
金城大学短期大学部 

- 23 - 

3．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） 

 
本学は、「金城大学短期大学部教学組織規程」第 4条の規定に基づく「自己点検・評価室」

を設置し、毎年度の自己点検・評価活動を行っている。自己点検・評価室は、室長、学長が

任命した教育職員、企画部長、その他学長が必要と認める者で構成されており、平成 25（2013）
年 5月 1日現在の構成員は次のとおりである。 

 
室長 ビジネス実務学科准教授／法人本部長  加藤  博 
室員 幼児教育学科長／教授         林  良征 
室員 美術学科長／教授           東田 修一（ALO） 
室員 ビジネス実務学科長／教授       岡野 絹枝 
室員 ビジネス実務学科教授         新井 一男 
室員 ビジネス実務学科教授         能  雄司 
室員 幼児教育学科講師           三浦 哲志 
室員 美術学科助教             和田 紘樹 
室員 企画部長               久野 光広 
 

また、平成 24（2012）年 5 月には、自己点検・評価室とは別に「第三者評価受審準備委

員会」を設置し、平成 24（2012）年度の自己点検・評価報告書の作成を担当した。委員会

の構成員は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 職 名（就任時点） 氏 名 

委員長 学長 中山 治男 

委員 副理事長 加藤 真一 

委員 自己点検・評価室長／法人本部長 加藤  博 

委員 幼児教育学科長 林  良征 

委員 美術学科長／ALO 東田 修一 

委員 ビジネス実務学科長 岡野 絹枝 

委員 教務部長 矢澤 建明 

委員 学生部長 朝倉 喜裕 

委員 入試広報部長 中村 明成 

委員 就職進学支援部長 藤元 宏一 

委員 自己点検・評価室員 新井 一男 

委員 事務局長 川上 正文 

委員 事務局次長 酒井  茂 

委員 事務局次長 寺西 哲秀 

委員 法人本部事務室長 細川外志男 

委員 企画部長 久野 光広 
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� 自己点検・評価の組織図（規程は提出資料） 
                     

                  （構成） 

理事会                 理事 

                    法人本部職員 

                    ALO 

学 長  第三者評価受審準備委員会   各学科長 

                教務、学生、入試広報、就職進学支援部長 

                  自己点検・評価室員 

  教授会   自己点検・評価室      事務局職員 

       

 
� 組織が機能していることの記述（根拠を基に） 

 
平成 6（1994）年度に「自己点検・評価室」が設置され、平成 18（2006）年度初めての第

三者評価の受審を経て、その後も自己点検・評価室が中心となり、学長のリーダーシップの

もと、全学的な自己点検・評価活動を継続して実施している。また、平成 18（2006）年度よ

り自己点検・評価報告書を作成している。（次表参照） 
 

平成 18（2006）年度 授業に関するアンケートによる自己点検評価報告書 

平成 19（2007）年度 学生生活満足度調査による自己点検評価報告書 

平成 20（2008）年度 教務部・入試広報部自己点検評価報告書 

平成 21（2009）年度 学生部・就職進学指導部自己点検評価報告書 

地域連携・貢献センター自己点検評価報告書 平成 22（2010）年度 

金城大学短期大学部美術学科・比治山大学短期大学部美術科

相互評価報告書 

平成 23（2011）年度 自己点検・評価報告書 

平成 24（2012）年度 学生満足度調査報告書 

 

「金城大学短期大学部自己点検・評価室規程」第 2 条には、自己点検・評価室は、「本学

の教育研究水準の向上を図り、その目的及び責任を達成するため、教育研究活動及び管理運

営に関する自己点検・評価を統括する」と規定されており、平成 24（2012）年度の具体的な

活動は次のとおりである。 
（1）「自己点検・評価報告書」の作成 
（2）より実効性の高い FDの立案及び実施 
（3）FD内容の広報の充実 
（4）「金城大学短期大学部自己点検・評価室規程」の改正 
（5）短大生調査 2012年（JJCSS）への参加 
（6）「金城大学短期大学部事業報告書」及び「金城大学短期大学部事業計画書」の作成と

