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平成１８年度事業報告 
津曲学園本部 

 
１ 規程改正（概要） 

 
１ 就業規則関係 

    平成１８年度以下の１７の諸規程について新設・改正・廃止の制定を行い，
鹿児島労働基準監督署へ職員の意見書を添付し，提出受理された。 

①「学園創立記念・開学記念日」を出勤日とし，代替措置として盆休暇を 1 日増
やし，名称を「夏期一斉休暇」とした。 

②年次有給休暇の算定基礎日を１月１日→４月１日とした。 
  ③特別休暇の「産前産後休暇」取得時の給与を無給とし，代替措置として私学事

業団支給の出産手当金（休業給付）で補てん，その差額を取得終了に支払うよ
う「産前産後休暇取得取扱細則」を制定した。 

④懲戒処分条文に懲戒委員会を明記。停職 1 日以上 1 ケ月以内を→1 日以上 1 年以
内の出勤停止とした。 

⑤所属長の任免及び任期に関する規程を制定した。 
⑥大学教員の職名を学校教育法の改正に伴い，平成 19 年 4 月 1 日より，現助教授

→准教授に，現専任講師→講師に，現助手→助教に，とした。 
 
2 給与規程関係 

昇給の時期を「原則」４月１日とし，係長手当・入試手当（特別業務手当除く）
を廃止した。  
①扶養手当規程 

    受給対象者認定基準を公務員に準じ改め加算措置（学生・生徒）を廃止した。 
②住宅手当規程 

   ア．持家支給対象者の支給額 10，000 円を→5，000 円とした。 
   イ．借家支給対象者の算出加算基礎額 16，000 円を→10，000 円とした。 

③通勤手当規程 
   附則で支給方法を改めた。 

④超過勤務に関する規程 
   ア ．課長補佐以上を管理監督者として規程上明記した。 

⑤旅費規程 
ア．県外から赴任する際の「荷物移転料」に支給上限(30 万円)を設けた。 

   イ．航空運賃の実費支給(特割，早割等支給)は，平成１９年度から実施するよ
う通知した。 

  
3 その他規程関係 

①個人情報保護規程を制定した。  
②その他 

経理規程，固定資産物品管理規程，工事等請負契約規程，固定資産運用に関
する内規を現状に即した規程に改正した。 

③自己申告内規の制定，申告書の改定 
    評価制度導入を前提に内規制定や申告書の見直しを継続検討し，課長職につ

いては，別途検討をしている。 
  ④退職金改正に伴う「意見書」の提出 
    労働基準監督署へ届出た。 
  ⑤規程集の学内システムの独自構築 
   ア．改編作業の外部委託を廃止しシステムを独自構築した。最新規程の迅速化

や経費削減につなげた。 
   イ．学園教職員向けホームペ－ジを作成し周知事項等のペーパー配布を廃止，

経費削減に努めた。なお，各学校のトピックスも迅速に周知・提供ができ，
好評を得た。  
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２ 財政問題 
 〈人件費関係〉 

①人件費の抑制策を講じ，財務体質の改善を図る 
一般体系賃金・年金体系賃金 

給与体系の全般見直しを検討中。（給与検討委員会（仮称）の設置準備）  
年金体系者については，平成１８年度採用者から期限付労働条件で採用し，

今後は年金体系での採用は行わない。 
②超過勤務の削減 

事務の合理化を進め，適正な人員配置で超過勤務手当の削減を推進した結果， 
１７年度と比較して，１００万円の削減となった。 

③諸手当の見直し 
生活関連的賃金である諸手当の縮小・廃止を前提に時代に即した手当になる

よう見直しを進める。本年度は，扶養手当，住宅手当などを減額し人件費抑制
を図った。 

④アウトソーシングの導入 
    外部委託できる業務を検討し，専任職員を削減することで人件費抑制を進め

ている。 
〈経費関係〉 
  ⑤広告費削減 
    今年度も学園全体での新聞広告紙面契約を行い，経費節減を図った。 

 ⑥備品等の学園全体での一括購入  
    経理規程を改正し，備品・消耗品等の購入の際，３社以上の相見積もりを原

則とすることを明文化。更に一括購入することにより低価格での納入を進めて
いる。 

   ⑦資金運用の効率化 
    安定性に重点を置きつつ資産の効率運用を図っている。  
 
３ 人材育成 
  ①新採用・管理者研修会等の研修制度の充実 
    時代に即した研修の導入を継続検討し，講義型企業内研修制度の見直しや，

各校教育担当者の充実を図る。 
    管理者研修会は，「学園全体」形式を改め，「大学」と「それ以外」とでの２

分化も視野にいれ検討を進める。 
各校の事務の簡素化・スリム化を進める中で，事務処理の効率化，迅速化を

図るため，本部職員と各校職員の学園内交換研修を今年度も実施した。（本部総
務課と鹿高事務室） 

その他，学内研修制度の充実，外部研修会への自発的参加促進を図り，経営
者協会等が主催する管理能力アップセミナー等に 16 名が参加した。  

②資格取得補助金制度 
継続事項である職務に必要な資格や知識を得るため，その講座受講資金を補

助し，自己啓発を推進する制度の新設を検討中。 
具体的には，ハローワーク等の教育訓練給付制度等も利用可能である。 

 
４ 事務の合理化 

①システムの再構築 
・給与システム 

給与システムの見直しを行い，法人及び大学は当面の目標に到達した。 
鹿高・修学館・幼稚園も一括して給与システム移行を進めている。 

②事務処理体制の確立 
    事務のスリム化と事務処理体制の見直しを各校と検討中。 
  ③ペーパーレス化の導入 

継続事項である，学内 LAN の整備により各校間の事務処理の効率化・高度化
を進め，「紙」ベースを最小限に留め，文書管理システム(電子決裁含)の構築を
継続検討している。 
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５ 平成１８年度予算 
   「平成１８年度予算編成方針」に基づき，各学校からの予算申請については，

大幅なカットを求め収支のバランスを図った。 
 
６ 校舎建設 
  高校校舎 10 月 30 日、理事会で建設が決定し，設計を進めた。 
 
７ （財）日本高等教育評価機構による第三者評価への対応 
   大学事業報告参照。 
 
８ 中期計画策定（学園全体） 
   評価機構による評価を参考に策定を進めている。 
 
９ 人事労務委員会 

事務職員の人事の標準化を図るために「人事・労務委員会」を発足させ、8 回委
員会を開催した。 

   委員は、各校の総務担当者（次長、部長、事務長、課長）で、学園の多種多様
化する雇用形態や労働基準法改正への対応なども含め、人事異動等の基準とする
「津曲学園事務職員の人事に関する基準」（案）作成した。  

 

