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第２ 事業の概要 

 

１ 法人運営 

（１）平成２３年度学生・生徒・園児数について 

学生・生徒・園児の総数は２，７７１人で、法人全体の収容定員を上回るこ

とができたが、前年度比で３４人の減少となった。大学文学部の入学者の減少

が主な原因である。附属高等学校の入学者は１８０人で健闘した。 

（２）東日本大震災に関連する措置等について 

   平成２３年３月１１日発生の東日本大震災の影響は、平成２３年度の開始に

まで影響した。大学及び短期大学部では入学予定者の安否確認を行うとともに、

入学手続き期間を延長する措置を講じた。また、交通機関の復旧状況、余震の

状況及び安全等を考慮し、入学式を中止、３週間遅れのオリエンテーション開

始とした。高等学校、幼稚園、専門学校はほぼ例年通りに開始した。本学は幸

い各学校とも建物等への重大な被害はなかったため、開始後は平常の授業を行

うことができた。 

本法人の学生等及び教職員は皆無事であったが、沿岸部出身学生の家族が被

災した。授業料等学納金の減免措置を講じたところ、法人全体で対象者は９０

人を超えた。例のないこの減免措置を講じるため、役員報酬、管理職手当ての

削減、旅費の日当１／２削減を実施したほか、寄付を募った。多くの篤志家か

らの寄付もあり目標額を上回ることができた。また、文部科学省、日本私立大

学協会、日本私立短期大学協会、キリスト教学校教育同盟他、多くの団体から

見舞いと支援とを頂戴した。あらためて各位に感謝申しあげたい。減免措置は

平成２４年度も継続することとしている。 

（３）財政健全化への取り組みについて 

平成２３年度は「平成２２年度→平成２５年度の経営計画」に基づき、引き

続き財政の健全化に取り組んだ。 

教育環境の整備については、震災の影響による大学校舎及び体育館の補修・

補強工事、附属高等学校のパソコン教室の機器の更新を行った。そのほか、大

学ソフトボール練習場バックネット設置工事、短期大学部大教室へのエアコン

導入、専門学校のエアコン導入工事等を鋭意行った。また、高等学校体育館及

び学生会館に係る借入金の繰上げ返済を行い完済となった。 

なお、財務状況については、後段の「第３ 財務の状況」を参照されたい。 
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２ 設置する各学校の運営 

 

