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Ｉ．建学の精神・大学の基本理念、使命・目的、大学の個性・特色等 
１．建学の精神 

浜松大学（以下「本学」）は学校法人常葉学園（以下「常葉学園」）によって 2 番目

に設立された 4 年制大学である。本学の建学の精神は、常葉学園創立者木宮泰彦の教

育理念・実践を具現化した「建学の精神」と題される次の文章に示されている。 
 

 
建学の精神 

 
常葉学園は、学問の研究と人間の育成に限りない情熱を傾けられた日本史学の泰斗木宮 

泰彦先生によって、昭和 21 年に創立された。「戦後の混沌とした日本を再び立ち上らしめ、

光輝ある平和な文化国家を建設するためには、先ず教育の力にまたなければならない」と 
のゆるぎない信念のもとに、敢えて困難をも顧みず常葉学園の創設にあたられたのである。 
この教育の力に対する創立者の信頼と確信こそは、本学園の建学の精神の根本である。 

 創立者木宮泰彦先生は「万葉集」に見える聖武天皇の御製 
 
  橘は実さへ花さへその葉さへ 
  枝に霜ふれどいや常葉の樹 
 

に因んで学園を「常葉」と名づけ、その理想の姿を橘の瑞木に託された。霜雪に耐えて常 
に青々とした葉を繁らせ、純白で香り高い花を咲かせ、豊かな黄金の実を結ぶ橘こそは、 
常葉学園の教育理念の象徴である。即ち、本学園の理想とする人間像は、美しい心情を持 
って、国家・社会・隣人を愛し、堅固な意志と健康な身体をもっていかなる苦難にもうち 
克ち、より高きを目指して学び続ける人間である。 
百丈禅師のことば「一日作さざれば一日食はず」を自戒として、日々研鑽を積まれた学 
園創立者木宮泰彦先生の生涯は、まさにこの建学の精神の具現であった。先生は順境に奢 
らず、逆境にめげず、常によりよき自己の実現のために、生涯にわたって真摯な努力を続 
けられた。この創立者の精神こそ常葉学園にかかわるすべてのものの心である。 

                （浜松大学学則より） 
                  

常葉学園は、昭和 21(1946)年、日中文化交流史をライフワークとした歴史学者であ

り、旧制高校の教授であった木宮泰彦により、学校法人常葉学園の前身である静岡女

子高等学院として創設された。木宮は同学院設立にあたり「静岡女子高等学院設立趣

意書」(昭和 21(1946)年 4 月 3 日付)を公表した。上記の「建学の精神」は、この趣意

書を中心に、木宮の学園草創期の諸文章をも材料として、法人内に設置された「建学

の精神」顕彰委員会によって起草され、制定されたものである。以後、法人内の各教

育機関において、すべての教職員が建学の心を思い起こすための拠りどころとなって

いる。 
この「建学の精神」に示されている常葉学園の理念は以下の二点にまとめられる。 
第一は、「社会の健全な発展の基礎は「教育」にある」ことへのゆるぎない信頼と確
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信である。戦後の混沌とした社会において、「教育」の力によって、日本の再興を計ろ

うとした創立者の理想は、その時代にあって歴史的な必然性と正当性をもつものであ

ったばかりでなく、情報化・国際化のもとで大きく変動している現代においても、継

承すべき普遍的な理念といえる。近年の高度情報通信技術の急速な発展は、我々を取

り巻く社会のあらゆる領域に質的な変化をもたらし、現代は「知識基盤社会」ともい

われているが、このような社会の発展の基礎は「教育」によってのみもたらされるも

のであるからである。 
第二は、常葉学園の教育によって育成すべき人間像である。「建学の精神」の示す常

葉学園の育成すべき理想の人間像は、「美しい心情を持って、国家・社会・隣人を愛し、

堅固な意志と健康な身体をもっていかなる苦難にもうち克ち、より高きを目指して学

び続ける人間」という普遍的な人間像である。 
 これらの建学の精神のもとに、常葉学園は、社会・時代の要請に応えて、中・高等

学校、短期大学、幼稚園、小学校、大学・大学院を設立し、平成 21(2009)年 5 月 1 日

現在、その学校数は 15 校、学生・生徒等の数は 11,099 人に上っている。さらに、医

療教育の臨床実習機能をもつ病院を設置してきた。 
２．大学の基本理念、使命・目的、大学の個性・特色等 
(1) 大学の基本理念、使命・目的 
 本学大学は、上述の常葉学園の建学の理念、使命・目的にそって、高度情報化社会

に対応した人材育成のため、地域社会の要請に応え昭和 63(1988)年 4 月常葉学園浜松

大学（経営情報学部経営情報学科）として設置され、本学の普遍的な基本理念、使命・

目的を学則第 1 条において次のように規定している。 
 本学は、教育基本法及び学校教育法に則り、一般的教養を授けると共に深く学術教

育の理論及び応用を教授研究し、本学園建学の精神である知徳を兼備して豊かな情操

と不屈の精神とをもつ有為な人材を育成し、国家及び社会に貢献せしめ、我が国の教

育並びに学術文化の進展に寄与することを目的とする。 
本学は、設立以来、常葉学園の建学の理念、使命・目的に沿い、常に時代の進展に

対応し得る高等教育の実現を目指した教育研究活動を実践してきた。平成 6(1994)年 4
月には、急激な国際化の進展を遂げてきた地元の産業界並びに教育界の要望に応える

ため国際経済学部を設置し、その後平成 8(1996)年度には経営情報学部を基礎に大学

院経営学研究科を設置、平成 13(2001)年度には、高度情報通信社会に対応し得る人材

の育成を目的として経営情報学部に情報ネットワーク学科を増設した。さらに、現在、

世界有数の長寿国となったわが国において、「健康」に対する社会的ニーズが高まって

きたなかで、「健康」の概念をあらためて問い直し、「健康を作り上げる」という教育

理念のもとに平成 17(2005)年 4 月、健康栄養学科・こども健康学科・心身マネジメン

ト学科の 3 学科からなる健康プロデュース学部を開設した。また、前述したように、

近年の高度情報通信技術の急速な進歩は、社会と社会、社会と人、人と人との相互関

係の在り方、情報伝達の在り方を大きく変え、マクロ的にもミクロ的にも社会のあら

ゆる領域において質的な変化をもたらしている。本学では、経済分野におけるこうし

た変化に対応し社会の要請に応えるべく、経営情報学部と国際経済学部を発展的に改

組統合し、平成 19(2007)年 4 月ビジネスデザイン学部を開設した。さらに、社会のこ
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のような変化・発展は医療分野においても技術の高度化や価値観の変化をもたらして

きた。本学では、社会の要請に応え、こうした変化に対応しうる医療教育を実現する

ため、常葉学園医療専門学校に設置されている理学療法学科・作業療法学科の 2 学科

を発展的に改組し、平成 21(2009)年 4 月、保健医療学部（理学療法学科、作業療法学

科）を開設した。 
本学では、上記した学部・学科等の設置を機として、具体的な大学の理念、使命・

目的等について、設置準備委員会、部長会、教授会・学部会議や教職員研修会（後述）

等において全学規模で組織的に、常葉学園の建学の精神のもとに再点検・検討し以下

のようにまとめられた。 
・ 本学は教育中心の大学であり、学生主体の大学である。 
・ 人間教育としての教養教育、幅広い専門基礎・専門教育を通して、豊かな教養と

専門性をもった適応力のある真に社会に貢献できる人材の育成をする。 
・ 教育・研究を通して地域・社会に貢献する。 
また、これをもとにして、各学部・学科の教育研究目的、人材の養成に関する目的

を学則第 1 条第 2 項に明記している。 
(2) 大学の個性・特色等 
本学は、「教育に対するゆるぎない信頼」、「教育の力によって社会に貢献する」を建

学の精神の柱とした常葉学園によって設立された大学であり、現在、ビジネスデザイ

ン学部 2 学科、健康プロデュース学部 3 学科、保健医療学部 2 学科、大学院経営学研

究科 1 専攻、健康科学研究科 2 専攻及び留学生別科の教育体制をとる。本学の個性は、

この建学の精神に基づき、全学にわたって、「教育中心の大学」、「学生主体の大学」と

して教育研究活動に専念していることである。また、本学園は、静岡県内に、本学を

含め高等教育機関から初等教育機関まで 15 の学校を擁しており、学校間の教職員の交

流・連携等に取り組んでいる。このスケールメリット、地理的メリットを生かした教

職員の資質を向上させる取り組みを組織的・定常的に実施していることは大きな特色

の 1 つである。 
本学は、「浜松地域テクノポリス構想」と機を一にして、その「産官学」連携の一翼

を担うべく浜松地域の強い要望のもとに、昭和 63(1988)年「浜松テクノポリス地域」

に隣接して、設置されたものである。浜松市は、平成 19(2007)年 4 月、「クラスター

型都市」をコンセプトとして政令指定都市となり、本学の地域は「産業と自然の織り

なすひとにやさしい北区」（第 1 次浜松総合計画）と位置付けられている。本学では、

こうした立地条件を生かした教育研究活動、地域との連携を行っている。現在、「テク

ノポリス推進機構」が県下の社会人・学生を対象に実施している「ビジネスプランコ

ンテスト」では、毎年優秀な成績を収めている。また、健康、医療、食育、保育、ス

ポーツ、観光、サービス等様々な分野で多くの教員が行政の委員、講師等として活躍

している。 
自然の豊かな地域にある利点を生かし、キャンパス内にビオトープ公園、自然体験

学習園（「こどもむら」）が設置されており、地域に開放されている。また、運動場・

体育館等も練習・スポーツ教室や試合等で地域に開放されている。このように、地域

の特性を生かした地域との連携が本学の特色の 1 つである。 
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本学は、2,000 人規模の地方大学であるが、全国レベルで活躍している運動部を持

つ。硬式野球、剣道、サッカー、バスケットボール、陸上競技、ラグビーやエアロビ

クス競技などインカレ、天皇杯などの全国大会で活躍している。これらの運動部も含

め学生のスポーツ活動は、建学の精神に基づき教育の一環であり、学生は勉学が第 1
であることを本学の基本方針として明確にしていることも特色の 1 つである。 
 
II. 浜松大学の沿革と現況 
１. 本学の沿革 

昭和 62 年 12 月 常葉学園浜松大学経営情報学部経営情報学科設置認可 
昭和 63 年 1 月 本館 竣工 
昭和 63 年 4 月 「常葉学園浜松大学」開学   
昭和 63 年 4 月 経営情報学部経営情報学科開学 入学定員 200 人  
平成 1 年 4 月 １号館 竣工  
平成 3 年 10 月 常葉学園、樹人大学（中国・浙江省）と友好協定に調印 
平成 4 年 3 月 ２号館  竣工 
平成 4 年 4 月 経営情報学部 経営情報学科入学定員を 200 人から 350 人に変更 
平成 4 年 11 月 体育館 竣工  
平成 5 年 4 月 総合研究所開設 
平成 5 年 12 月 国際経済学部国際経済学科設置認可  
平成 6 年 2 月 ３号館 竣工   
平成 6 年 4 月 国際経済学部国際経済学科開学 入学定員 150 人  
平成 7 年 12 月 大学院経営学研究科経営学専攻（修士課程）設置認可 
平成 8 年 4 月 経営学研究科経営学専攻（修士課程）開学 入学定員 15 人 収容定員 30 人

平成 8 年 4 月 経営情報学部経営情報学科入学定員 200 人に編入学定員 30 人を追加 
平成 8 年 4 月 国際経済学部 国際経済学科入学定員 150 人に編入学定員 30 人を追加 
平成 10 年 4 月 「常葉学園浜松大学」を「浜松大学」に大学人変更 
平成 10 年 8 月 トコハホール 竣工 
平成 10 年 10 月 創立１０周年記念式典 
平成 10 年 10 月 トコハホールに情報教育センター設置 
平成 12 年 4 月 経営情報学部経営情報学科入学定員 350 人を 335 人に変更 
平成 12 年 4 月 国際交流室開設 
平成 12 年 10 月 経営情報学部情報ネットワーク学科設置認可 
平成 12 年 12 月 教職課程認定（高等学校一種免許状「情報」） 
平成 13 年 4 月 経営情報学部情報ネットワーク学科開学入学定員 95 人 収容定員 380 人

平成 13 年 4 月 経営情報学部経営情報学科入学定員 335 人を 225 人に変更 

平成 14 年 3 月 教職課程認定（高等学校一種免許状「商業・公民」） 
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平成 14 年 4 月 経営情報学部経営情報学科入学定員 225 人を 210 人に変更 
平成 14 年 11 月 有玉総合グランドを購入 
平成 15 年 4 月 経営情報学部情報ネットワーク学科に編入学定員 10 人を追加 
平成 15 年 4 月 経営情報学部経営情報学科入学定員 210 人を 195 人に変更 
平成 15 年 4 月 経営情報学部経営情報学科編入学定員 30 人を 20 人に変更 
平成 16 年 4 月 経営情報学部経営情報学科入学定員 195 人を 180 人に変更 
平成 16 年 11 月 健康プロデュース学部設置認可 
平成 16 年 12 月 留学生別科設置認可  
平成 17 年 3 月 保育士養成施設として指定認可 
平成 17 年 3 月 ５号館 竣工   
平成 17 年 3 月 教職課程認定（栄養教諭一種免許状・幼稚園教諭一種免許状） 
平成 17 年 3 月 管理栄養士養成施設として指定認可 
平成 17 年 4 月 健康プロデュース学部開学 
    健康栄養学科 80 人 こども健康学科 60 人 心身マネジメント学科 80 人

平成 17 年 4 月 留学生別科開設  入学定員 60 人 収容定員 60 人 
平成 18 年 5 月 ビジネスデザイン学部設置認可 
平成 19 年 3 月 教職課程認定（高等学校一種免許状「保健体育・情報・商業」） 
平成 19 年 3 月 教職課程認定 （中学校一種免許状「保健体育」） 
平成 19 年 4 月 ビジネスデザイン学部開学   
    経営情報学科入学定員 150 人 サービスと経営学科入学定員 150 人  
平成 19 年 4 月 健康プロデュース学部健康栄養学科に編入定員 10 人追加 
平成 19 年 4 月 健康プロデュース学部こども健康学科に編入定員 20 人追加 
平成 
 

19 
 
年 
 

4 月 
 

健康プロデュース学部心身マネジメント学科入学定員 80 人を 110 人に 
変更、編入定員 15 人追加 

平成 19 年 4 月 留学生別科入学定員 60 人を 40 人に変更 
平成 19 年 6 月 基礎教育センター開設式典 
平成 19 年 10 月 トコハアリーナ竣工 
平成 20 年 4 月 ビジネスデザイン学部経営情報学科に編入学定員 20 人を追加 
平成 20 年 4 月 ビジネスデザイン学部サービスと経営学科に編入学定員 10 人を追加 
平成 20 年 10 月 創立２０周年記念式典 
平成 20 年 10 月 保健医療学部設置認可  作業療法学科 作業療法学科 
平成 20 年 10 月 健康科学研究科設置認可  臨床心理学専攻 健康栄養科学専攻 
平成 20 年 10 月 理学療法士、作業療法士養成施設として指定認可 
平成 21 年 4 月 保健医療学部開学 
    理学療法学科入学定員 40 人 作業療法学科入学定員 40 人  



 
浜松大学 

- 6 - 

平成 21 年 4 月 健康科学研究科開学  
    臨床心理学専攻入学定員 10 人 健康栄養科学専攻入学定員 10 人  
 

 
    

２．本学の現況 
ⅰ）大 学 名  浜松大学 
ⅱ）所 在 地  都田キャンパス：静岡県浜松市北区都田町 1230 番地 
         半田山キャンパス：静岡県浜松市東区半田山二丁目 24 番 3 号 
         有玉キャンパス：静岡県浜松市東区有玉台四丁目 8-1 
ⅲ）学部構成 

学 部 名 学  科  名 備  考 
経営情報学科 平成 19(2007)年度開設 

ビジネスデザイン学部 
サービスと経営学科 平成 19(2007)年度開設 
健康栄養学科  
こども健康学科  健康プロデュース学部 
心身マネジメント学科  
経営情報学科 平成 19(2007)年度募集停止 

経営情報学部 
情報ネットワーク学科 平成 19(2007)年度募集停止 

国際経済学部 国際経済学科 平成 19(2007)年度募集停止 
理学療法学科 平成 21(2009)年度開設 

保健医療学部 
作業療法学科 平成 21(2009)年度開設 

大学院経営学研究科 経営学専攻  
健康栄養科学専攻 平成 21(2009)年度開設 

大学院健康科学研究科 
臨床心理学専攻 平成 21(2009)年度開設 

ⅳ）学部及び大学院の学生数（平成 21 年 5 月 1 日現在） 
〔学部〕                                （人） 

１年次 ２年次 ３年次 ４年次 計 学部・学科 
男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 

ﾋﾞｼﾞﾈｽ・経情 73 19 92 68 22 90 104 39 143  245 80 325

ﾋﾞｼﾞﾈｽ・ｻｰﾋﾞｽ 85 36 121 92 37 129 65 53 118  242 126 368

健プロ・栄養 3 54 57 11 54 65 15 62 77 13 70 83 42 240 282

健プロ・こども 4 22 26 7 20 27 8 26 34 21 48 69 40 116 156

健プロ・心身 57 30 87 73 31 104 85 38 123 77 28 105 292 127 419

経情・経情    167 47 214 167 47 214

経情・情報ネッ    26 2 28 26 2 28

国経・国経    52 37 89 52 37 89

保健医療・理学 31 12 43   31 12 43

保健医療・作業 13 8 21   13 8 21

合  計 266 181 447 251 164 415 277 218 495 356 232 588 1,150 795 1,945
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〔大学院〕                             （人） 
１年次 ２年次 計 研究科・専攻 

