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事業報告書 

 

Ⅰ 法人の概要 

１ 基本情報 

 （１）法人の名称 

学校法人 都築教育学園 

 （２）住所、電話番号、ＦＡＸ番号、ホームページアドレス等 

    鹿児島県霧島市国分中央１－１０－２ 

    電話番号：０９９５－４５－２０１０ ＦＡＸ：０９９５－４７－７７５９ 

    ホームページアドレス 

：学校法人 都築教育学園 第一工科大学 (daiichi-koudai.ac.jp) 

 

２ 建学の精神 

   創設者のことば「個性を伸ばし、自信をつけさせ、社会に送り出したい。」に示

される『個性の伸展による人生練磨』を本学園の建学の精神としている。 

   これは、創設者の「人間には誰にも、その人でなくてはならない優れた特性、

個性がある。これを見つけ、伸ばし育ててゆくのが教育である。」とする以下に示

す人間存在と教育に対する信念に基づいている。 

○ 天地万有ものみな絶対の真と存在の価値がある。 

○ 物は心によって価値を生じ、人は教育によって永遠に輝く。 

    人間には、生来その人にしかない長所や美点、特質、その人らしさといわれ

る第一義的個性、仏教で謂うところ「第一義諦＝ＰＡＲＡＭＡ」を有しており、

それを教育によって引き出し、永遠に輝かせたいという願いから、校名にも「第

一」の名を冠している。 

 

３ 学校法人の沿革 

   昭和６０年 法人寄附行為変更（法人の名称、学校の名称変更） 

         都築教育学園 

         第一工業大学、第一幼児教育短期大学、鹿児島第一高等学校 

         鹿児島第一幼稚園、第一電子技術学校 

   平成 ８年 鹿児島第一中学校設置 

   平成１１年 札幌デジタル専門学校、札幌デジタル・アート専門学校設置 

   平成１４年 第一リハビリテーション専門学校設置 

   平成１８年 第一電子技術学校廃止、札幌デジタル・アート専門学校廃止 

   平成１９年 鹿児島第一中学校入学定員増（８０人を１２０人に） 

         第一工業大学の学科名称の変更 

（航空工学科を航空宇宙工学科、電子工学科を情報電子システム

http://www.daiichi-koudai.ac.jp/index.html
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工学科、機械工学科を機械システム工学科、土木工学科を社会環

境工学科、建築学科を建築デザイン学科） 

   平成２０年 札幌デジタル専門学校を札幌医療福祉デジタル専門学校に名称

変更及び医療専門課程の増設 

第一リハビリテーション専門学校を鹿児島第一医療リハビリ専

門学校に名称変更 

   平成２１年 第一幼児教育短期大学入学定員増認可（５０人を１００人に） 

   平成２２年 第一工業大学東京上野キャンパス設置（定員１００人）及び学科

の入学定員・収容定員の変更 

   平成２３年 第一工業大学に航空工学科、自然環境工学科の設置並びに航空宇

宙工学科、社会環境工学科の募集停止 

   平成２４年 札幌医療福祉デジタル専門学校を札幌医療リハビリ専門学校に

名称変更及び工業専門課程の廃止 

   平成２６年 第一工業大学航空工学科の充実 

         「パイロットコース」及び「航空整備士コース」の設置 

   平成２７年 第一工業大学の航空宇宙工学科及び社会環境工学科の学科廃止 

   平成２９年 第一幼児教育専門学校設置 

   平成３０年 第一工業大学の航空工学部航空工学科の設置認可（定員６０人） 

   平成３１年 第一幼児教育専門学校の募集停止 

   令和 ３年 第一幼児教育専門学校廃止 

         第一工科大学への名称変更 

    

４ 設置する学校・学部・学科等 

設置する学校 開校年月 学部・学科等 摘 要 

第一工科大学 

昭和４３年度 

工学部 
航空工学科 

情報電子システム工学科 

機械システム工学科 

自然環境工学科 

建築デザイン学科 

 

 

 
 

平成３０年度 
航空工学部 

 航空工学科 

第一幼児教育短期大学 昭和４２年度 幼児教育科  

鹿児島第一高等学校 昭和３８年度 全日制課程  

鹿児島第一中学校 平成 ８年度   

鹿児島第一幼稚園 昭和４６年度   

鹿児島第一医療 

リハビリ専門学校 
平成１４年度 医療専門課程 
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札幌医療リハビリ 

専門学校 
平成１１年度 医療専門課程 

 

 

５ 学校・学部・学科等の学生数の状況 

                          （令和３年５月１日現在） 

学校 学科等 入学定員 入学者数 収容定員 現員数 

第一工大 

航空工学部 
60 

38 180 114 

工学部 

航空工学  60 31 

情報電子 150 185 600 681 

機  械 50 41 200 130 

自然環境 50 28 200 109 

建    築 50 33 200 137 

小    計 360 287 1,260 1,088 

幼児短大 幼児教育 100 95 200 170 

第一高校 普通科 160 74 480 199 

第一中学   120 47 360 183 

幼 稚 園   165 54 165 131 

第一リハ 

理学療法 40 44 120 111 

作業療法 40 32 120 78 

言語聴覚 30 28 90 83 

柔道整復 30 28 80 58 

はり・きゅう 30 12 75 24 

小    計 170 144 485 354 

札幌医療 

理学（昼） 40 41 120 106 

理学（夜） 40 11 140 33 

作業（昼） 40 19 105 42 

作業（夜） 40 11 140 31 

小    計 160 82 505 212 

合      計 1,057 821 3,635 2,451 

 

６ 収容定員充足率 

                           （毎年度５月１日現在） 

学校名 ２９年度 ３０年度 元年度 ２年度 ３年度 

第一工大 70.9％ 74.7％ 75.1％ 81.1％ 83.5％ 

幼児短大 108.0％ 105.0％ 98.0％ 94.5％ 85.0％ 

第一高校 47.9％ 48.5％ 42.9％ 42.9％ 41.5％ 

第一中学 45.8％ 45.0％ 54.2％ 54.4％ 50.8％ 
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幼稚園 92.1％ 86.1％ 76.4％ 75.2％ 79.4％ 

第一リハ 68.0％ 63.5％ 63.9％ 65.9％ 73.0％ 

札幌リハ 64.5％ 54.2％ 49.4％ 35.7％ 42.0％ 

 

７ 役員の概要 

（令和３年５月１日現在） 

定員数 理事 ５～７名、監事 ２名 

現員数 理事   ５名、監事 ２名 

区 分 氏 名 就任年月日 
常勤・非

常勤の別 

業務執行・非 

業務執行の別 
主な現職等 

理事長 都築美紀枝 平成 14 年 8 月 8 日 常 勤 業務執行 
第一幼児教育短期大

学学長 

理 事 都築明寿香 令和 2 年 7 月 1 日 非常勤 業務執行 第一工科大学学長 

理 事 有吉 泰三 令和 3 年 1 月 1 日 常 勤 業務執行 法人事務局長 

理 事 田中  淳 令和 2 年 2 月 11 日 非常勤 業務執行 聖マリア病院医師 

理 事 吉田 哲也 令和 2 年 2 月 11 日 非常勤 業務執行 ㈱タワラヤ社長 

監 事 前平 裕敏 令和 2 年 2 月 11 日 非常勤 業務執行 税理士 

監 事 竹山 和巳 令和 3 年 1 月 1 日 非常勤 業務執行 
㈲いでゆ台配湯代表

取締役 

 

８ 評議員の概要 

（令和３年５月１日現在） 

定員数 １１～１５名 

現員数    １１名 

氏  名 就任年月 主な現職等 

都築美紀枝 平成１４年７月１日 第一幼児教育短期大学学長（理事長） 

有吉 泰三 令和３年１月１日 都築教育学園法人事務局長 

岩元 慎一 令和２年２月１１日 第一工科大学教授 

前田 敦郎 令和２年２月１１日 （株）前田産業専務取締役 

 郡山 陽子 令和２年２月１１日 都築教育学園法人事務局 

都築 仁子 令和２年２月１１日 （財）日本文明研究所理事長 

都築 明寿香 令和２年７月１日 第一工科大学学長 

田中  淳 令和２年２月１１日 聖マリア病院医師 

吉田 哲也 令和２年２月１１日 株式会社タワラヤ社長 

田平 裕隆 令和２年２月１１日 エース印刷（株）代表取締役 

椿  信二 令和２年２月１１日 浄土真宗本願寺菩提寺住職 
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９ 教職員の概要 

（令和３年５月１日現在）（単位：人） 

区  分 
本務・兼務別の人数 

平均年齢 
教育職員 事務職員 計 

法人事務局 ０ 本務：１２ 本務：１２ ５５．４１ 

第一工大 
本務：７０ 

兼務：２ 
本務：３６ 

本務：１０６ 

兼務：  ２ 
５２．５３ 

幼児短大 
本務：１２ 

兼務： １ 
本務：４ 

本務：１６ 

兼務： １ 
４９．５０ 

第一高校 
本務：２２ 

兼務： ２ 
本務：４ 

本務：２６ 

兼務： ２ 
４８．８０ 

第一中学 
本務：１０ 

兼務： １ 

本務：２ 

兼務：１ 

本務：１２ 

兼務： ２ 
４３．３３ 

幼稚園 
本務：９ 

兼務：１ 
本務：１ 

本務：１０ 

兼務： １ 
３２．６０ 

第一リハ 本務：２９ 本務：６ 本務：３５ ４５．１１ 

札幌リハ 本務：２４ 本務：８ 本務：３２ ４５．８７ 

 

10 その他 

   系列校の状況    

学校法人 学校数 

都築学園 大学２、大学校１、高校２、幼稚園２、保育園１、専門学校５ 

都築育英学園 
大学院１、大学１、短大１、中高学部１、小学部１、幼稚園１ 

保育園１ 

都築第一学園 大学１、幼稚園１、保育園１ 

都築科学学園 専門学校１ 

 

 

Ⅱ 事業の概要 

１ 主な教育・研究の概要 

（１）第一工科大学 

コロナ禍に対応するため、「対面授業」と Zoomによる「オンライン授業」を 

併用しての授業の実施を推進しつつ、その中においても、３つのポリシーの教 

育内容については、知識や技能を活用し複雑な問題の解決を見出していくため 

の合理的な思考力を養成することを目的として、Moodleを核とする自学自習を 

推進する仕組みを取り入れたことで一定の成果が得られた。 

この「自学自習用」教材は、いわゆる「知的財産」であり、今後もこの拡充 

を図ることで、より一層の教育効果が得られるよう、次年度以降も全学部全学 
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科及び共通教育センターにおいて、取り組んでいく所存である。 

 

 （２）第一幼児教育短期大学 

本学は、養成校として多様な社会の要請に対処できるような専門的な資質を 

備えた保育者を育成するため、次の三つの教育目標を掲げている。 

〇 子ども、保護者等との信頼関係を構築できる幼児教育者の育成 

〇 保育技術・知識および創造力を有した幼児教育者の育成 

〇 在学中に身に付けた学問・専門・技術を社会に出て実践し、生涯にわた  

り練磨続けていける幼児教育者の育成 

上記の教育目標と３つのポリシーのもと、保育現場で即実践応用できる内容

を実践的に学べる科目として、令和３年度より「幼児教育研究会」を立ち上げ

た。「幼児教育研究会」で学んだ内容を活かし、１１月のこどもフェスティバ

ルや１２月の Xmas ようたんフェスティバルを開催した。 

  また、令和３年度は Zoomによるオンラインまたはハイフレックス授業を実

施しつつ、特に感染に気を付けなければならない実習前指導や実技系科目で

は、状況に応じてオンラインの活用だけでなく、分散授業や少人数でのロール

プレイを行うなど、実技と知識を養成する取り組みを工夫し、一定の効果を得

ることが出来た。また、学生用の iPad購入と、次年度以降は Teams を導入す

ることで大きな教育効果が期待されるため、より充実したハイフレックス型の

授業の実施に取り組んでいく。 

 

  （３）鹿児島第一中学校・高等学校 

  ア 「卒業の認定に関する方針」 

鹿児島第一高等学校は「個性の伸展による人生練磨」という建学の精神に 

基づき、次の能力を身に付け、所定の単位を修得した者に卒業を認定した。 

（ア）社会に貢献するために必要な幅広い教養と基本的な知識 

（イ）基本的な知識・技能に基づいた論理的思考力、判断力、表現力 

（ウ）豊かな人間性と倫理観を身に付け、多様な人々と主体的にコミュニケー 

ションをとることができる能力 

    （鹿児島第一中学校は義務教育であるため、特に規程はない。） 

イ 「教育課程の編成及び実施に関する方針」 

   ア項の方針に掲げる能力を備えた人材を育成するために、次に示す方針に 

基づき、初年次から卒業まで系統性のある教育課程を編成のうえ、教育活動 

を行った。鹿児島第一中学校では全員共通の教育課程で教育を展開した。鹿 

児島第一高等学校では１年次までは全員共通の教育課程、２年次から文系、 

理系、特進文、特進理の教育課程を分けて、ICT機器等を活用した教育を展 

開した。 

（ア）幅広い教養と文系・理系の各大学受験に必要な基本的な知識及びこれら

に基づいた論理的思考力や表現力を育むための教科を配置した。 

（イ）アクティブ・ラーニングの推進を通して、生徒が主体的に問題に取り組 

むことを支援する教育を展開した。 
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（ウ）大学・短大・専門学校、地域及び国際社会における多様な人々とのコミ 

