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令和元年度 認証評価 

  

香川短期大学 自己点検・評価報告書 正誤表 

  

一般財団法人短期大学基準協会に提出した『自己点検・評価報告書』中、下記

の誤りがございました。 

ここにお詫びして、訂正いたします。 

 

 

 

頁 誤 正 

p.17 

提出資料 

１.Ａ-01． 

平成 30年度入学生用学生便覧 

p.3（建学の精神、教育目標）、

pp.4-9（三つのポリシー）、

pp.143-160（学則）… 

 

平成 30年度入学生用学生便覧 

p.3（建学の精神、教育目標）、 

 

pp.143-160（学則）… 

備付資料 

８.Ｐ-04． 

７.Ｎ-10．『教養講座』各回の

内容と担当者一覧 

８.Ｐ-04．科目等履修生制度案

内 

９.Ｒ-01．平成 30年度 協定書

等一覧 

 

７.Ｎ-10．『教養講座』各回の

内容と担当者一覧 

 

 

８.Ｒ-01．平成 30年度 協定書

等一覧 

９.（以下、連番繰り上げ） 

 

p.19 

備付資料 

［ウェブサイ

ト］ 

１.Ｘ-02．ウェブサイト「科目

等履修生制度案内」 

https://www.kjc.ac.jp/ 

entry-guide/kamoku/ 

２.Ｘ-09．ウェブサイト「香川

短期大学附属図書館」 

 

 

 

 

 

１.Ｘ-09．ウェブサイト「香川

短期大学附属図書館」 

 

p.27 
提出資料 

３．Ａ-03 

香川短期大学 web版 

シラバス作成マニュアル 

（2016/01/07） 

 

香川短期大学 web版 

シラバス作成マニュアル 

（2018/01/10） 

 

p.34 
備付資料 

５.Ｎ-11． 

４.Ｎ-03．PDCA サイクル各学

科取り纏め 

４.Ｎ-03．PDCA サイクル各学

科取り纏め 
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５.Ｎ-11．平成 28年度卒業生

の動向に関する調査（平成 30

年度実施）結果 

６.Ｎ-08．平成 30年度 学生に

よる授業改善アンケート 

 

 

 

５.Ｎ-08．平成 30年度 学生に

よる授業改善アンケート 

６．（以下、連番繰り上げ） 

 

pp.41-42 
備付資料 

24.Ｙ-01． 

23.Ｖ-14．平成 30年度 人事委

員会議事録集 

24.Ｙ-01．平成 30年度 生活文

化学科 生活文化専攻課程 

自己点検・評価報告書・資料集 

・AO入試プログラム資料 

・入学者向け説明資料 

25.Ｙ-02．平成 30年度 生活文

化学科 食物栄養専攻課程 自

己点検・評価報告書・資料集 

23.Ｖ-14．平成 30年度 人事委

員会議事録集 

 

 

 

 

 

 

24.Ｙ-02．平成 30年度 生活文

化学科 食物栄養専攻課程 自

己点検・評価報告書・資料集 

25．（以下、連番繰り上げ） 

 

pp.41-42 備付資料 

14.Ｑ-11．香川短期大学後援会

資格検定・地域貢献活動等助成

金交付要領 

 

 

 

15.Ｕ-21．全体図 

16.Ｕ-22．各階図面 

17.Ｕ-23．図書館の概要（平面

図含む）（平成 30年度） 

・季節催し・企画展示案内 

・企画展示写真(授業との連

携) 

・図書館案内図（各コーナー紹

介） 

・開館スケジュール 

18.Ｙ-01．平成 30年度 生活文

化学科 生活文化専攻課程 自

己点検・評価報告書・資料集 

・平成 30 年度 各専任教員の

PDCAサイクル報告書 

14.Ｑ-11．香川短期大学後援会

資格検定・地域貢献活動等助成

金交付要領 

15.Ｕ-16．教員以外の専任教員

一覧表（令和元年５月１日現

在） 

16.Ｕ-21．全体図 

17.Ｕ-22．各階図面 

18.Ｕ-23．図書館の概要（平面

図含む）（平成 30年度） 

・季節催し・企画展示案内 

・企画展示写真(授業との連

携) 

