい る。授 業の形 態はと もに、同 程度の 学力と 思われ る学生 2、3名で 班を
構成し、各班に1名の教員が付いて個々の学生の能力に合わせた教育を行なう個別教育、
少人数教育を行なっている。延べ24名の教員が指導に当たっている <備:55>。
その他に、自動車整備士国家試験に向けて、1年次の学習内容の確認や学力のアップを
図ることを目的として、2年生には授業時間割の空き時間を活用した国家試験対策用ゼミと
しての基礎ゼミ、特別ゼミ<備:7>を開講している。
基礎ゼミ、特別ゼミだけでなく、さらに基礎学力が不足している学生に対しては、1週間
に2回程度、実習終了後の放課後に張付ゼミ <備:6>を実施している。張付ゼミも常勤の全教
員が指導に当たっており、各教員は研究室等で3名程度の学生を担当し個別指導をしている。
この基礎ゼミ や特別ゼ ミ、張付 ゼミ により教員の 負担は多 くなって いる 状況ではある が、
なかでも張付ゼミによる効果が国家試験の結果に表れてきている。
特別ゼミ等 や技術講 習会での 成績に ついては、 学内情報 ネットワ ークに より情報を 共有
しており、情 報をもと に個別指 導や 激励を行なっ ている。 また、特 別ゼ ミ等の出席状 況の
悪い学生には、保護者の携帯に連絡をして協力を求めている。
相談や指導助言の体制については、学習上の悩みや授業で分からない内容があれば、各
教員は授業の終わりだけでなく、オフィスアワー<備:28>を設け研究室や実習準備室で対応
するようにし ている。 オフィス アワ ーについては 、オリエ ンテーシ ョン 時に説明する とと
もに、学長、 理事長を はじめ各 教員 の研究室等の 入口に掲 示または 学生 掲示板により 案内
をしている。 オフィス アワーで は、 学習上の悩み だけでな く学内外 の生 活上での悩み につ
いても相談し て欲しい ことを併 せて 案内をしてい る。カウ ンセラー の派 遣は、諸般の 事情
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で平成24年度 より廃止 となって いる が、学生相談 の研修を 修了した クラ ス担任がカウ ンセ
ラーの役目を含め学生の対応に努めている。
学習上や学 内外での 生活上の 悩みに ついては、 クラス担 任をはじ め多く の職員が相 談で
きる体制を整えており、平成28年度は前年度に比べ若干減少した。
学生に適切 な指導・ 助言をす るため の個人情報 について は、一元 化には 至っておら ず、
担任や教務課 、進路支 援室等で それ ぞれに管理を しており 、必要に 応じ て情報を収集 して
いるのが現状である。
通信による教育は実施していない。
進度の速い 学生や優 秀学生に 対する 学習上の配 慮につい ては特に 行なっ ていない。 実習
や実験では、 個々の学 生に対し てで はないが作業 スピード の速い班 につ いては、新た な課
題を与えることで対応している。なお、4年制大学への編入を目指す学生に対しては、レベ
ルの高い内容 を扱う選 択科目を 受講 させることで 対応する ようにし てい る。編入試験 や編
入後の大学の 授業につ いていけ るよ う、有志の教 員が数学 や機械工 学に ついての補習 を放
課後に実施し ている。 また余力 のあ る優秀な学生 には、自 動車整備 士資 格だけでなく 自動
車に関連する15の国家 資格等が 取得 できるように 、講習会 の開催や 選択 科目の開講に より
対応してい る<備:20,56>。 すでに入 学前に取得 している 国家資格 等につ いては、関 連する
科目の単位として認定し授業の履修を免除している<備:57>。
留学生の学習成果の獲得に向けては、入学前2週間にわたって「基礎日本語Ⅰ、Ⅱ」の教
育を行なうこ とにより 、自動車 に関 する専門用語 を含めた 日本語能 力を 育成している 。入
学後も彼らにとっての外国語の授業が理解できやすいよう「日本語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」の4
講座を設け、 日本語 N1レベルの 資格 合格を目標に 日本語能 力の向上 が目 指せる ように して
いる。この4科目については、平成 28年度より留学生には必修科目として位置づけた。
この日本語 の授業に は、平成 27年度 より地域ボ ランティ アが参加 し、日 本語講師の コー
ディネートの もとグル ープ別の 少人 数で学習を行 なってい る。平成 28年 度は、非常勤 講師
の増員、ボランティアのサポーターが5名と増え、徳島発見・体験ツアーや近隣の大学や高
校との交流会 にも同行 し、留学 生の 日常会話力の 向上や日 本文化の 理解 に効果が上が って
いる。
すでに日本 語能力検 定等に合 格して いる学生に は、資格 のレベル に応じ て科目を認 定し
履修を免除する規程<備:57>を適用することにしている。
留学生の日 常におけ る日本語 能力の 向上を目指 すととも に学習上 での悩 みなどが気 軽に
相談できるよ うに「留 学生のチ ュー ター支援」制 度を導入 しており 、日 本人学生と積 極的
な交流が図れるようにしている。各HRに2名の日本人学生がチューターとして支援に当たっ
ている〈備:58〉。チューターに対して、留学生の行事には積極的に参加するように、特に
日本語能力の 低い学生 の教室での 授 業はチュータ ーが隣 席 になるよう 指 導を行なって いる。
(b)課題
四国大学短 期大学部 との単位 互換制 度について は、自動 車関連の 専門科 目の開講の 案内
をしたが希望者が出なかった。開講時期や授業時間帯の検討が課題である。
GPA評価については年度当初のオリエンテーションで学生に説明したが、選択教科の締切
日など十分に理解できていない学生が見られた。
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基礎学力向 上のため に設定し た「数 学基礎」「 物理基礎 」の個別 教育に よる学習成 果や
達成度にばらつきが見られることが課題である。
成績不振の 学生に対 する国家 試験対 策としての 張付ゼミ に効果が 見られ たが、さら に全
員合格を目指 すための 基礎ゼミ 、特 別ゼミ、張付 ゼミのあ り方を見 直す 必要がある。 加え
て、出席率の低い学生をいかに出席させるかが課題である。
学生に適切な指導や助言をするためには、個々に管理している個人情報や GPA評価を一元
化し活用しやすくすることが課題である。
また、中間 試験廃止 に伴いク ラス担 任が保護者 会総会時 に保護者 との情 報交換を行 なう
ための情報提 供資料と して状況 報告 シートを作成 している が、状況 報告 シートの内容 をさ
らに検討し、成績や学習意欲がよく理解できる書式への改善が必要である。
近年、広い 意味での 学習障が いと思 えるコミュ ニケーシ ョンがう まく取 れない学生 が入
学しているので、授業や学校生活での気配りが必要である。
退学者は前 年度に比 較して減 少した が、多い状 況には変 わりがな く、学 習について いけ
ないとか進路変更等の理由で退学していく学生への対応が課題である。
留学生に対 して、な お一層日 本語能 力の向上を 図ること による学 習成果 の獲得が課 題で
ある。日本語 検定試験 の受験率 が低 いことも課題 である。 さらに、 チュ ーター支援制 度が
十分に機能していない面が見られる。
[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
学生の生活全般を支援する職員組織として、教員、事務職員等で構成する学生課があり、
奨学金や学生 寮・下宿 、アルバ イト 、保健等を担 当し学生 が安心し て学 べる環境の充 実に
努めている。
委員会組織 としての 厚生指導 委員会 は、学生課 のメンバ ーとクラ ス担任 で構成し、 学生
の生活支援に関する新たな取り組みや諸問題について検討･協議し、具体的な対策案の作成
を含め問題の解決を図っている。
日々の生活 や学修上 で生じる 問題等 の個人的な 相談には 、クラス 担任や それに関わ る業
務を担当する 事務職員 が当たっ てい るが、本学は 小規模校 であるの で職 員全員が教育 等の
関わりの中で 、学生の 様々な相 談に 応じ生活支援 のバック アップに 取り 組んでいる。 毎月
の職員会議で は、学生 課長及び クラ ス担任から「 気になる 学生」の 報告 と情報の共有 化に
努めている。
クラブ活動は、正規クラブとして 13 団体（1 団体は休部）が登録をしており、それぞれ
複数の顧問が 指導や助 言に当た って いる。ただし 、課題と なってい た各 部長によるク ラブ
会議が開催できていない。活動については授業の終わった放課後や休日に取り組んでいる。
クラブ活動 の予算は 、保護者 会から 支援され活 動状況に 応じて配 分され ている。ま た自
動車部については、大学として別途予算を組んで支援をしている。
サッカー部 、卓球部 、バドミ ントン 部、軽音楽 部は、主 に体育館 で練習 している。 卓球
部は、高知県 で開催さ れた四国 イン カレをはじめ 、他大学 との交流 戦、 県市町村主催 の大
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会に出場して いる。バ ドミント ン部 、軽音楽部の 活動も活 発で、体 育館 の利用率が前 年よ
りさらに増加 した。ソ フトボー ル部 は、部員不足 でこの数 年間出場 でき ていないがイ ンカ
レを目標に練 習を続け ている。 テニ ス部は学内に 施設がな いので外 部の 施設に出かけ 練習
をしている。 自動車部 は学内の ダー トトライアル コースで 運転技術 の向 上を目指すと とも
に、部室では 自動車の 整備や故 障し た 自動車の修 理を行な うなど、 整備 技術を実践に 活か
している。学 内駐車場 では、電 動カ ートのドライ ビングテ クニック を磨 き、中国・四 国の
大学や高校が 参加する 電動カー ト大 会に出場する とともに 、大会運 営の 補助にも当た って
いる。また、 学外での 専用コー スを 借り意欲的に 活動して いる。ス キー 部は冬期に県 内外
のスキー場で 活動して いる。釣 り部 は県内外の海 ・河川で 活動して いる 。ゴルフ部は 体育
館下の練習場 、学外の 打ち放し 場、 ミニコース等 で練習し ている。 リフ ト部は、産業 機械
に触れることによりリフト免許の習得を目指している。ツーリング部は OB も参加して年 2
回県内外へバ イクツー リングを して いる。サバイ バルゲー ム部は今 年度 の交流戦は開 催さ
れなかったが、本学裏山のダートコースで練習を行った。
学内での主 たる活動 場所は上 記でも 述べたよう に、体育 館、運動 場、山 上コースで ある
が、施設の改 装、整備 について は、 限られた予算 であるの で施設の 拡充 はできないが 、現
有施設の維持管理は適時行なっている。
また、クラ ブに所属 していな い学生 は、放課後 や授業の 空き時間 にスポ ーツを気軽 に楽
しむことがで きるよう に体育館 等の 施設を開放し ている。 筋力トレ ーニ ングを希望す る学
生には少し離れた場所にある研修館が利用できるようにしている。
学園行事と しては、 秋にクラ ス対抗 で球技大会 を開催し ており、 種目は ソフトバレ ーボ
ールで放課後 に行なっ ている。 今年 度は体育館を 使用する 競技であ るの で、無事に開 催で
きた。学園祭は実施していない。
平成 27 年度に決定した活動計画書と活動報告書については、各顧問より提出されている。
また、今後の 方向性に ついて検 討す るなかで学友 会の立ち 上げ等の 話が あったが検討 課題
となった。
学生食堂は学生会館内の 1 階にあり、誰もが自由に、また混雑もなく利用できるように
なっている。 食堂は柱 がない開 放的 な空間と、南 に面し緩 やかにカ ーブ した明るい窓 が特
色であり、快 適な雰囲 気の中で 食事 ができるよう になって いる。日 替わ りランチのほ か、
丼やカレーラ イス、ラ ーメン、 うど んなど安価で バリエー ションの ある メニューの中 から
選択できる楽しみを持たせている。
学生食堂入口の学生ホールには、ソファーのほかテーブル･椅子を置き、歓談や読書、売
店で販売した アイスク リーム等 を食 することので きるコー ナーがあ る。 また、ホール 内に
は学生が製 作したカ スタムカ ーの展 示をしてい る。また 、 Wi-Fi を完備 し、インタ ーネッ
トが自由に利用できる環境を整えている。
キャンパス内には自動販売機を 3 か所設置しており、うち 2 か所は屋外にあり学生たち
が団欒できるようベンチを置いた屋根付の休憩所にしている。
また、キャンパス内の 8 か所にはベンチを置いた喫煙所を設置して学内の分煙対策に取
り組み、タバ コのポイ 捨てや歩 行喫 煙の防止に効 果を上げ ている。 歩行 喫煙はやや減 少し
たと思われるが、一部の学生には見られるので更に指導する必要がある。
本館、学生 会館、学 内の清掃 は、委 託した業者 が行なっ ているが 、清潔 感のある大 学を
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保つようにしている。
学生寮は学生会館内の 2 階から４階に設置しており、通学が困難な学生に勉学と居住及
び食生活の場を提供し修学を容易にするとともに、共同生活を通じて社会性の発達を促し、
人間形成に資 すること を目的に して いる。日々の 寮生の生 活支援に は、 専任職員の寮 監が
交代で当たっ ている。 夜遅く騒 がし いことについ ては、困 惑してい る学 生から申し出 があ
った場合、そ の都度対 応、注意 して いる。ゴミ、 汚れにつ いては、 寮監 より報告があ った
場合、他の諸 注意も含 め掲示等 を行 い対応してい るが、破 損される 場合 がある。また 、件
数は少ないが 自転車の 盗難もあ る。 近隣や駅周辺 を捜索す るが、そ れで もない場合は 警察
に盗難届を出している。
部屋は全て一人部屋で 57 室あり、エアコン・留守番機能付電話・ベッド･ロッカー・イ
ンターネット 接続端子 等を装備 し、 各階に共同利 用のキッ チンとシ ャワ ールーム等を 設置
している。食事は 1 階の学生食堂で用意している。
下宿･アパート等の斡旋は学生課が担当し便宜を図っている。年に 1 回、大学と斡旋業者
との懇談会を 実施し、 下宿学生 の生 活状況や空き 室状況、 家主及び 斡旋 業者からの要 望等
を聴取してい る。収集 した情報 ・資 料については 、必要に 応じて全 職員 が共有し、ま た掲
示板等で学生 に広報し 紹介して いる 。アルバイト について は、掲示 だけ でなく学生か らア
ルバイトの現 状を聞き 、相談に 応じ ている。健康 管理の面 から考え てま た学生にふさ わし
いアルバイト先を紹介している。
通学につい ての便宜 は、学生 の多く が自動車等 で通学し ているの で、キ ャンパス内 に四
輪自動車用駐車場（137 台）、自動二輪車用駐車場（ 40 台）及び自転車用駐車場（ 50 台）
を設置している。必要な書類として、駐車場使用許可願、免許証コピー、車検証のコピー、
任意保険のコ ピーを提 出させて いる 。学生は決め られた自 分の場所 に駐 車しているが 、な
かには「自動 車通学等 に関する規 程」〈提 :1〉に違 反する車 両が見られ る ことがあるの で、
5 月に職員に よる車両 一斉点検 を実 施した。検査 内容は道 路交通法 に基 づき、本学独 自の
検査基準で行 なった〈 備 :63〉。 その 後の検査は、 途中登録 があった 場合 のみ実施した 。学
生が自分の車 両に手を 加えてい るが 、毎日の検査 はできて いない。 また 、運転マナー の向
上は、全職員が個別に指導しているが、まとめての指導はできていない。
6 月には、「不正改造車を排除する運動」強化月間の一環として、四国運輸局からの車両
検査があった 。3 台が 整備指示 を受 けたが、故 意 に不正改 造してい る車 両はなかった との
評価であった。整備指示を受けた学生は、直ちに改善をした〈備:63〉。
前期、後期の始まりの約 2 週間には、職員が交代で、大学正門において登校指導を行な
っている。し かし、大 学近くの 店舗 の駐車場を横 切るなど 、一部の 学生 の運転マナー の悪
さが外部より指摘されることがある。
通学用バスは整備していない。
奨学金につ いては日 本学生支 援機構 等の外部の 奨学金制 度に加え 、創立 者の近藤安 次郎
の名を冠した本学独自の奨学育英制度を設けている〈備:37〉。
その一つの 奨学育英 制度は、 指定校 特別推薦 入 試合格者 に対して 選考す るもので一 種と
二種がある。一種は毎月（ 8･3 月は除く）3 万円を 2 か年支給し返済免除であり、二種は学
生寮居住者を対象としたもので寮費のうち部屋代（毎月 3 万円相当）を免除している。
本年度より 3 年間の期間限定として 2 年間授業料免除（定員 10 名）する「きらめき女子
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学生制度」を 創設した 。そのほ か女 子奨学育英制 度、経済 的に就学 困難 な学生を援助 する
ため奨学金貸 与制度、 優秀かつ 模範 たる技術者の 育成を図 るための 返済 免除である入 学後
特待生奨学支援制度を整備している。
外部の奨学 金の一つ に兵庫県 出身の 学 生に対し て自動車 関連の法 人から の給付奨学 金制
度があり、毎年 1 名が選考されている。
学費免除と しては、 家計基準 はある が本学卒業 生・在校 生の子女 兄弟姉 妹に対する 入学
検定料及び入 学金免除 、私立高 校及 び自動車科・ コース出 身者また は専 門学校、短期 大学
及び大学既卒 者に対す る入学金 免除 、沖縄や離島 振興法の 指定を受 けて いる離島出身 者、
災害救助法適 用地域で 一定以上 の被 害を受けた世 帯からの 入学者に つい ては、 1 年前 期授
業料免除としている。また、入学時 30 歳以上 60 歳未満の社会人入学者については、授業
料を半額免除、60 歳以上の社会人入学者については 70％免除としている。
さらに、社 会人特別 選抜で入 学した 学生には、 入学金や 入学時前 期の授 業料、施設 拡充
費の免除、学生寮部屋代または下宿費用の一部補助等の社会人特別支援制度がある。
学生の健康管理面については、年度初めにレントゲン検診、内科検診等を実施している。
冬期のインフ ルエンザ の流行を 防ぐ ため、講義室 には１～ 3 台のイ オン 発生の機能を 持つ
加湿清浄機を 整備して いる。希 望者 だけではある が、学内 でインフ ルエ ンザ予防接種 を実
施し、国家試 験前の体 調管理維 持に 努めている。 また、学 内での緊 急の ケガや病気 が 発生
したときには 、事務室 が用意し てい る救急用品に よる救急 処置や、 近隣 の病院への付 き添
いで対応している。
喫煙してい る学生に 対しては 、年度 初めに新入 生を対象 に喫煙者 を一人 でも少なく した
いという目的で、「タバコと健康」と題して徳島県医師会の講 師 に よ る 講 演会 を 実 施 し た 。
また、薬物 乱用を防 止するた め、県 の薬務課で 麻薬担当 の方によ る健康 で安全な生 活を
送るための講演会を開催した。さらに、平成 26 年度より実施している徳島県精神保健福祉
センター講師による「自殺予防研修会」を開催した〈備:64〉。
今年度より新たな取り組みとして、「総務省行政相談」の講演会を実施した。
メンタルケアやカウンセリングの体制については、学生相談室を設け、学生相談室長（学
生課長）に相 談できる 体制を整 えて いる。学生相 談室開設 の案内に つい ては、年度当 初の
オリエンテーションや掲示板により行なっている。
また、近年 増えてい る高機能 発達障 がい学生の 対応も学 生課が行 なって いる。現在 は高
機能発達障が いとして 支援を希 望し ている学生は いない。 支援希望 につ いての案内は して
いるが、次年度も希望者はいない。
女子学生に は、年度 当初にセ クシュ アル・ハ ラ スメント について 具体的 な事例を挙 げて
の説明と 2 か所ある相談窓口の案内をしている。
学生の意見 や要望の 聴取につ いて意 見箱のよう なシステ ムはない が、教 員が生活面 や学
業等での悩み を聞ける よう、オ フィ スアワーの時 間を設け ている〈 備 :28〉。年度初 めのオ
リエンテーシ ョンで、 担任だけ でな く全ての教員 が窓口と して、オ フィ スアワーを設 けて
いることを説 明し、掲 示板には 時間 帯の一覧表を 掲示して いる。職 員に オフィスアワ ー来
室者の報告書 は提出を 求めてい ない ので、実際の 人数が把 握できて いな い。来室の目 的に
もよるが、短 い時間で 済む場 合 は記 録が残しにく いように 思う。ま た、 理事長、学長 自ら
も授業を担当しており、学生と直に接していく中で意見や要望等を吸い上げ対応している。
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本学は、ク ラス担任 制を取っ ている ので、学年 始めと後 期初めに は、ク ラス担任が 個人
面談を行なっ た。その 面談の中 で学 生を知り、話 しやすい 雰囲気づ くり に努め、日々 の学
生への指導や 授業を欠 席したと きの 連絡等から学 生の意見 や要 望を 聞く ようにしてい る。
全学生へ学校 生活での 気配りと して は、全 職員に お願いし ている。 授業 の出席・欠席 、授
業態度、休憩 時間の過 ごし方、 実習 時間の作業態 度等で、 何かおか しい と思う行動が 見ら
れる場合、毎月の職員会議で報告し、全職員が共通認識を持つようにしている。
卒業時には 、本学に 対する意 見や要 望のほか、 本学への 進学に対 する満 足度等のア ンケ
ート調査を実施している〈備:32〉。今年度は 81％の学生が“満足している”との回答であ
ったが、新 年度の職 員会議で 100％ を目指して 取り組む ことを確 認する 。１年生に 対する
満足度アンケート調査は平成 29 年度に予定している。
留学生の学習及び生活支援については、中国、ベトナムから 10 数名が在籍しているため、
留学生の支援 策として 、入学前 に 日 本語教育の選 択科目と して「基 礎日 本語Ⅰ・Ⅱ」 を、
それぞれ 2 単位分の授業を行なっている。入学後の授業では、日本語能力試験 N1 合格と日
本社会への理解を目的とし、必修科目として「日本語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、Ⅳ」合計 4 単位を開設
している。す でに日本 語能力検 定等 を取得してい る場合は 、検定に 応じ て免除あるい は上
級のレベルの日本語の授業が受けられるようにしている。
日本語の授 業に数名 の女性ボ ランテ ィアが加わ り、日常 会話能力 向上の 支援を行な って
いる。女性ボ ランティ アは徳島 県国 際交流協会に 所属する 会員が中 心で 、授業に日本 文化
の紹介や体験を取り入れることもあり、学生は会話を楽しむようになってきている。
留学生が学 校生活を 送るうえ で、不 明な点や相 談したい ことがあ れば留 学生同士で 解決
するのでなく 、日本人 学生に気 軽に 声がかけられ る支援制 度として 、留 学生支援チュ ータ
ー制度〈備:58〉を導入して い る 。 1 年 生 の 各 ク ラ ス に 2 名の 日 本 人 学 生 を配 置 し て い る 。
学園関係者 や一般有 志及び日 本人学 生等が参加 して徳島 工業短期 大学留 学生後援会 を組
織し、表Ⅱ-3 に示すとおり、多様な支援行事を行なっている。留学生に日本の風土や習慣
を理解してもらうことを目的に年に 2 回、県内、県外への研修旅行を実施している。また、
歓迎会や年 3 回の誕生会を行なうなかで、年齢の異なる世代との懇談やゲームへの参加等
をとおして人間関係を深めさせている〈備:60〉。
表Ⅱ-3
実施日
28.3.18

