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平成２３年度事業計画 

 

鹿児島国際大学・鹿児島国際大学短期大学部 

 

経済学研究科  

 

１．研究活動の推進 

学位論文中間発表会の活性化、学会発表の推奨、大学院学術論集の水準向上に取り組む。実践的

教育に関連する研究活動の向上を図る。ティーチング・アシスタントの積極的活用により、院生

の研究活動の推進に寄与する。 

 

２．学内外機関との連携および外部資金の積極的導入 

平成 14年度より開始した本研究科、札幌大学大学院経済学研究科、沖縄国際大学大学院地域

産業研究科の三大学院共同シンポジウムの推進を積極的に行う。また、上記大学院と共同し

て、三大学院共同シンポジウム（９年間分）の成果を公表するための単行本の公刊を行う。

他方、科学研究費など外部資金の積極的活用に努め、研究の向上を図る。 

 

３．教員像の明確化と教員組織の強化 

「経済学研究科研究指導教員資格審査に関する申し合わせ」により教員組織の強化・充実を図る。 

 

４．入学志願者増への取り組みと就職支援 

学部学生への大学院説明会を充実させる。本研究科を紹介するパンフレットやホームページ

を充実させ、広報を強化する。入試要項に「個別の入学資格審査」を明記し、志願者の拡大

を図る。中国、台湾の現地入試の広報を強化し、優秀な留学生を増やす。他方、関連する諸

企業・機関の情報を収集し、修了者の就職支援を行う。 

 

５．学習・研究環境の整備 

院生の学習・研究環境をよりよくするためカリキュラムを改善するとともに、学会参加のた

めの支援等を行う。社会人院生等に便宜を図るため、前期課程に長期履修制度を導入するこ

とを検討する。 

 

福祉社会学研究科 

 

１．研究活動の推進 

学位論文中間報告会の活性化、学会発表の推奨、大学院学術論集の水準向上に取り組む。ま

た、ティーチング・アシスタントの積極的活用を図り、院生の研究推進に寄与する。 

 

２．学内外機関との連携及び外部資金の積極的導入 

国内外との共同研究に加え、地域の関連機関等との共同研究を進める。他方、科学研究費な
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ど外部資金の積極的な導入を図るととともに、地域の特性を十分勘案したテーマに対し教員

と院生による新規性の高い研究の展開を推進する。 

 

３．教員像の明確化と教員組織の強化 

本研究科独自の人事は「福祉社会学研究科研究指導教員資格審査に関する申し合わせ」によ

り行うこととし、学部に対してはそれに相応した将来を見据えた人事の実施を要請し、教員

組織の強化を図る。 

 

４．入学志願者増への取り組みと就職支援 

学部学生への大学院説明会を定期的に実施する。また、本研究科独自のパンフレットを作成

し関係機関への広報を行う。さらに「個別の入学資格審査」を明記し、志願者層の拡大を図

る。他方、修了者の就職支援を関連機関と連携しつつ行うこととする。 

 

５．学習・研究環境の整備 

院生の学習・研究が、支障なく行われるようにカリキュラムを見直す。また、とくに就労す

る社会人院生の学位取得を可能にするため、前期課程に長期履修制度の導入を検討する。 

 

国際文化研究科 

 

１．研究科内規・申し合わせ等の整備 

改正された大学院学則に準拠して、内規・申し合わせ・論文提出要項等を整備する。 

 

２．研究指導教員の資格審査基準の整備 

前期課程および後期課程の「研究指導教員の資格審査」に関する基準を規定化する。 

 

３．三つのポリシーの再検討 

「三つのポリシー」のうち、特にディプロマポリシー（学位授与の方針）に関して、修士と

博士の学位の授与方針をそれぞれ区別して明示するように再検討する。 

 

４．学生募集・入試制度の検討 

（１）本研究科の前期課程（修士課程）から後期課程（博士課程）への進学希望者に対する選考

試験の簡易化を検討する。 

（２）前期課程（修士課程）における社会人学生の長期履修制度（学費増を伴うことなく修業年

限を３年あるいは４年に延長する制度）の導入を検討する。 

 