（１）盛岡大学 

ア 入学者の定員確保 

入学者は、文学部３６５人、栄養科学部８７人で、すべての学科において

定員を上回った。学生総数は１，７２４人（専攻科除く。）で定員充足率は

１２３．１％となった。 

平成２４年度以降の入学者確保に向け「入試広報スタッフ制度」を設け募

集活動をおこなったが、志願者は減少している。また、平成２５年度入試に

導入するための推薦入学試験の新方式の検討も行った。 

イ 栄養科学部の設置計画の履行 

平成２３年４月末で専任教員が１名退職したが、直ちに後任補充の募集を

おこない適任者を得ることができた。科目はすべて平成２４年度以降の開設

科目であったため授業に支障はなかった。開設２年目の文部科学省の設置に

係る設置計画履行状況報告書の審査結果も「留意事項なし」であった。 

ウ 特色ある教育活動 

文学部各学科はそれぞれ教育目標に沿って継続して諸活動を展開してい

る。社会の変化、学生の多様なニーズに備えてカリキュラム等の研究検討を

不断に行っている。 

栄養科学部においては、農場実習で収穫した食材を使った調理実習、人体

解剖の見学、管理栄養士によるシンポジウム聴講等の勉学意欲を高めるため

の取り組みも行っている。 

エ 外部資金の獲得及び教員の学術研究活動 

滝沢村の「たきざわＧＰ」に栄養科学部教員のプロジェクトが採択され滝

沢村大学連携活性化事業費補助金を得た。 

オ 自己点検評価、ＦＤ・ＳＤの推進 

  いわて高等教育コンソーシアムのＦＤ・ＳＤ連携推進委員会企画のＦＤ合

宿研修、及びメンタルヘルス研修会に教職員が参加した。 

学内研修では、授業効果調査で評価の高かった教員による効果的な授業の

あり方を考察するＦＤ研修会を３回実施した。また、東日本大震災被災学生

への対応について心理学担当教員による教職員への研修会も開催した。 

自己点検評価活動は部門ごとの事業報告を取り纏めている。 

   カ 二学部体制の整備改善 

     １年経過後の二学部運営体制を見直し、委員会規程の一部改正を行い改善

を図った。 
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（２）短期大学部 

ア 入学者の定員確保 

入学者は１７６人で定員を上回った。学生総数は３５２人で定員充足率は

１１７．３％となった。 

イ 特色ある教育事業 

  「特別支援教育研修会」、「音楽専攻ゼミ演奏会」、「美術専攻ゼミ展」、「住

育コミュニティ ｉｎ 岩手」、「卒業発表会」、「盛岡大学短期大学部もりも

り子育て支援活動」を展開した。 

ウ 基礎学力の向上及び勉学意欲の向上 

入学後漢字検定試験等を実施し基礎学力の向上を図った。また、ゼミ活動

や「総合特別講座」を通し学生個々の学習意欲の向上を図った。 

東日本大震災のため一旦中止した新入生特別研修を、後期に「１年生特別

研修」として実施した。卒業生の体験談、幼児教育を学ぶものとしての心構

え等、例年とは異なるプログラムであったが意義ある研修会となった。 

エ 保育者養成の質の向上及び教育研究活動の充実 

学科の教員の各専門分野を担当して授業展開する「総合特別講座」では、

毎回学生に４００字の感想文を提出させている。各教員はその中から課題を

見出し、定期的に会議を開催し研究課題として協議している。この成果を共

同研究「幼児教育科学生のコミュニケーション能力養成に関する研究」とし

て、平成２３年度全国保育士養成セミナー・全国保育士養成協議会第５０回

研究大会において発表した。 

オ 自己点検評価、ＦＤ・ＳＤの推進 

  学生のメンタルヘルス・ケアをテーマに学内研修会を３回実施した。 

自己点検評価活動は部門ごとの事業報告を取り纏めている。 

 

（３）大学・短期大学部共通 

   ア 情報公開に対応するための情報内容の整備充実 

     学校教育法施行規則等の一部が改正されたことに伴い、教育研究活動等の

状況についての情報を本学ホームページ上に公開した。今後も内容の整備、

充実を図る必要がある。 

   イ キャリア教育及び就職支援活動 

     就職対策講座、公務員採用試験対策講座等の各講座を開講した。本学主催

の合同企業説明会を盛岡市内で開催した他、仙台市、八戸市で開催の合同説

明会には送迎バスを運行し学生の参加を促すなどの支援を展開した。 
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   ウ 東日本大震災関係 

     東日本大震災で被災した学生に対して、授業料等学納金の年額の半額又は

全額を減免する措置を講じた。 

また、被災地の復興支援活動として、日本ユニセフ協会及び岩手県社会福

祉協議会からの要請に基づくボランティア派遣、岩手県栄養士会と連携して

管理栄養士派遣、被災地図書館・資料館等の図書や資料等の復旧支援、支援

物資の保管場所としてのセミナーハウスの場所の提供などを行った。 

 

（４）盛岡大学附属高校 

ア 入学者の定員確保 

平成２２年度生徒募集にあたって入試改革、奨学金制度の拡充及び生徒募

集対策を見直して臨んだ結果、入学者は１８０人となった。 

イ 新学習指導要領に基づく教育課程の検討 

新学習指導要領は平成２４年度から数学及び理科が先行実施となるため、

教育課程の検討を行い、進学コースの「化学」の単位数を増やすなどの内容

充実を含め、学則別表の一部変更を行った。 

ウ 高大連携の充実 

     ７月及び２月に高大連携協議会を開催し、推薦入試、教育系大学進学コー

スの授業の実施状況、附属高校からの進学者の状況等多岐にわたる協議を行

い双方の理解を深めた。 

エ 留学制度等特色ある教育活動への取り組み 

留学希望は短期留学１名であった。関心を示す入学生があるので、継続し

て取り組んでいく。 

部活動では、全国柔道選抜大会個人７３kg 級で第３位に入賞（１年）する

活躍があった。野球部、柔道部をはじめとする運動部のほか、吹奏楽部、合

唱部などの文化部の活動も活発に行われている。 

オ パソコン教室及び関連機器の整備計画 

  東日本大震災の余震で生徒用端末機の１／３が使用できなくなり、設備更

新を早めた。併せて授業支援システムを導入し情報教育の内容充実を図った。

情報の授業以外の授業においても使用し幅広く活用している。 
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（５）盛岡大学附属厨川幼稚園 

ア 入園児の確保 

  平成２３年度の新入園児は２９人であった。次年度に向け、園庭開放、未

就園児親子サークルの早期開催、入園説明会での給食試食会などさまざまな

働きかけを行った。 

イ 教育内容の充実 

連絡帳やおたよりを通して園児の成長を伝えるなど、保護者との連携を密

に行い、一人一人の子どもに合わせた指導を継続して行った。園児の実態に

即した指導案の研究、教育課程の改善に取り組んだ。 

ウ 預かり保育 

月間利用者が増えている。預かり保育ならではの教育効果を高めるため、

園外保育や異年齢交流の遊びの充実を図った。 

エ 大学・短大との連携 

大学・短期大学部の実習生を受入れているほか、学生の定期的な保育ボラ

ンティア、行事への参加による交流が定着している。保育活動の特色のひと

つとなっている。 

オ 施設設備の点検と改善を図る。 

  遊具の安全点検チェックリストを作成し、定期的に見回り、修繕の必要が

あれば対処し安全確保に努めている。 

 