男 女 計 男 女 計 男 女 計 
経営学研究科・経営学 6 12 18 10 8 18 16 20 36

健康科学研究科・健康栄養科学 0 2 2 0 2 2

健康科学研究科・臨床心理学 5 8 13 5 8 13

合  計 11 22 33 10 8 18 21 30 51

〔留学生別科〕       （人） 
 １  年 
 男 女 計 
留学生別科 33 13 46

ⅴ）教員数 
    

平成21年度  教 職 員 数  

 教職員 事務職員 非常勤教員 非常勤職員 合計 

大学院 0 0 19 0 19 

12 

教授 准教授 講師 助教 助手経営情報学部 

7 1 3 0 1 

5 30 7 54 

6 

教授 准教授 講師 助教 助手国際経済学部 

2 3 1 0 0 

2 28 2 38 

52 

教授 准教授 講師 助教 助手

健康   

プロデュース

学部 21 12 9 6 4 

11 70 4     137 

34 

教授 准教授 講師 助教 助手
ビジネス  

デザイン学部 
14 14 4 0 2 

6 25 4 69 

18 

教授 准教授 講師 助教 助手保健医療学部 

9 4 3 2 0 

2 3 2 25 

122 

教授 准教授 講師 助教 助手合計 

53 34 20 8 7 

 

26 

 

 

   175 

 

 

   19 

 

 

   342 
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III.「基準」ごとの自己評価 
基準１．建学の精神及び使命・目的 
１－１ 建学の精神・大学の基本理念が内外に示されていること。 
（１） １－１の事実の説明（現状） 
＜１－１の視点＞ 
１－１－① 建学の精神、大学の基本理念が学内外に示されているか。 

本学の建学の精神は、常葉学園すべての学校が共有している「建学の精神」であり、

機会あるごとに内外に示されてきた。学内においては、入学式・卒業式における理事

長挨拶や学長告示のなかで常に言及され、常葉学園創立記念日・之山忌（創立者命日）

記念式典においても必ず言及されている。また、次の取組を通しても建学の精神につ

いて周知を図っている。 
1) 学園誌「とこは物語」の配布 
「建学の精神」とともに常葉学園の歴史、各校の成立・発展過程等が記された学園誌

「とこは物語」を学部のみならず大学院、留学生別科を含む全新入生へ配布し、理解

を促す。 
2) 学生生活ガイドブック 
全学生が携帯している学生生活ガイドブックに「大学の理念や歴史を知ろう！」の

章を設け、建学の精神・本学の歴史や「常葉」の由来等について記載し、常葉学園・

浜松大学の「建学の精神」の理解を深めさせている。特に学部新入生・留学生別科新

入生については新入生セミナー合宿の折にこれをテキストとして説明されている。 
3) 新任教職員研修会などの各種研修会 
 毎年学園全体の取組として新任教職員に対して 1 泊 2 日の新任者研修を実施し、本

学の教職員もこれに参加している。この中で大学・学部の理念・目的がそこから導き

出される根本ともいうべき「建学の精神」が説かれ新任者に建学の精神を基とした私

学教育理解の第 1 歩としている。 
 学外については、常葉学園の各種文化活動や社会活動等において建学の精神や創立

者について言及している。また、各学校や病院、美術館等の関連施設において「建学

の精神」を掲示し周知を図っている。下の写真（「建学の精神」掲示板）は本学正面玄

関前に設置したものである。また、常葉学園ホームページ(http://www.tokoha.ac.jp/)
及び平成 21(2009)年 4 月リニューアルした本学ホームページ

(http://www.hamamatsu-u.ac.jp/)のなかで紹介している。 
 大学の基本理念は、学則第 1 条第 1 項に明記されている。学生については、「学生生

活ガイドブック」に学則が掲載され、入学式、オリエンテーション、新入生セミナー

や年次当初ガイダンス等において「建学の精神」とともに説明されている。教職員に

ついては、新任者研修、浜松大学教職員研修（年 2 回実施、詳細は基準項目６－２）

等において、また、教育課程の見直し等大学の様々な取組みを検討する際「建学の精

神」とともに、本学の依って立つ根本として常に言及されている。また、保護者につ

いては、後援会総会や本学後援会主催の地区別父母会（毎年 9 月県東・中・西地区別

に実施）等により絶えず説明している。学外に対しては、大学案内、本学ホームペー

ジ(http://www.hamamatsu-u.ac.jp/)や種々の大学説明会やオープンキャンパス等の際
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に分かりやすい表現で示されている。なお、本学は、静岡県の大学間連携事業として

設立された大学間コンソーシアム「大学ネットワーク静岡」のメンバーであり、本学

ホームページはこれを通して県の公式ホームページにリンクされ広く県民に公開され

ている。 
 また、本学と友好交流協定を締結している中国からの留学生に対して、年１回現地

における大学説明会を実施し、そのなかで、建学の精神・大学の基本理念等について

の紹介をしている。 
 
【図１－１－１】「建学の精神」掲示板

（２）１－１の自己評価 
  建学の精神、大学の基本理念については多様な方法により、機会あるごとに適接

に学内外に表明されている。 
（３）１－１の改善・向上方策（将来計画） 
  本学は、建学の精神のもとに常に時代の進展に対応した高等教育の実現を目指し、

学部・学科の増設・改組等いわばハード面における大学の充実に取り組んできたが、

これは平成 23(2011)年度予定の学科増設をもって一応の完結をみる。この間当然の

ことながら大学全体の教育内容・教育方法等いわばソフトの面における検討もされ

てきたが、これ以降は特にこのソフト面での充実に向けた取り組みを実施していく

ことになる。このなかで大学の基本理念等に関する検討も行われることとなる。 
   
１－２．大学の使命・目的が明確に定められ、かつ学内外に周知されていること。 
（１）１－２の事実の説明（現状） 
＜１－２の視点＞ 
１―２―① 建学の精神、大学の基本理念を踏まえた、大学の使命・目的が明確に定

められているか。 
 前述したように、常葉学園の建学の精神は、「教育」へのゆるぎない信頼と確信を高
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らかに謳い、常葉教育によって育成すべき人間像を宣言したものである。この建学の

精神に基づく本学の基本理念、使命・目的は、本学の「学則」第１条第１項に明確に

定められており、これは、前述したように、学部・学科の増設の取組等を通して以下

のように具体化されている。 
・ 本学は教育中心の大学であり、学生主体の大学である。 
・ 人間教育としての教養教育、幅広い専門基礎・専門教育を通して、豊かな教養と

専門性をもった適応力のある真に社会に貢献できる人材の育成をする。 
・ 教育・研究を通して地域・社会に貢献する。 
これを踏まえた各学科毎の人材養成の目的・使命等は同 1 条第 2 項に明記されてい

る。これらは、各学部の設置認可申請書（健康プロデュース学部）や届出申請書（ビ

ジネスデザイン学部）の「設置の趣旨等を記載した書類」に盛り込まれ、後述するよ

うに、教育課程の編成に反映され、これらに基づいた教育活動を実施している。また、

特別委員会である「教養教育委員会」等の各教科教育委員会の設置、総合研究所や「地

元企業との懇談会」における取組等を通して大学の使命・目的の組織的な具体化を図

っている。 
１－２－② 大学の使命・目的が学生及び教職員に周知されているか。 
 大学の使命・目的等を規定している「学則」は「常葉学園規程集」に記載されてお

り、「規程集」は全教職員が携帯し周知を図っている。また、現在まで 15 回（年 2 回）

実施している本学教職員研修会において、常に大学の使命・目的を念頭においた討議

がされている。「設置の趣旨等を記載した書類」は資料室に保管され教職員の申請があ

ればいつでも閲覧できるようになっている。学生については、全学生に配布されてい

る「学生生活ガイドブック」に「学則」が記載され、とくに新入生・留学生別科生に

ついては、「建学の精神」、「大学の基本理念」とともに「新入生セミナー」の中で「ガ

イドブック」をテキストとして説明されている。また、年度当初実施している履修ガ

イダンス等（学年別履修ガイダンス及び学科別履修ガイダンス）において全学生に「履

修の手引き」を配布しそれをテキストとして大学の使命・目的及び学部・学科の使命・

目的等について説明されている。 
１－２－③ 大学の使命・目的が学外に公表されているか。 
 「大学の基本理念」と同様、大学案内、本学ホームページ(http://www.hamamatsu-u.ac.jp/)
や種々の大学説明会やオープンキャンパス（全体説明会及び個別相談会）等において

わかりやすい表現で示されている。また、留学生を送っている海外の提携大学等へは、

現地語の大学案内や「現地説明会（年 1 回開催）」等において周知を図っている。さら

に、企業、公共団体等に対して企業向け大学紹介冊子「リクルートサポート」を配布

し（約 70,000 社）、その中で建学の精神、大学の使命・目的等について説明している。 
（２）１－２の自己評価 
 大学の使命・目的は、建学の精神・基本理念を踏まえ「学則」に明確に示されてお

り、これらを反映したものとなっている。また、大学の使命・目的を達成するための

取組等については、これを反映した「認可申請書」「届出申請書」を踏まえ着実に実施

している。 
教職員への周知については、「常葉学園規程集」を全教職員が携帯し必要に応じてい
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つでも参照できることや、種々の研修会などを通して頻繁にその周知を図っているこ

と等から、教職員への周知は十分になされていると評価できる。 
 学生については、前述したように「学則」が記載された「学生生活ガイドブック」

の活用や、年度当初に実施している履修ガイダンス等を通して、その周知を図ってお

り、定量的な検証活動は実施していないが学生へはかなり浸透している。 
 学外への公表については、種々の方法で公表しているが、「建学の精神」や各学部・

学科の「使命・目的」等と比較して大学全体にわたる「使命・目的」に関しては「学

則」に間接的に記されておりやや明瞭さを欠く。 
（２） １－２の改善・向上方策（将来計画） 
経営系単科大学として出発した本学は、建学の精神・大学の理念の下に、時代の進

展や地域社会の要望等に対応して学部・学科を増設し、経営系のみならず健康科学系、

家政系、保育系、医療系を含む大学へと発展してきた。この間その都度、学部・学科

の使命・目的とともに大学全体のそれらも検討されてきたが、今後はこうした本学の

発展に合わせ、大学全体の使命・目的についてもより明確にすべく検討していくこと

になる。これは、当基準の将来計画の項で述べるように、全学的な取り組みとして検

討していく。 
 ［基準１の自己評価］ 
1) 建学の精神、大学の基本理念、大学の目的・使命は、本学教職員・学生・保護者や

高校・受験生、地域社会にさまざまな手段を通して機会あるごとに繰り返し周知を

してきている。 
2) 大学の使命・目的の達成については、本学の使命・目的を踏まえて編纂されている

「設置認可申請書」、「届出申請書」に沿った教育活動を展開し、その実現を着実に

図っている。 
基準 1 の改善・向上方策（将来計画）］  
 「建学の精神」は時代を超えた普遍性を持つものであり今後もこれを継承していく。

本学は、前述したように開学以来、社会の変化・発展、地域社会の要請に応じた学部、

大学院研究科の増設等教育研究基盤の拡充に努めてきた。本学の今後の中長期的な基

本方針の 1 つは、こうしたいわばハード面での改革から、これらの教育研究基盤に立

って、教育研究の充実や地域社会への貢献等のいわばソフト面での改革に重点を移し

ていくことである。大学の基本理念、使命・目的等についても、この基本方針に沿っ

て検討していくこととなる。これは、後述する他の分野における検討課題も含め、全

学的な取組みとして、学長の下に部長会内に検討部会を設置し、保護者、卒業生、地

域社会とも連携しここ 3 年を目処にまとめていくことを予定している。 
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基準２．教育研究組織 
２－１．教育研究の基本的な組織（学部、学科、研究科、附属機関等）が、大学の使

命・目的を達成するための組織として適切に構成され、かつ、各組織相互の適切な関

連性が保たれていること。 
（１） ２－１の事実の説明（現状） 
（ビジネスデザイン学部） 
＜２－１の視点＞ 
２―１―① 教育研究上の目的を達成するために必要な学部、学科、研究科、附属機

関等の教育研究組織が、適切な規模、構成を有しているか。 
 本学の各教育研究組織の規模、構成の現状は【表 2-1-1】の通りである。 
【表２－１－１】大学・大学院等の入学定員・収容定員・在籍学生数 
大学・大
学院・別
科

学部・研究科・別科 学科・専攻 入学定員 編入学定員 収容定員 在学生数 備考

20 2年次編入学
5 3年次編入学

10 2年次編入学
5 3年次編入学

健康栄養学科 80 10 340 282 3年次編入学
こども健康学科 60 20 280 156 3年次編入学
心身マネジメント学科 110 15 470 419 3年次編入学
理学療法学科 40 40 43
作業療法学科 40 40 21
経営情報学科 - 190 214
情報ネットワーク学科 - 55 28

国際経済学部 国際経済学科 - 130 89
経営学研究科 経営学専攻 15 30 36

健康栄養科学専攻 10 20 2
臨床心理学専攻 10 20 13

別科 留学生別科 40 40 46

平成21年度開設

平成21年度開設

大学

大学院

150 495 325

サービスと経営学科 150 475 368
ビジネスデザイン学部

健康プロデュース学部

健康科学研科

保健医療学部

経営情報学部

経営情報学科

 なお、各教育研究組織の教員組織については、基準５【表 5-1-1】大学等の教員配置

に詳述されている。 
 本学の教育研究の基本となる組織は、ビジネスデザイン学部、健康プロデュース学

部、保健医療学部及び大学院（経営学研究科、健康科学研究科）、留学生別科である。

また、附属機関として図書館及び総合研究所、基礎教育センター、臨床心理教育実践

センターがある。 
 ビジネスデザイン学部は、経営情報学部及び国際経済学部の 2 学部を発展的に統合

し改組・転換により平成 19(2007)年度設立された学部である。これに伴い経営情報・

国際経済の 2 学部は在学生の卒業を待って廃止する予定である。この報告書では、こ

の 2 学部については、その教育研究内容はビジネスデザイン学部に継承されているの

で、同学部の説明の中で必要に応じて触れることとする。保健医療学部及び健康科学

研究科は平成 21(2009)年度設立されたものであり、認可された設置計画に基づき進行

中のため本編の中では必要に応じて記述することとする。 
（ビジネスデザイン学部） 

ビジネスデザイン学部の入学定員は 300 人であり、その中の経営情報学科及びサー

ビスと経営学科の入学定員はともに 150 人である。上述したように、この学部は旧経
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営情報学部｛昭和 63(1988)年度設立、平成 19(2007)年度募集停止｝と旧国際経済学部

｛平成 6(1994)年度設立、平成 19(2007)年度募集停止｝の 2 学部を改組・転換して平

成 19(2007)年度に設立された新しい学部である。 
ビジネスデザインとは、その名の通り、ビジネス（仕事）の仕組みを設計・構築す

るという意味である。100 年に一度といわれる国際的な経済危機を引き合いに出すま

でもなく、いま日本の産業構造は大きな変革を迫られている。これまでのやり方に縛

られずに、時代の要請に沿った新しいビジネスの仕組みや経営スタイルを考え・組み

立てる力を備えた人材を生み出すことが急がれており、これは大学に対する社会の要

請でもある。 
当学部はこのような時代背景のもとで設立されており、そのコンセプトを具体化す

るための切り口を、情報技術とサービスの二つに据えている。前者に力点を置くとこ

ろが経営情報学科であり、後者に力点を置くところがサービスと経営学科である。 

（健康プロデュース学部） 

 健康プロデュース学部は、「21 世紀をいかに豊かに生きるか」また「21 世紀にふさ

わしい健康とはいかなるものか」という社会情勢とその要請、期待に応えるべく、「健

康」をキーワードとして平成 17(2005)年度新たに設立された学部である。本学部では、

単に病気でないという意味での悩みがないといった消極的な態度ではなく、「健康を獲

得する」またそれによって「より豊かな人生を創り上げる」という積極的意味を含ん

だ「健康」を「個」と「社会」の中で実現するという教育理念のもとに「健康栄養学

科」「こども健康学科」「心身マネジメント学科」からなる教育組織体制をとっている。 
（大学院経営学研究科（以下「大学院」という）） 
 大学院経営学研究科は、高度職業人・企業経営者や研究者の育成を目的とし、平成

8(1996）年経営情報学部経営情報学科を基礎として開設され、経営学専攻（修士課程）

からなる。国際経済学部、情報ネットワーク学科の設置及びビジネスデザイン学部の

開設を経て、現在これらの学部学科を基礎として包含した教育研究組織をとり、社会

の多様なニーズに応え得る構成をとっている。 
（総合研究所） 

浜松大学総合研究所は、学則第 54 条の 2 の規定に基づき設置されている。 
総合研究所長は、学長が推薦し、理事長が任命する。研究所所員は、 
（1）教授、准教授、講師、助教（2）客員教授、客員准教授、客員講師、客員研究員

からなる。研究所の運営委員会は、現在、所長、副所長、（1）の所員から 2 人、（2）
の所員から 1 人、所長が推薦する者 1 人、からなっている。また、研究所に事業別の