ュニケーションを重視した教育を次年度、展開する。 

（エ）人、自然、文化の多様性に見られる鹿児島や学園グループ特有の資源を 

活用した教育を今後、展開する。 

ウ  「入学者の受け入れに関する方針」 

鹿児島第一中学・高等学校は「個性の伸展による人生練磨」という建学の

精神に基づき、次のような生徒の入学を求めた。 

（ア）難関大学等への進学を目指し、学業に一生懸命取り組む意欲のある者 

（イ）英語によるコミュニケーション能力を高めることに、強い関心と意欲

のある者 

（ウ）学業をおろそかにせず、部活動や生徒会活動及び学校行事等に積極的 

に取り組む意欲のある者 

 

（４）鹿児島第一幼稚園 

      幼児の主体的な活動としての遊びの重要性を念頭に置きながら、一人ひとり

の個性や良い特性を伸ばすことを心がけるとともに、興味や関心に基づいた直

接的な体験が得られるよう環境を工夫し、周囲の人とかかわりながら遊びや活

動に取り組めるように配慮するなど、幼児期にふさわしい生活が展開されるよ

うな幼児教育を目指している。 

    令和３年度においては、新型コロナウィルスの感染拡大防止の状況を鑑み、

「安全管理」を重点課題として取り組み、基本的な感染予防対策はもちろんの

こと、園行事や保育活動については、園児の安全を最優先とし、分散開催、保

護者の参加を行わないなどの対策を講じた。 

 

  （５）鹿児島第一医療リハビリ専門学校 

   ア 全 般 

        医療・リハビリテーション分野における有為な人材を育成することを主 

眼とし、次のとおり、３つのポリシーを確立し学生の選抜から卒業まで一

貫し教育を行った。 

    （ア）アドミッション・ポリシー 

「求める人材」及び「入学者選抜の方針」に基づき、出願者１３５名の

出願者に対し選抜を行った。（入学者は１３８名） 

    （イ）カリキュラム・ポリシー 

         学年ごとの修学目標及び各科目の相関関係を明らかにした「カリキュ 

ラム・ツリー（体系表）」、並びに科目ごとの到達目標・授業内容等を明

記した授業計画により、計画的かつ効果的な教育を行った。 

    （ウ）ディプロマ・ポリシー 

        「卒業基準」、「進級基準」及び「定期試験の受験資格・合格基準」等

を確立し、学生ごとの修業を管理した。 

イ 学生教育の充実 
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 （ア）実践的能力のある医療福祉スペシャリストの育成 

       昨年度に引き続き、卓越した知識・技術及び経験を有する部外講師に 

よる特別講義、並びに本校卒業生による講話・実技指導を行い、医療現 

場で求められる専門知識・技術を修得させるとともに、医療人として必 

要な資質を涵養した。 

（イ）入学前の事前学習 

       入学予定者に対し、テキスト及び課題並び教科書を事前に配布、入学 

までの期間を利用した事前学習を実施させることにより、入学後のスム 

ーズに修学開始を図った。 

 (ウ) 授業評価及び公開授業 

        個々の授業について、学生による授業評価（アンケート）及び他教員 

による授業の研修・意見交換を行い、教育の質の向上を図った。 

（エ）他職種（看護）協同連携教育 

         昨年度同様、鹿児島県医療法人協会立看護専門学校の看護学生・教員 

と本校理学療法学科、作業療法学科及び言語聴覚学科の学生（３年生）・ 

教員との間で、医療現場での看護・リハビリの協同連携要領等に関する 

協同研究、成果発表、質疑応答などを実施した。 

(オ) 遠隔授業への対応及びｅ-ラーニングの充実 

a 新型コロナウィルス対策のため一環として、専用ソフトの導入・取扱

い習熟、通信基盤の拡充、情報端末・視聴覚器材等の整備を行い、教育

の質を担保しつつ遠隔授業に行った。 

b  昨年度に引き続き、ｅ－ラーニングによる授業に加えオンラインによ

り、効果的・効率的な授業を行うことで、学生の負担軽減を図った。 

（カ）電子書籍の導入 

令和３年度から教育用定期刊行物の電子書籍化による閲覧ができる環

境を整え、学生・教職員による使用法の習熟に伴い、学生の利便性が向

上し学習の幅が広がり学習意欲を高めた。 

ウ 退学者及び留年生の抑制 

（ア）退学者の抑制 

学習の進捗状況等に応じた修学指導、学費納入や奨学金等に関する対 

応、学生生活上の支援などを行ったが、退学者は昨年度より９名増加し 

た。（退学者２４名） 

（イ）留年者 

留年者が８名となり昨年度より、１名増加したが欠席により進級基準に 

満たない学生を含め学業不振によるものであり、学生の素養・性格に応じ 

た早期からの修学指導を強化する。 

エ 国家試験の合格率の向上 

（ア）ナイトセミナーや複数回の模擬試験及び国試対策授業を実施するとと 

もに、早朝、休日等を利用した勉強会において実力と自信を付けさせ、 

令和３年度国家試験に臨んだが、４学科が全国平均及び県内競合校に比 
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し高い合格率を達成した半面、作業療法学科については、全国平均を下 

廻る合格率となったので、結果の要因分析に基づき、次年度以降の具体 

的な対策を実施していく。 

学  科 
令和２年度 令和３年度 

本 校 全国平均 本 校 全国平均 

理学療法学科 83.3% 79.0% 92.6% 79.6% 

作業療法学科 95.2% 81.3% 66.7% 80.6% 

言語聴覚学科 53.6% 69.4% 76.2% 75.0% 

柔道整復学科 100% 66.0% 100% 62.9% 

はり・きゅう学科 
はり 87.5% 70.0% 80% 74.2% 

きゅう 87.5% 72.2% 80% 76.1% 

（イ）不合格者へ卒業後のフォロー 

        令和２年度以前の国家試験不合格者等のうち希望する卒業生１３名に

対し、聴講生等として継続的にフォローを行い、７名を合格させた。 

 

（６）札幌医療リハビリ専門学校 

    ア 本校は、理学療法士作業療法士養成施設として、令和３年度末に第１２期

生５９名を社会に送り出した。 

    イ 教育体制面においては、令和２年度から理学療法士作業療法士学校養成施

設指定規則（以下「指定規則」という。）が施行され、１・２年生は新カリキ

ュラム体制及び夜間部は新カリキュラム及び４年制での教育を実施した。ま

た、大学や短期大学同様、本校においても３つのポリシー（卒業認定の方針、

教育課程編成・実施の方針、入学者受入れの方針）で体系的組織的教育活動

に準拠した教育運営を実施した 

（ア）卒業認定の方針 

    札幌医療リハビリ専門学校は、理学療法士作業療法士を養成する専門学 

校として、建学の精神「個性の伸展による人生練磨」に基づき、学生に対 

し理学療法、作業療法の専門性（個性）を身につけさせ、所定の単位を付 

与する。卒業認定にあたっては、学納金を納入し、全ての学年の所定の単 

位を取得し、かつ卒業試験に合格した者で、医療人としての資質（素養）

を有する者を本学の課程修了者として卒業を認定した。 

（イ）教育課程編成・実施の方針 

札幌医療リハビリ専門学校は、理学療法士、作業療法士として必要な専 

門的知識・技能の習得を主目的とした教育課程を編成する。関係省令に基 

づき、教育科目を「基礎分野」「専門基礎分野」「専門分野」に区分し、段 

階的な講義及び演習に実習を交えながら医療現場のニーズに応えられる 

実践的な教育訓練を実施する。 
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（ウ）入学者受入れの方針 

札幌医療リハビリ専門学校は、理学療法士、作業療法士の専門教育を 

通じて実践的能力を有する理学療法士、作業療法士の育成と建学の精神 

である「個性の伸展による人生練磨」に基づいた豊かな人間性とチーム 

医療人として必要な社会性を有する人材の育成を教育の目標とする。 

ウ 教育施策面においては、学生の知識・技能を向上し、国家試験に合格させ 

るため、国試対策特別講座や課外時間を利用した個別指導のためのゼミな 

ど、各種教育施策を実践した。 

           令和３年度卒業生の国家試験合格率は、理学療法学科昼夜間部合計は８ 

１．６％新卒平均８８．１％を下回る結果となったが、前年度５７．１％か

ら国家試験対策を強化し改善した。作業療法学科昼夜間部は８５．７％新卒

平均８８．７％をわずかに下回る結果であったが、前年度８２．１％以上の

結果でいずれの学科も前年よりも改善することが出来た。次年度は新卒平

均の合格率を上回るように、今後も指導体制の見直し、分析検討し、次年度

の指導強化体制に反映する。 

エ 教育施設面においては、コロナ禍における学びを継続するため、一昨年度 

に導入した遠隔（オンライン）授業のための ICTシステム機器を活用し感染 

拡大予防に十分活用することが出来た。 

 

２ 中期的な計画及び事業計画の進ちょく・達成状況 

 （１）教学計画 

   ア 学校の概要（学校の強み弱み、環境分析等） 

   （ア）第一工科大学 

  １８歳人口の減少に加え、鹿児島県は４年制大学進学率が全国最下位、 

     県外進学者比率も高いという厳しい学生募集環境の中で、本学は地域に密 

     着した魅力ある大学としての位置づけを高めていかなくてはならない。し 

     かし、前年に引き続き令和３年度も、新型コロナウィルス（COVID-19）の 

     感染拡大により活動が制限された一年であった。 

感染状況に応じて授業の形態を度々変更する必要が生じたが、令和２年

度に比較すると、学生、教職員ともにオンライン授業に慣れ、大きな問題

も無く移行することができた。また、入国できない留学生には、オンライ

ンでの授業及び試験を行うことにより「学び」を継続した。 

ＦＤ活動の一環である「公開授業」では、Zoomを使った遠隔授業を教員

に公開し、参考にしてもらうことで授業へのフィードバックを図った。 

なお、上野キャンパスでは、特に東京特有の状況に対するコロナウイル  

ス感染拡大防止のため、少人数で対応可能な卒業研究を除き年間を通して 

全ての授業を遠隔授業にて対応した。後期については学生数を限定して希 

望者の登校を許可するハイブリッド授業の体制を敷いたが、学生の利用は 
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少数に留まった。 

地域貢献活動の一環として、本年度も１２講座の公開講座と２つのワー      

     クショップ（参加型講習会）を開催したが、新型コロナウィルス感染拡大に

より、５件が中止となった。また、かごしま県民交流センターで３件の公開

講座を開催した。 

上野キャンパスでは例年東京都台東区の生涯学習ガイドに公開講座を掲 

載し地域貢献活動をしている。本年度は３月に小学生向けのプログラミン

グ講座を実施した。 

 

   （イ）第一幼児教育短期大学 

本学の強みは、①幼児教育研究会、②附属幼稚園、③男女共学である。  

「幼児教育研究会」では、１年生の初年次教育に取り組み、「導入教育」

「基礎教育」「発展教育」を軸として教育活動に取り組んでいる。また将来

の保育者として必要となる実践力を身につけるため、手遊びや手作りおも

ちゃなどの実技指導や保育教材の製作などにも取り組んでいる。  

  本学には、校舎に併設された「附属幼稚園」がある。鹿児島県内の保育

士養成校をみても校舎に併設された附属幼稚園は珍しく、保育者を目指す

学生の教育に優れた環境であり、１年次の観察実習や２年次の教育実習に

おいて実習園として活用しているほか、幼児体育や指導法の講義において

園の子どもたちを招き、実際に子どもたちと触れ合いながら教育を実践し

ている。  

 また、本学は鹿児島県内唯一の「男女共学」の短期大学として長年にわ

たり、保育者の養成に携わってきた。長年、男女共同参画社会の課題に取

り組んできた教育活動により、これまでに多くの男性が卒業し、保育現場

や福祉現場にて活躍している。  

 今日まで卒業生数は約４,８００人に及び、地元鹿児島県はもとより南九

州各県の認定こども園、幼稚園、保育所及び施設で保育者として次世代を

担う子どもたちの保育に携わり高い評価を得ている。また、令和３年度は

３，０１９件の求人を受け、就職率は１５年連続１００％を達成した。  

一方、弱みは鹿児島県内の１８歳人口の減少に加え、全国的な短期大学進

学率の低下（女子生徒の４年制大学進学率の向上）、保育系の学科を志望

する学生の減少、特に交通の面で立地が必ずしも良いと言えないことなど

が挙げられる。  

さらに、保育者養成校であり幼児教育科のみの単科の短期大学であるた

め、全員で目的に向かい免許資格を取得できる環境である一方、単位不足

の学生や保育職自体に興味を失った学生が学業を続けるのが困難である。  

これらの課題を解決するために、「幼児教育研究会」の充実を図るとともに、 

奨学生制度を見直し、あらたに「ようたん奨学生」制度を創設し、本学の
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教育理念にもある「個性の進展による人生錬磨」を実現するための教育活

