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１ 教育に関する目標を達成するための措置 

 

（１）教育の成果 

 

（２）（３）教育内容の改善 教育の実施体制 

① 教育課程 

② 教育方法 

③ 教育の質  

④ 教育環境 

 

（４）学生の確保 

 

（５）学生支援の充実 

① 学習支援 授業支援 

② 生活支援 

③ キャリア支援 

 

２ 研究に関する目標を達成するための措置 

 

３ 地域貢献に関する目標を達成するための措置 

 

４ 国際交流に関する目標を達成するための措置 

 

５ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 

 

６ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 

７ 自己点検、評価及び情報の提供に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 

８ その他業務運営に関する目標を達成するためにとるべき措置 
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 昨年から世界各国に蔓延している新型コロナウイルス感染症「COVID‐19」における大

学運営について、文部科学省や厚生労働省の指導・指示についても多岐多様な方向から提

言され対応に苦慮して来た。生活面の学生指導（自宅生活、入構制限、入構時のチェッ

ク）から学修面での機器・機材の導入、授業方法、学修評価方法、学生へのメンタルヘル

ス対応など大学側も学生も初めて体験し対応に不安を生じた事柄が散見された。 

 第一に、学生の生活面を支え、遠隔授業の環境を整備すべく在籍学生１人に一律７万円 

自宅外学生に家賃補助として３万円を支給した。その他、家計が急変した学生・保護者に

対し１世帯１０万円を追加支給して全ての学生に対応出来た。学費納入期限について延納

や分納制度を開始し、柔軟な対応を心がけた。世界的にマスクの需要が高まり、マスク不

足が起こったので学生１名に２５枚のマスクを無料配布した。 

 大学内の感染予防措置として、赤外線サーモグラフィを学生玄関に設置するとともに玄

関やトイレ、各教室等に手指消毒剤を常備して学生への感染予防のための指導を行った。 

 その他、大学を取り巻く状況は、遠隔授業の開始に伴う情報化技術の進展による影響が

一層加速し、授業環境の変化と対面授業との違いを模索する研究が早急に必要となって来

ている。コロナウイルス感染防止策の一環で海外との遠征や留学も未だ停止状況の中、グ

ローバル化の推進に躊躇しつつも将来を見据えて加速させる準備も必要であります。昨年

計画内容にも加えた中央教育審議会答申である「2040年に向けた高等教育のグランドデザ

イン」や定員管理の厳格化、高等教育無償化などに示されるよう、私立大学を取り巻く環

境は刻々と変化しており、それらへの対応が急務となっている。 

このような環境のもと、群馬医療福祉大学・短期大学部では「教育」、「研究」及び

「社会貢献」等の活動を通して、社会の要請に応える医療福祉人材の養成に努めるととも

に、地域文化の発展に寄与していく。 

今年度、医療技術学部を開設した。臨床工学専攻２７名、臨床検査専攻３１名、の新入

生を迎えて、これまでの社会福祉学部、看護学部、リハビリテーション学部、短期大学部

医療福祉学科の教学展開を活かしながら、より高度な連携した教育・研究活動を実施すべ

く計画実践する。 

次に学生支援の充実を目的として、学生の正課及び正課外の諸活動における成果を管

理・蓄積する仕組みを構築するために、e-ポートフォリオシステムの全学的な展開を昨年

同様に引き続き進展させるとともに学修成果の可視化及び教育の質保証を測る仕組みとし

てディプロマサプリメント(授業到達度レポート)の導入などを中心とした教育改革をより

一層進めていく。 
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１．2021 年度事業計画について  

 

1 教育に関する目標を達成するための措置 

１-（1）．教育の成果  

目標  

カリキュラム・ポリシーやディプロマ・ポリシーに則して、十分な教育上の成果を上げる

ための教育内容と方法を整備・充実させ、学生の付加価値を最大化させる。  

 

評価指標  

①カリキュラムポリシー ディプロマポリシーの継続的な改定に着手する。 

②既設学部・専攻の教育課程の見直しを行い、カリキュラム・ポリシーやディプロマ・ポ

リシーに則して、体系的・構造的さらには学部間の横断的な教育課程を編成する。合わ

せて、学修成果の検証サイクルを確立する。  

③GPAによる基礎データの分析によりその効果を検証し、それぞれの課程における質保証 

の改善を図る。 

④教員の教育面における評価制度を設定する。 

⑤学位授与にあたり、ディプロマサプリメント（学位証書や成績証明書の補足資料）な

ど、各学生が修得した知識や能力等を明らかにするための学習成果の可視化的資料を 

完成し、学生指導に役立てる。 

 

 

１-(2)(3) 教育内容の改善 【教育課程 教育方法 教育の質 教育環境】    

目標 

学修成果の把握・可視化の仕組みを検討し、学生の成長を目に見える形で示す。さらに

PDCAサイクルに基づく内部質保証体制を構築する。  

 

評価指標 

【教育組織】  

①2021年 4月に医療技術学部を開設。  

教員人事、カリキュラム編成、広報、入学試験の実施等、学部設置に関わる諸業務を適

切に進め他学部の連携を強化する。 

②グローバル化社会において求められる高度専門職業人等の人材の育成が学位プログラム

として担保されるよう、体系的で国際通用性を有する教育課程や個々の科目の目標等を

整備する。 

③能動的学習（アクティブ・ラーニング）を取り入れた科目の割合を可視化し、70％以上

を目標とする。 
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④大学生活を通したボランティア活動の中で、自らが新たな問題点や課題を解決し、実習

や進路決定または将来の仕事に直結するようなボランティア活動の推進を図る。また地

域の課題解決型 PBL授業を全学的に提供する。 

⑤学生の卒業時の学修成果の質を保証するための仕組みを整備する。学生 eポートフォリ

オの実施後の検証と GPAの活用は必須の検討項目とする。  

⑥学修成果の可視化や成績評価の標準化の観点から、専任教員の担当科目の 50％以上にお

いてルーブリックを導入することを目指す。  

⑦次の情報をホームページや広報誌等において引き続き対外的に公表する。 

・学修時間・学修実態（学修時間・留学率等） 

・学修成果（学生の学修成果を把握するためのアンケート調査、単位取得状況、 

・学位取得状況、学内試験結果、外部の標準化されたテスト等） 

・資格取得等実績・進路等にかかる実績（資格試験や国家試験の合格者数や合格率、 

・語学資格試験実績、大学院進学率、起業者数等（就職率除く）） 

⑧教員相互の授業参観の実施、授業方法についての研究会の開催等により、FD活動の活性

化を図る。また、全教員の FD活動の参加を目指す。 

⑨全授業科目に係る体系性・有機的連携を確保するため、また新たに科目を設定すること

だけに着目せずに、削減する科目の検討をカリキュラムマップ及び履修系統図の作成に

て実施する。 

⑩成績評価においてＧＰＡ制度を生かし、進級判定・卒業判定・退学勧告のいずれかの基

準として用い、学生自身の学修成果把握のために活用する仕組みを構築する。 

⑪学生の学修時間の実態及び学修行動の把握を組織的に行うとともに、その結果を授業等 

教育活動の見直しに活用する。 

⑫ＩＣＴを活用した双方向型授業や自主学習支援などの実施について工夫する。 

⑬授業を担当する専任教員等に対し、ティーチング・ポートフォリオの作成を導入すると

ともに、教育改善又は教員等の教育業績の評価に活用する。 

 

主となる委員会・会議 主となる事務局 

教学マネジメント会議 

IR室 

教務カリキュラム委員会 

自己点検評価委員会 

FD・SD委員会  

大学改革推進センター 

IR室  

教務課 
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１－（4）．学生確保      

 

目標  

アドミッション・ポリシーに則して、戦略的な広報や入試制度改革等を通じて、志願者を

増加させる。  

 

評価指標  

①群馬医療福祉大学・短期大学部について、入学定員を確保する。  

②一般入試の延べ志願者数で、大学は 650人以上、短期大学部 100人以上を目標にする。  

③多面的、総合的な入試を実施し、公平、公正な入試評価を実施する。  

④アドミッション・オフィサー（専任職員）が、入試・学生募集に参画する。  

⑥高大連携校との連携を強化し、ミスマッチを防ぐ入学率の増加を目標にする。  

⑦本学の教育理念や教育目標を踏まえた、入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）

の見直しを行う。 

⑧外国人留学生やリカレント教育の一環として多様な志望動機や職業経験を持った志願者

に対応するための受入れ環境の検討、見直しを行う。特に留学生の募集に関して留学関

係事務職の充実や入試制度の構築及び留学生の居住環境の整備などの改革に取り組み、

留学に関する情報提供や修学・生活・就職にわたる総合的な支援を行う。 

⑨大学院について、入学定員の確保を目標にする 

 

 主となる委員会・会議  主となる事務局  

入試広報委員会  入試広報課 

 

 

 

１－(5)-① ．学習支援・授業支援    

 

目標  

学修に専念できるよう、十分な学修支援を行うとともに、授業支援を適切に行い、教育

効果を高める。  

 

評価指標  

①授業外での学修の必要性を高めることにより、卒業時における1日当たりの授業時間外

の学修時間について、「2～3時間以上」を80％以上、「していない」を0％にすること

を目指す。 シラバスに時間外学修時間について記述し、授業外の学修を支援する体制

を構築する。  
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②アクティブ・ラーニングの普及を中心とした、教育効果を高める授業支援の在り方を検 

討し、適切な支援体制を整備する。  

③授業外学修の支援を充実させ、学生が目指す学修成果を達成できるように支援する。 

④講義や実習、実験等が円滑かつ効果的に行えるよう、各教室の実験・実習機材や映像機 

器等、教育指導に使用する施設・機械について、適切な維持管理を行うとともに、計画 

的に整備・更新を進める。 

⑤ＩＣＴを活用した双方向型授業や自主学習支援などについて積極的に取組む。 

⑥図書館について、利用形態、施設設備、蔵書内容その他多角的に運営状況を検証し、利 

用者ニーズを踏まえた蔵書・資料の充実とサービスの向上に努める。 

⑦障がいや疾病のある学生が支障なく学習や研究に取り組めるよう、学内環境の点検・整 

備を進める。 

⑧TA制度、SA制度について支援環境をどのように構築するか教務カリキュラム委員会で検

討し実施する。 

  

