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1. 令和 2 年度事業計画の概要 

 

平成 28 年度を初年度とする第 3 次経営計画「志學館未来計画 2016-2021」は、各設置校及び

学園本部において「基本計画」⇒「取組戦略」⇒「具体的な取組み内容」と計画から戦略へと展開

し、6 か年の行動の指針となる「施策」を策定したものです。計画の 5 年目にあたる令和 2 年度

は、学園全体で 365 の事業計画に取り組みます。 

 

◆令和 2 年度事業計画 

学校名 事業計画数 

志學館大学 101 

鹿児島女子短期大学 42 

志學館高等部・中等部 26 

かもめ幼稚園 30 

なでしこ幼稚園 18 

すみれ幼稚園 65 

なでしこ保育園 18 

学園本部 65 

計 365 

 

 

2. 令和 2 度事業計画の具体的な取組内容 

 

（１）志學館大学 

 

 ≪Ⅰ. 教育・研究活動≫ 

・FK テストと入試区分や成績等との関連性の分析 

・DP、CP に基づく教育課程の編成運営の確実化 

・教育上の評価基準を踏まえた地域連携活動の推進 

・資格センターの位置づけの再構築の検討 

・大学院における学外スーパーバイザーの活用 

 ≪Ⅱ. 学生支援≫ 

  ・学生支援ガイドライン及び対応指針の検証 

  ・中途退学者及び除籍者に関する再調査・分析 

  ・アクティブラーニング対応の情報環境の追加整備、運用と検証 

  ・特待生制度の確実な実施とモニタリング 
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≪Ⅲ. 管理運営≫ 

 ・「大学入学希望者学力評価テスト」の動向の把握 

 ・学生要望調査等のフィードバックと活用 

≪Ⅳ. 学生受入≫ 

 ・学生募集に資する広報施策の企画と実施と継続的な改善 

 ・オープンキャンパス、リクエスト講義等の企画立案・実施の継続的な改善 

≪Ⅴ. 社会貢献≫ 

 ・学生が参加できる地域活動の機会の創出および情報収集 

 ・生涯学習センター通信の発行（年 2 回） 

 ・地域貢献に関する鹿児島女子短期大学との連携の推進 

 

 

（２）鹿児島女子短期大学 

 

≪Ⅰ. 教育・研究活動≫ 

・学生の多様性や制度変更等に対応した実習の在り方の検証 

・ポートフォリオ試案の作成 

 ・グローバル化を意識した授業の検証 

 ・地域の特性を生かした研究の検討とブランディング事業に基づく研究の実施 

≪Ⅱ. 学生支援≫ 

 ・学生の満足度調査等の実施とその分析・活用 

 ・障がいのある学生の支援体制の充実 

≪Ⅲ. キャリア教育・進路支援≫ 

 ・編入学に関する情報提供・促進 

 ・進路調査分析結果の検証 

≪Ⅳ. 学生受入（学生募集）≫ 

 ・新たな入試方法の実施 

≪Ⅴ. 社会貢献≫ 

 ・新しい教職課程を見据えての共同研究の企画・実行 

・同窓会員組織の充実・活動支援 

 ・幼稚園・保育園での行事開催の再構築 

 ≪Ⅵ. 管理・運営≫ 

 ・政策・制度変更に関する分析と必要に応じた対応 

 ・組織改革等に備えた人事計画の検討及び実施 

 ・危機管理体制の充実と高度化を更に進めるための改善策の提案・実施 

≪Ⅶ. 施設・設備≫ 

 ・寮施設整備についての改善策の提示 

 ・学生教職員の ICT 活用方法の検討・支援 
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（３）志學館高等部・中等部 

 

≪Ⅰ. 進学校としての教育活動の推進≫ 

  ・大学入試制度改革への対応策の作成完了 

  ・6 ヵ年教育を見据えた学校行事新体系の実施 

  ・インターンシップの情報収集と検討 

  ・アクティブラーニングの研究（研究授業の実施） 

 ≪Ⅱ. 機能的な学校運営≫ 

  ・各部門における専門分野の引継ぎマニュアル作成 

  ・個人の成績推移等のデータベース化を完遂 

  ・定期的な研究授業の実施 

  ・コンプライアンス研修の実施 

 ≪Ⅲ. 教育環境の充実≫ 

  ・教育用視聴覚機器の一部導入 

  ・各教科における ICT 教材の研究授業の実施 

  ・教職員用グループウェアによる情報共有システムの導入の完遂 

 ≪Ⅳ. 生徒募集対策≫ 

  ・各種 SNS を活用した募集広報の検討 

  ・保護者との定期的な懇親会の実施 

 ≪Ⅴ. 学園内外との連携≫ 

  ・生徒を中心とする地域清掃の継続 

 

 

（４）鹿児島女子短期大学附属かもめ幼稚園 

 