動を実践していき、付加価値を高めていきたい。  

また、社会連携センターの取り組みとして、会場を本学として、１０月

から１２月にかけて、社会人や親子等を対象にした公開講座を計６講座

（「壮健美体操、おとなのためのピアノ講座、大人のための楽しいリトミ

ック、おりがみでつくってあそぼう、親子運動遊び、年度クロッキー体験

講座）開催し、参加者は６７名であった。参加者の満足度は高く、今後は

講座内容の充実を図ると同時に新しい講座についても検討していく。 

また、リカレント教育講座を９月に実施し、「保育講座」「発達に課題の

ある子どもへの支援」の２講座を行った。９名の参加があり、社会人１年

目としての保育の悩みについて先輩保育士がアドバイスを行ったり、発達

の気になる園児への対応について本学教員から対処法を学んだりと、参加

者のスキルアップにつながった。参加者によるアンケートからは「参加し

てよかった」との声が聞かれた。今回は新型コロナの感染拡大時期であ

り、また、対象者が保育の専門職のため、オンラインのみとなったが、次

回よりハイフレックスで行うこととする。また、これまでほぼ卒業生のみ

の参加であったところ、今回は卒業生以外の保育者の参加があった。地域

貢献と幼児教育を専門とする短期大学の特色を生かし、卒業生に限らず地

域の保育者へ向けた広報を拡大し周知していく。 

 

   （ウ）鹿児島第一中学校・高等学校 

本校は「個性の伸展による人生練磨」という建学の精神を標榜しながら、 

魅力ある学校づくりという点ではインパクトに欠けるのではとの指摘を 

学校関係者評価で受け、学校法人都築教育学園本部の指導の下、学校独自 

の探究活動やＰＢＬプログラムの構築に努めた。 

ICT 機器及び Classi を用いた連絡体制が構築され、職場のペーパーレ

ス化が進み、集中豪雨や台風、降雪時などの連絡体制が確立し生徒や保護

者からも高い評価を得た。 

進路指導においては新たな大学入試制度でも求められる思考力、判断力、 

表現力を養うため、SDGs「Sustainable Development Goals（持続可能な 

開発目標）」の課題解決を本校教育の中に積極的に取り入れ中３を対象に 

導入講座を実施した。 

生徒募集においては、近隣地域の児童生徒数大幅減という逆風の中で募  

集広報に取り組んだが、募集定員を大幅に下回る結果となった。生徒や保 

護者の目線に合った学校の魅力発信を行うため、ホームページの更新や 

SNS発信の部署を設けるなど校務分掌を見直した。生徒の様子を即時発信 

することで本校への注目度を高めていきたい。 

新型コロナウィルスに対する本学園の対応は、卒業式や入学式の規模縮 
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小、時間短縮を基準に実施し、国や自治体の感染予防対策に大いに貢献し 

た。 

教学計画は、教育目標、教育方針、重視事項等を掲げ、概ね計画通りに 

実施した。進学状況は、今年度、新型コロナウィルスによるオンライン授 

業を併用した対面授業の措置もあり、授業時間数が例年に比べると少なく 

なる状況が生じ、影響が懸念されたが、東工大、阪大、鹿大医学部医学科 

（９年連続）、熊大などの難関国公立大を始め、私立大学では早稲田、青 

山学院、明治、中央、立教、同志社、立命館、関西学院などの有名私立大 

学への合格者を出すことができた。来年度は中高一貫校としてのメリット 

を生かしつつ、大学進学・合格実績が生徒募集に直結することを認識して、 

進学・合格実績の大幅向上という目標を実現したい。 

 

（エ）鹿児島第一幼稚園 

      新型コロナウィルス感染予防に努めながら、短期大学附属幼稚園として、

短大はもちろん、大学・中高・リハビリ校との連携を充実させた（実習を

通した連携・親子体験講座の実施・外国語および空手の体験活動など）。 

 

   （オ）鹿児島第一医療リハビリ専門学校 

  本校は、南九州唯一の医療とリハビリテーションを兼ね備えた５学科 

からなる３年制専門学校であり、大学及び４年制専門学校に優るとも劣 

らない国家試験の合格率により、いち早く国家資格を取得し専門職とし 

て活躍したいと考える学生の希望に応えている。 

募集環境は厳しい状況が続いているが、充実した教育と手厚い学生支援 

などにより、着実な成果をあげている。 

 

   （カ）札幌医療リハビリ専門学校 

     本校は、北海道唯一の理学・作業療法学科を昼間部３年制・夜間４年制

の併設する養成校で、夜間学科は道内では唯一本校のみが設置している学

科であり「働きながら学べる」として社会人のニーズに応えている。リカ

レント教育の重要性が増す中、道内社会人の登用窓口として地域医療に貢

献している。 

 

イ 学部等の改組・募集停止・定員の見直し等 

   （ア）第一工科大学 

校名変更に伴う基本方針「ICTとデータサイエンスの知識を身につけさ 

せて、複雑多様化する社会で活躍できる人材育成」を行うため、幅広い知 

識と技術を持てるようにコース選択から分野選択へ変更した。また令和４ 

年度より「自然環境工学科」を「環境エネルギー工学科」へと名称変更し、 

環境やエネルギーに配慮し地域を総合的にデザインできる技術者の育成 
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を行う。 

工学部においては、令和４年度入学生から、定員以上に集まっている鹿 

児島キャンパスの情報電子システム工学科の定員を５０名から７０名に 

増やすとともに、環境エネルギー工学科、建築デザイン学科の定員を５０ 

名から４０名に減じた。 

 

   （イ）第一幼児教育短期大学 

      学部の改組、募集停止、定員の見直しは行わない。 

 

      （ウ）鹿児島第一中学校・高等学校 

      学部の改組、募集停止、定員の見直しは行わない。 

 

   （エ）鹿児島第一幼稚園 

      ２歳児保育について、家庭での育ちを踏まえた丁寧な関わりに対して保

護者の満足度が高く、令和３年度については、年度当初は定員の半数の入

園だったが、毎月のように途中入園があり、年度末までに定員いっぱいの

入園があった。 

      令和４年度の園児募集に際しては、２歳児クラスの問い合わせが非常に

多かったため、１８名の定員を超えての入園希望を見越し、定員を６名増

やした２４名定員に変更したところ、入園受付当日に定員枠いっぱいとな

り、入園キャンセル待ちの家庭が生じている状況となっている。今後の継

続的な園児確保につなげるべく、職員の体制及び保育環境を整えていきた

い。 

 

    （オ）鹿児島第一医療リハビリ専門学校 

柔道整復学科の募集定員について、実員を前提とした教育基盤の充実 

を図り、高等教育修学支援制度の機関要件を満たす観点から、定員を変 

更したが希望者数の増加により定員超過が連続したことから、令和５年 

度入学者から 募集定員を２０名から３０名に変更する。  

    

      （カ）札幌医療リハビリ専門学校 

令和３年４月から理学療法学科及び作業療法学科夜間部の収容定員 

４０名を両学科ともに２０名に変更し学生募集を行ったが、夜間部の志 

願者が昨年度よりも激減し、特に作業療法学科夜間部の受験者が０名で 

あったため、令和４年度からの理学療法学科及び作業療法学科夜間部に 

ついて、理事会の議を経て次年度から学生募集を停止することとなっ 

た。 
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   ウ カリキュラム改革・キャリア支援等 

    （ア）第一工科大学 

a   航空工学科 

(ａ) カリキュラム改革については、令和元年に航空工学部航空工学科 

となり、未だ完成年度を迎えていないため、令和３年度も大きな変 

更は行っていない。ただし、航空操縦学専攻以外の航空整備工学専 

攻と航空工学専攻においては、入学者の減少が課題となっており、 

完成年度後の令和５年度に向け、２専攻の１年次共通化に向けたカ 

リキュラムの見直しの準備を進めている。航空整備工学専攻では、 

エアラインの整備部門を担う人材育成のための教育を推進している 

が今般のコロナ禍でのエアラインの整備要員募集停止等の状況もあ 

り学生の就活や学習におけるモチベ―ション維持に苦慮している。 

航空工学専攻では、「鹿児島ロケット」の研究・開発、性能評価実験 

への参加、大学オリジナル・ドローン研究を卒論研究で進めてい 

る。 

 (ｂ) 国家資格等の取得 

   航空操縦学専攻 

    ・ 自家用操縦士技能証明： ３４名合格 

・ 事業用操縦士技能証明： 合格率１００％ 

・ 計器飛行証明： 合格率１００％ 

・ 航空無線通信士 

  航空整備工学専攻 

・ 航空従事者学科試験は７期生（現２年生）６名が受験し４名が合 

 格 

b  情報電子システム工学科 

    (ａ) 令和３年度は校名変更に伴い、「プログラミング能力の育成教育」を

「リテラシーレベルで展開する」ことになり、令和 2 年度に情報電子

システム工学科の新カリキュラムとして導入した「プログラミング入

門Ⅰ・Ⅱ」を共通教育に移行することになった。 

  一方で「データサイエンス入門Ⅰ・Ⅱ」「ＡＩと社会」といった科目

も共通教育において開講し、それらを情報電子システム工学科で担当

することとなったため、令和２年度カリキュラムから再度、科目編成

の見直しを行った。具体的には、近年の「ＡＩについて学びたい」、「ス

マホのアプリ開発ができるようになりたい」、「ロボコンに出場したい」

というような学生ニーズの高まりに応えるため「Web アプリケーショ

ン」、「ロボット工学」、「データサイエンス演習」などの「情報分野の

最先端を学べる」科目を中心に科目編成を行った。 

なお、令和２年度から「基本情報処理技術者」の資格取得を推進す 
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るために、「基本情報処理講座Ⅰ・Ⅱ」を導入、この授業の受講者がサ 

ーティファイのより簡易な試験に合格した場合「基本情報処理技術者」 

の午前中の試験が免除される仕組みを導入しているが、その成果が除 

序に現れ、今年は「基本情報処理技術者」の合格者が２名出た。 

   (ｂ) 国家資格等の取得 

・ 基本情報処理試験対策講座： ４６名受講 

（サーティファイ情報処理技術者能力検定２級第１部合格者１６ 

名、基本情報技術者試験午前試験免除認定者５名） 

・ マルチメディア検定： ２名合格（受験者６名） 

・ Web デザイン検定： １名合格（受験者５名） 

・ 情報処理技能検定(データベース)１級： ６名合格 

・ Ｃ言語プログラミング能力認定試験 ２級 ２名 

・ JAVA プログラミング能力認定試験 ２級 １名 、３級 １名 

c   機械システム工学科 

(ａ) 移動・交通分野における、安全走行のできる自動車の開発、医療福 

祉分野においても、ICT、ビックデータを活用した人工知能、また、人 

間の動きを機械に置き換えるロボット技術の必要性に鑑み、最先端の 

メカトロニクス技術を学ぶ機械工学分野の科目導入及びスポーツ科 

学の分野に新たに進出するため新設科目とカリキュラムを検討・追加 

した。 

(ｂ) 国家資格等の取得 

          ２級ガソリン自動車整備国家試験合格者 ７名 

      ｄ 自然環境工学科 

(ａ) 強靭な国土の実現と環境の保護及び地域社会の活性化を目指し、土 

木の先端技術に関する科目群と環境や社会を守る技術の科目群を組み 

合わせて教育研究を進めた。新年度より「環境エネルギー工学科」へ   

と移行する。土木工学を基軸に「環境」「エネルギー」についてのカリ 

キュラムを展開する予定である。 

(ｂ) 国家資格等の取得 

    ・ ビオトープ管理士（施工部門）：  ２名合格 

・ 環境再生医： ２名認定 

・ ２級土木施工管理技士（学科試験）： ４名合格 

・ 測量士補：  申請資格取得３４名   

ｅ 建築デザイン学科 

      (ａ) 建築業界においては、建築士法が改正され建築士受験が容易となっ 

た。これに対し、建築業界が求める専門スキル(社会的評価の高い資格 

等)の修得を主軸としたカリキュラム構成を検討する必要がある。 

このため、建築士受験者のための特別講座を開講するとともに、「建 
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築計画Ⅱ」のカリキュラムを建築士試験にも対応できる内容とした。   

また「建築コストマネジメント」、「建築施工」などにおいても同様に 

実践的な教育を行い、国家資格取得者を増やすことができた。 

また、卒業設計の指導を徹底し、卒業設計展を霧島市役所で開催す 

ると同時に、初めて JIA日本建築家協会鹿児島会賞（卒業設計）で２ 

名の受賞者を輩出することができた。 

(ｂ) 国家資格等の取得 

・ 宅地建物取引士： １名合格 

・ ２級施工管理技士補： １名合格 

・ 建築積算士補： ２５名合格 

・ 色彩検定： ２級１名、３級１３名降格 

ｆ 共通教育センター 

(ａ) 今年度から教員採用試験過去出題問題について、「総合演習」「教育 

原理」「教育心理学」「生徒指導論」のなかでも問題を解き解説するよ 

うにした。その甲斐あって公立中学校へ３名受験し３名の学生が合格 

した。２０年ぶりに複数名の公立学校合格者が出た訳であるが、今後 

ますますの合格者数を出せるように、学内教職課程での指導体制を作 

り上げたい。 

（ｂ）令和３年度教員免許状取得者 

             ・ 中学校教諭 数学： ２名（前年度２名） 

・ 中学校教諭 技術： ４名（前年度８名）  

・ 高校教諭  工業：５１名（前年度４７名） 

・ 高校教諭  数学： ２名（前年度２名） 

 

