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１．２０２１年度 シティライフ学部自己点検・評価推進部会 ＰＤＣＡ報告 
Ⅰ 基本方針 ・内部質保証会議、自己点検・評価委員会、自己点検・評価推進部会等の自己点検評価組織の円滑な運営を目指す。 

・教育の質保証に向けて、各委員会活動の活性化を図るため、組織的な支援をする。 
・教職員の質向上をめざし、教育方法の改善に関する取り組みを活性化する。 

Ｐ Ｄ Ｃ Ａ 

Ⅱ 施策 

①自己点検・評価の推進および第三者評価へ

の対応 

・大学基準協会の評価結果に対応し、改善報

告書の作成を進める。 

・2021 年度中間報告書を作成する。 

 

・改善報告書の作成に向けた検討を進め

ている。 

 

・7 月下旬提出に向けて、適切に作

業が進んでいる。 

 

 

②PDCA 報告会（中間・期末）の実施 

・各委員会・部署等の施策を PDCA サイクル

によって検証する。 

 

・10 月 11 日にシティライフ学部中間報

告会を実施した。 

・3 月 28 日にシティライフ学部期末報告

会を実施した。 

 

 

 

③授業改善アンケートの実施と授業改善の

推進 

・各学期に授業改善アンケートを実施する。 

・「学生による授業改善アンケートに基づく

教員の取組」をとりまとめ、授業改善を支

援する。 

 

 

・授業改善アンケートを実施した。回答

率は春 84.8％、秋 80.9%であった。 

・「教員の取組」を取りまとめ、学内で

共有した。 

 

 

・回答率が低い科目の担当教員に再

依頼するなどの工夫をした結果、

回収率は昨年度と比べて向上し

た。 

 

 

・来年度も、科目ごとの回答率を見

ながら、担当教員にアンケート

の実施（再実施）の依頼をする。 

④教員の相互授業参観の実施 

・今年度より春秋学期に参観期間を設定し、

幅広い相互参観を推進する。 

 

 

・春学期には 4 件、秋学期には 9 件の相

互参観が行われた。 

・相互参観報告書を取りまとめ、学内で

共有した。 

 

・春学期の参観者が昨年より増加し

(昨年 1 件）バランス良く相互参観

が行われた。 

 

・幅広い科目を相互参観してもら

うため、春学期の参観を更に推

奨する。 

⑤ＦＤ・ＳＤ研修会の実施 

 

 

・以下の研修を実施した。 

 [SD] 5 月：年金制度（14 人参加） 

 [FD/SD] 8 月：高校生・保護者の進路意

識（29 人参加） 

 [SD]11 月：入試広報業務 

 [FD/SD]12 月：障害者虐待防止 

 [SD]2 月：教員免許状 

 

・現在のところ適切に実施されてい

る。 

・FD 研修として、ICT 利活用に関す

るテーマの要望が多い。 

 

 

・必要に応じた内容の研修を企画、

開催する。 

・研修による改善の効果の可視化

について検討する。 
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２. ２０２１年度 シティライフ学部教務委員会 ＰＤＣＡ報告 

Ⅰ 基本方針 

教育課程の編成・実施方針（カリキュラムポリシー）及び学位授与方針（ディプロマポリシー）に基づき、 

①教育課程にふさわしい授業科目を開設し、教育課程を体系的に編成する。②学生の学習を活性化し、効果的に教育を行うための措置を講ずる。 

③成績評価、単位認定及び学位授与を適切に行う。           ④学位授与方針に明示した学生の学習成果を適切に把握及び評価する。 

Ｐ Ｄ Ｃ Ａ 

Ⅱ施策 

① カリキュラムの適切な運営 

 新型コロナウイルス感染予防対策 

 Google Classroom 導入（１年次

対象）のサポート 

 その他（オリエンテーション、履

修相談など） 

 対面授業を全ての科目で実施した。換

気の徹底、座席間隔の確保、大教室で

の座席指定等を行った。本学ポータル

サイトに「欠席届申請フォーム」を作

成した。 

 Google Classroom 及び Meet の設定及び

使用をサポートした。 

 退職に伴うゼミの配属を行った。 

 予防対策は適切であった。「欠席届

申請フォーム」利用は数名であっ

た。 

 ICT 利用状況について把握すべきと

の意見があった。 

 定員 10 名を超えるゼミが 2 つあっ

た。受入れ上限等を検討すべきとの

意見があった。 

 引き続き感染予防対策を徹底す

る。４月オリエンテーションで

「欠席届申請フォーム」を周知す

る。 

 次年度は 1～2 年次配当科目で

Classroom 及び Meet を設定するよ

う教員へ周知する。 

 ゼミ配属方法を検討する。 

② 効果的な教育を目的に導入した

「履修モデル」及び「コース修了

認定制度」の運用 

 春学期オリエンテーション及び秋学期

１年生向けゼミガイダンスで履修コー

ス（履修モデル）及びコース修了認定

制度について資料を用いて説明した。 

 卒業生のうち、どの履修コースも修

了していない学生が数名いた。 

 ゼミガイダンスでの周知方法、履

修コースのあり方などを検討す

る。 

③ 秋学期入学（留学生）、秋学期復

学への対応 

・3 名の留学生が 4 月に入国できず秋学期

入学となる可能性があったため、国際

交流センターと連携の上、準備した。 

・３名とも秋学期も入国できなかった

ため、春学期入学として対応するこ

とになった。 

・秋学期入学、秋学期復学に適切に

対応できるよう準備する。 

④ 成績評価方法の検討 

学位授与方針に関連した成績評価

基準の検証等 

 「2020 年度学生による授業改善アンケ

ートに基づく教員の取組み」に基づ

き、シラバス通りに成績評価が行われ

ているかを確認した。 

 シラバスを改訂し「授業外における学

修方法」等を追加した。 

 ルーブリック・達成度評価等を検討し

た。 

 教員の 85％がシラバス通りに成績を

評価しており概ね適切であった。 

 「授業外における学修方法」に時間

を記入するか意見が分かれた。 

 3 ポリシー（AP、CP、DP）に基づく

アセスメントポリシー（学修成果の

評価の方針）を策定するか意見が分

かれた。 

 「教員の取組み」を用いて周知す

る。 

 引き続き検討する。 

 

 他大学の事例等を調査する。 

⑤ 「卒業研究発表会」の実施 

学習成果を把握・評価できる開催

方法の検討 

・1 月 19 日：2 会場で実施した。発表時

間を昨年度より 30 分増やした。 

・予定どおり全員発表できた。 ・新 4 年生増加 (10 名以上)のた

め、効果的な開催方法を検討す

る。 

⑥ 個人別保護者教育懇談の実施 

保護者との連携強化 

・7 月 12 日及び９月６日実施 

ゼミ担当教員及び教務委員が対応し

た。 

・家庭事情等も把握できた。相談件数

は昨年度より 5 件増加した。 

・相談希望者数の増加を想定し、検

討する。 
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３.２０２１年度 シティライフ学部教職課程運営委員会 ＰＤＣＡ報告 

Ⅰ．基本方針 

 本学の教員養成の理念に沿った教職課程の適切な運営を行うとともに、学校現場の課題を踏まえた教員養成・研修の一層の質的充実に努める。 

Ｐ Ｄ Ｃ Ａ 

Ⅱ．施策 

① 全学教員養成基本方針を踏まえた教

職課程の適切な運営 

  ・本学の教育理念を踏まえた教員養成基

本方針の具現化策の検討 

・シティライフ学部で養成する教員像

に沿った教職課程の運営 

・教職課程の自己点検・評価（PDCAサイ

クル）の検証 

・教員養成全学組織「教職支援センタ

ー」（仮称）の組織化に向けた検討（今

後の課題） 

・子ども生活学部、宇都宮短期大学との

連絡・調整 

・教職課程の広報（OC等） 

 

・本学教職課程運営委員会の開催 

  教職課程運営方針、教員免許更新講習

の持ち方及び教育実習等について適宜

協議を行い、共通理解の下に取り組ん

だ。 

･教職課程履修者の現況等について情報交

換 

・「外部実習等における新型コロナウイル

ス感染予防について」の一部を改訂（短

大と共通） 

 

 

 

・オープンキャンパスでの広報（卒業生対

談等）、リーフレットの作成 

 

・「教職課程再課程認定」内容との整合性は

適切に図られている。 

（2019年度～ 新課程スタート） 

 

・教員免許取得のための教育と支援体制の 

充実に取り組んでいる。 

 

・自己点検・評価を適切に行い、教職課程の

質の保証・向上に取り組んでいる。 

 

 

 

 

 

・新年度の方針等の検討、確認を行う。 

・次年度以降の教職課程授業科目担当教員

についての、文科省に対する届出事務を

適切に進める。 

 

 

 

・今後とも自己点検・評価を適切に行い、教

職課程の質の保証・向上に努める。 

 

 

 

 

・様々な場を活用して教職課程の広報に努

める。 

② 教員免許状取得指導内容の充実 

  ・１学年－教職ガイダンス（履修希望

者）の充実、ポートフォリオ（履修カ

ルテ）の作成指導、教職ボランティア

への参加促進 

  ・２学年－履修カルテの活用、教職現場

学習の実施、教職ボランティアへの

参加促進 

  ・３学年－実践的指導能力の育成、観察

実習・介護等体験の実施、実習施設と

の連携強化 

  ・４学年－教育実習、履修カルテを踏ま

えた教職実践演習の実施、教育実習

校との連携 

③ 教職課程指導室の整備・充実 

④ 教員免許状更新講習の実施と本学部

の特色を踏まえた新規講習の効果的

運営 

・１学年－教職ガイダンスを７回実施し

た。 

・２学年－教職現場学習を宇都宮市内の

中学校にて実施した（11/29） 

・３学年－介護等体験を富屋特別支援学

校で実施（12/7～8）、観察実習を附属高

校で実施（6/7,9）、介護等体験を社会福

祉施設で実施した（6/28～7/2、7/5～9 

10/11～15） 

いずれも訪問指導を行った。 

・４学年－予定通り教育実習を終了した。 

     （5/24～6/11 3週間） 

 

 

・定期刊行物の購入・活用、教材等の整備 

・新型コロナ感染症防止対策を十分とっ

て実施。受講者からは感謝の声が多数寄

せられた。 

・適切に実施された。 

 

