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取 組 の 概 要 

この取組は、地域貢献の一環で大垣市と連携して開設した本学の「子

育てサロン」や子育て支援関連行事で 4 学科（幼児教育・デザイン美

術・音楽総合・歯科衛生）の学生が学習成果にもとづく学科の特性に

応じた活動を行うものであり、それによって学習意欲を高め、学習成

果をより向上させ、コミュニケーション能力を高めることを目的とし

た。またこの取組は、学長を中心にして組織的にすべての教職員が協

力して進めることで、本学全体の教育改善をめざしたものである。  
 

１．取組の実施状況等  

①取組の実施状況 

 この取組では学長を中心として組織的な計画・実施・評価等を行った。各学科が専門

科目の授業での成果をいかす学生の活動を企画し、これを全学科及び事務職員からなる

GP 推進委員会（21 年度からは総合教育センターの教育 GP 専門部会に改編）で調整し

て 3 年間の全体スケジュールを作成するとともに年次計画を立案した。この計画にそっ

て授業で学生を指導・支援しながら取組を実施し、事後の振り返りを行うとともに毎月

の専門部会で実施記録にもとづき分析をふくめた総括を行い、結果を学長に報告した上

で管理職会議・学科長会で報告し助言や指示を受け、調整を加えながら取組を推進した。

そして年度末には、年間の実施と学生の状況を総括して、学長を委員長とする自己点検・

評価委員会に報告し、次年度の計画を立案、実施するという流れで進めていった。  
3 年間の全体スケジュール及び立案した年次計画は、ほぼ予定どおり実施することが

できた。そして全学の総定員 500 名の本学にあって、直接関連する授業 51 科目の学び

をいかして、子育てサロン 76 回、子育て関連行事 138 回の活動ができ、幼児教育科 1331
名、デザイン美術科 146 名、音楽総合科 2269 名、歯科衛生科 607 名の学生が参加でき

た（いずれも、のべ）。学生だけでなく、授業担当教員をはじめ、ほとんどすべての教員

と事務職員が何らかの形でこうした活動のいずれかに参画することができ、全学的な取

組となった。ちなみに本学が開設する子育てサロン「ぷっぷぁ」は、取組の間に 61 回開

催して 3239 組の利用者があったが、取組についても説明して協力を得ることができた。

 また取組やその成果を社会に向けて積極的に情報発信するため、本学の Web サイトに

おける専用ページの記事をはじめ、「GP 通信」の作成と発行（15 号）、パンフレット（地

域住民向け）の作成と配付（2 回）、大学教育改革プログラム合同フォーラムへの参加（21
年度は事例発表）、本学子育てシンポジウムでの中間発表、本学 GP フォーラム（学生も

発表と意見交流を行った）の開催、「GP ポータルサイト」への登録などを実施した。そ

して取組は新聞（28 回）やテレビ（6 回）で報道もされ、社会的な認知度も高まった。



 

②．取組の成果 

 この取組では、学生が関連する授業において学んだ成果をいかして、幼児教育科は人

形劇や読み聞かせ、ダンス、和太鼓など、デザイン美術科はマンガ・イラストやクレイ

アニメーション、似顔絵など、音楽総合科は参加型ランチタイムコンサートや音楽鑑賞、

演奏など、歯科衛生科はブラッシング指導や紙芝居、歯科相談の補助などの活動を行っ

た。また子育てサロンの運営にもあたり、子どもや保護者と直接ふれあう体験をした。

 この結果、活動ごとに行った学生へのアンケートでは、幼児教育科では「人に見られ

て発表でき緊張したがよかった」「慣れてくると声がかけられるようになった」「保護者

との対応が学べた」、デザイン美術科では「親の子どもに対する愛情を感じた」「緊張し

たがだんだんうまく描けるようになった」「動く対象を描くむずかしさを実感した」、音

楽総合科では「練習することの大切さや人前での演奏の心構えが学べた」「喜んでもらえ

て感激した」「音楽に興味を持ってもらえるよう説明できた」、歯科衛生科では「小児の

口腔内の発達について実際に見て学べた」「笑顔でやさしく接することの大切さがわかっ

た」「上級生を見て目標を持てた」、などの意欲的な内容の記述が多くの学生に見られた。

また指導を担当した教員はねらいや内容、学生の変容のようすなどを活動ごとに記録

としてまとめたが、その結果をあわせて、ねらいとしていた活動によって学生に学習意

欲を持たせ、活動後の授業に向けた目標を持つことでさらに高い学習成果をめざすとい

う成果は、一応達成できたのではないかと考えている。そして、学外の人たちとのふれ

あいは体験不足の著しい学生の貴重な経験となり、コミュニケーションの重要性を認識

させることもできたことが、アンケートからも窺える。こうしたことは、年度ごとに行

った学生の学習意欲につながる達成動機に関する全 13 項目（「いつも何か目標を持って

いたい」「難しいことでも自分なりに努力してやってみようと思う」など）について、自

分自身の気持ちに「全然当てはまらない」から「非常によくあてはまる」までの 7 段階

で点数化して自己評定を行わせた「達成動機の測定尺度」の調査結果にもあらわれてお

り、21 年度入学生についての調査で達成動機の増加が見られる（活動参加者 71.2 点→

74 点、活動不参加者 69.7 点→70 点）などの結果からもそれが裏付けられた。  
 さらに教職員に行ったアンケート調査でも、「学生の学習意欲が向上したと思うか」と

