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１．公益財団法人大学基準協会定款

Ⅰ．短期大学認証評価の概要

１．短期大学認証評価の目的と特徴

本協会が実施する短期大学認証評価の目的と特徴は下記の通りです。

（１）短期大学認証評価の目的

① 本協会が定める「短期大学基準」に基づき短期大学の諸側面を包括的に評価することを通じて、短期

大学の教育研究活動の質を社会に対し保証すること。

② 評価結果の提示及び評価を通じて見出された改善を要する事項（「改善課題」及び「是正勧告」）に

関する報告書（「改善報告書」）の検討とその結果の提示によって、短期大学の改善・向上を継続的

に支援すること。

③ 評価を通じて短期大学の社会的存在理由を明らかにすることに貢献し、短期大学が社会に対して説明

責任を果たしていくことを支援すること。

（２）短期大学認証評価の特徴

① 内部質保証システムの有効性に着目した評価

短期大学教育の質を保証する第一義的責任は短期大学自身にあります。短期大学認証評価においては、

短期大学が内部質保証システムを構築し有効に機能させているかどうかを重視します。

② 自己改善機能を重視した評価

短期大学認証評価に際して、本協会が求める自己点検・評価は、「短期大学基準」に基づいて現状を把

握し、それを分析して長所や問題点を捉え、長所についてはそれをさらに伸長させるための方策、問題点

についてはその改善策を導き出すことが重要となります。こうした自己点検・評価を前提として、短期大

学が適切に改善・向上に取り組むことのできる評価、すなわち短期大学における自己改善機能を重視した

評価を行います。

③ 理念・目的の実現に向けた取り組みを重視し、充実・向上を支援する評価

法令要件など短期大学として求められる基礎的な事項の充足の確認だけでなく、各短期大学における教

育研究活動の充実・向上につながる評価を行います。すなわち、各短期大学が理念・目的を実現する取り

組みにおいてどのような努力を払っているかという観点を重視した評価を行います。
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④ 継続的な改善・向上を支援する評価