留学生支援行事

行事名

場所

留学生数

他の参加者数

7名

９名

オリエンテーション

本学会議室他

28.4.1

留学生来日歓迎昼食会

みちよ亭（藍住町）

10 名

26 名

28.5.28

留学生春季遠足

ラウンドワン（徳島

11 名

17 名

～28.4.6

市）、眉山、ひょうた
ん島クルーズ
28.6.10

留学生誕生会

本学学生会館

14 名

47 名

28.9.24

留学生秋季遠足

金閣寺・清水寺（京

14 名

14 名

都市）
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28.9.30

留学生誕生会

本学学生会館

10 名

43 名

29.1.20

留学生誕生会

本学学生会館

13 名

41 名

留学生が下 宿生活で 必要とな る生活 用品につい ては、冷 蔵庫や洗 濯機、 自転車等の 大型
生活用品の貸し出しを行なっている。、
アルバイト は大学の 紹介、先 輩の紹 介、ネット での検索 等ですぐ に見つ かるが、ア ルバ
イト先が多い徳島市内から遠距離通学している。
在留カード の住所変 更、運転 免許の 取得及び査 証の更新 等日本で の生活 で手続きが 必要
なことについては、留学生を担当する職員を配置し支援する体制を整えている。
社会人学生 の学習を 支援する 体制と して、技術 や国家資 格を身に 付けて 再チャレン ジを
したい社会人 の夢を叶 えるため 、一 定条件を備え た社会人 に学力検 査を 課さない「社 会人
入試」を実施 し入学を 受け入れ てい る <備:48>。入 学後の取 組姿勢は 意欲 的で良好であ り、
他の一般学生に良い刺激を与えている。
日本人学生 のアルバ イトは求 人情報 誌で探すこ とが多い が、大学 への求 人は掲示板 に掲
示し、希望者は紹介している。
また、卒業 後に実施 の二級自 動車整 備士国家資 格が取得 できなか った卒 業生や、国 家資
格のうち二級 ガソリン 自動車整 備士 の資格のみを 取得し、 二級ジー ゼル 自動車整備士 の資
格試験を受け なかった 卒業生に 対し て、学内での 個人指導 、または 過去 問題を送付し 通信
教育的な方法で、国家資格が取得できるように配慮している。
自動車整備 士以外の 各種資格 は、個 々の取得意 欲に任せ ているが 、やは り合格する ため
の努力を怠る学生が多い。
障がい者へ の支援体 制につい ては、 本館におい ては介助 者なしの 車椅子 利用者にも スロ
ープを利用し て入館で き、 1 階 の会 議室や図書館 、トイレ 等が利用 でき るようになっ てい
るが、2 階以 上や他の 建物にお いて は障がい者を 受け入れ る体制は 未整 備である。実 習場
の見学等において車道はあるが、急なスロープとなっており介助者が必要である。本年度、
身障者専用駐車場を玄関近くに整備するとともに、身障者用車椅子を配備した。
発達障がい の診断書 を提出し ている 学生はいな いが、や や疑いが あると 思われる学 生に
は、クラス担 任が中心 になり対 応し ている。講義 及び実習 中で対応 が必 要な場合は、 学生
課またはクラ ス担任が 教授会や 職員 会議で報告 し 、適切な 指導を全 職員 で行なうよう にし
ている。
科目等履修生及び研究生等の履修生については、6 か月または 1 年間受け入れる体制を
制度的に整えているが、近年の受け入れはない。
長期履修生を受け入れる制度は整備していない。
学生の社会 的活動に ついては 、大学 の授業では 得られな い感動や 喜び、 人との出会 いや
新しい自分の 発見があ り、その 活動 をとおして自 分自身を 成長させ 大学 生活や人生を より
充実させるこ とにつな がるもの にな る。また、本 学に対す る地域社 会の 理解が深まり 、評
価も上がることになる。本学では学生の社会的活動を積極的に 評価することに努めている。
地域活動の 取り組み として、 地域の 交通安全に 貢献しよ うと毎年 秋に「 交通安全キ ャン
ペーン」〈 備:65〉を実 施してい る。 大学近くの県 道沿いで 、本学の 交通 安全協議会の 役員
である学生が 中心とな り、地域 の警 察署員や交通 安全協会 員、交通 安全 母の会員の協 力を
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得て、交通事故防止と交通安全思想の普及に努めている。
平成 28 年度に本学内で開催した第 2 回の「クラシックカー・フェスティバル」
〈備：78〉、
他大学の学園 祭〈備 :80〉、徳島 ヴォ ルティススタ ジアム学 園祭など 学外 のイベントに 、学
生がボランテ ィアと し て参加し たが 、参加する学 生に偏り がある。 また 、学生数に対 して
イベント数も多いようである。
また、本学 が開催す るキャン パス・ モータショ ーでは地 域の方を 対象と した「マイ カー
点検教室」を開き、点検や点検の方法について学生が説明をしている。
他のボランティアの取り組みとして、献血を毎年 2 回、掲示板等で呼びかけて希望者を
募り学内で実施している。
本学では、 このよう な活動に 割ける 時間が非常 に限られ ている状 況では あるが、本 学伝
統の交通安全 キャンペ ーンの実 施で は、授業時間 を変更し て学生が 参加 できる工夫を 行な
い、献血では学生が参加しやすい日時に献血車の依頼をしている。
卒業時には 交通安全 活動、献 血活動 、ボランテ ィア活動 に功績の あった 学生を表彰 し、
社会的活動を評価するようにしている。
(b)課題
クラブ活動 では、学 生がほぼ 主体的 に取り組ん でいるが 、クラブ 会議が 開催できな かっ
たこともあり、学友会の立ち上げが進んでいなく組織化が遅れていることが課題である。
喫煙する学 生への喫 煙マナー の向上 が課題であ る。学内 、学外で ゴミの ポイ捨てに つい
て注意、指導する必要がある。
寮規則を設 け夜間は 寮監が常 駐して いるが、夜 遅く騒ぐ ことや外 泊願が 出されてい ない
ことなどが時々あり、規則をきちんと守らない寮生への対応が課題である。
通学車両申 請を年度 の途中で 行なう 学生の車両 検査が実 施できな い場合 がある。ま た、
学生の中には 駐車許可 を受けず に通 学しようとす る者や一 斉点検後 に違 法改造の疑い のあ
る車両で通学 しようと する者も 散見 するので彼ら への指導 が課題で ある と共に、運転 マナ
ーの向上も課題である。
障がい者受 け入れの ための施 設につ いては、自 動車整備 士を目指 す学生 が集う大学 であ
るので、入学 時に身体 的な 障が いを 持つ学生はい ないと思 われるが 、在 学中に交通事 故等
により一時的 に身体に 支障をき たす ことも考えら れる。ま た、障が いを 持つ保護者や 一般
の方が学内見 学を希望 すること も考 えられるので 、障がい 者を受け 入れ る施設の整備 が課
題である。
留学生の学 習につい ては、非 漢字圏 からの入学 生が増加 したが、 話す、 聞き取るレ ベル
がやや低く授 業以外で 考慮する こと が必要である 。また、 コミュニ ケー ション能力を 向上
させるために日本人学生との交流頻度を高めることも課題である。
長期履修生 を受け入 れる規程 はある が、近年受 け入れは ない。受 け入れ 体制の整備 など
今後の検討課題である。
学生の社会 的活動に ついては 、アル バイトで参 加できな い、移動 手段が ないなどの 学生
がおり、ボラ ンティア 活動に参 加す る学生が偏っ ているた め、幅広 い学 生に参加して もら
うことが課題である。
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[区分

基 準Ⅱ-B-4

進路 支援を行っている。 ]

基準Ⅱ-B-4 の自己点検・評価
(a)現状
進路支援のための職員の組織については、進路支援室を設置し室長他３名で活動してい
る。学外との窓口は室長が主に担当し、室長補佐はその手助けをしている。メンバーは専
任職員ではなく全員が兼任である。また、委員会組織として進路支援委員会を設け、進路
支援室のメンバーのほかに、入試広報課長及び関係するクラス担任で構成し、進路支援に
関する事項を審議している。
進路支援の基本的な活動拠点として、本館の2階の進路支援室長の隣に進路支援室を整
備し、学生が自由に使用できる環境を整えている。進路支援室では各企業の資料がファイ
ルごとに整理してあり閲覧できる。またパソコン4台整備しており、インターネットを介し
て学生の希望する企業情報がプリントアウトできる。進路支援室前の廊下には就職専用の
掲示板を備え、各県別に最新の情報を提供するなど就職支援を行なっている。
近年、新規企業あるいは過去に採用実績のある企業の訪問及び問い合わせが増加傾向で
あり、積極的に受け入れ、学生に情報提供している。しかし、県内の新規企業への訪問は
全専任教員に割り当ててはいるものの、現状では教員の時間的余裕がなく厳しい状況であ
り、学生に新規企業の情報提供はできていない。
就職支援については、進路支援室長とクラス担任が１年生の必修科目「キャリアデザイ
ンⅠ」で、働くことの意義や自己分析に基づいた進路先の決定、就職活動の進め方、採用
試験への対応など、自分の将来をしっかりと考えさせる指導に当たっており、就職のため
の支援を行なっている。その科目のなかで、平成28年度は県内外の企業から講師を招いて
講演会を4回開催し、学生のモチベーションの向上を図った。講演企業への情報認識に大い
に効果があり、さらに他の関心のある企業への情報収集にも波及し、就職を希望する学生
の多くは早期に意思決定することができている。さらに、保護者総会時の企業講演会では、
保護者の方々並びに希望する学生にも参加させ、主に人事担当者から企業の研修制 度や整
備士としての心構え、整備士として求められる資質などの話を聞いていただき、自動車業
界の実態について理解促進につなげている。〈備:69〉
２年生になって、まだ進路が決定していない学生に対しては、前期の選択科目「キャリ
アデザインⅡ」の開講により進路支援を行なっている。
進路支援室には専任職員がいないため生じていた課題、例えば履歴書の書き方や会社訪
問における注意点の指導、面接試験の対策が十分でないことの課題に対して、演習科目の
指導内容を見直し、その一部の時間に履歴書作成や面接指導を位置づける変更を行ない、
平成27年度より実施している〈備 :81〉。
12月には企業研究会を本学体育館で開催し、企業ごとのブースに分かれて採用担当者か
ら直接、職務内容や企業の求める人間像等を聞く機会を設け、受験先の決定に向けた支援
を行なっている。学生は、採用担当者との質問を含めたやり取りの中で、本番につながる
面接の練習にもなっている。午前と午後で合わせて8回、それぞれ30分間で関心のある企
業の情報を収集している。平成28年度は、県外企業を含む 61社98名の参加があり、その内
新規企業は5社であった〈備:70〉。
就職のための資格取得としては、二級自動車整備士国家資格の取得が第一であるので、
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卒業生全員が取得できるよう国家試験対策用ゼミを開講している〈備:7〉。授業時間割の
空き時間を活用したもので、授業のない専任教員が国家試験対策用の基礎を指導している。
平成26年度から国家試験対策用ゼミの時間枠を拡大し、前期の基礎ゼミでは 2時間枠、後期
の特別ゼミでは2時間枠と4時間枠を設け実施している。できるだけ多くの教員が対策ゼミ
で指導できるようにするため、同時展開の1年生の授業には非常勤講師が担当するよう時間
割編成を工夫している。さらに、基礎的な学力が不足している学生には、実習終了後の放
課後に張付ゼミを週に2回程度実施している〈備 :6〉。専任教員全員にそれぞれ学生 3名程
度を割り当てている。対策ゼミと張付ゼミは、国家試験対策課が計画を立て、空き時間を
考慮して配置した担当者等を日々の授業時間割に組み入れ表示している。
他の資格取得については、年間約 15 種類の資格試験について、掲示板により試験内容や
日時、申請手続き等を前広く案内している〈備:56〉。15 種類のうちの多くが、本学で開
催する講習会や関連の選択科目の受講により、取得や試験対策ができる資格である。
採用試験対策については、企業研究会を受けて、翌年の 1 月より始まる就職試験対策と
して、理事長と学長による「就職対策ゼミ」を 12 月に希望者 10 名に実施した〈備:71〉。
また、実技試験を課する企業への対応として、「実技試験対策講習会」を 1 月に実施した
〈備:73〉。就職試験前には、複数の教員が分担して本番さながらの模擬面接を繰り返し行な
い指導している。就職の内定している 2 年生に対しては、社会人としての心構えやマナーに
ついて再認識させるため、本学の教員が講師となって「内定者セミナー」を 12 月に開催した
〈備:74〉。
自動車工業学科の平成28年度の就職状況は、就職希望者数に対する就職者数の割合は
97.6％である〈備:43〉。
また、企業の採用試験については、これまでに収集した採用試験内容を参考に、一般教
養ゼミ及び実技試験対策講習の時間を設け支援している。採用試験を受けた学生には、終
了時には筆記試験、実技試験とも、その内容を報告するようにさせている。
卒業時の就職状況の分析・検討については、本学で身に付けた自動車工学の知識や技能
を活かすことができる専門職への就職の割合は97.5％で、昨年度の100％に比べて若干減少
しているが、自動車への興味や関心については、問題ないものと考えている。例年、進路
未活動者が出ているが、これは仕事への意欲のなさや非社会的な性格が主な原因と思われ
る。
自動車工業学科を卒業した学生を対象として、学生の就職先企業にアンケートを実施し
ている。進路支援委員会でアンケートの結果内容を検討し、採用企業からの本学に対する
要望や意見を取りまとめたなかから、専門教育検討委員会に課題を提案して学生の資質向
上対策に結び付けている。平成28年度は、基本的な整備・点検作業が身に付いていないと
いう多くの企業からの指摘を受けて、就職内定者16名を対象に整備講習会を12月に実施し
た〈備:75〉。平成28年度よりCOC＋に採択を受けて地元企業への就職率向上にも取り組み
を始めたので、学生支援に位置づけて地元企業の拡大に向けて計画を進めることにしてい
る。
進学に対する支援については、本学を卒業後、4年制の国立大学や私立大学に編入学を希
望する学生、本学の専攻科に進学を希望する学生、専門学校等への進学を希望する学生に
対し、入学関係資料を収集して進学希望先の入学試験科目や試験日等の情報を提供してい
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る。4年制大学への編入希望者には、数学の上級科目となる「数学Ⅲ」「数学Ⅳ」や、さら
に機械系進学希望者に対しては「材料力学」等の選択科目を開講している。また、学生か
らの要望に応え、編入学試験対策の補習、面接練習、数学の補習など、有志の教員が指導
に当たっている。
留学に対する支援は、希望する学生がいないので行なっていない。
(b)課題
学生の出身県別の人数により各企業の対応が決定され、学生数が少ない出身県では企業
からの問い合わせ数が減少し、また企業研究会への参加数にも影響するため限られた企業
の情報しか入手できないことや、新規企業との関係強化につながりにくいことが課題である。
県内出身の学生は過半数を占めており、なお地元志向の強い学生が多いことも課題の一
つであるが、広域企業のディーラーが増えてきているので、学生の企業研究の姿勢にも課
題がある。
進路支援室には専任職員がいないため、学生が十分な準備をしないで採用試験に臨むこ
とが課題である。
学生に働くことの意義を意識付けさせるとともに、就職活動に向けての意思決定、企業
分析、自己分析における課題を明確にさせ、就職意欲を高めるために企業講演会を実施し
ているが、実施企業の情報に偏ることが懸念される。
採用試験の内容である一般常識や専門分野の筆記試験及び実技試験については、就職支
援対策として実施しているが、学生にもっとアピールできる傾向と対策を考えることが課
題である。
[区分