いう問いに「まあそう思う」「そう思う」をあわせた回答は 64.9％(24 名)であり、｢この

取組で学生の学びが深まったと思うか｣という問いには「まあそう思う」「そう思う」を

あわせた回答は 84.2％（32 名）となっていて、これも取組の成果を裏付けているといえ

る。ただし「学生のコミュニケーション能力が向上したと思うか」という問いに対して

は「まあそう思う」「そう思う」をあわせると 57.9％(22 名)と、厳しい見方となってい

る。これは、コミュニケーション能力が簡単には向上しないことを示唆している。  
 こうした結果や教員から学生の変容などから、取組のねらいとした学習意欲の向上や

一層の学習成果の深まりについては概ね目標どおりであったと考えられるが、一方でこ

の取組をとおして、学習成果に関する明確な指標の必要性などが認識されるところとな

った。そして 22 年度には、建学の精神や教育理念と諸方針の具現化に向けて、学科目的

や教育目標と授業における明確な到達目標とを結びつけて明示していこうとする「見え

る化プロジェクト」に自己点検・評価委員会が中心となって取り組んだが、総合教育セ

ンターが企画や立案にあたる際には、この取組の経験を活用することができた。 



 

③．評価及び改善・充実への取組 

 この取組の目的を組織的に達成するため、全体スケジュール及び年次計画にしたがい

ながら、評価にもとづく改善や充実を図りながら、次のとおり推進していった。  
[各月の取組推進に向けた動き] 
【調整】前月活動の総括をふまえ、各学科で活動予定を確認し、これをもとに教育 GP 

専門部会（総合教育センター、各学科担当者、事務職員）で次月の活動について学科・

学年・内容（関連科目）・ねらい・場所・参加者数等にもとづいて実施への調整を行う。

【計画】そして専門部会が具体的な次月の計画を立案して各学科・事務部局に連絡する。

【実施】年次計画にそいながら、事前の十分な指導の上に月ごとの計画にもとづいて活

動を実施。事後には授業で振り返り、アンケート等を行い、実施記録にまとめる。  
【総括】専門部会において、アンケート結果や実施記録にもとづいて短期的な成果や課

題、改善内容等について分析して前月の総括を行う。結果を学長に報告して指示や助

言を受け、必要に応じて管理職会議や学科長会で報告し、関連する委員会に連絡する。

[期ごとの取組推進に向けた動き] 
【総括】専門部会において前期または後期の取組の状況について総括し、学長に報告す

 るとともに、学長を委員長とする自己点検・評価委員会に取組のまとめやねらいの達

 成状況について報告し、充実や改善を図るべき内容について指示や助言を受ける。  
[年度ごとの取組推進に向けた動き] 
【総括】【計画】学科ごとの年間活動の総括を受けて、専門部会で全学的な年度の活動の

総括を行い、これにもとづいて次年度の計画案を立案する。その結果と計画を学長に

報告して指示や助言を受けて必要に応じ計画を修正し、自己点検・評価委員会に報告

して評価を受ける。管理職会議・学科長会に報告、教授会で次年度計画の了承を得る。

このように、取組の充実と改善のために、専門部会が取組実施の中心となって各学科で

考えられた活動の調整にあたり、学長の指示や助言を受けながら計画づくりを行い、取

組の成果や課題を自己点検・評価委員会に報告して評価を受けるしくみで進めてきた。

 21 年度には、こうした組織体制を確立する目的もあって、早くから取り組んできた

FD 活動もふくめた質の高い短期大学教育づくりに向けた教育改善を一元的に推進する

機関として本学に総合教育センターを設立した。そしてセンターのもとに学科横断的な

構成で組織された専門部会が、特性の異なる 4 学科での取組推進には有効に機能した。

 また取組の達成度や成果を測る指標については、活動後の自由記述を主とした学生ア

ンケートや年度ごとに行った学生の自己評価（既述の「達成動機の測定尺度」、子育て支

援に関連する活動であることから子どもへのイメージを表す形容詞を提示して自分自身

の頭の中に浮かぶ乳幼児にあてはまる度合いを 7 段階で評定させる「対児感情の測定尺

度」、子育てサロンを活用することから子どもや子育てサロン（ぷっぷぁ）に対するイメ

ージを問う「ぷっぷぁ感情尺度」など）や、教職員へのアンケートの結果と授業を担当

する教員の観察などを活用する方法で達成の度合いを測り、取組の評価を行ってきた。

 しかし客観的にわかる達成度や成果を測る指標を明示するとともに、目標の達成の度

合いが明確になる評価方法についても今後考えていくべき課題である。とりわけこの取

組のように教育方法の改善を図る場合には客観的に成果が見えることが重要になると考

えられ、科目の目標や特性に応じた到達指標などを設定する努力をしていきたい。 



 