（イ）第一幼児教育短期大学 

           a 令和３年度においても新型コロナウィルス感染拡大の影響から遠隔 

授業等の対応を実施した。講義においては、対面と Zoomを利用したハ 

イフレックス方式で講義を行った。また、試験期間中に影響を受けた 

学生については、文部科学省の指導により再試験並びに追試験の日程  

について特例措置を取り、学生の不利益にならないよう配慮した。 

ｂ 入学に際しピアノの実技に不安を抱いている新入学生に対して、毎 

 年年度末の３月に２回、「入学前教育講座」を行い、併せて「附属幼稚 

 園児とのふれあい体験」を実施しているが、一昨年度より感染症対策 

 のため対面での講座は中止し、ピアノの導入講座のみを、事前の楽譜  

 郵送、動画視聴（３本）に切り替えて行った。動画は繰り返し見るこ  

 とができ、対面での講座より分かりやすく、入学前に自分のペースで  

 繰り返し練習ができる。入学時のピアノへの不安は軽減されている。 

 次年度以降も学生の意見を取り入れながら、入学前教育の充実を図っ 
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ていく。 

c 「幼児教育研究会」 

令和３年度の新たな取組として「幼児教育研究会」を開講した。高等

教育の「導入教育」「基礎教育」「発展教育」の３つを柱として以下の

教育を実施した。  

（ａ）導入教育 

初年次教育の要素を取り入れ、仲間づくりや保育者養成への導入など 

専門職を目指すための動機づけを行った。 

（ｂ）基礎教育 

         保育者を目指すための動機づけとして、附属幼稚園での観察実習や夏 

季休暇を利用した自主実習を企画するとともに、仲間とともに実習に向 

けて準備する中で協働作業や連帯感を目的として、グループでの手作り 

おもちゃ作りや手遊び、名札づくりを実施した。 

  （ｃ）発展教育 

「幼児教育研究会」で培った知識や技術、観察実習などから学んだ  

内容を学園祭における短大独自プログラム「こどもフェスティバル」 

において実践できるように企画した。具体的には、こどもフェスティ 

バルの運営や環境整備、卒業研究ブースの支援などを実施した。 

ｄ こどもフェスティバル 

卒業研究及び「幼児教育研究会」で学んできた内容を実践で活かすこと  

        を目的に附属幼稚園の子どもたちを招待し、こどもフェスティバルを実施 

した。 

     卒業研究による、ブース設置や「幼児教育研究会」による校舎の壁面製

作による写真撮影スポットの設置、短大校舎内の飾りつけなどこれまで学

んできた内容を活かした活動を実践することができた。 

e  キャリア支援 

（ａ）キャリア講座  

「キャリア講座」を開講し、職業意識の向上、就職試験支援、就職情 

報の提供及び社会人としての心構え、マナーなどの学習支援を実施した。  

このうち、さつきブライダル店から指導員を招いての「メイクアップ講  

座」並びに紳士服の青山店から指導員を招いての「社会人としての身だ  

しなみ」の講座を継続して実施し好評を得た。次年度からも卒業生や就  

  職先の先生方の他、様々な方面のプロフェッショナルを招く機会を設け、 

また、内容の充実を図り、学生のキャリア支援を行っていく。 

（ｂ）資格取得支援  

保育士資格取得率は１００％（６９名）であり、高い資格取得率を維 

持している。また、保育・教育、福祉分野への就職率は９８％（６８名） 

となっており、資格を活用した職業にほとんどの学生が就職している状 
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況にある。  

（ｃ）専門実践教育訓練給付金  

厚生労働省が実施している専門実践教育訓練給付金制度について、 

       令和 4年度から本学が認定校となっている。社会人への周知を図り、 

キャリアアップの一助となるように努力していく。 

（ｄ）各種奨学金制度 

本学は高等教育修学支援制度の対象校であり、その他、各県の保育 

士修学支援金制度や生命保険協会の奨学制度など、オープンキャンパ 

ス参加の高校生や保護者、また、入学後も適宜学生や保護者に対して 

周知し、利用を促している。過去３年取得率は以下の通りである。 

 

    

（ウ）鹿児島第一中学校・高等学校 

      カリキュラム改革においては、新学習指導要領（高校は２０２２年度開始）による 

授業実施に備え、教育課程を編成した。「主体的・対話的で深い学び」の実現に 

向けた授業研究や、ICT 機器を活用した学習活動の準備、充実等を図った。 

キャリア支援については、中学校は、夏休み期間中に、３年生を対象に近郊の  

企業見学（トヨタ車体研究所，内之浦宇宙空間観測所等）、２年生を対象に職場 

体験学習を実施する計画であったが、新型コロナウィルスの流行により中止とな 

った。 

高校は、オープンキャンパスへの低学年からの積極的な参加や、多くの進路 

講演会を通して将来を見据えたキャリア教育を行った。 

 

  （エ）鹿児島第一医療リハビリ専門学校 

ａ カリキュラム改革（民間資格取得のための教育） 

      柔道整復学科及びはり・きゅう学科の学生の付加価値向上の一環とし 

て、令和３年度から次の民間資格を取得できるよう、カリキュラムの改 

正、教育用研究機器の導入などの準備を行った。 

（ａ）日本スポーツリハビリテーション学会認定トレーナー 

（ｂ）アロマ・コーディネーター 

（ｃ）コアコンディション・トレーナー（ベーシック） 

（ｄ）パーソナルフィットネス・トレーナー（NESTA PＦT） 

R２年度

１年 ２年 合計 割合 １年 ２年 合計 割合 １年 ２年 合計 割合

105 91 196 92 97 189 101 69 170

貸与 56 57 113 58% 43 56 99 52% 74 43 117 69%

給付 3 5 8 4% 29 14 43 23% 29 26 55 32%

鹿児島 6 2 8 4% 10 2 12 6% 7 2 9 5%

宮崎 3 2 5 3% 1 4 5 3% 1 2 3 2%

1 1 1 1 1 1

学　　年

学　生　数

日本学生

支援機構

保育士修

学資金

生命保険協会

年　度 R３年度R１年度
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ｂ キャリア支援 

     （ａ）高等教育修学支援制度 

  出願者を含む学生及び保護者への周知徹底を行うとともに、希望者全

員に対し在学予約採用申込の手続支援を行い、制度利用の普及徹底を図

った。 

     （ｂ）各種奨学金等制度 

         個々の学生の希望等に即応し、日本学生支援機構の奨学金はじめ、 

各種教育資金支援制度の利用促進を図った。 

     （ｃ）教育訓練給付金制度 

       ・ 言語聴覚学科については、令和２年度の国家試験合格率が全国平 

均を下回ったため、令和３年度の専門実践教育訓練給付金の対象講 

座再指定の要件未達成により指定取消となる結果となった。令和４ 

年度に改めて講座指定に必要な要件を達成できるよう、今後、対策 

をとっていく。 

・ 理学療法学科及び作業療法学科については、新たに専門実践教育 

訓練給付制度の指定講座となったので社会人に周知を図る。 

 

    （オ）札幌医療リハビリ専門学校 

ａ  カリキュラム改革 

３ポリシーを全教職員が再認識し、学生個々の学習成果などを学生ア 

ンケート調査などにより確認できた。学生へのフィードバックについて 

は、今後も改善の余地があるため、新カリキュラム導入に伴う新教科目 

に更なる教育内容の充実を図る。 

ｂ キャリア支援  

      例年どおり、１年次から国家試験対策ゼミを行う等、各種教育施策に

より最大目標である国家試験合格、療法士免許取得を最大限支援してい

る。また臨床の現場で必要とされるケア・コミュニケーションスキルに

ついても１年次から特別授業を開講し、実習時に役立つスキルを習得さ

せている。 

    学生の就職活動に対しては、担任教員と就職担当者とで連携し、求人

情報提供、施設見学、エントリー時の応募書類の書き方及び面接指導等、

個別指導により毎年就職希望者の就職率１００％を維持している。 

専任教員の研修に関しては、指定規則改正により、病院施設での研修

を積極的に取り組むように示されたため、教育活動に支障のない範囲に

おいて、臨床能力を向上させるための研修を、病院や施設との調整によ

り実施した。 

   

 （２）募集・広報（令和２年度入学者募集広報活動に対する実績・学生募集対策と

学生数・学納金等） 
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  ア 第一工科大学 

     昨年度から長期化する新型コロナウィルス感染症の猛威により、募集・

広報活動に大きな影響を受ける中、従来の各地区担当者の募集活動に加え

ネット媒体の広報強化、スポーツを特技とする志願者の全国規模での募集

活動の展開及び学校長経験者による鹿児島県内の高校を主体とした募集活

動により令和３年度は、鹿児島キャンパスが２４２名、上野キャンパスが

９９名の合計３４１名の入学者を確保することができた。 

     今年度の特性として、昨年度同様、少子高齢化及び新型コロナウィルス  

感染症に伴う制約の中、特に留学生の出願者数が激減（▲３０名）したも 

のの、総合型選抜（△３４名）、学校推薦型選抜（△２４名）における志願 

者の増加及び一般選抜（大学入学共通テスト利用含む）の歩留り（△１８ 

％）の増加によって、目標とした入学者数３４１名を確保するとともに次 

年度の募集・広報に資する新たな布石と自信を得ることができたものと思 

料する。 

（ア） 鹿児島キャンパス 

ａ 募集、広報のための高校訪問は、コロナ禍による高校毎の対応要領を 

見極めつつ、広報地区担当者による九州地区の各高校への訪問と並行し 

て学校長経験教員による鹿児島県内高校への定期的な訪問により、九州 

圏内の出願者数が昨年度に比べ（△２２名）増加した。また、スポーツ 

を重視した関東以南の広域かつ継続的な訪問により、出願者が（３６名 

）増加した。 

        b  オープンキャンパスは、コロナ禍の影響に鑑み、昨年度同様オンライ 

ンと来場型によるハイブリット方式（航空説明会も同形式で含む）で 

１２回実施し、オンラインで１８４名及び来場型で１２６名の昨年とほ

ぼ同数（△１名）の参加者を得ることができた。また、参加者を対象と

して、オープンキャンパス実施に係るアンケートを募り、次年度の実施

要領の改善の資とすることができた。 

ｃ ガイダンスについても、コロナ禍の影響により開催が延期又は中止を 

余儀なくされる中、鹿児島県内で６３会場、宮崎県内で３０会場、熊本 

県内で１会場、沖縄県内で９会場、その他（大分県内）１会場のガイダ 

ンスを行い、３年生１３６名、２年生２９９名、１年生３１３名の合計 

７４８名の参加者を得たことにより、今年度の志願者獲得への寄与及び 

次年度の本学志願への意欲又は興味を助長し、じ後の高校訪問等、募集 

広報活動への連接を図ることができた。 

(イ) 東京上野キャンパス 

ａ オープンキャンパスは、コロナ感染防止に配慮し、対面で１４回実施し、 

１００名の参加者があったが、前年に比べると約６３％であった。しかし、 

学生が案内するキャンパスツアーなどに興味をもった日本人学生の参加 
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が増加し、前年度比１７３％の１９人の参加者を得た。日本人向けの外部 

会場ガイダンスについては、コロナの影響により縮小される中、対面型５ 

会場４３名、オンライン型２会場で４１名の参加者を得た。 

       ｂ 日本人学生獲得のための広報活動については、進学情報誌や検索サイ 

トなどに記事の掲載、YouTubeチャンネル開設、Facebook及びホームペ

ージの更新頻度をアップすることにより、前年度比１３９％の１,５８７

件の資料請求があった。資料請求者には月次のメールマガジンを１０か

月間配信し、入試までの受験生の興味を持続させる流れを作ることがで

きた。 

        c   学校訪問は、高等学校、通信制高校、定時制高校、日本語学校、専門 

学校等の実績校を重点的かつ広域的に訪問する計画であったが、コロナ

の影響により学校から訪問の自粛要請が重なり、学校訪問がほとんどで

きない状況が続いた。日本語学校に関しては、情報サイトのガイダンス

を活用したアプローチと、日本語講師への個別メールによる継続的な情

報提供を行うことにより、全体の志願者数は減少したが、成績優秀な受  

験者が増える結果になった。 

（ウ） 各学校募集状況（令和３年度） 

学  校 学科等 入学定員 志願者数 入学者数 

第一工科大学 航  空 ６０ ８１ ３６ 

情報電子 

（東京上野） 

１７０ 

（１００） 

２９９ 

（１６８） 

１７３ 

（９９） 

機  械 ５０ ５８ ３５ 

自然環境 ４０ ５５ ４３ 

建  築 ４０ ７２ ５４ 

小  計 ３６０ ５６５ ３４１ 

※東京上野キャンパスの数は、内数である。（日本人学生１１名を含む。） 

 