研究部門を置く。現在、経営部門、臨床心理部門、食品機能部門が活動している。研

究所事務部は事務部長及び事務部員（非常勤 1 人）からなる。 
研究所の目的、事業運営に賛同する個人及び団体をもって構成する総合研究所賛助

会を置けるが、現在は未組織である。研究所の運営に要する経費は、浜松大学研究費

及び寄付金、賛助会の収入をもってこれに充てるが、現在、規模は小さい。受託研究

も、まだ未組織である。 
２―１―② 教育研究の基本的な組織（学部、学科、研究科、付属機関等）が教育研 
究上の目的に照らして、それぞれ相互に適切な関連性を保っているか。 
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本学の教育研究組織間の関連構成は、資料２－１に示されている。 

大学全体の教育研究の運営組織として、部長会が設置され、全学教授会、全学学部

会議が組織されている。部長会は、理事長、学長、副学長、学部長、大学院研究科長、

図書館長、臨床心理教育実践センター長、基礎教育センター長、教務部長、学生部長

及び事務局長で構成され、全学的な課題の意思決定をすると共に各教育研究組織間の

連携、調整を図っている。また、留学生別科長を学長が兼務することにより、連携が

保たれている。全学教授会は本学の教授で構成され、必要に応じて学長が召集し議長

となり大学全体の教育研究に関する審議、連携、調整を図っている。全学学部会議は、

本学専任教員で構成され、必要に応じて学部長により招集され、各学部長が持ち回り

で議長となり、大学全体の教育研究上の調整、情報の共有化を図っている。学部レベ

ルでは、学部教授会、学部会議及び学科会議が設置され、学部内の教育研究上の連携、

調整を図っている。大学院における教育研究については大学院担当教員で構成される

研究科委員会で審議されている。各基本組織の現状は以下の通りである。 

（ビジネスデザイン学部） 

ビジネスデザイン学部は分野としては社会科学系の学部であり、企業や組織の経営

に携わる人材を輩出することがその目的である。2 学科の共通目標は、日本の産業構

造の基軸が GDP の約 7 割を占める広義のサービス業にシフトしている環境下で活躍

できる人材を育てることにある。経営情報学科はサービスの生産性と質を、情報技術

を駆使して高め、国際的競争力のあるものに仕立てる力を養うことを、サービスと経

営学科は、どのようなサービス行動もしくはサービス機能・商品を利用者は求めてい

るかを業種横断的に見抜く力を養うことを教育研究の主眼としている。またカリキュ

ラムは 1～2 年次に修得する基礎の部分は共通であり、3～4 年次に修得する専門の部

分はそれぞれの学科ごとに特色を持たせている。前者においては学部所属の全教員が

学科の枠を超えて協力し合い、連携して教育を行っている。後者においても教員の相

互乗り入れなどを行い、2学科の共通目標を効果的に実現できるように工夫している。 
（健康プロデュース学部） 

健康プロデュース学部は、上述したように、健康を増進し、維持するための「栄養」

と、健康な心と身体の基礎をつくる乳幼児期の問題である「子育て（こども）」と、生

涯を通しての健康の獲得や「こころ」と「からだ」を もダイナミックに使うであろ

うスポーツ科学までも研究の領域とする「人間健康科学」を専門的特徴とする前述の

3 学科によって構成され、互いに有機的関連性を大切にして研究、教育することによ

り、学際的問題である「人間にとって健康とは何か？」「幸福感をもてる健康とは何

か？」の問いかけに答えるべく、教育研究を行ってきた。 
本学部では「基礎教育科目」については 3 学科共通のカリキュラムとしており、

も特徴とするところは、「教養文化科目」の科目群の中に「健康プロデュース概論」と

いう学部の理念や健康の概念、新しい健康観などについて学部・学科を代表する学部

長、学科長、それぞれの学科の主立った教員によるオムニバス形式の授業を行い、連

携して当学部で学ぶ意義、学部での学びへの動機付けなどを行っている。 

（大学院） 

 経営学研究科における研究科委員会は「浜松大学大学院学則」及び「浜松大学大学
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院研究科委員会規程」に基づいて運営されている。 
（総合研究所） 

浜松大学総合研究所は平成 5(1993)年に設立され、平成 19(2007)年に規定改正され、

現行規定で運営されている。研究所の目的は、教育基本法及び本学建学の精神に則り、

高度の学術研究及び文化事業を行い、広く社会に貢献することである。 
総合研究所の事業別研究部門は現在、経営部門、臨床心理部門、食品機能部門があ

り、経営部門は経営情報学部、ビジネスデザイン学部、大学院経営学研究科のメンバ

ーからなっている。臨床心理部門及び食品機能部門は健康プロデュース学部のメンバ

ーからなっている。総合研究所は自主的な研究活動を行っているが、その成果は各学

部の教育研究に反映されている。 
（２） ２－１の自己評価 
1) 本学は、設立以来、社会的ニーズに裏打ちされた大学教育を行うことを基本に社

会の動向を先取りする形で持続的な改革に取組んでおり、現在、3 学部 7 学科、2 研究

科 3 専攻、1 別科、1 研究所及び教育研究のための 2 つのセンターをもつ。これらは、

I で既述した本学の使命・目的を達成するための組織として適切に構成されている。ま

た、これら教育研究組織は各々独立性をもって教育研究活動にあたるとともに、建学

の精神を踏まえ「地域に有意な人材を育てて送り出す」というミッションのもとに相

互に適切な関連性が保たれている。 
2) 部長会を定例化し、継続的に各教育研究組織間の関連が図られている。また、全

学学部会議を定例化し大学全体の教育研究内容に関する必要な事象について審議、報

告することで情報の共有化を図り、共通認識を持たせている。 
3) 全学学部会議等で審議・報告される議案・事項については、事前に全学組織の各

種委員会において各学科会議等での協議内容を持ち寄り、十分な討議を行い検討する

ことになっており、全学的な関連性、整合性をとっている。しかし、すべての事項に

ついて、情報の共有化を図り、共通認識を持つところまでには至っていない。 
4) 健康プロデュース学部については、学部の教育目的を実現するための学際的授業

科目をコアになる科目として開講し一定の成果を上げているが、学生の人数に比して、

教員の配置に偏りがあり、十分な教育体制がとれているとは言えない。 
5) 修士課程においても、社会のニーズを把握し適切な取り組みが行われている。 
6) 総合研究所は、規程の目的を達成するために、各学部から偏りなく所員を募り、

これまで静岡県や浜松市や企業からの共同研究・共同事業の実施などを行ってきた。

また、産官学連携の講演会、シンポジウム、セミナー等の企画・運営を行ってきた。

そして、国際研究調査交流を行い、研究に関する定期刊行物等の発行を行ってきた。

これらの活動は、地域社会や学生に対し、大きな貢献を果たしている。 
しかし、大学運営の少子化による逼迫状況から、総合研究所予算が極端に削減され

ている状況にあり、各学部・大学院との連携による持続可能な研究所活動は困難に直

面している。 
（３） ２－１の改善・向上方策（将来計画） 
1) 学部・学科間の連携については、改善の余地がある。すなわち、健康プロデュー

ス学部もビジネスデザイン学部も設立後間もない新しい学部であり、学部内において



 
浜松大学 

- 16 - 

はそれぞれ教育方法における斬新な試みを行っている。今後はその試みが成果を挙げ

ているかどうかの客観的評価を行い、学部間で成果を交換して全学の知的資産とする

ことが必要である。これについても、基準 1 の「改善・向上方策（将来計画）」で示さ

れている基本方針に沿って全学的な取組みとして検討していく。 
2) 健康プロデュース学部では、学部及び学科のカリキュラムに沿った人的配置を見
直し、より充実した教育実現のために、相応しい資質を有した教員等の充実を図る。
また、教育のための準備、十分な研究活動による教員の資質向上等に向けた教育環境
をより充実させるため、教員の担当時数について検討していく。 
3) 国外や国内を問わず他の大学院との交流を深め、必要に応じて協定を締結し、教

育内容を充実する。 
4) 総合研究所については、予算不足を自ら解消するため、インターネットサイトの

開設・運営によって研究所シーズの積極的公開を図り、地域社会からのニーズの受け

入れを図る。また、地域企業の将来像に対する研究を就職支援センター・学部と連携

して組織化し、産官学連携研究を実現して、学生の自己実現につながる就職活動を支

援する取り組みを検討、具体化する。さらに、上記の活動により、研究所資金の安定

確保を実現し、内外からより有能な所員を迎え入れて、大学全体との相乗効果を図る。 
 
２－２．人間形成のための教養教育が十分できるような組織上の措置がとられている

こと。 
（１） ２－２の事実の説明（現状） 
＜２－２の視点＞ 
２－２－① 教養教育が十分にできるような組織上の措置がとられているか 
 本学では、全学部において、教育課程を「基礎教育科目」、「専門基礎科目」「専門科

目」の大区分で編成し、「基礎教育科目」を主として教養教育を十分にできるような措

置をしている。各学部においては、学部の使命・教育目的を実現するための授業科目

が、コアになる科目群として必修科目として設定されている。また、「初年次教育」と

いわれる内容について、教育課程や大学行事等に盛り込む措置をとっている。また、

留学生については、基礎教育科目群に日本語及び日本を理解するための授業科目を必

修科目としておく措置をとっている。 
（ビジネスデザイン学部） 

本学部の教育課程は 1～2 年次においては人間形成とその土台となる教養教育に力

点を置いている。人間形成の重要さを示すために、カリキュラム表の筆頭には人間教

育科目群を据えている。3～4 年次においては専門教育の比率が高まっていくが、教養

科目は 4 年間を通じて履修できるようなカリキュラム編成を採っている。また人間形

成は「ことばの力」及び「ホームゼミ」として 4 年間にわたり必修科目として全学生

が履修することを義務付けている。これらの科目は担任制を採っており、学生はいず

れかの教員のクラスに所属して人格の陶冶に励めるようになっている。 
（健康プロデュース学部） 

教養教育については、主に1,2年次に年次配当を置く学部共通科目で行われている。 
特に、健康プロデュース学部の学びは、人間の存在自体に深く関わる領域を専門とし
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ており、人間のあり方、生き方に深く関わる教養教育については、その専門性に繋が

る学びとして重要な位置づけがなされている。 
（基礎教育センター） 
 一般的に初年次教育と言われる「スタディスキル」「アカデミックスキル」「ソーシ

ャルスキル」「キャリア開発」といった内容については、基礎教育センター及び初年次

教育検討委員会において内容を検討し、学部必修科目である「ことばの力（ビジネス

デザイン学部）」「コミュニケーションスキルズ、時事問題演習（健康プロデュース学

部）」「医療基礎セミナー（保健医療学部）」の中に盛り込むようにしている。また、こ

うした内容については、学校行事における講演や教員による個別指導といった授業科

目以外の取り組みも同時に行っている。 
 
 【図２－２－１】初年時教育 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

２－２－② 教養教育の運営上の責任体制が確立されているか。 
本学においては、全学的な視点から、教養教育に関わるカリキュラムの見直しや充

実に向けた組織横断的な活動を行っている。具体的には、学部横断的に、基礎教育科

目を担当する専任教員から構成される教養教育に関する特別委員会（教養教育委員会、

体育教育委員会、語学教育委員会）を、いわゆる「教室」の機能を持つ組織として設

置し、年度や期の初め、また期中において改善検討・提案の活動をしている。提案さ

れた事項は、学部会議に諮られ、教授会、部長会の承認を受け、実施されるようにな

っている。 

（基礎教育センター） 
 基礎教育センターは、センター長のほか専任教員（学部兼坦）2 人、学部兼任教員 3
人で組織され、全学における基礎教育のフォローを使命としている。「初年次教育」の
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内容の検討、学部基礎教育との調整等を初年次教育検討委員会とともに主管している。

専門教育の理解に不可欠な基礎学力が不足する学生に対する個別指導や補習講座の実

施、学習教材の提供、入学前教育等を検討実施している。その他、学生の学習意欲の

向上、就職や資格試験への対応、問題学生の早期発見及び指導のため、全学生を対象

に年間 1 回の基礎学力テストを実施している。また、基礎教育センター運営委員会を

設置し、適宜活動内容や方針について検討を行っている。この運営委員会には、学部

長、学科長のほか各学部における教養教育担当者が出席しており、基礎教育センター

と教養教育、学部専門教育が相互に連携するよう工夫している。 
（留学生教育） 
 日本語教育を含む留学生教育については、留学生教育推進委員会及び留学生別科が

主管している。 
（２） ２－２の自己評価 
1) 教育課程編成の特徴から見られるように、教養教育科目を単に全学共通科目とす

るのではなく、学部の使命・目的を踏まえた授業科目を学部毎に必修科目として設定

するなど、教養教育が十分できるような組織的な措置が取られている。また、専門教

育・専門基礎教育との連携を重視した教育課程の編成をとっている。 
2) 教養教育実施については、学部組織とともに、各々主管する委員会等が設置され、

運営上の責任体制が確立している。 
（３） ２－２の改善・向上方策（将来計画） 
現在の大学をめぐる状況は、「学士力」や「社会人基礎力」の必要性がいわれ、学部

教育における教養教育、専門基礎教育の重要性が益々高まっている。また、本学は、

保健医療学部の開設により、厚生労働省指定の養成学校としての教育も大きなウェイ

トを占めてきている。こうした点を踏まえ、教養教育運営実施体制についても全学的

な見直しをする時期に来ており、基準 1 で示されている基本方針に沿って全学的な取

組みの一貫として検討していく。 
  
２－３．教育方針等を形成する組織と意思決定過程が、大学の使命・目的及び学習者

の要求に対応できるよう整備され、十分に機能していること。 
（１） ２－３の事実の説明（現状） 
＜２－３の視点＞ 
２－３－① 教育研究に関わる学内意志決定機関の組織が適切に整備されているか。 
 大学全体の組織として部長会、全学教授会、全学学部会議が設置され、各学部には

それぞれ教授会、学部会議、学科会議が設置されている（浜松大学学則第 58～60 条

及び第 62 条）。また、全学組織として教務委員会等の各種委員会が設置されている（浜

松大学学則第 61 条）。教育研究活動の多様化に対応し充実を図るため特別委員会が設

置されている（各特別委員会規定）。また、図書館には図書委員会、総合研究所等の附

属機関には各運営委員会が設置され、留学生別科には留学生別科委員会が設置されて

いる（運営委員会規定）。大学院研究科には各々研究科委員会が設置されている。（浜

松大学大学院学則第 10 条）。 
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（ビジネスデザイン学部） 
ビジネスデザイン学部全体の運営に関わる意思決定は、毎月開催される学科会議、

及び前期と後期の初めに開催される学部連絡会議の場で行っている。ここでは、教育

方針の吟味と改善を主な検討課題としている。 

（健康プロデュース学部） 

 健康プロデュース学部全体の運営にかかわる意思決定は、学部会議で行われている。

学科の教育研究に関わる事項の意思決定は学科会議でなされる。これには適宜、学部

長が臨席し意思決定について学部全体の整合性を図っている。 

（大学院） 

 研究科の運営に関わる全ての事項の意思決定は研究科委員会において行われている。 

２－３－② 教育研究に関わる学内意志決定機関の組織が大学の使命・目的及び学習 
者の要求に対応できるよう十分に機能しているか。 
大学全体の運営に関わる 重要意思決定機関である部長会は毎月１回定例で開会し、

中でも重要案件（学部新設・改組・廃止、他大学等との協定、人事、大学運営等）に

機敏に対応するため、適宜、臨時に開会し審議さらに教授会に報告し理事会に上伸し

ている。全学教授会も毎月 1回定例で開催し、入試判定や卒業判定等について臨時に

開催している。全学学部会議もこれに平行して開催されている。また、教学の要であ

る教務委員会、学生委員会は毎月定例で開催している。FD 委員会では「学生による授

業調査」を実施し、結果を教務委員会等に反映させ、学習者の要望に応えている。 

また、学生生活等については、学生委員会で、「学生生活実態調査」等を実施し、学

生の要求をくみ上げ、キャンパス環境整備、学生食堂改装等を実現している（詳細は

「基準４．学生」参照）。 
（ビジネスデザイン学部） 

学部の教育研究上の機能・構成は、社会の変化を受けて適時変えるべき部分と、長

期的視点から保持し続ける部分とに分かれる。一方、学習者の要望は年度毎に吸い上

げ、教育の内容・仕方に迅速に反映させるべきである。ビジネスデザイン学部におい

ては、上記に関わる諸問題を検討し、施策として打ち出し完成年度直後に実現させる

ためのプロジェクト体制を学部長、学科長をリーダーとして既に保持している。学習

者の要望を把握するため、「学生生活実態調査」に加え学部独自のものとして教員－学

生間のフリーディスカッションなどを「ことばの力」等の授業を通して定期的に行っ

ている。 
（健康プロデュース学部） 
時代の変化や社会の要請等に対応した教育内容の改善等については、学科レベルで

は、学科会議を通して協議検討し改善されている。しかしながら、学部全体における

教育研究に関わる意思決定は、3学科の特性から学部会議等において組織的に協議検

討されるまでには至っていない。現時点では、学部内で協議すべき案件について、学

部長が必要に応じて 3学科長や 3学科教務委員を招集し、事前協議を重ねて教務委員

会、部長会及び学部会議に提案している段階である。 

学習者の要望を把握するため、学生委員会が行う学生アンケート調査「学生生活実

態調査」を資料として活用している。また、こども健康学科では学科における組織運
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営と意思決定のために、原則的に毎月の学科会議を行うほか、必要に応じてランチミ

