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第２ 事業の概要 

 

１ 法人運営 

（１）平成２５年度学生・生徒・園児数について 

学生・生徒・園児の総数は２，８７７人で、法人全体の収容定員を上回った。

前年度比で２７人の増加であった。これは、大学栄養科学部の学年進行による

増加、大学及び短期大学部全体の入学者が前年並みに維持されたことによるも

のである。 

しかし、少子化の影響等は避けられず、大学文学部では学科により志願状況

に偏りが生じ、英語文化学科の入学者は定員を下回ることとなった。 

また、附属高等学校においては、２年間入学者が好調であったものが、平成

２５年度は定員を下回る結果となった。 

 

（２）東日本大震災に関連する措置等について 

   東日本大震災の被災を受けた学生・生徒に対して行う授業料等学納金の減免

措置は、平成２４年度と同規模で、平成２５年度も引き続き実施した。 

 

（３）寄付金の募集について 

寄付金は、上記の授業料等学納金の減免措置を実施するための募集、施設拡

充のための募集を継続して行った。 

 

（４）財政健全化への取り組みについて 

平成２５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。 

借入金については、私学振興・共済事業団に対し、盛岡大学図書館建設のた

めの借入金の繰上げ償還を行い、同借入金を完済した。この結果、平成１１年

度末にはリース料込みで７９億円であった本法人の借入金は、平成２５年度末

には残高０
ゼロ

円となった。 

財務状況の詳細については、後段の「第３ 財務の概要」を参照されたい。 

 

（５）教育環境の整備について 

大学校舎及び研究室の一部に冷暖房を整備し、コンピュータ教室のパソコン

を更新したほか、全施設、順次補修・補強工事を行い教育環境の維持に努めた。 
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（６）八幡平校舎の解体撤去について 

八幡平校舎は、昭和４８年７月１日に取得。主として学生生徒の研修施設と 
して使用していたが、平成３年１１月に閉鎖し、以後使用していない状況で  
あった。  

同校舎敷地は国有地であるため、本法人には、八幡平校舎を取り壊し撤去  
する社会的責任があり、財政状況も考慮しつつ取り壊し時期が検討され、平

成２５年度事業として解体撤去工事を決定した。同工事は平成２５年７月  
２２日から始まり平成２５年１０月２３日に終了した。  
工事費用は３８，８５０千円であった。  

 

（７）所轄庁からの認可・承認・指導調査等  
ア 文部科学省関係  

   （ア） 寄附行為変更届出  
      （平成２６年１月１日施行 滝沢村市制移行に伴う法人住所変更）  

（イ） 寄附行為変更認可  
      （平成２６年４月３０日認可・施行 評議員の選任及び任期の変更）  
   （ウ） 管理栄養士養成施設の内容変更承認  
      （平成２６年３月２７日承認 教育内容ごとの単位数及び履修方法の変 

更）  
   イ 厚生労働省東北厚生局関係  

（ア）  指定保育士養成施設の指定  
      （平成２６年３月１２日指定 盛岡大学文学部児童教育学科保育・幼児 

教育コース）  
（イ）  管理栄養士養成施設の内容変更承認 （上記ア－（ウ）再掲）  

     （平成２６年３月２７日承認 教育内容ごとの単位数及び履修方法の変  
更）  

（ウ）  栄養士養成施設の内容変更承認  
     （平成２６年３月２７日承認 教育内容ごとの単位数及び履修方法の変  

更）  
（エ）  指定保育士養成施設指定基準の遵守状況に関する指導調査  

     （平成２５年５月３１日実施 盛岡大学短期大学部幼児教育科対象）  
（オ）  管理栄養士養成施設及び栄養士養成施設に係る指導調査  

     （平成２５年７月１２日実施 盛岡大学栄養科学部栄養科学科対象）  
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２ 設置する各学校の運営 

 