・コロナ禍の中にあって、適切に実施され

た。 

 

 

 

 

 

 

・４年生の教育実習の評価については、委員

会での検討を踏まえて評価をし、教授会

（9/6）の承認を得た。 

 

・クロームブックの導入（2021年度～） 

 

・事後評価からみると、講習内容が現場の先

生方の受講ニーズに合致し、本年度も一

定の評価が得られたものと思われる。 

・早い段階からの教員としての適性を見極

める機会の提供や、教職に対する自覚を

促す指導に努める。 

・学校現場等での体験的な活動の一層の充

実を図る。 

・次年度の「教職現場学習」については、市

内中学校の学校公開（オープンスクール）

期間を利用して実施予定。 

・教育実習への心構え等の指導を早期にす

すめる。 

・クロームブックの導入（1年次・2年次が

対象）とその利活用を図る。 

 

 

 

 

・「教員免許更新制」は、2022年7月廃止(予

定)となる。 
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４．２０２１年度 シティライフ学部入学試験・広報委員会 ＰＤＣＡ報告 

Ⅰ 基本方針 
・アドミッション・ポリシーに基づいて、入学試験・広報委員会がアドミッションセンターと協働して、学生募集及び入学者選抜の体制を適切に整備し、公正に実施する。 

Ｐ Ｄ Ｃ Ａ 

Ⅱ 施策 
①在籍学生数増加に向けた広報活動の充実 
・高校訪問 

・会場ガイダンス、高校内ガイダンスおよ

び出前授業への積極的参加 

・動画による広報活動 

 

 

・高校訪問を４～１０月に実施（県内１９

コース５６校、近隣３県６コース３３校） 

・業者主催の会場ガイダンス（１５か所）、

高校内ガイダンスと出前授業（５４校）

に参加 

・学校紹介動画を新たに制作 

 

 

・新型コロナウイルス感染症対策として、

秋の県外高校訪問のスタートを１０月と

した 

・感染拡大の影響から会場ガイダンスや高

校内ガイダンスが多数中止となり、小規

模な高校内ガイダンス、出前授業、キャ

ンパス見学会などの形式が増加した 

 

 

・２０２３年４月の入学者数の目標を７１

名とする 

・引き続き県内重点校の訪問と、情報提供

を強化する 

・２キャンパス紹介リーフレット（Ａ４判

８ページ程度）の作成を検討する 

②オープンキャンパスの充実 
・オンラインオープンキャンパスの実施 

・オープンキャンパス高校生の目標参加者

数を２００名とする 

 

・６月から大学ウェブサイトでオンライン

コンテンツを先行公開した 
・オープンキャンパス告知と併せ、在学生

の活動を紹介した新聞記事などへのリン

クを掲載 

 

・第２回オープンキャンパス後は、会場で

放映した学生制作による動画も後日、大

学ウェブサイトで公開した 

・全４回の参加者合計は１５６名（うち３

年生は１３９名）であった 

 

・来年度も対面式とオンラインのオープン

キャンパスを併用する 

・学生主体による会場イベントの強化 

・目標参加者数を２００名とする 

③入試方法の変更 
・地域創生奨学金制度基準・奨学金名称変 

 更 

・調査書の利用は継続 

・英語筆記試験で引き続き外部英語資格・

検定試験を加点方式で採用 

・調査書の「評定平均値」の表記を「全体の

学習成績の状況」に変更 

・外国人留学生入試について、春学期中に

入国できる場合は秋学期、それ以降に入

国の場合は２０２２年春学期の入学とす

る 

・新型コロナウイルス感染症拡大に対する

受験生の支援策 

 

・新たな名称にて入学案内パンフレット

等、各種印刷物へ掲載 

・オープンキャンパス、各種ガイダンス等

での説明方法を統一 

・春入学を予定していた留学生について

は、出国手続きが可能になるのを待ち、

秋学期入学の準備を進めた 

・新型コロナウイルス感染防止策を講じつ

つ各種入学試験を実施 

・大学入学共通テスト利用入試の入学検定

料無料化を実施 

 
・学校推薦型選抜（公募制）の志願者が２名

あった 

・１２月以降の一般選抜の志願者増加の兆

候は前年度と同様であったが、入学には

至らないケースが多かった 

・２０２２年４月の入学者数は６７名（留

学生３名を含む） 

・留学生のうち 1 名は２０２２年４月の入

国が叶わず、秋学期入学を検討すること

となった 
 

 
・入試方法については２０２１年度の方針

を踏襲し、２０２２年度中に２０２３年

度での入試方法の変更に向けて検討する 
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５．２０２１年度 シティライフ学部学生委員会 ＰＤＣＡ報告 

Ⅰ．基本方針 

 「学生支援の方針」および中期計画に基づき、学生相互の交流活動を促進するとともに、学生生活の充実を図ることを基本方針とする。 

 引き続き、学生数の増加に配慮していく。また、コロナ禍における学生支援を、状況を注視しつつ適切に行う。 

Ｐ Ｄ Ｃ Ａ 

Ⅱ．施策 

①  学生相互の交流活動の促進（仲間づくり

支援） 

・シティキャンパス学友会の活動を支援

し、各種の行事を実施する。 

新入生歓迎会（4月）／合宿交流研修（4月） 

／宇都宮シティキャンパス親睦会（5月）／

レクリエーションフェスティバル（9月）／

大学祭（11月）／卒業記念祝賀会（3月） 

・ソーシャルディスタンスに配慮しつつ、

学生相互の交流が行えるようにする。 

 

・新型コロナウイルス感染拡大防止のた

め、「新入生歓迎会」「宇都宮シティキャ

ンパス親睦会」「レクリエーションフェ

スティバル」は中止した。 

・学内研修（4月28日）、大学祭（11月7日）、

卒業記念祝賀会（3月16日）を実施した。 

 

・感染状況が変化する中で、実施の可否に

ついて、適切な判断がなされた。 

・学内研修は適切に運営することができ

た。まちあるき体験や学年間の交流等に

ついて好意的な感想を得た。 

 

・今後も新型コロナウイルスの状況を注視

し、行事の実施可否の適切な判断を行う。 

・2020～21年度に得られた知見を活かし、

より安全性の高い方法での、行事や学生

交流活動の実施について検討する。 

・PCR検査、抗原検査を必要に応じて行いつ

つ、コロナ禍でのサークル活動、学生生

活への支援を進めた。 

・ソーシャルディスタンスに配慮しなが

ら、サークル活動を部分的ではあるが、

再開できている。 

・サークルの安全な実施・活性化について

検討する。 

②  学生生活の充実（キャンパスライフ向上） 

・奨学金による支援、課外活動への支援、表

彰と懲戒、各種セミナーの実施などによ

り、学生生活の質的向上を支援する。 

・日本学生支援機構奨学金、学生支援緊急

給付金等による資格支援を行った。 

・奨学金等による学生支援は現在のところ適

切に行われている。 

・新型コロナ対策を含めた各種奨学金によ

る学生支援を引き続き適切に実施する。 

・部・サークルへの予算配賦を行った。 ・部・サークル予算の執行率は56.2%であ

り、昨年度（約40%）より上昇した。 

・サークル活動が徐々に行われつつあるの

で、活発に活動できるように支援する。 

・こころとからだの相談室（学生相談および健

康相談）の実施により、心身ともに健全で安

心な学生生活を支援する。 

・保健師による健康相談（からだの相談）お

よびカウンセラーによる学生相談（ここ

ろの相談）を実施した。 

・健康相談を20名が、学生相談を6名（23回）

が利用した。 

・引き続き、相談体制に関する周知を徹底

し、適切な相談体制を維持する。 

・「学生生活実態調査」により、学生生活の

現状、満足度等を把握し、今後の施策に

反映させる。 

・秋学期ガイダンス時に「学生生活実態調

査」アンケートをGoogleフォームによっ

て実施した。 

・アンケートは適切に実施され、275件

（93％）の回答があった。 

・子ども生活学部とのアンケートフォーム

の共通化について検討する。 

③ その他 

・シティライフ学部同窓会の活動を支援

し、卒業生のネットワーク拡大を図る。 

 

・今年度より、卒業生の中から学年幹事1名

を選任した。 

 

・新型コロナ感染拡大防止のため、対面で

の同窓会総会は開催されなかった。 

 

・現役学生から学生理事を選任し、学生と

同窓生の交流を進めていく。 
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６．２０２１年度 シティライフ学部キャンパス・ハラスメント防止・啓発委員会 ＰＤＣＡ報告 
Ⅰ 基本方針 

すべての学生、教員、職員がお互いを尊重し、安全で快適な大学生活を送れる環境づくりを目指すとともに、 
教職員および学生を対象として、潜在的なキャンパス・ハラスメントへの更なる防止・啓発を図る。 

Ｐ Ｄ Ｃ Ａ 

Ⅱ 施策 

① 学生向けキャンパス・ハラスメント防

止・啓発オリエンテーションの実施 
・相談窓口に関するガイダンス 
・リーフレット（防止・相談の手引き）の

作成 
 

 

・各学年とも、オリエンテーシ

ョン時に実施した。 
 
・改正規程をもとに、リーフレッ 

トを作成した。 

 
・リーフレットの QR コードを読み取る

ことによって、改定された規程や新

宣言に容易にアクセスできるように

なった。 
 

 
・次年度も継続して実施する。 
・次年度の春のオリエンテーションか

ら、新リーフレットを活用。 

② 相談体制の充実 

 
・外部講習会での講習成果を 

教授会で情報共有。 
 

・教職員の誰が相談を受けても、適切

に対応できるよう、日頃から情報共

有が必要である。 
 

・新宣言・新規程のもとで、相談体制を

さらに充実させていく。 

③ 学生対象 キャンパス・ハラスメント防

止・啓発講習会の実施 
 

・「とちエールからお伝えしたい

こと」（講師 とちエール）  

（1 年生対象に実施） 

・「専門機関ならでは」という情報を得

られたことは、極めて有意義であっ

た。 
 

・次年度も、学生のニーズや社会状況を

勘案しながら、テーマ設定を行い、講

習会を実施する。 

③ 教職員対象 キャンパス・ハラスメント       
防止・啓発講習会の実施 

・パワーハラスメントに関するアンケー

トの実施 

・研修会の実施 
「最近の法改正と、ハラスメン

ト防止に関する規程改定の趣

旨」研修会を実施した。 
（講師 大川容子弁護士） 

・「パワーハラスメントに関する

アンケート調査」を実施した。 

・法改正の趣旨とそれに伴う本学の規

程改定等のポイントについて情報共

有した。 
・パワーハラスメントを起こしやすい

立場や環境にあるという自覚を持つ

必要があることが共有できた。 
 

・研修の内容、アンケート結果や今年度

の相談内容等を踏まえつつ、次年度

も継続して、教職員向けの防止・啓発

講習会を実施する。 

⑤ 教職員の外部講習会の派遣 
 

・新規着任者 1 名を派遣 ・相談員としての資質の向上に役立っ

た。 
・次年度の新規採用者も引き続き、外部

講習会に派遣する。 

 

