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第２ 事業の概要 

 

１ 法人運営 

（１）平成２６年度学生・生徒・園児数について 

学生・生徒・園児の総数は２，８０７人で、法人全体での収容定員を上回っ

たが、両幼稚園及び調理師専門学校については収容定員を下回った。 

収容定員総数前年比で７０人減少したが、これは大学文学部において卒業者

に対して入学者が減少したこと及び調理師専門学校の入学者が減少したことに

よるものである。 

前年度、文学部英語文化学科の入学者が定員を下回ったが、平成２６年度は

定員を確保した。 

 

（２）学校法人に関係する法令改正について 

ア 学校教育法改正に伴う対応  

     平成２６年６月の学校教育法の一部改正により、大学の組織及び運営体制

の整備が求められ、施行日である平成２７年４月１日までに法改正の趣旨を

踏まえた内部規則等の総点検・見直しが求められた。盛岡大学・同短期大学

部では学則等の見直しを行い、文部科学省に届出を行なった。  

なお、このことについて平成２６年１２月に進捗状況の調査が行われ、平

成２７年５月末までには最終結果の調査が予定されている。  

イ 寄附行為変更認可  

     評議員の選任及び任期の変更について、平成２６年４月３０日文部科学省  

から認可を受けた。  

 

（３）財政健全化への取り組みについて  

平成２６年度は「平成２６年度→平成２９年度の経営計画」に基づき、財政

の健全化に取り組んだ。財務指標は帰属収支差額比率を維持し、自己資金比率

は向上した。退職金支給引当特定資産等を積み増すことができた。 

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。 

 

（４）砂込校舎の改修、増築及び設備拡充について 

ア 砂込校舎の増築について 

砂込校地に校舎を増築することについて、平成２６年８月の理事会におい

て設計の発注を決定し、具体的な作業に入った。校舎は食堂裏の緑地に増築

する計画で、集会場、大教室、談話室、保健室等の設置が計画されている。 
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なお、校舎増築の建設許可を得るために必要な既存建物の補修及び移転を

行うこととなった。   

イ 教育環境の整備について 

文部科学省の「私立大学等教育研究活性化設備整備事業」の国庫補助の採

択を受け、大学はＡ３０５教室を「教職アクティブ・ラーニング・スタジオ

（ＩＣＴ活用教室）」として整備し、短大部は普通教室４ヶ所にソリューシ

ョンシステム及びプロジェクターを、特別教室３ヶ所と会議室にプロジェク

ターを整備した。 

また、砂込Ｂ校舎の空調設備の設置、屋外トイレ棟を新設したほか、順次

補修・補強工事を行い教育環境の維持に努めた。 

 

（５）盛岡大学・同短期大学部の組織改編について 

    盛岡大学・同短期大学部において組織の改編を行った。「比較文化研究センタ

ー」を廃止し、「地域連携センター」を設置した。「入試センター」を「入試・

広報センター」に組織改編し、「教師教育センター」を「教員養成サポートセン

ター」に名称を変更した。また、「盛岡大学・同短期大学部中期目標（平成２６

年度～平成３０年度）」を推進、達成するため、新たに「ＩＲ室」及び「中長期

プロジェクト」推進室を設置した。 

 

（６）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２５年度と同規模で、平成２６年度も実施した。 

  

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２６年度入学者数は、文学部は定員３２０人に対して３４９人、栄養

科学部は定員８０人に対して８４人で全ての学科・コースで定員を確保する

ことができた。 

     今後の受験生獲得競争の激化に対応するため、平成２６年８月に入試セン

ターを入試・広報センターに改編し、学生募集に関する入試広報と入学者選

抜試験の円滑な実施を図った。 

平成２７年度入学者は、文学部は３４９人、栄養科学部は８４人と前年度
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と同数の入学者となった。しかし、学科別に見ると、英語文化学科及び日本