（１）盛岡大学 

ア 入学者の定員確保について 

平成２５年度入学者は、文学部３５７人、栄養科学部９２人と、学部単位

では定員を上回ったが、文学部英語文化学科は入学者５６人で定員６０人を 

    満たすことが出来なかった。学生総数は１，８６５人で定員充足率は１１６．

６％であった。平成２６年度学生募集に向けては、英語文化学科の定員割れ

という厳しい状況を受け、入学者の定員確保を最重要課題とし､春の高校訪

問の実施等学生募集活動を強化するとともに､入学者選抜試験の円滑な実施

に向けて対策を請じた結果、平成２６年度は、すべての学科・コースで定員

を確保することができている。 

イ 栄養科学部の設置計画の履行について 

大学設置等に係る寄附行為（変更）認可後の財政状況及び施設等整備状況

調査については特に問題はなかった。文部科学省の設置計画履行状況報告書

の審査結果において、教員の年齢構成に関し、定年規程の適切な運用に努め

るとともに教員組織編制の将来構想について検討することとの留意事項が

あり、改善状況及び改善計画について提出した。 

ウ 特色ある教育活動について 

文学部は英語文化学科においては英語力ＵＰ特別研修の実施、日本文学科

においては地域に根差した文学・語学研究、社会文化学科においてはグロー

バルな地域研究的視点による学び、児童教育学科においてはテーマ劇コンテ

スト等を実施し、それぞれの教育目標にそった教育研究活動が展開された。 

栄養科学部においては、郊外実習及び栄養教育実習を実施した。 

また、本学栄養科学部として初めての受験となる管理栄養士国家試験に向

け、受験対策を強化した。 

   エ 児童教育学科での保育士養成について 

     平成２５年９月３０日付で東北厚生局長あてに指定保育士養成施設の指定

に関する申請書を提出し、平成２６年３月１２日付で東北厚生局長から、文

学部児童教育学科の「保育・幼児教育コース」を指定保育士養成施設として

指定する旨通知を受け、平成２６年４月入学者を迎えている。 

オ 外部資金の獲得及び教員の学術研究活動について 

科学研究費補助金助成事業において、平成２５年度は研究分担者としての

採択件数を含み基盤研究が１０件、若手研究が１件の研究費を受け入れた。 

学内の学術研究助成については、文学部７件の申請があり、２５０万円を
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交付した。栄養科学部は４件の応募があり２００万円の交付となった。 

カ 自己点検評価、ＦＤ・ＳＤの推進について 

  いわて高等教育コンソーシアムのＦＤ・ＳＤ連携推進委員会主催のＦＤ合 

宿研修会に教員を派遣、ＳＤ研修としては、発達障がい学生の修学支援に関

する学習会に職員３名を派遣した。 

 また、学内において、教授会終了後にＦＤ研修会を開催した。 

   キ 教育環境の整備について 

     文部科学省「ＩＣＴ活用推進事業補助金」の採択を受け、Ａ３０６教室及

びＡ３１１教室のパソコンを更新した。 

     また、Ａ校舎４階のＡ４０５教室及びＡ校舎研究室の一部にエアコンを整

備した。 

 

（２）短期大学部 

ア 入学者の定員確保について 

平成２５年度入学者は１７１人で定員を上回った。学生総数は３４３人で

定員充足率は１１４．３％であった。 

志願者は減少傾向にあり、平成２６年度の入学者確保に向けてさらに募集

活動に取り組み、東北厚生局の入学定員に関する指導も考慮しつつ入学試験

を実施した。平成２６年度入学者は１５８人となり、定員を上回る入学者を

確保することができた。 

イ 特色ある教育事業について 

  特別支援教育研修会、住育に関する講座、ネイチャーゲームリーダー養成

講座、レクリエーション研修講座を開催した。ゼミ活動の総括となる「音楽

専攻ゼミ演奏会」、「美術専攻ゼミ展」、「卒業発表会」を一般公開で開催した。

また、附属厨川幼稚園を会場とする「もりもり子育て支援事業」を、定期的

に開催している。 

ウ 基礎学力の向上及び勉学意欲の向上について 

導入教育として新入生特別研修を１泊２日で実施した。入学当初及び２年

次の年度当初に漢字検定試験等を実施し基礎学力の向上に努めた。また、「総

合特別講座」を開講し、ゼミ活動や自己表現に関する講演及び実技指導を行

い学生の学習意欲の喚起を図った。 

さらに、岩手県社会福祉協議会が主催する講演会に１年次生約１００名を

参加させ、保育士の仕事について理解を深めさせた。 

エ 保育者養成の質の向上及び教育研究活動の充実について 

地域の幼稚園・保育所に勤務する教員及び保育士向けセミナーを開催した。 
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また、学生のゼミ活動報告「特別演習集録」を発刊し、学外の関係機関に