ーティングの開催やメール上での連絡・意見交換を行っている。 
（大学院） 
 本研究科では急速な情報技術の進展とグローバリゼーションによる企業経営のあり

方や地域の産業構造の変化にも対応できる高度職業人の育成を目指し、「経営」「会計」

「情報」の 3 つの専門教育領域を設け、カリキュラム編成を行っている。このカリキ

ュラム編成は研究科委員会等の組織が関わり、使命・目的及び学習者の要求に対応す

るようにしている。 
（２）２－３の自己評価 
1) 教育研究に関わる学内意志決定の 高決定機関である部長会と教授会、学部会議、

各種委員会、特別委員会等との連携が取られ組織として適切に整備され、全体として

円滑に運営されている。健康プロデュース学部については、学部全体の意思決定につ

いて組織的な取り組みを図ることが求められる。 
2) 大学院については、企業経営のあり方や地域の産業構造の変化に対応できる高度

職業人の育成を目標としてきたが、専門的ノウハウの習得、資格取得、博士課程進学

の実現等を通して学院生に高い満足度を与えている。 
 今後、学部からの入学者の増減が続くこと、及び地域社会からのニーズを受けて、

社会人院生の拡充に向けた対応が課題となっている。 
（３）２－３の改善・向上方策（将来計画） 

1) ［基準 1 の改善・向上方策（将来計画）］でも述べたように、本学は「ハード面」

での改革から「ソフト面」での充実の時期を迎えており、こうした変化に対応して、

学内意思決定機関の組織構成等について全面的な見直しが必要とされる段階に来てい

る。これについても、他の事案と同様に部長会を中心に検討していく。 
2) 現在、全学教授会・学部会議と学部毎の教授会・学部会議の機能・役割等が明確

にされていない。学部の独自性を持たせよりきめ細かな教育研究を実施していくため

に、学部単位の教授会、会議の定例化を図る。 
【基準２．の自己評価】 

教育運営組織は現段階では本学全体を通して適切に機能し、運用されている。しか

しながら、本学の教育研究体制における急速な拡充に対応しきれていない面もある。 
【基準 2．の改善・向上方策（将来計画）】 
1) 前述したように、本学は、大学の規模拡大に合わせ、現状の組織運用体制を見直

し、新たな計画を練る段階に来ており、基準 1 で示されている基本方針を踏まえ全学

的な取組みの中で検討していく。 

2) 大学院を主として、国内外の他の高等教育機関との交流を深め、必要に応じて協

定を締結し、教育内容を充実するための組織体制を整備する。また、社会人が学びや

すい教育研究体制を整備する。 
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基準３．教育課程 
３－１.教育目的が教育課程や教育方法等に十分反映されていること。 
（１） ３－１の事実の説明（現状） 
（ビジネスデザイン学部） 
＜３－１の視点＞ 
 ３－１－① 建学の精神・大学の基本理念及び学生のニーズや社会的需要に基づき、

学部、学科又は課程、研究科又は専攻ごとの教育目的が設定され、学則等に定められ、

かつ公表されているか。 
ビジネスデザイン学部経営情報学科においては、「情報とそれを処理する技術を駆使

して企業や組織の経営を持続的で発展的なものにするための手法や人的組織作りのあ

り方を学ぶ」ことを教育目的として、学生には「情報・会計・経営分野の演習を主体

とした実践的な学習・研究」を要請している。 
一方、ビジネスデザイン学部サービスと経営学科においては、「サービスとその提供

基盤を属人的なノウハウとしてではなく、体系化・一般化された経営戦略・資源とし

て捉え、それに役立つ心、スキル、技術、仕組み作りを学ぶ」ことを教育目的として、

学生には「フィールドワークと事例に基づく分析的な学習・研究」を要請している。 
上記の教育目標は本学のホームページや大学案内、パンフレットに記載され、公表

されている。また、趣旨を学則第 1 条第 2 項で謳い、年度当初開催のガイダンスをは

じめ、新入生セミナーにおいて上記教育目標を説明している。 
３－１－② 教育目的の達成のために、課程別の教育課程の編成方針が適切に設定さ

れているか。 
上記教育目的を達成するため、ビジネスデザイン学部 2 学科は以下のような教育課

程編成方針を設定している。 
経営情報学科では、 

・ 企業や組織の経営の根幹は人(人材）であることを基礎教育の段階でまず理解させる。 
・ 次に先人が築いてきた経営手法や経営理論を専門教育の初期の段階で事例をもと

に理解させる。 
・ そして人・組織・技術（特には情報技術）が織りなす現代の経営に、上記手法と理

論をどのように発展的に組み込むべきかの視点を、専門教育の中後期に演習を通じ

てそれぞれの学生に持たせる。 
サービスと経営学科では、 

・ 経済活動が広義のサービス産業に基軸を移している現状を鑑み、サービスとは何か、

なぜ重要かを基礎教育の段階でまず理解させる。 
・ 次にサービスで先行する企業や組織の現状を、顧客満足や経営戦略の面から専門教

育の初期の段階で事例をもとに理解させる。 
・ そしてサービスの適用場面を拡げ、サービスの品質を高めるためには、どのような

取り組みが必要かの視点を、専門教育の中後期に自発的な取り組み・行動によって

それぞれの学生に持たせる。 
３－１－③ 教育目的が教育方法等に十分反映されているか。 

ビジネスデザイン学部では、上記教育目的を果たすため、ゼミ中心の教育方法を採
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用している。具体的には 2 年次から 4 年次にかけて 3 年間で 12 科目を選択履修でき

るプロジェクトゼミ、3 年次から 4 年次にかけて所属する教員の指導のもとで卒業研

究を行う必修のホームゼミの 2 種類を用意している。経営情報学科では、知識や技術

に偏らない‘人を中心に据えた経営’の教育を行うための授業科目とコンテンツを多数

用意し、また情報や会計などの分野においては、それらが企業や組織の現場でどのよ

うに活用されるかを体得する実践的な演習を、上記 2 種類のゼミの場で行っている。

その多くは 10 人前後の学生を 1 チームとする少人数教育である。また経営の現場で活

躍する企業の実務家を招いて授業を行う冠講座(スズキ株式会社・野村証券株式会社・

浜松信用金庫)を設け、その業界等に就職を希望する学生に参加を促している。 
サービスと経営学科ではサービスを経営資源・経営戦略として活かすための授業科

目とコンテンツを多数用意し、事例に基づく分析を、上記 2 種類のゼミの場で行って

いる。その多くは 10 人前後の学生を 1 チームとする少人数教育である。またサービス

の価値を自身の体験によって理解するための機会作りの場として、就職希望先でのイ

ンターンシップ等の機会を設け、参加・実践を促している。 

（健康プロデュース学部） 

＜３－１の視点＞ 

３－１－① 建学の精神・大学の基本理念及び学生のニーズや社会的需要に基づき、

学部、学科又は課程、研究科又は専攻ごとの教育目的が設定され、学則等に定められ、

かつ公表されているか。 
社会システムの充実、医学の進歩、あるいは環境の整備等により、我々は平均 80

年にも及ぶ長い寿命を手に入れることができるようになった。そして現在は、この長

い人生を如何に健康に充実して送るかという課題に直面しており、人生設計に関する

全国調査からは、21 世紀社会になって、現在の日本人は、物質的な豊かさ以上に健康

的な生活を強く求めていることが知られている。健康をテーマにしたテレビ番組の視

聴率の高さ、健康食品や健康グッズの売り上げの増大、スポーツクラブ等への加入者

の増加等からも個々人が自ら積極的に健康獲得に向けて行動しつつある様子が伺える。

今や健康は与えられるものではなく獲得するものだ、という認識は広く浸透しており、

これほどまでに健康に強い関心が高まった時代は恐らくないだろう。しかしその一方

で、現代は文明化が進み、生活スタイルや食生活の変化等による生活習慣病の蔓延や

超高齢化社会の到来、深刻化する環境問題等、健康獲得が非常に難しい時代であると

も言える。 
このような現代社会においては、それぞれのニーズに応じた的確なアドバイスやサ

ポートのできる人材が強く求められている。過去においては、健康の獲得は主に医師

の領域であった。しかし、本来の健康的な生活とは医師に頼らない生活ということで

あり、医学とは異なった側面からのアプローチも必要不可欠である。それは、生涯ス

ポーツに代表される健康維持増進活動であったり、日常の食生活の改善指導であった

り、こどもの健全な育成であったり、安心できる社会を作る安全や防犯体制作りであ

ったり様々である。 
WHO＜世界保健機関＞の健康の定義に「健康とは心・身・社会の側面においてバラ

ンスよく良好な状態をいう」とあるように、健康獲得に向けては多方面からのアプロ
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ーチは必須である。そして、こうした健康獲得に向けたアプローチは、1 つ行えばそ

れで良い結果が得られるというものではない。健康という概念そのものが様々な要素

の複合であり、その獲得に向けても当然様々な角度や視点から複合的に行う必要があ

る。昨今、このような視点に立つ人材養成を行う大学が増えつつあり、健康について

複合的、学際的、総合的な視点から人間を科学することに着目されるようになったが、

当本学では、他の大学に魁け、全国で も早く全人的な視点に基づいた健康観を提言

し、「21 世紀をいかに豊かに生きるか」また「21 世紀にふさわしい健康とはいかなる

ものか」を問い、「健康」をキーワードとする 3 学科を連携させることで、社会的需要

に応えられる学部づくりを行った。ここでいう「健康」とは、単に病気でないという

意味での悩みがないといった消極的な態度ではなく、「健康を獲得する」またそれによ

って「より豊かな人生を創り上げる」（produce）という積極的意味を含んだ「健康」

で、建学の精神で「健康でより高きを目指す人間づくり」を標榜する常葉学園が 21
世紀に発信する新しい教育理念である。 
このように学部学科の教育目的については、趣旨を学則第 1 条第 2 項で謳い、年度

当初開催のガイダンスをはじめ、新入生セミナーにおいて説明している。 
３－１－② 教育目的の達成のために、課程別の教育課程の編成方針が適切に設定さ

れているか。 
人生 80 年時代を手に入れた現代人にとって、自分の置かれた環境の中で、いかに自

主的に、積極的に自らの健康を獲得し、維持・管理していくかが大きな課題となって

いる。本来、自らの健康は自らの力で構築していくべきものであることは言うまでも

ない。しかし、個々の価値観や「健康」に対する考え方が多様化している現代社会に

おいては、「健康」という概念自体 1 つに定めることが難しくなってきている。よって、

従来の指針やアドバイスでは対応しきれなくなっている場合も多く、社会や人々の置

かれている様々な状況に適正に対応し、それぞれのニーズに応じたサポートや適切な

アドバイスを提供できる人材が求められている。 
「健康プロデュース学部」では、連携している 3 学科の学生が共通して学ぶ学部共

通科目の他、学科それぞれの社会的ニーズに応えるために教育目標並びに目的を設定

し、それを実現するための教育課程並びに編成方針が打ち出されている。健康獲得の

ために不可欠な食事面をサポートできる人材を養成する「健康栄養学科」、心と身体の

基礎を作る時期のこども達の教育や家庭教育に関して指導できる人材を養成する「こ

ども健康学科」、また人間の健康な生き方をこころ、からだ、社会という健康観を支え

る 3 つの視点からアプローチする「心身マネジメント学科」である。 
健康栄養学科は、わが国は高齢化社会を迎え、健康寿命の延長に対する期待は、個

人的レベルにとどまらず、国家的関心事となっている。健やかに老齢期を送るために、

人々は自分の健康の保持・増進、疾病の予防などに自主的かつ積極的に取り組む傾向

が台頭してきている。また、それに伴って必要以上に情報が氾濫している。本学科で

は食生活、栄養と健康の観点から、時代の要請に適切に応えることのできる人材の育

成を目的とし、食育及びチーム医療の一員として活躍できる管理栄養士の養成を目指

し、栄養状態を対象者に応じて、総合的に評価、判定するのに必要な理論・技術の修

得をさせるために、教育課程を体系的に編成している。 
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こども健康学科は、子どもの健康を保育・幼児教育の視点から実現できる人材の育

成を目指して保育士養成課程及び幼稚園教員養成課程を設けている。そして、子ども

の健康は健全な生活と遊びを通して育まれることを踏まえ、子どもの遊び指導や子育

て支援に重点を置いた理論系及び演習系科目の充実を図るとともに、学生自身が自然

体験学習を通して健康教育を実践できるよう配慮しつつ、教育課程を構成し体系化し

た。 
 心身マネジメント学科は、人生 80 年時代に突入した 21 世紀社会の健康について、

多角的に学際的に科学していくことを企図し、「こころ」「からだ」「社会」の 3 領域を

調和させながら、バランスよく学ぶ視点から健康を考え、さらに 3 領域個々に高い専

門性を持たせて体系づけている。つまり、健康についての学際的学問領域の再構築を

目指して教育課程を編成している。 

３－１－③ 教育目的が教育方法等に十分反映されているか。 
本学部の 大の特徴は、所属学科の専門性に留まらない点にある。基礎教育科目の

必修科目として 3 学科の主要科目を配置し、例えば健康プロデュース概論にみられる

ように学部学生全員に 3 分野についての基礎的知識を持たせるよう教育方法、カリキ

ュラムに反映させている。前述の通り、健康の獲得には、様々な分野からの複合的、

総合的アプローチが必要なのであって、そのためには自分の専門分野の知識のみでは

物足りない。こうした学際的な部分を深く理解し、その上で自分の専門分野を学ぶこ

とにより、自らの健康観を確立し、実社会においても幅広いニーズに応えられる人材

として成長できる教育である。 
（大学院） 

＜3－1 の視点＞ 

３－１－① 建学の精神・大学の基本理念及び学生のニーズや社会的需要に基づき、

学部、学科又は課程、研究科又は専攻ごとの教育目的が設定され、学則等に定められ、

かつ公表されているか。 
大学院経営学研究科は、平成 8(1996)年に経営情報学部を基礎とする修士課程とし

て設置された。入学者及び地域社会のニーズを考慮しながら、企業経営の中核を担い

得る高度職業人を育成することを教育目標にしている。すなわち、設定した 3 つの領

域ごとに、①「経営」では、激動する時代に対応できる経営能力を養うこと、②「会

計」では、会計のグローバル化に応えた分析力を養うこと、③「情報」では、高度情

報化社会にふさわしい知識と技術を修得させることである。 

 地域社会と連携して、積極的に社会人を受け入れており、履修しやすいよう土曜日

にもわたる授業を開講している。また 2 年間での履修が困難な社会人に対して、単位

修得及び修士論文の指導方法において 3 年・4 年の長期履修も可能とした。現在、1
人の社会人が長期履修している。 

 教育目的は学則に定め、ホームページ等で公表している。 

３－１－② 教育目的の達成のために、課程別の教育課程の編成方針が適切に設定さ

れているか。 

 「経営」「会計」「情報」の 3 つの専門教育領域を設け、具体的には、「経営」では経

営学特論、経営管理特論を柱に、「会計」では管理会計特論、財務会計特論を柱に、「情
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報」では経営情報管理特論、経営情報システム特論を柱に、それぞれに関連した科目

を幅広く開設している。また、現代的企業経営の課題と対策を具体的に研究するため、

「経営特殊講義」を開設している。 

３－１－③ 教育目的が教育方法等に十分反映されているか。 

 大学院の教育は、学部教育との連携が図られている。大学院においては、専任教員

による高度で専門的、理論的な教育だけでなく、学外の専門職業人による実践教育が

なされている。 

（留学生別科） 

＜3－1 の視点＞ 

３－１－① 建学の精神・大学の基本理念及び学生のニーズや社会的需要に基づき、

学部、学科又は課程、研究科又は専攻ごとの教育目的が設定され、学則等に定められ、

かつ公表されているか。 
平成 17(2005)年 4 月に、本学学部への進学をめざす外国人留学生に対して、日本語

能力試験 2 級レベルの日本語教育と日本事情の導入教育を行なうことを目的として、

定員 60 人｛平成 19(2007)年に 40 人に変更｝、修業年限 1 年の留学生別科を開設した。

留学生別科の基本理念は、留学生別科履修要項などにより公表されている。なお、留

学生別科への入学者はすべて本学が友好交流協定を締結している中国の大学からの学

生であり、毎年度秋の中国での説明会・父母会及び入学試験の際、教育目的及び教育

内容の説明（口頭及びパワーポイントを用いた映像にて）をしている。  
３－１－② 教育目的の達成のために、課程別の教育課程の編成方針が適切に設定さ

れているか。 
教育課程の基本方針は、日本で生活を送る上で不可欠な日本社会の仕組みや日本文

化に関する基礎的知識など日本理解を深めるための教育を実施すること、並びに留学

生の日本語教育の徹底と日本語習熟度に応じた履修指導(現在約 15 人の 3 クラス体制)
を実施することの 2 点を中心に編成している。 
３－１－③ 教育目的が教育方法等に十分反映されているか。 