短期大学認証評価を通じて見出された改善を要する事項（「改善課題」、「是正勧告」）に関して、「改

善報告書」の提出を求め、それをもとに短期大学認証評価後の改善状況を検討し、その結果を「改善報告

書に対する検討結果」として短期大学に通知するとともに公表します。これを通じて継続的な改善・向上

の支援を行います。

⑤ ピア・レビューを重視する評価

短期大学の教育研究活動に深い理解のある者を評価者とすることによって、短期大学の教育研究活動に

対する経験と理解に立って評価することを重視します。

⑥ 特色ある取り組みをエンカレッジする評価

短期大学が個性を生かして、特色ある優れた取り組みを実施している場合に、それを積極的に評価する

ためのオプション項目を設定しています。この項目の評価を通じるなどすることで、各短期大学の特色の

伸長に貢献します。

２．内部質保証を重視する評価

（１）内部質保証が重視される理由、背景

わが国は、 （平成 ）年に短期大学・大学の進学率が ％を超え、いわゆる「ユニバーサル・ア

クセス」の時代となりました。この「ユニバーサル・アクセス」とともに起こっているのは、いわゆる「大

学全入」という現象です。少子化の影響で 歳人口が減少する中、望めばどこかの大学には入学できる

状況に至っています。一方で、社会経済情勢に目を向ければ、グローバリゼーションの進展やＩＣＴ（情

報通信技術）による社会変化、雇用環境の不安定化などが見られ、短期大学・大学を取り巻く状況は大き

く変わりつつあります。こうした中にあって、あらためて短期大学に問われているのは、短期大学として

の意義を明確にし、高等教育機関としての人材養成機能の強化を図ることです。つまり、短期大学は、変

化する社会の中で、多様な学生を有為な人材として送り出すことを可能とする教育活動を展開することが

求められています。もちろん短期大学は、高度の教育研究機関として本来自主的、自律的なものです。人

材養成の目的を明確にし、そして学生の学びを保証していくのは、ほかでもなく短期大学自身であり、短

期大学が自らの責任で教育活動等の質保証を第一義的に担っていく必要があります。

（２）内部質保証の基本的な考え方

「内部質保証」（ ）とは、ＰＤＣＡサイクル等を適切に機能させることに

よって、質の向上を図り、教育、学習等が適切な水準にあることを短期大学自らの責任で説明し証明して

いく学内の恒常的・継続的プロセスのことです。この定義において明らかなように、内部質保証の主たる

対象は教育活動であり、その目的の中心は、教育の充実と学習成果の向上にあると言えます。

内部質保証を重視する考え方は、前述のようなわが国の状況下でその意義が増しているとともに、国際

的な潮流となって久しいといえます。またそれだけでなく、短期大学の自主的努力を尊重し、短期大学自

らが質の保証及び質の向上を図ることは、本協会が設立以来堅持している基本的な考えに基づくものでも

あります。こうした背景のもと、本協会では、 （平成 ）年度から内部質保証を重視する短期大学

認証評価を行っています。

（３）「短期大学基準」における内部質保証

（平成 ）年度から開始する短期大学認証評価では、これまで以上に内部質保証を重視した評価

を行います。そのポイントは、学科ごとの自己点検・評価等の取り組みを前提としつつ、全学的な教学マ

ネジメントの状況により重きを置いて評価するところにあります。教育の充実と学生の学習成果の向上を

図るために、短期大学は組織的に教育活動を展開していかなければなりません。その際に要となるのが、

学長を中心とした教学マネジメントです。それによって、教育の企画・設計から運用、検証、改善に至る

プロセスが円滑に機能するように図っていくことが求められているのであり、内部質保証を重視する短期
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大学認証評価において全学的な教学マネジメントの状況に目を向けるのは、こうした理由によります。