も配付した。 

さらに、滝沢市が募集する学生自身による社会活動「夢プロジェクト」に

本学の２件の事業が採択された。 

   オ 教育環境の整備について 

     文部科学省の「ＩＣＴ活用推進事業補助金」国庫補助を受け、Ｃ校舎３階 

    のＢ３１３教室のパソコンを更新した。 

 

（３）大学・短期大学部共通 

   ア 両大学の連携について 

     短期大学部における保育士試験免除対象科目の開設、単位互換による授業

の受講等、学生の学習上においての連携を図った。 

     また、陸前高田市との協定に基づく講座開催について、大学及び短期大学

部共同で実施した。 

   イ 専門職業人の育成及び就職支援活動について 

     文学部の平成２６年度採用の教員採用試験現役合格者は、小学校１２人、

中学校７人、高等学校１人、栄養教諭１人、合計２１人で前年度を下回った。 

     短期大学部の就職率は９８．６％で、そのうち専門職比率は９７．２％と

昨年を上回った。 

就職支援は就職対策講座、公務員採用試験対策講座を開設し、本学主催の

合同企業説明会を盛岡市内で開催した他、青森市、仙台市ほかで開催される

合同説明会には、学生の参加促進のため送迎バスを運行した。 

さらに、栄養科学部が初めて卒業生を輩出することから、教員と就職セン

ターが連携し企業訪問を強化した。 

   ウ 法人内設置の各学校との連携について 

     附属高等学校教育系大学進学コースの生徒を対象とする大学文学部及び

短期大学部教員による授業を行った。普通科生徒の「盛大講座」には各学科

から教員を派遣した。 

     附属幼稚園においては、文学部美術専攻ゼミのスライドシアター上映、合

唱団のコンサート、短期大学部学生による影絵シアター上映等が行われた。

附属松園幼稚園園児に対しては、栄養科学部の学生が給食を作り、あわせて

食育指導を実習した。 

   エ 東日本大震災の復興事業への協力や地域貢献事業について 

     「盛岡大学被災地図書館支援プロジェクト」及び「富士大学・盛岡大学復

興支援ライブラリーネット」事業として、公立図書館及び学校図書館への支
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援を行った。公立図書館の開館に向けた図書の配架作業の支援、郷土資料の

修復等である。短期大学部幼児教育科の教員及び学生による宮古市他の図書

館においての影絵を上映し、子どもたちとの交流を図った。 

     また、いわて高等教育コンソーシアムの事業と連携し、「被災地学校支援プ

ロジェクト」事業として、大槌町立大槌小学校に定期的に学生を派遣し、学

習補助等の支援活動を行った。 

    

（４）盛岡大学附属高校 

ア 入学者の定員確保について 

平成２５年度の入学者は１４８人（１年生は新入生１４８人、転入生１人、

留年生１人の合計１５０人でスタート）で、１５０人の入学定員を下回った。 

    具体的には、志願者が推薦・自己推薦で前年に比べ２７人、一般入試で５０

人それぞれ減少した。推薦入学者の減少は、盛岡市内全体の傾向であった。 

公立の無償化が定着し公立志向が進む中、平成２６年度の生徒募集にあた

っては、本校の教育内容、奨学金制度の周知及び部活動の勧誘に努め、チラ

シ等による広報活動にも力を入れた。平成２６年度は志願者が平成２５年度

より１１８人増え、入学者は１７５人と定員を上回った。 

イ 新学習指導要領に基づく教育課程について 

  平成２５年度入学生から新学習指導要領の完全実施をしている。実施する

中で英語の科目編成について見直しの必要が生じ、教育課程表の一部を改正

し、平成２６年度から実施している。 

  新要領では、言語活動・理科教育・道徳教育・体験活動の重視、外国語教

育の充実、義務教育段階での学習の定着を図るための機会を設けることが強

調されている。観点別評価について、現在、実施に向けて検討を進めている。 

ウ 高大連携について 

     平成２５年７月及び平成２６年２月に高大連携協議会を開催。児童教育学

科のコース別入試及び大学へ進学者した附属高校出身者の状況等について説

明を受けた。あわせて、高大連携教科、出前講義、ガイダンス、及び体験授

業等について意見交換をし、検討を継続することとした。 

エ 留学制度等特色ある教育活動への取り組みについて 

留学については、１年間を希望する２年生３名が、平成２６年１月から留

学中であり、順調に日程をこなしている。 

本校の特色としての野球・柔道などの部活動の強化は図られている。平成

２５年度は、野球は、春季大会が県大会優勝、東北大会準優勝、夏の大会は

県準優勝、秋季大会は県大会３位、東北大会２回戦であった。柔道部は、県
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高総体優勝、インターハイ出場、県新人戦は準優勝であった。平成２６年 

