
山形県立米沢女子短期大学 基準７ 

基準７ 学生支援等 

 

（１）観点ごとの分析 

 

観点７－１－①： 授業科目や専門，専攻の選択の際のガイダンスが適切に実施されているか。 

 

【観点に係る状況】 入学時に全学科共通ガイダンスを実施しており（別添資料７－１－①－１「平成 19 年

度オリエンテーション日程」），その中で教務委員長が教養科目，専門科目，選択科目などの区別と履修の仕方，

卒業要件，平成 18 年度に開始された他大学との単位互換制度など，全学科共通部分についてガイダンスを行っ

ている。それを引継ぐ形で各学科ガイダンスが，入学時及び各学科内のスケジュールに合わせて順次行なってい

る。対応は学科ごとに異なるが，各学科の特徴を反映した詳細な説明を行うとともに，２年生には成績表が配布

され，卒業や資格取得に向けた各学生の単位取得状況を的確に把握した上で指導を行なっている。各学科とも，

学年担任，教務委員，ゼミ担当教員の協力の下，きめ細かな指導を学生に行っている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 全体そして各学科の特徴に合わせた具体的な説明と指導を，全体・学科・ゼミ

担当という徐々に細分化される形で整備し，十分かつ適切に行っている。 

 

観点７－１－②： 進路・学習相談，助言（例えば，オフィスアワーの設定，電子メールの活用，担任制などが

考えられる。）が適切に行われているか。 

 

【観点に係る状況】 学年担任やゼミ担当教員が進路・学習相談に当たっている他，教員全員が週２時間のオ

フィスアワーを設定し学内公開している。（別冊資料Ｄ「シラバス」Ｐ230-231，別冊資料Ｃ「学生生活の手

引」Ｐ68－69）なお，その他の時間でも学生の要望により逐次対応している。 

進路支援については，平成 18 年度に「キャリア支援センター」が開設された。求人票公開，面接練習や履歴

書作成の補助を含む相談，インターンシップの受付，各種資格試験の周知と教材提供を行っている他，進学希望

者向けに各種学校の情報提供，面接・小論文練習会，勉強会などを行っている。また学外講師による公務員試験

対策，就職セミナー，編入学対策の各種講座を開講している（別添資料７－１－②－１「平成 19 年度キャリア

支援計画」）。 

  

【分析結果とその根拠理由】 学年担任・ゼミ担当教員等を配置し，身近で相談しやすい環境を確保した上で，

より専門的で具体的な学習・進路支援や助言が受けられるようオフィスアワーやキャリア支援センターの活動を

設定している。学生が直面する問題に対し，様々な角度の対応が適切にできていると言える。 

 

観点７－１－③： 学習支援に関する学生のニーズが適切に把握されているか。 

 

【観点に係る状況】 学習支援のニーズは，オフィスアワー制度，学年担任・ゼミ担当教員による学生相談か

らも把握でき，意見聴取のための制度・活動としては，平成 14 年度より毎学期に実施されている授業評価（別

添資料６－１－③－１「平成18年度授業評価 授業アンケート記入要領」，同６－１－③－２「平成18年度授

業評価 授業アンケート回答用紙」，同６－１－③－３「平成 18 年度前期授業評価 授業アンケート結果」，

同６－１－③－４「平成18年度後期授業評価 授業アンケート結果」），平成15年度から隔年で行われている

学生生活実態調査（別添資料７－１－③－１「平成 17 年度学生生活の実態及び満足度調査アンケート」，７－

１－③－２「平成17年度学生生活の実態及び満足度調査」，同７－１－③－３「平成17年度学生生活の実態及

び満足度調査のとりまとめ」），平成 18 年度「学生の声」，（別添資料７－１－③－４「学生の声」に対する

事務局回答」）が挙げられる。また，平成 18 年度には学生主体のＳＤＦＤの一環として学生モニター２名から，
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これらの制度・活動そのものについての意見聴取を行った。また，編入学を志望する学生に対しては，英語，小