第３期認証評価の開始に向けて、「短期大学基準」は、内部質保証を重視して改定を行いました。例え

ば、「内部質保証」を「理念・目的」に次ぐ２番目に位置づけた（従前は 番目）のは、内部質保証の

意義をより明確にするためです。

短期大学が自己点検・評価する

際、また短期大学認証評価におい

て評価者が評価する際には、まず、

基準１「理念・目的」を確認し、

基準２「内部質保証」で内部質保

証システムの状況を確認します。

そして、基準３～９において、３

つの方針（学位授与方針、教育課

程の編成・実施方針及び学生の受

け入れ方針）やその他方針が適切

に設定されているか、それらの方

針に基づき適切に教育が展開され

ているか、また、自己点検・評価

が適切に行われ、さらにその結果

をもとに改善・向上につなげているかという一連の流れを、短期大学としての全学的な観点から確認しま

す。また、個別事項ごとの一連の取り組み（基準３～９）を確認した後、改めて基準２「内部質保証」に

立ち返って、全学的な教学マネジメントが有効に機能しているかなど、内部質保証システム全体の機能的

有効性を確認する必要があります。つまり、仮に個別事項の一連の取り組みが円滑に行われていないとい

うことになれば、内部質保証システム全体の問題として捉え、検証する必要があります。そうした確認の

後、最終的に基準１「理念・目的」に戻り、理念・目的がどのように達成されたかという観点から様々な

取り組みの有効性を確認することができます。「短期大学基準」はこうした流れを念頭に置いて構成して

います。

なお、短期大学が掲げる理念・目的の実現のため、内部質保証システムを機能させる上での必要な基盤

として、適切な大学運営組織が設けられるとともに、適切な財務基盤により運営されているかという点は

重要です。このことから、「短期大学基準」では、基準 「大学運営・財務」として基準を設けていま

す。

≪図Ⅰ－１ 短期大学基準の構成図≫

６ 教員・教員組織 ７ 学生支援

３ 教育研究組織

２ 内部質保証

１ 理念・目的

教育課程の編成

・実施方針

学生の受け入れ

方針学位授与方針

５ 学生の受け入れ４ 学習成果

９ 社会連携・社会貢献８ 教育研究等環境

大学運営・財務

４ 教育課程

（４）内部質保証の主要なポイント

短期大学が自己点検・評価する際、「短期大学基準」の基準２「内部質保証」において内部質保証シス

テムの状況を確認すると述べましたが、内部質保証のあり方について、ここでより具体的に確認しておく

必要があります。そのポイントは、「内部質保証のための全学的な方針及び手続」（以下「内部質保証の

方針及び手続」といいます。）に則り、「内部質保証の推進に責任を負う全学的な組織」（以下「全学内

部質保証推進組織」といいます。）が、各学科等におけるＰＤＣＡサイクルを実効性のあるものとして運

営又は支援すること、と概略することができます。

これらについて、順を追って説明します。

① 「内部質保証の方針及び手続」の設定

短期大学は、まず、自らの短期大学の内部質保証をどのように行っていくのかについて、短期大学の規

模や特性等を考慮し、方針と手続を設定することが重要です。なお、この方針と手続は、自己点検・評価

のみに関するものではありません。なぜなら、内部質保証は、教育の企画・設計、運用、検証及び改善・

向上の一連のプロセスから成るものであり、その意味では、ここでいう「検証」に相当する自己点検・評

価よりも広い概念と言えるからです。

この方針及び手続の設定が重要なのは、短期大学として内部質保証に関する考え方を整理し、そして内

部質保証の方針及び手続とそれに基づく教育活動に整合性を持たせることにより、学内者が共通意識を持

って実効性のある取り組みを実施していくことが可能となるからです。また、自己点検・評価の際には、

方針と手続に沿った取り組みがなされているかを確認することによって、教育活動の質保証の適切性を判

断することが可能となります。この方針と手続に盛り込むべき具体的内容として、以下が考えられます。

・ 内部質保証に関する短期大学の基本的な考え方

・ 全学内部質保証推進組織の権限と役割

・ 全学内部質保証推進組織と学科その他の組織との関係

・ 教育の企画・設計、運用、検証及び改善・向上のための指針 等

この他、各短期大学において、内部質保証システムの有効性を高めるためには、どのような内容を方針

として設定する必要があるのか、またその方針を運用するためにはどのような体制が適切なのかを十分に

検討し、各短期大学の状況（理念・目的、規模、分野構成等）に見合った方針と手続を設定することが重

要です。
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ているか、また、自己点検・評価

が適切に行われ、さらにその結果

をもとに改善・向上につなげているかという一連の流れを、短期大学としての全学的な観点から確認しま

す。また、個別事項ごとの一連の取り組み（基準３～９）を確認した後、改めて基準２「内部質保証」に

立ち返って、全学的な教学マネジメントが有効に機能しているかなど、内部質保証システム全体の機能的

有効性を確認する必要があります。つまり、仮に個別事項の一連の取り組みが円滑に行われていないとい

うことになれば、内部質保証システム全体の問題として捉え、検証する必要があります。そうした確認の

後、最終的に基準１「理念・目的」に戻り、理念・目的がどのように達成されたかという観点から様々な

取り組みの有効性を確認することができます。「短期大学基準」はこうした流れを念頭に置いて構成して

います。

なお、短期大学が掲げる理念・目的の実現のため、内部質保証システムを機能させる上での必要な基盤

として、適切な大学運営組織が設けられるとともに、適切な財務基盤により運営されているかという点は

重要です。このことから、「短期大学基準」では、基準 「大学運営・財務」として基準を設けていま

す。

≪図Ⅰ－１ 短期大学基準の構成図≫

６ 教員・教員組織 ７ 学生支援

３ 教育研究組織
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９ 社会連携・社会貢献８ 教育研究等環境

大学運営・財務
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（４）内部質保証の主要なポイント

短期大学が自己点検・評価する際、「短期大学基準」の基準２「内部質保証」において内部質保証シス

テムの状況を確認すると述べましたが、内部質保証のあり方について、ここでより具体的に確認しておく

必要があります。そのポイントは、「内部質保証のための全学的な方針及び手続」（以下「内部質保証の

方針及び手続」といいます。）に則り、「内部質保証の推進に責任を負う全学的な組織」（以下「全学内

部質保証推進組織」といいます。）が、各学科等におけるＰＤＣＡサイクルを実効性のあるものとして運

営又は支援すること、と概略することができます。

これらについて、順を追って説明します。

① 「内部質保証の方針及び手続」の設定

短期大学は、まず、自らの短期大学の内部質保証をどのように行っていくのかについて、短期大学の規

模や特性等を考慮し、方針と手続を設定することが重要です。なお、この方針と手続は、自己点検・評価

のみに関するものではありません。なぜなら、内部質保証は、教育の企画・設計、運用、検証及び改善・

向上の一連のプロセスから成るものであり、その意味では、ここでいう「検証」に相当する自己点検・評

価よりも広い概念と言えるからです。

この方針及び手続の設定が重要なのは、短期大学として内部質保証に関する考え方を整理し、そして内

部質保証の方針及び手続とそれに基づく教育活動に整合性を持たせることにより、学内者が共通意識を持

って実効性のある取り組みを実施していくことが可能となるからです。また、自己点検・評価の際には、

方針と手続に沿った取り組みがなされているかを確認することによって、教育活動の質保証の適切性を判

断することが可能となります。この方針と手続に盛り込むべき具体的内容として、以下が考えられます。

・ 内部質保証に関する短期大学の基本的な考え方

・ 全学内部質保証推進組織の権限と役割

・ 全学内部質保証推進組織と学科その他の組織との関係

・ 教育の企画・設計、運用、検証及び改善・向上のための指針 等

この他、各短期大学において、内部質保証システムの有効性を高めるためには、どのような内容を方針

として設定する必要があるのか、またその方針を運用するためにはどのような体制が適切なのかを十分に

検討し、各短期大学の状況（理念・目的、規模、分野構成等）に見合った方針と手続を設定することが重

要です。
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② 「短期大学全体として内部質保証に責任を負う組織」の整備