基 準Ⅱ-B-5

入学者 受け入れの方針を受験 生に対し明確に示している。 ]

基準Ⅱ-B-5 の自己点検・評価
(a)現状
「入試要項 」の巻頭 ページに 、受験 生の皆さん へとして 本学が求 める学 生像（アド ミッ
ション・ポリ シー）を 記載し、 受験 生に入学者受 け入れの 方針を示 して いる。また、 アド
ミッション・ ポリシー は、ホー ムペ ージで公表し ているほ か、各種 の大 学説明会、 職 員に
よる高校訪問 、オープ ンキャン パス 等の機会に、 教育目標 や教育内 容と 併せて周知を 図っ
ている。
受験の問い 合わせに ついては 、入試 広報課の参 与が対応 するが、 参与が 出張等で不 在の
ときは事務職員が対応している。参与の対応が必要な場合には折り返し連絡をしている。
入試全般の 体制の整 備につ い ては、 入試広報課 長を委員 長とする 入試広 報委員会を 組織
し、入試広報 や学生募 集、入学 選抜 等の計画の策 定及び進 捗を図っ てい る。メンバー は入
試広報課の他に、進路支援室長、事務局長で構成している。
広報や入試 等の実務 について は、入 試広報課が 担当して いる。近 年、広 報において は専
門学校と短大 の違いを 明確にす るた めに大学案内 を自動車 主体から 人物 主体に変え、 本学
の求める学生 像を最初 のページ に掲 載し、先生や 学生、保 護者に分 かり やすく伝える よう
にした〈提:4〉。
大学説明会や職業ガイダンスについては、主として参与2名が担当地域を分担し広報に当
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たっている。 説明会等 は時期に よっ て重複するこ とが多く 、参与の 代わ りに授業に空 き時
間のある教員 が広報活 動に出か けて いる。実習を 伴う体験 授業につ いて は、体験内容 が指
導できる教員が対応に当たっている。
県内高校への広報活動については、参与以外の全教員が訪問担当校として 3校前後の高校
が割り当てられ、年に２回程度高校訪問を実施し知名度を上げることに努めている〈備 :61〉。
留学生への 広報活動 について は、担 当の職員が 中国、ベ トナム、 国内の 日 本語学校 等に
出かけ説明をし、面談を行なうなかで日本語能力を確認している。
平成28年度の主な広報活動は、大学説明会は地域の会場で 11回、高校会場で93回実施し、
そのうち体験 ・出張授 業は 41回 行な った。その他 、本学が 単独で実 施す る出張授業は 、沖
縄の工業高校等で3回実施した（表Ⅱ-4）〈備:51〉。
本学で開催した高校教員向けの入試説明会は、県外高校4校を含む25校25名の参加があり、
説明後は、教 え子の実 習作業状 況を 含めた実習場 の見学時 間を設け 、施 設・設備の充 実し
た教育環境の広報に努めた〈備:52〉。
オープンキ ャンパス は、年に 12回開 催し全教職 員が対応 に当たっ た。午 前中は、自 動車
に関連する実 習を取り 入れ、実 習内 容によっては 付き添い の保護者 等も 体験できるよ うに
した。午後は大学説明会と個別相談会、その後実習場の施設見学を実施した。
オープンキ ャンパス のリピー ターに ついては、 リピータ ー専用の 体験実 習として午 後に
ダートカートによるタイムトライアルを実施した。
毎回のオー プンキャ ンパスに は、本 科や専攻科 の学生数 名がサポ ーター として参加 し、
実習のサポー トや施設 見学の補 助案 内、個別相談 会では先 輩として のア ドバイスを行 な っ
た。一部の実習では、実習のサポートでなく教員の監督のもと学生が指導に当たった。
昨年度後期 より、保 護者会の 役員数 名がオープ ンキャン パスに参 加し、 午後の個別 相談
会では付き添 いの保護 者からの 質問 や不安に対し 在学生の 親の立場 から 対応していた だい
た。さらにオープンキャンパスの運営についての助言もいただいた。
オープンキャ ンパスの 内容と参 加者 数は（表Ⅱ -5）、この 3年間の 参加者 数は（表Ⅱ -6）
のとおりである。参加者数延べ数、3年生以上参加実人数とも昨年度より増加した。
表Ⅱ-4
実施日
H28.10.25
H29.1.18
H29.1.17

高

校

H28.4.23

名

テーマ

徳島県三好高等学校

自動車の整備につ

3 年生

いて

7名

出席者氏名
講師

助道

永次

沖縄県那覇工業高校

ハイブリッドカー

顧問

山本

哲彦

2 年生

の構造と種類

講師

東條

賢二

沖縄県美来工科高校

ハイブリッドカー

顧問

山本

哲彦

2 年生

の構造と種類

講師

東條

賢二

33 名
40 名

表Ⅱ-5
実施日

出張授業（単独）

オープンキャンパスの内容・参加者数
体験内容

凹んだボディの修理にチャレンジ！
72

参加者数
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H28.5.25

クラシックカーを見てみよう！

34名

H28.6.11

モータースポーツにチャレンジ！

17名

H28.6.25

エンジンってどんなもの？

11名

H28.7.9

ホイールアライメントって何？

11名

H28.7.23

安全装置ってどう働くの？

22名

H28.8.7

Only oneの塗装にチャレンジ！

23名

H28.8.28

オート・メカニックを体験！

27名

H28.9.17

レース仕様EVカーって何？

20名

H28.10.22

プロの工具で分解組み立て！

17名

H28.11.5

自動車のブレーキを整備！

16名

H29.3.25

自動ブレーキってどうやって止まるの？

26名

合計
表Ⅱ-6

292名

オープンキャンパス参加者数
平成26年度

平成27年度

平成28年度

参加者数延べ数

226

199

243

３年生以上参加実人数

83

78

91

自動車工学 に関する 学習に取 り組ん でいる高等 学校には 、さらに 興味・ 関心を深め るこ
とを目的に、本学において夏期招へい事業を実施した。（表Ⅱ-7）
表Ⅱ-7
H28.7.8

夏期研修招へい事業

岡山商科大学附属高等学校

1年生16名、教員2名

シャシダイナモメータの構造機能について
実車を使用した燃費測定実習
近隣の小学 校や中 学校には 、自動車 を扱った体 験授業 を開催し 、今年度 から始めて 「小
学生 夏休み自由研究のお手伝い」と称して8月28日のオープンキャンパス時に実施するな
ど、広く広報に努めており、特に、中学校職場体験については要望があれば送迎を行った。
平成28年度はこの体験授業等の受け入れを強化した結果、本学での職業体験学習には、小
学校体験授 業2校38名と夏 休み自由 研 究参加小学 生 20名で あり小 学生58名 （表Ⅱ-8） 、中
学校職場体験は昨年度3校19名に対して6中学校47名が参加した（表Ⅱ-9）〈備:77〉。
表Ⅱ-8
H28.5.27

小中学校対象体験授業

阿南市横見小学校

5年生15名、教員2名

ハイブリッドカーってなぁに？
クルマ塗装実習見学と体験
H28.12.8

板野郡板野西小学校

凹んだクルマのボディ修理実習見学と体験
クルマの健康診断？
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H28.8.28

夏休み自由研究のお手伝い

小学生20名

クルマの空気抵抗って何？
ソーラー電池でエコ扇風機
表Ⅱ-9
H28.7.6～7

職業体験学習

板野郡板野中学校

2年生5名

職業体験学習
タイヤパンク修理をしよう
エンジンの整備
自動車の点検
H28.10.12

洗車をやってみよう

まとめ

板野郡藍住中学校

2年生15名

職業体験学習
メカニック体験（パンク修理、ブレーキしくみ）
日常点検、エンジンルーム（オイル関係等のチェック）
エンジンの整備をしよう
H28.10.12～13

板野郡松茂中学校

2年生8名

職業体験学習
タイヤパンク修理をしよう
エンジンの整備を使用

自動車の点検をしよう

ハイブリッド自動車について
H28.10.20～21

まとめ

板野郡上板中学校

2年生8名

職業体験学習
タイヤパンク修理をしよう
エンジンの整備を使用

自動車の点検をしよう

ハイブリッド自動車について
H28.11.8～9

まとめ

板野郡藍住東中学校

2年生5名

職業体験学習
メカニック体験（電気装置）
日常点検、エンジンの整備
洗車をやってみよう
H28.11.17～18

まとめ

板野郡北島中学校

2年生6名

職業体験学習
メカニック体験（ハイブリッドカー）
日常点検、エンジンの整備
洗車をやってみよう

まとめ

以上のように 近隣の小 中学校及 び高 等学校と連携 し入試広 報につな がる 活動を行なっ た。
選抜の実施 について は、 AO入 試、指 定校特別推 薦を含む 推薦入試 、試験 入試、留学 生入
試がある〈 提:4,7〉。留 学生入試 を 除く全ての 選抜にお いて、自 動車、 機械、電気 、電子
74

徳島工業短期大学

及びこれに準 ずる学科 、コース 出身 者については 専門高校 特別選抜 を実 施している。 また
実社会で活躍している社会人については、社会人特別選抜を実施している〈備 :48〉。これ
らは、入試要 項で詳細 に明示し てい るほか、ホー ムページ でも公表 し、 高校訪問や進 路説
明会において周知に努めている。
入試問題は 学長から 委嘱され た委員 が作成し、 学長が確 認した後 、入試 広報課担当 職員
が所定の鍵の 掛かるロ ッカーに 保管 している。問 題の印刷 は、事務 局長 の指示により 、試
験前日に印刷 している 。面接官 、試 験監督者、採 点者も学 長から委 嘱さ れた者が当た って
いる。
合否判定は 、入試担 当者が試 験結果 や提出資料 等により まとめた 評価一 覧表を作成 し、
入試選抜会議を経て教授会で審議し判定を行なっている。
入学手続き 者への対 応として は、 AO入試合格者 は早い段 階で決定 するの で、自動車 に対
する興味や関心と熱い思いを維持させるため、また自動車への知識を身に付けさせるため、
オープンキャ ンパス時に 開催する 入 学前ゼミナー ルに 2回 (決定の時 期に よっては 1回 )の参
加を義務付け、自動車に関するレポート等を作成させている。
自宅から遠 距離で通 学できな いと思 われる者に は本学の 学生寮の 案内と 付近のアパ ート
の情報を提供した。
入学者への オリエン テーショ ンにつ いては、入 学式終了 後に保護 者を含 むオリエン テー
ションの中で、教務や学生生活に関する内容の説明、クラス担任の紹介をしている。
入学式の翌 日には、 クラス担 任をは じめ、各課 責任者か らこれか らの学 習への取り 組 み
や大学生活のためのオリエンテーションを行なっている〈備 :40〉。
学生寮に入 寮する学 生には、 入学式 の午後に保 護者同伴 での入寮 式に引 き続いて、 寮生
活についてのオリエンテーションを行なっている。
入学した週 には、こ れから自 動車を 学ぶ大学生 として求 められる 交通安 全を体験的 に身
に付けることを目標に、普通免許を持っている学生とまだ取得していない学生とに分けて、
郊外の施設において交通安全意識へのオリエンテーションを行なっている〈備 :66〉。
(b)課題
オープンキャンパスの参加生徒数の拡大を含め、入学者数の増加が喫緊の課題である。
オープンキャンパスでは、毎回学生ボランティアの協力を得て運営しているが、一部を
除いては教員の補助にとどまっている。参加者にアピールするためにも学生が主体となっ
て指導に当たるようになることが課題である。
AO入試合格者の入学前ゼミナールをはじめ、新入学生説明会における入学前教育を今ま
で以上に充実させることが課題である。
学習に対する姿勢や学生生活に問題のある学生、教務関係等の規程を十分に認識してい
ない学生が見られ、入学時のオリエンテーションの充実が課題である。
テーマ

基準 Ⅱ-B

学生支援の改善 計画

教育資源の有効活用については、下記を重点に取り組むこととする。
授業の目標 について は、シラ バスに 記載してい るが、学 生の実態 に合わ せ指導内容 のレ
ベルを変えていくことで対応していく。
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学生の学習 成果の評 価につい ては、 多面的な評 価が行わ れるよう シラバ スに記載さ れて
いる小テストや課題提出などの完全実施を行う。
家庭学習をしっかりと行わせるためにも、宿題の出し方について検討する。
学習成果の 途中経過 の把握に ついて は、受講態 度の評価 が行えな いか検 討する。ま た、
問題と思われ る学生は 、教授会 等の 場で教職員か ら指摘が 出るので 、そ の時点で今後 の対
応を取り決め 、実際上 大きな問 題と なる前に対応 がとられ ているた め、 形式ばった仕 組み
がなくても問 題がない のである が、 抜けが出ない ようにす る必要も ある ため、今後検 討を
進めていく。
授業アンケ ートによ る改善結 果の評 価について は、毎年 学生は変 わって いくので、 アン
ケート結果の 変化だけ で判断す るの は難しいこと であるが 、継続し てい くことで改善 され
ているという 気持ちを 忘 れずに 取り 組んでいくこ ととする 。また、 少な い意見にも真 摯に
耳を傾けるという姿勢を持ち続けることとする。
IR推進レポ ートにつ いては、 平成28年度は他部 署または 個人から の IRレ ポート分析 依頼
は出てこなか ったこと もあり、 教職 員の意識とし てデータ からの見 方の 重要性があま り認
識されていな いと思わ れる。 IRの活 用を図るべく 、その有 用性を多 くの 教職員が理解 でき
るような取り組みを検討していく。
保護者への情報提供については、GPA評価が始まったこともあり、GPA評価 の意味合いな
ども含め書式の改善を進めていく。
学生の手続き関係については、教員と 職員間の意見交換会のほか、教務課と の検討を進
めていく。事務職員の学生へのサポー トについては、まず、長期休業期間中 に外部研修へ
の参加ができるよう極力配慮する。
窓口等での支援については、学生が何 をしなければならないか分かりやすい 掲示に努め
ることから始めていくとともに教員とも連携を図り周知を徹底していく。
図書館の有効活用のための施策として 、レポート作成に必要な参考書を常備 する方向で
検討を進めるとともに、授業時間に応 じた開館時間の一部変更や、開館時間 外の開館の希
望調査を継続して行う。また、図書館 からの掲示などで、より学生に訴求す るよう心がけ
ていく。
パソコンの授業での活用方法について は、FD・SD推進委員会で検討を進める ほか、先進
的な取り組みをしている教員の事例を他の教員に公開する場を設定する。
学習支援の組織的取り組みについては、下記を重点に取り組むこととする。
四国大学と の単位互 換制度に ついて は、開講時 期や授業 時間帯の 検討を 行うととも に、
COC＋で実施しようとしている集中講義形式の遠隔授業を含めて検討する。
GPA 評価につい ては、 オリエン テー ションで学 生にしっ かりと説 明を行 い、締切日 以降
は GPA 評価に関係することを理解させる。
基礎学力が 不足して いる学生 を対象 にしている 「数学基 礎」「物 理基礎 」は、受講 学生
への効果が認められるので、より効果的な内容にすべく検討を進める。
同様に、国 家試験対 策ゼミと しての 基礎ゼミ、 特別ゼミ 、張付ゼ ミにつ いても、効 果が
認められるの で、さら に合格率 を上 げるために国 家試験対 策課を中 心に より効果的な ゼミ
にすべく検討を進める。出席状況の悪い学生に対しては、国家試験対策プロジェクトで個々
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の学生の指導方法を検討する。
学生への適 切な指導 や助言に ついて は、クラス 担任会を 開いて必 要とす る情報を把 握す
るとともに、 学生個人 情報を一 元化 することを検 討する。 また、 中 間試 験廃止に伴い 、ク
ラス担任が学 生の状況 が把握でき る ように導入し た状況報 告シートの 内 容をさらに検 討し、
成績や学習状 況がよく 理解でき る書 式へ改善する 。さらに 、クラス 担任 以外で気軽に 相談
できる教員のサポーター制度の導入を併せて検討する。
近年、広い 意味での 学習障が いと思 えるコミュ ニケーシ ョンがう まく取 れない学生 が入
学しており、 授業や学 校生活で の気 配りが 必要で あるとの ことから 、学 生との関わり 方に
ついてFD/SD研修を実施する。
退学者減少 への対応 について は、気 軽に相談で きる体制 づくりに 努める とともに、 教務
課を中心とし て情報収 集に努め 、ク ラス担任との 連携を図 り早目に 対応 していく。ま た、
成績不振の学 生には補 習での対 応や 、入学後のミ スマッチ ングをな くす ためには大学 説明
会における学 習内容や 進路等につ い て説明をしっ かり行な うことで退 学 者の減少に努 める。
留学生の学 習成果を 獲得する ため には、日本語 能力の向 上が必要 であ り、地域ボラ ンテ
ィアによる学 習サポー トを継続 する とともに、日 本語能力 試験受験 の義 務化を検討す る。
また、日本人 学生との 積極的な 会話 を促進するた め留学生 行事への 参加 を含めたチュ ータ
ー支援の活用を活発にする。
生活支援の組織的取り組みについては、下記を重点に取り組むこととする。
学友会の立ち上 げの第一歩と するため に、年間を通じ てクラブ活動 全体の日 程表を作成
する。
喫煙場所以 外での喫 煙、歩き タバコ の防止策と して、全 教職員が 共通認 識を持ち、 見つ
けるごとに注意することで喫煙マナーの向上に取り組む。
寮生につい ては、注 意、警告 の掲示 をしている が、個々 の学生を 特定す ることが困 難で
あり、年度初 めのオリ エンテー ショ ンだけでは不 十分であ るので、 年間 を通じて何度 か注
意、指導を行うこととする。
年度途中で 通学車両 申請が出 た車 両や一斉点検 後の改造 車両への 対策 として、月ご との
検査日を設けることを検討したい。また、マナー向上に対しての時間が取れていないので、
授業時間に含 め（キャ リア、キ ャリ ア演習等）実 施する必 要がある 。た だ注意するの でな
く、理由を示して納得させる指導を行う。
留学生の会 話力向上 のために 、留学 生行事に積 極的に参 加するこ とを勧 めたり日本 語教
育サポーター の継続や チュータ ー支 援制度の活用 を活発化 したりす る。 また、アルバ イト
の確保については、大学近隣の主な飲食店に留学生の採用の可否について調査する。
長期研修生 について は、地域 貢献 や大学の活性 化につな がるので 、他 県の自動車短 期大
学の取り組みを調査研究することから始める。
ボランティ ア活動に ついては 、ボラ ンティア活 動やイベ ント参加 の経験 が、実社会 にお
いても役に立 つことを 説明する 時間 を設けたい。 また、 2 年間の活 動実 績を、各 年後 終了
時、卒業時に必ず評価できるシステムを構築したい。
進路支援については、下記を重点に取り組むこととする。
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学生に多くの企業の中からの選択が可能となるように、できるだけ時間を確保し新規企業
の開拓に向けた企業訪問を実施する。
県外企業の情報収集については、多くの企業の情報が提供できるよう過去に採用実績のあ
る企業の動向を調査し企業数を確保することに努める。
県内出身学生には、COC+の取組を活かし、広域に展開する企業も含め情報をしっかりと提
供していく。
「物理・キャリア演習」の授業で、就職に対する準備学習をしっかりと進めていく。また、
学生からの就職相談や採用試験に臨むときは、情報を共有するため担任と同席のうえ面談す
る機会をつくる。
「キャリアデザインⅠ」の授業を活用し、企業講演会の実施や企業研究会への積極的な参
加促進をとおして、学生のモチベーションを高めていく。
企業講演会については、限られた情報にならないよう、講演企業、講演数、内容について
適切に判断して実施する。
過去に出題された採用試験問題や実技試験問題から傾向と対策を図ることにより、学生へ
のアピール度を高め、効果的に活用できる資料となるように取り組む。
オープンキャンパスのリピーターは、本学への入学希望者であることが多いので、リピ
ーター対応の体験内容をさらに充実させ、また、女子生徒にも自動車に興味・関心が持て
る体験授業内容の導入を検討する。
オープンキャンパスの個別相談会では、参加者と学生や教職員とのアットホームな人間
関係が築けるように努めるとともに、ボランティアで参加している保護者会役員の応援活
動を継続させ参加者の入学率をさらに高める。
サポーターの学生が、教員に代わって体験内容の指導ができるようになるなど、学生を
積極的に活用する進行プログラムを検討する。
入学前ゼミナールについては、自動車に興味や関心を持たせる内容を取り入れる。
新入学生説 明会につ いては、 進行や イベントな どのプロ グラムを 検証し 、来年度の 計画
に活かしていく。
入学時のオ リエンテ ーション につい ては、前年 度と同じ ように入 学式後 に加えて午 後に
も実施すると ともに、 各課等の 説明 時間にはメリ ハリをつ けた配分 を行 なうなど、オ リエ
ンテーションにしっかりと時間をかけ指導内容の充実を図る。
提出資料
1.学生便覧
3.講義要綱
4.入学案内
7.入試要項
備付資料
6.張付ゼミ
7.国家試験対策用ゼミ
8.公開授業及びアンケート結果
20.各種資格試験合格状況
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28.オフィスアワー
30.出席状況警告文書
32.学生の卒業時のアンケート結果
37.奨学金・授業料免除制度
40.オリエンテーション資料
41.進路別の選択科目推奨モデル
43.卒業生進路状況
45.授業及び実験・実習アンケート用紙
46.学生によるアンケート結果に基づく自己点検・評価報告
47.学生によるアンケート結果のまとめ
48.社会人入試広報資料
50.FD/SD の活動記録
51.大学説明会実施状況
52.入試説明会（本学開催）
53.新入学生説明会
55.基礎学力向上対策
56.各種資格広報案内
57.既修得単位等の認定
58.チューター支援制度
61.教員高校訪問広報活動
63.車両検査
64.各種教室開催とアンケート結果
65.交通安全運動
66.交通安全教室
69.企業講演会
70.企業研究会
71.就職対策ゼミ
72.SPOD プログラムガイド
73.実技試験対策講習会
74.内定者セミナー
75.内定者への整備講習会
77.小中学生対象体験学習
78.クラシックカー・フェスティバル
79.IR 推進レポート
80.学園祭ボランティア
81.物理・キャリア演習
基準Ⅱ