論文，本学で開講されていない専門科目ついて学習支援を求める声に応える形で，授業内外でのサポートが実施

されている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 「学習支援」というものに限った形での相談や意見聴取は行われていないもの

の，授業評価，学生生活実態調査，意見箱の他，本学における少人数教育体制によって学生のニーズを的確に把

握している。 

 

７－１－④： 通信教育を行う課程を置いている場合には，そのための学習支援，教育相談が適切に行われて 

いるか。 

 

【観点に係る状況】 該当なし 

 

７－１－⑤： 特別な支援を行うことが必要と考えられる者（例えば，留学生，社会人学生，障害のある学生等 

が考えられる。）への学習支援を適切に行うことのできる状況にあるか。また，必要に応じて学習

支援が行われているか。 

 

【観点に係る状況】 本学では特別な支援を必要とする学生数は少ないが，過去に車椅子利用の学生が入学し

た際には，玄関スロープ，エレベータの設置を行った。既存の建物の構造上，エレベータ設置が不可能な階もあ

ったが，授業で利用する教室の変更などで対応した。 

平成 15～19 年度に一般・推薦入学以外の入試区分により入学した学生 14 名のうち，「私費外国人留学生」

は1名にとどまる。実態としては「一般社会人」の中に日本語を母語とせずサポートが必要な学生がいるため，

全学的な対応として，平成18 年度に「留学生チューター制度」を整備した（別添資料７－１－⑤－１「平成18

年度留学生チューター制度実施要領」）。初年度の実施が終わり，留学生・チューター双方から意見を聴取し，

制度が順調に機能していることを確認している（別添資料７－１－⑤－２「留学生チューターの実施状況につい

ての事後インタビューのまとめ」）。平成 19 年度は，聴覚障がい者が入学したことから，本人の希望を確認し

てノートテイクの支援に現在取り組んでいる。 

 

【分析結果とその根拠理由】 留学生に対しては，日本語能力が不十分で，日本文化への適応も必要な学生の

サポートを制度として整備し，その実施結果からも，適切な支援が行われていると判断できる。また，障がい者

に対する対応も適切に行なっていると言える。 

 

観点７－２－①： 自主的学習環境（例えば，自習室，グループ討論室，情報機器室等が考えられる。）が十分 

に整備され，効果的に利用されているか。 

 

【観点に係る状況】 学生の自主的学習環境整備について，施設・設備の面での取組みは以下のようにまとめ

ることができる。 

1）附属図書館；閲覧席 108 席，パソコン９台，視聴覚機材３台，その他に雑誌・新聞閲覧スペースあり。学生

の要望に応じ，閉館時間を従来の17時から段階的に19時へ延長。土日の開館について検討中。 

2）情報処理教室； 複数の情報処理教室等があり，合わせて約180台のパソコンを設置している。講義で使用す

る以外は，学生が自主学習に活用し，小教室には英会話の自主学習用ソフトや映像処理ソフトを導入し，マイク

やデジタルビデオカメラ等の貸し出しを行っている。 

3）キャリア支援センター；目的別にスペースを分け，①就職・進学に関わる資料閲覧・学習，②談話・相談

（専任職員２名），③パソコンを利用した資料検索・書類作成等に対応，無料で利用できるコピー機を設置して
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いる。 

4）ＬＬ教室； 収容名員 60 名（主に外国語会話の学習に個人単位でも視聴覚機器を利用可）。ＬＬ準備室にパ

ソコン５台，プリンター，スキャナ，視聴覚機器等を整備している。 

5）学内各所の談話スペース； ロビー，食堂，憩いの場など。近くにインターネット接続環境を整備。 

6）空き教室の開放； 設置してある視聴覚機器等も含み，グループ学習などで自由に活用できる。 

7）各学科の合同研究室；各専門分野の学習に必要な資料，パソコンソフト等を自由に利用し学習できる。 

 