前述の方針及び手続とともに、全学内部質保証推進組織を整備する必要があります。この組織は、学科・

専攻科その他の組織における教育活動の一連のプロセスが適切に展開するよう、必要な運営等を行い、ま

たその教育活動を定期的に検証し、改善できるよう、適切なマネジメントを行う必要があります。ここで

いう「教育活動の一連のプロセス」とは、すなわち３つの方針（学位授与方針、教育課程の編成・実施方

針及び学生の受け入れ方針）の設定、これらの方針に基づく体系的なカリキュラムの編成、このカリキュ

ラムに則した教育活動の展開、その教育活動の有効性の検証、検証結果を踏まえた改善・向上の恒常的・

継続的な実施を指しています。

なお、全学内部質保証推進組織を整備するにあたっては、いくつかの留意点があります。

・ 全学内部質保証推進組織は、必ずしも新たに設置する必要はなく、既存の組織の役割を見直し、必

要な役割を担わせることも考えられること。各短期大学がそれぞれの状況を踏まえ、短期大学全体

の内部質保証システムが有効に機能するように、必要でかつ無理のない体制となるようにすること。

・ 全学内部質保証推進組織の権限や他の組織との関係を検討する際には、短期大学の特性や規模、設

置形態等、各短期大学の実態を考慮すること。

（全学内部質保証推進組織が、各学科で行われている取り組みを側面から支援する役割を担うのか、

あるいは、各学科で実施される教育活動の推進に主導的な役割を担うのかは一概に言えるもので

はなく、短期大学執行部と学科との役割分担や運営体制の状況によって変わり得る。）

・ 併設大学がある場合には、当該大学と同一の組織とすることも考えられること。ただし、教育その

他の面で大学とは異なる特性、独自性を短期大学が有することについて十分な配慮がなされ、また

短期大学の主体性が尊重されていること。同一の組織としても、短期大学の内部質保証システムが

有効に機能する結果につながり得ること。

③ 方針の明確化とＰＤＣＡサイクルの有機的結びつき

こうした方針及び手続や組織の整備を図ったうえで、内部質保証システムが実効性を伴ったものとして

機能するためには、いくつかのポイントがあります。

まず、「方針の明確化」という点が挙げられます。内部質保証それ自体について方針を明確化する必要

があることは前述したとおりですが、例えば、教育活動や学生支援といった具体的な活動についてもそれ

ぞれ明確な方針が必要です。教育活動における方針としては、まず、３つの方針が挙げられます。この３

つの方針が明確であって、はじめて教育における組織的な質保証の基盤が構築され、それに基づいて具体

的な目標の策定から自己点検・評価、改善・向上に至るＰＤＣＡサイクルが機能すると言えます。

同じように、学生支援といった取り組みについても、それを具体的に行っていく指針となるものがなけ

れば、ＰＤＣＡのあり方は明確に定まりません。こうした意味において方針は、取り組みのイメージを曖

昧に述べただけのものでは不十分です。ただし、活動を具体的に行っていく指針として明確であることが

重要なのであって、基本的な考え方を明らかにし、その内容を学内で共有できるものであれば、必ずしも

方針という名称や形態をとる必要はありません。また、「短期大学基準」は、「学生支援」や「教育研究

等環境」といった枠組みで内容を規定していますが、各短期大学の方針は、こうした本協会の基準の枠組

みごとに策定されなければならないというものではありません。例えば、「学生支援」と「教育研究等環

境」とを包括する内容の方針であったとしても、それぞれの活動を具体的に行うことができるものであれ

ば問題ありません。

方針の明確化のほかに、学内における様々なレベルのＰＤＣＡサイクルが有機的に結びつくことも重要

なポイントです。

≪図Ⅰ－２ 全学内部質保証推進組織を中心とした内部質保証システムのイメージ≫

すなわち全学内部質保証推進組織のＰＤＣＡサイクルと、学科等の各部局におけるＰＤＣＡサイクルと

の結びつきです。こうした結びつきを強めるうえで、全学内部質保証推進組織が担う役割は重要です。一

言で言えば、この組織の担う役割は、各部局におけるＰＤＣＡサイクルのマネジメントです。なお、ここ

【P】３つの方針に基づく教育の企画・設計
【D】教育活動の展開
【C】教育の有効性の検証（自己点検・評価）
【A】検証結果を踏まえた改善・向上
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② 「短期大学全体として内部質保証に責任を負う組織」の整備

