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平成 28 年度筑紫女学園大学 「ＳＤ実施方針」並びに「ＳＤ実施計画」 
 
 Ⅰ はじめに   

本学は、明治 40(1907)年 4 月創設の筑紫女学校を母体として、「親鸞聖人によって明らかにされた仏

陀(釈尊)の教え、すなわち浄土真宗の教え」を建学の精神としている大学です。この建学の精神のここ

ろを、校訓として「自律（自己への目覚め）」「和平（他者への目覚め）」「感恩（生命への目覚め）」の 3
つで説明しています。 

 本学の基本理念は、「限りない〈いのち〉への目覚めをうながし、社会の中で自己を実現する人の育成

を通して、新しい時代を創造する」ことです。この基本理念を実現するために、次のとおり特色ある教

育・研究に取組み、地域・社会に貢献することを使命としています。 
① 教 育  ○自己と向き合う場所を提供し、人間形成の基礎を確立する。 

○幅広い教養と多様な専門教育によって、一人ひとりの学生の自己実現を支援する。 
○社会の諸問題を考え、解決に取り組む姿勢を育てる。 

② 研 究  ○充実した教育を実現するため、その基盤となる学術研究に取り組む。 
○本学の理念に即した特色ある研究課題を設定し、推進する。 
○本学に集う研究者の相互啓発に基づく共同研究を促進する。 

③ 社会連携 ○教育・研究の成果をもって、広く社会に貢献する。 
○地域の一員として課題を共有し、開かれた大学を目指す。 
○学外の諸機関と連携し、地域・社会の発展に寄与する。 

また、本学園では「学園教職員倫理綱領」に基づき教職員の倫理保持を図るとともに、大学の研究に

関しては「研究倫理規範」に則り、研究遂行上の倫理規範や学術研究の信頼性・公正性を確保し、教育

機関として地域社会からの期待に応え信頼される学園・大学で有り続けることに努めています。 

本学は、現在、中期プラン「筑女プラン 2017（2012～2017）」の終盤を迎え、次期中期計画に取り組

むとともに 2017(平成 29)年に迎える創立 110 周年に向かっての着実な歩みを進めています。これまで

の成果としては、短期大学部の歴史を踏まえた人間科学部への発展的な教学展開、社会のニーズに応え

た現代社会学部の新設、自発的な学生の学びを支援する「ＣＪコモンズ」の設置、ＰＢＬを通じた地域

社会との連携強化等を実現してきました。 
 
 Ⅱ 研修（ＳＤ）について   

近年、少子高齢化やグローバル化等、大学を取り巻く社会環境は急激に変化しています。政府による

大学教育の在り方も検討される中、高等教育機関としての大学に対し、社会からの評価・期待は一層高

まり、大学全体の質向上、主体的・積極的な学生の育成、社会連携の促進等大学の果たすべき社会的使

命はますます重要になっています。 
このような状況の中、私立大学としての我々は、建学の精神を理解した上で、新しい時代の要請に応
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えた「教育・研究・社会貢献」を展開するとともに、運営の効率化等の施策を実行するなど、自らの改