学内施設の学生利用は，平日８時～19 時まで開放しており，土日祝日については，申請に基づいて，随時開

放している。 

 

【分析結果とその根拠理由】 危機管理の観点から施設利用時間に制限はあるが，パソコンやインターネット

を予約なしで自由に利用可能な学習施設・設備は十分に整っていると言える。少人数教育の利点から施設利用案

内等の情報を随時提供でき，また教職員が各設備の利用を技術的にも援助できる環境が，自主学習をより活発に

していると言える。 

 

観点７－２－②： 学生のサークル活動や自治活動等の課外活動が円滑に行われるよう支援が適切に行われて 

いるか。 

 

【観点に係る状況】 学生の課外活動に対する支援は，以下のとおりである。 

1）自治会活動の支援・助成 

2）吾妻祭（大学祭）の実施 

3）教職員によるサークル活動の指導・支援 

4）活動助成金の交付（各種大会・発表会など） 

5）施設・設備の開放 

6）振興会予算での助成 

7）学外施設でのボランティア，インターンシップ，海外短期留学等の情報提供 

 

短期大学の性質上，継続した活動には大学としての援助が欠かせず，教職員が積極的に支援している。学生

の活動時期や期間は限られるが，約半数の学生は課外活動に参加し，自治会費の半分がサークル活動及び大学祭

に用いられている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 施設・設備の開放，教職員による支援，運営金の交付，振興会による助成等に

より課外活動支援を十分に行っていると言える。 

 

観点７－３－①： 学生の健康相談，生活相談，進路相談，各種ハラスメントの相談等のために，必要な相談・ 

助言体制（例えば，保健センター，学生相談室，就職支援室の設置等が考えられる。）が整備 

され，機能しているか。 

 

【観点に係る状況】 学生の相談体制に関する取組みは以下の通りである。 

1）クラス担任等，教員による個別相談： 少人数のゼミ担当者が生活面や進路・学習相談を含めて相談にあたっ 

ている。必要な場合には看護師と相談し，カウンセリング等を紹介している。 

2）保健室： 看護師が常駐し健康相談を受けるほか，３名の医師を学校医として委嘱しており，健康診断のほか 

看護師と連携をとって学生の健康フォローを行っている。また，カウンセリングの予約受付や保健所等と連携し

た地域の「思春期カウンセリング」の学内窓口になるなど，学生にとって身近な相談室となっている。より相
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談しやすい環境づくりのため，仕切りのある相談コーナーを室内に新たに設置した。 

3）カウンセリング： 学期中週に１回の臨床心理士による予約制のカウンセリングを実施している。平成 18 年

度の実施状況は前期14日（40件），後期15日（24件）であった。 

セクハラ防止委員会，セクハラ相談委員・相談室の設置：「セクシュアル・ハラスメントに関する指針」を

定め（別添資料７－３－①－１「セクシャル・ハラスメントに関する大学としての指針」），防止委員会，相

談室を設置し，全教職員の意識を高めるための学外講師による研修会も毎年実施している。基礎知識や相談先

を載せた携帯用パンフレット『Stop! セクハラ』（別冊資料Ｃ［学生生活の手引き］最終ページに添付）を全

学生及び全教職員に配布し，啓発・防止に努めている。 

4）学生による相談活動の支援：教職員，看護師，カウンセラーの支援のもとに，ピアサポートサークルが学生

同士の相談・助言活動を行っている。 

5）キャリア支援センター： 専任職員によるキャリアカウンセリングとともに，就職活動やインターンシップ等

での悩みや不安の相談も行っている。ドアを開放するなど気軽に立寄れるよう工夫し，就職だけでなく編入学を

含めた進路情報を提供するよう改善してからは，ほぼ全ての学生が利用している。 

 

