平成 26 年度

事 業 報 告 書

（平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日）

学校法人 聖泉学園

平成 26 年度（2014 年度）事業報告

本学は 1985 年に設立された聖隷学園聖泉短期大学に起源をもち、その時の全人教育
に基づく「社会奉仕と地域貢献」を建学の精神として継承しています。この教育理念は、
入学式の学長式辞や新年度初めの全 1 年生を対象とした学長講話の中で、学園設立の歴
史とともに紹介され、教職員に対しては全学集会や FD 研修会で共有し、理解を深めて
います。
大学は、平成 15 年（2003 年）に人間学部人間心理学科を開設し、平成 23 年（2011
年）には新たに看護学部を開設しました。看護学部の開設にあたっては、一般社団法人
水口病院からの多大な寄付金の提供と水口病院への学校用地の売却により設置経費を
確保しました。
平成 27 年（2015 年）3 月には看護学部が第 1 期生を、人間学部が第 9 期生を送り出
しました。平成 27 年（2015 年）4 月には大学院看護学研究科と別科助産専攻を開設す
ることとなりました。
大学の教育理念は、「人間に対する理解を深め、広く社会と地域に貢献できる人材を
育成すること」です。看護学部と人間学部は「人間理解」と「地域貢献」を共通理念と
し、卒業後は、地域の企業や医療に従事し、地域で育て、地域で活躍できる人材の育成
を目指しています。
また、来年度 2015 年（平成 27 年）に学校法人聖泉学園は創立 30 周年を迎えるにあ
たり、学園の更なる経営の安定化と看護学部・人間学部の教育力の充実を図るために必
要な施策の取り組みをおこなっています。

本学が目指す大学像

本学は、教育理念にもみられるように開学以来、人間理解と地域貢献を重視した教育
研究をおこない、地域に根ざし、地域から親しまれ、地域に貢献する大学を目指してい
ます。看護学部は、県内私立大学初の看護職養成機関として、人間理解のために教養や
創造性、思考力を高めるとともに、近隣施設での実習を通して看護能力を磨き、自ら考
え主体的に行動し、地域社会に貢献できる看護師の育成を目指しています。また、人間
学部は、学科・専攻を超えて心理学を基盤とした人間理解を目指した教育をおこない、
人材の育成に取り組んでいます。同時に少人数の特色を活かし、学生ひとり一人のニー
ズに合ったきめ細かい教育指導をおこなっています。

（１） 学生ひとり一人に対応した教育
学生が他者を理解する豊かな心と人間力を身につけるよう、教員が学生との
対話に努め、学生ひとり一人の努力を促し、個性を伸ばす教育をおこなってい
ます。このため、単に知識や技術を教えるだけでなく、学生の学外施設への派
遣や地域の人々との交流を促進し、学生の要望と個性に応じた種々の支援を実
践しています。

（２） 社会を見つめた研究
大学では、基礎的・独創的な研究が大切ですが、同時に研究結果が社会にど
のように結びつき役立つかを考えることが不可欠です。大学が専門分野で地域
の教育研究活動の拠点となるよう努力し、教員は常に社会を見つめた研究を進
めています。

（３） 地域に貢献する大学
これからの大学は、地域で存在価値のある大学でなくてはなりません。本学は、
建学の精神である地域に貢献する大学を目指し、大学に蓄積された知識・技術
の提供や施設の開放だけではなく、地域の人々と交流し、共に学ぶことを目指
しています。

平成 26 年度の主な事業報告を以下に取りまとめましたのでご報告致します。

学校法人聖泉学園
１．経営改善計画の実施
平成 22 年度より、将来構想委員会等による教育内容・組織体制の見直しに加え
て、私学として財政面から経営基盤の安定化を図ることを目的として、5 年後の数
値目標を設定して収支バランスの均衡を図るために経営改善改革に取り組んでき
ました。最終年度の 5 年後にあたる今年度も引き続き、経営会議の意思決定のもと
で着実に取り組みを進めてきました。財政基盤の強化については、学園全体で適切
な学生数を確保すること、受託研究・調査・研修事業を積極的に展開すること、30
周年事業の開催（平成 27 年度）に備え、保護者会である「教育後援会」や卒業生
会の「いづみ会」等、本学園を後援する関係者からの寄附金の獲得を目指しました。
また、平成 27 年度から平成 31 年度までの 5 か年については第 2 期経営改善計画
に取り組むことになっています。

２．大学院看護学研究科及び別科助産専攻の開設に向けた取り組み
看護学部の開設当初から高度実践看護能力機能をもつ看護識者の育成を主眼と
した大学院看護学研究科が平成 26 年（2014 年）10 月に設置認可されるとともに、
深い専門性や多様な役割の広がりに対応できる学生の育成を目指した別科助産専
攻の届出が承認申請され、平成 27 年（2015 年）4 月から開設することになりまし
た。