主となる委員会・会議 主となる事務局 

教学マネジメント会議  

教務カリキュラム委員会 

FDSD委員会  

図書館委員会  

大学改革推進センター  

教務課 

図書館 

 

 

１－(5)-②．生活支援        

 

目標  

充実した学生生活を支援し、学生の資質・能力を向上させる。  

 

評価指標  

①学生が心身の健康を維持し、孤立して学生生活を送ることのないよう学生相談室による

支援を行い、気軽に相談できる体制の充実に努める。  

②学生の学習上の諸問題を相談、解決できるよう、学習支援カウンセラーを配置し、学習支

援に関する体制等の整備、充実を図る。 

③経済的支援の必要な学生が学業に専念できるよう、奨学金制度の拡充を図る。  

③健康な学生生活を送るために欠かせない食の提供を充実し、学生食堂の満足度を70％以

上に向上させることを目指す。  

④グローバル化に対応した教育（留学）プログラムの支援を充実し、参加者数を7％以上

に増加させることを目指す。  
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⑤正課外教育の支援の充実により、多様な学びの機会を提供し、正課外教育に対する学生

満足度を80％以上に向上させることを目指す。  

⑨学生が主体的な活動の中で能力を伸ばすことができるよう、正課外活動への支援を充実

し、クラブ・サークル支援の満足度を80％以上に向上させることを目指す。  

⑩学生が自主的学習を積極的に行えるよう、専門分野に関するＡＶ教材の拡充など、自学 

自習施設・設備の充実を図る。 

⑪組織的な連携体制のもと、修学面、生活面、就職面などの総合的できめ細かい学生支 

援体制を整備・運用し、学生の高い満足度を目指す。このため、学生満足度調査等への

意見聴取の継続的実施等によって組織的に検証を行う。 

 

主となる委員会・会議 主となる事務局 

学生委員会 学生課 

国際交流センター 

 

Ⅰ－５-③．キャリア支援     

 

目標  

積極的にキャリア形成支援を行い、社会を生き抜く力を育む。  

 

評価指標  

①在学生向け調査および卒業生調査を活用し、体系的なキャリア教育支援プログラムを実

施する。  

②学生アンケート項目における、就職・進路満足度について、90％以上の学生から満足を

得ることを目指す。  

③就職率100％を目指す。 

④就職率ランキング医療、福祉系にて継続してTop５入りすることを目標にする。  

⑤国家試験受験希望者に対して、教室の利用拡大など、資格取得に向けた各種の支援策を 

効果的に実施する。 

⑥同窓会組織と連携し卒業生の就職状況の把握や本学のキャリア教育を再確認することを 

目的に就職先での実態や取り組みについての調査を行う。 

⑦障がい学生や留学生など多様化する学生の意向を尊重したキャリア形成及び就職支援に 

向けて、情報の収集を行い個別の支援を強化する。 

⑧学生の円滑な就職・進学活動を積極的に支援し、学部間で一貫した指導体制のもと、大 

学として高い就職率を継続していくため、県内福祉施設・病院等を招いての就職説明会 

の拡大実施、学内ネットワークを活用した学生への迅速な就職・進学情報の提供など、 

就職・進学支援のための取組みを効果的に展開する。 
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⑨看護師、保健師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士及び精神保健福祉士の国家試験

合格率について、100％の合格率を目指す。 

⑩社会福祉士国家試験の合格率は全国平均以上を確保しつつ70％の合格率を目指す。 

 

 

２ 研究に関する目標を達成するための措置 

 

目標 

「学校法人昌賢学園 群馬医療福祉大学研究倫理審査委員会規程」について再考し、より円

滑かつ迅速な審査を遂行できるように検討を行うため申請の手順等を検討・整備する。また、

FD 委員会をはじめ、他の部局や委員会と連携・協力し、研究倫理教育の実施に取り組む。

また、学生・大学院生向けの研究倫理教育実施の機会を検討する。 

 

評価指標 

①教員が、最新の知識や技術に基づく質の高い研究に積極的に取り組めるよう、電子ジャ 

ーナル等を活用した国内外の最新の論文等の情報を迅速に収集する機能の強化や、教員 

の研究発表会を定期的に開催するなど、研究水準の向上につながる取組みを継続的に展 

開する。 

②県内の保健・医療・福祉に関する地域課題を的確に把握し、個人研究のほか、県内の行 

政機関や病院職員等との共同研究を行い、その解決に積極的に取り組む。また、教員が 

行った研究の成果については、大学の論集「群馬医療福祉大学論集」の出版や、学会で 

の発表、学術雑誌への論文寄稿等により広く公表する。 

③科学研究費補助事業等の外部資金獲得のための体制づくりを引き続き整備するとと

もに、学内諸制度の見直し、外部資金獲得のための学内特別研究費の一層の充実を

図る。 

④産学官連携活動を通じて、国、自治体及び産業界との受託研究・共同研究を引き続

き推進する。 

⑤大学の研究活動全般について、定期的な自己評価及び外部評価により適切に検証し、必 

要な改善を図る。 

主となる委員会・会議  主となる事務局  

学生委員会  

進路指導委員会  

国家試験対策委員会 

IR室 

 

就職課 

IR室 
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３．地域貢献に関する目標を達成するための措置  

 

目標  

地域連携活動を通じて、地域に関する教育・研究の進展を図るとともに、知的財産を広く社

会に還元し、教育的・学術的・文化的貢献を果たす。  

 

評価指標  

①本学の特徴や強みを踏まえた地域連携活動を推進するため、地域における本学の役割や

地域連携の在り方を明確化する。  

②地域における他大学、各自治体、地域経済界等で構成されるプラットフォームを発展さ

せ、教学改革を推進する。  

③医療福祉教育研究センターの相談内容を点検・評価し、地域の方々が気軽に相談に来られ

るような活動となるよう一層の充実を図る。  

④本県を取り巻く医療・福祉の課題を踏まえた適切なテーマを設定した連続公開講座を 

1回以上開催し、募集単位ごとの講座を年間40講座以上開講する。また、実施した公開

講座については年度ごとに報告書として記録し、活用できるよう整備する。 

⑤県内の看護や理学療法、作業療法、臨床検査、臨床工学、福祉の各分野の従事者を対象 

として、本学教員を講師とした技術研修会の開催や、著名な研究者等を招へいして実施 

する特別講義を開催するなど、地域の医療・福祉等関係者の資質向上に寄与する取組み 

を行う。 

⑥地域で大規模災害が発生した場合は、地元自治体との連携のもと、大学施設の開放や本 

学の人的資源を活用した救護活動など復旧支援活動に最大限協力する。 

⑦県民の健康と福祉の向上、及び地域の発展に貢献するという観点から、本学の知的・人 

的資源をより有効に活用するための方策を検討する。 

⑧社会人の課題解決ニーズや学び直しニーズに応えるため、必要な時にいつでも学ぶ事の 

できる体制を整備し、社会人のニーズに合致した公開講座や子育て支援者の養成講座の 

開催等を初め、資格取得にもつながる生涯学習支援やリカレント教育を積極的に行う。 

⑨前橋商工会議所と共催するまちなかキャンパス講座にⅠ期４月～８月 Ⅱ期10月～2月

に参加し各10講座 藤岡市と共催する講座に10講座 合計30講座以上を開催する。 

  但し、コロナ感染防止策により主催者側の動向を注視して対応する。 

 

主となる委員会・会議  主となる事務局  

・研究倫理・公的資金運営委員会 

・紀要論集委員会 

・FDSD委員会 

・大学改革推進センター 

・総務課 
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⑩前橋市東公民館共催事業について連携し、介護講座、子育て支援講座を継続して年間事 

業計画と位置づけ5講座以上実施する。 

⑪前橋市や関係企業との連携を強化しながら前橋版「CCRC構想」事業を具体的に推進させる。 

 

主となる委員会・会議 主となる事務局 

 地域貢献委員会 

公開講座委員会 

 

 地域連携センター 

  

 

 

４ 国際交流に関する目標を達成するための措置 

  

目標 

本学の教育カリキュラムや教育環境について英語やその他の外国語を用いて一層の国際

化を進める。国際交流センターを中心に、交流協定校との協力関係を活かした海外研修

プログラムを一層充実させ、両校相互の発展に努める。 

 

評価指標 

①学生の国際交流を一層盛んにするために、外国人留学生の受入れおよび日本人学生の海

外派遣プログラムの一層の充実、支援体制の整備、全学として受入外国人留学生数を5

名、海外派遣日本人学生数60名を目標とする。 

②教職員の国際通用性を高めるために、語学力を重視した教職員採用、現職の教職員の向

けグローバル活動の活発化を推進するSD研修の実施。 

 

主となる委員会・会議 主となる事務局 

 教務カリキュラム委員会 

FDSD委員会 

国際交流センター 

総務課 

 

 

 

５ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置目標 

 

目標  

学園の発展や中期計画の達成のため、教職員がやり甲斐を持ちながら能力を生かし活躍で

きる人事施策を推進する。学長のリーダーシップのもと、本学の教育・研究・社会貢献等

の機能を強化できるようガバナンス体制の点検、見直しを継続的に行う。 
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評価指標  