④．財政支援期間終了後の取組 

 この取組については、支援期間終了後も継続することとしている。しかしこの取組の

中では活動と結びつかない授業科目もあって参加できない学生もいたことから、子育て

支援だけでは授業科目や活動内容に限度があることが、課題の一つにあげられている。

そこで今後は、地元である大垣市と結んでいる提携の協定にある他の「地域振興」「保健・

医療・福祉」「まちづくり」などにも学習成果を活用する活動の幅を広げていきたいと考

えている。すでに活動しているものもあり、それらを軸にして拡大を図っていきたい。

また、こうした活動と授業での学習成果を結びつける具体的指標や達成の指標が必要

であり、これを明示すべきであるという課題がこの取組で明らかになってきている。こ

れについて、建学の精神・教育理念と諸方針（学位授与の方針、教育課程編成の方針、

入学者受入方針）を具現化するために学科の目的・教育目標・教育指標と各授業科目の

到達目標を明示した 22 年度の取組に引き続き、学習成果と授業での達成度をルーブリッ

ク評価などを活用して明確化することで学生に学ぶ目標を持たせる取組である「見える

化プロジェクトⅡ」を自己点検・評価委員会と総合教育センターを中心に計画している。

 さらにこの取組をとおして、学生に社会人となるために必要不可欠であるコミュニケ

ーション能力をつけていくことは重要であり、これらの指導や支援のもとに学生が適切

な体験を積み重ねることで、巷間いわれているその能力の不足は克服できるという自信

を持つことができた。そこで今後はコミュニケーション能力をふくめた｢社会人基礎力｣

の育成を図る教育プログラムの取組について、学生支援における就業力育成という観点

に立ちながら、推進することに一層の努力をしていきたい。  
これに加えて、建学の精神や教育理念の具現化のためには、本学の特色ある教育をよ

り一層推進していくことも必要であり、このために学内独自で「教育 GP」を選定して

よりよい教育プログラムを推進していこうと企画しているところである。これらを進め

ていくための今後の取組組織については、支援を受けたこの取組の成果として、学長の

もとに教授会、自己点検・評価委員会、管理職会議・学科長会、総合教育センターと専

門部会、各委員会、各学科が推進していける体制ができあがっており、特性の異なる 4
学科が共同して取り組むことや教育プログラムの取組を進めていく方法もほぼ確立して

いる。こうしたことからも、この取組を組織的に推進してきた意義は大きいといえる。

 しかしせっかくこの取組で組織体制づくりや全学的なまとまりができても、この取組

の継続やさらに幅広い取組への拡大やその他の特色ある教育づくりに向けた取組を実施

していくには、財政的な裏付けが最大の課題として存在していることも事実である。と

りわけ、スケールメリットという手だてを持たない地方の小規模な短期大学にとっては

大きな課題であり、地域との緊密な結びつきと地域への貢献を存在意義の一つとする短

期大学にとっては地域からの援助を得たいところではあるが、昨今の社会情勢から地方

公共団体も財政的に苦しい現状にあり、国からの財政的支援は地方の小規模短期大学に

とって教育活動を支える重要なものなのではないだろうか。  
 そうした状況にありながらも、支援をいただいたこの取組を契機として、その成果を

ふまえつつ、明らかになったいくつかの課題の克服に努め、確かな力を学生一人ひとり

にしっかりとつけていける短期大学教育の確立をめざして、全教職員で不断の努力を積

み重ねていきたいと考えている。 



２．取組の全体像 

 

 

総合教育センター 

  教育 GP 専門部会 

 各 学 科 

学生が学習成果をいかして活動 

地域の子育て支援 

関連行事

大垣女子短期大学 質の高い大学教育推進プログラム 
『地域の子育て施策を活用した教育方法の改善』 
目 的  ● 学生の学習意欲を高める 
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歯科衛生科 
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サロン：8 行事：17 
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成 果 ・本学 Web サイト、｢GP 通信｣発行 

・達成感や充実感をもつことで多くの学生が自己効力感を持てた ・パンフレット･ちらし(地域住民向）発行 

・学習成果の活用経験が次に学ぶ目標や意欲につなげられた 
・新聞･テレビ報道、ポータルサイト登録 

・対話の経験から社会性やコミュニケーションの大切さを認識した 
・合同フォーラムでの事例発表（H22.1） 

・本学｢子育てシンポジウム｣中間報告 課題 ・子育て支援だけでは授業科目や活動内容に限度がある 

    ・活動と授業の学習成果を結びつける具体的指標が必要 ・本学｢GP フォーラム｣の開催(H22.12) 

今後の展開 

・｢子育て支援｣とともに学生の活動内容を｢地域振興｣｢健康･福祉･医療｣｢まちづくり｣にも広げる 

・｢社会人基礎力｣などの育成をふくめ、本学の特色ある教育プログラムづくりとその実践を推進する 

・建学の精神や諸方針･教育目標等の具現化に向け、学習成果の具体的指標づくりを推進する 

発信

確かな力を 

学生につける

教育の確立 