教育 課程と学生支援の行動計画

科目の到達目標や 指導計画 、評価 方法等の理解 度につい ては、学 生へ の授業アンケ ート
の集計・分析を通じて効果を引き続き検証する。
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カリキュラ ム・マッ プについ ては、 シラバスの 到達目標 と学位授 与の方 針との整合 性を
精査するため、ALO を中心としたチームで査読等を継続する。
成績評価における GPA 評価については、学生・保護者に十分説明するとともに卒業及び
進級判定会議時に参考資料として学生の指導に活用する。
学生の多面 的な評価 を行なう ため に、教員が小 テスト等 を実施し てい るかについて 、年
度末に再度調査し徹底を図る。
四国大学と の単位互 換制度に より 選択科目の履 修につい ては、四 国大 学の履修申請 が４
月初めと困 難なので 、 COC+で実施 し ようとして いる集中 講義形式 の遠隔 授業を含め て検討
する。
大学説明会 、オープ ンキャン パスの 開催につい ては、引 き続き入 試広報 課 が中心と なっ
て改善計画を 実行し、 年度末に 達成 度を検証する 。特にオ ープンキ ャン パスでは学生 サポ
ーターの協力を得るよう極力努力する。
学生が入学 後に獲得 した学習 成果等 の検証につ いては、 授業アン ケート 、国家試験 の合
格率、各種資格の取得率等を総合的に分析し、さらに教員へのヒアリングを行なう。
進路支援に ついては 、企業ア ンケー ト、企業と の懇談会 等を通じ て進路 支援室が中 心と
なって昨年度 課題とな った事項 の改 善状況を把握 する。さ らに教育 課程 の改善につな がる
情報を収集・ 分析する 。その結 果を 受けて専門教 育検討委 員会で審 議し 教育 課程の改 善に
つなげる。
教育資源の 有効活用 のうち学 生によ る授業評価 について は、平成 27年度 末に授業ア ンケ
ートの項目及び調査方法等を変更したので各授業者に徹底するように、FD/SD推進委員会で
前期末までに共通理解のための仕様書を検討する。
IRデータの活用については、初夏に学外講師を招へいしてFD/SD研修会を行ない、理解を
深め後期末試 験の成績 の判明後 に IR推進チームに よる分析 結果をも とに 本学の課題と 改善
案を策定する。
事務職員の学生支援については、学生 の手続き関係、図書館の有効活用、パ ソコンの授
業での有効活用等、FD/SDに関係する事項なので、平成 28年度から継続して中期的な視点で
職員間での研修、学外講師招へいなどにより優先順位を付けて実施していく。
学習支援の 組織的取 り組みに ついて は、学習の 動機づけ を強化す るため に、入学式 後の
オリエンテーション、最初の授業等で丁寧に実施する。
基礎学力不 足の学生 向けの数 学基礎 や物理基礎 、国家試 験対策用 ゼミに ついては、 担当
課長が課題を把握し効果的な指導方法に毎年改善していく。その結果を年度末で検証する。
学生への適 切な指導 や助言に ついて は、クラス 担任会を 開いて必 要とす る情報を 把 握す
るとともに、 学生個人 情報を一 元化 することを検 討する。 また、 中 間試 験廃止に伴い 、ク
ラス担任が学 生の状況 が把握でき る ように導入し た状況報 告シートの 内 容をさらに検 討し、
成績や学習状況がよく理解できる書式へ段々と改善する。
退学者の減 少に向け ては、相 談体制 を強化する とともに 、引き続 き教務 課が中心と なっ
て情報収集に努め、関係する課・室が対応を行なう。
留学生の学 習成果を 獲得する ために は、本学学 生のチュ ーター制 度の充 実を図ると とも
に日本語ボランティアの増員、日本語非常勤講師１名の増員、校外での日本語授業の実施、
地元高校生との交流等を通じて日常生活で使用する日本語力を強化する。
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生活支援の 組織的取 り組みに ついて は、学生課 が中心と なって計 画を作 成し着実に 実施
する。その進捗度を教授会で定期的に報告し課題等を検証する。
進路支援室 が中心と なって改 善計 画で示された 項目につ いては、 優先 順位を検討し 、学
生の早期進路決定と全員の進路決定を目指し実施していく。年度末に達成度を検証する。
入試広報課 が中心と なって改 善計画 で示された 項目につ いては、 優先順 位を検討し 、直
ちに実施する 。前期末 にそれま での オープンキャ ンパス動 員数等か ら目 標に対する実 績を
まとめ、課題等を検証し後期からの活動に反映させる。
◇基準Ⅱにつ いての特記事項
(1)

以上の基準以外に教育課程と学生支援について努力している事項。
該当ありません。

(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 。
該当ありません。
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【基準Ⅲ

教 育資源と財的資源】

基準Ⅲの自己 点検・評価の概要
教員組織に ついては 、 退職者 にとも なう教育課 程を見直 したので 、どの 程度効果が あが
ったのか平成 29 年度末に検証する。
専門教育は十分な経験・実績のある専任の教員が当たっている。しかし、 60 歳代後半が
多く年齢構成に偏りがあるので中長期的展望に立ち、退職者の補充の検討を始める。
教員の業績 評価につ いては、 前年度 に特定の分 野におい て業績が あった 教員、事務 職員
に対して夏季 賞与に加 算してい るが 、授業アンケ ートの結 果による 業務 評価は実施し てい
ない。そこで、平成 28 年度に改善された授業アンケートを実施するので、その授業アンケ
ートを活用し て、特に 優秀な教 員へ の顕彰につい ては自己 点検・評 価の ための経営会 議で
検討を始める。
自動車整備 教育に関 する教育 研究活 動には、一 定の成果 を上げて いるが 、個人の研 究費
は限られてお り共同研 究費及び 学長 裁量の研究費 を継続す ることで 、共 同での研究や 若手
教員の教育研 究能力を 高めるこ とを 目指している 。外部資 金獲得の ため の情報収集及 び他
校との連携をさらに強化する。
四国大学と の情報交 換を通じ て事務 の効率化、 教職協働 の精神及 び学生 等へのサー ビス
の向上を一層図る。年度末に学生アンケートによって検証する。
物的資源については、図書館の利用率の低迷を打開するための改善策を平成 29 年度の前
期までにまとめ平成 29 年度末までに実施する。
施設設備の維持・補修管理については、平成 29 年度からの実習計画に支障がないよう優
先的に進めて行く。
技術的資源のうち自動車整備教育に関する機器類については、現状では充足しているが
外部からの補助金活用により新規購入、更新を図る。また、他大学と連携して外部資金を
獲得することを目指す。
財的資源については、経営状況の区分は B3 ゾーンの評価であったので、入学定員確保に
向けた 5 年間の経営改善計画を立て進捗管理表を作成し、年度末に検証し改善を図る。ま
た、事業団からの補助金を獲得するため、私立大学等経営強化集中支援事業（B）に連続して採
択されるよう、また私立大学等改革総合支援事業等に採択されるよう学内改革 を推進する。それに
より経営改善を図っていく。
経費の削減 として、 自動車の 専門短 期大学とし て必要な 投資はあ るもの の職員には 、さ
らに節約意識 を高める よう周知 する 。経費のなか で最も大 きな割合 を占 める人件費に つい
ては、職員の 定期昇給 の抑制の ほか 、 職員数の適 正化を考 え退職教 員の 補充減及び非 常勤
講師の減などに着手している。
[テーマ
[区 分

基準Ⅲ -A
基 準 Ⅲ -A-1

人的 資源]
学科・専攻課程編成・実施の方針に基づいて教員組織を整備してい

る。 ]
基準Ⅲ -A-1 の自己点検・ 評価
(a) 現状
教員組織に ついては 、教育課 程編成 ・実施の方 針に基づ いて編成 してお り、教授、 准教
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授、講師、助教を配置している。平成 28 年度末で 2 名の教員が退職予定であるが、 1 名の
補充にとどまり 1 名減の編成となるので、平成 27 年度末までに平成 29 年からの教育課程
編成の方針を決定した。平成 28 年度は、実施内容について協議を重ねて平成 29 年度から
すみやかに移行できるようにした。実習に必要な機器・機材なども平成 28 年度末までにほ
ぼ購入することができた。
教員数は、 短期大学 設置基準 に定め る条件以上 に配置し ている。 教員組 織は、 1 学 科の
みの小規模単 科短大で あるにも かか わらず、校務 分掌ごと の委員会 を持 っているため に教
員の会議にかける時間が多いことから、平成 27 年度から委員会を一部廃止するとともに開
催方法等の見直しを進め、平成 28 年度後期からは会議の終了時間を会議の案内文書に記載
することや、 3 日前に は会議資 料を 配布すること を職員会 議で周知 した 。専任教員の 職位
は、短期大学設置基準に基づいた「人事委員会規程」
〈備 :134〉により資格審査を行ない決
定している。
教育課程編 成・実施 の方針に 基づい た 教育体制 として、 学位のあ る教授 、企業・教 育機
関等において 十分な経 験・実績 のあ る教員を配し 、特に専 門教育に おい ては、国土交 通省
の通達等に基 づいて、 二級自動 車整 備士教育資格 を所持す る専 任教 員を 配置している 。教
員の標準年間授業数を 380 時間として担当科目を計画している。非常勤教員についても担
当科目に適合する経験・実績のある人物を配置している。
昨年度の課 題であっ た教育課 程の編 成について は、専門 分野や非 常勤講 師との連携 授業
の都合で標準時間を大幅に超えていた常勤教員の実習時間１単位（45 時間）を削減できた。
補助教員に ついては 、 新任教 員の実 習時には補 助教員ま たは非常 勤講師 を置くなど 、教
育上必要な配慮をしている。
教員の採用、昇任は、
「就業規則」
〈備:130〉はもとより、「人事委員会規程」に則り採用
し昇任を行な っている 。本学で は、 高年齢の教員 の構成比 率が高い ので 、定年制度を かつ
ての 70 歳から段階的に改定時の教員年齢によって 69 歳以下 67 歳までと早めた。同時に、
新規採用の若手教員からは 65 歳とした。
また、新規 採用に当 たっては 、大学 の活力を維 持してい くために 、でき るだけ若手 教員
が採用できるよう募集方法の工夫に腐心している。
平成 28 年度末に 2 名の教員が退職を迎えるが経営上の問題で 1 名のみを平成 26 年度に
募集した。その結果、自動車整備業界及びテクノスクールでの教育経験のある 40 代前半の
教員を補充することができた。平成 28 年度は常勤講師の採用はなかった。非常勤講師につ
いては、専攻科自動車整備専攻の塗装に関する実習内容を見直し、時間数を削減し 20 代後
半の教員を採用できた。
(b) 課題
教育組織の変更に伴い、平成 29 年度からの教育課程の編成の中に新規実習項目を取り入
れたこともあ り、準備 に多くの 工数 がかか ったが 教育課程 の見直し につ いて検証する こと
が課題である。
また、座学系教員は全員が 60 歳代であり、図Ⅲ-1 に示すとおり実験・実習系の 教員も
38.5%が 60 歳代である。さらに、実年齢も 60 歳代後半、50 歳代後半と偏りがある。専任
教員全体の平均年齢も約 57 歳と高齢化傾向にあるので、バランスの取れた年齢構成とする
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ことが課題である。
図Ⅲ-1

実験・実習系教員の年齢構成表（平成 28 年 5 月 1 日現在）
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基準Ⅲ -A-2
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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
自動車整備 教育に関 する教育 研究活 動には、一 定の成果 を挙げ て いる。 潤沢な研究 費の
支給がない背 景がある が、専任 教員 は自動車工学 ・整備技 術教育に 特化 した研究を主 とし
て教育活動の合間に行なっており、年 1 回出版する紀要に全員が投稿している。平成 28 年
度に行なった研究を表Ⅲ-1 に示す〈備:88〉。
表Ⅲ-1

研究者名及び研究テーマ

研究者
櫛田

直人

島田

清

助道

永次

研究テーマ(研究報告)
ＭＲＩ試験装置を用いた複雑な流路の三次元流動測定
あすたむカートの研究開発(その３)
―製作途中経過―

小笠原史也
岩瀬

一裕

スロットル・ポジション・センサ電子回路故障診断装置の製作につい
て

―個別異常発生装置による故障診断―

福栄

堅治

中

真人

エンジンのアイドリング不調（その２）
―データ・モニタで検証―

花野

裕二

自動車ホイール・アライメント教材の試作（第１報）
―教材試作計画に及ぼす近年の学生思考―

村上

和義

自動車整備士教育における基礎学力調査

助道

永次

体験教育用電動レーシングカート改良報告（その１）

島田

清

小笠原史也

大学から始めるモータスポーツ
―自動車部ダートトライアル活動―
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廣瀬

博文

平野

一正

東條

賢二

廣瀬

博文

平野

一正

中

哲夫

電動スポーツバイクの試作（その６）
―バイクの電動コンバート化についての研究―
燃料電池を使った電動カートの製作（その２）

自動車構造材料の軽量化と成形性
―高張力鋼板のプレス加工時における決押しと形状凍結性―

宮城

勢治

火花点火装置の医療応用

中尾

愛

今井

武史

西尾

峰之

森時

秀司

櫛田

直人

ＭＲＩを用いた３次元流動測定

櫛田

直人

物理実験装置の製作報告

―水中放電発生装置の製作と発生衝撃波の収束観察―

―徳島文理大学香川キャンパス
多田

好宏

吉田

愛二

大森

海人

土井

大輔

前田

剛

吉田

愛二

岡南

均

ＴＡ実験―

四国ＥＶラリー２０１６

地域の絆づくり
―基礎自治体における地域経営（その１）―

各教員の研究活動の成果である紀要の内容については、FD の一環として毎年 7 月末の 2
日間、学内に おいて発 表会を開 催す ることで、教 員の研究 内容と相 互理 解を深めるこ とを
目指している〈備:54〉。その他、教員の数名は学会活動を積極的に行なっており、平成 28
年度は、国内学会投稿 4 件、国際会議論文発表 1 件、国内講演発表が 4 件ある〈備:88〉。
また、東京自動車技術普及協会からの研究助成金は毎年獲得し て い る 。 平成 27 年 度 は 、
平成 25 年度に続き、同協会懸賞論文で久々の最優秀賞を獲得した。研究テーマは「ドラム
式ブレーキ教材の開発―自己倍力作用に関する視覚シミュレータ教材の構成―」である。
全国自動車短期大学協会が主催する夏季の研究発表会では、各大学は毎年 1 件の発表を
持ち寄って研究の情報交換を行なっている。ここ 3 年間の発表者名と発表題目を表Ⅲ -3 に
示す。
表Ⅲ-3
年度

自動車整備技術に関する研究報告誌 (全国自動車短期大学協会 )
本学発表者

平成 26 年度

櫛田

直人

平成 27 年度

小笠原

史也

島田

清

発表題目
ブレーキ反応速度測定装置の製作と応用
変形式小型ソーラビークルにおける操作性・乗降
性・車両安定性に関する研究
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平成 28 年度

助道

永次

島田

清

自動車エネルギーに関する研究
―フライホイール式ハイブリッドシステムの
可能性実証試験―

科学研究費については、平成 26～28 年度にかけて、表Ⅲ-4 に示すとおりに応募した。
その結果、平成 26 年度奨励研究（櫛田直人助教）の「 自動車における運転者の反応速度測
定実習装置の 製作」 に 続いて、 奨励 研究（廣瀬博 文講師） の「 竹粉 を利 用した発電用 バイ
オ・ディーゼル・エンジンの研究」の申請が認められ、平成 27 年度に 700,000 円の交付が
決定した。
表Ⅲ-4
年度
平成27年