①多様な雇用・就労形態による人材活用、高い専門性を持つ専任職員の採用、働き方改革

等、新たな職員の採用を含んだ職員採用計画を策定し、実施する。  

②全学的な人事方針を策定し、外国人や語学能力のある人材、職員若手の積極的な採用を

含めた透明かつ公正な人事を実施する。 

③組織の活性化を図るために、専門性の高い教職員の確保・育成に努め、適正な人員配置

を行う。 

④教員の業績評価の結果を踏まえ、教育、研究、社会貢献、学内運営の各領域における優

秀な教員に特別昇給や理事長表彰等のインセンティブを付与する。また、職員について

も、人事評価を実施し、その結果を給与等に反映する。 

主となる委員会・会議 主となる事務局 

大学改革推進センター会議 

評議員会、 理事会 

内部監査室 

総務課 

 

 

６ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 

目標 

堅実な経営基盤を維持・向上させるために必要な財務戦略を立案・実行する。 

 

評価指標 

①研究水準の向上に向けた取組みを全学的に強化し、科学研究費補助金等の競争的資金

や、共同研究、受託研究などによる外部研究資金の獲得に努める。科学研究費補助金

について5件以上の採択を目指す。 

②補助金は、私立大学等改革総合支援事業の採択を目指す。また、入学定員の管理を厳格

に行い安定的な収入を確保する。一般補助、特別補助における経常費補助については各

課、委員会と連携し、各項目に対応できるよう整備する。 

③大学の財政基盤安定のため、授業料や入学料収入等の安定的な確保を図る。2019年10月 

の消費税増税時には授業料を据え置いたが、2022年度(令和4年度)を目途に授業料を2％ 

上乗せすることを検討する。 

④大学の円滑な運営を確保するため、教職員、同窓生、外部など寄附金の募集について検

討を行う。 

⑤IR機能を強化して、財務情報を戦略的に分析し、経費を抑制するとともに経費抑制のた

めの業務改善に取り組む。また、エネルギー経費や施設・設備の更新経費抑制に向けた

戦略を策定し、実施する 
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７ 自己点検、評価及び情報の提供に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 

目標 

教育・研究の向上を図り、自らの活動を点検・評価し、大学の質（教育・研究の質）を自

ら保証（内部質保証）する。教育・研究水準の維持・向上に努め、内部質保証システムを

確立し機能させる。 

 

評価指標 

 

①自己点検、評価及び外部評価の結果を踏まえ、現状の課題や問題点を的確に把握すると 

ともに、その対策を効果的に講じることにより、教育研究活動や大学運営の一層の改善 

を図る。 

②大学運営の透明性を高めるため、財務情報や大学の目標・計画、外部評価の結果等法人 

の運営に関する諸事項について積極的に公表する。 

③大学の特色や魅力をステークホルダーに発信するため、ホームページや入学案内冊子な

どの情報発信媒体の充実及び有効活用を図るとともに、オープンキャンパス等多様な

広報機会を通じて広報の強化を図る。 

主となる委員会・会議 主となる事務局 

自己点検評価コンプライアンス委員会 大学改革推進センター 

入試広報課 

 

 

８ その他業務運営に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 

目標 

教育環境の整備、学生へのサービス向上に努める。特に安全性強化及び老朽化対応

のために計画的な施設設備の整備を推進する。 

評価指標 

①各キャンパスの教育の特色や立地条件等の特性を活かしつつ、大学全体として相互に連

携するキャンパスを計画的に整備する。 

  ･ラーニングコモンズの設置 

②教育・研究・社会貢献活動の多様化やユビキタス環境の進展に対応できる施設を整備す

る。 

・アクティブラーニング環境の整備(各キャンパス) 

・クリッカー、タブレット端末を使用した双方向型授業環境の整備 

・各学部の教務システムの充実及びシステムと連携した証明書発行機の設置検討  
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③キャンパスアメニティの実現 

学生のライフスタイルを考慮した憩いの空間を創出する。バリアフリー、ユニバーサル

デザイン等に配慮し、すべての利用者にやさしい環境を整備する。 

 ・前橋キャンパス 1号館にエレベーターの設置 

・学生駐車場アスファルト舗装補修整備及び拡張 

 ・太陽光パネルを設置したエコキャンパス推進を図る。 

 ・中庭開放や下足制度の廃止など、学生満足度充実のための取組みについて検討 

 

④地域との共生  ・地域コミュニティの中心となるキャンパスを実現する。 

 

⑤危機への対応 

災害等に対応できうる危機対応型のキャンパスを整備する。大規模な災害や事故等の発

生に備えた学内の組織体制や対応マニュアル等を点検、整備するとともに、有事を想定

した実践的な訓練を行う。 

 ・災害避難場所としての水、食料、飲料、毛布の備蓄(藤岡キャンパス) 

 

⑥安全性の確保 

安全・防災のため、計画的に耐震補強工事等を実施し耐久性のある施設を順次整備する

とともに、防犯や衛生を考慮した環境を整備する。また、学内施設及び大学周辺等の安

全、防犯対策等の実施状況を適時点検し、事故等の未然防止に努める。 

 

⑦省エネルギーの実現 

地球環境に配慮し、省エネルギーや省コストを実現する合理的な施設設備を整備する。 

 ・エコキャンパス推進事業（補助金 2 分の 1 補助獲得）に応募し、太陽光パネルの設置行

う。蓄積したエネルギーを活用した学内照明器具の LED 化を目指す。 

 

⑧法令遵守等に関する目標を達成するための措置 

 監事の権限強化に伴い、サポート体制を充実させる。さらに、法令遵守（コンプライ

アンス）ガバナンスコードの作成検討並びに公的研究費の不正使用防止のための教育

や研究活動の不正行為防止のための研究倫理教育を着実に進め、教職員の受講状況や

理解度を把握し、教育の受講状況を部局ごとに公表するなど、組織的に浸透させる。 

主となる委員会・会議 主となる事務局 

教学マネジメント会議 

自己点検評価コンプライアンス委員会 

 

大学改革推進センター 

総務課 

施設管理課 
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 令和３年度  

 

 

 

 

 

    学校法人昌賢学園  

 

事 業 計 画  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  学校法人昌賢学園  

        群馬医療福祉大学大学院  

        群馬医療福祉大学  

        群馬医療福祉大学短期大学部 
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        群馬社会福祉専門学校 

       群馬医療福祉大学附属鈴蘭幼稚園  

  

 

 

 

 

Ⅰ．法人の概要 

 

１．法人の名称  学校法人 昌賢学園 
 
２．事務所の所在地 群馬県前橋市元総社町 １５２番地 
 
３．設置する学校 

①群馬医療福祉大学大学院 社会福祉学研究科 

②群馬医療福祉大学 社会福祉学部 社会福祉学科 

③群馬医療福祉大学 看護学部 看護学科 

④群馬医療福祉大学 リハビリテーション学部 リハビリテーション学科 

⑤群馬医療福祉大学 医療技術学部 医療技術学科 

⑥群馬医療福祉大学 短期大学部 医療福祉学科 

⑦群馬社会福祉専門学校 社会福祉専門課程  

福祉保育学科 介護福祉専攻科  社会福祉士通信課程 

⑧群馬医療福祉大学附属鈴蘭幼稚園 

 

４．学生・園児等の数                                       （令和３年３月１５

日）現在 

  学部･学科名 入学定員 収容定員 学生･園児数（人） 

令和2年 卒業者 入学予定 

大学院 社会福祉学研究科 １０名 ２０ １０ ５ ０ 

社会福祉学部（社福 

     （子ども 

50名（外編入40 

 ４０名 

２８０名 

１６０名 

 １８５ 

１０６ 

４５ 

３０ 

５１（６名） 

２９ 

看護学部    ８０名 ３２０名 ３５９ ９０ ８６ 

リハビリテーション学部（理学 

          （作業 

３５名 

３５名 

１４０名 

１４０名 

１４７ 

１３０ 

３４ 

２３ 

３７ 

３８ 

医療技術学部 （臨床検査 

       （臨床工学 

４０名 

４０名 

１６０名 

１６０名 

０ 

０ 

０ 

０ 

３６ 

３６ 
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短期大学部（介護 

     （医療秘書 

    ４０名 

４０名 

 ８０名 

８０名 

４８ 

５１ 

１７ 

２８ 

２８ 

２４ 

群馬社会福祉専門学校 

福祉保育学科 

介護福祉専攻科 

社会福祉通信課程 

別科（実務者研修「通学」 

別科（実務者研修「通信」 

別科精神保健福祉士「通信」 

    

     ５０名 

    ８０名 

   ２００名 

１２５名 

２５０名 

８０名 

   

 １００名 

   ８０名 

 ４００名 

１２５名 

２５０名 

８０名 

 

４６ 

１１ 

１０６ 

１９ 

９８ 

２８ 

 

１９ 

１１ 

６４ 

１９ 

８７ 

２８ 

 

２９ 

１１ 

３９ 

未だ 

未だ 

２７ 

附属 鈴蘭幼稚園     ９０名  ２８０名 ８１ １６ １６ 

総合計 １０００名 ２５３０ １４２５ ５１６ ４９３ 

 

 

 

５．役員 

 理 事    ８人       監 事    ２人     評議員   １９人 

 

                                                       

６．教職員の状況    「平成２９年４月１日 現在」 

施設名称 人 数 施設名称 人 数 

大学院教員 

   兼任講師 

 

４名 

１１名 

短期大学部 教員 

   兼任講師 

   事務職員 

１２名 

９名 

３名 

大学教員（社会福祉学部） 

   兼任講師 

   事務職員（本部含む） 

３８名 

３６名 

３８名 

専門学校  教員 

   兼任講師 

   事務職員 

１１名 

２６名 

９名 

大学教員（看護学部） 

   兼任講師 

   実習補助教員 

   事務職員 

３０名 

６２名 

１５名 

７名 

幼稚園   教員 

   非常勤教員 

   事務職員（運転手含む 

９名 

３名 

５名 

大学教員（リハビリテーション学

部） 

   兼任講師 

１４名 

２６名 

６名 
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   事務職員 

大学教員（医療技術学部） 

   兼任講師 

１４名 

２名 

合計  常勤教員 

    兼任教員 

    事務職員 

１３２名 

１９０名 

６８名 

総合計 ３９０名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 2年度  

大学改革推進センター・IR 室 活動報告 

【社会福祉学部・看護学部・リハビリテーション学部・短期大学部】        

Ⅰ.実践(活動)事項 

 

