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1. 平成 31 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 4 年目にあたる平成 31 年

度は、学園全体で 378 の事業計画に取り組みます。 

 

◆平成 31 年度事業計画 

学校名 事業計画数 

志學館大学 76 

鹿児島女子短期大学 57 

志學館高等部・中等部 37 

かもめ幼稚園 32 

なでしこ幼稚園 27 

すみれ幼稚園 65 

なでしこ保育園 18 

学園本部 66 

計 378 

 

 

2. 平成 31 年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≫ 

・DP の確実な実現に向けた各科目コンテンツと教授法一覧表の保持と更新 

・アクティブラーニング奨励体制の継続的改善 

・初年次教育の改善策の実施と検討 

・学生が参加できる地域活動の機会の創出 

  ・教職センタ－室の設備・内容の充実 

 ≪Ⅱ. 学生支援≫ 

  ・学生サポーター制度の検証に基づく養成講座・マッチング・研修の実施 

  ・学生ポータルサイトの活用に関する有効な手段の継続的検討と試行 

  ・無線 LAN システムの運用と検証 

  ・学園奨学金運用制度の改善 
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≪Ⅲ. 管理運営≫ 

 ・アセスメント・ポリシーの有効性の検証 

 ・大学創立 40周年に向けての記念行事計画の確実な進捗 

≪Ⅳ. 学生受入≫ 

 ・IRシステムを活用した学生データの収集・分析の実施 

 ・志學館高等部との情報共有の強化 

≪Ⅴ. 社会貢献≫ 

 ・専門職及び地域リーダー向け講座の実施 

 ・生涯学習センター20周年記念行事及び記念誌の発行 

 ・学園設置校への心理臨床的援助システムの安定運用 

 

 

（２）鹿児島女子短期大学 

 

≪Ⅰ. 教育・研究活動≫ 

・アクティブラーニングを踏まえた専門科目授業の実施 

・新たなカリキュラムポリシーに基づいた教育の実施 

 ・地域の特性を生かした新たな研究対象の選定 

 ・学生の多様性や制度変更等に対応した実習の実行 

≪Ⅱ. 学生支援≫ 

 ・学生の満足度調査等の実施とその分析・活用 

 ・アンケートの分析に基づく学生指導体制の充実 

≪Ⅲ. キャリア教育・進路支援≫ 

 ・編入学に関する情報提供・促進 

 ・進路調査と分析結果のデータベース化検討 

≪Ⅳ. 学生受入（学生募集）≫ 

 ・AP の見直しと入試方法についての検討 

≪Ⅴ. 社会貢献≫ 

 ・公開講座の充実と学生教育導入の再構築 

・リカレント教育の試行 

 ・卒業生在籍事業所等へのアンケートの実施および卒業生動向調査方法の検討 

 ≪Ⅵ. 管理・運営≫ 

 ・SD 活動の継続的推進 

 ・教職協働体制の改善・確立 

 ・コンプライアンスの意識向上およびその日常的な徹底状況の把握 

≪Ⅶ. 施設・設備≫ 

 ・学友会との懇談会や学生満足度調査等を通じた学生の要望の把握および改善の継続 

 ・ICT端末や教室およびデジタルサイネージ等の活用方法の検討・試行 
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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≫ 

  ・大学入試新制度の研究と対応策の一部実施 

  ・教科会の活性化に向けたシステムの確立 

  ・道徳教科化対応した授業の実施 

  ・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≫ 

  ・情報共有システムに関する学内研修の実施 

  ・個人の成績推移等の一部をデータベース化 

  ・定期的な研究授業の実施 

  ・危機管理マニュアルの改訂による教職員への危機意識定着の徹底 

 ≪Ⅲ. 教育環境の充実≫ 

  ・教育用視聴覚機器の導入の推進 

  ・各教科における ICT 教材の研究授業の実施 

  ・無線 LAN 対応環境の拡張 

 ≪Ⅳ. 生徒募集対策≫ 

  ・募集活動結果の分析と次年度募集への活用 

  ・保護者との定期的な懇親会の実施 

 ≪Ⅴ. 学園内外との連携≫ 

  ・卒業生を対象とする定期的なセミナー開催法の確立 

 

 

（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≫ 

  ・文字習得・楽器演奏について一部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≫ 

  ・新規採用教員向けの育成方針・育成方法の実践 

  ・園内研修会の定期的開催と効果の検証 

  ・外部研修会への参加と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≫ 

  ・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た広報戦略の検討 

 ≪Ⅳ. 設置校・地域との連携強化≫ 

  ・園庭開放や未就園児クラブの充実化 

・中学生・高校生の継続的な職場体験受入 

  ・学園設置校との連携の充実とその効果の検証 
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 ≪Ⅴ. 運営の効率化≫ 

  ・業務改善による職場環境の向上と効果の検証 

 

 

（５）鹿児島女子短期大学附属なでしこ幼稚園 

  

≪Ⅰ. なでしこ色の幼稚園教育の充実≫ 

  ・文字習得・楽器演奏について研究保育の実施と実践結果の検証 

 ≪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 

  ・新規採用教員向けの育成方法の実践 

 ≪Ⅲ. 広報・募集活動の強化≫ 

  ・広報媒体の選定・広報内容の検討 

  ・広報誌・お便り・説明会の改善 

 ≪Ⅳ. 設置校・地域との連携強化≫ 

  ・地域行事への参加の推進 

  ・鹿児島女子短期大学附属三幼稚園合同行事・研究の開催と実践結果の検証 

 ≪Ⅴ. 運営の効率化≫ 

  ・行事の刷新による効果の検証と再検討 

 

 

（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 

  ・事柄をつないでいく活動の場の位置づけ（姿勢等）と掲示 

 ≪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 

  ・園内研修マニュアル化と補助指導員の配置 

 ≪Ⅲ. 広報・募集活動の強化≫ 

  ・園内掲示板による月毎の保育活動の広報 

・すみれ幼稚園マスコットによる広報 

  ・体験入園等による実際の保育体験機会の提供 

 ≪Ⅳ. 設置校・地域との連携強化≫ 

  ・地域作品展示発表の方法について計画の立案 

 ≪Ⅴ. 運営の効率化≫ 

  ・ICT 機器等を活用した課題解決の検証 
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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≫ 

  ・職員・専門員による在園保護者向けの子育て相談窓口の開設推進 

  ・保護者参加型の未就園児半日体験入園の検討・推進 

 ≪Ⅱ. 教職員の資質向上と人材確保の強化≫ 

  ・若年保育士の研修体制のマニュアル作成・推進 

  ・学園内外研修の推進 

 ≪Ⅲ. 広報・募集活動の強化≫ 

  ・「なほちゃん」オリジナルグッズの製作 

 ≪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 

  ・地域との交流ができる場の推進 

 ≪Ⅴ. 運営の効率化≫ 

  ・定例化した行事の検証と再構築 

 

 

（８）学園本部 

 

 ≪Ⅰ. 「経営力」の強化≫ 

  ・予算編成基準の適格な運用 

  ・市場動向分析による効果的な募集強化策の提案 

  ・施設設備投資 6 カ年計画の推進 

 ≪Ⅱ. 「組織力」の増強≫ 

  ・電子決裁システムの本格稼働 

  ・ワークライフバランスにむけた諸制度の運用状況の確認・周知徹底の継続 

 ≪Ⅲ. 「連携力」の構築≫ 

  ・本部・設置校間の連携強化策の検討・実施 

  ・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≫ 

  ・点検チェックリストによる点検実施と修繕実施 

  ・鹿児島女子短期大学における学生ポータルサイトの本格稼働 

 ≪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 
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