番号

科学研究費申請状況（平成 26～28年度）
研究種目

1 奨励研究

度（26年度
申請）

テーマ
竹粉を利用した発電用バイオ・ディーゼル・エンジ
ンの研究

2 奨励研究

渋滞等における加減速の繰り返しを想定したアイ
ドリングストップの有効性に関する研究

3 挑戦的萌芽研究 竹を有効利用した新型バイオマスエンジンの開発
4 基盤C

自動車ホイール・アラインメント教育用シミュレー
タの開発

5 基盤C
平成28年

運動エネルギー有効活用に関する研究

1 挑戦的萌芽研究 竹 を 有 効 利 用 し た 新 型 バ イ オ マ ス エ ン ジ ン の 開 発

度（27年度

と発電応用

申請）
平成29年
度（28年度
申請）

１ 挑戦的研究（萌 竹エンジン発電機の開発による地域創生
芽）
２ 奨励研究

小型電動カート（ハンドル形）の駆動の輪違いによ
る走行安定性への影響

その他、地 元の文化 に関係す る学会 に参加、活 動し、そ の成果を 紀要に 公表してい る教
員がいる。
個々の研究 活動は、 学内情報 ネット ワークの研 究業績フ ォルダー に提出 し、職員は 閲覧
することができる。平成 27 年度からは紀要の全ての研究報告について、ホームページで公
開している〈提:2〉。紀要は徳島県内の教育機関及び全国自動車短期大学協会加盟の短期大
学等に送付している。
授業に必要 な実験・ 実習費及 び研究 予算につい ては、経 営会議で 決定し ている。こ れら
の予算については、毎年の在籍学生数によって変動する。また、平成 22 年度から自動車工
業学科長のも とで、 2 か年にわ たっ て使用できる 共同研究 充実費予 算を 新設し、共同 研究
の推進や若手教員の教育研究能力を高めることを目指している。さらに平成 25 年度からは、
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学長裁量の研 究費も新 設し研究 を推 進できる基盤 を整えた 。研究費 を支 給された研究 の成
果は紀要に投稿している。
平成 27 年度に制定した研究倫理規程については、平成２８年度に研修会を開催し教職員
に周知・徹底させた。
本学の全て の教員に は研究室 が割り 当てられて いる。ま た実習教 員には 実習場が実 験研
究室となって いる。し かし、座 学担 当教授が研究 を行なう 専用の実 験室 は整備されて いな
いので、実習教員との共同研究を行なっていることがある。
授業時間外は、所属する課・室の会議や学生募集活動、国家資格取得のための補習授業、
地域貢献活動 等に費や す時間が 多く 、また、研究 に専念す るための 決め られた研究・ 研修
日は確保されていないので、学生の休業期に自宅研修をはじめ研究・研修を行なっている。
なお、忙しい中にも学生指導の時間を取るために平成 25 年度からオフィスアワーを設定
し研究室のドアに掲示している〈備:28〉。平成 27 年度から非常勤講師についてもオフィス
アワーを設定するようにした。
若手教員の育成のため、学位取得支援制度をつくり、平成 25 年度末に 1 名が通信制大学
院を修了し学 位を取得 すること がで きた。また 、「長期研 修派遣制 度規程 」〈備 :150〉をつ
くり、この規程により、平成 26 年度末、平成 28 年度末にそれぞれ 1 名が県外の大学の修
士課程を修了し学位を取得した。外国を含めて出張する場合の旅費については、
「旅費規程」
〈備:145〉に定めている
本学では学則第 2 条に「自己点検並びに情報公開」に関する規程を設け、「 FD 及び SD 推
進委員会規程」
〈備:113〉を整備している。ここ数年、研修テーマについては、各教員との
ヒアリングや学生の現状に基づき経営会議で決定している。FD 活動の一つである公開授業
の総括については職員会議後の教員会議で報告し、改善策等を協議している。平成 28 年度
は表Ⅲ-6 に示すように FD/SD 研修を行なった〈備:50〉。
表Ⅲ-6
実施日
7月1日

平成 28 年度の FD/SD 活動

研修内容

講演者

出席人数

授業公開（6 月 13 日～6 月 29 日）及

宮城勢治が進行

公開授業

び保護者総会時における公開授業見

（本学学長）

延べ 43 名

学（6 月 18 日）の総括による研修を行

研修会

なった。保護者 34 名参観

18 名

見学者の授業アンケートに基づき

ＦＤ

座学については遅刻学生、実習につい
ては安全についての指導状況につい
て討議した。
7 月 15 日

演題「身近なデータを活用した教育改

清水栄子

23 名

善（ＩＲ分析）」

（愛媛大学講師）

ＦＤ＆ＳＤ

教育改善のひとつの手法としての

加地真弥

ＩＲについて、基本概念及び取り組み

（愛媛大学特定研

方の説明があった。その後５つのグル

究員）
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ープに分かれて、教育改善（学習支援）
の課題とための必要なデータについ
て討議し、その結果を発表した。
7 月 27～28

紀要発表会（報告及び質疑応答）

中

日

教員の相互理解と研究内容を深める

行

ＦＤ

ことを目的とした

(本学地域連携・研

四国大学 1

究課長)

名

小林直人

延べ 15 名

（愛媛大学教授）

四国大学 1

8 月 19 日午
前

演題「学生を眠らせない講義法のコ
ツ」e.ラーニングシステムにより本学

哲夫教授が進

講義室にて遠隔視聴した。

延べ 29 名

名

8 月 19 日日

演題「講義のための話し方入門」

同上

午後

同上

飯島永津子
（愛媛大学医学部
教育協力者）

8 月 24 日

SPOD フォーラム

～26 日

分科会講師

3名

愛媛大学で開催された分科会に参
加。個々の教員が関心のあるテーマを
選択し教育力の向上を図った。

8 月 31 日

演題「本学の財務状況とＳＷＯ T 分析」 小島憲明
本学の経営状況の把握と本学の強

(日本私学振興・共

み、弱みなどを数名ずつのグループに

済事業団専門職

27 名
ＦＤ＆ＳＤ

分かれて意見を出し合い、発表した。 員)
3月3日

退職に際し、授業、学生指導などで実

伊丹隆徳、

20 名

践してきたことなどを最終講義とし

遠藤春雄

ＦＤ

て報告した。

（本学准教授）

FD/SD 研修には 、大学と して「 四国 地区大学 教職員能 力開発 ネットワ ー ク (SPOD)」の企
画に積極的に参加するように勧めている〈備:72〉。平成 28 年度は、愛媛大学で開催された
SPOD フォーラム（8 月 24～26 日）には 3 名の教員が参加し自己研さんに努めた。研修の内
容は、9 月の職員会議で個別に報告された。
各教員は、 業務分掌 において 事務職 員と連携し て入試広 報、教育 課程の 運営、進路 支援
に当たっている。
(b) 課題
本学の学生 数の減少 に応じて 教育研 究費を減額 せざるを 得ないの で、外 部資金をい かに
獲得するかが大きな課題である。
専門分野の学会における発表及び論文掲載等については数件あるのみで、外部資金研究に
応募はしているが、採択率が低い状況にあるので、応募件数を増やすとともに採択率を上
げることが課題である。
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[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
事務組織の 責任体制 は、各課 ・室に 課・室長を 置き、事 務局長が 統括す る体制にし てい
る。また各課・室担当の専任事務職員を置いている。
教員が各課 ・室の長 の大半を 占めて いるため、 授業等に より即対 応する ことが難し いこ
とがあり、事 務局長が 事務職員 を直 接指揮せざる を得ない 場合があ る。 また各種申請 や報
告業務がここ 数年増加 している こと から、これを 円滑に進 めるため に事 務局長の業務 を補
佐する人員を 増員する こと、及 び 専 任事務職員の 年度末・ 年度始め の残 業及び心理的 負担
を軽減するこ とが課題 であった が、 事務局長補佐 兼会計課 長を採用 して 業務の見直し を進
めた結果、業務負荷の軽減が図られた。
専任事務職 員は、学 内 SD研修 、四国 大学との共 同 SD研修 のほか、 学外実 務研修等に 参加
して職務能力の向上に努め、他校との交流を深める努力をしている〈備:50〉。
事務組織規 程やこれ をもとに した事 務関係諸規 程を有し 、各課・ 室は委 員会組織と 連携
し、所管業務 に取り組 んでいる 。各 種規程は庶務 課が管理 し、学内 情報 ネットワーク を通
じて最新版の内容が閲覧できる。
事務室を本館1階に配置し、各課の事務職員は常駐している。
入試広報課 職員は、 専任の参 与が高 校訪問、大 学説明会 等で出張 する機 会が多いの で、
不在のときに は事務職 員が電話 での 問い合わせや 、資料の 整理・集 計等 の日常業務を 担当
している。
事務職員は、専用のパソコンを持っており、学内は有線 LANで結ばれ必 要 な情 報 は 発 信 ・
受信できるようになっている。
業務に必要な各種のコピー機、印刷機、FAX機、裁断器、シュレッダーなど印刷室に設置
している。
携帯電話を 職務上必 要である 理事長 、局長、進 路支援室 長、学生 課長補 佐（寮担当 ）、
入試広報課参与2名、1,2年クラス担任（学年毎共用）に支給し、また PHSを実験・実習を担
当する教員に学内での連絡用に利用させ、迅速な連絡が取れる体制を取っている。
入試広報課参与及び職員使用の公用車として、3台のハイブリッドカー（プリウス）に加
え燃料電池車みらいを使用している。
以上のように事務部署の整備を図っている。
防災対策と しては、 まず消防 計画書 〈備 :110〉によ り、事 務局長が 防火 管理者とし て火
災等の災害対 策時に指 揮をする 。職 員は、役割分 担表によ り分担す る。 緊急連絡網を 整備
し、災害時に 迅速な対 応が取れ るよ うにしている 。職員は 、自室、 実験 ・実習室の火 元責
任者として毎年2回点検表を記入、提出することで防災に関する意識の徹底と点検を行なっ
ている。
南海トラフ 大地震に 即応する ために 、板野町か ら緊急地 震速報装 置を借 りている。 また
被災時の備え として、 ポータブ ル発 電機やヘルメ ット等の 防災用品 を整 備している。 学生
寮では、乾パン、アルファ米等の保存食や飲料水等を3日分備蓄している。
非常持ち出 しについ ては、持 ち出し に当たれる 職員が限 られてい ること もあり、サ ーバ
ーのバックア ップデー タを収め たテ ープを金庫に 保管する こととし たが 、テープドラ イブ
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が故障したの で、新し いサーバ ーに データを移す 必要があ る。それ まで の間、学籍簿 につ
いてはExcelのバックアップデータを作成して金庫に保管している。
自動体外式除細動器（AED）は、本館事務室側廊下と自動車工学専 攻の実習場及び学生会
館に設置している。
情報保護と しては、「個人情 報保護規 程」〈備 :104〉 に則り、 学生及び 職員 の個人情報に
つ い て 適 切 に 運 営 ・ 管 理 し て い る 。 ま た 、 平 成 27年 度 に 「 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 管 理 規 程 」
〈備:108〉を制 定し、チ ェック表 の 提出を義務 付けると ともに情 報保護 に対する意 識啓発
を図ることにした。
他に「セクシュアル・ハラスメントの防止に関する規程」
〈備 :188〉及び「公益通報保護
規程」〈備:107〉を設けている。
コンピュー タのセキ ュリティ 対策に ついては、 システム 管理者を 置き、 対策を講じ てい
る。デスクト ップ型の コンピュ ータ は、電源投入 時のパス ワード管 理、 ネットワーク アク
セスへのパス ワード管 理を行な って いる。また、 インター ネットや 学内 情報ネットワ ーク
に対するセキ ュリティ 対策とし ては 職員が利用す るものと 学生及び 一般 が利用するも のと
に系統を分けセキュリティソフトを導入している。
SD活動に関 する規程 として、 「 SD研 修規程」〈 備:114〉、 「FD及びSD推 進委員会規 程」
〈備：113〉を設けている。SD活動としては、情報セキュリティ関係等の学内研修に参加す
るほか、毎年 学生に対 し事務職 員及 び事務に関す るアンケ ートを実 施し ている。アン ケー
トの集計結果は図Ⅲ-2のとおりである。
図Ⅲ-2

事務職員・事務に関するアンケート集計結果
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平成28年度 はFD及びSD推進委 員会で 内容を一部 見直し、 掲示を主 体のア ンケート内 容に
改めることとし、「何を見ているか、何を見たいのか、役に立っているのか」が調 査できる内
容、具体的意見（理由）聴取を目的とした。そのため、掲示板についての従来の質問に変更・
追加がある。
上掲アンケート集計結果は、一部変更を含む従来の質問事項についてまとめたものである。

事務職員の対 応につい ては例年 肯定 的な回答の割 合が高い ものの、 「頼 みやすい」「 対応
が早い」につ いて否定 的な回答 がや や高くなって いるのは 、実習用 品の 忘れものに対 して
その防止のた め、借用 申請書を 時間 をかけて書か せるなど の対応を して いることが影 響し
ている可能性 もある。 「放送は 聴き 取りやすい」 について は、例年 否定 的な回答が多 い。
SD研修を行い 、こうし た反応を 意識 して分かりや すい放送 をと事務 職員 個々に心がけ てい
るが、設備の問題や放送を聴く学生の姿勢にも問題があると思われる。
アンケートの分析とともに、「教職協働」の精神を浸透させるため、平成26年度から「新
たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて」(平成24年8月28日中教審答申)の内容
について共通理解を図る研修の時間を持つこととした。平成28年度は答申に沿って、FD/SD
研修としてSPOD講師によるIR研修を実施した。
また、四国 大学との 包括連携 協定の もと、平成 27年度に 引き続き 本学主 催で共同 SD研修
〈備:50〉を実施することができ充実が図られている。その内容については FDとしても開放
し、多くの本 学教員も 参加した 。業 務に関する外 部の研修 会にも必 要性 を考慮しつつ 参 加
している。
小規模校で あるため 、職員間 の意思 疎通が図れ るという メリット を活か し、一層の 事務
の効率化と学 生・保護 者へのサ ービ スの点検及び 教員との 情報の共 有化 を図るため、 平成
26年度事務職 員への業 務に関す るヒ アリングを事 務局長主 導で行な った が、平成 27、28年
度は業務上時間調整が難しく実施できなかった。
各課担当者 の間で日 常業務上 支障を きたすよう な事柄に ついては 、委員 会や担当者 間あ
るいは関係各 課間でそ の都度協 議を 行なって解決 を図り、 日常的な 業務 の見直しや事 務処
理の改善に努めている。
また、専任 事務職員 は、毎月 の職員 会議に出席 すること になって おり、 大学全体の 状況
から会議で話 題となる 個々の学 生の 状況まで把握 できるの で、教員 との 連携及び学生 への
配慮・指導等 が図れる 環境にあ る。 さらに日常的 には、毎 週初めの 朝礼 やメールを活 用し
て事務職員相 互、事務 職員と教 員と の間で学生に 関する情 報の共有 に努 めており、互 いに
連携を取りつつ学生の学習成果の向上を図るべく努めている。
(b) 課題
業務の時間 を調整し 、年度末 にヒア リングを実 施して、 問題点の 把握、 改善につな げ、
業務及び学生サービスの一層の向上に努めることが課題である。
四国大学と の包括的 連携協定 のもと 、定期的な 交流を通 じて事務 職員の 職能を向上 させ
る仕組みを構築することが課題である。
防災対策としては、災害発生後の対応についての計画策定が課題である。
サーバーにデータを移し替えていないことが課題である。
事務職 員・事務に関するアンケートで、否 定的な意見 が比 較的多い「放送 の聴き取 りやすさ」につい
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[区分

基準Ⅲ -A-4

人事管理が 適切に行われてい る。 ]

基準Ⅲ -A-4 の自己点検・ 評価
（a)現 状
学校法人

徳島城 南学園「就 業規則」 〈備 :130〉及び関連 する諸規程を 整備 し、法令等

の改正のある場合は変更している。
諸規程については 、サーバーに て管理 し学内情報ネット ワークを利用 して職 員は閲覧す
ることができる。改訂時には学内メールで職員へ周知することとしている。
就業規則の変更及 び36協定につ いては 、職員組合に事前 に諮り職員会 議で全 員に周知し
ている。
職員は、出勤時には事務室の出勤簿に押印している。勤務形態は、1か月変形労働40時間
制度を取って おり、土 曜日に出 勤を 要する月もあ る。さら に、学生 募集 を強化する観 点か
ら土曜日、日 曜日に開 催するオ ープ ンキャンパス 及び関連 のイベン トが 急増している 。年
度計画で決め られる場 合は、年 間計 画表に「時短 日」と明 記してい る。 時短日で休暇 が取
得できない場合は、振替休日を大学が指定するなど職員の就業を適切に管理している。
平成27年度 以降、日 曜日に開 催した イベントは 、翌日振 替休日と した。 高校側の要 望や
広告媒体から の案内に よる出張 授業 等への参加に ついては 、代講等 で授 業に一部支障 をき
たしたので、1年生対象については過去の入学実績から判断して不参加することも可とする
ことで、教員の就業時間が超過することがないよう方策を講じている。
しかし、教 員の就業 時間につ いては 、学生数の 減少に伴 う学生数 確保の ための土曜 日の
午後及び日曜 日に実施 するオー プン キャンパスや 出張授業 、学内で の地 元小・中校生 の職
業体験授業、 その他の イベント への 出展等が増加 すること で就業時 間が 週 40時間を超 える
懸念は依然としてある。
教員の業績評価に ついては、前 年度に 特定の分野におい て業績があっ た数名 の職員に対
して、4月の職員会議で理事長が氏名と業績の内容を 公表し、夏季賞与に加算している。業
績報告書は、 教育、研 究、学内 貢献 、社会貢献に わたる業 績を報告 する 様式にしてお り、
記載する内容は改善しながら年に2回、学内理事（理事長、学長、事務局長）によるヒアリ
ングを実施し ている。 ヒアリン グの 結果は、学長 が職員会 議で報告 し〈 備 :5〉、教員 の教
育力向上、大 学の教育 ・運営全 体の 改善につなげ ている。 平成 25年 度に 「業績評価規 程」
〈備:148〉とし て明文化 すること で 、 特に優れ た活動に 対する顕 彰を制 度化してい る。改
善された授業 アンケー トの分析 ソフ トの導入に時 間がかか り前期は 従来 どお りの分析 手法
となった。学 生による 授業アン ケー トの結果によ る、特に 優秀な者 につ いての顕彰は でき
ていない。
また、非常勤講師 については、 年度始 めの授業前に理事 長から訓示が あり、 学期の終了
時点で理事長 、学長、 教務課長 及び 教務課長補佐 と懇談会 を持ち授 業の 総括と来年度 への
改善事項等を確認している。
事務職員の業績評価は、事務局長が経営会議に起案して1名の者を対象として教員同様に
顕彰している。
就業規則の 就業時間 内に会議 を終了 することに ついては 、会議資 料を事 前配布する 頻度
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が増えて来た 。また、 後期から は会 議の案内に終 了時 間を 記載する こと により議事運 営を
円滑にするよう働きかけた結果、就業時間を超えた会議はほとんどなかった。
(b) 課題

業績評価規程の一層の有効活用が引き続き課題である。
平成27年度 実施でき なかった 事務職 員へのヒア リンング を行なう ことが 引き続いて の課
題である。
テーマ