文学科では定員を満たすことができなかった。 

  なお、専攻科は、平成２７年度入学生から募集を停止し、平成２８年３月

末日をもって廃止する予定である。 

イ 栄養科学部の国家試験受験対策の充実について 

管理栄養士国家試験対策として各種の補講を実施して試験対策を行った。 

管理栄養士の理解を深める講演会を開催するとともに、業者模擬試験、学内

試験の実施など学力の向上を図った。平成２６年度管理栄養士国家試験の本

学栄養科学部の合格率は８５.７％と前年度の結果を上回ったが、全国平均

より約１０ポイント下回った。 

ウ 文学部英語文化学科の科名変更及び改編について 

「英語文化学科」から「グローバル・コミュニケーション学科」に学科名

称の変更について、文部科学省の大学設置・学校法人審議会大学設置分科会

運営委員会での審議の結果「名称変更」は不可となった。 

文学部の学科再編について、文学部改組検討委員会で継続して検討中であ

る。 

エ 教育の質向上に関するＰＤＣＡサイクルの確立について 

教育の質向上に関する（Plan Do Check Act）サイクルの確立のため、そ

の実践として「学生による授業評価結果を教員に配付」し、この評価結果を

もとに教員相互の授業改善の意識向上を図る事業の一環として「ベストレク

チャー賞」を創設した。 

オ 特色ある教育活動について 

英語文化学科においては、英語力ＵＰ特別研修及びＴＯＥＩＣ対策特別講

座の実施、日本文学科においては、地域に根ざした文学・語学研究、社会文

化学科においては、フィールドワーク及び学外研修の充実など特色ある研究

活動が展開された。また、児童教育学科においては、授業コンテストの実施

のほか「児童教育」「保育･幼児教育」の２コース制にともない、専門分野

ユニット制など特色あるカリキュラムをスタートさせた。 

     栄養科学部においては、校外実習、栄養教育実習を実施し、実習先の管理

栄養士を招いて実施に向けたオリエンテーションや実習報告会を開催した。 
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   カ 学術研究助成の充実を図るとともに科学研究費補助金等外部資金獲得に

ついて 

学内の学術研究助成に文学部は、５件の申請があり１５０万円を交付した。

栄養科学部は、４件の申請があり２００万円を交付した。科学研究費補助金助

成事業は、平成２６年度は研究分担者としての採択件数を含め基盤研究が１０

件、挑戦的萌芽研究が１件、若手研究が１件の研究費を受け入れた。 

   キ ＦＤ及びＳＤ活動をさらに推進し、認証評価機関による評価に向けた準 

備について 

     平成２６年度においては、教育改善及び事務職員の質向上に資することを

目的としたＦＤ・ＳＤ研修を４回、ＦＤ研修を３回、前年度を上回る回数で

実施した。 

認証評価については、平成２８年度の認証評価機関による評価受診に向け

自己点検評価を行い、平成２７年３月３１日に盛岡大学自己点検・自己評価

報告書（文学部、栄養科学部）を発行した。 

   ク 教育環境の整備について 

     文部科学省の国庫補助の採択を受け、Ａ３０５教室を「教職アクティブ・

ラーニング・スタジオ（ＩＣＴ活用教室）」として整備した。また、Ｂ校舎

２階Ｂ２０１教室及びＢ校舎南向きの研究室に空調設備を設置した。  

   ケ 児童英語教員養成課程の開設について 

     小学校において「外国語活動」が必修化されことに伴い、本学においても

これに対応すべく英語力と指導法を身につけた人材を養成するために、英語

文化学科並びに児童教育学科に「児童英語教員養成課程」を開設した。 

 

（２）短期大学部 

ア 入学者の定員確保について 

平成２６年度入学者数は１５８名となり、定員を上回る入学者を確保した。 

    平成２７年度学生募集活動は、訪問する高校を絞り、集中的且つ効率的な高

校訪問を行った。また、推薦入試前に受験生が多い高校を重点的に訪問する

などして学生募集活動を展開した。その結果、平成２７年度入学者数は 

１６１名となり、入学定員を上回る入学者を確保することができた。 
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イ 特色ある教育活動の充実について 

     ９月に実施していた発達支援に関する研修会をリニューアルし、現職保育

者の研修として実施した。また、従来から実施している特色ある教育もこれ

までの反省を踏まえ実施した。  

ウ 学生の基礎学力及び学習意欲の向上について 

入学時から、専門職に関する漢字テストを年二回実施し、基礎学力の向上

を図った。また、幼稚園実習等でのコミュニケーション能力、表現能力の向

上と育成を目的に実施している「総合特別講座」に、厨川幼稚園での環境整

備体験をプラスして行った。 

さらに、「学生による授業評価結果を教員に配付」し、この評価結果をも

とに教員相互の授業改善の意識向上を図る事業の一環として「ベストレクチ

ャー賞」を創設した。 

エ 保育者養成校として地域等への貢献について 

幼稚園教諭免許のみ取得している地域の現職教員に対して、保育士資格取

得にかかる特例教科目を開設し、保育士資格取得希望者に対応している。ま

た、被災地での影絵の上映等や福祉施設・保育所等でのボランティア活動を

行なった。 

   オ 教育環境の整備について 

     文部科学省の国庫補助金及び後援会からの助成を受け、普通教室４ヶ所に

ソリューションシステム及びプロジェクター整備し双方向的な授業ができ

る環境を整えた。また、特別教室３ヶ所と会議室にプロジェクターを整備し

た。 

 