取りまとめ 
（7）授業アンケートの実施 
（8）学生生活満足度調査（卒業アンケート）の実施 
（9）教員業績評価制度及び顕彰制度に係る調査研究 
特に（6）の事業報告書は、法人本部が作成するものとは別に、各学科や部署、センター

等の計 15 部署に対して、部署ごとの点検評価を求めるもので、次年度の事業計画に反映し

ている。この報告書は最終的には自己点検・評価室が取りまとめ、金城大学電子情報サービ

ス（学内電子掲示板「EIS」）に掲載し、全教職員が閲覧可能となっている。各部署の課題や



金城大学短期大学部 

- 25 - 

取組についての情報共有にも効果をあげており、組織的な点検評価活動は機能している。 

また、平成 24（2012）年度には、第二サイクルの第三者評価受審に向けて、学長を委員長

とする第三者評価受審準備委員会を設置し、各学科長や各部長等が委員となり自己点検・評

価報告書の取りまとめを行ってきた。 

 
� 自己点検・評価報告書完成までの活動記録 
（自己点検・評価を行った平成24（2012）年度を中心に） 

年月日 主な議題・内容等 

平成 23年 3月 22日 教授会において、短期大学基準協会の第三者評価を平成 25年度

に受審することを説明し、全教職員の協力を依頼 

平成 24年 4月 19日 学長、ALO、自己点検・評価室長等で、自己点検・評価報告書

作成について協議 

平成 24年 4月 26日 学長、ALO、自己点検・評価室長等で、第三者評価受審準備委

員会設置等今後の進め方について協議 

平成 24年 5月 11日 第三者評価受審準備委員会を設置し、第三者評価の概要、新評

価基準等の確認、スケジュール案、報告書作成分担案等を作成 

平成 24年 5月 22日 準備委員会コアメンバー会議で、今後のスケジュール等を確認 

平成 24年 5月 29日 教授会にて、第三者評価の概要、新評価基準、スケジュール、 

報告書作成分担等を説明し、平成 23年度実績に基づく報告書の

作成を学長より依頼、あわせて全教職員の協力依頼 

平成 24年 7月 23日 準備委員会コアメンバー会議で、エビデンス等について検討 

平成 24年 8月 2日 第三者評価受審準備委員会で、評価員研修会の報告、準備状況

の確認 

平成 24年 8月 6日 事務局職制会議で準備状況等を確認 

平成 24年 9月 26日 教授会にて各学科の教育体系と成績基準及び学習成果について

確認 

平成 24年 11月 2日 準備委員会コアメンバー会議で、報告書素案の内容を検討 

平成 25年 1月 22日 準備委員会コアメンバー会議で、報告書素案の内容を検討 

平成 25年 2月 5日 朝のミーティングにて全教員に自己点検・評価報告書素案を提

示し意見を求めるとともに平成 24年度実績に伴う修正を依頼 

平成 25年 2月 5日 事務局職制会議で自己点検・評価報告書素案を提示し意見を求

めるとともに平成 24年度実績に伴う修正、追加エビデンス等の

依頼 

平成 25年 3月・4月 提出資料、備付資料の整備 

平成 25年 5月 28日 準備委員会コアメンバー会議で、自己点検・評価報告書案の内

容について意見交換と修正 

平成 25年 6月 6日 第三者評価受審準備委員会で、自己点検・評価報告書案の内容

について意見交換と修正 

平成 25年 6月 12日 第三者評価受審準備委員会で、自己点検・評価報告書案の内容

について意見交換と修正 

平成 25年 6月 18日 準備委員会コアメンバー会議で、自己点検・評価報告書及び提

出資料のチェック 

平成 25年 6月 20日 準備委員会コアメンバー会議で、自己点検・評価報告書及び提

出資料の最終チェック 

平成 25年 6月 25日 部科長会議で、学長より自己点検・評価報告書の提出について

説明 