３．学園創立 30 周年記念事業委員会の設置
本学園は平成 27 年度（2015 年）に 30 周年を迎えます。教職員による記念事業
委員会が設置され、小委員会では講演会やシンポジウム等の開催、学修環境の向上
のための施設整備、30 周年記念誌の発行、卒業生や地域社会への募金活動等を中
心に取り組んでいきます。また、保護者会（教育後援会）や卒業生会（いづみ会）
などと連携を強化し 30 周年記念事業へ向けた協議を進めています。

４．施設設備の充実
教育機関として、教育研究活動を推進していくためには、施設・設備の整備と充
実は非常に重要であります。平成 23 年度以降、従来校舎のトイレ・手洗い所の改
修及び一部バリアフリー化、学生ラウンジに簡易購買部の設置、自習室の確保、事
務室のワンフロワー化、図書館及び学生食堂の空調機器改修、街路灯の設置、スク
ールバスの増車、校舎への無線 LAN の設置等を順次手掛けてきました。

聖泉大学
１．更なる教育・研究の充実
（１）看護学部では、教養科目において「人間のこころ」を探求することによる人間
理解や人間を取り巻く社会と環境の理解に力点をおき、専門科目群では、人間
の心身と健康障害の理解、「健康生活を支えるための看護」のために人間のラ
イフステージ・ライフスタイルに応じた看護を実践的に学べる教育をおこなっ
てきました。平成 26 年度（2014 年度）第 1 期卒業生 55 名を送りだし、約 92%
の学生が県内の医療機関等に就職しました。
（２）人間学部では、学習能力育成を目的とした「リテラシー科目群」、自己分析能
力や問題解決能力の育成を目的とする「キャリア教育科目群」、「教養科目群」
を上に基盤科目・基幹科目・専門科目による体系的なカリキュラムを提供して
きました。平成 26 年（2014 年度）は、人間学部小委員会による現在の 3 専攻
制にとらわれない科目横断型科目のカリキュラム再編へ向けた検討をおこな
ってきました。
（３）看護学部・人間学部の共通教育の充実と PBL などアクティブラーニングの取
り組み、入学前教育、初年次教育、課外講座等の更なる実施を図ってきました。
（４）研究支援を充実するために、それを支える事務職員に配置をおこない、研究活
動振興のために情報周知をおこなうとともに公的研究費の適正執行に努めて
きました。
（５）FD の取り組みでは、学生の主体的な学びを実現させるため、選択と集中によ
る教育課程の更なる体系化を目的にカリキュラム改革、授業内容・方法の改善、
教員の授業実施能力の向上などに取り組んできました。

２．付属施設の充実
（１）図書館は、学生の学習・研究のために効果的に利用できる環境を提供する施設
として、レファレンスサービス、リクエストサービス、コピーサービスのほか、
データベース検索やパソコンの貸し出し、視聴覚機器の利用を進めています。
また、学生の学習意欲の高まりにより、学生サービスの向上を図るため、平成
26 年（2014 年）7 月より閉館時間を 2 時間延長し、21 時まで開館しています。

（２）情報センターは、パソコンを利用した授業や自主学習の環境を学生に提供する
ために、4 つのコンピュータ教室を運用しています。教員に対しては、教育・
研究を支援するために、整備済みのパソコンを提供し、その利用のサポートを
行っています。さらに、ネットワークを含め学内の情報システム環境を維持・
管理するとともに、新たな技術・サービスの検討・導入を行っています。

（３）カウンセリングセンターは、主に学生生活に関する相談、人権に関する相談、
セクシュアルハラスメントに関する相談などがあります。保健室とも密接に連
携・協力し、身体上の心配や不安がある場合は、校医の助言を受け必要に応じ
適切な関係機関への紹介をおこないました。

（４）看護学部・キャリアアップセンターは、地域の医療、教育の発展と向上のため
の看護研究や研修の場、保健・医療・福祉・教育現場の相互交流の場となって
広く学生や地域社会の活動に役立てられることを目的としています。その目的
のため、「看護の質の向上を目指し看護研究をテーマとした講座の開設」、
「地
域の医療関係者、看護教育関係者の研究サポート」、
「地域の医療関係者、看護
教育関係者との共同研究」、
「地域医療の向上のための研究・調査に関する事業」
、
「本学卒業生の研究・研修サポート」などを行い、その機能を果たしました。

（５）人間学部・スポーツ身体運動センターは、学生が地域との諸活動等を通して実
践教育を学ぶことを目的としています。スポーツを通じて生活に潤いや楽しみ
を与え、大学全体の活性化に寄与するため「運動やスポーツに係る学生活動へ
の支援」
、
「学生の地域スポーツ活動の支援」、
「研究紀要の発行や公開講座によ
る研究・活動成果の発信」、「運動やスポーツに関する地域貢献や連携事業」、
「産官学を意識した共同プログラムの開発等研究活動」に取り組みました。