以上 
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鹿児島国際大学  経済学研究科 
 
１ 教学制度の整備・改革 

経済学研究科教学検討委員会による科長あて最終答申が 18 年度末に提出された。
この答申では、1 年前に提出された中間（第１次）答申（17 年度事業報告に記載）
に加えて、｢飛び級制度｣による優秀な院生の確保、完成年度終了以降の、大学院教
員任用基準の策定、学部教育負担との調整等を促している。これらの問題について
は、その一部をすでに実行したが、残りについては次年度の以降に個別的に具体化
してゆく方針である。 

 
２ 重点施策 

①教育・研究の重点施策 
平成 19 年度カリキュラム、入学者募集要項において、提供科目補充・不開講化

を含めた見直しが進行し、その一部は、学則改正として評議会で決定された。そ
の中には、長期不開講科目の削除、経済学部新設の地域創生学科との連動を目指
した修士課程新ワークショップ 8（経営戦略の理論と実践）の新設、演習担当科目
の増加等がある。 

②学内外の他研究科との連携強化 
学内にあっては、他の 2 研究科との科長連絡会議が月１回のペースで開かれ、

相互間の連携 ・協調の道が模索された。学外にあっては、国内的には札幌大学経
済学研究科、沖縄国際大学地域産業研究科との 3 大学院間定例共同シンポジウム
が、「構造改革と地域社会」をテーマに 12 月に沖縄国際大学主催で開催されたほ
か、国際的連携として、中国復旦大学管理学院、台湾国立高雄応用科技大学管理
学院の関連研究部門との共催、協賛による「東アジア大学院共同セミナー」の本
学での 19 年 7 月開催が決定した。 

③補充人事、新規採用人事の推進 
研究科新設当初の有力教員の退職に伴う補充が急がれていたが、博士前期・後

期課程担当新任教員 1 名、前期課程担当の経済学部との併任教員 2 名の任用が決
定した。また前期課程については税理士資格等取得希望に対応しての、「税法」講
義・演習科目担当教員の公募を行い数名の応募者をみたが、最終決定には至らな
かった。 

④教育・研究の実績  
18 年度は 15 名の院生に経済学修士の、4 名に経済学博士（課程博士 3 名、論文

博士 1 名）の学位を授与した。また、学会誌『地域経済政策研究』（第 7 号）に研
究科構成教員の「研究・社会活動一覧（2002 年 4 月～2006 年 3 月）」を掲載した。 

 
３ 学生受入れ状況 

平成 18 年度秋季入学者は修士課程の 2 名であった。また 5 月に初めての台湾国立
高雄應用科技大学での現地試験の実施により、1 名の博士後期課程合格者を秋季入学
者とした。 

また、平成 19 年度春季入学者は前期課程(修士課程)12 名（推薦 6、社会人 3、外
国人 3）、後期課程 1 名であった。 

 
福祉社会学研究科 

 
福祉社会学研究科修士課程設置から 6 年を経、40 名余の修士取得者ほか、他大学

院修了者等を含む県下、および南九州地域で活躍する多くの博士課程進学希望者の
ニーズに答えるべく、11 月 30 日博士課程の認可を受け、19 年度から名実ともに高
度な教育・研究機能を持つ博士課程前後期過程一貫教育の枠組みが完成した。 

一方、博士課程設置を見据えた修士課程のセメスター制導入に移行するため、カ
リキュラムの改正を行い、かつ、博士課程との履修連携を意図し、担当教員増によ
る内容の充実を図った。 

19 年度 4 月からの前後期一貫指導への大学院研究環境整備として、博士院生研究
室は元より、大学院セミナー室（パソコン常設等 IT 諸設備）および院生用共同研究
室（IT ネットワークシステム完備）等が整備された。 
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本年度においても、院生と教員とが福祉実践の場において協同して実施するプロ
ジェクト研究（実地研究フィールドワーク）を更に充実させ展開した。 

平成 18 年度は、「ふれあいプラザなのはな館・高齢者中央大学」（鹿児島県より鹿
児島県社会福祉協議会に対して業務委託）を調査対象として、年度当初、担当教員 3
名・院生 9 名が指宿市内にある高齢者中央大学を訪問し、館長以下と面談し、調査
の趣旨・方法について確認・協議した。7 月から 8 月にかけて高齢者中央大学のこれ
までの受講者に対して、郵送によるアンケート調査を実施し（566 名から回答があっ
た）、平成 18 年度の受講者に対して 9 月から 10 月にかけて 4 回のグループインタビ
ューを実施した。 

4 年目の今年の研究においては、大学院における前期後期にわたる関連 3 科目の分
析をとおして高齢者中央大学が受講生の「生きがいづくり」に貢献していることが
明らかになった。さらに、この業務を今後とも発展させるための課題も明らかにし
た。平成 19 年 3 月末には、149 ページにおよぶ報告書を作成・公刊した。 

18 年度本学社会福祉学会主催による大学院福祉社会学研究科博士課程設置認可を
記念した公開シンポジウム 2007「福祉社会学研究の現状と展望―博士課程設置への
期待―」を開催（平成 19 年 2 月 10 日）。60 名余の参加者との活発なディスカッショ
ンがなされた。 

今後の本院研究科のあり方についても多くの示唆が得られたと同時に、博士課程
入学希望者等への道標になったことと考える。 

 
国際文化研究科 

 
教育研究について 

カリキュラムの改定案を決定した。平成 18 年度カリキュラムの 4 分野「国際言語」
「情報言語」「比較文化」「日本・アジア文化」のうち、「情報言語」を全面削除する
こととした。ただし、情報言語分野の『情報言語論』と『情報社会システム論』の 2
科目は「国際言語」分野に存続する。新設を希望している博士後期課程の専門分野
との整合性を考慮して改訂した。新カリキュラム体制は平成 19 年度 4 月から、年次
進行で実施する。 

研究科内に教学検討委員会を設けた。教育研究・指導体制等の改善を検討する機
関とすることとした。修士論文の指導体制について検討し、中間発表の時期を早め
ること、論文審査の副査の役割の明確化、論文審査・最終試験のあり方について確
認した。ただちに平成 18 年度から実施した。 

本研究科においても積極的にＦＤを推進することとした。前期・後期とも中間・
期末の 2 回にわたり、授業改善に役立てるための要望・意見を学生にもとめ、アン
ケートを実施した。 

教育研究活動の活性化を図るために、研究成果の発表機関及び研究発表誌を設け
たいが、研究発表論文に対するレフリー制が充分に機能しうるかが課題である。今
後 さらに継続して検討していく。当面は、各専門分野ごとに各学会誌への研究発
表を促進していくこととする。 

11 月末、文部科学省より博士後期課程設立の認可が下りた。平成 19 年度 4 月から
博士後期課程を開設することとなった。 

施設・設備計画について  セミナー室が 2 室新設された。 
 

経済学部 
 
１ 地域創生学科の開設 

地域創生学科がスタートした。初年度ということもあり、入学者は少人数（32 名）
にとどまったが、それだけに密度の濃い教育サービスが提供できた（たとえば、新
入生ゼミ）。 