５．「大学院説明会」の実施 

平成 22 年度に一回だけ実施した「大学院説明会」を、平成 23 年度には複数回実施するよう

に大学院事務室と協議する。 

 

６．留学生の学修支援 
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留学生に対する補充的学修支援（論文作成指導を含む）に研究科全体で取り組む方策につい

て検討する。 

 

７．進路情報の一元的提供 

大学院生に対する就職情報を一元的・総括的に学生に提供できるように、進路支援センター

と協力する。 

 

経済学部 

 

１．進級制度の実施に伴う学生指導の強化 

今年度の新入生から 3 年次進級時に進級要件（40 単位以上修得）が設けられる。入学時に進

級制度を徹底周知させ、定期的な学生指導を行い、留年や退学が出ないように努める。 

 

２．演習の充実 

今年度から 3 年次の演習を全員履修するように指導している。また演習の学生は全員が卒業

研究に取り組む。演習の履修率が高くなるように努める。 

 

３．学生の就職支援 

近年卒業生の就職が厳しい。就職率の改善には大学を挙げて取り組んでいるが、経済学部で

は各ゼミの中で担当教員がきめ細かく指導して、ゼミ単位で就職率を上げるように努める。 

 

４．カリキュラムの検討 

（１）科目数の圧縮：増担と非常勤講師への委嘱を削減しても運営できる教育課程にする。 

（２）科目間の連携、教育課程の一貫性、整合性の強化と教育方法の改善などによって教育の質

を確保する。 

（３）免許・資格課程のあり方について検討し、必要ならば整理をする。 

 

５．非常勤講師委嘱の見直し 

非常勤講師の委嘱状況を把握し、ゼロベースでの委嘱の見直しを行う。 

 

６．学生募集 

経済学科は近年志願者数が増加していたが、前年度の入試で大幅な志願者減が起こった。そ

の原因を究明の上、学生募集の方策を検討し志願者増に努める。 

 

福祉社会学部 

 

１．点検・評価 

本年度から実施の定員削減（学部 390→265）による学部の新たな再構築を確認するとともに、

学部教育の在り方、カリキュラムや日々の教育活動等について総合的な観点から点検を行う。 
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２．学部改革 

学部学科の在り方を改めて点検し、必要な学科改組等についての検討を継続する。 

 

３．学生募集 

入学者の減尐に対処するため、必要な取り組みについて積極的に検討・実施を図る。また、

中国人留学生特別試験については 3学科とも積極的に進めるとともに、これまでに実績のあ

る現代社会学科を中心に更なる充実を目指す。 

 

４．教育の充実 

教職免許、福祉関係資格、司書関連資格、社会調査士等を取得して卒業後の社会との関わり

を支援してきた学部での教育の充実を継続していく。 

 

５．教員組織 

学部学科の教育研究を推進するために必要な専任教員の新採用について、その確保を全力で

進める。 

 

国際文化学部 

 

１．学生募集 

（１）入試検討ワーキンググループ 

（２）社会科教職免許を回復させるため、条件の整備につとめる。 

（３）高校生向けの、キャンパス見学会・夏期受験音楽講習会・音楽学科特別公開講座を充実。 

（４）国際文化学科と音楽学科の HP をたちあげる。２学科のコラボによる学部紹介。 

（５）鹿児島高校との連携を強化し、「出前授業」「高等学校訪問演奏会」「地域・離島訪問演奏会」

の充実をはかる。 

（６）学内外での演奏会やボランティア活動の充実を通じて小学校・中学校を含む地域社会との連携

を強化。 

 

２．学生の進路・就職支援 

（１）演習において、常時学生の就活状況を把握し、就職率の向上に努める。 

（２）教職採用試験の合格者増加を目指す。 

（３）インターシップのための企業開拓。 

 

３．国際文化学科発足に伴う新体制と旧 2学科体制の同時進行を円滑に推進 

 

４．留学生への支援 

（１）日本語集中授業の円滑な進展。 

（２）学業・生活面の問題を受け止め、相談体制を構築する。 

 