⑥ 本学のキャンパス・ハラスメント制度・

規程の見直し 

・全学的な規程の見直し及び宣言

の見直しを行った。 

・学部の特性に配慮しながら、改定規程

の運用に努めていく必要がある。 

・新宣言・改定規程を適切に運用してい

く。 
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７．２０２１年度 シティライフ学部就職委員会 ＰＤＣＡ報告 
Ⅰ 基本方針 

・「学生支援の方針」に基づいて、学生の個性を大切にしたきめ細かな進路支援を行う。 

 ・キャリア教育の充実             ・学生の就職意識を高め、自己実現の達成を目的とする教育環境の整備 

 ・社会経済状況に対応した就職支援の実施    ・学生数の増加、学生の就活意欲の上昇に即応できる体制づくり     （就職実績 ２０２２年卒 就職率１００％） 

Ｐ Ｄ Ｃ Ａ 

Ⅱ 施策 

① 個人面談の実施 

・個人面談の実施（オンライン含む）、ゼミ・ハロ

ーワークとの連携強化、面接実践トレーニング 

・3・4 年生の個人面談を実施 

・ゼミとの連携強化（3 年生） 

・ハローワークとの連携 

・面接実践トレーニングを実施 

・学生数の増加、就職意欲の向上、相談内

容が多様化に対応した、体制強化が求め

られる。 

・現状の限られた人員で適切にサポートで

きるよう、体制を強化していく。 

② キャリア関連科目の開講 

・地域と連携したキャリアデザイン講座の実施

「キャリアデザインⅠ」｢キャリアデザインⅡ」 

・「企業研究」講座の実施 

・地元行政・経済団体・企業と連

携し、地元の様々な優良企業・

行政等を招聘し、その実態を知

る講義を複数回実施した。 

・地元企業の採用意欲や本音・現状等の情

報収集ができた。 

・招聘企業の選定のバランス・講義内容の 

質の確保・講義の趣旨説明等を毎回必要。 

・各講座を継続して実施する。 

・企業研究講座を実施する受託団体に運営

そのものは依頼するが、講義内容の質の

確保は委員会が行う。 

③ 就職支援講座の実施 

・リクナビ及びマイナビ等の外部講師による就職

支援講座の実施 

・文章講座の実施 

・オンライン就活対策の実施 

・各種就職支援講座を実施。 

・オンライン就活支援を実施。 

・文章講座の実施 

・本番直前準備講座 

・就活スタートアップ講座の実施 

・学生たちの就職意識の高まり。 

・ネット環境の悪い学生たちへの支援。 

・在京学生の U ターン希望の増加とそれへ

の対応が必要。 

・オンライン就活対策やグループディスカ

ッション対策等をさらに強化していく。 

 

④ 資格試験対策講座の実施 

・FP 対策講座・IT パスポート対策講座の実施 

・公務員試験対策講座の実施 

・やる気のある学生に対する支援体制の強化 

・ＩＴパスポートの実施、公務員

試験講座の実施、FP3 級講座の実

施  

・FP2 級講座の新設  

・宅建講座への推薦 

・FP 講座の合格率が、全国の大学生に比

べてかなり高い。（FP2 級講座を新設） 

・宅建講座への推薦制度の見直し、簿記直

前集中講座等の開設等、支援の見直しを

一部検討する必要がある。 

・簿記検定対策講座を検討する。 

・宅建講座受講推薦制度の見直し 

 

・FP 講座の充実 

⑤ インターンシップへの対応について 

・マイナビ等との連携によるガイダンスの実施 

・インターンシップへの参加促進 

・単位認定制度の充実 

 

・大学経由のインターンシップ延

期や中止が相次ぎ、一部の学生

しか参加できなかった。 

・単位認定を実施。 

 

・コロナ禍で、延期または中止されたイン

ターンシップが続出した。 

・インターンシップに対する参加意欲が高

まっている。 

 

・学生たちの参加希望が増えてきたので、

それに対する対応を充実させる必要があ

る。 

 

⑥就職情報の収集及び提供 

・保護者に対する就職情報の提供 

・新型コロナ不況下の地域経済・地元雇用について

の情報収集、情報交換、情報活用 
 

・保護者向け講演会実施 

・コロナ禍における採用状況の変

化、雇用情勢等の変化等の情報

を随時収集・提供 

・大学ホームページの充実（就活） 

・保護者にも現状の雇用状況に対する正し

い認識や理解が必要。（特に公務員希望） 

・ポータルサイトの就職関連情報を独立さ

せ、学生が情報を得やすいように作成。 

・地元に特化した情報の収集・活用がさら

に必要なので、企業研究講座を地元就職

支援企業に委託して実施予定。 

・次年度も保護者に対する講演会を実施。 

・2022 年 4 月就活関連ページの更新 
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８. ２０２１年度 シティライフ学部国際交流センター ＰＤＣＡ報告 

Ⅰ．基本方針 

 留学生の受入れ手続きを適切に行う。学生生活の充実、日本人学生との交流の支援をする。 

Ｐ Ｄ Ｃ Ａ 

Ⅱ．施策 

① 学生募集 

・指定校との連携を深める。 

  ・インターネット等で県外、海外か

らの出願を広報する。 

・2021 年度は、国内日本語学校より２名の留学生を受け入れた。また、一般入試において定

員を充足する見込みのため、2022 年度入学の指定校推薦は見送ることとした。協定機関で

ある日中亜細亜教育医療文化交流機構（オフィスワイズ）から 5 名の受験者があり、3 名が

合格し入学手続きを行ったが、コロナ禍により留学 VISA の発給が停止し、2021 年の入学は

不可能となった。 

・昨年度同様オフィスワイズを通じ、香港、台湾、中国、ベトナムにおいて広報を行った。 

・国内日本語学校からの入学者 2名は 2 名と

も N2合格者であり、大学の授業にも適応で

きた。オフィスワイズからの入学予定者は

2022 年度の入学として扱うこととなった。 

 

・受験希望者はいなかった。 

・国内日本語学校からの留学生

は日本語レベル N2 以上とい

う条件を継続する。 

・海外からの新規入国が再開さ

れたことから、海外からの出

願にも力を入れる。 

① 学生生活の充実 

・適切な生活指導を行う。4、6、7、

9、12、1月に留学生ガイダンス

を行う。 

・文化交流を支援する。すみれ祭

においてスピーチコンテスト

を実施する。 

・生活手続きを支援する。アパー

ト家賃補助制度、留学生保険、

入国管理局申請支援などを適

切に行う。 

・留学生研修旅行を計画し、実行

する。日本文化体験ができるよ

うな研修旅行を計画する。 

・留学生の就職活動を支援する。 

・海外留学の情報を提供する。 

・4 月、5 月、7 月、9 月、12 月、1 月に留学生ガイダンスを行い、特にコロナウイルス感染

に注意するように指導を行った。 

・日本語部門では、外国人留学生 1 年生 2名、2 年生 2名、3 年生 1名、4年生 1 名が参加し

た。日本語以外の外国語では、今年度は英語に限定し、日本人学生 5 名が参加した。なお

昨年度同様コロナウイルス対策として外部審査員の招待を見送り（学内教員による審査）、

スピーチ大会後の附属高校インターアクトクラブとの交流会は中止とした。 

・新入留学生のためのホテル宿泊代補助制度の利用者はいなかった。アパート家賃補助制度

は 1 年生 2 名全員が申請した。入国管理局申請支援は、在留資格更新を迎えた 1 年生、3年

生を中心に行った。 

・今年度は、10 月 12 日に益子町における研修を行った、有意義な研修となるように 10 月 6

日には研修前ガイダンスを実施し、研修の概要を説明した。また、研修日前日（10月 11 日）

には参加者全員に対して新型コロナウイルスの抗原検査を実施した。 

・留学生に対する就職フェア、インターンシップ等についてのチラシの配布やポスター掲示

を行っている。 

・新型コロナウイルスの影響により、今年度は積極的な働きかけは行っていない。 

・出席を徹底した結果、年間を通じて無断欠

席が殆どなかった。 

・1 年生が少なかったため、奨学生となって

いる上級生に参加してもらったが、結果と

してはレベルが上がったと思われる。 

・家賃補助制度は速やかに手続きを行うこと

ができた。また、入国管理局申請書類の作

成も滞りなくできた。 

・研修日前日に新型コロナウイルスの抗原検

査を実施し、陰性の確認を行った上で、留

学生 18 名が参加し、有意義な研修を行うこ

とができた。 

・4 年生 1 名が栃木県内の企業から内定を得

ることができた。 

・今年度は問い合わせがなかった。 

・来年度も出席を徹底させ、在

籍管理を厳格に行っていきた

い。 

・来年度も上級生に参加しても

らう形としたい。 

・今後も迅速な手続きを行って

いきたい。 

・来年度も栃木県内の文化施設

を訪れ、研修を行いたい。 

・就職ガイダンスへの積極的な

参加を呼び掛けたい。 

・コロナウイルス感染状況等を

踏まえて対応していきたい。 
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９．２０２１年度 シティライフ学部 研究・図書委員会 ＰＤＣＡ報告 