留学生別科のカリキュラムは、日本語修得科目と日本文化(異文化)理解科目及び情報

基礎科目で構成されている。 
 日本語教育に関しては、日本語教育の徹底のため日本語習熟度に応じた履修指導を

実施しており、(約 15 人の 3 クラス体制)能力別クラス編成を行い、担任によるきめ細

かい指導を実施している。入学時の日本語能力テストにより前期セメスターの日本語

教育を A クラスと B クラスに分けて実施している。また 2 ヶ月に 1 回日本語能力テス

トを行い、クラス分けを変更し、能力別クラスによる教育を実施している。 
 また日本語能力試験 2 級合格、または留学生別科修了までに日本語能力試験 2 級と

同等レベルの日本語力を目標として、模擬試験を繰り返して行なうなどの実践的トレ

ーニングを徹底的に行っている。 
（２）３－１の自己評価 

（ビジネスデザイン学部） 

ビジネスデザイン学部の教育目的は、所属学生が講義、演習、体験などを組合せた

教育課程を段階的に履修することで総合的かつ着実に達成されるようになっている。 
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（健康プロデュース学部） 

健康プロデュース学部の教育目的、及び所属する 3 学科の教育目的は、現代社会の

要請に応えるべく、その教育課程や方法を工夫し、学生の要求にも応えられる内容で

ある。その根拠は、「健康栄養学科」では、都道府県知事が認可する栄養士の資格のみ

ならず、厚生労働省から管理栄養士養成施設として認可を受け、管理栄養士国家試験

の受験資格を得ることができるカリキュラムとなっている。さらに、文部科学省から

は「栄養教諭一種免許状」の課程を認可されている。「こども健康学科」では、厚生労

働省から「保育士」資格を、また文部科学省からは「幼稚園教諭一種免許状」の課程

を認可されている。「心身マネジメント学科」では、「中学校教諭一種免許状（保健体

育）」「高等学校教諭一種免許状（保健体育）」の認可を文部科学省よりうけるとともに、

（財）日本体育協会の公認スポーツ指導者資格の「アスレティックトレーナー」「エア

ロビック教師」「エアロビック指導員」「スポーツプログラマー」などの養成校として

認められている他、厚生労働省の外郭団体である（財）健康・体力づくり事業財団の

「健康運動指導士」並びに「健康運動実践指導者」の養成校としても認定されている。

これらの外部の評価を全て満たすカリキュラムを有していることからも、新しい人間

科学、健康科学の領域を教育・研究しようという目的を十分反映した教育方法、教育

内容、教育体制が整備されていることが理解されると考える。 
（大学院） 

大学院では、研究・教育目標に対応した教育課程が定められている。また社会人が 

受講しやすいよう土曜日にも開講している。 

（留学生別科） 
 留学生別科では、大学進学のために日本語能力試験 2 級と同等レベルの日本語力と

いう具体的な目標を掲げ、能力別に実践的トレーニングを徹底的に行っている。 
 来日して 7 ヶ月で、12 月に実施される日本語能力試験 2 級に全員が合格しているわ

けではないが、翌年 3 月の別科修了時に学内で実施する 2 級模試試験では平均 200 点

以上の結果が得られている。この試験結果を見る限り教育目標が教育方法に十分に反

映されている。 

（３）３－１の改善・向上方策（将来計画） 

（ビジネスデザイン学部） 

現在、ビジネスデザイン学部のプロジェクトゼミは、学生の受講希望が少ないもの

は開講しないという規則を適用している。このやり方は学生の希望に沿ったゼミの数

が増えるというプラス効果もあるが、教員側が社会人になる前にこれはぜひ履修して

欲しいと願うゼミが開講に至らないマイナス効果となる。学生の自主性を尊重しつつ、

どのように教育目的に沿う形で学生を誘導するかが改善点の一つである。ゼミテーマ

の分野毎に 低履修科目数を設定するなどの方策を考えている。 
（健康プロデュース学部） 

 設立以来、4 年が経過し、卒業生を送り出すことができ、当学部の社会的責任の 
一端を世に示すことができたわけであるが、完成年度までカリキュラムの変更・改正 
を行うことができず、いくつかの資格に対応しづらい等、授業科目の充実が図りにく

い状況があった。教育目的を達成するためには、再度、学問体系を検証し、年次配当
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の見直しや授業内容の充実を図ることに伴う授業名称の変更などが必要であり実施し

ていく。また、3 学科の専門知識の共有や知的財産の交流など、他大学では見られな

い 3 領域の共同体である本学部の特色が更に活かされる改善・向上方策が今後積極的

に図られることが、他大学との差別化、本学の使命に繋がると考える。 
（大学院） 

1) キャリアアップ、実務ノウハウの習得、資格取得等、社会的要請に応え、より高

度で専門性の高い教育を実現するため、教育課程を改訂し、「経営」「会計」「情報」の

3 つの分野の教育課程を充実する予定である。 
2) 平成 22(2010)年度よりビジネスデザイン学部が完成年度を迎え、ゼミナール教育

を中心とした、充実した学部・大学院一貫教育が図られることとなる。具体的には、

大学院の「経営」、「会計」、「情報」の 3 分野と学部の「経営情報学科」及び「サービ

スと経営学科」の連携ができる。 
（留学生別科） 

 留学生別科では、12 月に実施される日本語能力試験 2 級の合格を一つの目標として

おり、4 月に入学して 7 ヶ月間で、できる限りのレベルアップを図っている。そのた

めに毎年、夏期休暇期間 20 コマ（1 コマ 90 分）の追加授業を行っている。場合によ

っては、30 コマ（日本語の習得力が低い場合）を行っている。この期間に進度の遅れてい

る学生のレベルアップをはかり、後期から教育効果を高めるよう努力している。 
 また日本語能力試験後も、引き続き 2 級レベルの日本語力を確実に身につけられる

よう努力し、日本語習得の進度が遅れている学生に対して春期休暇期間に 10 コマの追

加授業も行っている。 
 
３－２． 教育課程の編成方針に即して、体系的かつ適切に教育課程が設定されてい

ること。 

（１） ３－２の事実の説明（現状） 

（ビジネスデザイン学部） 

＜３－２の視点＞ 

３－２－① 教育課程が体系的に編成され、その内容が適切であるか。 

ビジネスデザイン学部の教育課程の編成は、大きくは 1～2 年次の基礎教育と、3～
4 年次の専門教育に分かれる。基礎教育の段階では人間形成と教養教育に注力してお

り、学科による差異はなく共通である。専門教育の段階では学科による差異を設け、

それぞれが狙いとする専門分野の教育に注力している。ただし基礎教育と専門教育は

分離したものではなく、基礎教育と専門教育の橋渡し・連携を行なう科目群（経営基

礎科目、ことばの力）を設け、学生が基礎教育の段階から専門教育の段階へスムース

に進めるような工夫をしている。 
３－２－② 教育課程の編成方針に即した授業科目、授業の内容となっているか。 

ビジネスデザイン学部の授業科目、授業内容は、上記教育課程の編成大綱のもと、

履修の手引き P11～16 に示すカリキュラム体系として実現されている。 
カリキュラムは、まず大きくは、「共通基礎教育科目」と「専門教育科目」に分かれ

る。 
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・「共通基礎教育科目」は学部内２学科において共通である。それらは「人間教育科目」、

「教養文化科目」、「保健体育科目」、「コミュニケーション科目」、「経営基礎科目」な

どの 5 分野に分かれる。 
・「専門教育科目」は学部内２学科において共通のものと個別のものとに分かれる。 
共通のものは「学部共通科目」である。個別のものは次の通りである。 
経営情報学科：「経営分野」、「会計分野」、「情報分野」、「専門演習」、「特別講義」 
サービスと経営学科：「サービス系分野」、「経営系分野」、「専門演習」、「特別講義」 
履修の手引き P11～16 に示すように、各教育科目には履修年次が設定されており、

教育課程はこの設定のもとで体系的に実現されている。 
３－２－③ 年間学事予定、授業期間が明示されており、適切に運営されているか。 

資料３－２は平成 21(2009)年度の年間学事予定、資料３－１は授業期間と授業日を

示すものである。これらの計画は教務委員会で年度当初に審議され、部長会を経て全

学教授会・全学学部会議の場で全教職員に伝達される。学生には年度当初に配布され

る「学生生活ガイドブック P１」並びに「浜松大学カレンダー」それから電子掲示板

や 1～4 年次の各指導教員から伝達される。 
学事や授業の運営上の問題は、月ごとに開催される教務委員会の場で議論され、常

時適切な運営が図られるようになっている。 
３－２－④ 単位の認定、進級及び卒業・修了の要件が適切に定められ、厳正に適応

されているか。 

単位の認定は、表３－２に基づき厳正に適用されている。これは全学共通である。

進級及び卒業・修了の要件は学部・学科ごとに、表３－４のように定められている。 

また、成績評価基準は履修の手引き及び学生生活ガイドブックに掲載されている。

履修の手引きや履修ガイダンス資料には、授業の方法、1 年間もしくは半期の授業計

画が掲載され、これは年度当初に全学生に学年別・学部別に配布される。 

以上は年度当初、学部・学科・学年ごとに開催される履修及び登録ガイダンスにお

いて、ガイダンス資料や履修の手引きを参考に履修規程の理解をさせる上で用いてい

る。 

３－２－⑤ 履修登録単位数の上限の適切な設定など、単位制度の実質を保つための

工夫が行われているか。 

履修登録単位数の上限設定は表３－４のように学部・学科によって若干異なるが、

いずれも単位制度の実質を保つことにつながる値となっている。 
 また、学生にとって無理のない履修を行わせ、授業時間以外にも自主的に意欲的に

学習可能な時間を確保させる観点から履修登録単位数の上限を設定している。この根

拠となるものは平日の授業時間数合計の 6～7 割が適切であると判断し決定している。 
３－２－⑥ 教育内容・方法に、特色ある工夫がなされているか。 

ビジネスデザイン学部においては、前述（３－１－③）のように、ゼミ中心の教育

方法を採用している。内容的には演習や体験を重視している。具体例の幾つかを以下

に示す。(ｲ)ゼミ中心の教育：プロジェクトゼミ、ホームゼミ  

(ﾛ)演習：アウトドア演習、ミッションへの気付き、ＣＳ実践論、ビジネスゲームなど 

(ﾊ)体験：社会研修（インターンシップ）、サービス接遇体験（プロジェクトゼミ科目
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の一つ） 

（健康プロデュース学部） 

＜3－2 の視点＞ 

３－２－① 教育課程が体系的に編成され、その内容が適切であるか。 

完成年度を経て、各学科とも教育課程の見直しと再編成を実施しており、より体系

的で適切な内容になっている。「基礎教育科目」では、3 学科の学生全てが学ぶべき共

通のカリキュラムとして「教養文化科目」「保健体育科目」「コミュニケーション科目」

という区分を設け、その充実を図っている。 
専門教育課程については、学科ごとにその編成や内容について述べる。 

（健康栄養学科） 
健康栄養学科では、先述した専門教育課程の理念・目的の基本的考え方に基づき、

「専門基礎分野」、「専門分野」及び「関連科目」に大別し、専門的知識と技能を理論

と実践の両面から十分に理解させるために、各科目について講義・演習に加え、実験・

実習を多く開講し履修させている。 
『臨地実習』の領域では、実践活動の場での課題発見、解決を通して、栄養評価･

判定にもとづく適切なマネジメントを行うことができる能力を養うために実習を設け

た。実習施設としては病院、老人福祉施設、保健所・保健センター、学校、事業所な

どに依頼する。『卒業研究卒業ゼミ』では、それぞれの課題について調査・研究を行い、

卒業研究論文をまとめる。またそれぞれの課題について主に文献調査をおこなわせゼ

ミ形式で指導する。 
『社会研修』では、企業、公共団体、NPO、財団等でのインターンシップを通して

健康、栄養について身をもって考え行動する機会を与え、時代の要請に応えることの

できる人材の養成を目指す。 
（こども健康学科） 
教育課程の再編により、科目区分や科目名称の変更、一部科目の統廃合や新設科目

の設置、必修・選択の別や配当年次の見直しなどを行った。また３年次より緩やかな

コース制を導入することにより、進路希望と適性に応じた学習内容の選択の幅を持た

せることを目指しており、より体系的で適切な教育課程となった。 
（心身マネジメント学科） 
 本学科では、完成年度後より高い教育成果の実現に向け、3 領域の科目数や科目内

容でよりバランスをとることや資格関連科目の充実等を方針として、履修の手引き

P50～55 に示す改訂後のカリキュラムの編成を行った。 

３－２－② 教育課程の編成方針に則した授業科目、授業の内容となっているか 

健康プロデュース学部に属する学生の必修科目として、各学科を代表する教員が各

専門分野から健康について論じる「健康プロデュース概論」や、基礎教育の向上を図

るための「コミュニケーションスキルズ I・II」「時事問題演習 I・II」など、学部の教

育課程編成方針に即した授業科目を配置し、実践している。 

（健康栄養学科） 

「健康栄養学科」は、新栄養士法の考え方に基づいて基本的理念を定め、高度な専

門知識・技術を修得した資質の高い管理栄養士を養成するために、上述のように授業



 
浜松大学 

- 30 - 

科目を設定し、教育・指導を展開する。講義、演習、実験・実習とも１学年 80 人の学

生を 2 クラスに分け、1 クラス 40 人単位での授業を行う。これにより、目の行き届い

た効果的な授業ができる。なお、一部の演習、実習については、1 クラス 40 人をさら

に 2 つに分けて行っている。 
（こども健康学科） 
履修の手引き p41～43 に示すように、専門教育科目群の区分を 9 つに分け、各科目

系間・各科目間における相互の関連や連携に留意しつつ、広範かつ精緻な教授―学習

活動が展開されるよう配慮している。 
（心身マネジメント学科） 
本学科では、3 領域の基幹となる科目は、「基幹科目（必修）」として学生全員の学

びとし、また、「基幹科目（選択）」も各領域の科目をそれぞれから 低 3 科目 6 単位

ずつは必ず修得させるよう配慮した。学生が、人間のこと、健康のことを学ぶ上で必

要な内容は、領域によらず複合的に学んでいけるように特徴づけている。また、「発展

科目」「関連科目」「専門演習」などを設け、高度な専門性までも追求できる授業科目・

内容を整備している。 
３－２－③ 年間学事予定、授業期間が明示されており、適切に運営されているか。 

資料３－２は平成 21(2009)年度の年間学事予定、資料３－１は授業期間と授業日を

示すものである。これらの計画は教務委員会で年度当初に審議され、部長会を経て全

学教授会・全学学部会議の場で全教職員に伝達される。学生には年度当初に配布され

る「学生生活ガイドブック P１」並びに「浜松大学カレンダー」それから電子掲示板

や 1～4 年次の各指導教員から伝達される。 
学事や授業の運営上の問題は、月ごとに開催される教務委員会の場で議論され、常時

適切な運営が図られるようになっている。 
３－２－④ 単位の認定、進級及び卒業・修了の要件が適切に定められ、厳正に適用

されているか。 

単位の認定は学部全体で表３－２に基づき厳正に適用されている。進級及び卒業・

修了の要件は学科ごとに表３－４のように定められている。 
また成績評価基準は履修の手引き及び学生生活ガイドブックに掲載されている。履

修の手引きや履修ガイダンス資料には、授業方法や年間もしくは半期の授業計画が掲

載され、年度当初に全学部生に学科別・学年別に配布される。 
以上は年度当初、学科・学年ごとに開催される履修及び登録ガイダンスにおいて、

ガイダンス資料や履修の手引きを参考に履修規程の理解をさせる上で用いている。 
３－２－⑤ 履修登録単位数の上限の適切な設定など、単位制度の実質を保つための

工夫が行われているか。 

履修登録単位数の上限設定は表３－４のように学部・学科によって若干異なるが、

いずれも単位制度の実質を保つことにつながる値となっている。 

 また、学生にとって無理のない履修を行わせ、授業時間以外にも自主的に意欲的に 

学習可能な時間を確保させる観点から履修登録単位数の上限を設定している。この根 

拠となるものは平日の授業時間数合計の 6 割程度が適切であると判断し決定している。 
３－２－⑥ 教育内容・方法に、特色ある工夫がなされているか。 
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本学部の 大の特徴は、所属学科の専門性に留まらない点にある。1 年次に全学部

生必修科目として「健康プロデュース概論」を設け、各学科代表教員が分野ごとに健

康を論じる授業を設定するほか、「食生活と健康」「いのちの倫理」「健康とスポーツ」

など「基礎教育科目・教養文化科目」の必修科目を中心として 3 学科の主要科目を配

置し、学部学生全員に 3 学科で学ぶ領域の分野についての基礎的知識を持たせる工夫

を行っている。 
（健康栄養学科） 

高齢化社会に対応して、食介護の講座を設置している。また実務に強い栄養士、管

理栄養士を養成するために、実験実習科目を充実させている。 

（こども健康学科） 

 本学科は、自然体験学習を積極的に授業やゼミ活動などに活用していることが、教

育の内容と方法の両面においての特色である。また学外でのボランティア活動を「社

会体験実習」として単位化するなど、学生の幅広い活動を教育活動として認め奨励す

ることとした。 

（心身マネジメント学科） 
本学科では、3 領域それぞれにおいて、講義と演習、実習科目を整備している。また、

「専門演習」「卒業研究」を通じて、より専門性を高めることを特色としている。 

（大学院） 

＜3－2 の視点＞ 

3―2―① 教育課程が体系的に編成され、その内容が適切であるか。 

 大学院では、「経営」「会計」「情報」の 3 つの専門教育領域を設け、カリキュラム編

成を行っている。 

 修了要件 30 単位のうち、演習 8 単位が必修、選択した演習の領域に関連して 22 単

位が選択となり、専門領域を重点的に研究できるカリキュラム編成となっている。 

3―2―② 教育課程の編成方針に即した授業科目、授業の内容となっているか。 

 3 つの専門教育領域の目標にふさわしい科目配置、授業内容になっている。 
3－2－③ 年間学事予定、授業期間が明示されており、適切に運営されているか。 
 一回の授業時間は 90 分とし、単位換算において 2 時間としている。15 回 30 時間で