大学改革・機能強化及び教育の質的向上に向けた全学的な教育支援体制に係る諸施策の企画・開発及び

推進を図るとともに、組織的かつ継続的に教育内容及び教育方法の改善を行い、本学の教育の発展に寄

与することを目的としている。学長のリーダーシップのもとの全学的な教学マネジメント体制を整備

し、大学が掲げる 3 ポリシーや大学の特色等を継続的に点検し、教育の質の向上、内部質保証への取組

を行う。 
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(1)  中・長期の将来計画についての構想 

(2)  教育のポリシーを策定するための大学の基本方針 

(3)  学生支援に関する方針 

(4)  教育研究等における環境・条件の整備に関する方針 

(5)  社会連携及び社会貢献に関する方針 

(6)  大学運営に関する方針 

(7)  国際連携に関する方針 

(8)  研究事業の実施に関する方針 

(9)  高大接続に関する方針 

(10) IR情報の公表に関する方針 

(11) FDSDの実施に関する基本方針 

(12)各部署・センターより上申される意見の集約・調整 

(13)学生からの意見を聴取する会の主催 

(14)競争的資金獲得にむけての体制方針 

 

Ⅱ.委員会実施報告 

 

第 1 回 3 月 30 日・コロナウイルス感染拡大防止にかかる授業運営方法について検討 

・学内において感染者が確認された場合の対応 

・授業開始及び実施方法について) 検討        【教学マネジメント】 

第 2 回 4 月 15 日・コロナウィルス感染拡大防止に関する今後の対応について 

・IR 室の業務内容の点検について                    【IR 室】 

・2019 年度 国家試験結果について           【IR 室】 

・私大総合改革支援事業 タイプ 1 タイプ 3 申請準備について 

・学生の意見を聴取する会の実施について 

第 3 回 4 月 30 日 ・5 月 7 時以降の今後の授業延期について 

        ・授業運営の現状把握と今後の課題について   【IR 室 教員アンケートより】 

第 4 回 5 月 13 日 ・遠隔授業進行マニュアルについて        【教学マネジメント部会】 

                ・今後の学生募集及び入学試験について     【入試広報センター】 

                ・本学のイメージ調査結果について(高等学校教諭対象)   【IR 室】 

                ・２０２０年度度新入生アンケート                【IR 室】 

                ・入試データ                                 【IR 室】 

第 5 回 5 月 19 日 ・授業再開に向けての対策について        【危機管理担当 事務長】 

第 6 回 6 月 3 日 ・2020 年度 広報活動について  オープンキャンパス 

         高校訪問教諭対象説明会          

        ・高大連携の実施方法について          【入試広報センター】    

        ・通学再開マニュアル              【危機管理担当 事務長】 
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第 7 回 6 月 24 日 ・7 月以降の学事日程について 

        ・前期定期試験について               【教務カリキュラム委員

会】 

        ・各学部 GPA 分布 経年比較について           【IR 室】 

第 8 回 7 月 8 日  ・学生からの意見聴取の会 改善検討            【大学改革推進センタ

ー】 

               ・国家試験結果と入試形態・GPA との関連        【国家試験対策委員会】 

        ・学生満足度調査結果について             【学生委員会  IR 室 】    

         ・GPA 評価に基づく個別学修支援の必要な学生への支援規定  

                                                              【高等教育支援センタ

ー】 

第 9 回 7 月 29 日・大学改革改善について（私立大学総合改革支援事業から）【大学改革推進センタ

ー】 

        ・初年次教育 フレッシャーズキャンプについて     【高等教育支援センタ

ー】 

 

第 10回 10 月 13 日・学部間共通科目について             【大学改革推進センター】  

                 ・遠隔授業活用推進事業 採択について      【大学改革推進センター】        

                 ・令和２年度私立大学総合改革支援事業申請状況について 【大学改革推進センタ

ー】 

                 ・教育内容、カリキュラム等に関する学部間比較について【 IR 室 】 

第 11回 11 月 25 日・SA 制度について                        【高等教育支援センター】       

         ・諸規定について                         【各センター 】 

         ・高大連携学生追跡調査                      【IR 室】                                    

                 ・接遇 マニュアルについて                  【内部監査室】 

第 12回 12 月 16 日・内部質保証の取組について                  【大学改革推進センター】  

         ・今後の学事日程について                   【大学改革推進センター】 

                 ・遠隔授業の成果に関する調査 報告         【教務カリキュラム委員会】 

第 13回 1月 20 日 ・教学マネジメント上の点検及び 2021 年度にむけて改善について  

                                  【大学改革推進センター】                        

         ・学位記授与式について              【大学改革推進センター】 

           ・教授会、学部会議規程の見直しについて     【内部監査室】  

          ・後期定期試験の実施形態について         【教務カリキュラム委員会】 

                 ・SA 利用「希望アンケート」について       【高等教育支援センター】 

第 14回 2月 17 日 ・研究倫理規定（新学部含む）          【研究倫理委員会】   

         ・令和 3 年度における各センターの取り組みと次年度に向けた改善 

                                 【各センター】 

 

令和 2 年度（2020 年度） 教学マネジメント上の取組・成果 

ICT を活用した授業の施設設備の在り方 
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●LMS を使用した学習管理 e ﾎﾟｰﾄ フォリオの運用開始 

●遠隔授業運用マニュアルの作成 

●ICT を使用した双方向型授業 

●大学等における遠隔授業活用推進事業採択 (youtube studio の設置 補助金獲得) 

 

個々人の学修の達成状況の可視化 

●学修成果の可視化 ディプロマサプリメント（DP に対する達成状況を確認） 

●学修成果の可視化 社会人基礎力の可視化（本学理念の浸透を確認） 

 

履修指導体制の活用及び各科目間の関係性の明確化 

●カリキュラムマップ作成 （課題 マップを活用した履修指導及び DP との整合性）  

 

教育の質保証と情報公開 

●情報公開サイトのリニューアル (学修成果・教育成果の可視化に関する情報)  

 

教育評価 

●ティーチングポートフォリオ(教育業績書)の作成 （課題 評価制度の確立） 

 

私立大学総合改革支援事業 

●私立大学総合改革支援事業 タイプ 1 タイプ 3 申請 結果待ち 

（課題タイプ 2.4 の体制整備）  

教学/入試/就職 IR 体制の確立 

●学修時間の把握 

●高校教員による本学のイメージ調査について(高等学校教諭対象) 

●新入生入学意識調査 

●入学試験・志願者状況等経年比較及び入学者選抜の妥当性について 

●遠隔授業に関する教員授業運営及び学生受講状況調査   

●遠隔授業実施に関する成果検証 

●各学部 GPA 分布 経年比較について                   

●学生からの意見聴取の会 改善検討   

●国家試験結果と入試形態・GPA との関連   

●学生満足度調査結果について分析 （全体 各学部）  

●教育内容、カリキュラム等に関する学部間比較について 

●高大連携学生追跡調査       

●就職等進路にかかわる実績及び卒業生評価・外部機関からの評価  
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Ⅲ.課題(問題・改善)反省事項 

・中長期計画及び将来構想計画について、長期的な経営戦略ビジョンを明確にし、今後ワーキンググル

ープを作成するなどし、全学的な活動を促進させるような取組みを図る。 

・全学的な体制での教育の質的転換を継続的に図り、全学的教学マネジメント体制の下、アクティブ・

ラーニングの充実、学修支援体制の整備、学生による授業評価結果の活用、学生の学習時間等の把握

など IR 情報を活用しながらし改善改革を図る。 

・私立大学総合改革支援事業における更なるポイントの獲得を目指す。特に獲得できていな【特色ある

高度な研究の展開】、【社会実装の推進】について体制を整える。 

・国際化については 2016 年度から積極的な活動を進め協定締結など成果をあげることができた。2020

年度はコロナの影響により国際交流・海外留学について活動を停止している。今後は語学教育強化、

国際環境整備、地域の国際化などの多様なグローバル化への転換を図っていく必要があり、実践的な

語学教育や教員の英語力強化をはじめ、海外大学等との交流協定などを積極的に行っていく必要があ

る。中国の協定校に対しては介護を中心に遠隔講座の配信等を計画する。受入態勢については 2018

年度より整備を実施しているが、経済的支援や学習支援体制の具体的な整備を行う。 

・産業界や自治体他の連携について教育面を含む産学連携体制の構築、企業等との教育プログラムの共

同策定・実施などが考えられる。連携による地域課題の解決を目的とした教育・研究を推進させる。 

・3 つのポリシーを踏まえた適切性に係る点検、評価のサイクルの確立を目指し、点検・評価にあたっ

ては学外（地域社会、産業界等）の参画を得て客観的な視点を取り入れるため外部評価委員会の設置

を目指す。 

・カリキュラムマップ上の科目と DP との関連に整合性がつかないものが存在するため、科目のスクラ

ップ又は DP の見直しが必要である。 

・コロナ渦において ICT を活用した教育改革についての取組・補助金の獲得など対応することができた

が、学生の授業満足度から機器の遠隔な操作、さらに効果的・発展的な活用の工夫が望まれる。 

 