【分析結果とその根拠理由】 学生相談体制は十分に整備され，教職員が学生相談に積極的に取り組む姿勢が

ある。大学の特徴として「教員との距離が近い」ということがあげられるほど，相談しやすい環境は充実してい

る。 

 

観点７－３－②： 生活支援等に関する学生のニーズが適切に把握されているか。 

 

【観点に係る状況】 隔年で学生生活実態調査を実施し，意見箱「学生の声」（不定期）を設置している。

いずれも調査実施後，担当の委員会が問題点を検証し，意見箱については対応策を学生に対して回答し，状況改

善に努めている。平成 18 年度からは大学改善に学生の意見を取り入れるため，学生ＳＤＦＤ会議を実施し，学

生の生の声を教員が直接に聞く機会を設けている。このような場において，上記の学生生活実態調査や意見箱の

調査方法や有効性等についても確認し，学生ニーズの把握に努めている。（別添資料７－１－③－１「平成 17

年度学生生活の実態及び満足度調査アンケート」，７－１－③－２「平成 17 年度学生生活の実態及び満足度調

査アンケート結果」，７－１－③－３「平成17年度学生生活の実態及び満足度調査のとりまとめ」） 

 

【分析結果とその根拠理由】 学生生活実態調査，意見箱，学生ＳＤＦＤ会議など，学生のニーズを把握しよ

うとする積極的な姿勢が十分にある。さらに，その有効性について確認しつつ改善に努め，把握したニーズにつ

いて対応策を検討し，意見箱については学生に対し必ず回答している。以上のことから学生のニーズは適切に把

握されていると言える。 

 

観点７－３－③： 特別な支援を行うことが必要と考えられる者（例えば，留学生，障害のある学生等が考え 

られる。）への生活支援等を適切に行うことのできる状況にあるか。また，必要に応じて生活 

支援等が行われているか。 

 

【観点に係る状況】 車椅子用トイレやエレベータの設置など施設・設備面での対応のほか，日本語を母語と

しない学生に対するチューター制度を設けるとともに，この制度を維持するための財政的な支援を行っている。

また，聴覚障がい学生のためのノートテイカー養成講座を開催している。特別なニーズの把握は，少人数のゼミ

等を通して適宜行い，学生委員会が対応策を検討し，大学として取り組む体制になっている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 これまで，特別な支援を必要とする学生に対してそのニーズに応え，施設・設

備の面を含めて対応している。 
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観点７－３－④： 学生の経済面の援助（例えば，奨学金（給付，貸与），授業料免除等が考えられる。）が適

切に行われているか。 

 

【観点に係る状況】 本学では学業成績が優秀であり，かつ経済的な理由で就学が困難と認められる学生を，

日本学生支援機構に推薦している。平成14 年度から同 18 年度の平均採用者数は無利子の一種が 31.8 名，有利

子の二種が 27 名であり，この３年間は希望者全員が採用されている（一種と二種の併用者もいる）。各年度の

採用者数については別添資料７－３－④－１「日本学生支援機構奨学金採用者数」を参照。 

また，経済的理由によって授業料の納付が困難であり，かつ，学業成績優秀と認められたとき，その他やむ

をえない事情があるときは，授業料の全額または半額を免除する制度がある。平成14年度から同18年度までの

各学期の平均希望者数は36.7名であり，平均免除者数は全額免除が20.9名，半額免除が1.7名である。希望者

のうち平均で 58.5 パーセントの学生が全額または半額免除となっている。各年度の免除者数は資料７－３－Ａ

を参照。 

なお，日本学生支援機構への推薦及び授業料免除の審査は，前者は同機構が定める申込資格，学力基準，家

計基準に基づいて，後者は「山形県立大学の授業料免除等取扱要領」（別添資料７－３－④－２），「山形県立

大学の授業料免除等取扱基準」（別添資料７－３－④－３），「外国人留学生に係る山形県立大学の授業料免除

等取扱基準の取扱い」（別添資料７－３－④－４），「山形県立米沢女子短期大学授業料免除等取扱基準」（別

添資料７－３－④－５）に基づいて適正かつ公平に行われている。 

 