本学科の目玉ともいうべき県内起業家によるオムニバス講義「地域創生」は計画
どおりに実施され、概ね好評を得た。 

 
２ カリキュラム改革 
⑴経済学科 
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①コース制を見直し、理論・歴史・政策分野の専門教育科目で構成される「総合経
済コース」を新設した。 

②共通教育科目の卒業所要単位数を従来の 48 単位から 30 単位に減らし、その減少
分の 18 単位をフリーゾーンとして共通教育科目と専門教育科目のどちらを選択し
ても卒業所要単位数として認めることにした。 

③19 年度より「英語検定科目」を新設することにした（英検・TOEIC の単位化）。 
④1 年次から 4 年次までの継続的な学生指導を意図して、19 年度から、1 年次後期に
「入門ゼミナール」（2 単位）、2 年次に「基礎ゼミナール」（4 単位）を新設すること
にした。 

⑵経営学科 
①従来、マイクロソフトのワードとエクセルの資格取得向けの科目として「情報活

用 A」と「情報活用 B」を開設していたが、19 年度からこれに加えてアクセスの資
格取得向け科目として「情報活用 C」を新設することにした。 

②19 年度より「英語検定科目」を新設することにした（英検・TOEIC の単位化）。 
③上記⑴─④と同じ趣旨で、19 年度から、2 年次前期に「基礎演習」（2 単位）を開

設することにした。 
⑶地域創生学科 

上記⑴─④と同じ趣旨で、19 年度から、１年次後期に「入門ゼミⅠ」（1 単位）、2
年次前期に「入門ゼミⅡ」（1 単位）を開設することにした。 

⑷付記 
経済学科と経営学科では、カリキュラム全体の抜本的な見直しのため、検討委員

会を立ち上げた。19 年度中には新カリキュラムを策定し、20 年度からの実施を目標
としている。 

 
３ 学生の就学支援 

18年 10月に実施された日本高等教育評価機構の実地調査で本学の中退率の高さが
指摘され、その対策が学科レベルで検討された。その内容は学科ごとに異なるが、
次のような点では大体共通している。 
①出欠記録システムを活用し、欠席の多い学生に対し電話などで連絡をとり指導す

る。 
②FD 活動の成果を授業改善に反映させる。そのために反省点や改善点を具体的にシ

ラバスに記述する。 
③ゼミ形式の授業を増設する（上述）。 

このほか、大規模授業の解消を図る（経済学科）、学生の基礎学力向上のために課
外講座を開講する（経営学科）、成績不振学生に対し再チャレンジの機会を与える
（地域創生学科）、などの対策を考えている。 

 
４ 人事 

①9 月、2 名の教員が長期国外留学のためイギリスに出発した。 
②9 月、客員研究員として台湾から来学していた黄一修さんが帰国した。 
③10 月、「環境経済論」担当の若手 Ph.D 取得者教員が採用された。 
④12 月、「Web プログラミング」および「データベース論」担当の若手 Ph.D 取得者

教員を公募した。 
 

福祉社会学部 
 
１ 学部として 

不測の事態による担当者変更が一部あったが、カリキュラム通りの実施が計画通
り進行した。ただ、科目によっては多人数の講義が見られ、科目担当者から支障が
ある旨の訴えがあった。今後、コマの分散化等の検討が必要である。 

学科別の事項については後にまとめて記載する。 
（※事業計画では以下の 3～8 は児童学科の次に記載してあるが、この項にまとめ
て表記する。） 
日本高等教育評価機構の外部評価を受けるための報告書作成に際して、学部の自

己点検評価が全学的な枠の中で進んだ。 
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全学で行っている FD 活動にて実施された。 
若手 phD の 3 分野に関する募集が前年度中に行われ、実際に各分野に応募者があ

った。これについては学部１名という前提で選考が進み、結果として「臨床心理学」
の若手 phD 教員が採用となった。10 月 1 日付けで着任した。 

生涯学習センターの実施事業として行われた「介護技術講習会」は、これまで計 5
回の同講習会が学内にて開催され、本学部教員が講師を担当した。計 200 名の受講
者（定員満杯）の盛況である。「精神障害者ホームヘルパー養成特別研修」について
は、年度末 2 月に計画されていたが、年度途中の法律改正により事業そのものが実
施出来なくなり中止された。 
（※事業計画では『実習センター』となっているが、『生涯学習センター』の誤りで
ある。また『精神保健福祉士』ではなく『精神障害者ホームヘルパー養成特別研修』
の誤りである。訂正して記載した。） 

研究委員会主催の「学部講演会」は昨年度 2 回の開催が計画された。第 1 回目は 7
月に教育開発センターとの共催で「大学改革と FD」という演題により、立教学院本
部調査役で東大名誉教授の寺崎昌男氏をお招きし,盛会裏に終了した。第 2 回目は京
都産業大学人権センターのセクシャルハラスメント専門相談員の亀井明子氏により
「キャンパスセクシャルハラスメントの現状と課題」というテーマで開催された。 

学部紀要は前期 7 月に第１号を刊行し、10 月に第 2 号、１月に第 3 号、3 月に第 4
号と予定通りに刊行することが出来た。 

 
２ 現代社会学科 

「社会調査士」は昨年度から認可され実施中である。 
および③ 

カリキュラム改革に関して、「現代社会と職業」の新設や既設の「現代社会論」を
AO 入試の入学前課題学習の一還に位置づけるとともに、高校生に開放することにな
っている。また、できるだけ休講科目をなくしていくことを実現したい。残る課題
としては、演習の位置づけ（少人数教育として充実させる）、情報教育カリキュラム
の体系化などについて議論している。 

 
３ 社会福祉学科 

社会福祉士の資格取得支援のために例年国家試験受験対策講座を行っているが、
昨年度は従来の講座に加え、不得意とされる科目の講座 10 コマを前期に増やした。
また、②業者による模擬試験回数を 1 回増やした。受験勉強の成果をあげる一策と
して国試対策学習室（教員管理下で）を例年通り 5 階研究棟の一室に設けた。 
「介護技術」(介護福祉コース)という科目を新たに設けて、現場実習に必要な専門
的基礎理論・技術を実習前に学ぶようにした。次年度は、社会福祉実習で病院実習
を開始する。それに合わせて「社会福祉特講Ⅰ」科目の中で病院実習に必要な学習
をするよう科目改正を行っている。 

列挙された 3 項目に関しては検討課題のままで、特に大きな進展はない。しかし
昨年度は｢若手 phD｣枠で臨床心理学系の教員採用があったが、社会福祉概論などの必
修科目の担当教員及び社会福祉教育の柱の一つである実習教育担当教員が不足して
いるため、その充実が急務である。また大学院博士課程の新設により当学科の教育
研究体制が充実されることが期待されるが、学部と大学院の連携に関しては検討課
題である。 

 
４ 児童学科 

児童学科は子どもにまつわる 3 つの免許・資格を振り出しているが、昨年度もそ
の免許資格取得を目指す学生たちの支援が積極的に進んだ。各授業・各実習が順調
に進み、4 年生の就職活動も順調に推移した。これまでにも増して、小学校教諭の合
格状況が県外の合格者も含めて 12 名と好調であった。幼稚園・保育所関連の就職も
70 名を越す結果を残した。 