Ⅳ.令和 3年度の展望 

・文部科学省の指針、動向等の情報をいち早くキャッチし、本センターからの方針を各学部、委員会

へ配信し、大学改革が有機的に実行できるよう改革を進める。 

・グローバル人材育成などの次世代を担う人材育成やアクティブ・ラーニング等による教育の質の向

上さらに、学生生活を通して学生が「何ができるようになったか」を可視化し、学生に提示する。 

 eポートフォリオの効果的活用 

・学生の学修時間の実態及び学習行動を全学的に把握し、授業改善、教育活動改善の見直しを行う。 

・学修成果の中身や学修成果に関する情報について、大学が示す学修成果の情報をより活用されるよ

う   

 産業界、自治体等と協議を行う 

・学修者本位の教育の展開を推進させる。全授業科目に係る体系性、有機的連携を確保するための履

修 
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 系統図、ナンバリングについて検討する。 

・ティーチングポートフォリオを活用した教員の教育面における評価制度の実施を目指す。 

・卒業生アンケートを実施し、学生時からの成長実感、満足度について測定し、カリキュラム改善を

検討する 

・SA等の教育サポートスタッフの活用と効果を上げるための定期的な研修を実施する。 

・2040年に向けた高等教育のグランドデザイン答申で示された事柄について検討する。 

（教学、情報公開、国際化、リカレント教育、データサイエンス等） 特に履修証明プログラムの実

施や公開講座（オンデマンド、ZOOM)などリカレント教育について加速させる。 

 

Ⅴ.所属関係教員 

 

学長 笹澤 塚本 小島 櫻井 足立 山口智 川端 平形 大竹 梅山 鈴木靖 間渕 田村  

戸塚 山口和 長津 板垣 田口 岡野 (必要に応じて各委員会を招集)    

 

 

 

 

 

 

令和２年度 

地域連携センター活動報告 

          【社会福祉学部・看護学部・リハビリテーション学部・短期大学】 

実践(活動)事項 

○地域貢献 

・地域貢献活動報告書(H29・H30 版)編集・校正・発行 

・出前授業、まちなかキャンパス等への講師派遣 

・東公民館事業への協力（学生ボランティア・教職員の派遣） 

・CCRC 事業における前橋市との連携 

○公開講座 

・公開講座（１０～１１月実施予定）の準備を行うも、コロナウイルス感染拡大を受け、すべて講座は中止となった。 

・次年度の公開講座開催に向けての計画・準備。 

○高大連携 

・高大連携授業を YouTube 配信形態にて実施。 

・高大連携協定締結校との情報交換会の実施（１０月・３月）。 

・福祉施設見学ツアー・プレ学生証発行（５月予定）はコロナウイルス感染拡大を受け、実施できなかった。 



23 

 

・樹徳高校との教育連携事業へ講師派遣。 

○ボランティア 

・コロナウイルス感染拡大のため、例年実施しているボランティア活動がほとんど実施できなかった。 

・感染リスクのない活動（学外者との接触のない活動、学内活動等）の支援。 

・授業（サービスラーニング・ボランティア）の一環としての新たな学び（学生が地域課題を見出し、解決に向け主体的に計画・

実践し、振り返りや発表を行う）の支援。 

・東公民館事業への協力（学生ボランティアの派遣）。 

○ボランティア教育改革 

・サービスラーニング型ボランティア活動の研究及び関係機関（社協、公民館、学校、自治体等）との連携・情報交換。 

課題(問題・改善)反省事項 

○地域貢献 

・地域貢献報告書編集着手が遅れ、資料収集・整理・確認がより困難になり、発行が遅れた。 

・コロナ禍で出前講座の実施の是非の判断が講師に委ねられ、地域連携センターに相談があっても、明解な回答ができなかった。 

・コロナ禍でまちなかキャンパスが中止となった。また前橋市商工会議所との意思疎通が十分ではなかった。 

・日赤跡地活用（CCRC）事業に本学を挙げて参画する方向である。 

・準備の遅れ、コロナ禍で科目等履修生・履修証明プログラムの募集ができなかった。 

○公開講座 

・事前準備は順調であったが、コロナ禍で中止となった。中止連絡は関係機関、個人にスムーズに行えた。 

○高大連携 

・高大連携授業は急遽対面方式から YouTube 配信方式に変更して実施した。テクニカル面等で改善の余地があるが、受講した高

校生の満足度は概ね良好であり、コロナ禍においてはやむを得ない選択であった。 

・高大情報交換会は感染防止に留意しながら、参加人数や会場を変更して２回実施した。新学部情報、入試情報等の大学側から

の情報発信はある程度できたが、情報交換は不十分であった。 

・福祉施設見学ツアーが中止となり、継続的な高大連携事業は実現できなかったが、樹徳高校との連携講座は実施できた。 

○ボランティア 

・コロナ禍で学生の各種ボランティア活動の機会が極端にすくなくなり、指導・支援が十分にできなかった。 

・サービスラーニング、ボランティア授業では、授業担当者の尽力により、学生が主体的に地域課題を見出し、感染リスクを 

低減させながら、ある程度の実践活動及び振り返り・発表ができた。 

・東公民館との連携を強化し、学生の地域貢献活動や学びの機会を得られた。 

・学生の登校・活動制限もあり、特に前橋キャンパスでは、学生ボランティア委員会をほとんど機能させられなかった。 

〇ボランティア教育改革 

・サービスラーニングへの学生・教職員の理解は進んだが、カリキュラム開発や授業への支援はあまり進められなかった。 

令和３年度の展望 
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○地域貢献 

・次の地域貢献活動報告書（令和元・２年度）の資料収集、編集を進め、できる限り早く発行する。 

・出前講座の実施の可否について、大学としての基準を検討する。 

・まちなかキャンパスについて、前橋商工会議所との連絡を密にして、内容も含め改善を図る。 

・前橋市や関係企業との連携を強化しながら、CCRC 事業を具体的に推進させる。 

・地元関係機関や関係団体との連携を強化し、地域貢献とともに、学生の学びにつながる活動を推進する。 

・科目等履修生、履修証明プログラムの募集を再開する。 

○公開講座 

・コロナウイルス感染状況に応じて実施できる最善の方法等を検討する。 

・特別講演会のあり方を昌賢祭のあり方と関連づけ、検討する。 

○高大連携 

・高大連携授業計画を対面・YouTube 配信の２案で進め、５月中には決定し高校側に伝えたい。また、総合型選抜（高大連携型）

を踏まえたより望ましいあり方を、入試広報センター、関係部署・学部等とも連携し検討したい。 

・積極的な情報交換の場となるような高大情報交換会のあり方を検討する。 

・医療技術学部発足を受け、入試広報センターと連携し、進学校を中心に高大連携協定締結校を増やす。 

・継続的な高大連携の具体策を、各学部を中心に検討してもらい、実施につなげる。 

・樹徳高校との教育連携のさらなる充実を図る。 

○ボランティア 

・コロナ感染状況を踏まえたボランティア活動のあり方を検討し推進を図る。 

・サービスラーンニングを意識した活動（地域課題を意識させ、学生が企画段階から参画するなどの主体的な学びにつながる）を

関係機関と連携しながら推進する。 

・前橋キャンパス学生ボランティア委員会を組織化し、支援・活性化を図る。 

・依頼ボランティアの申込み、集約、先方への連絡、管理のあり方について、Web 活用も含め再検討する。 

○ボランティア教育改革 

・授業担当者、ボランティア委員会、各専門教員と連携しながら、サービスラーニング授業の充実・改善を図る。とりわけ、サー

ビスラーニングⅡのあり方について、研究・開発に努める。 

 

所属関係教員 

◎田村、森田、秋山、時田和、新木、土屋、清水久、岡野 
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令和２年度 

