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第６章 学生支援 

 

１.現状の説明 

 

（１）学生が学習に専念し、安定した学生生活を送ることができるよう学生支援に関する

方針を明確に定めているか。 
 

学生に対する修学支援、生活支援及び進路支援に関する方針の明確化に関する本学の現状

を説明すると以下の通りである。 

学生支援に関する基本方針は、「公立大学法人山形県立米沢女子短期大学中期目標」の中

で、以下のように定められている（資料６－１ 第２－１－(５)）。 
 
①学習支援 

学生が意欲と目的を持って学習に取り組めるよう、学生一人ひとりの学習目的及び習

熟度に応じた学習支援の充実を図る。 
②生活支援 

学生が心身ともに充実した大学生活を送ることができるよう、生活全般に対する支援

の充実を図る。 
③キャリア支援 

学生が就職、編入学等、進路についての希望を実現できるよう、早い段階からの進路

についての動機付けを含めたキャリア支援の充実を図り、就職率及び進学率の維持、向

上を図る。 
 

本学では、この「公立大学法人山形県立米沢女子短期大学中期目標」を受けて「公立大学

法人山形県立米沢女子短期大学中期計画」及び各年度計画を策定し、上記の方針を実践して

いる。 
キャリア支援に関しては、「公立大学法人山形県立米沢女子短期大学中期目標」に、学

生が就職、編入学等、進路についての希望を実現できるよう、早い段階からの進路につい

ての動機付けを含めたキャリア支援の充実を図り、就職率及び進学率の維持、向上を図る

方針である（資料６－１ 第２－１－(５)－③）。 
 
（２）学生への修学支援を適切に行っているか。 
 
本学の学生に対する修学支援のあり方について、具体的には留年者及び休・退学者の状況

把握と対処に関する現状を述べる。 

過去５年間の平均で見ると、「留年者」は2.4人、「休学者」は2.4人、「退学者」は4.2

人という状況である（表６－１）。退学・休学の事由は、「進路変更」「経済的な問題」 

「健康上の理由」など様々であるが、全体的に見て、「学力不足」のために単位取得が困難

であったという事例はほとんど見られない。経済的な理由で20年度に休学し、状況が好転し

ないまま21年度に退学したケースもあった。休・退学者に対しては、本人のみでなく保護者
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も交えて、事前に当該学科担当者が面談を行うなどして十分な意思疎通を図っている。 
 