Ⅰ 基本方針 

 シティライフ学部にふさわしい研究・教育環境を整備し、より一層の充実を図ることを基本方針とし、下記の方針を掲げる。 

（１）教員の研究活動の推進 

（２）図書館機能の充実と図書館の利用促進 

Ｐ Ｄ Ｃ Ａ 

Ⅱ 施策 

① 研究活動の充実・推進 

・研究機会の促進と研究環境の整備(共同研究、本学部独自研究

等)、サバティカル制度（特別研究制度）の活用促進 

・図書サーバーのアウトソーシングの推進 

・電子ジャーナルの有効活用 

・電子版データベースの収集・整備 

・研究倫理研修（ｅラーニング等）の実施 

②「シティライフ学研究第23号」の発行（研究論文 

研究報告の充実化） 

2021.4 委員会にて基本方針を策定 

2021.5 同上 教授会にて承認 

・基本方針に基づき、各施策を実施した。 

 

・図書サーバーのアウトソーシング計画策定 

・2019年度-東洋経済新報社のデータベース導入 

・2/21研究倫理研修会の実施(研究倫理委員会・事

務局との共催) 

・「研究倫理指針」等の改正（3/7） 

・3/4原稿締め切り→ 4/27納品予定 

・シティライフ学部にふさわしい研究・教育

環境の整備・充実に努めている。 

 

 

 

 

 

 

 

・発行に向けて、順調に準備を進めている。 

・引き続き、教員個人、共同研究等によ

る科研費その他学外研究費獲得を推

奨・支援し、研究活動を活発化させ

る。 

・電子ジャーナル（エブスコ社）の一層

の活用を期待したい。 

・オンライン記事データベースの検討 

・自動貸出機の入替 

③ 図書館機能の充実 

シティライフ学部図書として相応しい教養書・基本書や経済系、

まちづくり系、生活系の入門書・専門書のより一層の充実を図

る。2020年度より蔵書点検を４年間かけて実施→８月に予定 

④ 図書館の利用促進（新型コロナ感染症防止対策の下） 

・教育効果の高い図書館運営 

図書収集情報の共有化と学生向け図書の充実、教員推薦図書、 

卒研推薦図書の充実、卒論・卒研・論文書き方、就職特集等々

の特集コーナーの利用、各種コーナーの設置 

・学生への周知と図書館利用を促進するための広報活動の一 

環として、「図書館だより」を発行する。図書館利用マニュア

ルの充実化 

・学習支援機能の一層の充実 

・ラーニングコモンズとそれ以外の学習の場の積極活用 

・学生のリクエスト図書等の充実 

・ゼミ生による図書館利用促進活動 

→ 経済系図書の充実化へ 

・蔵書点検実施（８月に実施） 

・図書館利用促進に向けての「新入生オリエンテー

ション時ガイダンス」の実施 

・SDGsのコーナーを新設 

・「図書館だより」の発行 

春号（4/９付）、夏号（７/12付）  

秋号（10/８付）、冬号（1/14付） 

・新型コロナウイルス感染予防のため、ラーニング

コモンズの利用は休止としている。 

【コロナ感染予防対策】 

注意喚起の掲示、ソーシャルディスタンスの厳守 

出入り口に手指消毒液設置、飛沫防止パネル設置 

 

 

 

 

 

・今後も教職員からの積極的な図書の推薦を

お願いしたい。 

 

・親しみやすく、役に立つ「図書館だより」

の内容充実を目指す。 

 

 

【参考】   

・入館者数  8,497名   

・貸出冊数    91冊   

 

・長坂C図書館とも連携をして、学園全

体の図書館機能の充実、向上に努め

る。 

・今後も、シティライフ学の基本図書の

体系的収集、図書収集情報の共有化

を図る。 

・予算の有効活用に努める。 

（スクラップ＆ビルドで） 

 

・各種コーナーの充実を図る。 

 

・学生の図書館利用促進のための一層

の魅力化と、啓発・広報活動に努め

る。 
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10．２０２１年度 シティライフ学部都市経済研究センター ＰＤＣＡ報告 

Ⅰ 基本方針 

・地域に開かれた大学として、地域経済の発展とより豊かな地域社会の構築に向けて、地域が抱える様々な課題の解決のための研究活動を行う。 

Ｐ Ｄ Ｃ Ａ 

Ⅱ 施策 

① シンポジウム・講演会の開催 

・シンポジウム 

・講演会 

 

・まん延防止等重点措置のため開催延期した。 

・6月16日「ポストコロナの観光振興」講演会を

開催。 

 

・延期はやむを得なかった。 

・アンケート結果から、地域のニーズに合わせた

講演を企画することができたと考える。 

 

・感染状況を注視し、2022年7月頃に開催する。 

・感染状況を注視のうえ、適切な時期や方法で、

地域のニーズに即した講演会を開催する。 

② 地域産官学連携活動 

・「とちぎ子どもの未来創造大学」の講座開催 

・「学生＆企業研究発表会」の運営支援 

・まちづくり活動に参加する本学学生への支援 

・栃木県、宇都宮市等の各種検討委員会に参画 

・各種地域貢献活動情報の把握・情報発信  

 

・8月7日に予定通り開催。 

・実行委員会に委員として参画した。 

・4月28日学内研修を指導。5～12月まちづくり

コンテスト関係の連絡調整。 

・学外の6つの委員会に委員として参画した。 

・地元報道機関にも情報を提供し取材を受けた。 

 

・昨年度とはテーマを変更したが、好評であった。 

・11月に「学生＆企業研究発表会」を開催できた。 

・教育や研修に対して支援を行うことができた。 

・対面で委員会が実施される機会が増加した。 

・本学ウェブや地元紙での情報発信ができた。 

 

・来年度も感染状況を注視の上、開催を検討する。 

・引き続き、運営を支援していく。 

・今後も学生への支援を実施していく。 

・対面での交流を産学官連携の足掛かりとする。 

・本学ウェブサイトや地元報道機関を介した情報

発信を積極的に実施していく。 

③ 生涯学習支援事業 

・那須塩原市民大学連携講座の企画・運営 

・とちぎ県民カレッジ連携講座の企画・運営 

・講師派遣制度の運用  

 

・6月3、10日「これからの暮らしと経済」開催。 

・「韓国語初級講座」、「簿記講座」は不開講。 

・「宇都宮市民大学大学連携講座」、本学主催「東

武百貨店文化講座」等に講師を派遣した。 

 

・感染防止対策を取って開催できた。 

・「韓国語初級講座」の中止は社会情勢からやむを

得ない。「簿記講座」は募集方法を再検討する。 

・コロナ禍ではあるが講師派遣が実施できた。 

 

・来年度も那須塩原市と連携し開催を検討する。 

・来年度も栃木県と連携し開催を検討する。 

・引き続き、「講師派遣制度」の周知を図り、学外

からの求めに応じて講師派遣を行っていく。 

④ 都市経済研究センター年報の発行・配布 

・第21号の刊行と第22号の企画 

・効果的な配布と情報発信 

 

・第21号を5月に刊行した。第22号を2022年

5月に刊行予定。 

・県内外に送付。「J-stage」に電子版を掲載。 

 

・予定通り刊行することができた。 

・追加送付希望や、ご感想をお寄せいただいてお

り、地域に有効な情報発信ができている。 

 

・第22号の発刊に向けて校正作業を進める。 

・引き続き、効果的な情報発信方法について検討

していく。 

⑤ 学内共同組織との連携強化 

・シンポジウム・講演・講師派遣の調整等 

・宇都宮共和大学内共同組織運営会議への参加 

 

・講師派遣等の情報共有を重点的に行った。 

・3月10日運営会議に参加し業務を報告した。 

 

・調整や情報共有はスムーズに実施されている。 

・学内各センターが業務を適切に分担している。 

 

・引き続き、連絡・調整をしていく。 

・事業の重複等が無いよう連携を進めていく。 

⑥ 宇都宮市創造都市研究センターの企画・運  

  営 

・運営委員会への参画 

・アントレプレナー研究グループの運営 

・共同イベント等の実施 

・本学教員2名が運営委員を務め、アントレプレ

ナー研究グループの指導を中核的に担った。 

・2月28日「第6回FD・SD研修会」を本学で担

当。3 月 18 日「地域活性化研究プロジェクト

班会議」を本学で開催。 

・他大学や関係機関との連携は緊密であった。 

・学生提案活動やイベント開催の面で大きな成果

を上げた。 

・感染状況に留意しつつイベントを実施できた。 

・引き続き運営委員として参画し、関係機関と連

携していく。 

・引き続き事業計画に基づいて講座・研修等の共

同イベントの開催に協力していく。 
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宇都宮共和大学 子ども生活学部 

 

2021 年度自己点検・評価報告書 

 
 

 自己点検・評価推進部会 ･････････････････････････ p.13 

 教務委員会 ･････････････････････････････････････ p.14 

 実習委員会（教職課程運営委員会を含む）･･･････････ p.15 

 入学試験・広報委員会 ･･･････････････････････････ p.16 

 学生委員会 ･････････････････････････････････････ p.17 

 キャンパス・ハラスメント防止・啓発委員会 ･･･････ p.18 

 就職委員会  ･･･････････････････････････････････ p.19 

 研究・図書委員会 ･･･････････････････････････････ p.20 

 子育て支援研究センター ･････････････････････････ p.21 
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１．２０２１年度 子ども生活学部自己点検・評価推進部会 ＰＤＣＡ報告 

Ⅰ 基本方針 ・内部質保証会議、自己点検・評価委員会、自己点検・評価推進部会等の自己点検・評価組織の円滑な運営を目指す。 

・教育の質保証に向けて、各委員会及び子育て支援研究センターの活動の活性化を図るため、組織的な支援をする。  
・教員の配置や教員組織の適切性について定期的に点検・評価する仕組みについて検討し、実施する。 
・教員の質の向上をめざし、教育方法の改善に関する取り組みを活性化する。 

Ｐ Ｄ Ｃ Ａ 
Ⅱ 施策    
① 計画的に自己点検・評価推進部会を開

催し、学部内の課題を共有し、教育の質

保証を目指す。 

・各委員会のＰＤＣＡを実施し課題を明確にす

る。 

・各委員会ＰＤＣＡ中間報告（9/24）を実施。 

・定期的に開催されており、各委員会の課題の

共通理解がされ、学部としての課題が明確と

なる。 

・自己点検・評価システムが円滑

になった。今後も引き続き実施

し活性化を図りたい。 

② 全学自己点検・評価委員会、内部質保証

会議、理事会、評議員会と連動し組織の

円滑な運営を目指す。 

・全学自己点検・評価委員会及び内部質保証会議

の開催（4/26 10/18）。 

 