基準 Ⅲ-A

人的資源の改善計画

教員組織については、退職者にともなう教育課程を見直したので平成 29 年度末にどの程
度効果があがったのか検証する。
中長期的展 望に立ち 、本学の 教育内 容を教授で きる国土 交通省に 定める 資格を持つ 教員
を学内から育成すること、分野によっては県内外から探すことを検討する。
また、60 歳代の年齢層の教員数が他の年齢層の教員数と比べて増えつつあるので、バラ
ンスが取れた 年齢構成 になるよ う、 また学生数の これから の推移を 見な がら早期に定 年退
職者の補充を行う。
学会発表及 び掲載論 文数の増 加に努 め、また外 部資金獲 得情報を 教員に 通知し、応 募件
数を増やしていく。
事務組織に ついては 、年間計 画の中 に 事務職員 への業務 に関する ヒアリ ングを位置 づけ
実施を図る。 一層の事 務の効率 化と 学生や保護者 へのサー ビスの点 検及 び教員との情 報の
共有化を図るとともに、小規模校ゆえの「教職協働」の精神を浸透させる。
四国大学との連携を深め、事務上の問題解決についても、情報交換を行なうようにする。
防災対策として、サーバーのデータを移し替える計画を立てる。
事務職 員・事務に関するアンケートで、否 定的な意見 が比 較的多い「放送 の聴き取 りやすさ」につい
ては、ヒアリング等で原因を見つけるようにする。

人事管理に ついては 、改善さ れた学 生による授 業アンケ ートを活 用して 、特に優秀 な教
員への顕彰のやり方等について自己点検・評価のための経営会議で審議し理事会に諮る。
提出資料
2.ウエブサイト(http://www.tokuco.ac,jp/daigaku/pdf)
備付資料
5.前期及び後期ヒアリング結果
28.オフィスアワー
50.FD/SD の活動記録
54.学内紀要発表会
72.SPOD プログラムガイド
88.紀要
104.個人情報保護規程
107.公益通報保護規程
108.情報セキュリティ管理規程
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110.消防計画書
113.FD 及び SD 推進委員会規程
114.SD研修規程
130.就業規則
134.人事委員会規程
145.旅費規程
148.業績評価規程
150.長期研修派遣制度規程
187.研究倫理規程
188.セクシュアル・ハラスメントの防止に関する規程
[テーマ
[区 分

基準Ⅲ -B
基 準 Ⅲ-B-1

物的 資源]
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-1 の自己点検・ 評価
(a) 現状
校地の面積については10,200㎡を有しており、設置基準に定める 1,900㎡を大きく上回っ
ている。また学内に 4か所の休憩所を設け、成人学生のための喫煙所も設けて分煙を図って
おり、休息を取ることができるなど短期大学設置基準の規程を充足している。
学生の授業 や部活動 に利用で きる運 動場を校舎 と同一敷 地内に有 し、設 置基準対し て適
切な広さを有している。ソフトボールなど体育の授業のほか学内球技大会で使用している。
イベント等で 使用しな い日曜日 には 、地元シニア ・ソフト ボールチ ーム に無償で開放 して
いる。また、緊急時の避難場所として計画している。
校舎の面 積は10,621.52㎡を 有し、 短 期大学設 置基準 に定める 2,500㎡を充 足してい る。
各専任教員は 研究室を 有し、ま た実 験・実習担当 教員は、 実験・実 習場 にも研究に使 える
部屋を有して いる。保 健室には ベッ ドがあり、ケ ガをした り気分の 悪く なったりした 学生
は、事務室に 申し出て 使用する こと ができるが、 専任の職 員を置く こと が難しいので 、症
状が重い場合は職員が校医等の病院へ搬送するようにしている。
情報処理室では授業用PCが一人に一台当たるよう整備している。
障がい者へ の対応に ついては 、外部 から の見学 者に対応 できるよ うにし ている。平 成 27
年度に、身障 者用の駐 車場とし て本 館入口の一番 便利な場 所に配置 した 。また、身障 者用
車椅子を玄関 入口に配 備した。 実験 ・実習場へは 全てスロ ープで移 動可 能となってお り、
本館は耐震改修の際にスロープを設置し、車椅子の1階への入館に配慮している。障がい者
用のトイレも設けている。しかし、本館2階以上の階については 対 応 が 難 しい 状 況 に あ る 。
自動車工業 学科、専 攻科の教 育課程 編成・実施 の方針に 基づいて 、 エン ジン関係、 シャ
シ関係、電装 関係など 教育分野 に応 じた 授業を行 なう大小 の講義室 、演 習室のほか、 シャ
シダイナモメータ2機を持つ実験室、自動車各部の分解、組立、修理、板金・塗装等を行な
う実習室を持っており設置基準に沿っている。
通信による教育は実施していない。
授業を行な うための 機器備品 につい ても、自動 車工業学 科、専攻 科の教 育課程編成 ・実
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施の方針に基 づいて整 備をして いる 。座学・演習 用各教室 には黒板 ・ホ ワイトボード のほ
か、プロジェ クターや スクリー ン・ ディスプレイ 、一部教 室には実 物投 影機も設置し てい
る。また、各専門教育分野に則したカットモデルや部品等の展示教材を置いている。実 験 ・
実習室にも、 上記のほ か、各専 門教 育分野に応じ て国内外 メーカー の自 動車やその部 品及
び自動車整備関連機器・備品を整備している。
機器・備品 の整備に ついては 、 現状 では充足し ているも のの、新 しい機 器等 の補助 金活
用を前提と した導入 ・更新を 図るこ とが課題で あったが 、 COC+事業に 採 択され、同 事業に
供するためe-ラーニン グシステ ムを 設置し、徳島 大学の配 信講義の 受講 、他大学との 双方
向通信ができ るように なった。 夏季 研修中に愛媛 大学主催 の FD＆SDに関 する遠隔講座 を四
国大学1名を含む15名が聴講した。また、有効活用を四国大学と協議し、COC+の講演会を本
学から四国大学に配信した。
図書館につ いては、 利用時間 を考え て、また立 ち入りや すいよう に本館 １階に設置 して
いる。また学生の利用数に見合った面積や機器・備品を有してい る。利用者が少ないので、
現在の利用者 数からは 十分な広 さで あるが、収容 定員から すると十 分と は言えず、一 方で
利用促進を図 っている ので、席 数が 不足する場合 もありう ることが 課題 であったので 、別
館に座席を確 保した。 しかし、 別館 の環境整備は 十分実施 できず、 年度 末の整理にと どま
っている。利 用者が少 なく図書 館に 対する学生の ニーズ調 査が十分 に行 なわれていな いの
で、今後どのような改善を行うべきかを検討中である。
館内はインターネットを利用しての情報検索にも対応している。Wi-Fiも開放し、学生の
便を図ってい る。蔵書 数、学術 雑誌 数、AV資料数 は十分と は言えな いが 、学生や職員 のリ
クエストに応 じた機動 的な整備 に努 め、各種雑誌 、一般書 だけでな く自 動車関係の専 門書
や参考図書、関連図書の充実にも努めている。
図書の選定 、廃棄に ついては 、基準 を設け専門 関係外の 古いもの から廃 棄し、専門 関係
図書については、補修しながら保存に努めている。雑誌は年度が変わった8月には希望者に
無償で提供している。座席数も現在の利用者の状況からすると十分である。
体育の授業 やクラブ 活動を行 なうの に適切な面 積の体育 館を有し ている 。バスケッ トコ
ートが2面取れ、バレーボール、フットサル、卓球など体育の授業、部活動やレクリエーシ
ョンに使用し ている。 館内には 柔道 場もある。ま た、高校 生を始め 地域 の卓球愛好者 のた
めに、夜間、祝日、休日など週2～3回以上開放している。
(b) 課題
e-ラーニングシステムの具体的・効果的活用に向けて計画していくことが課題である。
図書館につ いては、 本館及び 別館を より利用し やすい環 境に順次 整え、 図書館の利 用促
進を図るために、他の図書館の利用率改善に関する情報を収集することが課題である。
教育課程の変更や物的資源の老朽化に伴う補修を進めているが、中・長期の計画を立て、学
習環境、美観向上を図ることが課題である。
[ 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
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固定資産管 理規程、 財務諸規 程を含 め整備して いる。ま た当該諸 規程に したがい施 設設
備、物品（消耗品、貯蔵品等）を維持管理している。
諸規程に基 づき、年 度末に、 庶務課 長が固定資 産及び備 品の各用 品管理 者（直接使 用に
供している職 員）に対 して一斉 調査 を行なって い る。新規 に購入し たも のから、はが れに
くいバーコード形式の備品シールを作成し、貼付をして管理している。
施設・設備 の維持管 理につい ては、 老朽化の対 策のポイ ントを決 めて予 算化するよ うに
している。
火災・地震対策のための規則を「消防計画書」〈備:110〉として整備している。
当該規則に定めた消防設備機器の点検は、毎年 2回専門の業者により行なうとともに、逐
次修理・交換 している 。 総合訓 練も 毎年計画して おり、平 成 28年度 は地 震とそれに伴 う火
災を想定して実施するとともに、AEDの使い方について講習を行った〈備:67〉。
盗難対策については、警備保障会社と契約して機械警備による防犯対策を実施している .
また、緊急時 には地元 板野警察 署に 通報し、即時 対応がで きるよう 、板 野警察署との 連携
を図っている 。防犯対 策の規程 の制 定やこれに基 づく研修 の実施に つい ては、板野警 察署
と連絡を取り 、制定、 実施に向 けて 検討している 。入学前 の留学生 を対 象に一部職員 も参
加して、板野警察署員による防犯講座を実施している。
また、１年 生を対象 に実施し ている 携帯電話に ついての セキュリ ティ講 演会では、 一部
職員が聴講し、携帯電話についての問題状況の把握に努めている。
システム管 理者を置 き、コン ピュー タシステム のセキュ リティ対 策を行 なっている 。 イ
ンターネット セキュリ ティに関 して は、ウィルス 対策ソフ トを導入 して いる。 構内に 光フ
ァイバ回線の 導入を行 なう時点 でフ ァイアーウォ ールの設 置などセ キュ リティ対策を 強化
する予定である。インターネット回線は、固定 IPアドレスを利用している。
情報セキュ リティに ついては 、 固定IPアドレス にしてい るので、 外部から の侵入に対し
てのウィルス 対策とし て、各職 員が それぞれ使用 する PCに ついて対 策ソ フトを更新す るこ
とにしてい る。一方 で 情報セ キュリ ティ管理規 程〈備 :108〉 を設け、 年 度末からチ ェック
表をセキュリ ティ管理 者宛て提 出さ せることとし 、更新状 況をチェ ック するようにし てい
る。新任職員 があった 場合は、 規程 をもとにシス テム管理 者が指導 する 。特定個人情 報取
扱規程<備:105>や体制の整備を図っている。
新築建物に ついては エアコン が欠か せない状況 にあるの で、省エ ネルギ ー・省資源 対策
として、平成24年度に デマンド 管理 システムを導 入した。 以後エア コン 使用の多い時 期に
は電力デマンドの状況を職員宛てメールで配信し、職員会議で節電の結果を報告している。
エアコン設定 温度につ いては、 夏場 28℃、冬場20℃の基準 を設定し ており 、機種によって
設定温度を一定に固定できる共用教室（10教室中5教室）については固定している。図書館、
情報処理室については各担当者が管理している。
エアコンの 管理は、 各教室、 実験・ 実習場ごと に行なう ことにし ている が、一部で は学
生がリモコン を操作し うる状況 にあ り、勝手に設 定温度を 変えるこ と が あり、啓発活 動が
なお不足して いる。 ハ ード面で 、学 生が操作でき ないよう にするな どの さらなる対策 が講
じられないか 検討した が、現状 の機 器では難しい ことが分 かったの で、 次善の策とし てリ
モコンを事務室で一括管理し、教室使用の際に教員が持ち出すこととしている。その結果、
前年比でデマンドは低下したが、年間電気使用量はやや増加した。
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エアコン、 蛍光灯に ついては 、なお 授業のない 教室で点 けっ放し の状況 が見られる ので
職員から学生への声かけを適宜行っている。巡視を授業終了後に極力行うようにしている。
(b) 課題
地震対策と しては、 実 験・実 習室の 耐震診断を すること が課題で あり、 補助金の採 択を
得て補修または現在の計画に沿った改築のための準備を着実に進めることが課題である。
経費的な側 面及び施 設が常に 稼働し ている状況 から施設 設備の補 修計画 を立てにく い状
況下にあるが、中・長期の計画を立て、予算措置を講じていくことが課題である。
防犯対策規 程の制定 に向け、 板野警 察署に相談 しながら 実効性の ある規 程整備を図 るこ
とが課題であ る。また 、防犯対 策の 訓練は全職員 参加とい う形では 実施 していないの で、
防犯対策規程 の制定に 合わせ研 修会 等を実施する など全職 員の 意識 統一 を図ることが 課題
である。
情報セキュ リティに ついての リスク を新任職員 に指導を 行う際の 資料と して、情報 セキ
ュリティセミナー等の資料をまとめることが課題である。
エアコン、 蛍光灯 について は、授 業 のない教 室で点け っ放し がなく なる よう、清 掃報告
書に電気消し 忘れ等の チェック 欄を 追加すること や、消し 忘れの事 実を 職員会議で報 告す
るなど具体的な対策を実施することが課題である。
テーマ

基準 Ⅲ-B

物的資源の改善計画

e-ラ ー ニン グシ ステ ムに つい て は、 COC+事 業で の使 用に とど まら ず、 有効活 用 を協 定締
結校の四国大学と引き続き協議する。
図書館の閲 覧席は現 状では十 分な広 さであるが 、利用率 の低迷を 打開す るための改 善策
を他の図書館の取組に学び、実施する予定である。
建築後 40 年が経過し、実習室、体育館など老朽化が進んでいるところも多く、地震対策
に向け、改築について必要な情報を収集し準備をする。
施設設備の維持管理については、予算段階で年度のポイントを決めて実施することにし
ているが、なお継続して予算化していく。また、施設のやりくりなど補修計画の実行を容
易化できるように工夫する。
防犯対策規程を制定し、これに基づいた研修等を行なう。
情報セキュ リティに ついて新 任職員 に対してセ キュリテ ィ管理者 から規 程や研修資 料を
もとに指導を行なう。
エアコン、 蛍光灯の 適切な使 用を 心がけるよう 、職員が 学生に対 して 積極的に声か けを
行ない、授業のない教室での点けっ放しがないようにする。
備付資料
67.防災訓練
105.特定個人情報取扱規程
108.情報セキュリティ管理規程
110.消防計画書
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[テーマ
[区分

基準Ⅲ -C
基準Ⅲ -C-1

技術 的資源をはじめとするそ の他の教育資源 ]
短期大学は 、学科・専攻課程の教育編成・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
学科の教育課程編成・実施の方針に基づいて、以下のように取り組んでいる。
西日本で唯一の自動車工業学科（二級自動車整備士）、専攻科（車体整備士）、専攻科（一
級自動車整備 士）を持 つ自動車 整備 教育を専門と する短期 大学 とし て十 分な技術的資 源を
整備している 。実習車 両も国土 交通 省の基準を満 たす台数 分を配置 し実 習する学生に 行き
わたっており、実習場の面積も十分である。
技術サービス、専門的な 支援については、授業以外でも、担当教員の立会、指導により、
学生が自分の自動車のメンテナンスを行なえるようにしている。
施設、ハードウェア及びソフトウェアについては、ジーゼルエンジンの燃料噴射ポンプ・
テスタ、自動 車の各種 異常状態 のシ ミュレータ、 各種テス タも整備 され ている。ベン チ・
エンジンも整 っている 。カット モデ ル及び実物投 影機を講 義室に設 置し て学習効果を 上げ
る工夫をしている。
技術的資源 獲得の方 法として 、外部 資金獲得が ある。本 学に適し た外部 資金として 、科
学研究費や JST 科学技術振興機構の研究開発費がある。科学 研究費については、平成 27 年
度は 1 件採択されたが、平成 28 年度は採択がなかった。その他の外部研究資金として、社
団法人東京自 動車技術 普及協会 が全 国の自動車短 期大学に 公募する 整備 技術研究助成 補助
金に、最近は 連続して 採択され るほ か、地元企業 からの受 託研究に より ソーラーカー の製
作に取り組んでいる。〈備 90〉。今後さらに多くの申請が採択されるよう一層の努力をして
いるが、テー マの選択 や申請の 方法 について考え る必要が ある。 四 国大 学との包括連 携協
定に基づき、共同研究としては 1 件行っているが、本学にとっての外部資金獲得には至っ
ていない。COC+参加大学 との連携 に より、研究 費や補助 金等のノ ウハウ を蓄積しつ つはあ
るが、各大学と共同しての外部資金獲得には至っていない。
情報技術の 向上につ いては、 職員に 割り当てら れたコン ピュータ を用い ての業務が 必須
となっており 、業務が 即トレー ニン グとなってい る。学生 について は、 情報処理科目 が一
部必修となっ ており、 進路関連 の企 業情報を得て いる。ま た、エン トリ ーの際にはコ ンピ
ュータを介することが必須となっておりトレーニングとなっている。
技術的資源 と設備の 両面にお いて、 必要に応じ て、職員 あるいは 専門家 による定期 的な
点検、整備を行なっている。
また実習委 員会を中 心に、国 家試験 対策委員会 、進路支 援室等が 連携し て、専門教 育検
討委員会で教 育内容を 見直し、 効果 を上げるよう 活動を進 めている 。技 術的資源は老 化・
劣化すると、 交換され る。退職 した 教員が自作し たエンジ ン負荷性 能試 験装置は、劣 化し
たので廃棄し、ハイブリッド・エンジンの実習に変え新時代に即した教育内容とした。
さらに平成 24 年度には前述のように電気自動車、DSG（高効率新型変速機），中型トラ
ックが導入され、平成 25 年度には JC08 モード対応の燃費計測装置を文部科学省に申請し、
配置された。このように設備は最新鋭のものとなっている。
技術的資源 の分配に ついては 、研修 を通じて得 た情報を 会議の場 での報 告や資料回 覧を
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とおして共有し、活用している。
学内のコン ピュータ 整備につ いては 、教員には 携帯パソ コンを配 当し、 LAN で結び、学
内の通信、成 績処理、 授業欠席 状況 の通信及び成 績集計、 講義内容 の整 理、研究発表 、教
材収集、教材 作成等に 活用 して いる 。またインタ ーネット を利用し て最 新の情報が収 集で
きる。
学生の学習 支援のた めに必要 な学内 情報ネット ワークに ついては 、進路 支援室、図 書館
に設置し、企 業情報等 が検索で きる ようにしてお り、それ ぞれ利用 目的 を決めて運用 して
いる。
各講義室や 実習室に は、プロ ジェク ターを設置 しており 、教員は パワー ポイントに よる
講義が可能である。また、平成 27 年度末には、COC+の予算で、e-ラーニングシステムが設
置されている。COC+での利用を通して、一部担当者は e-ラーニングシステムの利用方法に
習熟度が高ま ってきつ つあるが 、 他 大学との双方 向利用に 向けては 、ま だ教員全体の 意識
が高まっていない。
学生支援充 実のため コンピュ ータ利 用技術につ いては、 自動車工 学の分 野でもコン ピュ
ータを使用し た故障診 断など様 々な 技術が導入さ れてきて いること から 、教材や研究 機材
として購入し、幅広く活用を図っている。
情報処理関係授業のため情報処理室を設け、Excel、Word の基本操作から、P 検 3 級程度
までの学習ができるようにしている。
(b) 課題
技術的資源 の充実、 更新のた め外部 資金獲得に 教員は努 力してい るが、 今後も各教 員が
努めることが課題である。
他大学の連携をさらに推進することで、e-ラーニングシステムを活用する機会を増やし、
研究機会の拡大へと発展させていくことが課題である。
テーマ