表６－１ 留年者及び休・退学者数        （単位：人） 

 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 
留年者数 ２ 

（0.3％） 
４ 

（0.7％） 
２ 

（0.3％） 
２ 

（0.3％） 
２ 

（0.3％） 
休学者数 ４ 

（0.7％） 
２ 

（0.3％） 
２ 

（0.3％） 
２ 

（0.3％） 
２ 

（0.3％） 
退学者数 ３ 

（0.5％） 
７ 

（1.2％） 
６ 

（1.0％） 
４ 

（0.7％） 
１ 

（0.2％） 
 
以上のように、留年者・休学者・退学者ともに全学に対する割合は高いわけではないが、

特に留年者と退学者については、全学として組織的な対応を行っては来ていないのが現状で

ある。本学では、学生の所属学科、あるいは履修科目の担当教員が対応してきている。前期

・後期ごとに各学科の教務委員を通じて履修状況通知書を所属学生に配布しており、各学科

で所属学生の履修状況を把握するとともに対応を図っている。このように学科を通して目配

りはしているものの、全学としての対応は不十分である。 
 
次に本学の補習・補充教育に関する支援体制についても確認する。 

本学における補充教育に関しては、入学以前に、AO入試およびセンター試験を課さない

推薦（学校長推薦）入試合格者に対して、すべての学科において接続教育を実施している。

具体的には、AO入試合格者にはレポート課題を３回、学校長推薦入試合格者には問題集や

レポートなどの課題を与え、高校までの学習内容を復習させるようにしている。詳細につい

ては、第４章第２節 評価項目（２）において述べている通りである。 
入学後に対しては、各学科・教員が主体的に担っている。その中で、健康栄養学科では、

化学、特に有機化学の基礎学力不足の学生のために平成13年度から「生物有機化学」を開講

している。また、高大連携事業として、高等学校の教員を本学に招いて学生に対して基礎学

力の不足を補うべき授業等を実施している。今後は、本学としての組織的な支援体制を整備

していくことが必要である。 
 

さらに障がい者等、サポートが必要な学生に対する修学支援措置について述べる。 

本学では、第４章第３節 評価項目（１）でも述べた通り、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。 
また、聴覚障がい者が入学したときは、学生ボランティアによるノートテイカー（要約筆

記者）を障がい学生が要望する授業に配置して対応した。 
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また、奨学金などの経済的支援の様態についても現状を確認する。 

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22年度から同24年度の平均採用者数は無利子の一種が

156名、有利子の二種が230名であり、同機構からの奨学金を受給している学生の割合は在学

生の58％に達している（資料６－２）。 

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時、

その他やむをえない事情がある時は、授業料の全額または半額を免除する制度を設けている

（資料６－３ 第９条）。平成20年度から同24年度までの各学期の平均希望者数は78.6名で

あり、平均免除者数は全額免除が33.9名、半額免除が12.6名である。希望者のうち平均で5

9.2％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表６－２を参照）。 

これらの奨学金制度並びに授業料免除制度については、入学時のガイダンスにおいて新入

生全員に説明すると共に、「学生生活の手引」（資料６－４）にも掲載し周知徹底を図って

いる。 
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「山形県立米沢女子短期大学授業料免除等取扱

要領」（資料６－５）、「山形県立米沢女子短期大学授業料免除等取扱基準」（資料６－６

）に基づいて適正かつ公平に行われている。 
 

表６－２ 授業料免除者数     （単位：人） 

 
20年度 21年度 22年度 23年度 24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 62 49 79 72 102 81 100 69 93 99 
全額免除 22 26 30 37 45 39 44 46 16 20 
半額免除 6 9 8 8 11 7 9 9 46 51 
不採用者 34 14 41 27 46 35 47 14 31 28 

 
また、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）である。 

さらに、平成23年12月には「三宅記念奨学金」も創設した（資料６－７）。これは、在職

中（平成22年）に他界された故三宅信一教授のご遺族からの寄付を基金として創設したもの

で、上記の奨学金と同様に無利子で貸付限度額は120万円（一年度につき60万円）というも

のである。 

以上の教育振興会貸与制度と「三宅記念奨学金」という、本学独自の奨学金制度を整えて、

経済的な理由で学業を放棄することがないように図っている。 

通学の利便性向上を図るため、平成21年度及び22年度の冬期間において、米沢駅と本学間

のスクールバス運行の試行を行った。22年度は、22年12月13日から23年２月10日まで、１日

当り午前３便・午後３便のスクールバス運行を行った。期間中の延べ利用者は2,770人に達

した。 
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23年度から本学独自の本格的な冬季スクールバスの運行体制の確立を目指してきたとこ

ろであるが、米沢市からの強い要請があったため、独自路線を取りやめ、新設される「市民

バス」の中に発展的に組み込むこととした（市民バスのダイヤは本学の時間割と連動したも

のとなっている）。また、利用学生に対してスクールバスに見合う補助(バス回数券の半額

補助)を行っている。 

 

「顔の見える教育」という本学の特色を更に発揮させるため、第４章第３節評価項目（１）

で詳述したように、オフィスアワー制度の充実にも努めており、教員全員が毎週２時間のオ

フィスアワーを設定して学生に応対している。オフィスアワー実施時間の一覧表は「学生生

活の手引」に掲載して、学生に明示している。 

 

学生の意見を反映させたより望ましい学内教育環境を整備するため、学長や理事（学外理

事も含めて）、経営審議会・教育研究審議会委員と学生（各学科から２名程度）との定期的

な対話の場を毎年１回設けている。これについては、第１０章評価項目（２）で詳しく説明

している。 
 
（３）学生の生活支援を適切に行っているか。 

 