革に向かい合わなければなりません。 
大学の業務はますます複雑かつ高度化しており、我々事務職員には大学の行政管理を担う「大学アド

ミニストレーター」としての高度な役割が求められています。 

かかる認識のもと、本学ではかねてから事務職員に対する研修を実施してきたなか、『大学設置基準等

の一部を改正する省令』（平成 28 年 3 月 31 日公布、平成 29 年 4 月 1 日施行。別紙１）により、ＳＤ

（スタッフ・ディベロップメント）が義務化されることとなりました。 
ＳＤとは、職員が大学等の運営に必要な知識・技能を身に付け、能力・資質を向上させるための研修

のことをいい、ＦＤ（大学設置基準第 25 条の 3）とは明確に区別がされています。別紙 1 第 2-2 のと

おり、「職員」とは事務職員だけではなく、教育職員、技術職員等も含まれることから、全学を挙げてＳ

Ｄに取り組むことが求められています。 

社会のあらゆる分野で急速な変化が進行する中で、様々な課題に対応するためには、大学の運営の在

り方について一層の高度化及びこれを担う大学職員の資質能力の向上が求められることから、本学にお

いてもＳＤを今以上に取り組む必要があるため、次のとおり「ＳＤ実施方針」と「ＳＤ実施計画」を策

定・実施します。 
 

 Ⅲ 平成 28 年度「ＳＤ実施方針」   

本学構成員として必要な基礎的知識と、教育職員及び事務職員に求められる「教育・研究支援」「学生・

社会連携支援」「大学行政支援」の３分野における必要な知識・技能の習得を目的として、全事務職員を

対象として実施する。 

１） 対象者  １ 専任教育職員（特任教員を含む。）  ２ 専任事務職員  

 ３ 嘱託職員             ４ 非常勤職員 

２）研修の分野 

１「教育・研究支援」分野 

①3つのポリシーに基づく大学取り組みの自己点検・評価と内部保証に関するもの 
②教学マネジメントに関する専門的職員の育成に関するもの 

２「学生・社会連携支援」分野 

①学生の厚生補導（学生の人間形成を図るために行われる正課外の諸活動における

様々な指導、援助等）に関するもの。 
３「大学行政支援」分野 

①大学改革に関するもの 
②業務領域の企画・立案力強化を目的とするもの（総務、財務、人事、企画、教務、

研究等） 
４「本学構成員として必要な基礎的知識」分野 

①職員としての基礎的知識の獲得を目的とするもの（法務、財務、行政動向、コミュ
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ニケーション力等） 

３）研修体系 
１ 部署内研修 

課・室内のコミュニケーションを円滑にし、業務知識・技能の修得並びに業務遂行に

対する意欲及び能力の向上を図るとともに、所属各部署の機能を戦略的に検討、企画す

る機会を設け、「教育・研究支援」「学生・社会連携支援」「大学行政支援」の各分野に

特化した専門的知識の涵養を図る。 

   ２ 部署外研修 

① 職位別研修 

「管理職位」「一般職位」及び「その他職位」に分けて実施する。大学における

教育・研究・社会連携・大学行政の理念及びその基本方針を理解し、それぞれの職

位において期待される管理・運営に必要な役割を認識し、そのために必要な知識・

技能及び能力の修得向上を図る。 

② 目的別研修 

個々人の目的に応じた研修を実施し、職務において要求される様々な知識・技能 

及び能力の修得向上を図り、人材育成と職能開発を行う。 「全体研修」、「新任

職員研修」等。 

   ３ 外部団体研修 

   学外の諸機関が主催する各部署の業務又は教育に関わる各種研修会、講習会、セミナー

等に参加することで、広く一般的な知識・技能の修得及び能力の向上により業務の充実を

図る。 

４ 自己啓発研修 

職員個々人が自主的・主体的に研修に取り組むことにより、自己の能力開発及び資質の

向上を目指す。また、それらの取り組みを本学が支援することにより、職員の自己啓発

意欲の高揚を図る。 

 
 Ⅳ  平成 28 年度「ＳＤ実施計画」    

  平成 28年度のＳＤ研修は、次の計画により実施する。 

１ 学内研修（部署外研修） 
① 職階別研修   

   管理職／初級管理者及び中堅職員に分けて実施する。 
       大学における教育・研究、学生・社会連携、大学行政の理念及びその基本方針を理解し、 

それぞれの職位において期待される管理運営に必要な役割を認識し、そのために必要な 
   知識・技能及び能力の修得向上を図る。 
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(1) 管理職研修   
       [研修内容] 