・大学協議会や内部質保証会議とも連動し、学

部間諸課題の共通理解、連携について点検評

価がスムーズに実施されるようになった。 

・今後とも引き続き定期的に実

施し活性化を図りたい。 

③ 大学評価結果にかかる改善報告書の作

成と提出 

・シティライフ学部を中心に子ども生活学部長、

入試広報委員長が加わり現在進行中。（5/10 

8/6 9/27 ） 

・見通しをもって計画されており、 ・引き続き計画的に実施するよ

うにする。 

④ 教員の配置や教員組織の適切性につい

て定期的に点検・評価する仕組みを検

討する。 

・教職課程運営委員会及び教務委員長、学部長、

学科長とで 2023 年度までの 3 年間を見通した

教員の配置計画、採用計画を検討する。 

・教員公募を実施し、審査委員会が設置され、

見通しをもった教員の配置が検討されてい

る。 

・引き続き定期的に実施するよ

うにする。 

⑤ 授業改善アンケートの実施と授業改善

支援 

・各学期に授業改善アンケートを実施 

・「学生による授業改善アンケートに基づく

教員の取組」の作成による授業改善支援 

・授業改善アンケートを春学期（８月）と秋学期

（１月）に実施。９月、３月の教授会で結果報告。 

・学生による授業改善アンケートを基に「授業改

善に関する報告書」の作成（３月）。 

・授業改善アンケートの結果は概ね良好である 

が、「授業の予習・復習」のポイントが例年

通り低い。 

・３月末の完成を考慮すると、報告書の作成依

頼は２月中の方がよい。 

・回答率向上の方策を検討する。 

・課題となる項目についての改

善策の検討も含め、アンケート

結果を基にした情報交換、協議

の場を設ける。 

・次年度も実施。 

⑥ ＦＤ・ＳＤ研修会の実施 

・オンライン授業を効果的に活用するため

の研修 

・学習評価の可視化に向けた研修 

・授業方法の改善に向けた教員相互参観 

・宇都宮市創造都市研究センター主催第５

回 FD・SD 研修会 

・第１回(8/6)「クロームブックの活用について」 

・第２回(10/8)「ルーブリックの活用について」 

・第３回（2/4）「ポートフォリオ」 

・5/7～1/8 の期間に各自実施し、報告書を所定の

フォルダ内に提出 

・9/13 帝京大学にて開催（永山先生参加） 

・説明、提案、事例等が本学部に沿った具体的

なものであったため、参加教員も理解を深め

ることができた。 

・今年度より使用を開始したコモンルーブリッ

ク、雛形が示されたポートフォリオについて

は今後も改善を加えていくことが必要。 

・他の授業を参観することで授業改善のヒント

を得ることができた。 

・今年度研修会の３つのテーマ

については、今後も実践しなが

ら検討を重ねていく。 

・ポートフォリオについては、教

務委員会と協力して引き続き

ＦＤ研修で取り上げる（２月

頃）。 

・次年度も実施。 

⑦ 卒業生アンケートの実施 

・アンケートの送付 

・集計結果の検証と報告書の作成 

・郵送にて、第７期生の就職先および卒業生本人

へ調査実施予定。 

・３月に集計し、報告書の作成を行う予定。 

・一般企業に就職した学生への調査について検

討の結果、実施しなかった。また、調査時期

は例年通りの 2 月とする。 

・アンケートの回答方法につい

て検討する。 
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２．２０２１年度 子ども生活学部教務委員会 ＰＤＣＡ報告 

Ⅰ 基本方針(重点項目)  
(1) カリキュラム移行措置と新カリキュラムの運営 
(3)教育の成果・学習成果の可視化に関する取組み 

 
(2) 学生の修学支援 
(4) ICT 活用の支援 

Ｐ Ｄ Ｃ Ａ 
Ⅱ 施策（重点項目） ・次回カリキュラム変更までに検証する。今年度よ

り課題抽出を意識して授業に取り組む 
・旧カリキュラムで学ぶ学生の個別時間割を検討
し、指導した 

・特に２−３年生の動向を観察して効果を検討する 

・カリキュラム改定により、旧カリ学生の単
位取得・卒業困難になる傾向がある。休学
する学生には、今まで以上にこの点を強
調する必要がある 

 

①カリキュラム移行措置と新カ
リキュラムの運営 

・新カリキュラムの課題抽出 
・学生への履修指導 

 
 

②学生の修学支援 
・特別に支援が必要な学生への
対応の検討（各部署と連携）。 

・星槎大学通信課程受講中の学
生への対応。 

・学生委員会と連携し、健康上の理由から授業受講
困難な学生を把握する 

・ガイダンス時に履修状況の調査を実施。教務委員
会内で相談窓口を作り、単位取得が行いやすい
よう体制を整える 

 
・大学の授業が忙しく、計画的に取り組むこ
とが困難な様子である。モチベーション
の維持が課題である 

 

③教育の成果・学習成果の可視
化に関する取組み 

・学習成果の可視化 
・成績評価の厳格性について 
・ルーブリックの導入と検証 

・ポートフォリオの運用を開始、年度末に関連の
FD により教員間での共通理解を図った 

・DP・成績確認シートを２−３年生に配布し、自分
自身の学習状況（DP 視点）を確認させた 

・関連の FD を開催。その後委員会内で今後の対応
を検討した 

・保育専門職以外の就職を希望する学生が
増える傾向がある。現行の DP の見直しが
必要と思われる 

 

・2023年度に DPの改定を行   
 う 
・科目毎の到達目標の設定
を再検討する 

④ICT 活用の支援 
・学生への活用支援 
・教員への活用支援 
・今後の ICT 活用について 

・新年度に Google アプリの使用のため、学生の大
学アドレス管理状況の調査および活用の支援を
行った／7 月にクロームブックと Google アプリ
の使用状況の調査を実施した 

・春学期科目でのクロームブック・Google アプリ
の使用状況をまとめた／7/16 開催の FD（タイト
ル）において、教務委員会として事例紹介、学生
アンケート結果の提示を行った／学生への連絡
やオンライン授業に使用する目的で、秋学期の
科目毎にクラスアワーを設置した 

・ICT 活用の促進を目的として、学年別目標を設定
するための検討を行った 

 
・科目毎のクラスルームは順調に使用でき
ているが、数名の学生はログインが出来
ない状況である／Wi-Fi 不安定のため、授
業時に支障がでることがある／ポータル
サイト経由で配信している「多目的アワ
ー」「学期末時間割」（スプレッドシート）
の閲覧がしにくいとの事、スマホアプリ
の使用を勧める 

・教員間で ICT 関連の導入レベルに差があ
る。今後も情報共有を続けて底上げする
必要がある 

 
・ICT 活用に際しては、現場
でのニーズ等を把握した
上で設定したい。 

 

⑤コロナウイルス対応 
・受講環境の整備と意識づけ 
コロナ関連欠席届への対応 

 

・秋学期からワクチン接種の欠席届の運用開始。そ
れに伴い、提出状況の管理（スプレッドシートの
活用）および届提出者への対応を整理した 

・学生により課題の取り組みレベルに差が
ありすぎ、出席と見なすことが困難なケ
ースがあった／非常勤講師への対応が課
題。 

・学生自らが対応する手続
き方式に変更する 
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３．２０２１年度 子ども生活学部実習委員会（教職課程運営委員会を含む） ＰＤＣＡ報告 

Ⅰ 基本方針 

・教職課程、保育士課程のカリキュラムの検証、改善を通して、学生の保育実践者としての資質の向上を図る。 
・教育・保育実習が十分な成果を得るものとなるよう、全教員が連携し、一人一人の学生に適切な指導を行う。 
・文部科学省事業の委託を受け、現職教員等の学びの場として講習を開催し、保育の質の向上に寄与する。 
・カリキュラムの中で、現場体験やボランティア活動の充実を図る。 

Ｐ Ｄ Ｃ Ａ 

Ⅱ 施策 

①カリキュラムに関すること 

・実習カリキュラムのマネジメントで

学びを充実させていく。 

 

・実習報告会などを活用した 4年間を見通

したカリキュラムを運用する。 

・実習指導のカリキュラムを改善する。 

 

・コロナの感染状況に合わせ、実習指

導と実習の関連をもってカリキュ

ラムを運用できた。 

 

・常に、カリキュラムにおい

て指導と評価改善のサイク

ルが回るように運用してい

く。 

②実習の企画、運営、評価に関すること 

・実習情報をシステム的に運用し、適切

な配属につなげる。 

・全教員で実習指導に当たる。 

・ポートフォリオの研究を行う。 

・実習協議会を開催し実習園との協働

を図る。 

・実習指導者連絡会での個々の学生の情

報共有と、継続した健康管理体制の構築 

・客観性と妥当性をもった評価について

の研究を進める。  

・実習配属先との協議会を開催し、情報の

共有を図り、実習での学びの充実を図

る。 

・指導者連絡会議で指導の方向性を

確認しながら進めた。 

・実習園評価のルーブリックについ

て検討を進めている。 

・学生の健康問題等への一貫したサ

ポートが求められる。 

・実習協議会（施設）R4.1 

・情報共有を継続する。 

・ルーブリックの検討を継続

する。 

・学生への一貫した健康管理

サポート体制の構築。 

・実習協議会で実習先との課

題共有を図っていく。 

③教員免許状更新講習を開催する。 

・5 講座開設 8/16～20 

（シティライフ学部 参照） 

・申し込みは登録開始後すぐに定員を充

足した。 受講人数 682人 

 

・受講者の評価などを踏まえ、内容に

ついて改善を図っていく 

 

・次年度の開講はなし。 

④履修カルテやポートフォリオの ICT

化により教職課程指導の充実を図

る。 

・履修カルテやポートフォリオの ICT 化

を図り全教員で共有する。 

 

・1年生においてポートフォリオの取

り組みを開始した。 

 

・履修カルテの ICT化を探る。 

 

⑤現場体験、ボランティア活動の活

性化を推進する。 

子育て支援研究センター施策Ⅱ-②

参照 

・ボランティア活動の場を設定し、ボラン

ティア活動を推奨する。 

・地域の幼稚園との交流活動、子育て

支援研究センターの活動、地域企業

などで、現場体験の機会を設けた。 

・引き続き、ボランティアや

インターンシップの情報を提

供の上、参加を促していく。 
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４．２０２１年度 子ども生活学部入学試験・広報委員会 ＰＤＣＡ期末報告 