（６）盛岡大学附属松園幼稚園 

ア 入園児の確保 

  平成２３年度の新入園児は２４人であった。在園児の保護者からの働きか

けなどの支援を得ながら、積極的に幼稚園行事の広報などを行い松園幼稚園

を知ってもらうよう様々な働きかけを行っている。 

イ 教育内容の充実 

教育においては、保護者との連携を密に行い、年長、年中、年少のそれぞ

れの育ちを意識しながらの指導に取り組んだ。園内研修で事例研究を行い、

意見交換によって保育者としての振り返りの時間を持ち、新たな視点で保育

に当たることができた。 

ウ 幼稚園開放事業及び子育て支援事業 

預かり保育は、利用者が増加している。未就園児サークルでは子育て相談

にも応じた。長期休暇中の大学施設を利用する「ちびっこ一日大学生」の開

催や季節の行事を取り入れた活動、卒園児の参加、大学生の参加など幅を持

たせた活動を行った。 
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（７）盛岡調理師専門学校 

ア 入学者の定員確保 

平成２３年度の入学者は７６人で定員を下回った。平成２４年度の募集に

向けては、岩手県、秋田県に重点を置いた高校訪問を行い、一日体験入学の

ほか、本学独自の進学相談会を新規に実施した。業者主催進学ガイダンスへ

も例年通り参加し、携帯電話に対応したＷｅｂサイトの活用等学生募集を強

化した。 

イ 施設設備の充実 

調理実習室の空調設備及び機器の一部を更新し整備した。 

ウ 就職支援活動の一層の充実 

企業開拓のため企業訪問、新規企業への求人票送付に力を注いだ結果、  

２２０社（前年比１２社増）から求人があった。学生に対しては、求人情報

の提供、個人進路相談、外部講師による講話、さらに学生による職場訪問・

研修の推進などを通して就職支援の充実を図った。その結果、９２．４％の

就職率となった。 
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　３ 役員会等の開催状況

（１）理事会　　

開催月日 議　　　事　　　内　　　容

　４月２１日
①理事の選任について　②評議員の選任について　③評議員の推せんについて　④
監事候補者の選出について

　４月２１日 ①職員の懲戒処分について

　５月　１日
①理事長の選任について　②常務理事の選任について　③理事長職務代理の順位に
ついて　④学校法人盛岡大学役員、評議員報酬規程の一部改正について

　５月２６日 ①平成２２年度事業実績報告及び決算について　②評議員の選任について

　
　５月２６日 ①東日本大震災で被災した学生、生徒に対する授業料等の減免について　②平成２

３年度予算の第１次補正について　③震災被災学生・生徒を対象とする授業料等減
免措置に伴う寄付金募集について　④経理規程の一部改正について

　７月２６日
①盛岡大学附属高等学校奨学生規程の一部改正について ②砂込校地学友会館建設
及びその設計業務発注について　③盛岡大学教育職員の採用について

　８月３０日
①震災被災学生・生徒支援平成２４年度奨学費の支給額とその財源措置について
②平成２４年度盛岡大学文学部教育職員採用人事について

１０月１８日 ①久慈次男氏の学校法人盛岡大学理事長辞任届けの受理について　②久慈次男氏の
学校法人盛岡大学理事長退任にともなう後任理事長の選任について　③理事長職務
代理の順位について　④平成２４年度盛岡大学文学部教育職員採用について　⑤平
成２４年度盛岡大学文学部教育職員採用人事について

１０月２０日
①盛岡大学及び盛岡大学短期大学部学長の選任について　②学校法人盛岡大学顧問
の選任について　③評議員の辞任について

　
１１月２４日 ①平成２３年度予算の第２次補正について ②盛岡大学附属高等学校学則の一部改

正について ③盛岡調理師専門学校学則の一部改正について ④盛岡大学文学部教
育職員の採用について ⑤盛岡大学文学部教育職員の採用人事について ⑥盛岡大
学客員教授の委嘱について　⑦盛岡大学文学部教授土屋章氏の定年延長について