５．教育力の向上と研究体制の整備 
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（１）「FD 意見交換会」・「音楽学科実技指導法研修会」  

（２）学部主催の「学内研究会」・学部の紀要『国際文化学部論集』・大学主催の「教員定期演奏会」

の充実。 

鹿児島国際大学短期大学部 

 

１．学生募集・広報 

昨年度、音楽科の四大化（音楽学科）に伴い、情報文化学科および専攻科のみとなった。３

つのコース・資格（観光ビジネス実務士・司書・音楽療法）の取り組みを強化する。 

情報文化学科全教員による１年を４サイクルに分けた高校訪問・学生募集の活動を続けると

同時に、これまでのなかよしコンサート（７月）と短期大学講演会（10 月）に、英語による

観光ガイドバスツアー（７月、２月）を加え、あらゆる行事を志願者募集に繋げるような広

報活動を行う。 

 

２．新カリキュラム 

「大学地域コンソーシアム鹿児島」の高大連携（教育連携）企画に、シンポへの高校生・保

護者・教員からの参加を追求する。また鹿児島高校との高大連携企画「未来探究」やプレ企

画に積極的に協力する。さらに、情報文化学科のカリキュラム改革・資格の３本柱（観光ビ

ジネス実務士・司書・音楽療法）をアピールし、募集・広報活動（ホームページのリニュー

アル）にも生かし、地域の高等学校の理解を得られるよう努める。 

 

３．教育実践 

学生ひとりひとりを把握し、基礎学力（＝生きる力）がアップする教育活動を積極的に展開

する。全員が受講できる科目を増やし、学生同士のともだちづくりをおこない、充実したキ

ャンパスライフを送らせる。 

 

４．就業力支援 

プレゼンテーション関係の授業を就職の面接とも結びつけ、集団面接に強く、自分の考えを

人前で表現できる能力をもち、就職活動に主体的に取り組む学生を育てる。教員自身の就職

意識の転換を核に、週単位での学生の就職・進路支援とチェックするという地道な活動を今

後も継続する。また、８号館に開設された就職相談室を活用し、教員相互の情報交換を強め、

就職率を 90％まで引き上げる。 

 

５．教員組織の充実 

ＦＤ活動に積極的に取り組み、教員による研究会「短大学部公開研究会」「短大教育を考える

会」・意見交換会を開催する。また、教員の教授法の研究・研修により、研究活動・社会活動

を活発にする。 

 

６．点検・評価 

平成 22年度の第三者評価での指摘をふまえ、７年後まで改善計画をたて絶えず点検していく。 
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【学生募集計画】 

入試室では、県内・隣県・県境地域に対しては、高等学校訪問、校内ガイダンス、進学説明会等

にて高校生、保護者、高校教諭に直接ＰＲし、その他の地域に対しては、Web 企画等により本学

の特徴・魅力を情報発信し志願者層の拡大、認知度アップを図り志願者増に努める。 

 

１．入学者選抜試験 

平成 23年度入学試験は下記の日程で、10月から 3月末までの 6ヵ月間をかけて実施した。 

平成 24年度入学試験については、制度・日程を検討して平成 23年 4月に決定する。 

（大学）（平成 23 年度入学試験日程…参考） 

区分 試験名称 学部・学科  ※ 出願締切日 試験日 合格発表 

推薦 指定校（A） 全学部・学科 11/12（金） 11/18（木） 11/26（金） 

一般（B）   〃 〃 〃 〃 

同一学園（D）   〃 〃 
書類選考 

（音楽…注 1） 
〃 

一般（H） 音楽を除く全学部・学科 12/15（水） 12/18（土） 12/24（金） 

一般 

 