３月の全国柔道選手権大会には１人が出場した。 

オ 施設設備の改善について 

  第二体育館階段修理を計画のとおり進めた。 

 

（５）盛岡大学附属厨川幼稚園 

ア 入園児の確保について 

  平成２５年度の新入園児は１０人で、園児総数は５２人であった。 

イ 教育内容の充実について 

園児の実態に即した教育計画を立て、一人一人の子どもに応じたきめ細か

な指導を行った。連絡帳やお便りを通して園児の成長を保護者に伝え、保護

者との連携を密にした。 

ウ 預かり保育について 

月間利用者が増え、１日平均２０名以上となっている。保護者のニーズに

応え、保護者が安心して利用できるように内容の充実を図っている。 

エ 大学・短大との連携について 

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、預かり保育補助への参加が定着している。短期大学部教員

による講演、子育て相談、木工教室も行われた。 

 

（６）盛岡大学附属松園幼稚園   

ア 入園児の確保について 

  平成２５年度入園児は２０人で、園児総数は６８人であった。在園児の保

護者の支援を得、ブログや広報資料も活用し、積極的に幼稚園行事の広報、

大学訪問企画などを行い、幼稚園への理解が深まるよう入園対象児の保護者

に働きかけた。 

イ 教育内容の充実について 

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、きめ細かな指導に取り組んだ。園内研修のほか、

幼稚園公開保育研究会を実施し、教職員の資質向上に取り組んでいる。 

ウ 幼稚園開放事業及び子育て支援事業ついて 

預かり保育は、利用者が定着している。未就園児サークルでは参加者の保

護者の子育て相談にも応じた。全体を通じて、大学・短大生を、教育実習の

ほか、行事への参加など折に触れ幅広く活動できるよう受け入れ、園児・学

生双方にとって学びの場となっている。 
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（７）盛岡調理師専門学校 

ア 入学者の定員確保について 

平成２５年度の入学者は６８人であった。平成２６年度の学生募集に向け 

    て、高校訪問、業者主催の専門学校進学説明会への参加、一日体験入学の実

施し、ホームページによる情報発信等を行い入学者の確保に努めた。 

イ 就職支援活動の充実について 

就職先開拓のため新規企業訪問、求人票の依頼送付に努め、求人数増加を

図った。また、キャリア教育の専門家による就職内定を勝ち取るための講話

や実践的な指導を行うことにより、学生の就職への意識向上を図った。就職

率は１００％を達成することができた。 

   ウ 教育環境の整備について 

高圧ケーブル等の取替え工事、校内の壁面・床タイル補修工事、校名文字

プレート塗装工事、トイレ内パネルヒーター交換工事等を実施し、教育環境

の整備を行った。 

 



　３ 役員会等の開催状況

（１）理事会　　

開催月日 議　　　事　　　内　　　容

　
４月２５ 日

①評議員の辞任について ②理事の選任について ③監事候補者の選出について
④評議員の選任について⑤評議員の推せんについて

　
４月２５ 日

①盛岡大学短期大学部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

　
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役員・評議員報酬規程の一部（別表）を改正することについて
⑤役員退職慰労金支給規程の一部（在職期間及び附則）を改正することについ
て⑥盛岡大学及び盛岡大学短期大学部の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月２８ 日 ①平成２４年度事業実績報告及び決算について

　
５月２８ 日 ①学校法人盛岡大学公印規程の一部改正について②附属高等学校における「平

成２５年度新時代を拓く特色ある学校づくり推進事業計画」について

　
６月２５ 日 ①被災学生・生徒支援平成２６年度奨学費の支給額とその財源措置について

　
７月２５ 日

①平成２３年２月９日発生した盛岡大学学生の事故死に関する報告書の取扱い
について②職員の懲戒処分等について

　
１０月２４日

①盛岡大学栄養科学部教育職員の採用について②規程集における「本法人沿
革」の記載内容の改正について③経理規程の一部改正について

　
１１月２６ 日 ①理事及び評議員の選任について②１号評議員の推せんについて

　
１１月２６ 日

①学校法人盛岡大学寄附行為の一部改正について②第２号基本金の組入に係る
計画の変更について③平成２５年度予算の第１次補正について④盛岡大学附属
高等学校学則の一部改正について⑤盛岡大学客員教授の委嘱について