はじめに学生の心身の健康保持・増進及び安全・衛生への配慮のあり方について現状を説

明する。 

学生の健康保持・増進については、年度初めに行われる健康診断のほか、保健室には看護

師が常駐している。また、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。さらに、トレーニング機器などを備えた

健康トレーニング室を設置しており、学生が自由に利用できる環境となっている。 
防犯・交通安全に関しては、前期のガイダンス時に地元警察署員を講師に迎えて指導を行

っているほか、新入生全員に防犯ブザーを配布している。また、学生への不審者による声掛

け事案などが発生した時には、適宜、学生の携帯電話への一斉メールによって注意喚起を行

っている。 
 
本学におけるカウンセリング等の相談体制の整備状況については以下の通りである。 

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 

各学年ごとにクラス担任を置いているほかに、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 

看護師が常駐しており，カウンセリングの予約受付を行うなど，学生にとって身近な

保健室となっている。より相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

も室内に設置している。 
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③カウンセリング 
学生相談室では、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23年度の実施状況は前期20日（51件），後期25日（51件）であった。相

談内容としては、「学生生活」「進路」「人間関係」「勉学」などが多くなっている（

資料６－８）。 

学生相談室の利用者数は、前記の通り平成23年度前期・後期ともに51人であったが、

毎週１回の相談受付で十分かどうか、また相談しやすい雰囲気作りも十分かどうか、と

いった点は今後も検討していく必要がある。近年の学生の多様化によって、相談内容も

複雑化してきていることから、今後も相談体制の検討を続けていく必要がある。 

 

学生生活全体を支援する体制作りを目指して、平成23年度から学生委員会と学生自治会と

の意見交換会を開催している。23年度の意見交換会では、自治会から卒業祝賀会にかかわる

教職員への協力要請などがあり、短大からは自治会役員の引き継ぎを円滑に行うためにも自

治会規約の整備を行うことなどを提案した。今後、最低でも年１回は意見交換会を行うこと

も確認した。 

 
また、ハラスメントの防止体制についても述べる。 

 本学においては、平成15年度に残念ながら新採教員によるセクシュアル・ハラスメントが

発生した。これを受けて、セクシュアル・ハラスメント対策のための組織と規程等を整備し、

現在は、セクシュアル・ハラスメントだけではなく多様なハラスメントにも対応できる組織

と規程を以下のように整えている。 
本学における学生へのハラスメント（教職員及び本学関係者へのハラスメントを含む）

の防止については、平成 21 年度よりガイドライン（資料６－９）ならびに規程（資料６

－10）を定め、対策・相談体制の周知、防止ならびに適切な措置に努めている。具体的に

は、ハラスメント防止に関する啓発・研修活動及びハラスメントに対する措置を行うハラ

スメント対策委員会、ならびに学生からのハラスメントに関する相談に対処するハラスメ

ント相談室、以上の２つを常設の組織として配置している。 
ハラスメント対策委員会は、学長指名の委員会であり、教授会から独立した組織として、

学生の人権を最大限に尊重し、修学上の良好な環境を確保することを目的としている。新

入生全員に対してハラスメント対策に関するガイダンスを行うとともに、「学生生活の手

引」及びポスターによって相談体制の周知に努めている。 
ハラスメントに対する相談窓口としての相談室は、教員及び事務職員から各数名、なら

びに保健室常駐の看護師を相談員の任に充当している。その際、相談員のジェンダーバラ

ンスにも一定の配慮を行っている。 
さらに、少人数教育を旨とする本学の特質を鑑み、全ての教員が学生からの相談に対応

できるよう、自己評価改善・SDFD 委員会とも連携して、教職員への啓発・研修活動を行

っている。 
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（４）学生の進路支援を適切に行っているか。 
 