基準 Ⅲ-C

技術的資源をはじめとするそ の他の教育資源の改善計画

各教員が外部資金獲得に取り組みやすくなるよう、地元企業からの受託研究、四国大学
との包括連携協定や COC+参加大学との連携を継続し、研究費や補助金等のノウハウを蓄積
し、地元企業及び各大学と共同して獲得ができるようにする。
e-ラーニングシステムの利用方法に習熟し、活用機会を増やし、教員が新たな教育研究
への可能性を開けるようにする。
備付資料
90.外部研究資金の獲得状況一覧表
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[テーマ

基準Ⅲ -D

[区分

基準Ⅲ -D-1

財 的資源]
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
資金収支では、平成 26 年度に増加に転じ、平成 27 年度も増加した次年度繰越資金が平
成 28 年度は再び減少に転じた。〈提:21〉。
消費収支で は、平成 25年度消 費支出 超過から平 成 26年度 は消費支 出超過 額が減少し た。
遊休資産であ る旧校地 の売却、 旧校 舎の除却に負 うところ が大きか った 。平成 27年度 事業
活動収支では、当年度収支差額のマイナス額が増えた〈提:23、25〉。
事業活動収支差額がマイナスになっている状況については、その理由を以下のように把
握している〈提:23〉。
・教育活動収支の収入では、学費を据え置いているので、学生数の増減が直接学生納付
金収入の増減に表れるが、平成27年度に比べ平成28年度は在学生が10名減少し、自動車
工業学科の入学定員（80名）では15名、収容定員(160名)では38名下回っている状況であ
る。一方 、補助 金収入 について は、 経常費補 助金は 、 304短大 中93位 、自 動車系7短期大
学中1位 と小規 模校では あるが 引き続 き中位に ある。こ れは、 2年連 続で私 立大学等 経営
強化集中 支援事 業の採 択を受け たこ とに負う ところ が大き い。しか し、 それでも 在学生
の減少を補うには至っていない。
・同じく支出では、人件費依存率が 5年連続で100％を超えている(111.2％)。文部科学省
だけでなく国土交通省の基準も満たす必要があり、退職者の補充を抑えてはいるが、な
お高い水準にある。また教育研究経費では教育充実に経費を投入せざるを得ない状況が
あり、管理経費も特に学生募集のための入試広報関連の経費等、費用対効果の観点か
ら検証を 行ない 、減ら すことに 努め たがなお 本学の 財務状 況からす ると 大きい状 況であ
る。経費の区分、多寡を問わず減らしていく必要がある状況は変わっていない。
・教育活動外収支では、受取利息・配当金が、低金利の影響を受け、減っている。
貸借対照表の状況については、借入金はなく、基本金の積立も計画を達成しているが、
資産総額は年々減少傾向にある〈提:24〉。
当法人は、単科の短期大学を有するだけなので、短期大学の財政と学校法人全体の財政
の関係はほぼ一致している。
現預金は減 少の傾向 にあるが 、一般 的に高けれ ば高いほ ど運用資 産の蓄 積が良好で ある
と言われている運用資産余裕比率は870.5％となっており、現在のところ短期大学の存続を
可能とする財政は維持されている〈提:27〉。
退職給与引当金等は退職金財団への加入など目的どおりに引き当てられている。
資産運用については、会計規程に定められており、元本が安全なものあるいは短期で確
実性のあるも ので運用 するよう にし ている。 2 号 基本金に ついては 、比 較的短期の円 建て
外債で運用しているものが多い。平成 27 年度に引き続き、海外市場動向を勘案し、円建て
外債（サムライ債）の運用から日本企業への社債に一部シフトして運用益の獲得を図った。
遊休資産の処 分収入の 大半を南 海ト ラフ巨大地震 対策特定 預金（ 1 年定 期預金）、教 育改
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革特定預金（６か月定期預金）として運用した。12 月から安定資金確保のための積立預金
（毎月 300 万円）を開始している。
教育研究経費は経常収入の36.1％と20％程度を大きく超えている〈提:27〉。
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については、順次更
新、補充を行なっており適切と言える。
定員充足率は妥当な水準とは言えない。現状を打開するために教育サービスの維持・向
上を図り、職員による高校訪問や地域貢献活動等の実施等、本学の入試広報活動を全学
一丸となって実施することにより、定員充足を目指している。その結果、入学定員充足率
は 、 平 成 25年 度 (83.8％ )、 平 成 26年 度 (88.8％ )と 改 善 し て き た が 、 そ の 後 は 平 成 27年 度
(81.2％ )、 平 成 28年 度 (81.2％ )と 低 下 傾 向 で あ る 。 ま た 収 容 定 員 充 足 率 は 、 平 成 27年 度
(82.5 ％ ) ま で の 4 年 間 上 昇 傾 向 に あ っ た が 、 退 学 者 が 9 名 と 多 か っ た た め 平 成 28 年 度 は
76.3％に低下している。
収容定員充足率に相応した財務体質とは言えないが、自動車工業学科という特殊性（工
業系、国土交 通省認定 基準を満 たす 教員数）と教 育を充実 し学生募 集に つなげるとい う戦
略から、人件費比率や教育研究経費比率は高くならざるを得ない 。ただし一方で、基本金、
特定預金をはじめ資産は十分確保しており、借入金もない〈提:24〉。また将来に向けては、
平成27年3月に旧運動場売却額の大部分（2億2000万円）を今後30年以内に約70%の確率で発
生すると言わ れている 南海トラ フ大 地震時に学生 の急減、 施設の損 壊対 策として特定 預金
を設けてい る。また 、私立大 学等経 営強化集中 支援経費 で得た 3000万 円 を「経営強 化引当
特定資産」として設け、10年後の本学のあるべき姿を実現するための資産の一部とした。
(b)課題
補助金収入 が他の自 動車短期 大学よ り多く、同 規模の短 期大学と 比較し ても多いが 、入
学者数の低迷 が響き、 帰属収入 を減 少させている 。施設設 備で老朽 化し ているものの 更新
も図りたいが、現状では学生数の推移を見守るしかないので、さらに補助金獲得を目指し、
経営改善計画に沿って学内改革、経営改善を図っていくことが課題である。
受取利息・配当金が利率低下により減少傾向にあるので、安全性を考慮しつつも、運用
資産の幅を拡げるべく、情報収集と運用体制の改善を図ることがなお課題である。
[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
経営実態、 財政状況 に基づい て中・ 長期収支見 込み計画 と学生数 増加対 策及び経営 改善
計画を策定し ているの で定員確 保を 目指す本学の 将来像に ついては 明確 になっている 。一
方、ビジョン としての 将来像は 理事 長が年度初め の職員会 議で配布 する 資料〈備 :3〉 に記
載しており、 平成27年 度までは 「学 生、保護者、 高校、さ らに自動 車販 売整備会社及 び自
動車関連業界 にとって 魅力ある 大学 」を構想する こととし てきた。 しか し、ここ 10年 以上
定員と実員と がかい離 している 状況 のなかで、改 めて 10年 先以降の 本学 の将来像を構 築す
るために若手 中心の将 来構想 検 討委 員会を編成す ることと し、中間 の答 申を平成 29年 度ま
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でにまとめる計画をしている。
本学の強み ・弱み等 の客観的 な環境 分析につい ては、 「 本学の財 務状況 と SWOT分析」と
いう演題で日本私立学校振興・共済事業団（以下「財団」という。）から講師を招いて、本
学の経営状況 の把握と 本学の強 み、 弱みなどを数 名ずつの グループ に分 かれて意見を 出し
合い、発表し た。その まとめを 将来 構想委員会の 基礎資料 として活 用し ている。 本学 の経
営実態は、財 団の「定 量的な経 営判 断資料に基づ く経営状 況の区分 （法 人全体）」に より
把握している 。学納金 に次いで 大き な収入源とな る財団か らの補助 金の 順位も全国の 私立
短期大学と比 較するう えで指標 の一 つと考えてい る。平成 28年度は 経営 強化集中支援 事業
に連続選定されたこともあり、2年連続して自動車系短期大学で最も多額の補助金を獲得で
き、304校中93位(昨年度308校中107位)と小規模校として大きな成果を出している。
これまでは、3 月の評議員会・理事会で本学独自の「中・長期収支見込み計画と学生数
増加対策」〈提:26〉を策定してきたが、平成 28 年度から第三者評価の資料に必要なこと
から財団の様式に準拠した「学校法人徳島城南学園経営改善計画（平成 28 年度～32 年度）」
を策定した。経営改善計画最終年度における財務上の数値目標として、教育活動資金収支
が赤字にならないことを目標とし、
「定量的な判断資料に基づく経営状態の区分（法人全体）」
では B0 ゾーン以上を目標とした。平成 29 年度は最初の年に計画した内容を検討して見直
したものもある。
以下平成29年度概要を列挙する。
①学生募集
対策の方針として次のことを掲げている。
・日本人学生 80 名以上を目標にして、資金収支が赤字にならないようにする。
・平成 28 年度に新設した女子学生対象奨学制度の PR に努め、女子学生の入学数を 10 名
以上にする。
・社会人入学生は、本学の新しい取り組みが認知されたことで大きな成果があったので
さらに増加するよう PR に努める。
②人事計画
人事政策については次のことを掲げている。
・平成 28 年 6 月退職教員の後任の経歴を鑑み、非常勤講師の 2 科目分を担当させ人件
費を削減しているので、今後も非常勤講師もできるかぎり削減する。
抑制策については次のことを掲げている。
・給与規程にしたがい定期昇給の有無等を決定し、対前年比学生数により役員報酬金額
を計算する。
・人件費依存率を下げるため定員を確保するまでは現在の削減方針を堅持する。
③施設設備の将来計画
優先順位を決めて補修する。実験・実習場、体育館、学生会館の補修及び設備機器を順
次更新する。
④外部資金の獲得、遊休資産の処分等の計画
・科学研究費補助金の奨励研究をここ数年獲得しているので継続して獲得できるように
する。
・私立大学等経営強化集中支援事業（B）採択され 3,000 万円の補助金を獲得できた。私
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立大学等改革総合支援事業の補助金獲得を目指す。
・旧学生寮の敷地は、処分できた。他に遊休資産はない。
⑤その他の計画
建学の精神を踏まえた学校法人を目指す将来像を検討する新たな将来構想検討委員会の
発足、授業内容の一層の新技術への対応、FD/SD 活動の活発化など教学改革計画を進める
とともに予算の執行状況を分析・検証して経費抑制に努めることなどを計画している。
学納金計画については、他の自動車系短期大学、専門学校と比較して保護者が負担する
総額が上位にあるので十年以上据え置きとしている。
定員管理に ついては 、平成 29年度も 定員を充足 すること ができな かった ため、学生 納付
金収入と経費 とのバラ ンスは、 適正 な水準にある とは言え ない。国 土交 通省認定大学 とし
て必要な専任 教員数及 び日進月 歩の 自動車技術を 学生に指 導するた めの 新車はじめ各 種教
育機材への投 資は、学 生数が減 少す るなかにも本 学の教育 の質を維 持、 さらに向上さ せる
ために必要とされる。平成28 年度で定年退職する2名の教員の補充として1名のみ採用する
とともに非常 勤講師の 授業を専 任講 師に振り替え たことで 人件費の ふく らみを抑えた 。 支
出費目で最も大きいのは人件費である。人件費の抑制については平成 28年度の定期昇給は 6
か月遅れの昇給を実施した。
学内に対する経営情報については、3月の評議員会・理事会で承認された「中・長期収支
見込み計画と学生数増加対策」の資料を使い、理事長が4月の職員会議で現有学生数を想定
した今後5年 間の収支 の見込み と学生 数を増やすた めの基本 方針を説明 し ている。 6月 には
理事長が前年 度決算の 概要報告 を行 ない、改めて 経営状況 の 厳しさ を説 明している。 その
他の月の職員 会議にお いても 理 事長 の訓示のなか で必要な 事項につ いて 述べている の で学
内の危機意識 の共有は できてい る。 理事長の基本 方針をも とに入試 広報 委員会で学生 募集
計画を協議し、その内容を職員で共有している。
(b)

課題

本学の財政 上の健全 化及び将 来像を 再構築する に当たっ て、本学 の特色 を活かした 産・
官・学連携に 取り組み 板野町は じめ 地元に一層の 貢献をす ることで 認知 度を高め、中 ・四
国 地 方 で 自 動 車 に 関 す る 3つ の 国 家 資 格 が 取 得 で き る 唯 一 の 高 等 教 育 機 関 と し て 安 定 的 な
入学者を確保 すること が急務で ある 。このために 経営改善 計画の速 やか な実行が課題 であ
る。
テーマ

基準 Ⅲ-D

財的資源の改善計画

経営改善計画を速やかに実行し、効果検証するために監事監査及び外部委員による助言を基
に理事会で改善計画を検討していく。
さらに補助金を獲得するため、私立大学等経営強化集中支援事業（B）に連続して採択されるよ
う、また私立大学等改革総合支援事業等に採択されるよう学内改革を行う。それにより経営改善を
図っていく。
効率的な資産運用については、低金利情勢が長期化の様相を呈していることから、より一層市
場 の動 向 に注 意 を払 い、情 報 収 集 に努 める。また、普 通 預 金 についても短 期 定 期 預 金 へのシフト
管理を継続する。
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経費の削減については、経費の予算配 分基準・金額と執行状況を一層明 確にし、学内情報ネッ
トワークまたは職員会議の席で周知し、教育研究経費の効率的な運用、光熱水費をはじめとする経
費に対しての職員の節約意識をより高める。
経営改善 計画の 内容は 多岐に わたる ので、項 目によ り理事 長また は学長 を長とし て改善
内容を実行していく。
提出資料
21.資金収支計算書・資金収支内訳表［平成26年度～平成28年度]
23.事業活動収支計算書・事業活動収支内訳表［平成28年度］
24.貸借対照表［平成26年度～平成28年度］
25.消費収支計算書・消費収支内訳表［平成26年度～平成27年度］
26.中・長期収支見込み計画と学生数増加対策
27.事業報告（平成28年度）
備付資料
3.職員会議資料
96.学校法人徳島城南学園経営改善計画
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基準Ⅲ

教育 資源と財的資源の行動計画

教員組織については、退職者にともなう教育課程を見直したので平成 29 年度末にどの程
度効果があがったのか検証する。
学長、学科 長及び研 究・地域 連携課 長が主幹す る研究費 を有効活 用し、 学会発表及 び掲
載論文数の増 加に努め る。また 、外 部資金獲得情 報を速や かに教員 に通 知し、特に懸 賞論
文については 積極的に 応募する よう に奨励する。 さらに、 四国大学 短期 大学部との共 同研
究や合同研究発表会については両大学で連絡を密にして定期的に行なう。
事務組織に ついては 、事務職 員への 業務に関す るヒアリ ングのほ か、 四 国大学との 情報
交換を通じて 事務の効 率化、教 職協 働の精神及び 学生等へ のサービ スの 向上を一層図 る。
年度末に学生アンケートによって検証する。
人事管理に ついては 、中長期 的展望 に立ち、現 職教員の 教育研究 能力を 育成すると とも
に退職者の補 充につい て検討を 始め る。バランス が取れた 年齢構成 にな るよう採用人 事の
際に配慮する 。また、 改善され た授 業アンケート を活用し て、特に 優秀 な教員への顕 彰を
実施できるよう自己点検・評価のための経営委員会で検討を始める。
図書館の利用率の低迷を打開するための改善策を平成 29 年度の前期までにまとめ平成
29 年度末までに実施する。施設設備の維持・補修管理については、平成 29 年度からの実
習計画に支障がないよう優先的に進めて行く。
財的資源については、補助金を獲得するため、私立大学等経営強化集中支援事業（B）に連続
して採択されるよう、また私立大学等改革総合支援事業等に採択されるよう学内改革を行う。それ
により経営改善を図っていく。
資産運用については、取引のある金融機関からの情報をもとに、より効率的な運用を行
なっていく。経営改善計画の実行については、進捗管理表を作成し年度ごとに外部委員及
び理事会で達成率を検証し翌年度に改善を図る。
◇基準Ⅲにつ いての特記事項
(1)

以上の基準以外に教育資源と財的資源について努力している事項。
該当ありません。

(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。
該当ありません。
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【基準Ⅳ

リ ーダーシップとガバナンス】

基準Ⅳの自己 点検・評価の概要
理事会は、 寄附行為 に基づき 学園の 業務を決し 、理事の 職務の執 行を監 督している 。外
部役員は、必 要に応じ て学内外 の会 議、研修及び 行事等に 出席して 職員 や自動車整備 業界
からの意見を理事会に報告している。理事の構成については、2 号理事の枠が 1 名あるこ
と、高齢化も 進んでい ることか ら、 昨年度は理事 会に推薦 を諮った が適 任者は得られ なか
った。経営感 覚を有す る有識者 の補 充と役員の高 齢化を踏 まえて、 将来 の役員候補を 各方
面に推薦を依頼し 2 年後を目途に人選をする。
学長は、年 間を通じ て講義を 担当し ており学生 の事情を よく把握 してい る。学 習成 果を
獲得するため の教学運 営体制に おい て、非漢字圏 からの留 学生増加 に伴 い新たに漢字 教育
の追加（時間 的にも人 的にも） など が必要になっ ており引 き続き、 日本 語教育に日本 語サ
ポーターに加え、教員 2 人での指導体制等の強化を行なう。さらに、日本語に関する科目
である「文章表現Ⅰ」を必修科目にすることを検討する。
監事は、毎 回評議員 会及び理 事会に 出席し意見 を述べた り、公認 会計士 の監査に立 ち会
ったりしている。内部監査として平成 28 年度は、科学研究費と入試広報に対して実施した。
ただ、入試広 報に関し ては実施 時期 を早めたもの の主 な学 生募集の 時期 を逸していた ので
平成 29 年度は早期に実施計画を立て効率的に実施する。
評議員会は 、寄附行 為の定め により 組織化され 員 数を満 たしてお り、理 事会の諮問 機関
として適切に運営されている。ただし、3 月の評議員会の出席率が 80%を下回っているので
出席率を上げるために日程を調整出来ないか検討する。
ガバナンス について は、会計 規程の 定めにした がい適正 に執行し ている 。予算編成 の過
程においてよ り厳密な 査定をす ると ともに計画的 な執行を すること が課 題なので、前 期末
に実施するヒ アリング をとおし て予 算の執行状況 を分析し て適正に 執行 されているか 検証
する。検証の結果を踏まえて次年度の予算の精度を高めることとする。
[テーマ
[区分

基準Ⅳ-A
基 準Ⅳ-A-1

理事長のリー ダーシップ ]
理事会 等の学校法人の管理体 制が確立している。 ]