前述の方針及び手続とともに、全学内部質保証推進組織を整備する必要があります。この組織は、学科・

専攻科その他の組織における教育活動の一連のプロセスが適切に展開するよう、必要な運営等を行い、ま

たその教育活動を定期的に検証し、改善できるよう、適切なマネジメントを行う必要があります。ここで

いう「教育活動の一連のプロセス」とは、すなわち３つの方針（学位授与方針、教育課程の編成・実施方

針及び学生の受け入れ方針）の設定、これらの方針に基づく体系的なカリキュラムの編成、このカリキュ

ラムに則した教育活動の展開、その教育活動の有効性の検証、検証結果を踏まえた改善・向上の恒常的・

継続的な実施を指しています。

なお、全学内部質保証推進組織を整備するにあたっては、いくつかの留意点があります。

・ 全学内部質保証推進組織は、必ずしも新たに設置する必要はなく、既存の組織の役割を見直し、必

要な役割を担わせることも考えられること。各短期大学がそれぞれの状況を踏まえ、短期大学全体

の内部質保証システムが有効に機能するように、必要でかつ無理のない体制となるようにすること。

・ 全学内部質保証推進組織の権限や他の組織との関係を検討する際には、短期大学の特性や規模、設

置形態等、各短期大学の実態を考慮すること。

（全学内部質保証推進組織が、各学科で行われている取り組みを側面から支援する役割を担うのか、

あるいは、各学科で実施される教育活動の推進に主導的な役割を担うのかは一概に言えるもので

はなく、短期大学執行部と学科との役割分担や運営体制の状況によって変わり得る。）

・ 併設大学がある場合には、当該大学と同一の組織とすることも考えられること。ただし、教育その

他の面で大学とは異なる特性、独自性を短期大学が有することについて十分な配慮がなされ、また

短期大学の主体性が尊重されていること。同一の組織としても、短期大学の内部質保証システムが

有効に機能する結果につながり得ること。

③ 方針の明確化とＰＤＣＡサイクルの有機的結びつき

こうした方針及び手続や組織の整備を図ったうえで、内部質保証システムが実効性を伴ったものとして

機能するためには、いくつかのポイントがあります。

まず、「方針の明確化」という点が挙げられます。内部質保証それ自体について方針を明確化する必要

があることは前述したとおりですが、例えば、教育活動や学生支援といった具体的な活動についてもそれ

ぞれ明確な方針が必要です。教育活動における方針としては、まず、３つの方針が挙げられます。この３

つの方針が明確であって、はじめて教育における組織的な質保証の基盤が構築され、それに基づいて具体

的な目標の策定から自己点検・評価、改善・向上に至るＰＤＣＡサイクルが機能すると言えます。

同じように、学生支援といった取り組みについても、それを具体的に行っていく指針となるものがなけ

れば、ＰＤＣＡのあり方は明確に定まりません。こうした意味において方針は、取り組みのイメージを曖

昧に述べただけのものでは不十分です。ただし、活動を具体的に行っていく指針として明確であることが

重要なのであって、基本的な考え方を明らかにし、その内容を学内で共有できるものであれば、必ずしも

方針という名称や形態をとる必要はありません。また、「短期大学基準」は、「学生支援」や「教育研究

等環境」といった枠組みで内容を規定していますが、各短期大学の方針は、こうした本協会の基準の枠組

みごとに策定されなければならないというものではありません。例えば、「学生支援」と「教育研究等環

境」とを包括する内容の方針であったとしても、それぞれの活動を具体的に行うことができるものであれ

ば問題ありません。

方針の明確化のほかに、学内における様々なレベルのＰＤＣＡサイクルが有機的に結びつくことも重要

なポイントです。

≪図Ⅰ－２ 全学内部質保証推進組織を中心とした内部質保証システムのイメージ≫

すなわち全学内部質保証推進組織のＰＤＣＡサイクルと、学科等の各部局におけるＰＤＣＡサイクルと

の結びつきです。こうした結びつきを強めるうえで、全学内部質保証推進組織が担う役割は重要です。一

言で言えば、この組織の担う役割は、各部局におけるＰＤＣＡサイクルのマネジメントです。なお、ここ

【P】３つの方針に基づく教育の企画・設計
【D】教育活動の展開
【C】教育の有効性の検証（自己点検・評価）
【A】検証結果を踏まえた改善・向上
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でいう「マネジメント」とは、例えば、各部局で行われる自己点検・評価を行う際のマニュアル、あるい