　
１２月１９日

①学校法人盛岡大学中期経営計画について②平成２６年度学校法人盛岡大学事
業計画及び予算編成について（骨子）③盛岡大学と国内大学との大学間協定に
ついて④盛岡大学客員教授の任期更新について⑤任期満了に伴う学校長の選任
について

　
１月２３ 日

①学校法人盛岡大学中期（平成２６～２９年度）経営計画について②盛岡大学
学則の一部改正について③滝沢市と盛岡大学・盛岡大学短期大学部との包括的
連携に関する協定の締結について④盛岡大学と民間企業との共同研究契約につ
いて

　
２月２５ 日

①盛岡大学文学部教育職員の採用について②盛岡大学短期大学部教育職員の採
用について③盛岡大学栄養科学部長及び短期大学部長の選任について

　
３月２５ 日

①学校法人盛岡大学寄附行為の一部改正について②平成２５年度予算の第２次
補正について③平成２６年度事業計画及び予算について④盛岡大学学則の一部
改正について⑤盛岡調理師専門学校学則の一部改正について⑥盛岡大学栄養科
学部教育職員の採用について⑦教育職員の教授の職位への昇格について
⑧コンピュータ教室の更新に伴う第１号基本金の取崩しについて
⑨定年年齢超過者を特例として非常勤講師に雇用することについて
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（２）評議員会　

開催月日 議　　　事　　　内　　　容

４月２５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２８日
①平成２４年度事業実績報告及び決算の報告について
②附属高等学校における「平成２５年度新時代を拓く特色ある学校づくり推進
事業計画」について

１１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学校法人盛岡大学寄附行為の
一部改正について④第２号基本金の組入に係る計画の変更について⑤平成２５
年度予算の第１次補正について⑥盛岡大学附属高等学校学則の一部改正につい
て

１月２３日
①学校法人盛岡大学中期（平成２６～２９年度）経営計画について②盛岡大学
学則の一部改正について③滝沢市と盛岡大学・盛岡大学短期大学部との包括的
連携に関する協定の締結について

３月２５日

①学校法人盛岡大学寄附行為の一部改正について②平成２５年度予算の第２次
補正について③平成２６年度事業計画及び予算について④盛岡大学学則の一部
改正について⑤盛岡調理師専門学校学則の一部改正について⑥コンピュータ教
室の更新に伴う第１号基本金の取崩しについて⑦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

平成25年   4月1日 辞令交付式

4月3日
盛岡大学及び盛岡大学短期大学部入学式（岩手県民会館大ホールに
おいて合同で式を挙行）

4月5日 盛岡調理師専門学校入学式

4月8日 附属高等学校入学式

4月13日 附属厨川幼稚園入園式

4月13日 附属松園幼稚園入園式

6月15日 創立記念日礼拝（６２周年）（於細川泰子記念礼拝堂）

8月2日
盛岡さんさ踊りにおいて盛岡大学・同短大部同実行委員会が６年連
続最優秀賞を獲得。理事長主催の祝賀慰労会を行う。

8月6日 上期職員研修会

8月13日～16日 夏期休暇

10月12日 第１回盛岡大学・盛岡大学短期大学部「ホームカミングデー」

10月12日 平成２２年度盛岡大学卒業生の「卒業をあらためて祝う会」

11月12日 八幡平校舎建物滅失登記完了

12月24日 下期職員研修会

12月29日～1月3日 年末年始休暇

平成26年  1月14日 大学・短期大学部地震避難訓練

3月1日 附属高等学校卒業式

3月7日 盛岡調理師専門学校卒業式

3月12日 私学事業団の借入金を完済、借入金０
ゼロ

となる

3月14日 盛岡大学短期大学部卒業式

3月15日 附属厨川幼稚園修了式

3月15日 附属松園幼稚園修了式

3月19日 盛岡大学卒業式

3月25日 退職辞令交付式
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