（３）大学・短期大学部 

   ア 両大学の連携について 

      盛岡大学の在学生及び卒業生向けの、短期大学部における保育士試験免

除対象科目を開講。平成２６年度には、保育士資格取得特例教科目を開講

し、学生が単位を修得した。  

   イ キャリア教育及び就職支援活動について 

  大学では、平成２７年度公立学校教員採用試験合格者数は現役33名（前

年21名）既卒72名（前年71名）、計105名（前年92名）であった。現役合

格者数が増加し既卒を含めた合格者総数が前年より増加している。幼稚園

就職者は31名(前年23名)、保育士13名(前年5名)、児童福祉施設3名(前年0
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名)で大幅に伸びた。 

就職支援活動は、就職センターによる就職対策講座の他、公務員採用試

験対策講座、本学主催合同企業説明会を開催した。 

「教師教育センター」を「教員養成サポートセンター」に名称変更し、

教員採用試験対策として「学内教員による教員採用試験特別講座」等を実

施した。 

      短期大学部では、「キャリアガイダンス」、「就職対策講座」を実施し

た。結果として、卒業生全員の就職並びに進学が達成された。 

   ウ 法人内の各学校間との連携について 

      附属高校との連携については、大学では附属高校の教育系大学進学コー

ス3年生対象の「教育事始め」の開催、短期大学部では、「子ども学」等

々の実施で連携を図り、新たに「附属高校生のための授業公開」を実施し

た。 

      附属幼稚園との連携は、大学では、附属２園の５歳児対象の研究保育と

保育者との保育研究会を実施した。美術学生ゼミがスライドシアターを、

幼児教育学演習の受講生がパネルシアターを行った。 

      短期大学部では、講師派遣等で連携を図っている。 

   エ 学生の心身ケアに関するサポート体制について 

      特別な支援が必要とされる学生に対し、必要に応じ職業訓練専門機関や

医療機関施設など外部機関と連携して行った。 

平成２６年度の特別学生相談員(カウンセリング)の勤務体制は原則週２

回とした。 

   オ 地域との連携による活動について 

平成２６年８月に比較文化研究センターを廃止し、新たに「地域連携セ

ンター」を設置した。被災地学校支援プロジェクト、いわて高等教育コン

ソーシアム事業、各種講座・フォーラム等を実施した。 

教員免許状更新講習は大学・短期大学部とも他の機関と協力して、８月  

に選択領域の講習を３日間にわたり計１０講座開設した。  

      また、陸前高田市との協定に基づく事業として、大学及び短期大学部か  

ら講師を派遣し「盛岡大学・盛岡大学短期大学部公開講座」を秋期に開講  

した。  
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   カ 既存システムのＷｅｂポータルシステムの構築について 

      学生及び教職員へのサービスと学士力の向上を目的とした、Ｗｅｂポー

タルシステムを平成２６年度後期より導入した。  

      このシステム導入は、平成２６年度私立大学等教育研究活性化設備整備

事業として採択され、国庫補助を受けた。 

    