一般（I） 全学部・学科 2/2（水） 2/10（木） 2/18（金） 

センター（R） 音楽を除く全学部・学科 〃 － 〃 

センター（S） 経済学部 〃 － 〃 

センター（M） 音楽を除く全学部・学科 3/14（月） － 3/18（金） 

一般（J） 全学部・学科 〃 3/16（水） 〃 

AO AOⅠ期 経済・経営・現社・国文・音楽 9/24（金） 10/2（土） 10/7（木） 

AOⅡ期 経営・現社・国文 10/25（月） 10/30（土） 11/4（木） 

AOⅢ期   〃 11/29（月） 12/4（土） 12/9（木） 

AOⅣ期   〃 2/2（水） 2/11（金） 2/18（金） 

AOⅤ期 現社 3/23（水） 3/25（金） 3/26（土） 

特別 編入学 音楽を除く全学部・学科 11/29（月） 12/4（土） 12/9（木） 

社会人Ⅰ期 全学部・学科 〃 〃 〃 

外国人留学生   〃 2/2（水） 2/10（木） 2/18（金） 

帰国子女   〃 〃 〃 〃 

社会人Ⅱ期   〃 3/14（月） 3/16（水） 3/18（金） 

※経済（経済学科）、経営（経営学科）、現社（現代社会学科）、国文（国際文化学科）、音楽（音楽学科） 

注 1…音楽学科の演奏家課程受験生のみ実技試験を実施。その他のコース・課程は書類選考。 

中国人留学生特別試験については別途実施 
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（短期大学部）（平成 23年度入学試験日程…参考） 

区分 試験名称 学科  出願締切日 試験日 合格発表 

推薦 指定校 情報文化学科 11/12（金） 11/18（木） 11/26（金） 

一般Ⅰ期 〃 〃 〃 〃 

特待生 〃 〃 〃 〃 

同一学園 〃 〃 － 〃 

一般Ⅱ期 〃 12/15（水） 12/18（土） 12/24（金） 

一般 一般（B） 〃 2/2（水） 2/5（土） 2/10（木） 

センター（D） 〃 〃 － 〃 

センター（E） 〃 3/23（水） － 3/26（土） 

一般（C） 〃 〃 3/25（金） 〃 

AO AOⅠ期 〃 9/24（金） 10/2（土） 10/7（木） 

AOⅡ期 〃 10/25（月） 10/30（土） 11/4（木） 

AOⅢ期 〃 11/29（月） 12/4（土） 12/9（木） 

特別 社会人Ⅰ期 〃 11/12（金） 11/18（木） 11/26（金） 

外国人留学生 〃 2/2（水） 2/5（土） 2/10（木） 

帰国子女 〃 〃 〃 〃 

社会人Ⅱ期 〃 3/23（水） 3/25（金） 3/26（土） 

専攻 専攻科 音楽科（音楽専攻・音楽演奏専攻） 2/2（水） 2/11(金) 2/18(金) 

研究 研究生 音楽科（一般・特別） 3/11（金） － 3/18（金） 

 

２．広報活動 

（１）本学主催入試説明会を 6 月末から 7月に、鹿児島、薩摩川内、鹿屋、霧島、種子島、奄美

の 6会場で開催。 

（２）高等学校訪問を春季、秋季訪問の 2回を大きな柱とし、鹿児島県及び県境地域を中心に訪

問。また、入学試験後の訪問も実施する。 

（３）キャンパス見学会の実施（年 2回） 

（４）本学卒業の高等学校教職員との教育懇談会の実施 

（５）新聞社等主催進学説明会への参加（南九州エリアを優先） 

 （６）高等学校での進路説明会への参加 

 （７）受験情報誌等掲載、新聞広告（連合広告、突き出し広告）、WEB媒体 

（８）ホームページによる大学・短期大学部の紹介の充実 

 

【教職員資質向上施策】 

１．キャリアデザイン室 

（１）学生支援推進プログラムの一環として、カウンセリングマインド研修会を促進する。 
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（２）キャリアカウンセラーの養成を行う。（現在 9名は資格取得受験中、2名は受講中） 

 

 

２．総合企画室 

（１）自己点検・評価 

平成 24年度、（財）大学基準協会へ第三者評価申請の準備の整備 

（２）大学改革・改組計画 

自己点検・評価運営委員会、大学改革検討委員会、学部長・研究科長等連絡会議等 

 