３．学生支援事業
平成 26 年度（2014 年度）より、進路支援学生課を学生課とし、ワンストップサ
ービスの一層の強化に努めています。学生課では、学生証や通学届け等各種証明書
の発行、遺失物・拾得物の保管・管理、用具貸し出し、学生相談のほか、学生支援
機構等の奨学金関係、学生保険、アルバイト情報の提供や、安全で快適な学生生活
を過ごすための体制を整えるとともに、学生意見箱の設置し、学生の声に対して大
学が迅速に対応できるようにしてきました。また、進路支援では、就職活動や公務
員・教員試験、看護師・保健師国家試験等、卒業後の進路選択に必要な情報を提供
するほか、学生の個々の事情に応じた支援やアドバイスを教員指示のもとで実施し
てきました。

４．学生募集・広報事業
本学で学びたいというさまざまな能力を持った意欲の高い学生を受け入れ、安定
した学生募集を実現させるため、平成 27 年度（2015 年度）募集より入試制度の見
直しに取り組みました。また、看護学部及び人間学部の特色を生かした具体的でわ
かりやすい学生募集活動を展開していくことで近隣の他大学との差別化を図って
いきます。広報事業については、ホームページに更なる充実と教育研究成果の効果
的な情報発信、大学での学生の日常活動を高校生や保護者・卒業生等に広く知って
もらう工夫に取り組んできました。

５． 地域連携事業
地域連携交流センターは、地域社会に対する専門的支援や地域課題に係る調査研
究の調整、地域連携・産学連携に係る受託研究、共同研究、奨学寄付金、人的交流、
情報発信等の実施を目指しています。また、湖東定住自立圏 1 市 4 町（彦根市、愛
荘町、豊郷町、甲良町、多賀町）との締結へ向けた共同事業に参画し、本学が圏内
ネットワークの推進の核として活動できる場の提供者となることを目指していま
す。本学が取り組んできた多くの地域社会貢献活動の窓口として、教育研究支援の
基盤強化の一役を果たすべき運営体制づくりをおこない、その活動拠点として更な
る展開と発展を目指します。

６．国際交流事業
国際交流センターは、交流協定にもとづく学術・学生交流事業、在学生の留学・
研修支援、学内の国際的教育研究活動支援、地域の国際交流事業との連携協力を目
指しています。平成 26 年度（2014 年度）は、ミシガン州立大学連合日本センター
（滋賀県彦根市）との連携協定締結へ向けて語学研修プログラムに 3 名の学生が参
加しました。

平成２６年度活動報告
法

人

看護学部

人間学部

４月

□4/1 辞令交付
□4/1 教職員全体集会

□4/2 入学式
□4/2 前期履修登録・健康診断

□4/2 入学式
□4/2 前期履修登録・健康診断

□4/8 前期授業開始

□4/8 前期授業開始

５月

□4/22 教職員健康診断
□5/23会計士・監事合同監査
□5/27理事会・評議員会(決算他)
□6/11 経営会議

□6/15 オープンキャンパス

□6/15 オープンキャンパス

□7/9 経営会議

□7/13 オープンキャンパス

□7/13 オープンキャンパス

□7/10 経営改善計画状況報告書提出

□学習日（30～1日）

□学習日（30～1日）

□8/20

理事会

□8/4 前期定期試験

□8/4 前期定期試験

□8/30

合同SD研修会

□8/9 オープンキャンパス
□8/13 夏期休暇
□9/24 後期履修登録
□9/16 基礎看護実習(1年)

□8/9 オープンキャンパス
□8/13 夏期休暇
□9/22 後期履修登録
□9/14 オープンキャンパス

学園共通・その他事項
□4/19 教育振興会役員会
□4/26 いづみ会総会
□5/17 教育後援会総会

６月

７月

８月

□9/9 文科省実地調査
９月

□8/7 図書館夜間開館（21：00）

□9/25 いづみ会役員会

□9/22 保育圏実習(2年)
□10/8 経営会議
□10/16会計監査

□10/1 後期授業開始
□10/4 入試説明会

□10/1 後期授業開始
□10/19 オープンキャンパス

□11/12 経営会議

□10/6 臨地実習開始（3年）
□11/8 推薦入試

□11/8 推薦入試

□11/1～2 学園祭

１１月

□11/20会計監査
□11/26 理事会
□12/4 私学事業団実地調査

□12/6 推薦入試

□12/6 推薦入試

□12/13～14 CLCセミナー

１２月

□12/17 経営会議

□12/23

□12/23

□12/13 教育後援会役員会

１月

□1/14 経営会議
□1/20 人権研修会

□1/6 授業開始
□1/17～18 センター入試

□1/6 授業開始
□1/17～18 センター入試

２月

□2/4 経営会議
□2/19会計監査

□学習日(28～29日)
□2/2 後期定期試験
□2/7 一般前期入試
□保健師(20)看護師(22)国家試験

□学習日(28～29日)
□2/2 後期定期試験
□2/7 一般前期入試
□2/14 春期休暇

３月

□3/11 経営会議
□3/21 評議員会・理事会

□3/12 一般後期入試
□3/14 学位記授与式
□3/25 看護師保健師合格発表

□3/12 一般後期入試
□3/14 学位記授与式

１０月

冬期休暇

冬期休暇

□2/14 教育後援会役員会

□3/7 教育後援会
□3/14 卒業パーティ