児童に関する様々な事柄に対応するため、これまでの伝統を生かし時代の要請に
応じて、多様で実務的なカリキュラム面を開設し、講義面での知識技術に習得の充
実を図っているところである。同時に、即戦力応用力の育成のため、演習や実習面
で機会あるごとに教育や福祉現場の有用な人材との交流も図っているところである。 
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国際文化学部 

 
1 入学してから卒業するまでの各段階における帰属集団の形成と、自主的で自由な科

目選択という本学部の理念は生かしつつ、コース科目の整備を通じて学習の系統性
を保証するガイドラインに沿った教育を行う。 
（結果）人間文化学科ではすでに前年度（平成 17 年度）にコースを改編するととも 
に、1 年から 4 年までのゼミ指導を通じて学生のコース選択を支援し、卒論作成まで 
の学習の系統性を保証する体制を整えた。それに引き続く形で、平成 18 年度には、 
言語コミュニケーション学科で大幅なカリキュラム改正を行い、コースを改編（従 
来の 2 コースから 3 コースに）するとともに、2 年次のゼミ（コミュニケーション演 
習Ⅰ・Ⅱ）を開設した。これにより、「入学から卒業までの各段階におけるゼミ指導」 
および「コース科目の整備」という課題が学部全体としてクリアされた形となった。 

 
２ 学生への学習支援を強め、留年生を出さないように努める。 

（結果）学部としての留年率を下げるために、各学科会議で「授業への出席率の低
い学生への個別的対応」という問題を取り上げ、「当該学生の担任教員から連絡をし
て登校を促す」という指導体制を整えた。それにより、成績不振学生の個別的把握
は進みつつあるが、それが留年率の低下にどの程度の実効を上げているかは、まだ
具体的数字としては確認できない段階にある。 

 
３ 学習内容（免許資格という限定されたものではなく）と社会とのリンケージをコ

ース科目の編成が、あるいは、個々の授業における教授内容そのものが社会との関
連で準備される必要性について合意されたことを踏まえ、実践する。 

（結果）両学科のカリキュラム改正のうち、特にコースの編成は「就業能力としての
資格取得につながるような科目内容」を念頭において再編された。これにより、各
学生の将来（学生の個別的な進路希望）に向けた系統性ある学習支援が一応可能に
なった。個々の授業におけるカリキュラム改正としては、特に第二外国語部門で、
会話能力を高めるための独自の教科書を作成したり、一貫した教授法を構築したり
する努力がなされているが、他の科目部門ではまだ「社会との関連」に着目した形
での具体的な取り組みはなされていない状況にある。 

 
４ 自己点検を完了する。 

（結果）日本高等教育評価機構の認証評価を受ける全学的取り組みのなかの一環と
して、国際文化学部の自己点検・評価作業も完了した。 

 
５ 平成 19 年度に向けて検討中のカリキュラムの再構成を完成する。 

（結果）言語コミュニケーション学科で検討中であった大幅なカリキュラム改正は
完成し、平成 19 年度から実施されている。人間文化学科では言語コミュニケーシ
ョン学科のカリキュラム改正に連動した形での小幅な改正がなされた。 

 
６ カリキュラム再構成に伴い、若干名の採用人事を展望する。 

（結果）国際文化学部の教員数は他学部に比べて多いという実状から、国際文化
学部の採用人事については全学的に慎重論が強い。そのためカリキュラム再構成に
ついても、今のところ、国際文化学部の現有スタッフと非常勤教員で対応する形を
とらざるを得なかった。ただし、若手 Pｈ.D については、前年度に引き続き、優秀
な若手研究者の採用が実現した。 

学部の採用人事全体については、学部・学科の主幹たるべき科目やコースの担当
者が退職していくなかで後任補充がなされないのは学部教育の衰退をまねく、との
学部内教員からの根強い声を看過できない状況にある。 

 
７ 若手 Pｈ.D の 18 年度採用を踏まえ、研究会を組織するなど、研究活動の活性化を

図る。 
（結果）平成 18 年度採用の若手 Pｈ.D は韓国城郭史を専門とする講師である。こ

の講師に、同じく韓国に関わる研究者である教授を発表者に加えて、学部の学内研
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究会を開催した。学外からも多数の参加者があり盛況であった。 
 
８ 学部紀要『国際文化学部論集』を年 4 回刊行する。あわせて、レフリー制度の導

入について検討する。 
（結果）論集は年 4 回刊行することができた。しかし、各号への投稿者数は 3～4

名程度と少なく、毎号ページ数の少ない雑誌となっている。これについて、「もう少
し積極的に投稿していただきたい」との要望を、学部長は教授会でおこなった。こ
のような投稿状況で、レフリー制度導入の検討にまで進むのは困難であり、まだ全
く検討されていない。 

 
短期大学部 

 
１ 学生募集のため、教員独自に高校訪問など広報活動に積極的に取り組む。 

5 月（入試室と短期大学部長；入試日程・内容のお知らせ）、6 月（全教員；オー
プンキャンパスの案内と入試内容の変更の周知徹底）、9 月末－10 月（全教員；キャ
ンパス見学会へのお誘いと推薦入試のお願い）、1 月（全教員；Ｂ方式・特待生入試、
センター利用 D 方式）等、情報文化学科・音楽科の全教員が一丸となって高校訪問・
学生募集の活動を行った。その結果、困難が予想される中、ＡＯ入試・推薦入試で
は、情報文化学科が志願者・入学者とも昨年度を上回るという前進がみられ、一般
入試（Ｂ方式）・特待生、センター利用入試（Ｄ・Ｅ方式）、Ｃ方式では、志願者募
集において苦戦したものの入学手続者では、善戦し、音楽科は他の音楽大学が軒並
み定員を割る状態が続いている中で、今年も 50 名の定員を確保し、専攻科も全体と
しては、定員 15 名（6 名＋9 名）を確保することができた。情報文化学科は、予想
を上回る入学手続者（59 名）を獲得することができたものの、80 名の定員を満たす
ことはできなかった。この点については、第三者評価および補助金の問題もあり、
定員見直しも含めて検討すべき段階に来ているように思える。 

全体として平成 18 年度の学生募集の活動をみれば、18 歳人口が減少し、志願者・
入学者の減少が予想――平成 17 年度のレベルに戻るであろうという予想――される
中、なんとか踏みとどまったということができるが、それは、学生一人一人を大切
にした教育とその内容の改善、全教員が一丸となった志願者募集活動（高校訪問）、
オープンキャンパス、キャンパス見学会における短期大学部独自の工夫、就職率の
アップとこれらの活動・実績のホームページによるリアルタイムでの広報等々、が
大きく影響している。今年度の教訓を生かし、さらに困難が予想される次年度に向
けて、きめ細かな募集活動をする必要がある。 