高等教育支援センター活動報告 

【全学部】 

Ⅰ.実践(活動)事項 

○各種試験対策 

・5/13各種試験対策合同会議、5/20 国家試験合格 100%達成を目指す会議、10/21 各種試験対策中間報告会、３月各種試験対策総 

括会議を実施。また、教授会や社会福祉学部会議での各種試験対策担当者からの状況報告も行った。 

○学修相談・学修支援 

・「学習なんでも相談」を実施。コロナ過での学習不安や遠隔授業に関する相談など学生からの相談が特に前期に多く寄せられた。 

・「GPA評価に基づく個別学修支援の必要な学生への支援要領」を作成した。 

・GPAが１．２以下の学生に対して、担任はもとより、センター長等による面談や学習支援を行った。前期の成績では、社会福祉

学部２年２名、リハビリテーション学部２年１名が対象となった。各学生２回実施した。 

 ※学修面で心配であると担任等が判断した（GPA が 1.2 より高いが 2.0 に満たない）学生に対しても面談を実施した。（リハビ

リテーション学部２名、看護学部１名） 

・自習室の整備をできる範囲で行った（前橋キャンパス）。 

○初年次教育 

・入学前指導は、１月（１回）、３月（２回）実施の予定であったが、コロナウイルスにより３月（２回）は実施せず。 

・フレッシャーズキャンプは、コロナウイルスにより実施できなかった。 

・入学前準備教育（ナガセの教材）を実施し、結果分析報告を教授会で行った。 

・学力基盤確認テストを全学部１年生に７月に実施し、結果分析報告を教授会で行った。 

○ラーニングコモンズ企画 

・ラーニングコモンズの機能の整理をした。 

・ラーニングコモンズのレイアウトや設備について、大竹先生、亦野設備の角田さんを交え複数回検討会を持った。 

・高崎商科大学、前橋国際大学のラーニングコモンズの視察を行った。 

○教員採用試験対策支援 

・１次試験合格者に対して２次試験面接練習や採用試験対策講座の講師を務めた。 

・教育実習報告会や教員採用試験報告会等で講評を述べ、教職に対しての認識を高めた。 

・今年度新たに次の２つの対策を実施した。 

① 元高校校長経験者による教員試験対策講座（一般教養・教職教養）（３年対象） 

② 高等教育支援センターによる教員希望者への面談（希望者全員）（１，２年生対象） 

・基礎学力養成講座企画・運営 DVD 講座および模擬試験実施 

・教員採用試験大学推薦校内選抜業務を実施した。 

Ⅱ.委員会実施報告 
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第１回  ４月１５日 （水） 

第２回  ６月１０日（水） 

第３回  １０月２１日（水）   

第４回  ３月３日（水） 

Ⅲ.課題(問題・改善)反省事項 

○各種試験対策 

・前橋キャンパスの社会福祉士国家試験対策および教員採用試験対策に対しては具体的な支援ができたが、他キャンパスの国家試 

験対策に対して十分な支援ができなかった。 

・指導方法研究のための他大学訪問は、コロナ禍で実施できなかった。 

・教員採用試験希望者で英検受験した学生は少なく、また合格者が出なかった。 

○学修相談・学修支援 

・学生の基礎学力不足が課題であり、その解決策が見いだせていない。 

基礎学力が不足している学生が、国家試験合格を難しくしている。（GPA が 2.0 未満の学生への指導も課題） 

・前橋キャンパスにおいては大学施設内自習室で自学自習をする学生が少ない。（コロナの影響もあるか） 

○初年次教育 

・コロナの影響もあり学力基盤確認テスト実施時期が遅れ、結果分析報告も遅くなった。 

○教員採用試験対策支援 

・初等教育では、幼稚園免許と小学校教諭免許が両方取得できるためか、小学校教諭になるという意識の確立時期が遅れる場合が 

ある。同様に、学校教育コースでは、中・高・特支教諭免許と社会福祉士の免許が取れるため教員採用試験の取り組に影響が出 

る場合がある。 

・模擬試験の計画的・組織的実施 

・教員採用試験大学推薦校内選抜の透明性を高める。 

Ⅳ.令和３年度の展望 

○各種試験対策 

・社会福祉士対策改善を提案：具体的な４年間の指導計画作成、模擬試験受験計画および事後指導方法検討、ゼミ担当者の担当学

生数等、補習の形式、早期からの国家試験受験意識の高揚など。 

○学修相談・学修支援 

・基礎学力の向上に対して、具体的な方策を考案する。 

・前橋キャンパスにおいても大学施設内自習室で自学自習をする学生を増やす工夫を行う。 

○初年次教育 

・学力基盤確認テストを４月中には全学部１年生に実施し、結果分析報告を早期に教授会で行う。 

・コロナ禍での入学前指導およびフレッシャーズキャンプの企画を検討する。 

○ラーニングコモンズ企画 

・建設計画が決まり次第、ラーニングコモンズの機能の決定および運営企画を立てる。 

○教員採用試験対策支援 
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・今年度新たに始めた次の２つの対策を充実させ、遅くとも２年次からは教職希望を明確にさせる。 

① 元高校校長経験者による教員試験対策講座（一般教養・教職教養）（３年対象） 

② 高等教育支援センターによる教員希望者への面談（希望者全員）（１，２年生対象） 

・模擬試験が計画的・組織的実施となるよう、高等教育支援センターが支援を行う。 

・教員採用試験大学推薦校内選抜の要領を改定実施する。 

・子ども専攻で小学校教諭受験を考えている１学年の学生には、英検受験を必修とし、３年までに２級を取らせることを目標とし 

たい（英検２級は加点される県がある）。 

 

Ⅴ.所属関係教員 

◎戸塚、○小林、塚本、橋本、田村、梅山 時田、江原、真下、森田、大島、櫻井、清水（久）、吉澤、新藤、

松永、富澤、柳澤、土屋、白石、鈴木（秀）、白井、矢嶋、辻、清水（春）、山口（智）、堀越、丸井、古田  

 

 

 

 

令和 2年度 

学生支援センター 活動報告 

【3学部及び短大】 

Ⅰ.実践(活動)事項 

・「学生相談室」「保健室」「障害学生学修支援室」の 3 ポジションで活動を行う。 

・3 キャンパス（学部及び短大）の協働で、公平な質を前提に支援を行う。 

・各々の活動目標に沿って、学生及び教職員への支援を具体的、個別的に行う。 

・今後の学生支援センターのあり方を検討していく。 

・外部資源との協働も視野に、特に精神面での問題に対応力をつけていく。（メンタル面での問題を持つ

学生が多いことから、学内完結、学内対応が困難なことがおきている。） 

「保健室」 

 保健室設備の強化を行う。 

 コロナ対策として、教職員、学生に対する啓発を行う。コロナ感染に関する緊急時の対応に備え、学生

の待機室を設ける。 

 メンタル面での問題を持つ学生の入り口的役割を担う。 

「学生相談」 

 学生相談室案内の掲示を学生委員会と連携し、オリエンテーション、掲示板で案内した。 

 各学部内での連携を図る。 

 外部医療機関との連携の模索をしていく。 

「障害学生学修支援」 
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 前年度からの継続および今年度新規の対象者に関して、相談の上、関係者および状況の調整を具体 

的に行う。 

Ⅱ.委員会実施報告 

○センターとして、 

第 １回  4 月 22 日（メール会議）      「学生相談室」：随時協議 

第 ２回  2 月 22 日（予定：オンライン会議） 「保健室」：随時カンファレンス  

「障害学生学修支援室」：新規・継続事例に関するカンファレンスや当支援室 確認事項共有を、 

複数回・随時、主にメールにて開催した。  

Ⅲ.課題(問題・改善)反省事項 

「学生相談室」 

  ・コロナ渦の中で、相談内容の変容と増加が認められた。 

  ・対応の複雑化と長期化が特徴的。現人員では対処しきれない状況が現れた。今後人員増要求も含め

て対応策を検討していきたい。 

「保健室」 

  ・コロナの状況が厳しい中で、学生への啓発を積極的に行えた。 

  ・メンタル系の相談が多く認められた。学生相談室との協働、外部資源との連携が必要になり、資源

の情報収集を行った。 

  ・産業医の配置を待って、ストレスチェック等教職員の健康への関わりを始めたい。（安全衛生、ハ

ラスメント委員会との協働） 

「障害学生学修支援室」 

  ・支援のニーズが、コロナの影響を受けての内容も含まれるようになった。 

  ・合理的配慮願の新規および再度の発出が複数あった。 

  ・聴覚障害学生に関して、授業担当教員および当該学生への事前打診・了承のもと、支援コーディ 

 ネーター教員が授業へ同席・介入し、zoom のチャット機能を活用しての PC ノートテイクを直接 

実施した。これは、当該科目時間コマが偶然支援コーディネーター教員の空コマだったため、実 

現できたものである。支援の機動性を今後もどのように担保し得るか(機動的な対応が常時可能か) 

は懸案課題である。 

  ・聴覚障害学生(複数)、発達障害学生(複数)、内部障害学生 それぞれの、学内外の実習や授業出席 

に関わる合理的配慮事項の確認とふり返り(グループメンバーへのヒアリング等も含む)を行なっ 

た。調整に時間や手間を要する局面の複雑さが、各事例でみられた。 
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  ・教職員だけでなく、他の在学生が障害者理解や支援の知識を持ち、障害学生学修支援への関心を 

具体例の中で高めることも、懸案課題である。 

Ⅳ.令和 3年度の展望 

・前橋キャンパス、新学部開設に伴う、学生贈に対応するための方策を検討する。 

・上記課題を踏まえ、具体的支援の明確化と迅速化につなげられるよう検討していきたい。 

・医療との連携を模索したい。 

・「保健室」の設備強化継続を継続していく。 

・「学生相談室」の逼迫状況を改善したい。問題を抱える学生は潜在的に多い。これを踏まえて３ポジ

ションの連携をさらに強めていきたい。（増員要求も含めて） 

・「障害学生学修支援」の基本的な考え方と各事例の具体的理解と対応は、全学的な啓蒙がまだ不足 

 している。今年度末に提供予定の支援手引き初版配布等を契機に、全学展開していきたい。そのた 

めにも、支援コーディネーター教員の各校舎複数配置(恒常確保)は必須で、部内研修の充実も重要で 

ある。また、本学における当支援発足当初から数年来提言しているように、クラスアドバイザー教 

員等との役割兼務ではなく、専門教員の専従配置を望む。 

所属関係教員 

センター長：真下 

「学生相談室」：大島（前橋）・植原（前橋）  ※３キャンパスをカバー 

「保健室」：千葉・柿沼（前橋）  宮崎（本町）  鈴木（藤岡） 

「障害学生学修支援室」：柳澤・鈴木（前橋） 柴・宮寺（本町）  酒井（藤岡・後期より１名欠員） 
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令和２年度 

入試広報委員会 活動報告 

【社会福祉学部・看護学部・リハビリテーション学部・医療技術学部・短期大学部】 

実践(活動)事項 

１）令和３年度学生募集計画立案・実施。 

２）高校訪問申し合わせ事項の確認、高校訪問実施 進路ガイダンスへの参加。 

３）ホームページの管理・運営（「医療技術学部」新設を見据えた、ＨＰのバナー等の増設）。 

４）オープンキャンパスの実施（新型コロナ災禍の下、３年生限定のＯＣをＷＥＢ方式で１回、 

対面方式で７回、計８回実施（３年生限定））。 

５）高校教諭対象説明会（６月）、保護者対象説明会（９月）の実施。 

６）入学者選抜問題の刷新（入試選択教科の大幅な拡充）、面接項目等の全面改訂を実施。 

７）指定校の見直しと、新学部「医療技術学部」の指定校の確定。 

８）ＺＯＯＭを使ったオンライン相談、「課題チャレンジ型」エントリー面談を実施。 

９）ＷＥＢ受験対策講座（各教科・面接・小論文の解説）（１１月）。 

１０）「医療技術学部」認可に関わる入学者選抜日程の追加（特別日程１月２３日・３月２４日）。 

１１）「医療技術学部」の募集要項作成（１０月認可後追加編集・完成）。 

１２）高等学校教諭対象「医療技術学部」説明会（臨時開催）（１２月）。 

１３）各入学者選抜実施・合否判定会議実施（１０月２回、１１月１回、１２月１回、１月１回（特別 

日程）、２月１回、３月２回（内１回は特別日程）。 

１４）大学入学共通テスト【第１日程】実施。 

１５）次年度のパンフレット作成準備（各キャンパス・学部学科・専攻のＯＢ・ＯＧの社会人の取材

等） 

  他。 

委員会実施報告 

※今年度は新型コロナ感染予防のため、３回の開催に留まった。 

第１回 ６月２２日（月） ・学長指示・入学者選抜作問委員の刷新・学科試験作問方針の確認・学校

推薦（指定校）について・「集団面接」と「個別面接」の質問項目の差別化について・オンライン相

談、及び「課題チャレンジ型」エントリー面談について・高校訪問の申し合わせ事項について・高等

学校教諭対象説明会について、他。 

第２回 ９月 ８日（火） ・令和３年度入学者選抜の各選抜から合否発表までの流れについて・「面 

接項目」の具体的検討、確定について・ＩＲ室からの報告。 

第３回１０月２２日（木）（拡大委員会→新学部 村上・秋山・半田先生を加えて実施） ・医療技術

学部の学校推薦型選抜（指定校）について・１２月１９日（土）の学校推薦型選抜Ⅱ期における、「医

療技術学部」指定校の入学者選抜について・１１月以降の入学者選抜について（人員が不足のため、
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監督・面接官等を他学部から支援いただくこと）について・「医療技術学部」の募集要項とパンフレ