以上 鹿児島国際大学・鹿児島国際大学短期大学部 
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鹿児島高等学校 
                                                                                   
 
  はじめに 

  ２２年度の「辛」を受け、２３年度は次の５項目を推進し「真」を実現する年度とする。 

 

     １．研修・評価制度を活用して学校の教育力を「真」のものとする。                             

     ２．「あいさつ」「環境美化」「服装・髪型」の指導に努め、率先垂範する。                       

     ３．広報活動を抜本的に見直す。                                                             

     ４．推薦入試制度を検討し、奨学金制度（特待生制度）を抜本的に見直す。                       

      ５．新指導要領に基づく教育課程を編成する。                                                 

                                                                                                     

   １．教育指導                                                                                      

     （１）教務部                                                                                   

           ①生徒が主体的に運営する学校行事の実現をめざす。                                     

           ②研修制度・評価制度を利用し、教師力アップをめざす。                                 

           ③学科・コースの特色を生かしたカリキュラムの編成を行う。                             

           ④生徒一人一人をより丁寧に指導し、退学者ゼロをめざす。                               

           ⑤入試制度・特待生制度を見直し、生徒募集対策を強化する。                             

                                                                                                     

   （２）生徒指導部                                                                               

           ①制服の正しい着用の指導を徹底する。                                                 

           ②今日的課題に対応した指導を推進する。                                               

           ③全教職員・保護者との協調的指導体制を確立する。                                     

           ④教育相談室・保健室との連携を深める。                                               

                                                                                                     

     （３）進学指導部                                                                               

           ①学科・学年・教科との連携を深め、進学体制を強化する。                               

           ②進路実現のための全体的な学力向上を図る。                                           

           ③模試分析会等を活用し、生徒の学力に応じた的確な進路指導をめざす。                   

           ④進学便りの発行、進学情報誌の活用、進学講話・講演・ガイダンスを実施し生徒及び 

保護者意識高揚を図る。                                                                   

                                                                                                     

      （４）就職指導部                                                                               

            ①３ケ年通した一貫した指導体制を確立する。                                           

            ②基本的生活習慣を確立し、学力の向上を図る。                                         

            ③教科・学年と連携し、キャリア教育を推進する。                                       

            ④生徒の興味・適正・能力に応じた職業指導に努める。                                   

            ⑤雇用情勢に対応した指導を行い、求人企業の拡大を図り３年連続就職１００％を達 

成する。 

                                                                                                     

      （５）保健安全部                                                                               

            ①基本的生活習慣・豊かな男女交際のあり方の指導を通して保健指導を推進する。           

            ②安全指導・安全管理を徹底し、危険予知・対応能力を育成する。                         

            ③部活動の活性化により体力づくりに励む生徒を育成する。                               

            ④清掃作業指導を徹底し、環境美化・衛生に対する意識と態度を育成する。                 

            ⑤避難訓練などを通して、災害に対する対応能力を育成する。                             
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  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。 

                                             

   （３）部活動を通して克己心・謙虚な心・礼節を涵養する。                                       

                                                                                                     

  ３．生徒の確保                                                                                   

      （１）生徒募集対策委員会で募集活動を抜本的に見直し、効果的募集活動を構築する。 

                 

     （２）中学校や塾を訪問し、情報の確実な伝達と収集に努める。塾との連絡会を企画・実施 

する。   

 

      （３）体験入学の充実を図り、参加者の増加を図る。 

                                             

      （４）高校説明会時の内容を精選し、説得力のある説明のあり方を検討する。 

                      

      （５）広報物の改善・マスコミの有効活用・ＨＰの充実を図り、情報を効果的に提供発信す 

る。       

                                                                                                     

   ４．事務部                                                                                       

      （１）収入の確保と経費節減を図る。  

                                                          

      （２）学費システムの活用・定着を図る。 

                                                       

      （３）事務の厳正化・効率化を図る。 

                                                           

      （４）スケジュール管理を徹底する。        

 