 
２ 19 年度から始まる新しいカリキュラムを広報活動の中に組み込み、地域の高等学

校の理解を得られるよう努める。 
次年度のカリキュラムは、大学改革検討委員会の検討をへて、両学科共に大胆かつ
魅力的なものに生まれ変わった。モチベーションを重視した学生中心のカリキュラ
ムへのコペルニクス的転回である。問題は、このことを広報活動を通じて高校の進
路指導の先生・高校生・受験生の保護者に知ってもらうことである。そのため、一
回の説明では限界があるので、担当地域を決めた頻度訪問（最低三回）および短大
独自のホームページを通じた宣伝に力をいれた。特に、ＡＯ入試、オープンキャン
パス・キャンパス見学会での学生との面談、推薦入試での面接での結果を見る限り、
高校訪問・ホームページによる宣伝は、志願者募集に大きな効果を果たしているこ
とが明らかになった。今後は、一般入試（Ｂ方式）・特待生入試、センター利用入試
（Ｄ・Ｅ方式）、Ｃ方式で入学してきた学生の聞き取り調査によって、本学を選択し
た要因を分析しつつ、それを広報活動に取り入れていく方法についてさらに研究す
る必要がある。 

 
３ 短大部で学ぶことに入学者が充実感をもてるような教育実践に取り組む。 

短期大学部に入学した学生の希望が失望に変わらないように、ひとりひとりの学
生を固有名詞で把握する教育活動を行っている。教育効果は、必ずしも即効性のあ
るものばかりではないが、前期および後期の授業に関するアンケート結果をみれば、
入学した学生が一定の充実感をもっていることは確かなようである。次年度は、カ
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リキュラムも全面的に刷新されるので、この新しいカリキュラムによってさらに充
実感がもてるような教育活動への取り組みが求められている。 

 
４ 就職活動に主体的に取り組み、自分の考えや能力を人前で表現できる自信と積極

性を持った学生を育てる。 
教員自身の就職意識の転換に始まり、短大独自の就職委員会を形成し、両学科の

情報交換、学生への励ましを行ってきた。最初は、両学科で取り組みの温度差が見
られたが、鹿児島銀行の内定者 9 名（情報文化 7 名、音楽科 2 名）に象徴的に見ら
れるように、昨年と比べ大きく前進している。大学 3 年次編入の実績においても、
鹿児島大学 3 名・鹿児島国際大学 6 名の合格者を出すなど、編入対策・支援も充実
してきた。特に、情報文化学科の場合、就職内定率は、3 月末の段階で、97％を達成
し、当初は遅れ気味であった音楽科も、情報文化学科の経験を取り入れ、急速に就
職内定率をアップさせ、最終的な就職率は 84％（進路決定率は、9 割）に達した。
ここ数年来、ニートをださないプロジェクトに取り組んできた成果が、ここにきて
実を結びつつあるといえる。次年度は、この経験を生かし、就職率をさらに高める
努力をしたい。 

 
５ 教員の教育力を高めるために、FD 活動に積極的に取り組むとともに、よりよい教

育を実現していくための教員による研究会、意見交換会を開催する。さらに、研 
究活動、演奏活動を積極的に進める。 

全学的にとりくまれているＦＤ活動は成果を上げ、短期大学部は、学生の満足度
において高い評価をあげていることが明らかとなった。それをさらに高めるために、 
教員による教授法の研究・研修が必要となっている。9 月教授会の直前に「短大教育
を考える会」を開催し、全教員に『平成 18 年度自己点検・評価』の原稿をもとに、
個々の教育実践・悩み等を出し合った。悩みをもつ教員に対する暖かいアドバイス、
夏休みを利用した「プレゼンテーション教育指導法セミナー」への参加（太田・種
村）等、これまでの教員の教育に対する意識の変革が徐々に行われつつある。また、
研究活動としては、昨年に引き続き、短期大学部公開研究会（第 2 回）、さらには、
今回退任される先生方の短期大学部退任記念講演会（三木靖、田平暢志）もおこな
われ、好評であった。  

また、音楽科では、昨年から始まった県内の高校とのジョイントコンサートを今
年も企画し、その準備は着実に進んでいる。 

 
【第三者評価】 

日本高等教育評価機構の認証評価の申請を行っていたが、このたび平成 19(2007)
年 3 月 29 日付文書にて、大学評価基準を満たしているとの「認定」を正式に受けた。
この結果、本学の運営が評価基準に「合格」と認められたことを意味する。 

認定期間は、平成 18(2006)年 4 月 1 日から平成 25(2013)年 3 月 31 日まで(7 年間)。 
しかし、この評価に安住することなく、将来の改善・改革に向けて恒常的に取り

組むべき新たな決意と社会的使命を改めて痛感し、次の外部評価に備えて、目標に
照らして自己点検を毎年行う学内体制を整えた。 

 
【学生・生徒募集】 

平成 19 年度の学生募集については、積極的な広報活動を展開し多様な入学試験を
実施したにもかかわらず、大学が志願者総数 1,765 名（対前年度 647 名の減）、入学
者 965 名（対前年度 136 名の減）となり、短期大学部が志願者総数 135 名（対前年
度 37 名の減）、入学者 109 名（対前年度 10 名の減）となった。大学学部として入学
定員を満たした学科は 3 学科に留まり、全体の入学者定員比率は 0.92 倍と厳しい結
果となった。短期大学部は 0.84 倍。 

（1）平成 18 年度入学試験制度 
下記のとおり多様な試験制度を、試験時期も 9 月から 3 月末までの 7 ヵ月間をか

けて実施した。 
〔大 学〕 
ＡＯ入学試験 
推薦入学試験（一般推薦（Ｂ方式）・指定校推薦（Ａ方式）・同一学園推薦（Ｄ方式）） 
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一般入学試験 
前期日程(一般入試(Ⅰ方式)、大学入試センター試験利用入試(Ｒ方式・Ｓ方式)) 
後期日程(一般入試(Ｊ方式)、大学入試センター試験利用入試(Ｍ方式)) 
社会人入学試験（Ⅰ期、Ⅱ期）、外国人留学生入学試験（中国現地選抜含む）、帰国子
女入学試験、編入学試験 
    
〔短期大学部〕 
ＡＯ入学試験 
推薦入学試験（一般推薦・沖縄指定校推薦・同一学園推薦） 
一般入学試験（Ｂ方式、特待生入試、大学入試センター試験利用入試(Ｄ方式・Ｅ方式)、
Ｃ方式） 
社会人入学試験（Ⅰ期、Ⅱ期）、外国人留学生入学試験、帰国子女入学試験、専攻科入
学試験 
 