2 単位とする。 
 学年、学期及び休業については、本学学則第 10 条を準用し、年間行事予定表及び曜

日別授業日（前期・後期）の表にて行事予定及び授業期間・授業日を定めており、15
週の授業時間を確保している。 
３－２－④ 単位の認定、進級及び卒業・修了の要件が適切に定められ、厳正に適用

されているか。 
修了要件 

 大学院修士課程に 2 年以上在学し、選択した領域で 22 単位以上、演習 8 単位を含

めて 30 単位以上修得し、かつ学位論文の審査に合格すると修士の学位が授与される。

修士論文作成に関しては、2 年間の演習の授業において論文指導が行なわれる。2 年次

5 月には修士論文の表題を研究委員会で確認して確定する。2 月に論文審査及び口述試

験により 終審査を行う。 
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  単位認定 
 入学前に大学院で習得した単位について、10 単位以内で認定している。また、大学

院在学中に他の大学院で習得した単位について、10 単位以内で認定している。 
３－２－⑤ 履修登録単位数の上限の適切な設定など、単位制度の実質を保つための

工夫が行われているか。 

大学院では筆記試験、レポートや平常点により評価する。成績評価の基準は表 3―2
に示すとおりで、優、良、可を合格として所定の単位を与えている。 

３－２－⑥ 教育内容・方法に、特色ある工夫がなされているか。 
ハンディターミナルを用いて出席をとり、全学生の授業への出席状況を把握できる

ようにしている。 
（留学生別科） 

＜3－2 の視点＞ 

３－２－① 教育課程が体系的に編成され、その内容が適切であるか。 

留学生別科のカリキュラムは、日本語修得科目として「日本語」34 単位及び「日本

事情」、「情報基礎」、「別科セミナー」など基礎教育科目 12 単位で構成されている。必

修科目 44 単位中の 34 単位を日本語修得分野科目に振り分け､日本語教育の徹底を図

っている。 
３－２－② 教育課程の編成方針に即した授業科目、授業の内容となっているか。 

 「日本語」教育では、文法、読解、文字・語彙、聴解、作文といった日本語学習の

基本科目を習熟度別に積み上げ学習で実施している。 

 「日本事情」では、日本の文化・社会の理解を中心に異文化理解の助けとなり、日

本社会にスムースに入ることができる知識の強化を目指している。「情報基礎」では、

大学に進学して困らないように基本的なパソコン技能を中心に勉強している。「別科セ

ミナー」では、年間学事予定の連絡、学内の催し物の準備等のホームルームを実施し

ている。また補習授業も行っている。 

３－２－③ 年間学事予定、授業期間が明示されており、適切に運営されているか。 

 学期の 初に年間行事予定、授業期間などを記載した要綱を全員に配布し、周知さ

せている。行事に関しては「別科セミナー」で適宜、説明し周知徹底を図っている。 

３－２－④ 単位の認定、進級及び卒業･修了の要件が適切に定めらね、厳正に適用さ

れているか。 

 出席日数が授業時間の 80％に達しない時は、原則として当該授業科目の修了の認定

を行っていない。成績は、平常点、定期試験を総合的に勘案し評価をしている。 
 必修科目で「不可」を取得した学生に対しては、自宅学習をする一定の期間{平成

20(2008)年度では 3 週間}を与えた後、再試験を行っている。 
 留学生別科に 1 年在学し、必修科目 44 単位の授業科目を履修した者に対して、修了

認定を行ない、学部に進学するための大学進学試験を課している。進学判定後、合格

者は大学進学となり、不合格者は、さらに 1 年の別科在学の延長、または中国へ帰国

のどちらかとなる。 
３－２－⑤ 履修登録単位数の上限の適切な設定など、単位制度の実質を保つための

工夫が行われているか。 
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 前期・後期とも学則で定められた履修単位数があり、この上限を超えることはない。 

３－２－⑥ 教育内容・方法に特色ある工夫がなされているか。 

 日本語科目を担当する全教員が連携しながら効率よく授業を進められるように専任

の教員が授業計画表を事前に作成し、教員間の連携を保っている。学生の習熟度に応

じ、授業内容、計画を柔軟に適応できるように専任教員が全非常勤教員と授業後も常

に連絡を取り、科目ごとの学生の出席、授業日誌にも欠かさず目を通している。また

学生の学習に対する意気込みを絶やさぬように小テストの結果を一覧にして掲示した

り、毎週授業ノートを提出させ確認し、適宜クラス替えも実施している。 

（２） ３－２の自己評価 

（ビジネスデザイン学部） 

教育課程は、その編成方針に即して体系的かつ適切に設定されている。学生には授

業日、各授業科目の内容、単位取得の要件、半期毎の履修登録単位数上限などが年度

の初めに文書で配布され、履修上及び卒業上の混乱が起こらないようになっている。 
（健康プロデュース学部） 

教育課程は、各学科の編成方針に沿って基礎科目から応用科目へと体系的に履修で

きるよう設定されている。完成年度を経て、各学科の教育課程についての反省点や入

学者の実態を考慮して教育課程の再編を実施した点、また 1・2 年次の基礎教育科目に

おいて「コミュニケーションスキルズ I・II」や「時事問題演習 I・II」のような各専

門への導入科目を受講させる一方、3・4 年次での専門学習力の習得に力を入れるなど、

基礎力と専門力のバランスを図っている点などを自己評価している。 
（大学院） 

大学院においても、 新の学問成果を学び、理論的・実証的な研究を経営、会計、

情報の領域で学び、企業経営の中核を担いる高度職業人を育成するという研究目標に

沿った教育課程となっている。さらにキャリアアップ、実務ノウハウの習得、資格取

得及びリフレッシュ等の要請に応えるよう、高度で専門性の高い教育にしている。 

（留学生別科） 

留学生別科では学部入学後に学習に支障をきたさないように、修了試験を厳格に実

施し、不合格者は 1 年留年させている。別科の修了率を高めるより、実質的な日本語

力のない者は修了できない。 
（３） ３－２の改善・向上策（将来計画） 

（ビジネスデザイン学部） 

シラバスは年々、大部のものになっている。これは学生にとっては自身に必要な情

報にたどり着くために要する負担が増えることを意味する。履修の手引きは検索機能

を持たせた上で電子化するべきである。現在、ここ 2～3 年のうちに電子化するための

準備を進めている。 

（健康プロデュース学部） 

現在の 3 学科間の学習連携を発展させることが改善・向上策の柱になると考えてい

る。また学生に自己実現のためのキャリア選択を強く意識させる必要性から、平成

21(2009)年度入学生より、「職業・キャリア開発論 I・II」を履修科目群に取り入れた。 
（大学院） 
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1) より高度で専門性の高い教育の実現のため、「経営」「会計」「情報」の 3 つの分野

を充実する、新たな科目を配置する。 
2) 大学内外を問わず、新たな教員、専門職業人を迎え、より充実した授業展開を図る。 
3) 修士論文の評価については、できるだけテーマに則した担当教員を副査として配置

すること、及び「修士学位論文の作成・提出要項」と「修士論文執筆要項」を充実

することにより、適切な指導や評価が可能となる。 
4) 他大学との協力及び共同研究活動と同時に、今後は国際的な学術研究活動を推進す

る予定である。 
5) 修士課程だけを設置しているが、さらに社会的要請に応える意味でも博士課程の設

置を検討する。 
（留学生別科） 

 留学生別科への入学者は本学と友好交流協定を締結している中国の大学からの学生

であり、現地に本学園として 2 人の日本語教員を派遣し教育に当たるとともに学生の

情報等も収集する。さらに、留学後の半期間は同じ教員が本学にて教育にあたり、日

本語教育だけでなく生活指導・支援を行っている。 

 

３－３．教育目的の達成状況を点検・評価するための努力が行われていること。 

（１） ３－３の事実の説明（現状） 

（ビジネスデザイン学部） 

学生の学習状況については、毎回の授業への出席状況をハンディターミナルで集計

し、欠席が連続するような場合には、担任経由でその学生に忠告を与えている。 

資格取得については、ビジネスデザイン学部はプロジェクトゼミの中に資格取得系

科目群を設け、その科目を担当する各教員が受講学生の資格取得状況を、自身の授業

の成果として把握するようにしている。 

（健康プロデュース学部） 

当学部における教育目的の達成状況の点検・評価体制は学科ごとに徹底されている。

本学の FD 活動に基づき、授業公開・授業方法研究会や授業調査を行っている点、ま

たハンディターミナルの活用により授業欠席状況を把握し、学生指導に役立てている

点などは学部共通である。 
健康栄養学科においては、各授業では学生の出席状況を把握し欠席の多い学生には

個別に指導している。さらに積極的に FD を実施し教育力の向上を図っている。資格

取得については模擬試験、国家試験出題各分野の補習、学生のグループ学習などを実

施し国家試験対策を行っている。 
こども健康学科においては、１期生（平成 20(2008)年度卒業生）の保育士資格取得

率は 100％、幼稚園教員一種免許取得率は 84％であった。この資格取得率と免許取得

率に差異が生じた反省点を、今回の教育課程再編成にコース制の導入によって反映さ

せている。卒業生の就職後の進路先は、保育所を含む児童福祉施設、幼稚園を含む幼

児教育関連、公務員、一般企業、科目等履修生などであった。 
心身マネジメント学科では、3 領域に関する資格があるが、「健康運動実践指導者」

資格においては、実技試験の合格率は 100％であったが、理論試験では全員合格に至
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らなかったため、理論系の資格関連科目は学生の理解度の精査や補講等を行っている。 

（大学院） 

 税理士の資格試験の会計系で 1 科目免除の状況等から教育目的の達成状況を点検し

評価するようにしている。 

（留学生別科） 

 日本語の能力試験 2 級レベルの日本語力養成を目標にして授業を行ってきたが、学

生に対して、学習状況等に関する意識調査の特別なアンケートは実施してこなかった。

しかし欠席者・遅刻者には、その都度、面談を実施するとともに、日本語学習が遅れ

ている学生に対しては、個別授業を課す等し、学生の様子を確認している。 
（２） ３－３の自己評価 

（ビジネスデザイン学部） 

当学部においては、教育目的の達成状況を、各教員が履修期間中の節目において常

に把握できるようになっている。 

具体的には、大人数の集合教育においては、クラス毎に教室内での座席を定め、ク

ラス別の出席率が学生にも教員にもはっきりと分かるようにしている。演習系の授業

においては、Web に教材を掲載し、演習に遅れた学生も進んだ学生も、復習、自習、

予習をマイペースで行え、その結果が教員に伝わるようにしている。プロジェクトゼ

ミ科目のうちの資格取得系の授業においては、合格率等の指標によりその授業の成果

（目的達成度合い）を定量化し、これを次年度の履修の手引きに記載し、学生の科目

選択時の情報として提供している。また、授業の何回か毎にミニテストを行い、教員

が学生の履修状況を節目毎に確認できるようにしている。一方ミニテストの成績は期

末テストの成績に加算され、出席点と合わせて期末の成績判定が行われるので、学生

の授業参加意欲を促すことにも寄与している。 

（健康プロデュース学部） 

学部の教育目的達成状況の自己評価は、学科ごとに以下に述べる。 
 健康栄養学科は、国家試験をめざす学生の熱意に個人差がみられる。また国家試験

合格者の人数は満足のいくものではなかった。 
こども健康学科は、100％の保育士資格取得と就職内定率を達成していること、保育

士資格や幼稚園教員免許を活用する保育現場に約８割が就職していることから、保育

士養成課程と幼稚園教員養成課程の使命は果たしていると考える。一方、幼稚園教員

免許を取得しなかった 2割の卒業生のうち、2人は科目等履修生となって学習を続け、

他 10 人がそろって一般企業に就職した現状は、各自の適性と希望に応じた進路選択の

幅を広く持たせた結果であると判断している。保育とこどもの健康について学んだ卒

業生を輩出することは、学科として社会に貢献するものだと考える。 
心身マネジメント学科では、教育目的の達成状況を各教員が把握し、それぞれの科

目におけるさらなる FD 活動の成果が望まれる。特に資格関連科目においては、学生

の理解度の精査に伴う補講等の時間、専門教員の役割、各学生の課題に即した補講計

画等を考える必要がある。 

（大学院） 

税理士の資格試験の会計系で 1 科目免除については一定の成果を収めている。 
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（留学生別科） 

統計的なアンケートは課してこなかったが、各学期の 終授業日（別科セミナーの

時間帯）に学生「学習に関する意見」を書かせているので、学生から挙げられた意見

や日々の学生とのやり取りにより、学生の意識を確認している。しかし、統計的な評

価にはならないので、教育目的の達成状況の傾向をつかむことはできていない。一方

で、学生の個別指導に力を入れているので、その点では、学生の学習状況等を把握す

る努力はしている。 

（３） ３－３の改善・向上方策（将来計画） 

（ビジネスデザイン学部） 

教育目的の達成状況を点検・評価する努力は現状では各教員の創意工夫によって行

われている。達成状況の指標を学部の基準で定量化・標準化してデータとして蓄積す

れば、各教員の努力はより大きな効果となって現れるはずである。例えば履修上の問

題のある学生を複数教員が見守り、問題解決に向けて支援の手を差し伸べることがで

きるようになる。現在、この方向で検討を進めている。 
（健康プロデュース学部） 

健康栄養学科では、国家試験合格に向け、現体制を精査して一層の努力を傾ける。 

完成年度後のこども健康学科においては、保育士資格取得を卒業要件に組み込まず、

3 年次からのコース制導入により、各自の適性に応じた自由な学習と進路選択の幅を

より広いものにできると考える。即ち学生の進路希望先に関わらず、学生の学習意欲

を 後まで損なうことなく、必要かつ有意義な教育活動を実践できる柔軟性と応用性

を持つ教育課程になると期待している。 

心身マネジメント学科では、現在再編成されたカリキュラムの教育課程が遂行され

ている。今後、毎期・毎年、全科目において学生の学習状況や理解度の精査等による

点検・評価を行うことで、さらなる教育目的の達成度の向上を目指す。その評価によ

り、教育方法や教育内容の改善を図る。 
（大学院） 

資格試験の免除を目指す社会人にとって、学び易い環境の整備を必要とする。 
（留学生別科） 

学生との個別対応、意見書はもちろんのこと、12 月の日本語能力試験終了後、学習

状況・意識調査のアンケートを実施し、統計的な傾向を把握する予定である。それに

より、教育の達成状況を見直し、よりよい教育を目指していく。 
【基準３．の自己評価】 
（ビジネスデザイン学部） 

教育課程は現段階では本学全体を通して適切に組み立てられ実施・適用されている。 
（健康プロデュース学部） 

 当学部の教育課程は、完成年度を経た再編によって、3 学科の特色を活かしつつ、

より適切に運用されている。 
 健康栄養学科では新カリキュラムにおいて、卒業要件単位数を減らし学生の負担を

軽減した。国家試験の準備を考えてのことである。 
 こども健康学科では、単位実習の配当年次に関しては、厚生労働省指導との整合性



 
浜松大学 

- 37 - 

が今後の課題となり得る。 
心身マネジメント学科の教育課程を評価すると、改訂前のカリキュラムでは、卒業

生の動向や卒業研究発表などから一定の評価はできる。ただし、より 3 領域のバラン

スを高め、資格科目の充実を図る目的で改訂後のカリキュラムを編成した。現在は改

訂後のカリキュラムの点検・評価を行う段階となっている。 

（大学院） 
社会人が受講しやすいように開講日や開講時間を考慮し、 近の学問成果を学び、

高度職業人を育成するという研究目標に沿った教育課程となっている。さらに、高度

で専門性の高い教育にしている。 

（留学生別科） 
 別科では 1 年で日本語能力試験 2 級レベルの日本語力養成を目標にして年間学事予

定や履修・成績評価、履修の手引きを作成してきた。しかしこれで目的が十分達成さ

れたとは言えない。 
【基準３．の改善・向上方策（将来計画）】 
（ビジネスデザイン学部） 

ビジネスデザイン学部については、完成年度後を見据えて教育課程や教育方法の見

直し、さらなる改善検討を今から始めておくことが必要である。当学部においてはそ

のための組織を既に立ち上げている。また教育目的の達成度合いの点検・評価を行う

仕組み作りを標準化して教員間でデータを共有すれば、学部の一体感も高まり教育の

質向上も期待されるところである。これについては検討段階にある。 
（健康プロデュース学部） 

今後学部内に新設される学科構想もある中、各分野・学科間で健康をテーマにした

教育実践をどのように連携連動させ、教育課程として充実させていくかが、将来計画

の課題である。 
 各学科とも現在遂行中の改訂後のカリキュラムの点検・評価を踏まえて、全科目に

おける教育内容・教育方法等の改善を図っていく。 
（大学院） 

修士課程だけを設置しているが、さらに社会的要請に応える意味でも博士課程の設

置を検討する。 

（留学生別科） 

別科のカリキュラムが教育目標の一つである日本語能力試験 2 級レベルの日本語力

養成に合うように、学生の反応や教育効果を調査しつつこれからも改善していく。 
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基準４．学生 

4－1． アドミッションポリシー（受け入れ方針・入学者選抜方針）が明確にされ、 
    適切に運用されていること。 
（1）4－1 の事実の説明（現状） 
＜4－1 の視点＞ 
4－1－① アドミッションポリシーが明確にされているか。 