 就職率を向上させるため、次の支援策を実行し、就職希望者の就職率 100％を目指して

いる（資料６－11 第２－１－(５)－③－イ）。 
 
 （ア）面接訓練を含めた学生相談の充実 
 （イ）求人情報の積極的な提供 
 （ウ）進路について動機づけを図る講座・就職支援講座・公務員講座などの各種講座の 

   開設 
 （エ）インターンシップ制度をより充実させるための工夫・改善 
 （オ）情報処理などキャリアアップにつながる各種資格取得への支援 
  （カ）公務員・企業合格者及び内定の先輩体験談を聞く会の実施 
 （キ）学内における合同企業面接会・合同企業説明会などの開催 
 
編入学率を向上させるため、次の支援策を実行し、編入学希望者の編入学率 100％を目

指している（資料６－11 第２－１－(５)－③－ウ）。 
 
 （ア）小論文添削指導 
 （イ）面接訓練、模擬問題の学習 
 （ウ）編入学対策講座、先輩合格者の体験談を聞く会の開催 
 
その結果、平成 23年度の編入学率は、96.4％を記録した（資料６－12）。しかし、目標

である 100％には不足していることから、最終的に 100％を目指して引き続き支援を強化し

ていく。 
就職・編入学等、学生が希望する進路を自らの力によって開拓できるようキャリア支援 

センターの専任職員の増加など、機能の一層の充実を図るとともに、本学への入学希望者

増加に繋がるキャリア支援策を構築しつつある（資料６－11 第２－１－（５）－③－ア）。

その他、就職支援の一環として語学支援をおこなうべく検討しているが、いまだ実施に至

っていない。 
 
 
２．点検・評価 
 
 学生の修学支援、生活支援、キャリア支援について「公立大学法人山形県立米沢女子短

期大学中期目標」の中に明記されている（資料６－１）。上述のように、修学支援では留

年者、休・退学者の把握を行うとともに障がいを持つ学生に対する支援にも努めている。

また、経済的な支援についても本学独自の奨学金制度を設けるなど、可能な限りの対応を

試みている。ハラスメント対策についてもハラスメント相談室、ハラスメント対策委員会

を設置して対応できる体制を整えている。 
 キャリア支援については、キャリア支援センターを設置して就職支援だけではなく、本
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学の特徴ともなっている四年制大学への編入学支援にも力を入れている。 
 