資料７－３－Ａ         授 業 料 免 除 者 数 

14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 
 

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 

希望者数 40 33 33 33 40 42 36 32 41 37 

全額免除 15 18 19 23 20 21 18 23 21 31 

半額免除 2 2 1 3 4 0 1 0 2 2 

不採用者 23 13 13 7 16 21 17 9 18 4 

 

 

さらに，家計が急変し，日本学生支援機構の緊急採用及び応急採用の奨学金制度を利用しても就学が困難な

学生に対しては，本学教育振興会奨学金貸与(無利子)の制度がある。貸付限度額は 120 万円（一年度につき 60

万円）であり，貸付申請書を基にして教育振興会が貸付の可否，金額等を決定している。返済期間及び回数は資

料７－３－Ｂの通りである。本制度は平成 17 年 6 月に創設されたものであり，平成 17 年度の貸付名数は３名

（１年生１名，２年生２名）である。 

 

資料７－３－Ｂ 教育振興会奨学金返済期間（回数） 

貸付額 返済期間(回数) 

60万円以内 5年以内(60回以内) 

120万円以内 10年以内(120回以内) 

 

 

本学には収容定員120 名の学寮があり，平成15年度から同19年度までの４月10日現在における平均寮生数

は 119 名である。各年度の寮生数は資料７－３－Ｃの通りである。平成 18 年度の寮費（寄宿料，食費，光熱水

費，雑費）は年額340,800円である。 
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資料７－３－Ｃ   寮生数    (４月10日現在) 

年度 15 16 17 18 19 

寮生数 117 120 119 119 120 

 

【分析結果とその根拠理由】 日本学生支援機構奨学金，授業料免除，教育振興会奨学金，学寮によって，学

生への経済面の援助は全体として適切に行われている。日本学生支援機構奨学金，授業料免除については４月の

オリエンテーションと「学生生活の手引」（別冊資料ＣＰ20～23 ）によって周知がなされているが，教育振興

会奨学金については認知度が低いので，さらなる周知を図る必要がある。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 教員，看護師，カウンセラー，キャリア支援センター職員などによる学習・生活・進路相談体

制が非常に充実している。学生生活実態調査，意見箱「学生の声」，学生ＳＤＦＤ会議によって学生のニーズを

把握することに努めている。 

  

【改善を要する点】 学生に対する経済面の支援は充実していると考えるが，教育振興会奨学金等一部認知度

が低い制度があるので，さらなる周知を図る必要がある。 

 

（３）基準７の自己評価の概要 

 本学における授業選択ためのガイダンスは，入学時に全学共通で，各学期開始時に学科ごとに行われており，

適切に実施されていると認識している。 

学生に対する相談体制は，教員による個別的な進路・学習相談，看護師による健康相談，臨床心理士による

カウンセリング，セクハラ相談室，キャリア支援センターによる就職・進学相談などがあり，十分に機能して

いる。 

 学生生活実態調査，授業評価，意見箱「学生の声」，学生ＳＤＦＤ会議によって学習支援や生活支援に関す

る学生のニーズが適切に把握されている。 

玄関のスロープ設置，エレベータの設置，留学生チューター制度，ノートテイカー養成講座など障がいを持

った学生や留学生に対する学習・生活支援も適切に行われている。 

自主的学習環境は十分に確保されており，学生たちは付属図書館，情報処理室，各学科合同研究室などを利

用することができる。また，パソコンやインターネットも自由に使うことができる。 

学生の課外活動に対する支援は，自治会活動，吾妻祭（大学祭），サークル活動，施設・設備の開放などの

面で十分に行われている。 

学生に対する経済面の支援は日本学生支援機構奨学金，授業料免除，教育振興会奨学金，学寮によって適切

に行われている。 

 以上のことより，本学は本基準を満たしていると言える。 
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