ＧＰ通信
独 立行政法 人日本学 術振興会 は、「 平成２０ 年度質の 高い大学 教育推 進プログ ラム
審査 結果（選 定理由） 」を発表 しまし た。本学 について の選定理 由は次 のとおり です
が、 ＧＰ専門 部会では 評価され た内容 は積極的 に実施し 、課題と された 内容はそ の克
服を 目指して いきたい と考えて います 。皆さま のご協力 と積極的 な実践 をお願い いた
しま す。
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こ の取組は 、建学の 精神を基 盤に地 域から信 頼され、 親しまれ 、愛さ れる大学 づく
りを 目指し提 案された ものであ る。こ の取組の 背景には 、大垣市 を中心 とする西 濃地
方に おける要 請を受け た「大垣 市と大 垣女子短 期大学と の連携に 関する 協定書」 に基
づき 包括協定 を締結し たこと、 １０年 前から地 域の要請 もあり、 教育内 容の充実 とい
うこ とから「 発達相談 室」の設 置には じまり、 「幼児教 育祭」各 科の特 徴を生か した
各種 演奏会・ 展示会、 大垣歯科 医師会 との連携 による保 健・栄養 指導の 実績があ り、
今後 の実現性 に向けて 大きな意 義を有 するもの である。 さらに、 「子育 てサロン 」に
つい ては、取 組に対応 すべく幼 児教育 科は「保 育実務研 究」等、 他の３ 学科は「 総合
教養 演習」な どをカリ キュラム に位置 づけたり 、４学科 教員等に よる「 図書・生 涯学
習委 員会」の 主管的運 営、大垣 市との 包括協定 に基づく 連携など の環境 整備は評 価に
値す る。ただ し、短期 大学士と しての 質の高い 教養教育 の充実と 体験学 習、行事 的な
活動 としての 意味合い を含んで いる「 子育てサ ロン」と をどう結 びつけ ていくの か、
大学 が知識基 盤社会を 担う優れ た人材 養成を視 座した教 育方法の 工夫改 善を主と する
取組 であるが 故に、や やもする と学生 はイベン ト参加的 なものに なり、 各学科が それ
ぞれ 得意技の 披露とな ってしま うこと も考えら れるため 、この点 につい ては改善 が望
まれ る。今後 は、その 実施体制 （財政 的措置を 含めたマ ネージメ ント、 ＦＤ・Ｓ Ｄ活
動と しての教 職員の体 制、法人 として の支援体 制）、評 価体制、 ４学科 参加の意 義、
連携 の相乗効 果など特 色を打ち 出し、 成果を上 げること を期待す る。

ると思います。本学は４学
科があり、それぞれ教育内
容は異なりますが、学生は
卒業時には短期大学士とい
う学位が授与される以上、
専門知識と一般教養を身に
つけた「短期大学士力」を
涵養し、一般社会に喜ばれ
る人間性豊かな人材の養成
に努める必要があると思わ
れます。すなわち明確なｄ
ｉｐｌｏｍａ ｐｏｌｉｃ
ｙを念頭に入れた教育の徹
底を図っていく必要がある
と思われます。今回は子育
てというテーマで本学の教
職員と行政との深い関係が
できていますが、今後はさ
らに地域社会とも深い関係
を保ちながら、建学の精神
に謳われている社会に役立
つ人材の育成に邁進してい
きたいと思います。
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今回、このＧＰに選ばれ
たことは本学としては大変
喜ばしいことです。
いかに学生の教育をよい
ものにするかとの取り組み
が総合短期大学の全学科一
致した協力体制で行われて
いたことが評価されたと思
います。今回は昨年からの
子育てサロンが軌道に乗り
始め、子育て日本一をスロ
ーガンに掲げている大垣市
との包括協定によって行政
との協力体制が整ったこと
も大きな要因と思われ ま
す。厳しい選考の中で選ば
れたことに対して、本学の
教育基本理念に間違いが無
いことを再認識するととも
に、この選考を有意義にす
るためにさらに前進する心
構えを新たにしたいと思い
ます。
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今後はこの厳しい難関を
通過できたＧＰの選考結果
を重大なものと受け止め、
今まで以上に全教職員が一
丸となって前進すべきであ