①効果が上がっている事項 
学生支援に関する方針に関しては、「公立大学法人山形県立米沢女子短期大学中期目標」

及び「公立大学法人山形県立米沢女子短期大学中期計画」に明示されており、それに基づい

て各年度計画で具体的な施策が実施されている。 
学生への修学支援については、まず、障がい者等サポートが必要な学生に対して車椅子ト

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、学生ボランティアによるノート

テイクの実施など、きめ細かな対応体制を確立している。さらに、学生のニーズを当該学科

から適宜把握し、学生委員会において対応策を検討し必要なものから実施している。 
授業料免除制度については、近年の希望者の増加に鑑み、免除比率（金額ベース）を維持

しながら、全額免除比率を下げ、半額免除比率を上げることによって、多くの学生が当該制

度の恩恵を受けられる仕組みに24年度から変更した。 

奨学金制度については、日本学生支援機構の奨学金は希望者のうちほぼ全員が採用されて

いる。また、本学独自の奨学金に関しては、従来からの本学教育振興会奨学金貸与制度に加

え、平成23年12月には「三宅記念奨学金」も創設して支援の厚みを増した。 

学生相談室に関しては、従来は保健室からの紹介により利用する学生が大半だったが、学

生相談室前に設置してある相談申込箱に直接申込みをする学生も見られるようになってき

た。平成23年度は、震災の影響で心身の健康を害してしまっている学生も来談し、数回の面

接で落ち着きを取り戻した事例も多く見られた。 

オフィスアワー制度に関しては、教員が指定した時間以外での対応も行われており、学生

が研究室を訪れやすい環境が形成されている。 
学長・理事、両審議会委員と学生との対話については、双方から高い評価を得ており、特

に学外理事からは、学生の生の声を聞くことができ大変有意義であるとの指摘もなされてい

る。 
平成 22年よりキャリア支援センターの専任職員を副センター長として１名増員し、より

充実した支援体制を構築した（資料６－11 ６－13 第２－１－(５)－③）。さらに平成

23年度より大学コンソーシアム派遣職員をキャリア支援センターに受け入れた。そしてこ

の職員枠は平成 24年度より本学の経費負担による嘱託職員となった。また平成 23年度か

らはハローワークよりジョブサポーター２人の派遣を受け入れた。副センター長ならびに

新たな嘱託職員、ジョブサポーターにより企業訪問や面接練習などの支援事業がさらに充

実した。 

また、各種講座の受講状況等のチェックやアンケート分析を通じ、より充実した内容と

するために課題の把握に努めるとともに、視聴覚教材の整備などによりキャリア支援セン

ターの充実を図った。また、求人開拓の新規事業として、平成 22年１月 19日、本学にお

いて学内に企業を招待し、学生と直に触れ合って本学の良さを実感してもらう学内合同企

業面接会を実現した（資料６－11 第２－１－(５)－③）。この事業は、平成 24 年度か

らは学内合同企業説明会（２回実施）として拡充して実施する。 
編入学英語対策を強化するため、編入学英語対策特別指導員を設置するとともに、小論 

文指導のあり方を検討し、英語を受験科目とする編入学希望者の合格率の向上を図った（資
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料６－13 第２－１－(５)－③）。さらに小論文添削講座の回数を増やした（資料６－13 