はＦＤ実施方針等の内部質保証に関する全学共通の取り組みを行う際の指針などを作成し、また、各部局

がそれに基づいて適切に運用しているかどうかを確認することや、自己点検・評価の結果等を改善に結び

つける短期大学全体としての仕組み作り、各部局に対する助言などの支援を意味しています。

３．短期大学認証評価の結果とプロセス、体制

（１）「評価結果」

本協会は短期大学認証評価の結果として「評価結果」を作成し、短期大学に提示します。「評価結果」

は、短期大学認証評価の判定（「適合」若しくは「不適合」）又は判定保留の結果と、評価した全体のま

とめを記した「総評」に加え、各基準の「概評」及び「提言」（「長所」、「改善課題」、「是正勧告」）

で構成されます。

１）判定

短期大学認証評価では、以下の表Ⅰ－１に示した基準に基づき、短期大学の状況を総合的に踏まえ、「適

合」又は「不適合」のどちらかを判定します。

ただし、「適合」又は「不適合」の判定を「保留」し、再評価後にその判定を行う場合があります。

≪表Ⅰ－１ 判定及び判定保留の基準≫

適 合
短期大学としてふさわしい水準にあり、理念・目的の実現に向けた取り組みがな

されていることから、短期大学基準を満たしている。

不適合

重要な事項において問題があり※１短期大学としてふさわしい水準になく、理念・

目的の実現に向けた取り組みがなされていないことから、短期大学基準を満たし

ていない。

保 留※２
重要な事項において問題があり、短期大学基準を満たしていないが、問題の改善

に向けた取り組み又は計画があり※３、近い将来における改善が期待できる。

※１ 重要な事項における問題とは、是正勧告として提言を付された事項のうち、それが改善され

なければ、短期大学としてふさわしい教育の水準及び質を確保することが困難なものを意味す

る。すなわち、下記にあたる問題をいう。

▸ その問題によって、学生は学位に見合う教育を受けることができない。

▸ その問題によって、当該短期大学の教育研究活動の安定的・継続的な実施が見通せない。

▸ 他の重大な問題の原因となるなど、教育の質や短期大学の運営等に与える影響が大きい。

※２ 再評価後に改善状況を踏まえて適合又は不適合を判定する。

※３ 保留は、近い将来の改善が期待できるか否かを重視して判断するものであることから、改善

計画を根拠とする場合には、改善の蓋然性を考慮する。
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でいう「マネジメント」とは、例えば、各部局で行われる自己点検・評価を行う際のマニュアル、あるい
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※１ 重要な事項における問題とは、是正勧告として提言を付された事項のうち、それが改善され

なければ、短期大学としてふさわしい教育の水準及び質を確保することが困難なものを意味す

る。すなわち、下記にあたる問題をいう。

▸ その問題によって、学生は学位に見合う教育を受けることができない。

▸ その問題によって、当該短期大学の教育研究活動の安定的・継続的な実施が見通せない。

▸ 他の重大な問題の原因となるなど、教育の質や短期大学の運営等に与える影響が大きい。

※２ 再評価後に改善状況を踏まえて適合又は不適合を判定する。

※３ 保留は、近い将来の改善が期待できるか否かを重視して判断するものであることから、改善

計画を根拠とする場合には、改善の蓋然性を考慮する。

9

P00ⅰ-212.indd   9 2018/08/22   14:36:39



２）提言

「評価結果」に付される「提言」には、「長所」、「改善課題」及び「是正勧告」の３種類があります。

それぞれの定義は、表Ⅰ－２のとおりです。

≪表Ⅰ－２ 提言の定義≫

長 所

① 当該短期大学の掲げる理念・目的の実現に資する事項であり、有意な成果が

見られる（期待できる）もの

② わが国の高等教育において先駆性又は独自性のある事項であり、有意な成果

が見られる（期待できる）もの 

改善課題

① 基礎要件の軽度の不備、又は短期大学としてふさわしい水準を確保するため

に問題があり、必ず改善を求めるもの

② 上記①にはあたらないが、理念・目的の実現のために必ず改善を求めるもの 

是正勧告

① 基礎要件の重度の不備、又は短期大学としてふさわしい水準を確保するため

に重大な問題があり、必ず改善を求めるもの 

② 上記①にはあたらないが、理念・目的の実現のために抜本的な改善を必ず求

めるもの 

このうち改善課題及び是正勧告は、問題事項に対して付す提言であり、必ず改善することを求めるもの

です。いずれも短期大学認証評価後に改善報告が必要となります（「Ⅱ．６．短期大学認証評価後の対応」

及び「Ⅲ．４．「改善報告書」の検討作業」参照）。改善課題として提言するもののうち②にあたるもの

については、各短期大学の理念・目的に応じたものであり、また短期大学を向上させるアドバイス的な観

点から付す場合もあります。そのため、対応の方法等においてそれぞれの短期大学で幅があることも想定

されますが、改善を原則とし、それに向けた取り組みが求められます。

（２）認定証及び認定マーク

「短期大学基準」に適合していると認定された短期大学には認定証及び認定マークが交付されます。各

短期大学は、この認定マーク※をホームページや刊行物等に掲載することで、本協会から教育研究活動の

質が保証されていることを広く社会にアピールすることができます。

（３）短期大学認証評価のプロセス

短期大学認証評価は、通常７年周期で実施されます。この７年間のサイクルを示すと、図Ⅰ－４のよ

うになり、大きく８つのステップを踏みます。実地調査において複数回にわたる面談の機会を設けるな

ど、短期大学と本協会が意見交換をする機会を積極的に設定しています。このほか、短期大学認証評価

後に「改善報告書」の提出を求め、継続的に短期大学の改善・向上を支援することが特徴となっていま

す。

※ 認定マークの使用については、別にガイドラインを定めています。

≪図Ⅰ－３ 認定マーク≫
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≪図Ⅰ－４ 短期大学認証評価プロセス≫