（４）盛岡大学附属高校 

ア 入学者の定員確保について 

本校の平成２６年度の入学者は１７５名で、１５０名の入学定員を上回 

った。今年度から改正された就学支援金制度への対応、推薦入学者の奨学 

金制度の充実、生徒向け情報誌の発行、入試結果の公表範囲の拡大などを 

行い、入学者の確保に努めた。 

平成２７年度の入学者は１７２名で、ほぼ前年並みの入学者を確保した。 

今後、入学者確保が一層厳しくなる中、次年度入試に向けて更なる改善を

図っていく。 

イ 教育課程の改訂について 

   生徒の実態を考慮するとともに、基礎学力の向上を目的に、教育系大学

コースの教育課程の改訂を行なった。具体的には、主要教科である英語、

数学の単位を増やすとともに、「総合基礎」を開設し、基礎学力の向上を図

った。 

ウ 高大連携について 

      平成２６年７月及び平成２７年２月に高大連携協議会が開催され、附属

高校を対象にした盛岡大学の授業公開について検討された。その結果、平

成２６年１０月に大学の授業公開が実施され、今後も継続して行うことと

なった。 

エ 留学制度等の特色ある教育活動への取り組みについて 

平成２６年１月から１１月まで２年生３名が留学をした。うち２名は帰 

     国したが、１名は本校を退学し現地の学校にそのまま残ることとなった。 

本校の特色としての野球・柔道などの部活動の強化が図られている。野

球は、夏の甲子園に出場し、念願の夏の大会初勝利を収めた。柔道部は、

県高総体団体準優勝、うち個人２名はインターハイ出場、選手権大会では

５階級中３階級で県代表となり全国大会に出場した。 

オ 施設設備の改善について 

   当初の計画どおりコンピュータ室の空調設備工事、第二体育館階段の塗
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装工事を行った。コンピュータ室については空調設備の設置により、授業

環境の改善が図られた。 

 

（５）盛岡大学附属厨川幼稚園 

ア 教育内容の充実について 

園児の実態に即したカリキュラムの見直しを定期的に行い、一人一人の

子どもに応じたきめ細かな指導を行った。また、家庭訪問や個別面談、連

絡帳やお便りを通して保護者との連携を密にした。 

イ 預かり保育について 

保護者のニーズに合わせた対応をし、子育て相談を受けるなどして保護

者が安心して利用できるように預かり保育の内容の充実を図った。 

ウ 大学・短大・高校との連携について 

大学・短期大学部の実習生、ゼミやボランティアの学生、高校生による

預かり保育補助の参加が定着した。また、運動会、学園祭などの園行事に

も参加し、園児たちにとって身近に感じる機会となった。 

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。 

エ 園舎内外の環境整備について 

室内、ホール屋根の塗装などを行なった。また、園庭の植栽の整備を行

い自然環境を整えた。 

 

（６）盛岡大学附属松園幼稚園   

ア 入園児増加の働きかけについて 

   アクセスの主体が保護者であるブログをこまめに発信し、普段の園の様

子や行事などを紹介した。 

幼稚園行事の広報、大学訪問企画、また園児募集に合わせて「まつぞの

ようちえんのすべて」を発行するなど、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 

大学・短期大学部、厨川幼稚園との連携を深め、教育体制の充実に努め 

た。今年度は公開保育研究会のほか厨川幼稚園との２園合同の研修会を行 

い、教職員の資質向上に取り組んだ。 

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。 

ウ 子育て支援事業を含めた保育内容の充実について 

預かり保育は年間・月間の利用者が定着してきており、スポット利用者
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も増加している。土曜日預かり保育の実施について検討をすすめている。 

平成２６年度は未就園児サークルを１０回行い登録人数は６０名までに

なった。参加した保護者の子育て相談にも応じ入園に結び付けることがで

きた。 

 

（７）盛岡調理師専門学校 

ア 入学者増加の働きかけについて 

平成２６年度の入学者は前年度より１９名少ない４９人であった。 

平成２７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、ホームページ等による情報発信を

行うなど学生募集活動を積極的に行ったが、平成２７年度の入学者は３３

名と入学定員を大きく下回る結果となった。 

イ 就職支援活動の充実について 

学生の就職希望調査をもとに新規企業開拓を行い、昨年度を上回る求人

を獲得することができ、学生の選択の幅が広がった。また、キャリア教育

の専門家を招き就職支援講座などを開催し、実践的な指導や就職への意識

向上を図った。平成２６年度の就職率は、内定辞退者があり９６％となっ

た。 

   ウ 教育内容の充実について 

本校の特色教育の一つでもある「著名な料理人による調理実習」の回数

を増やして実施した。学生たちは一流の料理人を目指し、より高い意識づ

けができた。 

 

 



　３ 役員会等の開催状況

（１）理事会　　

開催月日 議　　　事　　　内　　　容

　
５月２７日

①平成２５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③評議
員の推せんについて

　
５月２７日

①盛岡大学附属高等学校における「平成２６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２６日 ①評議員の選任について②被災学生・生徒支援平成２７年度奨学費の支給額と