イ 第一幼児教育短期大学 

（ア）実 績 

   令和４年度入学者は定員１００名に対し受験者６８名、合格者６８名、入

学辞退者１名、入学者６７名であった。 

（イ）学生募集対策 

ａ 本年度より、入試広報部を中心に、Web 広告やインストリーム広告の刷 

新、HPの運営、オープンキャンパスの追加実施、広報としてのこどもフェス

ティバル、Xmas ようたんフェスティバルを行い、地域の親子や高校生を招待

した。 

・  Google連動型広告を６月から、YouTube 広告（昨年度撮影済み動画を 

活用）を８月から実施した。   
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・ ホームページは広報委員会の教員が更新を行い、また、学生広報部

を立ち上げてインスタグラムを中心とした SNSによる情報発信に努め

た。 

本学公式 Lineも立ち上げ、また、公式 YouTubeに行事などの様子を

上げ、卒業研究発表会のライブ配信では最高視聴数が３００件を超え

た。今後は、各 SNSの登録者数を増やすため、更新頻度を増やし、学友

会に広報部を立ち上げ、学生を巻き込んでの宣伝活動を行っていく。ま 

た、本学の全教員がブログ等を更新できるよう研修を行い、学校行事 

や学生の活動を掲載する等リニューアルに努めて広報を行っていく。 

今後もホームページ及び SNSの充実・強化を図る。 

ｂ 各地区担当者の高校訪問のほか、直接またはオンラインを利用して進 

路ガイダンス（高校：２２回、会場：７６回）に参加した。特に会場ガ 

イダンスに関して、令和２年度と比して実施会場数、参加生徒数共に増 

加傾向ではあったが、令和４年度の新入生は６７名で、前年度の９５人 

を大きく下回ったため、ガイダンス業者の見直しを行うとともに、本学 

が第一志望であるか判断が難しい大規模会場ガイダンスから、各高校に 

おける進路指導部が行う分野別進路学習や職業理解ガイダンスに教職員 

の派遣をシフトしていき、より本学を第一志望とする高校生に本学の魅 

力が届きやすくなるよう、広報業者の選別を行っていく。 

c  各地区の高等学校の教員を対象とした進学説明会を、霧島・鹿屋・都 

城の３箇所で実施した。 

ｄ 令和３年６月～１０月のオープンキャンパスに参加した高校３年生 

 ８５名のうち６１名（７１％）が受験している。令和３年度に取り組ん 

だデータ分析からも、オープンキャンパスへの参加は、受験者数との相 

関関係が強いことが明らかとなっており、広報に対するオープンキャン  

パスの有効性が確認された。今後は遠隔地（県外や県内離島地域）の学 

生がオンラインで参加したオープンキャンパス等のイベントにおいても

十分な満足度が得られるように、オンラインで参加できるイベントの価

値を向上させていく。 

e 今年度は感染拡大の影響で、緊急事態宣言下の８月のオープンキャンパ 

スを急遽オンラインにしたところ、参加者が申込者の半数以下に減少した 

ため、９月、１０月に新たにオープンキャンパスを企画し、また、１１月 

のこどもフェスティバル、１２月の Xmas ようたんフェスティバルの中に 

学校説明と体験講座を実施した。今後はこれまで年 3 回実施していたオー 

プンキャンパスの回数を増やし、また、随時学校見学やミニオープンキャ 

ンパスを行う。 

ｆ 社会連携センターを中心に、公開講座や生涯学習、リカレント教育講座、  

ボランティア、研修・講師派遣等を中心に地域との連携を図った。今後も 
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本学の認知拡大を目的とし、活動の充実を図るとともに、ポストコロナ・ 

ウィズコロナの社会環境に対応した学生が地域社会とつながることがで 

きるイベントへの参画を産学官の連携によって実現していきたい。 

・ 献血活動、霧島こどもセンター子育て支援活動などのボランティア

に参加した。霧島こどもセンターは未就園児（親子）の子育て支援の

施設である。未就園児と保護者の会話や様子、支援の必要な子どもへ

の保育士の関わりを直に見ることができ、学生にとって日頃の授業・

実習学びとなった。 

・ 霧島市及び市立の国分中央高校と連携し、本学教員が国分中央高校

の生徒に対してのピアノ指導（保育検定対策）を行った。高校との連

携活動は広報にも繋がるため今後も積極的に実施していく。 

ｇ  各高校での聞き取りや入学生へのアンケートから、総合型入試ならび

に学校推薦型入試の事前課題として受験生が取り組んでいる「保育ノー

ト」について、入学後に取り組む専門教科も含まれており、受験生が出

願に至るまでの重荷になっているため、内容の見直しを行った。 

 次年度は現行の「保育ノート」における専門教科への取組から、建学

の精神である「個性の伸展による人生錬磨」に基づく学生の幼児教育・

保育に関する個性発掘のため、自己表現のプレゼンテーションや面接・

面談による人物評価を重視した入試改革を行う。 

ｈ 出身地域や入試区分によって採用されている現行の奨学金制度を見直

し、新たに上述の建学の精神に基づく受験生の個性や将来の保育者・幼

児教育者としての意欲や適性を有する学生を選考する「ようたん奨学

生」制度を設ける。 

ｉ 令和３年度まで本学は指定校推薦を行っていなかったことから、意欲

ある優秀な学生募集に繋げるためにも次年度より実施する。 

ｊ 令和３年度までの総合型選抜において、作文形式の自己プレゼンテー

ションカードを事前課題としていたが、保育・幼児教育に特化した入試

スタイルを強化するため、令和 4 年度より「ようたん入試（総合型選

抜）」という形で実施する。 

  （ウ）中途退学者対策 

ａ  退学者は１年生６名、留年生１名の計７名で、前年度の退学者率１１％ 

より減少して４％であった。今年度は４月より「幼児教育研究会」をカリキ 

ュラムの中に取り入れ、その活動の中で交流行事やカウンセラーとの交流 

などを行い学生同士の交流や保育技術の向上を図れたことが退学者の減少 

に繋がったと考えられる。 

 b  保護者説明会を４月と８月に行い、教職員と保護者との情報共有及び連 

携の機会となっているため、今後も継続的に行っていく。 

 ｃ 「授業アンケート」、「悩み・いじめに関するアンケート」の他、教育内 
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容・環境、学生対応、就職、学生生活などについての「学生満足度調査」や 

「学生希望調査」など、定期的にアンケート調査を行い、学生の満足度向上 

に努めた。次年度より、アンケートをもとに制服の変更（デザイン、スラッ 

クスの導入など）を実施する。 

 

  ウ 鹿児島第一中学校・高等学校 

  （ア）募集広報、入試関連行事等は、中高教職員が相互に連携し、教員による学校 

訪問、学校説明会、中高連絡会等を計画どおり実施した。 

（イ）入学状況（令和４年３月３１日現在） 

中学校５５名、高校８３名（外進生・内進生を含む。） 

中学校：入学定員 １２０名（４６％）、募集定員 １０５名（５２％） 

高 校：入学定員 １６０名（５２％）、募集定員 １５５名（５４％） 

なお、在籍者数は中学校が１６０名、高校が２２５名であった。中学校の

収容定員３６０名に対する収容定員充足率は４４.４％、高校の収容定員 

４８０名に対する収容定員充足率は４６.９％となった。 

（ウ）各種説明会と入学者との関係 

 

学校名 
説明会累計

参加者数 
受験者 合格者数 入学者数 入学率 備 考 

中学校 １１４名 １１１名 ９５名 ５５名 5 7 . 9 ％  

高 校 １１１名 １５６名 １５０名 １４名  9 . 3 ％ 
推薦・専願

含む。 

  中学校は、オープンスクールや入試説明（個別）相談会、塾での説明会等 

へ参加した児童数が、直接受験に繋がり入学する可能性が高い。高校は、説 

明会等に関係なく受験者がほぼ例年の人数であるが、それが直接入学に繋が 

らず、公立高校受験との併願が多い。 

    試験会場は、鹿児島会場を廃止し、姶良会場を新設した結果、入試にプラ 

スに働いたので、来年度も継続する。 

（エ）令和４年度の新１年生が中学５５名、高校８３名という現状を踏まえ、中高 

共に定員を大幅に下回ったことは、学校運営に関わる重大な危機と捉えなけ 

ればならない。特に、高校は外進生の入学者数が１４名と前年度より下回り 

中高ともに入学定員に対する充足率が５割に満たないという状況である。極

めて厳しい状況と言わざるを得ない。原因の分析とともに募集要領の変更、

児童・生徒数が多い地域をターゲットにした広報重点地域の特定など受験者

数、入学者数がともに増えるような施策を講じることが急務である。 

令和４年度は、教育の質の向上という目標を継続しつつ、中学校からの入 

学生を増やすため、対策は出来ることから進めていき、募集、広報を最優先課 

題として取り組み、職員会議等を積極的に活用し、問題点を摘出した上で、原 
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因を分析し、その対策を講じ、問題点を解決する。そのために教職員一人一人 

が危機感をもって、募集、広報を一から見直し、入学生数の増加という成果を 

得られるよう募集、広報の強化を図り、改善を推進する。この際、施策の一つ 

として、小学校６年生を対象とした「刈り取る募集」から小学校５・４年生を 

ターゲットとした「育てる募集」を目指す。 

エ 鹿児島第一幼稚園 

  未就園児親子教室「レインボーキッズ」を定期的に開催し、園生活の楽しさな

どを紹介し、園児募集に努めた。令和４年度の２歳児クラスおよび年少クラス入

園者のうち、令和３年度レインボーキッズ参加者が６割を超えている。また、新

型コロナウィルス感染予防のため、保護者の来園の機会が減少していることか

ら、ホームページや園の公式インスタグラムを活用して園生活の様子を紹介し

ているが、未就園児の家庭においても、本園の教育のあり方を知る機会となって 

いる。 

未就園児親子教室「レインボーキッズ」を定期的に開催し、園生活の楽しさな

どを紹介し、園児募集に努めた。令和４年度の参加者は、年少クラス入園対象者 

が過半数を占めた。 

 

  オ 鹿児島第一医療リハビリ専門学校 

（ア）広 報 

a  オープンキャンパス 

     プログラムの魅力化を図った上で、計１３回のオープンキャンパスを開催

した。 

なお、参加者は昨年度より８名のみの減少にとどまり、出願率の向上に繋 

がった。 

b  高校訪問・進路相談会 

地区担当者による高校訪問を月１回に基準に実施するとともに、広報効果 

を勘案し努めて多くの進路相談会に参加し、本校・学科の魅力等を広報した。 

c 各種媒体の活用 

Yutubeはじめ各種 Web媒体の活用を拡大するとともに、新聞・フリーペ 

ーパー、ケーブルテレビ CMなど、広報対象に応じて様々な媒体を総合的・ 

体系的に活用した。 

ｄ  地域イベントへの参加 

新型コロナウィルスの影響により、昨年度に比し地域イベントへの参加 

は大きく減少した。 

e  出前授業・学校見学 

       高校・中学等に教職員を派遣して行う出前授業、生徒、保護者（PTA等） 

による学校見学の受入を積極的に行い、体験学習や職業・学校紹介等を通 

じて生徒及び保護者等に直接、医療・リハビリ及び本校・各学科の魅力を直 

接伝えた。 
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(イ) 募 集 

a  募集実績 

      広報活動等の成果は、募集定員に対し９５．２％の充足率となった。特

に、柔道整復学科及びはり・きゅう学科は、民間資格取得の広報効果があ

り昨年度同様となった。また、作業療法学科が募集定員に迫る入学者数と

なり回復傾向となった。 

 b  募集対策 

 

 

 

 

  

 

 

   

       

      （ａ）社会人を対象とした広報活動・媒体の充実・活用 

      （ｂ）理学療法学科及び作業療法学科の専門実践教育訓練給付金の講座指定          

（ｃ）離島の高校等及び通信制高校等へのアプローチ教科 

  （ｄ）Web媒体の活用拡大（インスタグラム等） 

 

カ 札幌医療リハビリ専門学校 

（ア）学生募集実績(令和３年度入学者数) 

    ａ 理学療法学科昼間部：３５名（定員４０名） 

ｂ 作業療法学科昼間部：１７名（定員２５名） 

 ｃ 理学療法学科夜間部：１０名（定員２０名） 

    ｄ 作業療法学科夜間部： ０名（定員２０名） 

入学者数は定員１０５名の５９%の６２名で、経営改善５か年計画の数値目標

は８２名を下回る結果となった。大きな要因としては、作業療法学科夜間部への

入学者が０名であったことが原因である。 

次年度は、理学療法学科及び作業療法学科の夜間部が募集停止となるため、学生

募集を新体制で早期に募集広報活動を実施する。オープンキャンパス等の内容を充

実させ、入学定員を確保する。 

   （イ）指定校推薦制度の推進 

指定校推薦制度については、高校訪問時に積極的に PRしたことにより、前 

年度は１０名の入学者であったが、今年度は２２名の成績優秀な学生を多く 

入学させる事が出来た。次年度も継続して、指定校推薦により入学生を確保 

する。 

学  科 入学定員 志願者数 入学者数 

理学療法学科 ４０ ４４ ３８ 

作業療法学科 ４０ ４０ ３８ 

言語聴覚学科 ３０ ２３ ２１ 

柔道整復学科 ２０ ３２ ２９ 

はり・きゅう学科 １５ １４ １２ 

合 計 １４５ １５３ １３８ 
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（ウ）オープンキャンパス 