※ ②～⑥は、短期大学認証評価実施年度に行われます。

図Ⅰ－４のそれぞれの詳細は、以下のとおりです。

① 自己点検・評価（短期大学側）

短期大学は、各学科・専攻科単位で実施した自己点検・評価を前提としながら、「短期大学基準」に基

づき設定された「点検・評価項目」ごとに自己点検・評価を行い、その結果を「点検・評価報告書」とし

てまとめます。また、同報告書の記述を裏付ける資料として、「短期大学基礎データ」、「基礎要件確認

シート」及びその他の根拠資料を準備し、これらをまとめて短期大学認証評価実施年度の４月１日までに

本協会に提出する必要があります。

② 書面評価（短期大学側、本協会側）５～９月

書面評価は短期大学から提出された評価資料をもとに行われます。書面評価において生じた疑問点や

追加で必要となった資料については、実地調査に際して短期大学側に伝えられますが、場合によっては

実地調査前の書面評価段階で短期大学に対応を要請することがあります。

③ 実地調査（短期大学側、本協会側）９～ 月

実地調査は、書面評価を踏まえて行います。短期大学の関係者（学長をはじめとする教職員･学生）と

の意見交換等を通じて、短期大学の教育研究及び質保証に取り組む姿勢を実際に確認しながら、評価の

正確性・妥当性を確保するために必要な情報を収集することなどを目的としています。短期大学には、

実地調査を円滑に行うための事前の準備、当日の対応等が求められます。なお、短期大学認証評価は、

原則として実地調査時までに発生した事実に基づいて行われます。

④ 「評価結果（委員会案）」の短期大学への提示（本協会側） 月

短期大学評価委員会は、書面評価と実地調査を経て作成された「評価結果（分科会案）」をもとに、「評

価結果（委員会案）」を作成し、短期大学に送付します。

⑤ 意見申立（短期大学側、本協会側）１月

「評価結果（委員会案）」に事実誤認等がある場合に、短期大学は意見申立をすることができます。意

見申立があった場合、短期大学評価委員会はその意見の採否を審議し、その結果を踏まえ「評価結果（案）」

を作成します。

⑥ 「評価結果」の通知・公表（本協会側）３月

「評価結果」は、理事会の審議を経て決定し、短期大学に通知するとともに、文部科学大臣に報告の

うえ、本協会のホームページを通じて公表します。

⑦ 「改善報告書」の作成・提出（短期大学側）

短期大学は「評価結果」受領から３年経過後の７月末までに、「評価結果」で改善を要するとして提言

された事項（「改善課題」及び「是正勧告」）に関して、改善に取り組んだ結果を「改善報告書」として

取りまとめ、本協会に提出します。
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≪図Ⅰ－４ 短期大学認証評価プロセス≫
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⑧ 「改善報告書」の検討、検討結果の短期大学への通知・公表（本協会側）

「改善報告書」の検討は、短期大学評価委員会のもとに置かれた短期大学改善報告書検討分科会が行い

ます。「改善報告書に対する検討結果」は、短期大学改善報告書検討分科会が作成した分科会案をもとに、

短期大学評価委員会が案を作成したうえで、理事会が決定します。この「改善報告書に対する検討結果」

は短期大学に通知するとともに、本協会ホームページを通じて公表します。

なお、改善が不十分である場合はその旨を「改善報告書に対する検討結果」を通じて指摘し、次の短期

大学認証評価の際に再度報告を求めます。こうした「改善報告書」の検討と結果の公表を通じて、本協会

は短期大学の改善・向上のための支援を継続的に行います。

判定を「保留」された場合及び「不適合」と判定された場合は、下図のとおり図Ⅰ－４「短期大学認証

評価プロセス」の⑦以降が異なります（それぞれの詳細は、「Ⅱ．５．（５）「評価結果」に対する異議

申立」、「Ⅱ．６．短期大学認証評価後の対応」参照）。

≪図Ⅰ－５ 異議申立、再評価、追評価プロセス≫

短期大学認証評価
実施年度 ３月

短期大学認証評価
実施翌年度 ４月～５月

短期大学認証評価
実施翌年度又は翌々年度

短期大学認証評価
実施年度から３年後まで

「評価結果」の確定

追評価

（任意）

異議申立（任意）

保 留 不適合

再評価

適 合

（４）短期大学認証評価の実施体制

短期大学認証評価の実施体制図と各組織の役割は、以下のとおりです。

≪図Ⅰ－６ 短期大学認証評価の実施体制≫

① 短期大学評価委員会

短期大学評価委員会は、「評価結果」の取りまとめを行うなど、短期大学認証評価を実施するうえで中

核的な役割を果たす組織であり、 名の委員で構成されます。委員は、各短期大学から推薦された候補

者の中から理事会が選出した委員 名と、理事会指名による外部有識者３名からなります。

② 短期大学評価分科会

短期大学評価分科会は、書面評価及び実地調査を通じて、短期大学の教育研究活動の状況を総合的に評

価するための組織であり、短期大学ごとに設置されます。短期大学評価分科会は、原則として４～５名の

評価者（うち主査１名）から構成されます。評価者は、教育研究活動の全体を把握する立場にある教員又

はその経験のある教員のほか、事務局全体又は事務部門を総括するなどの立場にある職員（１名）からな

ります。

③ 短期大学財務評価分科会

短期大学財務評価分科会は、「短期大学基準」のうち、財務にかかる事項の評価を行うための組織であ

り、実務経験者を含む短期大学財務の専門家等によって構成されます。
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⑧ 「改善報告書」の検討、検討結果の短期大学への通知・公表（本協会側）