Ⅰ 基本方針 

・2022 年度新入試制度を全学アドミッションセンターと協働して整備し、新制度に適合した適切な運用を執り行う。 

・中期計画に沿って、引き続き入学定員率の目標達成に努める。 

・紙媒体、HP 及びオンライン OC の内容改善、大学紹介動画の新規製作を実施し、受験生に分かりやすく情報を周知できるように、広報ツールのコンテンツ充実に努める。 

Ｐ Ｄ Ｃ Ａ 

Ⅱ 施策 

①全学アドミッションセンターとの

協働推進 

・新制度の適切な運用と広報活動の

強化、広報ツールのコンテンツ充実 

・新入試制度の適切な運用 

・志願者の発掘、会場ガイダンスでの学部・学科

情報提供、大学紹介動画制作 

・志願者のリピーターへの育成・リピーター、保

護者、高校への入試情報提供と受験に至るソフ

ト面での対応・高校内ガイダンス、出前授業等

の実施・OC・入学試験  

・入学案内 2022 および別紙資料を整備し、高校・

受験生への新入試制度（特待生制度）の広報を徹

底し、実施要項、面接票等の改善を行った。 

・2020 年に新たな情報ツールとして、大学 HP にオ

ンライン OC を開設し、2021 年では、紹介内容や

コンテンツの充実を図った。大学紹介 DVD を制

作し、HP にも掲載した。 

・受験生に分かりやすく情報を周

知できるように、紙媒体、HP 及び

オンライン OC の説明・紹介内容

改善を図る取り組みを継続する。 

・特に、動画コンテンツを充実させ

るための新たな取り組みを進め

る。 

②入学者数目標 65 名以上 

・2022 年度入試では中期計画を目標

とする。 

・学園入試説明会への広報活動・高校訪問を計画

的に実施する。 

・業者主催の進学相談会は絞り込み、高校内進学

ガイダンスや見学会を重視して、直接受験生と

コンタクトする機会を増やす。 

・春の大学体験講座・夏の高大連携授業、高校出

前授業などで、アクティブラーニング系の授業

を中心に展開できるようにし、附属外の高校か

らも参加者が増えるようにする。 

・学園入試説明会を実施し、県内高校 37 校の参加

が得られた。また、学内見学会 17 校（2020 年 6

校.2019 年 5 校）。校内ガイダンス 49 校（2020 年

52 校.2019 年 31 校）。出前授業 9 校（2020 年 0

校.2019 年 5 校）を実施した。附属高校への特別

授業、益子芳星高校への出前授業を実施。春の大

学体験講座は現在例年通り実施した。 

 

・学園入試説明会への広報活動・高

校訪問を計画的に実施する。ま

た、学内見学会及び出前授業等の

受け入れについて強化を目指す。 

・春の大学体験講座については、附

属外の高校からの参加者増に向

けて、広報強化を図る。 

③オープンキャンパス来場者数目標

200 名以上 

・昨年度と同様に6～10月の 4回のオープンキャ

ンパス来場者数 200 人以上を目指す。 

・コロナ禍でのリアル OC は厳格な安全対策を執

り行い、参加者に安心感を与えられるかつ、魅

力ある OC とする。 

・「キャンパスサポーター」の体制を強化して、

学生主体の OC の運営を展開する。 

・リアル OC は例年並みの内容で実施した。来場者

数は 140 名（2020 年 117 名．2019 年 158 名）。 

・コロナ対策として座席指定による３密防止、換気

の徹底、アルコール消毒液の全室設置、リスク回

避を配慮した内容の精査などを行った。 

・リアル OC の内容に関しては、学生生主体の体験

コーナーや学部紹介を毎回工夫し、参加者から

好評を得ている。 

・リアル OC の来場者目標を 200 名

以上に回復するための対策を実

施すると同時に、オンライン OC

の内容およびコンテンツの質の

向上を図る。 

・リクルートの Web 事前申込み予

約システムを活用し、データ管理

体制を改善する。 

④その他 高校訪問の実施 

 

・5 月期・9 月期の高校訪問は全 25 コース 93 校

（昨年全 24ース 77 校）で実施した。 

・１月期は、春の大学体験講座に関する広報活動

として、全 24 コース 77 校（昨年全 24ース 77

校）の高校訪問を実施する予定である。 

・5 月期は学園入試説明会の参加依頼とリアル OC

実施情報および、入試情報の周知を徹底した。9

月期は指定校推薦に関する対応を中心に実施。 

・１月期訪問は入試広報委員長・副委員長アドミッ

ションセンター・入試担当事務職員とで実施。 

・高校訪問については年間計画の

もとに適切に実施し、全学アドミ

ッションセンターとの協働推進

で体制強化を図る。 
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５．２０２１年度 子ども生活学部学生委員会 ＰＤＣＡ報告 

Ⅰ 基本方針 

（１）学生一人ひとりの心身の健康を重視し、保健衛生に関わる相談の適切な対応ができるカウンセリング等の環境を整備する。 

（２）学生が快適で安全な満足度の高い学生生活が送れるための環境づくりに配慮し、学生の自治組織である学友会活動を支援する。 

（３）学生自身の自己実現のため、学内外における行事等での依頼による多くのボランティア活動への参加を推進する。 

Ｐ Ｄ Ｃ Ａ 

Ⅱ 施策 

① 生活支援 

・こことろからだの相談室の設置および活用 

 

 

 

・生活安全講話の実施 

 

・学生アンケート（学生生活実態調査を含む）の 

実施：新入生、在校生、卒業生を対象 

 

・保健管理センターの設置（新入生の既往症等の

把握、学生の健康診断結果の保管、学生の健康

管理および指導） 

・学生個人面談の実施（学生生活、学業、進路、 

心身の健康、卒論、その他） 

・保護者個別教育懇談会の実施 

・ボランティア活動の紹介及び参加学生の把握 

 

 

・月に 1 回相談日を設定。カウンセラーによる相

談件数は延べ「4 件」。看護師による相談件数は

延べ「14 件」 

 

・宇都宮中央警察署員 2名により、録画映像と DVD

を視聴する方法で、学年ごと 7 月実施 

・4 月に在校生対象、6 月に新入生対象、9 月に 1

～4 年生対象、2 月に 4 年生（卒業生）対象に

実施。報告書を作成し教員間で情報共有した 

・4 月のオリエンテーション時に健康診断を実施 

 

 

・春学期と秋学期の年 2 回実施。 

 

・4 年生は 7 月、1～3 年生は 9 月実施。 

・ボランティア活動の紹介は極力行っていない 

   

 

・健康相談は呼び出しによるものではあった。健

康診断で問題のあった学生については、健康様

態を把握することができた。秋学期のカウンセ

ラーによる相談者は、休学中の学生であった 

 

 

・Google フォームでアンケートを実施したため、

集計作業の負担が軽減された。アンケート種類お

よび項目については、引き続き検討する必要あり 

・問題のある学生本人と病院とをつなぐ専門家を

配置する必要がある 

 

・学生生活における健康に関する情報を、教員全体

で共有する必要がある 

・問題なく実施できた。 

 

 

・なかなか呼び出しに応じ

ない学生や指導内容に応

じない学生への対応につ

いて検討する 

・講話内容や担当講師の検

討（出前授業の活用等） 

・アンケート項目の検討 

 

 

・保健管理センター所属の

看護師による指導が受け

られる体制の検討 

・教員間で、学生生活におい

て情報共有が必要な学生

のリスト作成および管理

方法の検討 

②修学支援 

・新年度オリエンテーション企画・運営 

・学内交流研修企画・運営 

・レクリエーションフェスティバル 

・彩音祭 

・クリーンキャンパスの実施 

 

・2～4 年生：4/2、1 年生：4/5～6 日に実施 

・1～2 年生対象に 4/2 に 8 実施 

・レ中止 

・11 月 13・14 日に実施 

・環境委員会を中心に 7 月と 12 月に実施 

 

・問題なく実施できた。 

・プログラムの内容や実施方法に問題はなかった。

昼食（お弁当）を摂る際、教室環境や会話が多か

ったことなど課題があった 

・実施の有無を確認した 

 

・コロナ渦での合宿交流研

修（宿泊を伴う研修）の内

容の検討 

 

③学友会活動支援 

・新入生歓迎会企画・運営支援 

・長坂キャンパス学友会学生総会運営支援 

・レクフェス企画・運営支援 

・彩音祭の企画・運営支援 

・卒業記念祝賀会企画・運営支援 

・卒業記念アルバムの作成支援 

・学生便覧の作成 

・委員会およびサークル活動支援 

・大学行事でボランティア活動 

 

・中止 

・2・3 年生：5/10、1・4 年生：5/12 に実施 

・プログラム内容決めまで準備を行った 

・7 月より彩音実行委員を中心に準備を行った  

・2022/3/16、東武ホテルグランデ会場にて実施 

・13,750 円（1 冊）にて作成。 

・2022 年 1 月より作成開始 

・活動支援を実施。活動サークル 18 

・学生ボランティアの活動は縮小して行った。 

 

 

・コロナウイルス感染症対策を行いながら実施 

 

・学科ごと実施 

・撮影終了が遅くなってしまった 

・撮影時期（サークル集合写真など）を早めた 

 

 

・サークル顧問と連携して活動支援を行った 

 

 

 

 

 

 

・写真撮影開始の時期を早

める（7 月頃から行う） 

 

④卒業生への支援 

・同窓会（爽風会）運営 

爽風総会（同窓会総会）の実施、爽風だよりの

発行 

 

・11/14 実施 

・第 19 号（2022）発行した 

 

・卒業生の役員以外の出席者が少なかった 

・爽風だよりの発行が遅くなってしまった 

 

 

・爽風総会への卒業生の参

加者を増やすため、実施

日時や場所を再検討する 
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６．２０２１年度 子ども生活学部キャンパス・ハラスメント防止・啓発委員会 ＰＤＣＡ報告 
Ⅰ 基本方針 

・キャンパス・ハラスメントの概念について、学生および教員間で認識を共有するとともに、キャンパス・ハラスメントの防止に努める。 
・教員の対応では限界がある現状を踏まえ、解決困難な事案に対処できる相談体制の構築に向けて中長期的に計画する。 