その財源措置について

　
７月２４日 ①盛岡大学・盛岡大学短期大学部共通機関における組織を改編することについ

て②盛岡大学文学部一般入学試験（前期・後期）の第二志望にかかる入学検定
料免除について③幼稚園教諭免許所有者の保育士資格にかかる特例教科目の履
修に関する規則の制定について④盛岡大学附属厨川幼稚園及び同松園幼稚園園
則の一部改正について

　
８月２８日

①盛岡大学附属高等学校の全国高等学校野球選手権（甲子園）大会出場に伴う
寄付金募集を行ったことの承認を求めることについて②経理規程の一部改正に
ついて③砂込校地に校舎を増築することについて④盛岡大学栄養科学部教授徳
田元氏の定年延長について

　
９月２５日 ①盛岡大学専攻科の募集停止について

　
１０月３０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大学教育職員の学部
間異動について通達を発することについて

　
１１月２７日 ①平成２６年度予算の第１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学校法人盛岡大
学公印規程の一部改正について⑤盛岡大学栄養科学部教育職員の採用について
⑥盛岡大学における教育職員の学部間異動について

　
１２月１８日 ①平成２７年度学校法人盛岡大学事業計画及び予算編成の骨子について②任期

満了に伴う学校長の選任について③砂込校地校舎増築に関する校舎等設計料及
び監理料について

　
１月２９日 ①盛岡大学文学部長の選任について②盛岡大学栄養科学部教育職員の教授昇格

者の決定について

　
２月２６日 ①文学部英語文化学科並びに児童教育学科に児童英語教員養成課程を開設する

ことについて②大学・短期大学部の中期計画を推進するために事務局に「ＩＲ
室」を設置することについて③就業規則の一部改正について④盛岡大学文学部
教育職員の教授昇格者の決定について⑤定年年齢超過者を特例として非常勤講
師に継続任用することについて⑥砂込校地校舎増築の建設許可を得るために必
要な既存建物の補修及び移転並びに運動部々室棟及び車庫棟の新築について

　
３月２４日 ①盛岡大学学則の一部改正について②盛岡大学短期大学部学則の一部改正につ

いて③平成２６年度予算の第２次補正にについて④平成２７年度事業計画及び
予算について⑤盛岡大学文学部教育職員の採用について⑥盛岡大学栄養科学部
教育職員の採用について
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（２）評議員会　

開催月日 議　　　事　　　内　　　容

５月２７日
①平成２５年度事業実績報告及び決算の報告について②評議員の選任について
③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

７月２４日

①盛岡大学・盛岡大学短期大学部共通機関における組織を改編することについ
て②盛岡大学文学部一般入学試験（前期・後期）の第二志望にかかる入学検定
料免除について③幼稚園教諭免許所有者の保育士資格にかかる特例教科目の履
修に関する規則の制定について④盛岡大学附属厨川幼稚園及び同松園幼稚園園
則の一部改正について

１１月２７日

①盛岡大学附属高等学校の全国高等学校野球選手権（甲子園）大会出場に伴う
寄付金募集を行ったことの承認を求めることについて②平成２６年度予算の第
１次補正について③盛岡大学附属高等学校学則の一部改正について④盛岡調理
師専門学校学則の一部改正について

３月２４日
①盛岡大学学則の一部改正について②盛岡大学短期大学部学則の一部改正につ
いて③平成２６年度予算の第２次補正にについて④平成２７年度事業計画及び
予算について

（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26年   4月1日 辞令交付式

4月4日 盛岡大学及び盛岡大学短期大学部入学式（合同で式を挙行）

4月7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12日 附属厨川幼稚園入園式

4月12日 附属松園幼稚園入園式

6月15日 創立記念日礼拝（６３周年）（於細川泰子記念礼拝堂）

8月1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７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7日 上期職員研修会

8月13日～16日 夏期休暇

10月11日 第２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13日 大学・短期大学部地震避難訓練

10月18日 大学・短期大学部火災避難訓練

11月4日～7日 係長級研修会

12月25日 下期職員研修会

12月29日～ 1月3日 年末年始休暇

平成27年 　3月1日 附属高等学校卒業式

3月6日 盛岡調理師専門学校卒業式

3月9日～ 27日 新採用者研修

3月13日 盛岡大学卒業式

3月14日 盛岡大学短期大学部卒業式

3月14日 附属厨川幼稚園修了式

3月21日 附属松園幼稚園修了式

3月31日 退職辞令交付式
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