・図書館案内図（各コーナー紹

介） 

・開館スケジュール 
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19.Ｙ-02．平成 30年度 生活文

化学科 食物栄養専攻課程 自

己点検・評価報告書・資料集 

・平成 30 年度 各専任教員の

PDCAサイクル報告書 

・2018年度 中国江南大学国際

教育学院文化・語学研修 

20.Ｙ-03．平成 30年度 生活文

化学科 生活介護福祉専攻課程 

自己点検・評価報告書・資料集 

・平成 30 年度 各専任教員の

PDCAサイクル報告書 

・「入学前教育」資料 

21.Ｙ-04．平成 30年度 子ども

学科 第Ⅰ部・第Ⅲ部 自己点

検・評価報告書・資料集 

・平成 30 年度 各専任教員の

PDCAサイクル報告書 

・「こども劇場」資料 

・「入学前教育」の案内資料 

・『就職対策演習』資料 

・公務員対策の案内 

22.Ｙ-05．平成 30年度 経営情

報科 自己点検・評価報告書・

資料集 

・平成 30 年度各専任教員の

PDCAサイクル報告書 

23.Ｙ-08．平成 30年度 子ども

学科第Ⅰ部・子ども学科第Ⅲ部

学科会議事録集 

19.Ｙ-02．平成 30年度 生活文

化学科 食物栄養専攻課程 自

己点検・評価報告書・資料集 

 

 

・2018年度 中国江南大学国際

教育学院文化・語学研修 

20.Ｙ-03．平成 30年度 生活文

化学科 生活介護福祉専攻課程 

自己点検・評価報告書・資料集 

 

 

・「入学前教育」資料 

21.Ｙ-04．平成 30年度 子ども

学科 第Ⅰ部・第Ⅲ部 自己点

検・評価報告書・資料集 

 

 

・「こども劇場」資料 

・「入学前教育」資料 

・『就職対策演習』資料 

・公務員対策の案内 

 

 

 

 

 

22.Ｙ-08．平成 30年度 子ども

学科第Ⅰ部・子ども学科第Ⅲ部

学科会議事録集 

 

p.68 
下から 

８行目 

 

学則第 51条 

 

学則第 30条 

 

p.72 
下から 

19行目 

 

備付-Ａ-02、03 

 

提出-Ａ-02、03 

 

p.79 
下から 

５行目 

専任教員の留学、海外派遣、国

際会議出席等に関する規程は

整備していない。教員のなかに

は、国内外の国際会議に出席し
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たり、国外の展覧会にて発表し

たりと、国際的な活動を行って

いる者もいる。 

 

 

 

現状では、専任教員の留学、海

外派遣、国際会議出席等に関す

る規程は整備されていないが、

それに代わる教員長期研修員

派遣規程（備付-規定-79）を整

備している。一部の専任教員は

国内外の国際会議に出席した

り、国外の展覧会にて発表した

りと、国際的な活動や人脈形成

を行っている。これらの教員

は、授業内で国外の事例を活か

した資料を提示したり、来日し

た国外のアーティストと本学

学生が授業を通じて触れ合う

機会を作ったり等、多様な経験

を教育現場に還元している。 

 

p.91 

備付資料 

［ウェブサイ

ト］ 

１.Ｘ-07．ウェブサイト「香川

短期大学附属図書館」 

１.Ｘ-09．ウェブサイト「香川

短期大学附属図書館」 

 

p.92 
下から 

２行目 

 

Excel栄養君 

 

 

エクセル栄養君 

 

p.98 
備付資料 

規程集 

１.規程集-２.香川短期大学組

織規程（組織図） 

２.規程集-65.香川短期大学特

任教員規程 

３.規程集-117.香川短期大学

情報教育研究センター規程 

４.規程集-118.香川短期大学

情報教育研究センター運営委

員会規程 

 

１.規程集-２.香川短期大学組

織規程（組織図） 

２.規程集-65.香川短期大学特

任教員規程 

 

p.100 
上から 

10行目 

 

…、獲得金額は前年度比

32,365千円マイナスと、 

 

 

…、獲得金額は前年度比

28,478千円マイナスと、 

 