基準Ⅳ-A の自己点検・評価
(a)現状
理事長は、本法人の創立者近藤安次郎を祖父として 、創立者が存命中の昭和 63 年 4 月か
ら本学の講師、教授、副理事長を経て平成 21 年度から理事長に就任しており、建学の精神
及び教育理念・目的を理解し、学校法人を代表してその業務を総理している。
理事長は、 年度当初 の職員会 議で本 学の経営方 針を示し 、事業計 画及び 中期の目標 等に
ついて訓示している〈備:3〉。平成 28 年は、1 年のキーワードとして「目標の見える化。 日々
改善」を掲げ、各人の職務において目標と達成率を 6 か月ごとのヒアリングで確認してい
る。訓示の中 では、卒 業式・修 了式 当日にアンケ ートを行 なった学 生の 満足度調査の 数字
をもとに、卒業生全員が「本学を卒業して良かった」との回答になるよう教育設備の充実、
教育方法の改 善等を組 織的に行 なう とともに全職 員に対し て丁寧な 学生 指導を喚起し てい
る。
毎月の職員 会議では 大学が年 間を通 じて取り組 む方向性 を示すキ ーワー ドを再確認 し、
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前月を振り返 っての課 題や改善 事項 を提示すると ともに、 今月の指 示事 項を示すなど 学校
運営にリーダ ーシップ を発揮し てい る <備:3>。ま た理事長 は、理事 会か ら委嘱された 日常
的な学園業務 について 学長及び 事務 局長からなる 経営会議 を主宰す るほ か、事務局と 密接
な連絡体制を保っている。
また、学校 行事の開 催後には 実施上 での反省点 や問題点 、改善案 を全職 員にメール 配信
し、その結果を職員会議で報告し次年度に共通理解を得るとともに活かすようにしている。
理事長は、毎会計年度終了 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
事業の実績を評議員会に報告し、その意見を求めている。
理事長は、 寄附行為 の規程に 基づい て理事会を 開催し、 学園の意 思決定 機関として 適切
に運営してい るが、過 去に持ち 回り 理事会をした ことがあ るので規 程を 変更し適切に 運営
することとした。
理事会は、寄附行為第 6 条に基づき学園の業務を決し、理事の職務の執行を監督してい
る。理事会は、理事長が招集し、議長を務めている。
理事会は、 予算及び 決算のほ か、寄 附行為に基 づく学園 運営に必 要な事 項について 、年
に 4 回を通例として開催し意見を求めている。
理事会は、 第三者評 価に対す る役割 を果たすた め、毎年 作成して いる自 己点検・評 価報
告書の内容を 審議する とともに 、定 期的に建学の 精神・教 育理念・ 教育 目的を見直す こと
としている。
学園の外部役員は、必要に応じて学内の会議や研修に出席して職員の意見を聞いている。
平成 25 年 9 月に実施された文部科学省学校法人 運営調査委員による調査の際、助言のあっ
た監事の内部監査について、平成 27 年度から監事の内部監査も始まり平成 28 年度も入試
広報に関する 情報の収 集と助言 を理 事会に行ない 、理事会 で審議し た結 果、改善事項 の速
やかな実施を関係者に指示した〈備:193〉。また、公認会計士との懇談、経営改善計画の評
価外部委員か らの助言 や役員が 関係 する一般社団 法人徳島 県自動車 整備 振興会の役員 及び
会員から本学 の入試広 報及び進 路支 援に有益な情 報を収集 して理事 会で 報告や提案を して
いる。その結 果、短期 大学の教 育の 改善に結び付 いたもの もあった 。理 事 会は、短期 大学
運営に関する法的な責任があることを認識している。
理事会は、寄附行為第 25 条第 2 項により、職員及び保護者に財務情報の公開を行なって
いる。さらに、学校教育法施行規則の改正により、情報公開規程〈備： 106〉を設けホーム
ページに情報公開の欄を設けている。
理事会は、学校法人

徳島城南学園運営及び短期大学運営に必要な規程を整備している。

外部理事は、私立学校法第 38 条及び寄附行為第 9 条の規定に基づき選任された教育関係
者（本学創設時の理事で元徳島大学長）、自動車販売会社社長（本学創設時の理事のご子息
で本学学生の主たる就職先の株式会社徳島マツダ社長）、一般社団法人徳島県自動車整備振
興会前専務（30 年以上にわたって本学の自動車整備士育成事業に指導・監督）である。理
事の選任時に は、大学 の状況を 説明 しており学校 法人の建 学の精神 を理 解し、法人の 健全
な経営につい て十分な 学識及び 見識 を有している 。理事会 の構成に つい ては、 2 号理 事の
定数枠に 1 名余裕があること、高齢化も進んでいる。
学校教育法第 9 条の規程は、寄附行為に準用されている。
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(b)課題
理事会の構成については、2 号理事の定数枠に 1 名余裕があること、高齢化も進んでい
ることから、理事会に 1 名の推薦を依頼したが具体的な人名は挙がっていないことが課題
である。
テーマ

基準 Ⅳ-A

理事長のリーダ ーシップの改善 計画

理事会にお いて、学 外有識者 の意見 を聴くこと は、学園 の運営に 関する 議論を多面 化・
活発化させる ためにも 、また、 本学 の将来構想を 考える意 味でも重 要な 事柄なので、 経営
感覚を有する 有識者の 補充及び 現役 員の交 代とし て、将来 役員を委 嘱で きる適任者を 引き
続き各方面に推薦を依頼する。
備付資料
3.職員会議資料
106.情報公開規程
193.理事会での改善指示事項
[テーマ
[区 分

基準Ⅳ-B

基 準 Ⅳ -B-1

学長のリー ダーシップ ]
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
学長の徳島工業短期大学におけるリーダーシップは以下のように行なわれている。
学長は、長 期の海外 留学経験 のほか 、国立大学 、国立高 等専門学 校にお ける教育研 究の
豊富な経験を 有し、そ の間、地 域連 携・テクノセ ンター長 、副校長 、学 科主任のほか 公的
機関の種々の 委員を務 めるなど 、学 内外から学識 経験者と して認め られ るとともに、 大学
運営に関しての豊富な経験がある。
学長は建学 の精神「 人づくり 」に基 づき、学内 では自動 車技術者 の養成 に関する教 育研
究を推進する とともに 、近隣の 大学 ・高専研究室 と連携を 密にして 若手 教員の大学院 への
社会人入学や 共同研究 の推進に 尽力 するなど、教 育研究活 動を活性 化さ せ大学教育の 向上
と充実に努力している。
他方、外部 資金獲得 について は、科 学研究費補 助金をは じめ、 JST 科学 技術振興機 構研
究成果最適展 開支援プ ログラム 、私 立学校振興・ 共済事業 団学術振 興資 金等への応募 出願
を強く勧めるとともに、特許出願を含めてその出願方法を精力的に指導している。
外部、特に 徳島県、 国土交通 省、徳 島県自動車 整備振興 会、近隣 大学・ 高専、高等 学校
との連携も支 障なく進 行してい る。 四国大学・四 国大学短 期大学部 と徳 島工業短期大 学は
平成 27 年 2 月に包括連携協定を結び、手始めに FD/SD 研修会や講演会を開催し両大学の活
性化を図っている。また、本学は徳島県内の産学官が連携した COC+（地の拠点大学による
地方創生推進 事業）に 採択され 、イ ンターンシッ プの取り 組みや関 係す る講演会に参 画し
ている。また学長は多くの関連する会議に積極的に参加している。
学長は、地 域とのさ らなる連 携に努 めるととも に徳島県 として連 携して いるドイツ ・ニ
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ーダーザクセ ン州との 連携強化 に努 めている。 ド イツ・ニ ーダーザ クセ ン州には、フ ォル
クスワーゲン 社の主力 工場があ り、 州政府の手工 業会議所 及び職業 訓練 センターとの 連携
ができること になれば 、自 動車 整備 技術の共有が 可能にな り、本学 にと ってはドイツ の整
備技術、検査 方法及び ディーラ ー・ 修理工場等の 情報を得 ることが でき 、併せてドイ ツの
自動車業界の 最新の実 情を知る こと ができるメリ ットがあ る。また 学生 、職員を派遣 する
ことにより、短期留学や職員研修が可能になる。平成 27 年 12 月にはニーダーザクセン州
の商工会議所のメンバーが本学を見学し、友好を深めた。また平成 29 年 1 月には本学専攻
科学生 1 名がドイツ・リューネブルク・テクノロジーセンターに人材育成交流員として 1
週間の視察研修に派遣した。
学長は学長 選考規程 〈備 :171〉 にし たがって選 任され、 建学の精 神に基 づき魅力的 な大
学づくりと学 則に定め られた教 育目 的達成のため の大学運 営全般に リー ダーシップを 発揮
している。
学長は教授 会規程〈 備 :174〉に 基づ いて教授会 の議長と なり、教 授会を 教育研究上 の審
議機関として審議をけん引し適切な結論を導いている。平成 27 年度から教授会の位置づけ
が 変 わ る た め 規 程の 見 直 し 等 を行 なっ た 。 私立学 校法の 改正に 伴い、 教授会 運営に ついて 、
「教授会は議決機関でなく、教育・研究に関し審議する機関」であり、最終議決は学長が行な
うことに学則及び教授会規程を変更した。これにより学長の権限が強化された。

教授会では 、学長が 提案する 項目の ほか、教務 委員会、 入試広報 委員会 、実習委員 会、
専門教育検討 委員会等 が提案し た審 議事項を審議 すること だけでな く、 教員個人から の提
案も随時受け 付けるこ ととして 教授 会の活性化を 図ってい る。教育 上の 各種委員会を 設置
し、それぞれ委員会規程を策定し運営している。
教授会での審議内容は事務当局で議事録〈備:202〉としてまとめ、学長が点検している。
学長は年間を通じて 6 科目程度の講義を担当しており、そのため学生の実情をよく把握
している。また毎年 2 回行なう教員との前期及び後期活動報告書のヒアリング結果〈備 :5〉
や FD 研修会議長として公開授業のアンケート結果〈備:8〉等について問題点を抽出し、教
育方法の改善に取り組んでいる。
学長は、ク ラス担任 の心構え や業務 等、また教 員が学生 指導を行 なう際 の留意点等 、組
織として活動するための「クラス担任の指針」を平成 26 年度に制定した〈備： 217〉。
カウンセラ ーを再度 置くよう に検 討したが、諸 般の事情 により無 理で あった。そこ で学
長は、クラス 担任の指 針にした がい 、担任の心構 えや業務 等に加え 、学 生の指導に関 する
学生相談について十分配慮するよう強く指示した。
学習成果を 獲得する ための教 学運営 体制につい ては、非 漢字圏か らの留 学生増加に 伴い
新たに漢字教 育の追加 等が必要 にな ってきた。そ のため、 留学生に 対す る日本語教育 は平
成 28 年度より、非常勤講師を 2 人配置し、漢字圏と非漢字圏の留学生とのレベル差の解消
を図った。さ らに日本 語サポー ター の協力を求め 、日本語 教育の充 実を 図った。この 方法
で、かなり効果はあったと思われるが、まだまだ不十分である。
(b)課題
引き続き日 本語サポ ーターを 採用し 、非漢字圏 の学習者 の弱点を 克服さ せ、自立学 習、
個別指導、様々な異文化体験をさせることによって日本語能力試験 N2 レベルに達するよう
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指導することが課題である。
テーマ

基準 Ⅳ-B

学長のリーダー シップの改善計 画

留学生の日 本語教育 に関して は、 2 人講師体制 を継続す るほか、 昨年度 度に導入し た日
本語サポータ ーによる マンツー マン 授業を 強化し て、日本 語 教学体 制の 点検と充実に 一層
の努力をする 。日本語 に関する 科目 である「文章 表現Ⅰ」 を 日本人 学生 も含め 必修科 目に
することを検討する。
最近、特に ベトナム からの留 学生が 増えている ため、非 漢字圏か らの留 学生の日本 語能
力の向上を図る。
備付資料
5.前期及び後期ヒアリング結果
8.公開授業及びアンケート結果
171.学長選考規程
174.教授会規程
202.教授会議事録
217.クラス担任指針
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[テーマ
[区分

基準Ⅳ-C

基 準Ⅳ-C-1

ガバナンス ]
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
監事は、寄 附行為の 規定に基 づいて 、学校法人 の業務及 び財産の 状況に ついて理事 会出
席時または公 認会計士 の監査日 等に 同席して監査 している 。これま では 業務監査とし て学
園及び本学の 日常業務 について 、定 例的に書面上 または職 員からの 聴き 取り調査等に よる
業務の監査ま では実施 してこな かっ たが、平成 28年度も内 部監査と して 入試広報に対 して
実施した。2回にわたって担当課長、高校訪問を専門とする職員へのヒア リングを行なうと
ともに、出張 報告書等 について の書 面調査を行な った。そ の結果を 理事 会で報告し数 件の
業務改善事項及び助言を担当課長等に指摘した〈備:193〉。また、新たに科学研究費に関し
て監 査も実 施したが特に問 題はなかった。3月 に は 改 善状 況 等 を把 握 す る ために 同 様 の ヒ ア リ
ン グ を 1回 実 施 し 改 善 さ れ て い る こ と を 理 事 会 に 報 告 す る と と も に 新 た に 必 要 と さ れ る 改
善事項を理事長に助言した。
監事は、毎 回、評議 員会及び 理事会 に出席して 意見を述 べるとと もに、 公認会計士 の会
計監査に立ち会っている。
監事は、毎会計年度、監事報告書を作成し当該会計年度終了後 2か月以内に理事会及び評
議員会に提出している。
以上のことにより監事は、適切に業務を行なっている。
(b)課題
監事の内部監査は、平成 28 年度計画どおりに実施できたが、学生募集のあり方に対する改善策
を検討する時期を検討し、さらなる改善策が必要である。
[区分

基準 Ⅳ-C-2

評議員 会は寄附行 為の規定 に基づいて 開催し、 理事会 の諮問機 関と

して適切に運 営している。 ]
基準Ⅳ-C-2 の自己点検・評価
(a)現状
評議員会は、寄附行為の定めにより組織化され、15 名と員数を満たしている。
評議員会は 、理事会 の諮問機 関とし て適切に運 営してい る。寄附 行為上 、学識経験 者の
定数枠に1名 の余裕が あったの で、平 成 27年3月の 理事会で 増員した 。また 、昨年課題とな
っていた平成27年3月 末で退職 した職 員枠（ 2号評 議員、法 人職員で 理事会 において推薦者
のうちから評議員会において選任された者）の後任は選出された。
(b)課題
3 月の評議員会の出席率を上げることが課題である。
[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
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本学は小規 模校なの で日常的 に関係 部門の意向 を調整で きる環境 にある 。したがっ て、
特別な場合を 除いて毎 年度の事 業計 画と予算につ いて関係 部門から 意見 を集約するこ とは
していない。 教員につ いては、 1年に 2回ヒアリン グを実施 している 中で必 要な教育研究費
用も采配できる環境にある。事務職員については、事務局長が各課の状況を把握している。
したがって、 年度当初 から授業 等に 必要な教育研 究経費に ついては ３月 下旬に決定す る大
学全体の予算をまたずに速やかに学科長、実習課長、研究・地域連携課長及び関係職員に 2
月末までに報告し、翌年度からの各教員の教育研究が円滑に進むようにしている。
理事長は、年度初めの職員会議で当年度の事業計画を示し、決算についても 6月の職員会
議で事業報告 とともに 概要を報 告し ている〈備 :3〉。会計 責任者も 定例 の職員会議ま たは
学内情報ネットワークにより必要な事項の連絡を行なっている。
年度予算を 踏まえ、 日常の出 納業務 及び資産運 用は、会 計規程の 定めに したがい適 正に
執行している 。しかし 、科目に よっ ては当初の予 算額を超 えること が見 受けられる。 予算
額を超えた場 合、公認 会計士に 相談 し予備費で充 当するこ とが好ま しく ないと判断さ れた
場合は、補正予算を立て評議員会・理事会で承認を受けることになっている。
これまで日常的な出納業務は、2人の事務職員で分担し、直属の上司は事務局長であった。
平成26年度よ り会計課 長を新規 採用 したことによ り事務職 員の直属 の上 司となり、指 揮命
令が行き届く ようにな って、業 務の 遂行がスムー ズになり 、結果と して 理事長への報 告が
これまでよりも迅速に行なわれるようになった。
計算書類、 財産目録 について は、「 学校法人会 計基準」 に基づい て、学 園の経営状 況及
び財政状態を適正に表示している。
公認会計士 の監査意 見への対 応につ いては、予 算の執行 や予備費 の充当 方法等に検 討を
要する場合に は、事前 に公認会 計士 の意見を聞い てから行 なってお り、 日常的に指導 を仰
いでいる。し たがって 、期中で の監 査業務中及び 決算時の 監査にお いて も是正を求め られ
るなど指摘事 項はなか った。し たが って、監査報 告書には 「財政状 態を 全ての重要な 点に
おいて適正に表示している。」と記されている〈備:95〉。
資産及び資 金の管理 と運用に ついて は、会計規 程に基づ き理事長 の決裁 を得て管理 台帳
に記帳及び処理し、安全かつ適正に管理、運用している。
寄附金の募 集はして いないが 、同窓 会から 10年 ごとに屋 外休憩所 、時計 塔、学内掲 示板
等の寄贈を受けたり、自動車メーカーから最新の自動車の提供を受けたりしている〈備 :94〉。
学校債の発行は、行なっていない。
教育情報の 公表及び 財務情報 の公開 については 、学校教 育法施行 規則及 び私立学校 法の
規程に基づきホームページに掲載している〈提:2〉。また、事業報告書及び決算の概要を 8
月に発刊する保護者会報に掲載している〈備29〉。
(b)課題
予算編成の過程においてこれまで以上の厳密な査定をするとともに計画的な執行をする
ことが引き続き課題である。
テーマ

基準 Ⅳ-C

ガバナンスの改 善計画

監事の内部監 査は、平成 28年度計画 どおりに実施できたが、学生募集のあり方に対する改善策
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を検討する時期を早期にできないか検討するとともに新たな改善策を協議する。
3 月の評議員会の出席率を上げるために日程を検討する。
中・長期収支見込み計画と学生数増加対策（ 3月評議員会・理事会承認事項）に沿った来
年度の予算の計上及び適正な執行について、引き続き会計担当職員のほか、学科長、研 究 ・
地域連携課長、実習課長等と連携する。特に予算額が100万円以上の教育研究 費及び管理経
費科目について注視する。
提出資料
2.ウエブサイト（ http://www.tokuco.ac.jp/daigaku/pdf）
備付資料
3.職員会議資料
29.同窓会及び保護者会会報
94.教材車両の提供依頼文書
95.財産目録及び計算書類
193.理事会での改善指示事項
基準Ⅳ

リー ダーシップとガバナンスの行動計画

理事長は、 中期的な 視点に立 ち役員 を委嘱でき る適任者 の推薦を 理事会 に諮るほか 、県
内の関係機関に推薦を依頼し、2 年後を目途に具体的な人選を確定していく。
監事の内部 監査につ いては、 3 月の 理事会で昨 年度の実 績を分析 した上 で、実施計 画を
立てる。
評議員会に ついては 、 3 月の 評議員 会の出席率 を上げる ために事 業計画 、予算書の 作成
が前倒しできるか検討する。
ガバナンス について は、前期 末に実 施するヒア リング を とおして 予算の 執行状況を 分析
して適正に執 行されて いるか検 証す る。検証の結 果を踏ま えて次年 度の 予算の精度を 高め
る
学長は、留 学生の日 本語教育 に関し ては、日本 人学生も 含め日本 語に関 する科目で ある
「文章表現Ⅰ」を必修科目にする検討を教務課に指示する。
◇基準Ⅳにつ いての特記事項
(1)

以上の基準以外にリーダーシップとガバナンスについて努力している事項。
該当ありません。

(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。
該当ありません。
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