「改善報告書」の検討は、短期大学評価委員会のもとに置かれた短期大学改善報告書検討分科会が行い

ます。「改善報告書に対する検討結果」は、短期大学改善報告書検討分科会が作成した分科会案をもとに、

短期大学評価委員会が案を作成したうえで、理事会が決定します。この「改善報告書に対する検討結果」

は短期大学に通知するとともに、本協会ホームページを通じて公表します。

なお、改善が不十分である場合はその旨を「改善報告書に対する検討結果」を通じて指摘し、次の短期

大学認証評価の際に再度報告を求めます。こうした「改善報告書」の検討と結果の公表を通じて、本協会

は短期大学の改善・向上のための支援を継続的に行います。

判定を「保留」された場合及び「不適合」と判定された場合は、下図のとおり図Ⅰ－４「短期大学認証

評価プロセス」の⑦以降が異なります（それぞれの詳細は、「Ⅱ．５．（５）「評価結果」に対する異議

申立」、「Ⅱ．６．短期大学認証評価後の対応」参照）。

≪図Ⅰ－５ 異議申立、再評価、追評価プロセス≫

短期大学認証評価
実施年度 ３月

短期大学認証評価
実施翌年度 ４月～５月

短期大学認証評価
実施翌年度又は翌々年度

短期大学認証評価
実施年度から３年後まで

「評価結果」の確定

追評価

（任意）

異議申立（任意）

保 留 不適合

再評価

適 合

（４）短期大学認証評価の実施体制

短期大学認証評価の実施体制図と各組織の役割は、以下のとおりです。

≪図Ⅰ－６ 短期大学認証評価の実施体制≫

① 短期大学評価委員会

短期大学評価委員会は、「評価結果」の取りまとめを行うなど、短期大学認証評価を実施するうえで中

核的な役割を果たす組織であり、 名の委員で構成されます。委員は、各短期大学から推薦された候補

者の中から理事会が選出した委員 名と、理事会指名による外部有識者３名からなります。

② 短期大学評価分科会

短期大学評価分科会は、書面評価及び実地調査を通じて、短期大学の教育研究活動の状況を総合的に評

価するための組織であり、短期大学ごとに設置されます。短期大学評価分科会は、原則として４～５名の

評価者（うち主査１名）から構成されます。評価者は、教育研究活動の全体を把握する立場にある教員又

はその経験のある教員のほか、事務局全体又は事務部門を総括するなどの立場にある職員（１名）からな

ります。

③ 短期大学財務評価分科会

短期大学財務評価分科会は、「短期大学基準」のうち、財務にかかる事項の評価を行うための組織であ

り、実務経験者を含む短期大学財務の専門家等によって構成されます。
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④ 短期大学改善報告書検討分科会

短期大学改善報告書検討分科会は、短期大学認証評価の結果、「適合」と判定された短期大学から提出

された「改善報告書」をもとに、改善を要する事項の改善状況を検討するための組織です。

⑤ 短期大学再評価分科会

短期大学再評価分科会は、短期大学認証評価の結果、判定を「保留」すると判断された短期大学から提

出された「再評価改善報告書」をもとに、再評価を行うための組織です。

⑥ 短期大学追評価分科会

短期大学追評価分科会は、短期大学認証評価又は再評価の結果、「不適合」と判定された短期大学から

提出された「追評価改善報告書」をもとに、追評価を行うための組織です。

⑦ 異議申立審査会

異議申立審査会は、短期大学認証評価、再評価又は追評価の結果、「不適合」と判定された短期大学又

は短期大学認証評価において判定を「保留」すると判断された短期大学から申し立てられた異議を審査す

るための組織です。審査手続の適正性を確保するため、短期大学評価委員会とは独立した組織として設置

します。

Ⅱ．短期大学による対応

≪図Ⅱ－１ 短期大学による対応プロセス≫

≪時期≫

短期大学認証評価実施
前年度４月

本章１～３．参照

11月

短期大学認証評価実施年度
４月１日まで

本章４．参照

５月末頃まで

５月～９月

９月～10月

１月 本章５．参照

３月

＜「適合」＞ ＜「保留」＞ ＜「不適合」＞

短期大学認証評価実施
翌年度４月～５月

短期大学認証評価実施翌年度
又は翌々年度

追評価の申請
（任意）

短期大学認証評価実施
翌年度～実施３年後

再評価の申請 本章６．参照

評価結果を受領してから３年経
過後の７月末まで

「改善報告書」の
提出

「評価結果」に対する異議申立（任意）

評価手数料の納入

≪事項≫

短期大学認証評価実務説明会への参加

「評価資料」（「点検・評価報告書」等）の作成・準備

短期大学認証評価申請書の提出

評価資料の提出

書面評価期間の対応
（質問への回答や追加資料の提出）

実地調査への対応

「評価結果（委員会案）」に対する意見申立（任意）

「評価結果」の受領
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