（2）広報活動 

 広報活動として、下記のように多様な方法を用いて受験生や保護者、高等学校に
情報を提供した。 

本学主催入試説明会を 6 月末から 7 月にかけて、県内 4 地区（鹿児島、川内、
鹿屋、名瀬）、熊本、宮崎、沖縄の 7 会場で開催。 
高等学校訪問を春季、秋季訪問の 2 回を大きな柱として、鹿児島県を中心に九州・
沖縄地区を訪問。また、12 月、1 月、2 月と入学試験の前後での訪問も実施。 
キャンパス見学会を 8 月 5 日（土）と 10 月 14 日（土）の年 2 回実施。無料送迎バ
スを導入。 

本学卒業の高等学校教職員との教育懇談会を実施。 
新聞社等主催進学説明会として九州・沖縄地区に参加。 
高等学校での進路説明会への参加。 
情報提供のため大学独自に「大学案内」「入試ガイド」「入試要項」「リーフレット」
「短期大学部キャンパスガイド」「みなみ風（広報誌）」などを作成。 

受験情報誌等掲載、新聞広告（連合広告、突き出し広告）、インターネット媒体での
広報。 

ホームページによる大学・短期大学部の紹介の充実。 
高等学校と大学との連携を深めるため、全教員を対象に「出張講義テーマ一覧」

を作成し、高等学校に配付。延べ 45 の出張講義を実施。（対前年＋10） 
 
【施設・設備】 
１．新学生情報システムの構築                      

平成 18 年 4 月から稼動開始、ポータルについては 7 月から稼動 
教職員、学生へ利用方法等について説明会を行った。 

２．7 号館 AV 機器関係のリプレース 
プロジェクター、ＡＶ機器の設置完了 

３．学生用プリント用紙の管理システムの運用 
学生のプリント用紙の各人別管理を開始 

４．サーバー等の再構築と学内ＬＡＮの高速化 
ファイルサーバーの再構築（容量の拡充とトラブル対応） 

平成 18 年 4 月完了 
スイッチ等の入れ替えによる学内ＬＡＮの高速化 
 平成 18 年 9 月完了 

５．図書館システムの再構築 
多言語システムへ変更 
システムの変更による図書館業務の作業の効率化と教職員・学生へのサービスの向
上。新システムへのリプレース完了（平成 18 年 9 月） 

６．地域創生学科パソコン実習室パソコン設置(約 50 台) 
 平成 18 年 4 月完了 

以上 
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鹿児島高等学校 
                                                                   
【Ⅰ】教育方針 
 １ 校訓「謙虚礼節」の精神に則って、豊かな教養と情操、強い体力の育成に努め、

誠実で清潔な人格を培う。 
 ２ 校訓「克己遂行」の精神に則って、様々な学習活動に積極的に挑戦し、個性や

能力の啓発に努め、自らの人生を創造的に生きる力を培う。 
 ３ 教師は、徳育・知育・体育の調和的な推進に努め、生徒の主体的な成長を積極

的に支援する。 
 
【Ⅱ】重点施策 
１教育指導 

  ①教科指導 
  ア 改定カリキュラムの円滑な運用を図り、３学科の特色を出す。 

移行措置として主に英数科で主要５教科を中心に改訂カリキュラムを前倒しで
実施した（２・３年生）。 

  イ 授業の質を高める。（教材研究の深化、授業時間の確保、研究授業・授業研究 
の充実拡大、自己評価） 

      振り替え授業や代理授業を徹底実施して授業時間の確保を図った。 
      研究授業は２時間実施し、自分の教科以外の授業を参観できるようにし、有意

義だとの評価を得た。 
    教科教育法研究員会メンバーによる公開授業も４時間実施しメンバー外教職

員も含め反省会を行った。 
その他、中学校（附属・伊敷）の公開授業参観、予備校の授業参観を実施し教 
育力の向上を図った。 

  ウ 評価問題を工夫改善する。（問題作成検討会の開催） 
      各教科で実施。 

②生徒指導 
   ア 基本的生活習慣を確立する。（共通理解・共通実践） 
        全校朝礼時及びＳＨＲ時の髪・服装検査、校門指導、通学指導、遅刻指導な 

ど共通実践を行い基本的生活習慣の確立を図った。また生徒指導主任が常に学 
年に諮りながら諸指導を実施して共通理解の徹底を図った。 

    イ 転・退学者の減少に努める。(進路変更対策委員会の活用) 
        特に委員会は開かなかったが、理由がやむを得ないものかどうか確認を徹底 

した。不明な場合は教頭が本人・保護者と面談して確認した。 
  ウ 教育相談に意を注ぐ。(スクールカウンセリング・教育相談室の充実) 

   週２回２名の専門カウンセラーによるカウンセリング（不登校生・不登校生の 
保護者・問題行動を起こした生徒などが対象）、また月１回、不登校生保護者と
の懇談会を実施した。体験入学では中学校の不登校生保護者との懇談会を企画
実施した。 

③進路指導 
   ア キャリアガイダンスを充実する。(宿泊研修の実施) 
      ２年情報ビジネス科でインターンシップを実施、３５名参加。９月１４日、２ 

年情報ビジネス科の生徒を集め発表会を行い、その成果を生徒に還元した。 
   イ 進路実現のため指導を強化する。(達成目標の設定・学科別指導・自主ゼミ) 
        進学・就職とも年度目標を設定し、目標実現のための活動を年間を通じて実 

施した。 
英数科・普通科選抜の７時３０分登校・朝補習開始（学校計画は７時４５分 
開始）１学年普通科の８時登校・朝自習指導など自主的な学年別指導も行わ 
れた。夏期休業中に数学・理科においては自主セミナーを開設した。 

④保健指導 
   ア 健康・安全に配慮する。（健康観察・１５日の安全点検・通学指導） 
       ４月～５月、健康診断・諸検査を実施して在校生の健康状況を把握し、また 

学校保健委員会を開き校医の先生から助言をいただいた。１年の長距離走、２ 
年の修学旅行に備えて健康診断を実施した。 
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   月１回定期的に健康相談を実施。 
      １５日を安全点検日とし、改善（修繕）箇所を指摘してもらい施設設備の営繕 

を行った。       
       生徒指導部で学校周辺から中央駅付近までの通学指導を計画実施した。 
  イ 校舎内外の美化に努める。（教室の整理整頓、清掃の徹底、空間の文化化） 
        環境整備委員会で企画立案し、また学年を中心に教室の整理整頓を推進した。 
 
２ 教科外指導（部活動） 
 ①文武両道を目指す。 
  ②体育系、文科系ともどもに実績の伸長を図る。 

   男子ソフトテニス（個人）、男女バドミントン（団体・個人）、女子剣道（個人） 
が高校総体に出場。女子バスケットは九州大会３位の成績を収め、国体には監督 
を含め６人が出場した。放送部が２つの全国大会に出場、音楽部は２つの九州大 
会に出場。吹奏楽部は県のコンクールで初めて金賞を獲得した。演劇部は県大会 
において最優秀賞を獲得し九州大会に出場した。また新人大会において、バドミ 
ントンは男女団体がアベック優勝、ソフトテニスは男子が団体・個人ともに優勝 
した。 