ットの配布手順について・改めての高校訪問に関わる留意事項の確認、他。 

※今年度は、新型コロナウイルス感染症予防対応と、１０月末認可の「医療技術学部」の広報、特別日

程の入学者選抜が１月と３月末に入ったため、なかなか開催ができなかった。できれば、全入学者選

抜が終了後、第４回の総括会議を開催したいが、３月２４日の特別日程の入学者選抜が控える現状

では難しいと考えられる。 

課題(問題・改善)反省事項 

【総括】 

・令和２年度は、年度当初から新型コロナウイルス感染拡大の影響のため、本来行うべき早い時期の

「入試広報委員会」の開催ができなかったことが１番の反省すべきところである。次年度はもう少

し早い時期に「入試広報委員会」を開催し、年間の展望をもって広報やガイダンス、入学者選抜に臨

みたい 

・文部科学省の指導により、新学習指導要領に則った新たな入学者選抜を求められいるが、おおむね次

の点で大きく改善がなされたと考えている。①総合型選抜（高大連携型）に基礎学力試験を導入。 

 「集団面接」「個人面接」の面接項目の刷新。②「面接マニュアル」「面接質問票」「面価評価表」

の大幅な改訂を実施。③一般選抜の選択教科「理科」に、進学校に対応して「生物」「化学」「物理」 

 を新設。また、基礎科目を拡充（「生物基礎・化学基礎」「生物基礎・物理基礎」（新）「化学基礎・

物理基礎」（新）、看護学部では従来の「生物・生物基礎」も作成。併せて、一般選抜（後期）の目

玉として「総合問題」（国語総合・数学ⅠＡ・コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰの融合問

題）を新設。従来より多くの進学校からの受検生を呼べるように配慮した。通常、私学協会では問題

を改定・刷新する場合は内部調整に５年はかかるといわれている。本学では１年で、一気に変革でき

たことが大きな改善点である。但し、本来大学は校内に全科目の作問者がいて当然だが、本学では標

記問題を作問できる者が一部に留まり、外部の作問委員に頼ることになる。その作問委員も個人の 

 の人脈による委員であり、今後５年後、１０年後、２０年後を見据えれば、臨時職員の人脈に頼るの

ではなく、大学として正規職員が、国語総合・コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表見Ⅰ、現代社

会、数学Ⅰ・Ａ、生物・化学・物理・生物基礎・化学基礎・物理基礎・総合問題の作問が自力ででき

るよう、それなりの教員を整備することが急務である。一番の課題・問題点はそこにある。入試教科

が刷新されたことは対外的に大きな大学の広報となるが、それを支えている実態は極めて脆い。今

後 

 将来ビジョンを持った早急な対応、人材の確保が求められる。また、ＨＰをより見やすくすべく、新

たにＨＰ全般を任された業者に改定をお願いしたが、まだまだ改善点が多い。 

１）短期計画 令和２年度の計画について（ＰＤＣＡサイクルの検証） 

・令和３年度学生募集計画の立案（Ｐ）。→令和２年度はコロナ禍のため、学生募集の計画案は変更を

余儀なくされたが、令和３年度の計画案には、経験を活かしコロナ禍にも対応できる対策を立案し
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た（Ｄ）。→概ね計画通り立案はなされている（Ｃ）。→今後の世情の状況を見て、適宜修正できる

柔軟な計画（案）を作ることが肝要である。（Ａ）。 

・高校訪問の実施、進路ガイダンスの参加（新型コロナ災禍の中での対応）（Ｐ）。→６月末まで高校

訪問はコロナ下で自粛したが、入試広報委員が手分けして東日本や隣県・県内を回った。また、進路

ガイダンスもＷＥＢも含めて可能な限り参加した（Ｄ）。→前半は自粛の影響が大きく予定は消化で

きなかったが、「医療技術学部」新設後の臨時訪問も含め後半は巻き返しを図れた（Ｃ）。→改善点

はコロナ下の４月から６月までの学校訪問戦略を立て直す必要がある（Ａ）。 

・ＨＰの管理・運営（新たな形の広報の展開を行う）（Ｐ）。→ＨＰの担当業者が変わり、見にくい画

面をより見やすい状況にするよう努めた（Ｄ）。→コロナ下でなかなか大学紹介ができないため、学

内紹介動画を導入した。また、１０月末からの新学部「医療技術学部」の認可を受けて新たなバナー

を作り、知名度アップに努めたことは、効果はあった（Ｃ）。→まだＨＰの中に受験生の保護者あて

バナーを作る計画は未完であり、改革は途上である（Ａ）。 

・ＯＣの実施（新型コロナの状況を見ながら。ＷＥＢ等も考えた対応を図る）（Ｐ）。→新型コロナ災

禍の中、ＯＣ等を３年生限定で行う等、６月のＯＣはＷＥＢでの実施１回のみで、他の対面式は中止

になったものの７・８月で対面式ＯＣの実施を７回実施し、巻き返しを図った（Ｄ）。→概ね計画は

遂行できた（Ｃ）。→ＷＥＢ上でのＯＣ等に、内容等でもう少し工夫を要する（Ａ）。 

・大学入学共通テストの実施（今年度から導入される新たな試験。周到に準備する）（Ｐ）。→１０月

以降、学内で周到な準備を進め、１２月２３日の「学内説明会」を経て、１月１６日、１７日の第１

日程（本番）を無事に終えた（Ｄ）。→新たな実施される「大学入学共通テスト」の実施は神経を使

う作業であったが、入試広報センター員の協力で何とか乗り切れた（Ｃ）。→次年度以降も今年の経

験を活かして、事前準備をより速い時期から時間をとって行う（Ａ）。 

・入学前指導運営（Ｐ）。→主管轄は「高等教育支援センター」であるので、そこからの要請を受けて

入試広報センターは合格者に通知を行う。今年は新型コロナ感染拡大を受けて、１月の１回目は中

止となり、３月の２回目も遠隔対応となる等。不安な入学予定者が確かな情報を得られるよう「高等

教育支援センター」と連携を深めたい（Ｄ）。→中止の決定が遅く、合格者からの広報への問い合わ

せが多い。今後は入学予定者の不安を無くし、迅速に対応できるよう速やかな期日延期決定がなさ

れることを望みたい（Ｃ）。→現段階では３月の遠隔の内容も未定であり、「高等教育支援センタ

ー」の決定を受けて、支援できることは実施していきたい。入試の時期でもあり、合格者に伝えるタ

イミングを考え、何度も入学予定者に通知をするような煩雑な対応は極力やめ、改善すべきである

（Ａ）。 

・各行事アンケートの実施（Ｐ）。→高等学校教諭対象説明会、各学部ＯＣ、保護者対象説明会、ＷＥ

Ｂ受験対策講座等、ほとんどの行事でのアンケート実施はなされた（Ｄ）。→アンケートの項目の見

直し等も含め、新型コロナとの共存時代の質問項目を整備し、声を現実に活かせるようにする（Ｃ）。

→当日の回収は、即行事の効果について分析できる効果があるが、今後回収の方法等は、アンケート

項目の見直し、ＷＥＢ上での実施も含めて改善していきたい（Ａ）。 

・令和４年度学生募集計画立案（Ｐ）。→令和３年度の延長上に繋がる計画を立案し、入試広報センタ
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ーとしての入試内容、運営の改革、広報の方法の改革を進めていく（Ｄ）。→まだ、入試方法、問題