第２－１－(５)－③）。 
以上のようなことから、平成 23 年３月の卒業生の就職率は 85.8％、編入学率は 96.4％

にまで伸ばすことができた（資料６－12）。 
学生の自発的な社会活動の動きが、東日本大震災を一つの契機として出てきている。こ

のように学生が社会の中に出てさまざまな活動に取り組むことは将来に向けても有意義な

ことである。 
 
②改善すべき事項 
修学支援については、学ぶ意欲があるにもかかわらず就学を続けられない学生の数を可能

な限り少なくするという達成目標（資料６－14）のもとで取り組んできたが、残念ながら卒

業間際に経済的な理由で退学（実際は授業料未納のため除籍）を余儀なくされた学生が存在

したことも事実である。学生の置かれている状況を的確に把握し、本学独自の奨学金貸与の

可否を早期に検討するなどの対応も今後は必要である。 
本学独自の奨学金に関しては、制度としての整備は十分に行われたものの利用率が低い状

況にある。本学独自の奨学金制度については、入学時のガイダンスで説明を行うとともに、

「学生生活の手引」に案内を掲載しているものの、学生に十分に認識されていないことが考

えられる。その一方で、奨学金制度があることは認識しているが、仮に利用してしまうと日

本学生支援機構奨学金との併用となるため、将来の返済額負担が大きくなり過ぎることを懸

念して利用を断念していることも考えられる。また、本学独自の奨学金制度の原資には限り

があるため、希望者が殺到しても学生の要求に必ずしもすべて応えられるわけではないこと

も事実である。今後は学生への周知を徹底すると共に、より利用しやすい制度へと改善する

ことも検討課題である。 
学生相談については、対人関係を築いていく力が未熟な学生が増加している傾向が見受

けられる。その改善策の一つとしてグループワークなどが実施できるとより効果的である

と思われるが、内容や対象者の選定など学生相談の枠の中で実施していくことの難しさが

ある。実施の可能性を含めて今後検討していきたい。 
キャリア支援については、これまでもキャリア支援センターの設置や専従職員の配置な

ど、さまざまな改善を進めてきたが、さらなる支援の仕組みが必要であり、新たな就職支

援システムの構築が必要である。 
編入学英語対策特別指導員は、現在、本学を退職した教員をあて、編入学試験における

英語の学習指導を行っている。定年まで本学に勤めていた教員であるため、きめ細やかな

指導が行われ、編入学率の向上にも効果が上がっている。しかし、今後は持続的な支援体

制を整えていく必要があることから、英語英文学科教員による指導体制に改めていく方針

である。 
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３．将来に向けた発展方策 
 
① 成果が上がっている事項 
学生の社会参加や学生主体で企画・実施した意欲ある活動が、東日本大震災以降、徐々に

増えている。たとえば、県内の他大学や地元ボランティア団体と連携して、東日本大震災で

津波被害に遭った貴重な文献や歴史資料の修復作業には、学内から多くの学生がボランティ

アとして参画した。また、震災避難者のために、米沢市の商店街の魅力についてのＰＲマッ

プなどを作成し、避難者と地域の人々が交流できるような場づくりのための活動も行った。

この取組は、平成23年11月の経済産業省主催の「社会人基礎力グランプリ」北海道・東北大

会で発表され、参加16大学の中で短大では唯一の準優秀賞に輝いた。 
キャリア支援については、合同企業面接会を平成 23年度から学内において実施し、内定

率アップに貢献した。この事業を参加企業数・参加学生数を増やすことにより、さらなる

内定率アップに貢献できると思われる。さらに平成 24年度には学内で合同企業説明会も実

施し、これも内定率アップへの貢献が期待される。 

 

②改善すべき事項 
教員が学生一人ひとりの相談相手となり、学習や生活について指導・助言を行う学生アド

バイザー制度についての検討を現在すすめている。現状では、１年次・２年次の担任やゼミ

担当教員は実質的な学生アドバイザーの役割を果たしているが、学年や学期で担当教員が交

替し、一人の学生に対して継続的にアドバイスできる体制にはなっていない。教員間の連携

を密にした上でこの現状を維持すべきか、あるいは入学時から卒業時まで一貫した体制とす

る方がよいのか検討していく必要がある。 
修学支援については、より積極的な Web 活用が求められる。学生一人ひとりに用意さ

れたポータルページを通じて、短大からのお知らせやシラバス情報などを提供するほか、

履修している科目の講義ノートや参考資料などの提供、さらには Web を通じての課題提

出などが行えるようなシステムの構築を図っていきたい。併設される新大学の開学に合わ

せて整備していきたい。 
新たな就職支援システムの構築については、実現を目指し今後も引き続き検討する。ま

た、成人の職業教育の再教育の場を提供するために、キャリア支援センターの講座を、資

格取得を目指す学外の社会人にも開放することを目指しているが、いまのところ実現に至

っていない。その問題点をキャリア支援委員会で検討していく。 
 
 
４．根拠資料 
６－１ 公立大学法人山形県立米沢女子短期大学中期目標（既出１－８） 

６－２ 日本学生支援機構の奨学生数 

６－３ 公立大学法人山形県立米沢女子短期大学授業料等徴収規程 

６－４ 学生生活の手引（平成24年度）（既出１－５） 

６－５ 公立大学法人山形県立米沢女子短期大学授業料免除等取扱要領 

６－６ 公立大学法人山形県立米沢女子短期大学授業料免除等取扱基準 
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６－７ 公立大学法人山形県立米沢女子短期大学三宅記念奨学金貸付規程 

６－８ カウンセリング相談内容 

６－９ 公立大学法人山形県立米沢女子短期大学におけるハラスメントの防止に関する 

    指針 

６－10 公立大学法人山形県立米沢女子短期大学におけるハラスメントの防止及び措置 

に関する規程 

６－11 公立大学法人山形県立米沢女子短期大学 平成21年度 業務実績報告書 

（既出４－２－２） 

６－12 求人・内定状況（平成24年３月卒業・最終版）（既出４－４－４） 

６－13 公立大学法人山形県立米沢女子短期大学 平成22年度 業務実績報告書 

（既出４－２－３） 

６－14 公立大学法人山形県立米沢女子短期大学 平成23年度 業務実績報告書 

（既出２－４） 