１２月２２日
①平成２４年度学校法人盛岡大学事業計画及び予算について（骨子） ②盛岡大学
教育職員の採用について　③盛岡大学短期大学部教育職員の採用について

　１月２６日 ①評議員の推せんについて

　
　１月２６日 ①理事長職務代理の順位について　②盛岡大学学則の一部改正について　③第２号

基本金組入れ計画の決定について　④学長の選任並びに任期に関する規程等の一部
改正について　⑤盛岡大学と国内大学との大学間協定について　⑥岩手県私立学校
被災児童生徒就学支援事業補助金交付要綱施行に伴う生徒等に対する授業料等減免
の拡充について　⑦任期満了に伴う学校長の選任について　⑧本法人が保有する建
物を学外に貸し出すことについて
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開催月日 議　　　事　　　内　　　容

　
　２月２３日 ①盛岡大学と国内大学との大学間協定について　②日本私立学校振興・共済事業団

からの借入金の繰上げ償還について　③砂込キャンパスＡ校舎学生食堂の拡張及び
冷暖房設備の設置について　④職員の懲戒処分について　⑤平成２４年度大学入試
センター試験「地理歴史･公民」問題冊子配布ミスの対象者への処置について　⑥盛
岡大学教授昇格者について

　
　３月２７日 ①附属高等学校の指導の行き過ぎにより野球部教諭が生徒に怪我を負わせた事件の

処置について ②平成２３年度予算の第３次補正について ③平成２４年度事業計
画及び予算について ④震災被災学生・生徒を対象とする授業料等減免措置に伴う
寄付金募集について ⑤役員・評議員報酬規程の一部改正について ⑥盛岡大学文
学部教育職員採用について ⑦盛岡大学文学部教育職員の採用人事について ⑧非
常勤講師の定年年齢超過者を特例として雇用することについて

（２）評議員会　

開催月日 議　　　事　　　内　　　容

　４月２１日
①評議員の選任について　②理事の選任について　③監事の選任にあたり評議員会
の同意を求めることについて

　
　５月２６日 ①平成２２年度事業実績報告及び決算について　②東日本大震災で被災した学生、

生徒に対する授業料等の減免について　③平成２３年度予算の第１次補正について
④震災被災学生・生徒を対象とする授業料等減免措置に伴う寄付金募集について

１１月２４日
①平成２３年度予算の第２次補正について ②盛岡大学附属高等学校学則の一部改
正について　③盛岡調理師専門学校学則の一部改正について

　１月２６日 ①評議員の辞任について

　
　１月２６日 ①評議員の選任について　②理事の選任について　③盛岡大学学則の一部改正につ

いて　④第２号基本金組入れ計画の決定について　⑤岩手県私立学校被災児童生徒
就学支援事業補助金交付要綱施行に伴う生徒等に対する授業料等減免の拡充につい
て

　
　３月２７日 ①平成２３年度予算の第３次補正について ②平成２４年度事業計画及び予算につ

いて ③震災被災学生・生徒を対象とする授業料等減免措置に伴う寄付金募集につ
いて　④盛岡大学名誉教授の称号を授与することについて

（３）常勤理事による案件審査会議

　　理事会議題及び同報告事項を纏め上げるための予備討議を行い、コンセンサスを
  図っている。
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５ 主な行事等

　４月　１日 ４月１日付発令辞令交付式

　
　４月

４月４日予定の盛岡大学及び盛岡大学短期大学部の入学式は、東日本
大震災の影響が残り中止。新入生は、４月２１日からのオリエンテー
ションをもって登校開始。

　４月　８日 附属高等学校入学式

　４月１１日 盛岡調理師専門学校入学式

　４月１６日 附属厨川幼稚園入園式

　４月１６日 附属松園幼稚園入園式

　５月　１日 久慈次男理事長再任

　
　５月　２日 日本私立大学協会小出事務局長、日本私立短期大学協会佐藤事務局長

来訪。震災視察・見舞いを受ける。

　
　５月１８日 文部科学省高等教育局私学部伊藤参事官来訪。震災視察・見舞いを受

ける。

　６月１５日 創立記念日礼拝（６０周年）（於細川泰子記念礼拝堂）

　７月２０日 学長選挙告示

　８月１１日 上期職員研修会

　８月１３日
　　～１６日

夏期休暇

　９月２９日 学長選挙投票日

１０月１８日 久慈次男理事長辞任、太田稔理事が理事長に選任

１０月１９日 太田 稔理事長就任

１０月２０日 望月善次学長再任（任期平成23年12月1日～平成26年3月31日）

１２月２７日 下期職員研修会

１２月２９日
  ～１月４日

年末年始休暇（１月４日は理事長が定める休日）

　３月　１日 附属高等学校卒業式

　３月　９日 盛岡調理師専門学校卒業式

　３月１０日 附属厨川幼稚園修了式

　３月１０日 附属松園幼稚園修了式

　３月１５日 盛岡大学短期大学部卒業式

　３月１６日 盛岡大学卒業式

　３月２９日 退職者を送る会  