 ≪Ⅰ. かもめ色の幼稚園教育の充実≫ 

  ・全教員による研究保育の実施 

 ≪Ⅱ. 教職員の資質向上と人材確保の強化≫ 

  ・若手教員の育成の実施 

  ・接遇研修の定期的開催、効果の検証 

  ・コンプライアンス研修の定期的開催、効果の検証 

 ≪Ⅲ. 広報・募集活動の強化≫ 

  ・広報媒体の選定、広報する内容の検討 

  ・「かもへいくん」オリジナルグッズの製作、対象の保護者・児童へ配布、効果の検証 

 ≪Ⅳ. 設置校・地域との連携強化≫ 

  ・地域行事への参加の推進 

・三園合同行事・研究の開催、実践結果の検証 

  ・卒園生との連携の充実、連携による効果の検証 
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 ≪Ⅴ. 運営の効率化≫ 

  ・年次頭・担任・副担任等の連絡の方法と連絡の場の設定 

 

 

（５）鹿児島女子短期大学附属なでしこ幼稚園 

  

 ≪Ⅱ. 教職員の資質向上と人材確保の強化≫ 

  ・園内研修会の定期的開催と効果の検証 

  ・鹿児島女子短期大学生への説明会・幼稚園見学会の実施 

  ・外部研修会への参加、全教員参加のフィードバック会の開催 

 ≪Ⅲ. 広報・募集活動の強化≫ 

  ・未就園児クラブ・園庭開放の充実 

  ・ホームページを活用した充実した広報の展開 

  ・新規広報媒体を導入し広報戦略を展開 

  ・「モリーちゃん」オリジナルグッズの製作、対象の保護者・児童へ配布、効果の検証 

 ≪Ⅳ. 設置校・地域との連携強化≫ 

  ・小中高等学校へ連携の打診、連携による効果の検証 

  ・学園設置校との連携の充実、連携による効果の検証 

 

 

（６）鹿児島女子短期大学附属すみれ幼稚園 

 

 ≪Ⅰ. すみれ色の幼稚園教育の充実≫ 

  ・アプローチカリキュラムの指導方法の研究と実践 

  ・ひらがなの導入（名前のみ）のまとめ 

  ・主体的学びを生かす環境の構成実践 

  ・教育相談窓口の設置及び年間計画に基づく相談日の設定のまとめ 

 ≪Ⅱ. 教職員の資質の向上と人材確保の強化≫ 

  ・個別園外研修計画の作成・実施 

  ・新採者への補助指導員としての副担任の配置のまとめ 

 ≪Ⅲ. 広報・募集活動の強化≫ 

  ・子どもの発見など主体的学びの姿の見える広報 

・園内掲示板（月ごとに）による保育活動の広報 

  ・看板やサイン工事の見直し実施 

 ≪Ⅳ. 設置校・地域との連携強化≫ 

  ・子どもの成⻑を共有できる参加型行事・活動の場の設定 

 ≪Ⅴ. 運営の効率化≫ 

  ・特別支援員の配置による早朝からの配置 
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（７）なでしこ保育園 

 

 ≪Ⅰ. なでしこ色の保育園教育の充実≫ 

  ・少人数担当保育の推進 

  ・一時保育を兼ねた未就園児体験入園の検討・推進（送迎時の親の参観を含む） 

 ≪Ⅱ. 教職員の資質向上と人材確保の強化≫ 

  ・サマーボランティアの受け入れ推進 

  ・鹿児島女子短期大学学生への説明会や見学会の検討・推進 

 ≪Ⅲ. 広報・募集活動の強化≫ 

  ・自園給食の特色を PR するホームページの更新 

 ≪Ⅳ. 設置校・地域社会との連携強化≫ 

  ・園内の企画以外の行事参加の検討・推進 

  ・職場体験学習月間の推進 

 ≪Ⅴ. 運営の効率化≫ 

  ・園内ネットワーク環境の整備強化 

 

 

（８）学園本部 

 

 ≪Ⅰ. 「経営力」の強化≫ 

  ・新寄付制度の収納システム導入 

  ・施設設備投資 6 カ年計画の実行 

  ・海外インターンシップの情報収集とカリキュラムへの導入検討 

 ≪Ⅱ. 「組織力」の増強≫ 

  ・コース別人事制度の導入にむけたワーキンググループでの協議 

  ・電子決裁システムの完全移行 

 ≪Ⅲ. 「連携力」の構築≫ 

  ・各設置校におけるホームカミングデーの開催検討 

  ・本部・設置校間における業務ナレッジの蓄積による業務効率化 

 ≪Ⅳ. 「環境力」の充実≫ 

  ・建物診断カルテを活用した改修計画の策定と実行 

  ・校務システム、学生ポータルを活用した業務削減の推進 

 ≪Ⅴ. 「改革力」の創出≫ 

  ・新規収益事業の選定と法人設立の妥当性の検討 

  ・学園所有資産の活用施策の検討・実施 