以上 鹿児島高等学校                                                    
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鹿児島修学館中学・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，将来，社会の発展と人類の進歩に寄与し得る有

為な人材を養成する。 

１．生徒の個性・能力を伸長し，自主性・独立性・創造性を培う。 

２．自由と規律・寛容と協調の心を育てる。 

３．進路実現のための高い学力の養成に努める。 

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を育成する。 

 

【２】学校活性化に向けた重点施策 

１．特色ある教育活動の推進 <総合企画部> 

２．授業体制の見直し強化 <教務部> 

３．生徒会活動の活性化 <生徒指導部> 

４．進路指導の見直しと活性化 <進路企画部> 

 

【３】教学部門の重点施策 

１．社会人基礎力の養成  <総合企画部> 

（１）「７つの習慣Ｊ○Ｒ」 

①中１，高１への「７つの習慣Ｊ○Ｒ」授業の年間計画。 

②中２でのチャレンジカップへの参加。 

③保護者，外部向け「７つの習慣Ｊ○Ｒ」授業の実施。 

④「７つの習慣Ｊ○Ｒ」出張授業への対応。 

（２）［よのなか］科 

     ①中２では［よのなか］科の基礎を学習する。 

②中３では職業観を涵養する。 

③高１，高２では[よのなか]科の実践編として，株式会社，異文化理解に取り組む。 

④ＮＰＯ法人(ネイチャリング・プロジェクト)と連携し，[よのなか]科のさらなる充実 

を図る。 

   ２．教師の意識改革と教師間の連携の強化 <教務部>   

     （１）研究授業の実施と他教科間の授業参観による授業の質の向上。 

       （２）学年保護者会等を利用した保護者や地域の方々への授業公開の推進。 

     （３）校務分掌における４部（総合企画部・生徒指導部・進路企画部・事務部）連携強化。 

     （４）教育課程の編成と見直し。 

①高校新教育課程の編成。 

②芸術コース制充実のための教育課程の編成。 

③キャリア教育推進と英会話能力育成のための教育課程の編成。 
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３．生徒指導の充実 <生徒指導部> 

       （１）基本的生活習慣の確立。 

       （２）生徒会の活性化。 

       （３）健康への意識高揚 

…「鹿児島市学校保健研究協議会高等部会」開催校としての取組み。 

     （４）教育相談の充実。 

       （５）「津曲学園あいさつ運動」キャンペーンの推進。 

４．進路・進学指導の充実・強化 <進路企画部> 

（１）進路実現のための生徒個々の学力の伸長 

①学習習慣の確立。 

②効果的な課外授業の実施。 

        ③キャリア教育などの進路学習を通しての進路意識の向上。 

        ④適切な時期での多様な進路情報の提供。 

 

【４】管理部門の重点施策 

１．広報および生徒募集活動の推進  <総合企画部> 

       （１）リスティング広告，モバイル用ホームページの作成など，時代の流れに対応した   

        より効果的・効率的な広報および生徒募集活動の実施。 

       （２）学校および塾とのさらなる連携の強化。 

       （３）ホスピタリティー溢れるイベント(オープンスクール，学校説明会等)の運営。 

２．危機管理・情報管理の徹底 <危機管理委員会> 

     （１）危機管理体制の確立と各種災害対応マニュアルの見直し。 

     （２）個人情報等の情報管理の徹底。 

３．学校評価の充実 <学校評価委員会・教務部> 

     （１）指導力向上のための授業評価の充実。 

     （２）ＰＤＣＡサイクルに基づく評価の実践。 

４．企画運営委員会の充実 <企画運営委員会> 

（１）企画委員会定例化による４部連携の強化。 

（２）事業計画進捗状況の確認。 

５．学校運営への積極的参画 <事務部> 

     （１）各学年主任との連携強化(定例会の開催)。 

       （２）学園本部，校内４部等との連携強化(定例会の開催)。 

（３）保護者との連携，信頼・協力関係の確立。 

       （４）永吉地区唯一の学校としての地域との連携。 

６．施設設備の充実と環境づくりの推進 <事務部> 

     （１）施設設備の維持・管理。 

       （２）自然と地域に配慮した環境づくりの推進。 

 