・  学園組織における管理職位の位置付けと役割 
・  学園の運営方針に従い、組織目標達成のために所管業務を執行・推進する能力と 

豊かな識見の修得 
・ 所管部署の組織目標達成のために、業務目標を設定し、課題の発掘をし、 解決し 

ていく管理運営能力及びリーダーシップの育成 
・ 職場運営を円滑に行うためのコミュニケーション能力及び部下の能力を開発し人 

材を育成する能力の向上 
・  その他 
[研修方法] 研修テーマを設定し、スクール形式による講義及びグループ討議を行う。 

[研修対象] 課長補佐・課長職にある事務職員全員 

  (2)  初級管理者及び中堅職員研修 

      [研修内容] 業務に関する広範かつ専門的知識・技能の修得 

    [研修方法] 研修テーマを設定し、ワールドカフェ形式によるグループ討議を行う。 

[研修対象]  管理職以外の事務職員全員 

(3) 個人特性分析検査（CUBIC） 

[研修内容] 客観的に個人の性格特性や価値観等を知ることで自己理解を深め、振り返 

       りの機会とすることを図る。また、検査結果は、適材適所への人事配置を 

行ううえでの参考資料として使用する。 

[研修方法] 自己分析に関する設問に回答し、その結果を基に自己の振り返りを行う。

また、管理職には所属課員の結果も配布し、人材開発・課内マネジメント

にも寄与する。 

[研修対象] 事務職員全員      

② 目的別研修   

個々人の目的に応じた研修を実施し、職務において要求される様々な知識・技能の修得向

上を図り、人材育成と職能開発を行う。 

(1) 全体研修   

  ○ ハラスメント防止研修 

[研修内容] 組織的にハラスメントのない働きやすい職場環境の推進及びアカデミッ 

ク･ハラスメント等の教育現場に関わるハラスメントについて学びハラス 

メントに対する正しい知識の習得を図る。 

      [研修方法] 全体研修とし、講義・講演を受講する。 

    [研修対象] 教育職員及び事務職員全員 

  ○  基本理念と教育目標発表会 

 [研修内容] 「建学の精神」のもと、本学の使命に至る「基本理念」及び「教育目標」

を学内において教職員が共有し、理念・目標を広く社会に明示することを
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目的とする。 

      [研修方法] 全体研修とする。 

      [研修対象] 教育職員及び事務職員全員 
     ○ 障害者差別解消法施行への対応 

 [研修内容] 「障害者差別解消法」の施行に伴い、私立大学においては障がいのある学生

に対して「修学機会の確保」や「合理的配慮」に努めなければならないこと

から、 本学での具体的な支援や授業配慮の方法について「教職員のための障

がいのある学生に対する「合理的配慮」支援マニュアル（本学作成）」をも

とに解説を行う。   

 [研修方法] 全体研修とする。 
   [研修対象] 教育職員及び事務職員全員      

(2) 新任者研修   

[研修内容] 学園の教職員としての心得及び執務要領等必要な基礎的知識・技能の修得を

図る。 

[研修方法] 法人・各学校の所属長等が講師となり講義を行う。 

[研修対象] 学園新任専任教育職員並びに新任専任事務職員及び嘱託職員  

(3) 部署内研修  

  〇 財務研修会 

[研修内容] 業務領域の知見の獲得を目的とし、職務遂行上必要とされる知識・技能の修

得を目的とする。 

[研修方法] 所管部署長である経理課長を講師として講義を行う。 

[研修対象] 専任事務職員のうち管理者（課長・課長補佐）    

２ 外部団体研修   

① 職階別研修   

(1) 新任初級管理者研修 

     [研修内容] 学外団体が主催する各部署の業務又は教育に係る各種研修会、講演会、 

    セミナー等に参加することで、初級管理者としての知識・技能の修得及び能 

力の向上により業務の充実を図る。 

     [研修方法] NCBリサーチ＆コンサルティング主催研修を受講する。 

     [研修対象] 専任事務職員のうち新任初級管理者 

(2) 新任管理者研修  

     [研修内容] 学外団体が主催する各部署の業務又は教育に係る各種研修会、講演会、 

       セミナー等に参加することで、管理者としての知識・技能の修得及び能力の 

         向上により業務の充実を図る。 

[研修方法] 一般社団法人日本能率協会主催の研 

修を受講する。 
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    [研修対象] 専任事務職員のうち新任管理者 