新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、札幌圏との往来自粛要請等の影

響もあったが、Webオープンキャンパスなどの相談窓口を活用した面談を実施し、

入学志願者への個別の説明の機会を増やすことで対応出来た。 

また、Web オープンキャンパスの学校紹介動画を充実させ、志願者に学校の魅力

が伝わるように工夫した。  

（エ）SNS 広告ツールによる広告展開及び情報提供 

SNSを活用したオープンキャンパスやガイダンス告知などの効果的な広告配信や、 

SNSの中でも高校生が最も利用していると思われるInstagramを中心に本校のPR広 

告を定期的に配信した。また、ホームページ上で各学科のキャンパス情報などを随 

時更新するなど SNSを積極的に利用して訴求した。 

（オ）地元地域への高校訪問 

地元の重点校を中心に高校訪問の実施を強化するとともに質を上げ、高校 

教員との適切なリレーション構築を行うために訪問校を前年度よりかなり 

絞った。その結果地元からの出願者数の割合が増えた。 

（カ）通学圏外の地域における学生募集の強化 

地方の会場ガイダンスなどに参加するだけでなく、会場近隣の高校訪問で 

の出前授業を積極的に PRした結果、実施校からの入学者数を確保することがで 

きた。 

（キ）高校２年生への訴求 

高校２年生の資料請求者数は、毎年増加しているため、高校２年生のオー 

プンキャンパスの参加者に対する説明を積極的に実施した。 

（ク）令和５年度入試に向けた入試改革 

入試改革については、総合型選抜（旧 AO 入試）の選考基準を変更し、一般

入試の試験科目の内容変更など、令和５年度入学者選抜試験に向け改革は順

調に進んでいる。 

（ケ）夜間部の学生募集対策 

夜間部の学科については、定時制高等学校や通信制高等学校などへの募集 

広報活動を強化したが、入学志願者を定員枠まで獲得することができず、令 

和５年度からは、両学科とも夜間部の募集停止することとなった。 

（コ）学納金等 

学納金については当面現状のままとし、新型コロナウィルスによる経済的 

に困窮した学生へは納入期日を延納を受付するなど対応した。また、令和３ 

年度から本学園独自の修学支援制度を導入し、経済的に困窮している学生 

１１名に適応した。今後も経済的に困窮している学生支援を継続する。 
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（３）就職状況 

  ア 第一工科大学 

 コロナ禍であったが学生、教職員、各種企業の協力により創意工夫を持って 

乗り越えた就職活動・支援であった。鹿児島キャンパスの卒業生１５１名の中 

で、進学、自営などを除く就職希望者１３９名のうち１３３名が就職内定を得 

て卒業、就職率は９５．７％であった。 

東京上野キャンパスは、就職希望者８１名のうち６１名が就職内定を得て、 

就職率は７５．３％であった。一部上場企業への就職は、両キャンパス合わせ 

て１０社、就職者は１３名で就職率は６．７％であった。一方、鹿児島県内の 

就職率は、２５．３％であった。 

両キャンパスの更なる向上のため、将来を見据えた就職先の開拓・維持を図 

っていかなければならない。 

（ア）鹿児島キャンパス 

以下の就職支援活動を実施した。就職率は、９５．７％（１５１名卒業のう

ち、就職希望者１３９名、就職内定１３３名、進学者４名）であった。 

      a  学内企業説明会・選考会：３１社（昨年度比：１０６．９％） 

      b  就職講座支援（３年生）：６コマ（キャリア教育：全１５コマ） 

      c  就職講座必修単位制に伴う部外講師調整 

      d  就職イベント参加支援：新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止 

       e  Web面談対策（ソフトフェア操作支援や面談練習など） 

f 年度末のお礼・年度初めのあいさつと求人依頼を１，２００社に送付完   

     了 

  ｇ 新規開拓（外国人留学生採用企業） 

ｈ 企業推薦枠の締結 

   ｉ 既卒者への再就職支援 

  (イ) 東京上野キャンパス 

２号館１階キャリアサポートセンターを拠点として、学生の就職支援活動 

を実施した。就職率は、７５．３％（１０１名卒業のうち、就職希望者８１名、 

就職内定６１名、進学者４名）であった。 

      a  キャリアサポートセンターにおいて就職情報（就職フェア・インターン 

シップ・企業見学・企業ガイダンス等）の提供・進路相談等を実施した。 

      b  専任の教職員が企業開拓し、求人票の獲得に努めた。 

    （ａ）新規開拓（外国人留学生採用企業）：     約６０社 

     （ｂ）求人票（外国人留学生募集（既企業））掲示：約３５０社 

     ｃ 学内企業説明会：（オンライン）       約１０６社 

ｄ 就職講座支援（３年生）：ハローワーク、マイナビ社、リクルート社、各 

種企業による就活指導 

    ｅ インターンシップ促進（３年生）：東京都インターンシップ、企業インタ
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ーンシップ 

ｆ 人材紹介会社の就職個別支援サービスの試験的導入 

    ｇ 外国人雇用センター（ハローワーク）による学内個別相談 

（ウ）各学校等の就職率 （令和４年３月３１日現在） 

区   分 就職希望者比 
卒業生比 

（卒業生数－進学者数） 

進学者数

（名） 

鹿児島キャンパス 
９５．７％ 

（１３３／１３９） 

９０．５％ 

（１３３／１４７） 
４ 

東京上野 

キャンパス 

７５．３％ 

（６１／８１） 

６２．９％ 

（６１／９７） 
４ 

  

 イ 第一幼児教育短期大学 

（ア）全 般 

  就職率１００％を目標に掲げ、前年度卒業生の就職先訪問ならびに新規開

拓を精力的に実施した。令和４年３月卒業生６９名中、学校に就職紹介及び

支援を依頼した卒業生６８名全員が保育士資格・幼稚園教諭Ⅱ種免許状を活

用した職場を希望し、専門職先（保育園、幼稚園、施設等）から内定を受け、

１５年連続１００％を達成した。 

（イ）卒業生１名は、一般企業等を希望し学校の就職斡旋を辞退した。専門職以外 

を希望する学生に対しても、今後もしっかりと面談を行い、ハローワークと 

も連携しながらキャリア支援を行っていく。 

 

   ウ 鹿児島第一中学校・高等学校 

令和３年度卒業生の中から就職した者はいなかった。 

 

エ 鹿児島第一医療リハビリ専門学校 

 （ア）就職支援 

ａ 求人開拓 

就職担当事務職と担任が連携し求人先の開拓を行い、求人情報の整備な

どを行い、６，７７５件（定員に対し約７７．９倍）の求人を得た。 

b   就職説明会の開催 

理学療法学科、作業療法学科及び言語聴覚学科の合同就職説明会並びに

柔道整復学科及びはり・きゅう学科の就職説明会を開催し求人側と学生と

のマッチングを図った。 

なお、本年度は新型コロナウィルス感染予防の観点から、リモートによ

る説明会をした。 

（イ）就職実績 

卒業生のうち資格取得者については、次のとおり、全員希望する分野に就   

    職職した。資格未習得卒業生についても、引き続き聴講生等で来年度国家試
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験受検を目指す者には、医療・福祉分野での助手、パート等での就業を支援

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 札幌医療リハビリ専門学校 

（ア）新卒生 

    卒業生５９名中、国家試験合格の就職希望者４８名は全員が病院施設等へ    

の就職内定をした。国試不合格者で採用内定取り消しとなった学生について 

は、国家試験合格指導と同時に就職活動支援も継続する。 

（イ）就職活動支援 

就職活動支援については、例年２回実施している校内就職合同説明会につ 

いては、昨年に引き続き新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、リモー

ト（Zoomミーティング）開催による採用担当者と学生との説明会を実施した。   

学生はリモート授業で活用する機会が増えたことや、採用担当者もリモー

ト面接に慣れていたことで、昨年よりもスムーズに対応することが出来た。

次年度も同様の形式で計画する。 

（ウ）求人数について 

理学療法士、作業療法士ともに新型コロナウィルス感染症拡大の影響からか、 

これまで高い求人倍率（２０～３０倍）であったが令和２年度からは降下傾向 

にあり、特に札幌市内の求人数は昨年度から減少している状況が続いているた 

め、就職活動の開始時期を、前年度よりも早期に学生に取り組むように個別の 

指導を強化する。 

 

（４）外部資金の獲得等 

ア 外部資金獲得状況（５４５万円） 

学 科 名 卒業生 

就  職 

ｱﾙﾊﾞｲﾄ等 

その他 

（聴講生） 

（就活中） 正規採用 助手等 

理学療法学科 ２７ ２４  １ ２ 

作業療法学科 １８ １２  ２ ４ 

言語聴覚学科 ２１ １６ １ １ ３ 

柔道整復学科 １６ １４   ２ 

はり・ 

  きゅう学科 
５ ４   １ 

合  計 ８７ ７０ １ ４ １２ 
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団体名 研究者名 研究開発テーマ 資金(万円) 

（公財）石本記念デ

サントスポーツ科

学振興財団 

中井雄貴 
腰背部の自己筋膜リリースが体

幹機能におよぼす効果の検証 
５０ 

浅野さく泉管工

(株) 
高嶋洋 

千葉県での地質環境に関する研

究 
８０ 

環境研究総合推進

費 

寺村淳 

（分担） 

自然災害と生態系サービスの関

係性に基づいた創造的復興に関

する研究 

６５ 

令和 2年度河川砂

防技術研究開発公

募 

寺村淳 

（分担） 

大規模な洪水攪乱下での河川構

造の複雑性の機能と河川生態系

の保全・回復に関する研究 

５０ 

「研究成果発展事

業共創の場形成支

援（共創の場形成

支援プログラム）」 

寺村淳 

（分担） 

「流域治水を核とした復興を起

点とする持続社会」地域共創拠点 
３００ 

イ 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金：１，０２７万円）     

研究代表者 研究種目 研究テーマ 資金(万円) 

大恵克俊 基盤研究（C) 

発声障害者のための節電位信号を

用いた発声補助・支援用デバイス

に関する研究 

１５６ 

中井雄貴 若手研究 
腰痛に対する筋筋膜アプローチを

用いたセルフケア方法の確立 
１５６ 

内村俊二 基盤研究（C) 

卵細胞の 3Dモデルと機械学習・画

像処理を用いた顕微授精支援デバ

イス 

８４ 

山田猛矢 若手研究 

情報端末操作時の動的バイオメト

リクスを用いた継続認証に関する

研究 

１３０ 

中井雄貴 

若手研究 

（R4前倒し

分） 

腰痛に対する筋筋膜アプローチを

用いたセルフケア方法の確立 
１９０ 

大恵克俊 

（分担） 
基盤研究（C) 

卵細胞の 3Dモデルと機械学習・画

像処理を用いた顕微授精支援デバ

イス 

８４ 

村尾智 

（分担） 
基盤研究(B) 

年綱を用いた ASGMによる環境汚染

の実態解明 
１８２ 
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倉元賢一 

（分担） 
基盤研究(B) 

中学校技術科の４内容を統合した

問題解決能力の育成に関するカリ

キュラムの開発 

３２ 

鈴木康治 

（分担） 
基盤研究(B) 

社会性･文化志向･情報テクノロジ

ーが交錯する 21世紀消費社会の調

査研究 

１３ 

 

（５）人事計画と人件費削減 

    教員の高齢化の是正及び教員の養成を考慮し、就業規則に基づき定年制を遵

守するも、理事長が特に必要と認める者については、勤務継続を認めた。また、

直接教育に携わらない部門（スクールバス・警備・学園内整備等）は、アウト

ソーシング又はパートタイム労働者を活用した。非常勤講師への過度の依存を

避け、専任教員を活用して講師料の削減を図った。 

経常収入に対する人件費支出割合は、目標の５０％以下を達成できず、教職

員の賞与５０％減額を継続した。 

 

（６）経費削減について（人件費を除く。） 

   警備・環境整備及び火災保険等の契約を見直し、管理経費の削減を図った。

また、補助金を有効に活用し、熱交換率の良い空調機器に交換し、使用電力 

の削減に努めるとともに、スクールバスを計画的に更新することにより、安全 

の確保及び修繕費の抑制に繋げた。 

 

 （７）施設・設備等整備（学校法人の収支状況の概要） 

ア 第一工科大学及び鹿児島第一医療リハビリ専門学校の校舎外壁塗装を実 

施するなど施設の維持管理に努めた。また、鹿児島第一高校のトイレ改修 

工事及び第一学生寮の空調更新工事については、補助金制度を有効活用し      

施設・設備の整備に取り組み、教育環境の向上に努めた。 

昨今の緊縮財政を十分に勘案し、優先順位を付して効率良く各種施設整備 

を実施した。 

その他、各校、コロナ禍の中、遠隔授業に対応するためのＩＴ機器を整備 

した。 

   イ 中学校のＩＣＴ環境整備に関する物品購入について、県の補助金を有効に

活用して環境の整備を図った。 

    別紙 令和３年度施設・設備等整備実施状況（主な実績） 

 