Ｐ Ｄ Ｃ Ａ 

Ⅱ 施策 
①学生を対象とした防止・啓発を定期的に行う。 
・全学生を対象に、キャンパス・ハラスメントの

説明を行うとともに、説明パンフレットを配

布する。 

 

・パンフレットを学生に配布し、

内容について説明を行う。 

 

 

 

・4月のガイダンスで実施した。 

・アンケート調査の結果では、3、4年で

アカデミック・ハラスメントの概念に

ついて理解不十分と答えた学生が約

25％いた。 

・ガイダンスなどの機会をと

らえ、宇都宮共和大学キャ

ンパス・ハラスメント防

止・啓発宣言を周知した。 
・アカデミック・ハラスメン

トの説明に改善を加える。 

②教員を対象とした研修会の実施 
・教員申し合わせ「キャンパス・ハラスメント等

の防止・啓発について」（文書）について学内

研修会を実施する。  

・教員申し合わせ「キャンパス・ハ

ラスメント等の防止・啓発につ

いて」を再確認し、周知徹底を図

った。 

・教員の研修会の開催 

全学キャンパス・ハラスメント研修会

に参加し、理解を深める。 

・策定された「宇都宮共和大学

キャンパス・ハラスメント防

止・啓発宣言」をもとに、研

修会を企画し、教職員の意識

を高く保つ。 

③相談員を配置し、学生が相談しやすく、かつ安 
全性を確保した手続きを広報する。 
・ガイダンスで相談窓口の周知を図る。 

 

・学生便覧とパンフレットを用

い、春学期ガイダンスで相談体

制についての説明を行った。 

・相談件数0 ・相談機能の広報を行ってい

く。 

④ハラスメント概念を多面的にとらえた快適な 
学修環境を整備する。 

 ・更衣室やトイレの周知を図る。 

・多機能トイレの紹介（5号館４

F） 
 

・多機能トイレを紹介、活用を促し

た。 
 

・精神的なサポートを行える

センター機能の検討。 
・性の多様性を持つ学生のた

めの更衣室の確保 
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７．２０２１年度 子ども生活学部就職委員会 ＰＤＣＡ報告 

Ⅰ 基本方針 

・進路選択の多様化に見合ったキャリア教育と就職支援の充実に努める 

・急激に変化する社会情勢に応じた柔軟で多角的な就職支援を実施する 

・学生のニーズと進路選択に応じシティキャンパスとの連携を強化する 

Ｐ Ｄ Ｃ Ａ 

Ⅱ 施策 

➀就職ガイダンス等 

・1～3 年生：クラス実施、就職希望調査 

・3 年生：4 月就活スケジュール確認、7 月

卒業生体験講話、その他対策講座実施 

1 月に NGC 就職（進路）激励会の実施 

・4 年生：4 月講座、相談会対策、状況調

査 

 

・1 年生にファイル、就職ガイドブック配布。 

・学年ガイダンスと「進路希望調査」。4 年生

には「就職活動状況調査」9 月に実施。 

・3 年生就職講座、感染症対策し対面実施。 

・栃幼連合同就職説明会は縮小開催、宇私保

協保育フェア中止でＨＰ等の情報提供。 

・就職激励会は感染症対策し集合実施。 

 

・就職ファイルの活用定着。 

・クラス別ガイダンス実施と担任との連

携と情報共有強化。 

・合同就職相談会の縮小や中止により、

各園から直接情報収集の必要性増加。 

・「進路希望調査」「就職活動状況調査」

その他の結果の共有。 

 

・ガイドブック等の効果的活

用方法を検討。 

・ポータルサイト利用周知。 

・ポートフォリオを活用した

就職支援について検討。 

・就職支援のオンライン化へ

の対応。 

➁就職対策講座 

・1 年生・2 年生 

長期的視野に立った就職講座 

・3 年生：単発講座と連続試験対策講座 

・4 年生：全体実施、個別指導でフォロー 

・保護者のための就職支援講座 

 

・1 年生向けキャリア教育を年 2 回実施。 

・2 年生に保育系就職講座を春学期７月実施。 

・3 年生連続講座にて就活実践について学ぶ。  

・4 年生対象講座は、試験本番前の準備講座。 

・保護者向け講座を６月に開催。 

 

・感染対策をしつつ対面での講座実施。 

・オンライン対策を組み込む。 

・教養試験のセンター方式対応講座。 

・対策講座の充実、学生の実態に合わせ、

内容をカスタマイズして実施。 

 

・就活時期と実習時期を考慮

した就職支援。 

・書類作成と面接対策充実。 

・オンライン就活支援強化。 

・保護者と連携し就職支援。 

➂公務員採用試験対策 

・外部講師の公務員採用試験対策講座。 

・3、4 年生：公務員希望者に個別に対応。 

・全学年対象の模試を実施。 

 

・公務員試験対策について、エントリーシー

ト作成や一般教養対策等の個別サポート。 

・公務員試験（保育士）模試を 5 月に実施。 

・1 年次から公務員受験意欲ある学生と

模試の有効活用。 

・早期からの支援の必要性が課題。 

・公務員（保育職）に特化した対策強化。 

・模試とサポート体制継続。 

・準備不足な学生への支援。 

・学生の状況に応じた教養試

験対策と面接・論文対策。 

➃情報収集活動 

・栃幼連会議への出席。 

・進路希望調査の実施。 

・担任個人懇談（クラス委と連携） 

・実習巡回その他で求人情報を集約。 

・求人表依頼状送付（幼保施設関係） 

 

・栃幼連会議での情報交換を行った。 

・面談にて個別確認、および質問紙調査。 

・学生相談室に求人票フォルダを設置と、キ

ャリタス UC システムの導入と試験的利用 

・求人票依頼状送付（県内および近隣県外） 

 

・保育系団体求人方針の変更への対応。 

・進路希望の担任および卒業研究担当者

との情報共有の徹底。 

・主体的活動困難な学生への個別指導と

保護者理解が課題。 

・各園の認識・対応差に配慮。 

・オンライン見学や面接等、

新たな様式への対応。 

・個別の求人への対応。 

・新システム有効活用推進。 

・従来型求人への対応。 

➄就職相談の実施 

・担任、卒研担当を中心に個別サポート。 

・就職委員等の面接練習や履歴書指導等。 

・担任を中心にした日常的相談と就職委員に

よる重点的個別援助。 

・履歴書、面接の練習の実施（随時）。 

・指導表管理と学部内の教員での共有。 

・1 年次からの個別の充実、きめ細やかな

サポート。 

・資格取得困難学生への丁寧な指導。 

・保護者を含めた早期相談が課題。 

・指導の方向性について、共

通認識もった指導。 

・資格取得困難学生への就職

支援と家庭との連携。 

➅就職支援体制の整備 

・就職委、担任、卒研担当、キャリア支援

室（事務局）が連携し学生支援を行う。 

・就職委、担任、卒研担当が連携し学生支援。 

・必要に応じ担任含む拡大就職委員会を実施。 

・長坂 C 就職委員会で課題明確化と連携強化。 

・ハローワーク新卒応援相談の利用。 

・シティキャンパスとの連携の実施。 

・就職率 100 パーセント達成。 

・キャリア相談室有効活用。 

・ＨＰ就職支援内容の充実。 

・ポータルサイト有効活用。 
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８．２０２１年度 子ども生活学部研究・図書委員会 ＰＤＣＡ報告 

Ⅰ 基本方針 

・子ども生活学部にふさわしい教育・研究環境を整備するため、図書館蔵書および図書館機能の一層の充実・整備を図る。特に絵本、紙芝居等の充実に努

める。 

・研究活動を推進するための環境整備を行う。 

・教育・研究の成果を広く社会に問うことを目的に、年 1回研究紀要を発行する。 

Ｐ Ｄ Ｃ Ａ 

Ⅱ 施策 

①図書館がもつ学習支援機能（宇都宮共和大学

の３図書館のサーバー統合化、大学コンソー

シアムとちぎを構成する他大学図書館の利

用、図書館相互借入の活用、司書の活用な

ど）を学生に周知し、学習支援に役立てる。 

・図書館かわらばんを月1回(年10回)発行し、新刊図

書等の紹介につとめている。 
・1・3年生を対象に、図書館の利用方法、図書、論文

等の検索方法について説明を行い、学生の利用を促

進する。 

・図書館かわらばんを発

行（4、5、6、7、9、10､
11､12､1､2月）した。 

・1 年生(4 月)、3 年生(5
月)を対象に実施した。 

引き続き図書館かわ

ら版、図書館利用説

明会等を実施し、利

用を促進する。 

②教育・研究活動の維持発展と学生の勉学に資

するため、図書館蔵書の整備・充実を図る。 
・教員からの希望を中心に、所蔵図書の充実・整備を

はかる。 

・学生等からの希望図書の購入に迅速に対応する。 
・定期購読雑誌の見直しを行う。 

・希望図書の購入に迅速

に対応し、定期購読雑

誌見直しを含め図書整

備に務めた。 

継続して研究・教育

に必要な図書等の整

備を行う。 

③長坂キャンパスを共用する短大音楽科と人間

福祉学科の図書委員会が連携・協力するた

め、合同委員会を開催する。それぞれの学科

の特長を生かした図書館蔵書および機能の充

実・整備を図る。 

・短大との合同図書委員会を年 5回（5月、7月、9月、

11月、2月）実施する。 
・延滞図書の返却に努める。 

・スケジュールに沿って

合同図書員会を実施

（5､7､9､12､2月）して

いる。 
・早めに学生に連絡し返

却を求めた。 

合同図書員会を開催

し、利用しやすい図

書館の運営、図書の

整備を行う。 

④年１回、研究紀要を発行する。教員の日頃の

教育・研究の成果の発表の場として紀要が活

発に活用されるよう、投稿の活性化を目指

す。 

・投稿規定にそって投稿募集、掲載論文の決定、編集

作業を行う。投稿申し込み 9月、原稿の締め切り 1
月、発行 3月を予定している。  

・7月に投稿募集（応募

締め切り9月） 
・論文3編、研究ノート

１編を掲載する。 

研究紀要の質、量的

充実を目指す。 

⑤研究倫理遵守の為、研修を実施する。 ・研究倫理に関する研修を実施する。 研究倫理研修会を実施

（2月18日） 
研究倫理遵守のため

研修を実施する。 
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９．２０２１年度 子ども生活学部子育て支援研究センター ＰＤＣＡ報告  