 
３ 生徒の確保 

①企画広報室の企画の鮮度を高める。（本校のよさの見きわめ） 
   体験入学時に内容の充実を図った。学校案内・その他の中学校への配布物の 

内容を刷新した。 
  ②入試の改善を図る。（問題作成、方法改善） 
      情報ビジネス科の推薦入試を廃止し、普通科と同様に専願制にした。英数科 

合格生・転科合格生に対する点数開示は昨年に引き続き実施。入試問題は昨年 
同様公立レベルのものを作成する事に留意した。 

  ③中学校へのきめ細かな広報活動に努める。 
高校説明会の時期が早まっているので学校案内を１学期中に作成した。 

   中学校訪問は学校長が４月に市内及び近郊の中学校４７校を、中学校担当者は
定期的に５回担当校を訪問、高校説明会(８８校)、入試連絡会、体験入学(２回)、
それぞれ実施してきめ細かな広報活動に努めた。 

  ④メディアの一層の有効活用を図る。（資料提供・投稿） 
      ホームページの更新・刷新に努め、新聞広告・投稿をすすめた。 
  ⑤塾への広報も怠らないようにする。 
      年度初め学校長が大手塾４カ所を訪問。その後も広報室員を中心に数回訪問し

資料を提供した。 
  ⑥特待制度を生かす。 
      学業特待生制度を変更したので、あらゆる機会を通じて中学校・塾に広報した。 
 
４ 施設・設備計画 

①校舎改築の実施 
    校舎改築計画が１０月３０日、理事会・評議員会で決定された。 
  ②既存校舎の耐震調査 
    体育館につき調査実施。 
 
５ 事務部 
  ①適正な予算の執行～厳しい予算の中で計画的な執行に努め、最小の経費で最大の

効果を上げる。 
経費支出にあたり、その必要性と緊急性を吟味の上対応した。 
予算の厳正な管理と意識向上のため、スクールバス運行基準の制定、購買申請

書等の改定を行った。 
②事務の効率化に努める～電算化に伴い、経理業務はもとより事務全般の見直し、

スリム化を図る。  
人件費システムを導入。 

事務効率化･厳正化を図るため、事務手順の見直しを行い、購買申請書、出張願、
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合宿願など帳票を改訂した。 
事務室窓口での現金や証明書等の受渡し時の本人確認方法を定め厳正化を図っ

た。 
授業料納入遅延者への対応について教務･担任･事務の手順を定め改善を図った。 

 ③施設設備の安全点検～生徒の安全を第一に、老朽化した施設設備の安全点検を実
施する。 

８月体育館の耐震検査を実施。また、定期的に水質、防災設備、電気設備等の
検査を実施。 

 ④校舎改築～基本設計及び地質調査の実施。 
学園本部と協力し、基本設計及び地質検査を実施し、21 年 3 月完工に向け計画

進行中。 

以上 
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鹿児島修学館中・高等学校 
【１】教育方針 
   建学の精神に則り，全人教育を基調として，社会の発展や人類の進歩に寄与し 
  得る有為な人材の養成に努めた。 
 １ 生徒の個性・能力を伸長し，自主性・独立性・創造性を培うことに努めた。 
 ２ 自由と規律・寛容と協調の心の育成に努めた。 
 ３ 進路実現のための学力の養成に努めた。 
 ４ 健全で豊かな精神を養い，人生の真理と幸福を追求できる人間の育成に努めた。 
 
【２】重点施策 
 １ 教育・研究の重点施策 
  ①全人教育 
    「知・徳・体」のバランスのとれた人間を育成することを目指し，新たに導

入した「Ｔ２制度」を活用し，特に中学生に対し，授業を受けるうえでの基本
的な学習態度を指導し成果をあげた。 

また，全職員が一丸となって生徒の生活指導にも取り組んだ。 
  ②可能性を伸ばす個の教育 
    本校の教育方針である「中高一貫教育」の特徴を最大限に生かし，６か年を

通しての深い人間関係を大切にすることを指導した。 
   また，同時に，生徒一人ひとりを大切にする「個の教育」にも力を入れた。 
  ③発達段階に即応した基礎学力の重視 
    生徒の発達段階に応じた教材配当と指導法により学習意欲を高め，勉学する

心や態度を育成した。 
また，平成１８年度は「日本一の授業」を目指し，全教員に校内研究授業と

相互参観を義務づけることで，相互研鑽と授業力の向上に努めた。 
  ④中・高一貫教育 
    「中高一貫教育」の基本に立ち返って中・高の教育課程を見直し，従前の 

４５分８限から５０分７限へと変更し，ゆとりのあるカリキュラム編成とした。 
  ⑤特別教育活動など教科外活動 
    「中高一貫教育」に基づき，教科外活動の実施時期を見直し，従来，中３で

実施していたスキー教室を中２へ，高１で実施していた海外修学旅行を高２へ
とそれぞれ移行した。 

    また，平成１８年度からは，漢字検定試験も実施した。 
  ⑥生活指導 
    生徒の自主性・主体性を尊重しながら，生徒指導部を中心に全職員が一丸と

なって生徒の生活指導に取り組んだ。 
 
【３】改組計画 
  中高一貫校としての基本に立ち返り，次年度に向けた組織改革の検討に着手した。 
 具体的には，これまでの輻輳化した校務分掌を，中学部・高等部・企画部という３ 

つの大きな柱に集約することで，生徒募集と進学指導という目標の達成を目指して 
いくことを確認した。 

 
【４】その他学校における重点施策 
 １ 学校全体 
    家庭・ＰＴＡとの連携を重点課題として，保護者・教職員の定期的懇親会の

開催や他県の私立学校視察などさまざまな取り組みを行った。 
    また，５０分７限への移行や，カリキュラムの簡素化，Ｔ２制度の拡充など

次年度に向けた改革にも取り組んだ。 
 
 ２ 鹿児島修学館中学校 
    中学校では，６か年間を展望し，授業態度と学習習慣の確立を目指しながら

基礎学力の向上に努めた。 
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 ３ 鹿児島修学館高等学校 
    高校では，進路実現を最終目標に，希望の大学入試に対応できる知性と学力

の形成をめざした。 
    特に，学力差のつきやすい国・数・英については時間数を増やし，必要に応

じて習熟度別クラス編成を取り入れるなどして対応した。 
 
 ４ 中学校における生徒募集のあり方を検討する。 
    入試結果を分析し，学校・塾別志願者動向の把握など，次年度生徒募集に向

けた取り組みを行った。 
    「学校案内」を，次年度は５月のＰＴＡ総会までに発行し，保護者にも本校

ＰＲを依頼することを計画した。 
    また，学校説明会やオープンスクールについては，昨年度までの結果を検証

し，開催時期についてこれまでよりひと月早めた。内容についても，イベント
の見直しや，参加者への湯茶接待など全教職員で取り組んだ結果，参加者アン
ケートでは満足の声が多く寄せられた。 