 （８）財務状況 

    学生募集及び中途退学者の防止により、学生数は前年度に比し増加した。ま

た、第一幼児教育専門学校（池袋）の売却残金を収納したことにより増収とな
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った。支出については、賞与の減額及びコロナ禍による旅費、実習施設への支

払いの減少並びに借入金返済据置を実施したことも支出削減に繋がった。一過

性の事情もあるものの収支バランスは改善に向かいつつある。 

 

Ⅲ 財務の概要 

（１）決算の概要 

① 貸借対照表関係 

ア）貸借対照表の状況と経年比較              （単位：千円） 

 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

固定資産 15,395,487 15,079,044 14,849,977 14,617,749 13,863,912 

流動資産 287,428 243,466 299,516 534,566 796,337 

資産の部合計 15,682,915 15,322,510 15,149,493 15,152,315 14,660,249 

固定負債 2,285,714 2,173,638 2,126,458 2,076,920 2,032,477 

流動負債 987,542 1,121,464 1,453,793 1,673,305 1,056,630 

負債の部合計 3,273,256 3,295,102 3,580,251 3,750,225 3,089,107 

基本金 24,271,837 24,113,658 24,365,463 24,493,296 23,891,742 

繰越収支差額 △11,862,178 △12,086,250 △12,796,221 △13,091,206 △12,320,600 

純資産の部合計 12,409,659 12,027,408 11,569,242 11,402,090 11,571,142 

負債及び純資産 

の部合計 
15,682,915 15,322,510 15,149,493 15,152,315 14,660,249 

 

イ）財務比率の経年比較 

 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

運用資産余裕比率 △0.6 年 △0.6 年 △0.5 年 △0.5 年 △0.3 年 

流動比率   29.1%   21.7% 20.6% 31.9% 75.4% 

総負債比率    20.9%   21.5% 23.6% 24.8% 21.1% 

前受金保有率    53.3%  40.7% 26.2% 44.3% 135.4% 

基本金比率    92.6%   92.8% 93.5% 93.8% 93.4% 

積立率     2.2%    1.7% 2.1% 3.8% 5.8% 

 

② 資金収支計算書関係 

ア）資金収支計算書の状況と経年比較            （単位：千円） 

収入の部 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

学生生徒等納付金収入 2,392,111 2,391,001 2,386,516 2,496,967 2,537,926 

手数料収入 29,827 29,490 26,928 27,641 25,252 

寄付金収入 200 100 100 100 0 

補助金収入 220,045 221,315 230,773 315,417 425,906 
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資産売却収入 740,053 216,325 14,379 1,177 670,889 

付随事業・収益事業収入 145,651 140,449 129,006 130,506 135,618 

受取利息・配当金収入 11 45 21 48 45 

雑収入 44,504 63,274 42,828 46,855 23,893 

借入金等収入 1,400,000 0 300,000 150,000 0 

前受金収入 449,637 460,780 941,461 570,538 517,300 

その他の収入 664,177 667,358 620,324 654,652 713,578 

資金収入調整勘定 △464,086 △503,838 △511,085 △571,315 △1,111,971 

前年度繰越支払資金 328,672 239,766 187,441 246,499 451,700 

収入の部合計 5,950,802 3,926,065 4,368,692 4,069,085 4,390,136 

 

支出の部 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

人件費支出 1,866,512 1,859,753 1,797,477 1,706,581 1,665,130 

教育研究経費支出 709,175 714,568 657,564 761,109 686,773 

管理経費支出 381,629 346,227 337,813 293,998 306,884 

借入金等利息支出 35,506 48,614 53,030 44,616 40,896 

借入金等返済支出 67,958 103,311 456,169 120,130 150,000 

施設関係支出 1,721,763 78,907 40,078 25,142 22,589 

設備関係支出 48,355 62,456 119,863 119,994 163,951 

資産運用支出 507 7 6 6 5 

その他の支出 1,067,481 777,440 850,683 720,533 775,727 

資金支出調整勘定 △187,850 △252,659 △190,490 △174,724 △122,100 

翌年度繰越支払資金 239,766 187,441 246,499 451,700 700,281 

支出の部合計 5,950,802 3,926,065 4,368,692 4,069,085 4,390,136 

 

イ）活動区分資金収支計算書の状況と経年比較          （単位：千円） 

科  目 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

教育活動による資金収支 

 教育活動資金収入計 2,832,338 2,845,629 2,816,150 3,015,855 3,122,520 

教育活動資金支出計 2,957,317 2,920,548 2,792,853 2,753,286 2,658,787 

差引 △124,979 △74,919 23,297 262,569 463,733 

調整勘定等 72,459 67,182 △12,046 75,710 △115,575 

教育活動資金収支

差額 
△52,520 △7,737 11,251 338,279 348,158 

施設整備等活動による資金収支 

 施設整備等活動資

金収入計 
740,053 216,325 14,379 1,177 696,964 
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施設整備等活動資

金支出計 
1,770,118 141,362 159,942 145,136 186,540 

 差引 △1,030,065 74,963 △145,563 △143,959 510,424 

調整勘定等 5,601 0 450,000 0 △450,000 

施設整備等活動資

金収支差額 
△1,024,464 74,963 304,437 △143,959 60,424 

小計（教育活動資金収

支差額＋施設整備等

活動資金収支差額） 

△1,076,984 67,226 315,688 194,320 408,582 

その他の活動による資金収支 

 その他の活動資金

収入計 
1,976,030 621,128 867,369 759,581 635,581 

その他の活動資金

支出計 
994,565 744,667 1,131,548 746,626 793,357 

差引 981,465 △123,539 △264,179 12,955 △157,776 

調整勘定等 6,613 3,988 7,549 △2,074 △2,225 

その他の活動資金

収支差額 
988,078 △119,551 △256,630 10,881 △160,001 

支払資金の増減額（小

計＋その他の活動資

金収支差額） 

△88,906 △52,325 59,058 205,201 248,581 

前年度繰越支払資金 328,672 239,766 187,441 246,499 451,700 

翌年度繰越支払資金 239,766 187,441 246,499 451,700 700,281 

 

ウ）財務比率の経年比較 

 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

教育活動資金収支 

差額比率 
△1.9% △0.3% 0.4% 11.2% 11.1% 

 

③ 事業活動収支計算書関係 

ア）事業活動収支計算書の状況と経年比較           （単位：千円） 

科  目 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

教育

活動

収支 

事業活動収入の部 

学生生徒等納付金 2,392,111 2,391,001 2,386,516 2,496,967 2,537,926 

手数料 29,827 29,490 26,928 27,641 25,252 

寄付金 200 100 100 100 0 

経常費等補助金 220,045 221,315 230,772 315,417 399,831 



- 37 - 

 

付随事業収入 145,651 140,449 129,006 130,506 135,618 

雑収入 49,400 78,372 42,991 72,396 46,603 

教育活動収入計 2,837,234 2,860,727 2,816,313 3,043,027 3,145,230 

事業活動支出の部 

 人件費 1,884,701 1,891,964 1,850,807 1,730,659 1,698,492 

教育研究経費 971,052 994,019 940,201 1,059,588 1,000,857 

 管理経費 440,498 421,743 416,880 365,684 379,140 

徴収不能額等 306 235 616 3,901 657 

 教育活動支出計 3,296,557 3,307,961 3,208,504 3,159,832 3,079,146 

教育活動収支差額 △459,323 △447,234 △392,191 △116,805 66,084 

教育

活動

外収 

支 

事業活動収入の部 

受取利息・配当金 11 45 21 49 45 

その他の教育活動

外収入 
0 0 0 0 0 

教育活動外収入計 11 45 21 49 45 

事業活動支出の部 

借入金等利息 35,506 48,614 53,029 44,616 40,896 

その他の教育活動

外支出 
0 0 0 0 0 

教育活動外支出計 35,506 48,614 53,029 44,616 40,896 

教育活動外収支差

額 
△35,495 △48,569 △53,008 △44,567 △40,851 

経常収支差額 △494,818 △495,803 △445,199 △161,372 25,233 

特別

収支 

事業活動収入の部 

資産売却差額 554,155 104,023 679 1,177 123,689 

その他の特別収入 355 9,980 422 2,366 27,372 

 特別収入計 554,510 114,003 1,101 3,543 151,061 

事業活動支出の部 

資産処分差額 277 441 14,068 921 7,716 

その他の特別支出 0 10 0 8,402 0 

特別支出計 277 451 14,068 9,323 7,716 

特別収支差額 554,233 113,552 △12,967 △5,780 143,345 

基本金組入前当年度収支差額 59,415 △382,251 △458,166 △167,152 168,578 

基本金組入額合計 △2,588,339 △16,801 △253,135 △167,303 △30,961 

当年度収支差額 △2,528,924 △399,052 △711,301 △334,455 137,617 

前年度繰越収支差額 △11,318,243 △11,862,179 △12,086,250 △12,796,221 △13,091,206 

基本金取崩額 1,984,988 174,981 1,329 39,470 632,515 
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翌年度繰越収支差額 △11,862,179 △12,086,250 △12,796,222 △13,091,206 △12,321,075 

（参考） 

事業活動収入計 3,391,755 2,974,775 2,817,436 3,046,618 3,296,336 

事業活動支出計 3,332,340 3,357,026 3,275,602 3,213,770 3,127,758 

 

イ）財務比率の経年比較 

 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

人件費比率 66.4% 66.1% 65.7% 56.9% 54.0% 

教育研究経費比率 34.2% 34.7% 33.4% 34.8% 31.8% 

管理経費比率 15.5% 14.7% 14.8% 12.0% 12.1% 

事業活動収支差額比率 1.8% △12.8% △16.3% △5.5% △5.1% 

学生生徒等納付金比率 84.3% 83.6% 84.7% 82.1% 80.7% 

経常収支差額比率 △17.4% △17.3% △15.8% △5.3% △0.8% 

 

（２）その他 

 ① 借入金の状況                      （単位：千円） 

借入先 期末残高 利 率 返済期限 摘  要 

宮崎太陽銀行 311,009 2.9% 令和６年３月３１日 学生寮建築 

宮崎太陽銀行 441,648 2.5% 

令和２０年９月３０日 
短大・幼稚園舎 

建築 

南日本銀行 353,324 2.5% 

鹿児島相互信用金庫 265,000 2.5% 

鹿児島相互信用金庫 176,648 2.6% 

 

② 補助金の状況 

国庫補助金、地方公共団体補助金、私立学校運営補助金、施設型給付費収入、 

入学金軽減費補助金、授業料軽減費補助金を受けている。 

 

③ 学校法人間の財務取引                  （単位：千円） 

学校法人名 取引の内容 取引金額 

都築学園 

土地の賃貸 ４，１１６ 

土地、建物の賃借 １７，６４８ 

当学園が負担すべき分担金 ７，８８６ 

都築育英学園 旅費立替金の回収 ５９５ 

当学園が負担すべき分担金 １６，７１５ 

都築第一学園 

賃借料ほかの立替金の回収 ２，１９７ 

池袋１号館売却残金の受領 ２１０，９００ 

当学園が負担すべき分担金 １３，０１８ 
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（３）経営状況の分析、経営上の成果と課題、今後の方針・対応方策 

   経営改善計画の重点事項である学生募集及び中途退学者の防止について、目 

  標達成はならなかったが、学生数は確実に増加しており増収に繋がっている。支

出については、人件費の削減、コロナ禍における支出減少もあり、経営は改善の

兆しを見せ始めている。また、資産売却収入及び借入金返済据置により、運用資

産は増加した。 

   令和４年度の学生数は更に増加しているが、募集低迷していた札幌医療リハビ

リ専門学校が夜間部の募集を停止すること及び高等教育修学支援制度の対象外

となったことよる、学校独自の奨学費支出の増加並びに耐震補強工事についても

計画的に推進するために、運用資産を継続的に確保する必要がある。 

  財務状況の改善には、引き続き教育の質の向上に努めるとともに、コロナ禍の

状況でもあるが、経営改善計画の重要事項である学生募集及び中途退学者の防止

について、目標の必達に更なる努力を傾注する必要がある。また、補助金対象事

業を有効に活用し、老朽化した施設・設備の整備を推進する。 

 

Ⅳ その他 

１ 第一工科大学 

  (１) 新型コロナウィルスへの対応 

  ア 「新型コロナウィルス感染症 感染予防のてびき（学生用）」作成に引き 

続き、社会情勢に併せて「新型コロナへの対応ガイドライン」及び「新型コ 

ロナウィルスへの対応基準」を更新、ＨＰに掲載し、周知徹底を図った。 

   イ 大学内の症状発症者を確認するため、「感冒様症状発症確認表」への記録 

等を継続した。学生については教学課、教職員については庶務課で発症状況

を掌握するとともに、就職・厚生課で集計し、迅速な状況把握に努めてい

る。 

   ウ 授業開始・終了の際の全講義室等の消毒作業については、「消毒作業担当

表」により作業分担を明確にした。 

（２）遠隔授業について 

    新型コロナウィルス感染症対策の一環として、文科省の遠隔授業活用推進事

業に併せて、遠隔授業のための以下の設備を整備した。インフラ等を含め、全

面的な遠隔授業実施には未だ不十分な設備もあり、今後とも検討を続け、計画

的な整備を継続していく必要がある。 

ア 学内ネットワークのギガ化（鹿児島キャンパス） 

イ 遠隔授業用講義室の整備（鹿児島キャンパス） 

ウ 各教室を連接した仮想大ＰＣ教室の設置（東京上野キャンパス） 

エ 一般教室における遠隔授業受講機能の設置（東京上野キャンパス） 
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２ 第一幼児教育短期大学 