を刷新したばかりであり、その事後点検は途上にある。安定した入学者選抜の方法を模索していく

（Ｃ）。→学生募集計画には、５年後、１０年後、２０年後のビジョンも必要になる。本学にはその

具体的戦略が見えない。その点が大きな改善点であろう。 

２）中長期計画 令和３年度～令和７年度の計画について 

・令和３年度から令和７年度にかけての学生募集計画立案の策定方針の確定（Ｐ）。→中長期的に大切

なことは、一番は総合型選抜、学校推薦型選抜、一般選抜問題の刷新後の追跡調査である。そのデー

タをみながら学部・学科・専攻間の分析を図り、学生募集計画に活かしていく（Ｄ）。→令和２年度

に改革した新体制での選抜問題が継続して自校で作問できるのかの検証と、広報の効果について検

証を重ねる必要がある（Ｃ）。入試広報センターの人手不足は限界の状況にきている。ＨＰでの広報

展開の充実やＷＥＢ出願制度の機械化をより進化させ、合否結果通知等も自動で作成できるような

システムの改革等を早期に推進することが、改善点として求められる（Ａ）。 

・入試広報として、どの年度にどのような切り口から高校側に情報を流すかの立案（Ｐ）。→「医療技

術学部」の新設が認可され、医療系の学部としてようやく認知されたが、「臨床工学専攻」の認知度

はまだ低い、また県内・近県の大学と競合して苦戦している「作業療法専攻」、特に社会福祉学部

「子ども専攻」が苦戦している。短期大学部「医療福祉学科」も定員に占める希望者の割合はまだか

なり低い。その実態をどう把握し攻勢に出るのか、新たな発想が求められている。新たなキャッチコ

ピーの作成を模索中（Ｄ）。→高校生の減少期は今後も継続して続いていく、新型コロナ禍にあっ

て、資格系の実学重視の大学・短大は見直されつつある、ただ仕事の内容が多岐にわたるため、その

仕事をわかりやすく説明するツールが必要（Ｃ）。ＨＰ上での新たなバナーの作成や、学部学科別の

具体的かつ丁寧な職種説明等を行うことが改善点といえる。将来の医療系大学院の新設等も、計画

的に何年度までに開設をするか等、具体的に社会にアピールすべきである（Ａ）。 

・ＨＰやＳＮＳ等における、高校３年生のみならず、高校１・２年生に対する本学選抜方針等の周知

（キャンパスライフ等も同様）（Ｐ）。→ＨＰの業者を替え、高校３年生に対する対応は改良しつつ

あるが、高校１・２年生対象のバナーはまだない。早めに本学の入試情報を伝えるためにも、各進学

業者等との媒体も活用しながら実施していく。ＳＮＳの活用も今年度から意識して展開しているが、

小人数の入試広報としては限界がある。キャンパスライフの紹介をしたいが、本学には瀟洒なカフ

ェテラスも、時代にあった若者向けの食事を提供する食堂も、女子の身だしなみにも配慮したトイ

レも、座って語り合う中庭のベンチもなく、学生が日常的にイメージとしてもっている大学のアピ

ール点となる魅力が全くない。そこをどう改善していけるかが、大学の広報を展開する難点である

（Ｄ）。→まだ課題が山積している。ＨＰ業者にも改善を促しながら、よりよい情報を幅広い学年層

に伝えていく。ＳＮＳの活用は心して日常的なものも取り上げるようにし、大学情報発信を精査し、

進めて行く（Ｃ）。→全学部学科の魅力はもちろんだが、特にわかりにくい学科・専攻等の理解を高

めていく工夫が改善点として求められる（Ａ）。 

・未来の大学生たる、中学生や小学５・６年生の保護者に対するアピールの戦略の策定（Ｐ）。→本学

のみならず多くの大学は目先の高校生のみの広報に終始している。しかし、中学生や小学５・６年生 
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 もあっという間に大学受験を迎える。中期的には本学子ども学科の知名度の浸透のためにも、その

保護者たちに早い内から地元大学の魅力をアピールする必要がある。計画はまだ緒に就いたばかり

である（Ｄ）。→広報活動を小中学校生・その保護者に展開することは、喫緊の課題である（Ｃ）。

→本学教職員全体の広報活動の意識は決して高いとは言えず、改善点としては、全学での価値観の

共有を図る必要がある（Ａ）。 

・新学習指導要領の移行に則った、選抜問題の質的改定や、面接項目の検討（Ｐ）。→今後高校現場で

の新学習指導要領の教科書選択・供給が令和３年度に始まり、令和４年度から実際の授業に適用さ

れる。令和４年度の高校入学生が高校３年生（受検生）となるのは、令和６年度。つまり令和７年度

の入学者選抜（令和６年度生）から、新しい学習指導要領に則った内容で、入学者選抜問題、面接項

目を改変する必要が出てくる。「現代社会」から「公共」へ教科が変わり、「情報」も新設される。

その準備を行っておく必要がある。本学入試広報センターには高等学校の教科書さえない。まずは

その現状から脱却し、ここ数年で入試に係わる教科書の購入はもちろん、様々な作問準備を整える

必要がある。また、面接試験の面接項目も新たな学習指導要領を理解し、策定できる人材を投入すべ

きであろう。まずはそこから始める（Ｄ）。→現段階でも新入試の作問が学内のみではできていな

い。今後 

 次の時代の実力ある作問者を確かに集められるかは、本学経営陣、専任教職員の力量次第であろう。

まだまだ細部を点検するには不安定要素が強い（Ｃ）。→作問できる人間の人材不足。内部の教職員

の採用に当たり、作問できる人材の採用を行うことが急務。高校教員を拾うだけでは対応はできな

い。面接項目の改定も深い教養と教育改革の内容に熟視した人間にしかできまい。１０年後、２０年

後に対応できる人材を大学側が確かに内部で育てるか、新たに採用する以外に道はあるまい（Ａ）。 

令和 3年度の展望 

・令和２年度は、緊急事態宣言が２度出されるなど、大変な１年であったが、令和３年度は With コロ 

 ナの時代が継続すると考えて、先手先手の広報、及び入学者選抜準備に着手したい。「医療技術学

部」 

 の新設も無事になされたことから、２年目も手を抜かずに、より広い地域に広報を展開したい。大学 

 ４学部・短期大学部の体制を全国に周知し、医療・福祉・教育の３分野の弱い部分を補強する戦略を 

 構築したい。ＯＣや高校教諭説明会、保護者対象説明会も感染防止に留意しながら、積極的に展開し 

 ていきたい。ただ、新型コロナの収束が見えない状況では、やはり３年生限定の対面式ＯＣやＷＥＢ

での各説明会も考えていく必要がある。 

・入学者選抜を大幅に前年度変革させたが、作問委員を相変わらず外部人材に頼らざるを得ない状況 

 は変わっていない。入学者選抜問題の作成は、その大学の顔ともいわれる。内部人材で全科目を作問 

 できるよう、引き続き内部人材の養成と専門家の確保に経営陣の尽力を委員会としてお願いしたい。 

・ＨＰの充実も大きな目的となる。保護者対象のバナーの新設等も含めて、継続して努力していきた

い。 

所属関係教員 
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令和２年度 

国際交流センター活動報告 

【全学部】 

Ⅰ.実践(活動)事項 

○英語検定試験に関すること 

・英検２０２０を本学（本町キャンパス）を会場として１０月３日（土）に実施。受験者は、準２級９名、２級１２名。 

・夏季休業中に英検特別講座を６日間実施し、１８名が参加。 

・１次試験合格者は２級１名、準２級２名。合格者には、面接練習を実施し、３名とも２次試験合格。 

・ポスター作成・掲示を行うとともに、ZOOMを使って各キャンパス１，２年生への英検受験を促した。 

○海外研修に関すること 

・今年度は、コロナウイルスの影響で、レジャイナ大学 ESL プログラム、アレリアノ大学国際訪問看護プログラムを実施できなか

った。 

・海外留学支援制度に関して、カナダ研修が採択されたが、コロナウイルスにより実現できなかった。フィリピン医療福祉研修も、

コロナウイルスにより、また今年度は採択条件に合わないことから申込みを行わなかった。 

○留学生に関すること 

・昨年度は、県内日本語学校を訪問し、介護福祉士実践コースを中心に説明を行ったり、留学生ガイダンスにも参加したが、本年

度はコロナウイルス蔓延により実施しなかった。 

・インドネシアからの留学生２名、および中国からの留学生２名に対しては、高等教育支援センター・学生課とも連携し学修や生

活上の相談や奨学金の申込みなど支援を行った。 

・留学生受入れ入試関連では、1 名受験希望の問い合わせがあったが、入国が難しいため以降連絡が無い（中国人）。 

・留学生の在留資格代理申請に関しては、課員が入国管理局へ出向き、在留資格の報告を行っている。 

・文部科学省、その他の機関から留学生に関する調査、アンケートが増加している。 

○海外の大学との協定締結に関すること 

・今年度は、コロナウイルスにより進展がなかった。 

○英語教育の充実に関すること 

・センター長が、前橋キャンパスで英語の授業をしている３名の先生の授業参観を行った。 

○海外留学に関すること 

・中国へ政府留学を希望している４年生に対して、志望理由・手続き等の指導を行った。 
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Ⅱ.委員会実施報告 

第１回  ５月１３日（水） 

第２回  ５月２０日（水） 

第３回  １０月２日（金） 

 

Ⅲ.課題(問題・改善)反省事項 

○英語検定試験に関すること 

・夏季休業中の補講は、効果があったと思われるが、合格点にまでは達しない学生が多かった。 

・受験者が少ない。 

○留学生に関すること 

・現在本学に在籍している留学生は４名であり、他の大学と比べても少ない。 

・本学独自の留学生支援（奨学金・減免措置）の創設 

Ⅳ.令和３年度の展望 

○英語検定試験に関すること 

・合格者を増やすためには英検の特別講座だけでは不十分なので、１年次の英語の授業を改善する必要がある。 

・来年度は、初等教育コース１年で教員採用試験受験を考えている学生は、全員英検準２級もしくは２級を受けさせ、小学校教諭 

採用試験を受ける学生は３年までに２級を取らせたい（英検２級は加点される県がある）。 

・来年度は、前橋キャンパスを１次試験会場としたい。 

 

○海外研修に関すること 

・これまでの海外留学支援制度の採択条件が厳しくなったため、新たに補助金を獲得する方法を検討する。 

○留学生に関すること 

・留学生向けパンフレットの作成の検討。外国人を受入れている福祉施設を訪問し介護福祉士実践コースへ派遣してもらう。また

留学生斡旋をしている業者からの受入も検討する必要がある。 

○海外の大学との協定締結に関すること 

・本学の国際ビジョンでは 2020 年までに 7 校の締結を目指していたが、コロナウイルス蔓延により実現できなかった。来年度は、

特に福祉や教育に特化した内容の大学と協定校締結を目指したい。 

○英語教育の充実に関すること 

・来年度の本学の英語教育の目標を、英検２級レベルとし、それが達成できる授業内容となるよう先生方に依頼。 

 

Ⅴ.所属関係教員 

◎戸塚、田口、岡野、江島、丸井、真田、小林（洋）小林（雄）、松澤、星野（真） 

 