    ホームページの更新も，以前は鹿国大情報処理センターに依頼していたが，
本校情報処理委員会で更新・管理を行える体制づくりができたため，今後はよ
りタイムリーな更新ができるよう準備を進めた。 

 
 ５ 事務室 

教育環境の整備・充実 
教務部ならびに学園本部施設部とも連携を図りながら教育環境の整備，学校

内の美化・緑化に努めた。 
また，各教室に校訓額を設置するなど，教室らしい設営にも取り組んだ。 

事務の合理化の推進 
    事務室の電算化については概ね達成できた感があるため，業務自体を見直し，

各人の業務や帳票類の重複を避けるなどの合理化に努めている。 
以上                        
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鹿児島幼稚園 
【１】教育目標 
 

 恵まれた自然環境を生かして、元気で、明るく、のびのびと活動する、 
心豊かな幼児を育てる。 

 
《基本方針》 

○ 一人一人を大切にした教育に徹する。 
○ 子どもの主体的な活動を促すとともに、創造性を豊かにする。 
○ 基本的な生活習慣や態度を育て、豊かな心情を育む。 
○ 家庭との連携を密にし、子どもの自立に向けた基盤を育成する。 

 
【２】重点施策 
 
 Ⅰ 教育内容の充実 

（１）子ども一人一人の良さを伸ばす保育の充実 
    ア 保育の充実を図る指導計画の見直しと環境づくり 
    イ 国際大学との連携による保育内容の研究・充実 
    ウ 園内研修の充実による教員の指導力の育成 
 

 ・保育力向上の為の園内研修の充実 
（火曜日＝職員研修日・木＝学年での教材研究日） 
・全教諭が研究保育を実施 
・国際大学の先生等を招聘しての「幼児理解」の研修（６回） 
・ソニー幼児教育プロジェクト教育論文応募～「努力園」として表彰さ

る。 
 
（２）家庭・地域との連携の強化による開かれた幼稚園づくり 

ア 園だより」「子育て支援便り」「学年だより」等による啓発 
    イ 子育て講座やちびっこクラブの推進・充実 
    ウ 幼児教育相談の充実 
 

・在園児の親子対象の『親子で遊ぼう』（７回実施）～延べ 282 組参加 
・未就園児の親子対象の『ちびっこクラブ』（１５回実施）～延べ 1133

組参加 
・子育て支援としての『子育て講座』（年９回実施）～延べ 749 人参加 
・地域の高齢者との交流～敬老の日の交流、野菜のおすそ分け等            

 
（３）心の教育の充実 

    ア 基本的な生活習慣・態度の育成（一事徹底「あいさつ」） 
    イ 異年齢での交流活動の促進 
    ウ 絵本に親しむ活動の充実 
    ヱ 花や野菜の栽培や動物の世話など自然とのふれあいの充実 
 

・家庭との連携を生かした基本的生活習慣の確立を図る保育の推進 
・年長から年少児まで一緒に活動する保育を毎月２回実施 
・トマトやナス・ピーマン・ジャガイモ等の野菜作り→給食へ（食育の

推進） 
 
（４）保健・安全管理の徹底 

    ア 日々の安全指導の徹底（事故防止・不審者対策） 
    イ 園バスの安全運行 
    ウ 健康教育の徹底（うがい・手洗いの励行） 
    ヱ 完全給食の充実による「食育」の推進 
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・通園バス（３台）の安全運行の徹底 
・給食指導、保健指導の徹底 

 
（５）鹿児島国際大学の教育実習園としての連携・実習の充実 

    ア 国際大学生の教育実習の受け入れ・充実 
    イ 学生の保育体験やボランティアの受け入れ 
 

・本実習及び観察学習や保育指導研究等の受け入れ・内容の充実 
・児童学科の３・４年生を中心に、諸行事にボランテア 
・毎日の預かり保育に、国際大学生が手伝い（パート） 
・夏祭りに生涯学習センターから「エイサー」の出演 等 

 
（６）幼・小・中学校や地域との連携  
  ア 近隣幼・保・小・中との連携 
  イ 地域との交流～特に高齢者との交流 
 

・「幼小連携」の一環として、小学校で１年生と合同学習 
・中学校との交流（職場体験、ボランテｲアの受け入れ） 
・施設(特老)訪問 
・親子でのミニ門松つくりの講師に地域人材として依頼 

 
Ⅱ 事務の効率化と環境整備 

（１）コンピュータの活用による円滑な事務の推進 
    ア パソコン活用による園事務の効率化、適正な情報管理 
    イ ホームページの活用 
    ウ パソコン室の整備 
 

・「トーマス」導入により、事務の効率化の推進 
・ＨＰを２週間ごとに刷新 
・大学からパソコン移譲（園児が活用） 

 
（２）環境の整備・充実 
  ア 自然に親しむ体験的活動を促す施設の充実 

イ 園バス(ピンクのくじら)の新調 
ウ 計画的な樹木植栽 
 
・通園バス（３台）のうち１台を新規購入「ピンクのくじら きりん号」 
・花壇のための腐葉土作りの施設を設置 
・グランドに４本の桜を植樹 

 

 
以上 
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津曲学園事業部  
 

【事業方針】 

  事業部は、学生・生徒のニーズに対応した商品を取り揃え、利便性を中心に置く。 

また、各学校の消耗品などを一括購入しタイムリーに配給する。 

更に、安定した事業収益を上げ、各校に収益還元を行う。 

 

【事業内容】 

1．販売用品の充実 

  ①学用品、事務用品、教育資材、印刷用紙、制服、ユニホーム等、商品内容の充

実を図る。 

   ※色画用紙、ノート、ファイル等在庫商品の数量を見直し、常時一定量の確保

に努めた。 

  ②新商品の開拓と紹介販売による手数料の増加を図る。 

   ※鹿高では、電子辞書の紹介販売を開始し、好評を得た。 

  ③制服、体操服、靴等の各業者とスムーズな連携を図り、安定した商品提供を行

う。 

   ※鹿高女子生徒の中間服・夏服の制服の見直しを検討した結果、18 年度より長

袖の着用を認め好評を得た結果、おおかたの女子生徒が購入し着用した。 

   ※修学館体育服の見直しを検討し、デザインと販売価格を決定した。 

    18 年度より新体操服の販売を実施した。 

 

2．サービス業務 

   ①新入生登校日等における各種用品の販売方法の見直しと、サービス内容の充実

を図る。 

   ※新入生登校日に、体育服の試着、通学カバン、文具用品等のスムーズな販売

ができるよう配置の見直しを行った。 

  ②体育祭、文化祭等、各種行事への支援体制を確立する。 

   ※文化祭での色画用紙、おり紙、マジックインキ等の行事に係る物品の販売価

格の引き下げに努めた。 

3．コスト意識 

  ①各業者からの複数見積りにより、仕入価格の引き下げを図る。 

※女子制靴、ストッキングの商品の相見積りで、仕入価格の見直しを実施した。 

※経費支出の削減に努めた。 

 

以上 