Ⅰ 基本方針 

 地域に開かれた大学として、社会連携・社会貢献の視点から保育・教育・子育て支援分野の「研究」「教育」「地域連携・地域貢献」研究活動を行う。 

 ・学内での各事業の充実を図ると共に、地域の産学官連携活動の機会等を活かし、地域、社会に積極的に情報発信していく。 

 ・各事業について授業科目との関連、位置づけを明らかにし、授業での学習と関連させて学び学生の有効な学習機会としていく。 

 ・地域の課題に密着した研究の推進に努め、教員の自主研究、共同研究、受託研究体制を支援していく。 

Ｐ Ｄ Ｃ Ａ 
Ⅱ 施策 

① 地域の保育・幼児教育関係者

への専門的支援と研究 

・公開講座・リカレント教育 

・6/26「子どもの主体性を育み子どもによりそう保育」 

 講師：汐見和恵先生  参加者：63名 

・10/30「乳幼児の危機管理を考える」（オンライン開催） 

   講師：国崎信江先生  参加者：40名 

・昨年は一度も実施できなかったので開催の期

待感が高かったのか、好評であった。時期、

方法について検討する必要がある。 

・地域のニーズにこたえた内容、時期、方法

について検討し、引き続き実施する。 

② 地域の保護者、保育者、保育を

目指す学生への教育と支援 

・地域の就学前施設との交流を取

り入れた保育者養成 

・認定みどりこども園 ：5/31    6/1 11/24  11/25 11/26 

・認定しらゆりこども園：6/8       6/15 11/30  、12/8  

・風と緑の認定こども園 11/1 年長組 87名、 

・つるた保育園 1/19 年中組、年長組 50名、（中止） 

・講話の機会も得るなど、実習前の１・２年生

の学生には子ども理解・保育内容の理解を深

める貴重な機会となった一方、頻回だった。 

・新たに２園と交流が広がった。 

・今後も健康安全対策を最優先に、園と連絡・

相談しながら、可能かつ適切な範囲で継続

していく。 

・親子遊びの会 

 

・5/8「ミニミニアスレチック」（於：子ども生活学部） 

・7/25「親子リトミック」（於：栃木トヨタ本社） 

・ミナテラスとちぎ×大学連携ワークショップの開催 11/28 12/19 1/23 3/6 

・熱心なボランティア学生が各学年から多く参

加し、親子の様子を知る経験ができた。引き

続き学生主体の活動を目指して支援する。 

・イベントへの参加親子からも好評である。

今後、学内イベント情報も周知していく。 

・障害のある子どもと家族の支援 ・SNSや手紙を用いた活動を実施。Twitter、Instagram、Facebook、HPのブログ

等で発信。12月に醍回Tinyファミリーコンサートをオンライン配信。 

・コロナ禍で予定していた出張 Tiny 隊の施設

訪問が実施できなかった。 

・効果的な活動を工夫し積極的に取り組む。 

③ 地域の行政や組織との産学官

連携活動の推進を支援 

・産学官連携サテライトオフィス

事業への参加 

 

 

・栃木県、宇都宮市等との連携事業

の推進 

 

（那須塩原市民大学講座中止） 

 

 

・生涯学習支援事業への参加 

 

・「大学コンソーシアムとちぎ連携講座」2科目開講 

・「栃木グローバル人材育成プログラム」開講中止 

・「学生＆企業研究発表会」 地域の就学前施設との交流プロジェクト  

・「大学地域連携活動支援事業」（栃木県総合政策部）の採択 

 10/14 中間報告会（Zooｍ）2/14  年度末報告会（Zoom） 

・みやの環境創造提案・実践事業（宇都宮市）採択 
11/27参加者25名3月 成果報告会（ポスター掲示と市サイト掲載） 

・宇都宮市環境学習センター事業 7/31  参加者：38名 1/22参加者：35名 
・宇都宮市民大学講座（前期）受講者：42名 

・宇都宮市民大学講座（後期） 

・「とちぎ子どもの未来創造大学」（県教委生涯学習課） 7/24参加者：28名 

・11/5  11/19東武百貨店文化講座 「健康増進のための音楽療法」 

・学生の研究の成果発表の機会として継続的に

とり組む予定。 

・実践報告は左記、研究的成果は「学生＆企業

研究発表会」で発表。学生の課外活動として

貴重な実践の場となった。 

 

・前期は実施できたが後期については日程の変

更有。受講者は 60歳代、70歳代で受講者の

ニーズをとらえるのが難しい。 

・保護者の見学者（35名）が多かったことが想

定外であった。参加者（小学生）は体験不足

なのか主体性が少ない傾向。 

 

・学生の研究の活性化のため引き続き支援し

ていく。 

・3年間の継続研究なので研究が深まった。 

・宇都宮市との連携活動が毎年高評価である

ことから継続的に取り組んでいきたい。 

 

・参加者の高齢化に伴いニーズに応じたテー

マや講師の選択が難しい現状である。 

④ 子育て支援研究センター年報

（第12号）の発行 

・『子育て支援研究センター年報』第12号の内容及び送付先の検討をする。 

・発刊に向けて執筆依頼や掲載記事を検討する。 

・電子ジャーナル公開サイト「J-stage」への掲

載を検討する。 

・効果的な情報発信方法について模索してい

く。 

⑤ 学内共同組織との連携強化 ・3/10拡大宇都宮共和大学共同組織運営会議（都市経済研究センター、国際交

流センター、子育て支援研究センター＋地域福祉開発センター）を実施。 

・シンポジウム等の調整及び学生提案活動等の

情報共有を随時実施していくようにする。 

・今後も引き続き拡大の運営会議を実施して

いく。 
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宇都宮共和大学 子ども生活学部 

 

2021 年度自己点検・評価報告書 

 
 
 

 大学運営・財務 ･････････････････････････････････ p.23 
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２０２１年度 大学運営・財務 ＰＤＣＡ報告 
Ⅰ 基本方針 

① 大学運営に関する方針 

・大学の理念・目的の実現に向けて中期経営計画の遂行 

・教育研究を安定して遂行するための財務の健全化（予算と実績の監視） 

・明文化された規程に基づいての管理運営（規程集の管理と更新） 

・大学業務における事務の効率化 

Ｐ Ｄ Ｃ Ａ 
Ⅱ 施策 

① 財務について 

・中期経営計画の着実な遂行（2018-2022年度） 

 

 

・次期（2022-2026 年度）中期経営計画のシミ

ュレーションの着手 

 

 

・中長期予算比の収支比較 

単年度（2021年度）においては、収支予算比 

好転した 

 

 

・新中期計画に沿って財務計画を改定する 

・中期予算収入については入学者数が定員に達

するよう関連部署と連携していく。支出につ

いて達成可能な効率化策を考える 

② 管理運営について 

・大学ガバナンス・コードに基づく管理・運営 

③ イントラネットによる情報共有（学生・教職

員）の充実 

④ 構内設備の安定・高速化及び災害リスクの

対応 

⑤ 情報関連機器の整備（Wi-Fi等） 

⑥ サーバーのアウトソーシングの推進 

 

 

・学務用ポータルサイトＨＰ稼働 

 

・教職員・学生の届出書類等の電子化 

 

・授業料収納業務のＷｅｂ化 

 

・学内ＮＷ配線等リニューアルと機器更新 

 

・サーバーアウトソーシング計画と構築 

 

 

・ポータルサイト構築については、ほぼ準備が完了

し、更には就職関連も対応した 

・届出書類を共有データ化することが出来た 

教授会資料についてペーパーレスを実現した 

・学費管理システムの構築を進行中である 

 

・配線の更新等が完了したが、一部機器の入荷遅延

により若干工事が遅れている 

・無線ＬＡＮの通信範囲の構築とデータ移行が 

完了した 

 

 

・学生が最大限ポータルサイトを活用できる 

よう周知していく 

・引き続き電子化可能なものを実現していく 

 

・2022年度後期から学費管理システムを稼働 

させる 

・学内ＮＷの通信状況を把握・検証していく 

 

・新外部サーバーの稼働と弊害の検証をする 

また、学内サーバーの廃棄を進めていく 

⑦ コロナウイルス感染症対策 

・文科省・厚労省・栃木県からの通達文書に対応 

・学内の環境整備と危機管理 

・各省庁からの通達によるコロナ感染防止策 

・学内の感染防止策（パネル設置など） 

・コロナウイルスワクチン接種の推進 

・コロナウイルス抗原検査の実施 

・コロナ対策の監視または変化する状況の把握と 

各省庁や県市からの通達に従い順次対応した 

・基本的な感染防止策の徹底を行い、学内クラスタ

ーを未然に防いだ 

・ゼミ活動、行事前に抗原検査を実施した 

・関係機関への報告と再発防止策を検討する 

 

・抗原検査キットの在庫状況と利用計画を管理

していく 

⑧ 学生の修学支援について 

・制度の案内と支援体制の充実 

 

・学納金納入期日の柔軟な対応 

 

・修学支援制度の積極的な説明と推進 

・コロナ禍の影響で学費の延納件数が増えている 

 

・緊急給付金等施策の周知と説明会を徹底して実

施した 

・学納金延納について、柔軟な対応をとりつつ、

ガイドラインを検討する 

⑨ 事務局の効率化と専門能力の向上について 

・業務見直しと改善の推進 

・旧業務の廃止と効率良い業務の推進 ・ポータルサイトの構築や共有ファイルを利用す

ることで情報共有や管理方法が改善した 

・ムリ・ムダな業務を見直しすることができた 

・更に、業務を見直して、新しい効率の良い業務

を行っていく、更には保存資料の削減（データ

化）を推進していく 

⑩ アドミッションセンターの活動充実 

 

 

・県外への高校訪問 

・県外からの学生の修学状況の把握 

・進学相談会・見学会推進 

・系列校・各委員会との連携強化 

・オンラインＯＣの実施 

・コロナ禍で保留 

・キャンパス見学会の実施増加 

・附属高生事前相談の機動的な対応の実施をした 

・FD・SD 研修会（高校現場の進路指導の動向）実

施済み 

・県外からの在学生の出身校への周知方法を検

討する 

・重点高校（進路担当教員）との接触強化 

・近隣県立高から本学へ目を向けさせるための

検討をする 
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