本学では、各学部学科の目的とする人材養成について、本学学則第 1 章総則（目的）

の第 1 条で述べている。この学則の目的に沿った学生を受け入れることが本学のアド

ミッションポリシーである。また、大学院においては、大学院学則第 1 章（目的）第

1 条で述べており、研究科の専攻に応じて、次代の研究者養成と専門的職業人の育成

という目標を掲げてアドミッションポリシーとし大学案内と募集要項に明示している。 
４－１－② アドミッションポリシーに沿って、入学者選抜等が適切に運用されてい 

るか。 

本学は、本学学則第 1 章総則（目的）の第 1 条を踏まえたアドミッションポリシー

を入学者選抜で運用し実施している。入学者選抜には、推薦入試、奨学生入試、一般

入試、センター試験利用入試、AO 入試、特別入試がある。 
1) 推薦入試は、本学への入学を強く希望する学生が、出身学校長の推薦に基づき、

尚且つ一定以上の学力と適性を有しているかを判定する。そのため、面接、調査書、

小論文を課している。 
2) 奨学生入試は、単に経済的援助を目的にするのではなく、広く全国から意欲にあ

ふれた学力の優秀な学生を募り、資質ある者をさらに育成して、将来、社会で活躍す

る人材を出すことを目的としている。そのため、学力試験を重視するが、調査書の内

容も考慮して総合的に判定する。 
3) 一般入試は、学力試験を判定の基本とし、調査書の内容も考慮して総合的に判定

する。また、遠方に所在する高校からの優秀な生徒の受験機会を提供するために、本

学、静岡、豊橋を含む多地域で実施している。 
4) センター試験利用入試は、センター試験での結果を本学の一般入試と同様に扱う

もので入学志願者により多くの機会を与えることを目的とする。従って、本学の個別

学力試験は課さない。 
5) AO 入試は、本学への志望理由が明確である志願者に対し、本人の勉学意欲、能力、

資質などを面談・面接等を通して、本学のアドミッションポリシーに応えられるかど

うかを判断し、入学を決定する選抜方式である。各学科のアドミッションポリシーは

以下の通りである。 

経営情報学科 

・ 企業や社会の現実を演習や体験を通して学びたい人 

・ ビジネスの仕組みを理解して事業を起こしたい人 

・ 経営データをコンピュータで分析してわかりやすく表現する力を付けたい人 

・ 会社経営や社会貢献に必要な考え方やものの見方を学びたい人 

サービスと経営学科 

・ サービスの価値を理解して経営に生かしたい人 

・ サービスを実現する技術と知識を学びたい人 

・ ビジネスの現場で人に感動を与える喜びを見出したい人 
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・ これらの基になるコミュニケーション能力や思いやり・もてなしの心を磨きた

い人 

健康栄養学科 
 

・ 管理栄養士、栄養教諭という資格に関心があり、資格を取ることに意欲のある

人 

・ 人と関わることが好きな人で、行動力があり健康についての指導者・教育者に

なりたい人 

・ 食と健康や疾病について科学的に研究したい人 

こども健康学科 
 

・ こども達の生活（遊び、文化、健やかな育ちなど）に興味関心や問題意識を持

ち、これらに関わる職業に就くことを希望するとともに、その夢の実現に向け

た不断の努力を惜しまない人 

心身マネジメント学科 

・ スポーツ、医療、福祉、教育といった健康に関わる現場、及び社会の様々な環

境で、自己の活躍の場をマネジメントし、健康という視点から身体、心理、社

会について学んだり研究することに意欲のある人 

6) 特別入試は、帰国生、社会人、外国人留学生を対象とした入試である。募集要項

は「特別入学試験学生募集要項」で別途定めている。小論文、面接、調査書を課し、

能力、適性を総合的に判定する。 
なお、各学部学科の試験種別ごとの試験科目及び選考方法の詳細については、学 

生募集要項に定めている。また、本学と友好交流協定を締結している中国の大学等か

らの受け入れについては IV.特記事項 1 に記述した。 
また、大学院入学試験においては、専門領域の学科試験、語学、口述試験によって

判定している。また当該分野で経験豊かな者には社会人入学の枠を設け、語学の学科

試験を免除している。外国の大学を卒業した者には専門領域に関する小論文の試験を

課し、語学の学科試験を免除している。 
４－１－③ 教育にふさわしい環境の確保のため、収容定員と入学定員等、在籍学生

数並びに授業を行う学生数が適切に管理されているか。 
 本学は、近年、新学部の開設及び学部の改組転換がおこなわれ、現在、健康プロデ

ュース学部、ビジネスデザイン学部、保健医療学部からなる。過去 5 年間の学生募集

は下記の通り実施された。           （○印は学生募集の実施を表す。） 
学部 学科 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

経営情報学科 ○ ○ 募集停止 募集停止 募集停止 
経営情報学部 情報ネットワ

ーク学科 ○ ○ 募集停止 募集停止 募集停止 

国際経済学部 国際経済学科 ○ ○ 募集停止 募集停止 募集停止 
健康栄養学科 ○ ○ ○ ○ ○ 
こども健康学

科 
 

○ ○ ○ ○ ○ 健康プロデュ

ース学部 
心身マネジメ

ント学科 ○ ○ ○ ○ ○ 

経営情報学科   ○ ○ ○ 
ビジネスデザ

イン学学部 サービスと経

営学科   ○ ○ ○ 

理学療法学科     ○ 
保健医療学部 

作業療法学科     ○ 

従って、上記の学生募集による入学定員、入学者数、収容定員、在籍学生数等の過
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去 5 年間の推移の全体像は、以下の通りである。学部学科ごとの詳細については、表

４―２に示してある。 
 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 
入学定員 570 570 550 550 630 
入学者数 512 575 473 410 447 
入学定員充足率 0.90 1.01 0.86 0.74 0.71 
収容定員 2095 2055 2210 2410 2485 
在籍者数 1603 1747 1870 1999 1945 
収容定員充足率 0.77 0.85 0.84 0.83 0.78 

この表から分かるように、入学定員充足率（入学者/入学定員）は、平成 18(2004)
年度に 1.01 と定員を満たしたが、それ以降は減り続けている。この推移と同時に収容

定員充足率もまた右下がりになって、本年度はついに 0.78 と 8 割を割っている。 
このように数年間にわたって、収容定員割れを起こしているが、受験者を全入させ

ることはない。本学における教育の質を保つために、調査書の活用及び試験科目の得

点で学部学科教育の基準に達している学生のみ入学を許可している。 
授業は、内容に応じて、講義と演習の 2 種類の形態がある。講義形態の授業は、比

較的大人数であるが、極力一方的な授業スタイルは避け、質問・応答を重視する双方

向型の授業スタイルを取り入れている。また、講義科目といえども、教育の質が落ち

ないように、授業の内容によって、受講生が多い場合には、同一の科目を複数設定し

たり、学科ごとに学生を振り分けるといった様々な受講調整を行っている。語学や情

報等の演習科目や実習科目においては、受講者数は平均 20 人程度で、40 人を許容範

囲とするなど可能な限り少人数にしている。また、学部によって 1 年生の英語では、

学生の学習歴に照らした習熟度別授業も取り入れながら少人数での授業を展開して、

教育効果が上がるように配慮している。その他、演習形態の授業の中には、5～6 人の

グループで協力して考え、それをまとめて発表するといった協同学習を取り入れてい

るもの（ミッションへの気づき、ビジネスゲーム等）もある。 
 大学院では、平成 19(2007)年度と平成 20(2008)年度の収容定員 30 人に対して在籍

者数は 42 人と収容定員を上回っている。これは平成 19(2007)年度の定員充足率

153.3％という結果となったことが原因であり、こうした状況に対して、合否の判定に

対策を実施し、現在は 1 学年当たり 20 人未満程度の入学者数となっている。 

（２）4－1 の自己評価 
1) アドミッションポリシーについては、学則に沿って各学部学科で、具体的に提示

している。なお、募集においてアドミッションポリシーの周知を計るために、大学案

内・学生募集要項・ホームページの作成や受験情報誌への掲載、さらに入試説明会及

び相談会・オープンキャンパス・高校訪問を実施している。 
 また、友好交流協定を締結している中国の大学に対しては、毎年１回、現地にて父

母会・相談会並びに説明会を実施し、建学の精神を踏まえたアドミッションポリシー

を説明し好評を得ている。 
2) 入学者選抜においても、各学部学科のアドミッションポリシーを反映した試験種

別・試験科目を設定している。 
3) 本学は、近年、学部の新設・改組転換による教育内容の変遷と学生の定員割れと

いう事態に直面しているが、その教育環境に応じた教員スタッフの配置及び施設の配
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備は適正に行われている。 
大学院のアドミッションポリシーは明確に示している。入学者数は収容定員を大幅 

に上回ることのないよう、適切な判断を必要とする。 
（３）4－１の改善・向上方策（将来計画） 
1) ビジネスデザイン学部は、改組転換により教育方法が大きく変ったのであるが、

この点について十分に伝えられていたかは疑問が残る。座学だけでなく体験型学習や

協同学習を多く取り入れ、それによって意欲・動機付けを高め、なおかつビジネスの

基本となるコミュニケーション能力を養う教育を実践していることを、学部内容の紹

介とともにより分かりやすく広報していく。 
健康プロデユース学部は、学部・学科の特色並びにアドミッションポリシーも明確

で、浜松及び周辺地域ではユニークな存在であった。しかし、開設から 2 年間は定員

を充足したものの、3 年目からは入学者の減少が始まった。その一因は、同系の学部

学科が近隣の大学で開設されたことである。資格・免許取得を要する専門家を養成す

る学部・学科であることが大きな特徴であるので、今後もその特色を一層充実させる。

さらに、平成 21(2009)年度改訂した新カリキュラムでは、ビジネスデザイン学部で行

っているように、専門を学ぶための基礎科目の見直しや座学だけでなく、体験・協同

学習などを科目に取り入れ、教育方法も見直すことによって、教育効果の向上を図っ

ている。 
2) 推薦入試及び AO 入試で入学してくる学生が増加傾向にあるので、このような学

生に対する入試のあり方についてさらに整備して選抜方法の精度を高めていく。しか

し、一方で学力重視の学生を確保することも大学の発展にとっても重要であるので、

一般入試や奨学生入試など、学力試験を課した選抜方法を利用してくる受験者や入学

者の増加を図る。 
3)  今後、健全な教育体制を維持・発展させていくためには安定した経営が必要であ

り、定員を確保することが急務である。 
また、本学と友好交流協定を締結している中国の大学からの留学生受け入れについ

ては、現地の派遣日本語教師と十分な協議をし、日本語教育の充実を図るための適切

なカリキュラムを作成して教育環境をさらに整える。 

大学院では、受験者数の状況から入学定員の見直しをするのが望ましい。 
４－２． 学生への学習支援の体制が整備され、適切に運営されていること。 
（１） ４－２の事実の説明（現状） 
＜4－2 の視点＞ 
４－２－① 学生への学習支援体制が整備され、適切に運営されているか。 
本学では、学生が充実した学生生活を送ることができるように、様々な取組みを行 

っている。4 年間という限られた期間であるため、学生は入学のスタート時点から、 
特に高校と大学での授業や学習方法の違いを認識し、目的意識を持って主体的に勉学 
に臨むことが肝要である。まず、基礎教育センターで入学予定者に対して入学前準備 
教育を行い、特に推薦や AO 入試による早期入学決定者の学習習慣の維持、基礎学力・

スタディスキルの向上を計るためワークブックによる通信教育、スクーリング、

E-Learning を実施している。以下では入学前準備教育をもとに、入学後も継続して学 
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業を実りあるものにするために行っている支援体制について述べる。 
1) 指導教員制度 
本学では、4 年間を通して、学業上の諸問題はもちろんのこと、一身上のことなど、

在学中に起こる幅広い問題について教員が相談にのり、適切な指導、助言を与える指

導教員制を行っている。 
ビジネスデザイン学部では、1～2 年生の「ことばの力 I～IV」、3～4 年生の「ホー

ムゼミ I～IV」の授業担当者が指導教員になる。一方、健康プロデユース学部では、1
年生が「コミュニケーションスキルズ I～II」、2 年生が「時事問題演習 I～II」、3～4
年生では専門演習、卒業研究、実習等の授業担当者がその任に当たる。保健医療学部

では、初年次の「医療基礎セミナー」、4 年生の「卒業研究」といった科目が相当する。

こうした授業を通して学生が社会人としてのコミュニケーション能力を身に付け、尚

且つ大学での学習活動を充実したものにするため、学業と生活全般についての指導を

行っている。さらに上記での指導の下に、全学的に制度として新入生セミナー、個別

面談、出席管理を実施しているので、これについて概略を説明する。 
（ア）新入生セミナー：新入生に対して各学科で毎年 4～5 月に 2 泊 3 日の新入生セ

ミナーを実施している。大学生として主体性を持って生活と学業がスタートできるよ

う指導を行っている。具体的な目的は、以下の通りである。 

・新しく大学生になった者としての自覚、責任感、マナーを養う。 

・坐禅体験を通し、自己を見つめ直すとともに心身の統一を計る。 

・建学の精神、学生生活、授業、履修等に関するガイダンスを受け、大学生活の基

盤を作る。 

・学生と教職員との間の信頼関係を築く。 

・学生同士の良好な人間関係を築く。 

なお、セミナーでの内容は、学長講和、坐禅、学科ごとの研修活動、清掃・食事準備

の労作からなっている。 
（イ）個別面談：指導教員は随時、個別面談を行っているが、事情によっては保護者

も交えている。また、前期・後期の始めに、基準の単位を取得していない成績不振の

学生や出席状況が思わしくない学生に対して定例の個別面談が設定されている。さら

に 9 月当初には地区別父母会が開催され、指導教員と保護者での面談も行われる。学

年末には成績不振者や留年生に対して、指導教員、学生、保護者との三者面談が行わ

れる。なお、新入生に対しては１年前期に全員、面談を行っている。 
（ウ）出席管理：出席管理のために、ハンディターミナルと呼ばれる出席読み取り機

器を多くの授業で活用している。授業担当教員が各自のハンディターミナルで出席を

とり、PC を使ってデータを取り込み、教務課より指導教員に出席状況を配信している

ため、授業担当者の成績評価の参考資料となるだけでなく、指導教員の重要な個別面

談資料になる。出席の状況は、学業に対する学生の意欲の程度を示すもので、学業の

成果と相関関係にあることはこれまでの経験から明らかである。 
2) PAS( Personal Advisory System ) 
指導教員制度は、担任の教員が学生の学習方法や生活全般にわたるアドバイスをし 

たり、相談を受ける制度であるのに対して、PAS は専門分野の学習内容や授業内容に
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ついて学生が教員の指定する時間帯に研究室を訪れ、個別の指導を受けることができ

る制度である。この制度は他大学において、しばしばオフィスアワーと呼ばれている

ものに相当する。 
 4 月当初に学内掲示で、教員の PAS の実施日時、担当科目、専門領域・資格、具体

的な支援内容等が知らされる。指導した教員は、学期末ごとに報告書を教務課に提出

することになっている。教務課はその報告書を保管しているため、教員は情報を共有

することができ、学生の授業の理解の程度や抱えている学習上の問題を把握して、授

業改善に役立てることができる。 
3) 履修相談 
 履修登録は、学生が自らの目的に向かって体系的に学んでいくために、どの授業を

履修していくかを決めていく大切な作業である。そのため、新入生に対しては 4 月当

初にオリエンテーションと学科別履修ガイダンスを行っている。2 年生以上に対して

は、全体ガイダンス及び学科別履修ガイダンスを行っている。学生はそれぞれのガイ

ダンスを聞くことによって、必修科目や、興味関心のある授業を選択して、時間割を

作成し履修登録することになる。授業の選択や履修登録は、 終的には学生の自己責

任であるが、指導教員は学生が必修科目などの登録を正しく行っているかを点検した

り、履修相談にくる学生に対して適切な指導を与えている。さらに、卒業要件に関す

る質問や他の学部・学科の授業を履修したいといった相談に対応するため、各学科の

教務委員の教員が相談に応じる履修相談会場を履修登録期間に設けている。 
4) 基礎教育センター 

       大学教育の大衆化によって、多種多様な学生が入学してくるようになった。大学へ

進学した目的が不明瞭である学生、入学しても目的が見つけられないでいる学生、基

礎学力が足りない学生等が増加している。この状況に対処するため、平成 19(2007)年
度に基礎教育センターを立ち上げた。当センターでは、初年度教育の充実を図るため

入学前準備教育、個別学習・相談、基礎学力テストを主な業務として実施している。 
       大学院では、研究活動に利用する学生用のワーキングルームを設けている。さらに、

教員はいつでも研究指導に対応できるようにしている。 

４－２－③ 学生への学習支援に対する学生の意見等を汲み上げる仕組みが適切に整

備されているか。 

       大学が行っている学習支援に対して、学生からの意見や声に耳を傾けることは極め

て重要であると考えている。学生への学習支援が教員の自己満足であってはならない

し、教員の取組みもあくまで学習支援の手段に過ぎず、学生が学習支援によって意欲

や動機付けが高まり、自発的な学習姿勢が育つことが目的である。以下に行なわれて

いる仕組みを記す。 
1) 個別面談記録 
指導教員制度のもとで行われる個別面談を通して、学習指導だけでなく学生の意見

を聞きくことができ、出てきた意見を関係部署で話し合っている。また個別面談記録

を教務課が管理しているので、指導教員だけでなく、授業等を通して関わっている教

員も参照することができるので、直接・間接に学生の様子を把握でき指導に反映して

いくことができる。 
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2) 授業調査・PAS アンケート調査・投書箱の設置 
FD 委員会が教員の授業力向上のために、前期・後期それぞれ一回ずつ、全教員に