以上 鹿児島修学館中学・高等学校 
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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通し、豊かな感性と創造性の芽生えを育む。 

○基本的な生活習慣や態度を育て、道徳性の芽生えを培う。 

○家庭・地域との連携を深め、子どもの自立に向けた基盤を育成する。 

 

【２】重点施策    ｷｬｯﾁﾌﾚｰｽﾞ 緑いっぱい 笑顔あふれる 鹿児島幼稚園 

  １．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 

     ①保育の充実を図る指導計画の見直しと環境づくりの工夫 

     ②園内研修の充実による教員の指導力の育成 

     ③特別支援教育の見直しと「幼児教育相談」の充実 

(2)心の教育の充実 

     ①基本的な生活習慣・態度の育成 

     ②異年齢での交流活動の促進 

     ③絵本に親しむ活動の充実 

     ④動植物の栽培・世話など自然とのふれあいを通した科学する心の育成 

       ※ ５月１４日（土）｢幼児教育実践提案研究会｣の実施 

(3)保健・安全管理の徹底 

  ①日々の安全指導の徹底（事故防止・不審者対策） 

  ②園バスの安全運行 

  ③健康教育の徹底（うがい・手洗いの励行） 

  ④給食指導の充実による「食育」の推進 

(4)家庭・地域との連携による「開かれた幼稚園」づくり 

  ①「子育て講座」や「ちびっこクラブ」の推進・充実 

  ②「お預かり保育」の小学生（１・２年生）への拡大 

  ③「園だより」「子育て支援便り」「学年だより」等による啓発 

(5)鹿児島国際大学の教育実習園としての実習等の充実 

  ①大学・幼稚園連携による実習内容の検討・充実 

  ②学生の保育体験やボランティアの受け入れ 

(6)幼・小・中学校や地域との連携  

  ①近隣幼・保・小・中との連携 

  ②地域（高齢者）や施設(特老)との交流 
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２．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 

  ①パソコン活用による園事務の効率化、適正な情報管理 

  ②ホームページの刷新と活用 

(2)環境の整備・充実 

  ①自然に親しむ活動の施設の充実  

②グランドの整備（手作り遊具・樹木の剪定等） 

 

以上 鹿児島幼稚園 
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津曲学園事業部 

 

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－ム等、商品内容の充実を図る。 

  （２）制服、体操服、靴等の各業者とスム－ズな連携を図り、安定した商品提供を行う。 

  （３）仕入業者の見直しによる商品内容の充実と、販売価格の安定化に努める。 

（４）新商品の開拓と紹介販売による手数料の増加を図る。 

（５）各校との連携・協力体制を確立するため、コミュニケ一ションを密にする。 

 

【対策】 

・２３年度より鹿高では、男女新制服の着用が開始されるため、事業部としての支援体制を 

確立する。 

・新制服着用に伴い、鹿高では新型の通学用皮靴、通学カバン、グランド・シューズが指定 

となり全員購入となる。 

 

２．サ－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－ビス内容の充実を図る。 

（２）体育祭、文化祭等、各種行事への支援体制を確立する。 

（３）販売価格の引き下げに努める。 

 

【対策】 

・入学手続日、新入生登校日等に体育服の試着、制服、通学カバン、文具用品等のスム一ズ 

な販売ができるよう、配置の見直しと説明を行い、効率的な販売に努める。 

    ・副教材、電子辞書等の販売により、収益の確保を図る。       

 

３．コスト意識 

（１）各業者からの複数見積りにより、仕入価格の引下げを図る。 

（２）現状組織をスリム化することにより、業務の効率化を図る。 

（３）経費支出の削減に努める。 

 

【対策】 

・修学館購買部の赤字の解消。（学生へのサービス低下を招かないように努める） 

・効率的な業務が遂行できるように、パート職員の配置転換を行う。 

（繁忙時以外の就業時間の短縮） 

 

以上 津曲学園事業部 

 

 