② 目的別研修 

(1) 全体研修 

[研修内容]  学外団体が主催する各部署の業務又は教育に係る各種研修会、講演会、 

    セミナー等に参加することで、初級管理者としての知識・技能の修得及び能 

力の向上により業務の充実を図る。 

[研修方法] 下記団体主催の研修を受講する。 

・私立大学連盟主催研修 

・NCBリサーチ＆コンサルティング主催研修 

・九州・アジア塾主催研修 

・大学行政管理学会関連研修 

・大学セミナーハウス主催研修 

・その他各種団体が主催する研修 

[研修対象] 専任事務職員の希望者の中から学長(事務長)が選考又は指名した者。 

(2) 通信講座   

[研修内容] 初級管理者のスキルアップを行うことで、課内におけるメンタルヘルス疾患

発生の予防、早期発見及び適切な初動対応の実現を図る。 

[研修方法] 「メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種対策講座」の受講 

[研修対象] 専任事務職員のうち新任初級管理者     

３ 自己啓発研修   

  職員個々人が自主的・主体的に研修に取り組むことにより、自己の能力開発及び資質の向 

  上を目指す。また、それらの取り組みを本学が支援することにより、事務職員の自己啓発意欲

の高揚を図る。 

[研修内容] 自己研鑽のため、各自の業務に関する事項、その他学園の発展に寄与する事 

務職員に対し、一定額補助を行うことでその意欲向上を図る。なお、勤務時 

間外を原則とする。 

[研修方法] 下記講座等を受講することを奨励する。 

・通信教育及び外部団体開講講座の受講 

・資格取得 

・大学・大学院等の講義の受講 

・学会・研究会等への参加 

・大学が行う公開講座等の受講 

・個人による文献等を用いての自主研修 

・グループによる文献等を用いての自主研修 

・その他 

[研修対象] 専任事務職員 
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【参 考】  研 修 テ ー マ 

「基礎的知識」****************************************************************** 

１．筑紫女学園の歴史   ２．私学の歴史と存在意義     ３．建学の精神と教育理念  

４．仏教・浄土真宗             ５．学校教育の在り方         ６．日本と世界の教育事情 

７．学校法人制度   ８．私学の組織・管理運営     ９．私学の設置・認可    

１０．学校及び私学関連法規     １１．文教政策     １２．入試制度 

１３．職員の役割          １４．コンプライアンス       １５．学内諸規程の理解 

１６．その他 

「教育・研究支援」************************************************************* 

１．教育制度（単位・学籍）  ２．カリキュラム・教育方法    ３．人格教育    

４．ＦＤ・ＳＤ活動             ５．特定領域の研究分野        ６．知的財産 

７．研究助成(科研費等補助金)・外部資金                     ８．共同・受託研究  

９．科学技術政策の動向    １０．学術機関リポジトリ   １１．その他 

「学生・社会連携支援」********************************************************* 

１．キャリア教育・形成  ２．学生等サービス            ３．カウンセリング    

４．社会人基礎力(企業等が求める人材)                         ５．生涯教育   

６．社会貢献（ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ活動）   ７．産・官・学・地域連携      ８．自己点検・認証評価 

９．業界トレンド         １０．その他 

「大学行政支援」*************************************************************** 

１．学校法人会計  ２．私学助成（補助金）・外部資金   ３．予算・決算  

４．資金運用                   ５．人事・労務              ６．労働関連法規 

７．法人組織   ８．ガバナンス          ９．広報戦略  

１０．私学経営と財政政策  １１．ＩＲ(ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ  ﾘｻｰﾁ) 

１２．施設計画（取得・調達／ 維持・管理／保全・改善）     １３．省資源・省ｴﾈﾙｷﾞｰ(ｺｽﾄ意識） 

１４．学校の環境と施設保全(環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ)          １５．その他 