（１）新型コロナウィルス感染症への対応として、学生への普段の行動に関する注

意事項の周知徹底の他、当番表を作成し、昼食後と放課後に教職員で各教室の

机椅子、洗面所、階段等の消毒作業を行った。また、学生が各自消毒を行える

ように消耗品を準備し、注意点や作業方法を周知した。 

（２）８月にハイフレックスで保護者連絡会を実施し、学校の近況の説明、保護者

との意見交換、クラスアドバイザー面談等を行った。 

（３）安全管理の面から、学生に対する「防災教育」、「防災訓練」を実施した。 

（４）学友会を中心に感染対策に注意を払いながらお誕生日会や季節の行事イベン

ト、ゲーム＆スポーツ大会、短大のみの学園祭として「こどもフェスティバル」

等を実施し、１年生と２年生の交流の場を多く設けた。 

 

３ 鹿児島第一中学・高等学校 

（１）危機管理マニュアルを整備し火災、地震・津波、スクールバス事故、不審者

対応、盗難、新型コロナウィルス、新たな危機事象への対応等の諸計画を整備

し必要な教育・訓練を実施した。特に、教育用支援ソフト「Classi」を活用し、

不測事態への対応について学校・保護者間において連絡体制を確立した。 

（２）「いじめ防止対策委員会」「適応対策委員会」「部活動活動方針」を組織

的に取り組み、信頼される学校づくりを目指した。 

 （３）総合的な学習の時間に「環霧島学」を設け、地域の方々に講師として協力

を頂き、郷土の良さを学んだ。新大学入試制度に向けてのポートフォリオの

蓄積も進めた。 

 （４）新型コロナウィルス感染症対策は保健部が主導し、現状認識と今後の鹿児

島地区の対応に関し情報委員会を通じて他の学校等と情報共有を図りつつ、

校内、寮、スクールバスに及ぶマスク、消毒、検温を含む健康観察等の対策

を中高教職員に対し周知徹底できた。 

 （５）遠隔授業については、新型コロナウィルスによる休校期間中に Classi や

YouTube を活用して実施した。Classi で課題を指示し、授業動画の URL を伝

えた。また、メッセージ機能を利用して、質問の受け答えなどを行った。   

撮影した授業動画を YouTube で流すだけではどうしても一方的な授業にな 

るので、Zoom を活用して双方向の授業を行った教員もいた。この方法は長期 

療養中の生徒に対しても非常に有益であったため、今後も継続する。 

様々な形態での遠隔授業を実施することにより、多くの問題点が発生した 

ものの、Classi、YouTube、Zoom それぞれにメリット、デメリットがあるの 

で、それらの特徴を十分に理解し、今後も問題点の解決を図り有効活用して 

いく。さらには、Google Workspace for Education を導入し、教室に入るの 

が困難な生徒に向けての授業配信に取りかかりたい。 

  

４ 鹿児島第一幼稚園 

    安定的な幼稚園の運営を目指し、令和３年度より子ども・子育て新制度の施設

型給付幼稚園へ移行した。毎月の運営費としての給付金は、これまでの私学助成

補助金よりも増額しており、今後の安定的な運営につながるものと期待する。 
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   毎月の申請等に関して、遅漏なく処置を進めていく必要があるため、学園内の

担当部署や自治体の担当機関と適切に連携を図り対処したい。 

   

５ 鹿児島第一医療リハビリ専門学校 

（１）学校運営の改善等 

  ア 教職員会議 

     全教職員参加の「教職員会議」を開催し、本年度は、学校の現状及び令

和４年度事業計画等について認識を統一するとともに、各学科の目標及び

主要取り組みについて意見交換を実施した。 

   イ 学校関係者評価 

     学校後援会の代議委員による学校関係者評価を行い、学校運営全般につ

いて評価して頂くとともに、学校運営上の改善意見を頂いた。 

（２）新型コロナウィルス感染症対策 

   ア 新型コロナウィルス感染拡大に伴う学校の対応・措置事項について具体

化するとともに、学生及び保護者の方に周知した。 

   イ 感染予防対策 

   （ア）全学生及び教職員を対象とした感染予防・対策マニュアルを作成、配

布するとともに、これに基づく教育を実施した。 

   （イ）感染予防措置 

     ａ マスクの着用、３密防止、施設・設備・備品類の日々の消毒、手洗 

い励行など、感染予防の措置を徹底した。 

     ｂ 体調管理表に基づき、学生及び教職員の日々の体調を把握し、必要 

により自宅待機等の措置をとり、感染防止を図った。 

 

６ 札幌医療リハビリ専門学校 

（１）学生支援 

ア 奨学金等支援 

令和３年度の奨学金受給者は約１１１名であり、５２．４％の学生が受給 

した。令和４年度は新型コロナウィルスの影響による経済的支援者が更に増 

えると考えられ経済的に厳しい学生が増加する状況に変化はないため、修学 

支援制度（授業料等減免）支援体制を適切に実施する。 

イ 証明書等の発行 

      各種証明書等の発行は、受付３日後交付を原則としているが、急ぐ場合は 

即日交付する等の便宜を図っている。 

    ウ 健康管理 

   （ア）新型コロナウィルスの感染状況を見極め、定期健康診断を例年の４月に 

実施し学生の健康状態を把握する事が出来た。 

    （イ）１２月にかけてインフルエンザ対策として、後援会の支援を得て１５８

名の学生（全体の約７４．５％）がワクチン接種を実施した。 
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エ 福利厚生  

   新型コロナウィルス感染拡大の影響による遠隔（オンライン）授業が長期

間続いたことによる学生のメンタルヘルス管理の重要性が増えている状況で

あり、修学意欲を持続させるためにも、専門的な知識を有するスクールカウ

ンセラーを配置した。次年度に向けて新たな退学防止施策を確立し退学防止

施策としてスクールカウンセラーと連携した態勢を整える。 

 （２）  その他の施策 

ア 新型コロナウィルス感染症対応 

     昨年に引き続き新型コロナウィルス感染症の影響により、学外での病院施

設実習が施設内の感染者発生により、他の病院施設へ変更や学内演習となる

ケースが今年度もあったが、概ね計画通り実施する事が出来た。また、入学

式、卒業式、講師会議等多数が集まる各種行事を略式で実施し、感染防止に

万全を期した。 

     感染リスクのある外部講師の医師などは、学内からの遠隔（オンライン）

授業などの対応により院外感染リスクの回避に努めた。 

イ 通信制高等学校との提携 

   学校法人佐藤学園が令和４年４月千葉県に通信制高等学校を設立するに 

あたり、全国各地のスクーリングのための教室として、本校と学園提携を 

１１月に実施した。スクーリングにおいて本校教室で学ぶ生徒さんへ、本校  

の魅力を感じてもらい、将来の進路選択で選んでもらえるようにアピールす

る。また、同グループ校のヒューマンキャンパス札幌校へ出前授業の依頼が

あるなど、さらに高校との提携を密接におこない連携を図る。 

ウ 学校評価 

        １月に自己評価を実施し、授業内容などの改善事項を明確にし、次年度以

降の学校運営改善の指標を得た。 

エ 北海道私立専修学校各種学校連合会事業として、中学生の職業体験講座を 

開催し、同会の次世代人材職業体験推進事業を実施し、中学生６１名に理学

療法士・作業療法士について授業を行い療法士の魅力をアピールした。 

   オ 道内のテレビラジオ局である STVの「お天気カメラ」の設置により、テレ

ビ画像として使用時に画像内に本校名がテロップ（字幕）で紹介されている。 

     カ 道内の地域医療実施者の最大のネットワークである北海道地域医療研究

会の事務局として定期研究会（Zoom）開催等研究会活動を支援し、関係医療

機関との連携を深めた。今後も事務局活動を継続する。 
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別 紙

　（単位：千円）

支出科目 件　      名 計画額 執行額 備        考

会計・固定資産システム 5,552 5,552

ノートパソコン 150 96

乗用型芝刈機 0 188

複合機リース 0 627

5,702 6,463

４号館トイレ改修工事 1,760 0 Ｒ４年度計画

４号館空調機更新工事 2,640 0 　　〃

体育館トイレ改修工事 1,650 0 　　〃

実験室、講義室空調機更新工事 4,840 0 　　〃

厚生会館トイレ改修工事 550 0 　　〃

駐車場看板文字修正 770 0

１０１３研究室空調機更新工事 0 399

２号館３Ｆ講義室空調機取替工事 0 920

１号館屋上看板改修工事 0 5,164

２号館ロゴ看板設置 0 1,470

小     計 12,210 7,953

フライトシミュレーター 18,310 0 Ｒ４年度計画

航空実習棟空調機更新工事 440 0 　　〃

８号館研究室用空調機更新 275 0 　　〃

ノートパソコン 540 0 遠隔授業関連にて整備

プロジェクター 200 0 　　〃

デスクトップパソコン 300 0 　　〃

周波数体組成計ほか 9,010 1,363

学生寮エアコン（４０台） 4,972 4,972

学生寮ガス給湯器（４台） 314 266

Office３６５、サーバープロテクト等 4,469 0

ノートパソコンほか 0 11,787 遠隔授業用

消毒保管庫 0 540

２号館１Ｆ研究室空調機取替工事 0 331

２２５研究室空調機取替工事 0 200

純水製造装置 0 426

学生寮空調機取付 0 43,953

デスクトップパソコンほか 0 337

金屛風 0 199

大型バス（３台） 0 34,132

図 書 500 472

小     計 39,330 98,978

51,540 106,931

第
 
一
 
工
 
科
　
大
 
学

令和３年度施設・設備等整備計画

部   門

法   人

設備関係

合     計

鹿
児
島
キ
ャ

ン
パ
ス

施設関係

設備関係

鹿児島キャンパス  合 計
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空調機更新 500 0 Ｒ４年度計画

トイレ改修工事 900 0 　　〃

看板取替工事 0 1,276

小     計 1,400 1,276

プロジェクター 300 0

ノートパソコンほか 1,300 1,910 遠隔授業用

ＡＩ認証型体温測定器 700 0

ズームライセンス 400 0

図 書 300 198

小     計 3,000 2,108

4,400 3,384

13,610 9,229

42,330 101,086

55,940 110,315

冷蔵庫 220 162

防犯カメラ 352 0

iPadほか 0 7,601 遠隔授業用

図 書 100 73

672 7,836

施設関係 トイレ改修工事 0 12,492

0 12,492

保健室製氷機 110 248

教室カーテン 1,413 1,413

パソコン 145 263

ズームライセンス 330 0

1,998 1,924

液晶電子黒板ほか 7,224 ＩＣＴ関係

スクールマスターソフト 6,474 　　〃

デスクトップパソコン 160 124

ズームライセンス 195 0

大型バス 0 16,775

マイクロバス 0 3,770

16,677 34,367

ステンレス鉄棒 963 495

歯ブラシ殺菌乾燥保管庫 648 583

ノートパソコン 519 200

プロジェクター 60 0

園バス 6,000 5,544

8,190 6,822

16,322

鹿
児
島
第
一

高
等
学
校

小     計

鹿
児
島
第
一

中
学
校

合     計

鹿
児
島
第
一
幼
稚
園

設備関係

合     計

合     計

設備関係

設備関係

合     計

第
一
幼
児
教
育

短
期
大
学

設備関係

合     計

大学設備関係  合計

第
　
一
　
工
　
科
　
大
　
学

東
京
上
野
キ
ャ

ン
パ
ス

施設関係

設備関係

東京上野キャンパス  合 計

大学施設関係  合計
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オートスパイロ 660 0

超短波治療器 700 0

骨格標本 300 0 寄付受け

車椅子 150 516

国家試験対策用試験問題管理システム 1,443 0

サーバープロテクト等 64 0

iPad 0 45

図 書 333 180

3,650 741

施設関係 言語聴覚実習室空調機更新工事 970 868

970 868

重心バランスシステム一式 3,960 3,000

上下肢切断部包帯シュミレーター 210 0

高圧蒸気滅菌機 416 370

電動ハイローベッド 267 330

ハイボルテージ機（２台） 770 770

パソコン 100 107

国家試験対策ソフト 167 0

プラスティック角時計 0 92

図 書 43 43

5,933 4,712

14,580 22,589

85,152 163,951

99,732 186,540

施設関係　総計

設備関係　総計

総     計

札
幌
医
療
リ
ハ
ビ
リ
専
門
学
校

設備関係

合     計

鹿
児
島
第
一
医
療
リ
ハ
ビ
リ
専
門
学
校

小     計

設備関係

合     計