授業調査をおこない学生の評価を仰いでいる。授業調査の結果は各教員にフィードバ

ックされるので、授業改善の参考にすることができる。PAS についても利用アンケー

ト調査をおこない、教務課で管理されているため、学業における学生の関心や躓きを

把握することができる。また、学生の意見をくみ上げる方法の一つとして、学長へ直

接意見を述べることができる投書箱が設置されている。学長が率直に文書で回答し掲

示される。意見の中には偏ったもの、誤解しているものがあるが、それら全てを含め

て率直な学生の捉え方や抱えている問題について知ることができ、迅速に関係部署で

対処することが可能となる。 
なお、大学院では、学生から教員へ直接要望が出ることがあり、必要に応じ研究科

委員会をはじめ大学の関係機関と連絡を取り、審議している。 
（２）4－2 の自己評価 
1) 本学では、学習支援として個別指導を中心に様々な形で、全学で組織的に取組ん

でいる。単位の修得状況も良くなり退学者や留年者の数がやや減少しているが、なお

一層の努力が必要である。しかし、このような学習支援によって、実際に学生の勉学

のレベルが上がってきたのかどうか分からない。支援するという姿勢が強いため学習

評価が甘くなっていないか、あるいは、学生に期待するハードルが知らず知らずのう

ちに低くなっていないか検証が必要である。 
2) 指導教員制度をはじめとする支援体制の中で、学生の意見や声を聞くために面

談・授業調査等、多角的に実施している。しかし、学生が抱える問題や上がってきた

意見が、担当した教員個人の中に留まってしまい、教員間や組織の中で問題や情報を

共有する横のつながりが十分でないため、必ずしも学習支援体制が有効に活かされて

学生に還元されているとは言えない。 
なお、大学院では、必要とする研究支援への体制は概ね整備されている。 

（３）4－2 の改善・向上方策（将来計画） 
1) 学習支援体制も定着し始めてきたが、客観的にどれだけ効果があり学生が向上し

てきたのか教務委員会、学生委員会、FD 委員会及び基礎教育センターを中心に調査

検討し、それを踏まえて学習支援体制を継続的に改善していく。 
2) これまでの学習支援体制の中で、学生の意見等がどの程度汲み上げられているか

を点検し、不十分な所は、教員間での連携を強化し、大学として組織的に取組むよう

にする。また、学習支援に対する学生の意見に耳を傾けるとともに、日頃から学生と

の対話を大切にし、信頼関係を築いていくことが学習支援の基本であることを改めて

教員間で認識を共有する。 
大学院においては、図書やワーキングルーム等を更に充実したものにしていく。 

 
     ４－３ 学生サービスの体制が整備され、適切に運営されていること。 

（１） ４－３の事実の説明（現状） 
＜4－3 の視点＞ 
４－３－① 学生サービス、厚生補導のための組織が設置され、適切に機能している
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か。 
 学生サービス、厚生補導のための組織として、学生委員会、国際交流委員会及び学

生課が主として担当・統括しており、学生サービスと厚生補導の向上に努めている。 
1) 学生委員会 
 経営情報学部、国際経済学部、ビジネスデザイン学部、健康プロデュース学部及び

保健医療学部の各学部から選出された委員 11 人、副学長、学生部長、学生課長及び課

員１人の計 15 人で構成している。月１回程度開催し、学生サービスと厚生補導に関す

る問題について討議を行い、学生の満足度向上に努めている。 
2) 学生課 
 学生生活全般の支援業務を行う課であり、学生部長、学生委員長、学生委員（学友

会担当）、学友会、体育会、文化会等の代表者との意見交換を通して、学生の要望を収

集し、学生サービスの改善と向上に努めている。その他、学生の住居、アルバイト、

通学関係等の学生援助、保健及び福利厚生、入学式・卒業式その他の行事の立案・案

内・実施等の業務を行っている。 
3) 学生相談室 
 3 号館 2 階に学生相談室を設け、カウンセラー（専任 1 人、非常勤 2 人）が、月曜

日から金曜日の 9:00～16:00 まで常駐し、日常生活における悩みを持つ学生や、特に

心身に変調のある学生のサポートを行っている。運営にあたっては、学生部長、学生

委員長、学生委員（相談室担当）、専任相談員、学生課長、学生課職員から構成される

学生相談室運営委員会において、学生相談室の諸問題について審議・検討し、学生生

活支援にあたっている。 
4) 国際交流委員会 
 経営情報学部、国際経済学部、ビジネスデザイン学部、健康プロデュース学部及び

保健医療学部から選出された委員 5 人、学生部長、国際交流室長、国際交流室長補佐、

国際交流室職員 1 人の計 9 人で構成している。必要に応じて会議を招集し、留学生へ

の学生サービスや厚生補導に関する問題について討議を行い学生の満足度向上に努め

ている。 
5) その他 
 学内には学生が利用できるパソコンとして、情報教育センター（パソコン 262 台、

ワークステーション 38 台）、５号館実習室（パソコン 25 台）、基礎教育センター（パ

ソコン 5 台）、図書館閲覧室（パソコン 8 台）等に計 338 台が設置されており、電算

機管理室には 5 人（教員 2 人、助手 2 人、非常勤事務職員 1 人）が常駐し、学生のパ

ソコン利用支援にあたっている。学生はそれらのパソコンを利用し、情報収集・情報

検索・資料作成などや受講登録などを行っている。学内には食堂、売店が外部業者に

より運営され、ATM なども設置されている。また、平成 12（2000)年度より浜松駅か

ら大学までのスクールバスが運行されている。立地条件から学生の通学の便を考慮し

て自動車通学を認めており、十分な駐車場が設置されている。 
４－３－② 学生に対する経済的な支援が適切になされているか。 
本学では日本学生支援機構奨学金（第一種、第二種）、本学独自の給費奨学生制度など

の奨学金制度により学生への経済的支援を行っている。各奨学金の利用状況は表 4-2
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の通りである。経済的困窮者への支援も本学独自の給費奨学生制度により学生が勉学

を続けられるよう配慮している。 
 外国人留学生に対しては公的な奨学金制度以外に本学独自の給付奨学金制度として

一律 30％の授業料減免措置を行っている。その他、文部科学省の学習奨励費の選定を

行っている。現在本学の奨学金の取得状況は以下の通りである。 

※学習奨励費追加は6ヶ月の受給です。

56815523合計

7（追加）0

111305平成20年度

8（追加）0

110246平成19年度

6（追加）0

111265平成18年度

4（追加）１

123253平成17年度

4（追加）0

113213平成16年度

学部生院生

ロータリー米山中島財団国費学習奨励費年度

浜松大学 奨学金受給者一覧

※学習奨励費追加は6ヶ月の受給です。

56815523合計

7（追加）0

111305平成20年度

8（追加）0

110246平成19年度

6（追加）0

111265平成18年度

4（追加）１

123253平成17年度

4（追加）0

113213平成16年度

学部生院生

ロータリー米山中島財団国費学習奨励費年度

浜松大学 奨学金受給者一覧

 
・平和中島財団・外国人留学生奨学金 ・私費留学生授業料減免事業（30％減免）  
・ロータリー米山奨学金（YM） ・私費外国人留学生学習奨励費給付制度 
奨学金は学生が留学先を決定する重要な要素の一つであり、優秀な留学生が増える

ことによって大学の質の向上にもつながる。 
また、大学が運営する外国人留学生の住環境に配慮して、男子寮 3 棟、女子寮 3 棟

及び男女合同の寮が 1 棟設置され、133 人（男子 73 人、女子 60 人）の学生が生活し

ている。寮費は 1 年目は無料、2 年目以降、1 ヶ月 5,000 円～12,000 円で留学生の経

済的負担を軽減するよう配慮している。 
４－３－③ 学生の課外活動への支援が適切になされているか。 
 本学には課外活動団体として体育会 18、文化会 7 及び同好会 15 がある。体育会及

び文化会の活動費の補助は学友会が行っている。課外活動の趣旨は学生の自主性を涵

養し、積極的な活動を通して社会への貢献や母校を愛する心を育むことにある。 
 課外活動団体が行う遠征や合宿などの活動費は、学友会の規程にもとづき配分され

ており、経済的な面で課外活動の活発化を支援している。 
 近年トコハアリーナ、サッカー場、野球場、テニスコート等の改修及び有玉キャン

パスに各種競技場を設置し、課外活動の環境整備・活動の活性化に努めている。 
４－３－④ 学生に対する健康相談、心的支援、生活相談等が適切におこなわれてい

るか。 
心身が健全であることは学生生活の基本であり、学生時代は今後の健康面における

自己管理能力を高めるための時期である。本学では保健室、学生相談室を設置し、学

生委員会、医務室（保健室）運営委員会、学生相談室運営委員会等の審議を通して以

下のような体制を整えている。 
健康管理支援 
1）健康診断 

【表４－３－２】 
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年度当初に医療機関に依頼して本学において定期健康診断を実施し、「健康診断書」

及び「健康診断証明書」を発行している。要精検者には学外専門機関での再検査を指

導し疾患の早期発見と生活習慣病への早期対応を図っている。特に 1 年生を対象に入

学時に「健康カルテ」を採取して身体面の問題だけでなく精神的な面においても管理

支援している。なお、健康診断において把握したメンタル面の問題については、学生

相談室との連携のもと支援を行っている。 
2）健康相談・応急措置 
 保健室では、日常的に保健士 2 人が交替で月曜日から金曜日までの 9:00～16:00 ま

で常駐して学生の健康相談・応急処置を行い、必要に応じて学外専門医療機関との連

携により対応している。これまでの保健室利用状況は表 4-8 の通りである。 
3）健康教育 
 煙草の害や飲酒については、新入生オリエンテーションにおいて飲酒や喫煙の害に

関する冊子を配布して注意を促している。また、保健室での指導や学生委員会による

ポスター掲示等を通して喫煙やアルコール摂取による健康被害への注意を呼びかけて

いる。麻薬の害についても講演やポスター掲示等により注意を呼びかけている。 
4）教育研究災害時の医療費補助 
 学生教育研究災害障害保険（全学生加入）、スポーツ安全保険（運動系部活動参加学

生全員加入）、学研災付帯賠償責任保険（インターンシップ、教育実習、その他学外で

の実習活動に参加する学生を対象）、学生総合保障制度などがあり、教育研究活動上の

障害への補償に努めている。 
心的支援  
 学生相談室は、原則として修学期間中の月曜日から金曜日まで週 5 日（1 日 6 時間）

開室し、カウンセラー（常勤 1 人、非常勤 2 人）が相談やカウンセリングを行ってい

る。相談は学内各部署や教員との連携や本人の自発来室で行われ、利用状況は表 4-8
の通りである。 
４－３－⑤ 学生サービスに対する学生の意見等を汲み上げるシステムが適切に整備

されているか。 
本学では「ことばの力」「コミュニケーションスキルズ」及び「医療基礎セミナー」

という少人数の演習授業において担任教員が学生から様々な要望、意見を汲み上げ、

それぞれの担当者会議において検討・審議し、学生生活の満足度向上に努めている。 
 平成 20(2008)年度から「学長直行便」という投書箱を設けて学生の要望や意見が直

接学長に届き、それに対して学長自ら回答する仕組みがある。これと平行して「学長

と語る会」を設け、直接学長と対話できる機会を学生に提供している。 
 大学院については、学生から教員へ直接要望が出ることがあり、研究科委員会をは

じめ、大学の関係機関と連絡を取り審議している。 
（２） ４－３の自己評価 
1) 学生サービス、厚生指導施設は現在のところかなり整備が進んでいると言えるが、

平成 21(2009)年度から保健医療学部開設に伴う入学者の増加に伴い、さらなる施設の

充実と学生サービスの向上が必要である。 
2) 奨学金制度は日本学生支援機構の奨学金が中心になっているが、本学独自の奨学
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金制度（学長褒賞授与規程・奨学生（給費）規程）を設けて学生が勉学に集中できる

環境を作るよう努めている。外国人留学生に対しては一律授業料 30％減免を行い、入

学１年目の留学生寮の無料提供により、留学生の学生生活に配慮している。 
3) 学業、クラブ活動、ボランティア、プロジェクト等において優秀な成績を修めた

学生に対して学長褒賞制度を設け、学生の学習意欲を高める配慮をしている。また、

卒業式において理事長賞、学長賞等の表彰も行っている。 
4) 健康診断、学生委員会、保健室等の取り組みにより、健康管理に対する学生の意

識も高まってきている。特に喫煙については館内での全面禁煙が定着しつつあり、建

物外での喫煙エリアも徐々に狭めて、今後の学内全面禁煙へ向けての取り組みが進ん

でいる。クリーンキャンペーン運動を実施して学生の学内清掃の意識を高め、ゴミや

吸い殻のポイ捨て対策にもあたっている。 
5) スタッフの努力により心身面における学生への対応も進んでいる。学生委員会、

学生相談室運営委員会及び医務室（保健室）運営委員会等の審議を通して保健室、学

生相談室の充実が徐々にはかられ、学生課が学生への対応や事務処理に努力している。 
6) 学生生活で発生したトラブルを解決するための方策として本学独自の「学生法律

相談」を学生課を窓口にして開設し、弁護士による法律相談を行っている。 
（３）４－３の改善・向上策（将来計画） 
1) 学生へのサービス体制、厚生補導施設の充実はかなり進んでいるが、さらなる進

展が必要である。それに伴い、施設利用管理体制の充実をはかる必要がある。 
2) 近年の経済不況の中で修学困難な学生が増えつつある。現在の日本学生支援機構

奨学金制度や本学独自の奨学金制度では対応しきれない学生が増えている中、取引銀

行による貸し付け・利息の学園負担対策案はあるが、新たな制度検討が必要である。 
3) 課外活動援助金の配分については学友会との連絡をさらに密接にし、活動状況や

実績に従って適切に配分するようにする。体育会及び文化会の代表との会議を定期的

に開催し学生委員会で問題を審議する。各クラブ活動の指導者との連絡を密にして、

課外活動の充実に努力する。 
4) 健全な心身は学生生活の基本であるから、健康診断、健康相談、心的支援体制を

さらに充実させるため、健康に関するセミナーや講演会の開催や健康に関する授業を

通して学生の健康意識を高める。 
5) 欠席が多い学生への対応策として、本学独自のハンディターミナルでの出席状況

の把握と適切な利用方法の構築が必要である。また、教職員の学生指導への意識をさ

らに高めて、面談方法や電話・メールを利用した学生指導の全学的取組も必要である。 
6) 喫煙対策として、禁煙支援体制を強化する。講演、ポスター掲示等によって喫煙

による健康被害を知らしめ、禁煙を希望する学生への具体的禁煙方法の支援を行う。 
7) 健康相談、心的支援、生活相談については、担当者だけでなく全学的取り組みを

行う必要がある。特にゼミ担当者の支援や指導意識の向上及び本学研修会や学部会議

等で協議・研修していく。 
8) 学生の要望、意見は「ことばの力」「コミュニケーションスキルズ」及び「医療基

礎セミナー」の担当者との懇談や学友会、体育会、文化会の学生と学生部の担当者と

の懇談、「学長直行便」等により学生の生の声を汲み上げることによって対応している
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が、学生の要望や意見の全てに対応しているとはいえない。学生の要望、意見を汲み

上げる方法の改善を進めてゆく必要がある。 
9) 学生法律相談については、その存在と利用方法を周知徹底する。 
 
４－４．就職・進学支援の体制が整備され、適切に運営されていること。 

（１） ４－４の事実の説明（現状） 

＜4－4 の視点＞ 

４－４－① 就職・進学に対する相談・助言体制を整備し、適切に運営しているか。 

就職支援、進学支援等の支援は、社会に貢献できる有能な人材を輩出するという本

学の使命を達成するための重要な活動である。地域に根ざした教育を授け地域に貢献

できる学生を育成しようとしている本学にとっては も重要な支援活動の一つである。

昨今の稀にみる経済状況の悪化の中で、就職に対する学生意識は以前にも増して高ま

っているが、本学の学生の就職への意識はまだまだ希薄であると言わざるを得ない状

況である。そこで本学では就職・進学支援体制として、「教養人を育てる」という理念

に基づく社会人基礎力を備えた学生を排出するという基本方針のもと就職支援センタ

ーが設置され、就職指導委員会での審議に基づいて各種の就職支援活動を行っている。 
1) 就職指導委員会 
 学生の就職に関する諸問題を審議する委員会であり、経営情報学部、国際経済学部、

ビジネスデザイン学部、健康プロデュース学部から選出された委員 9 人、就職支援セ

ンター長、学生部長、就職支援センター課長、就職支援センター課員 1 人の計 13 人で

構成している。月 1 回程度開催し、学生の就職支援に関する問題について討議を行い

学生の満足度向上に努めている。 
2) 就職支援センター 
 学生の就職支援業務を行う課であり、職員 4 人(事務職員 3 人、非常勤職員 1 人）で

構成され、就職指導委員会との連携のもと学生への具体的な就職支援を行っている。 
そして、週 6 日、年間 247 日 9 時から 16 時 30 分体制（土曜日は 9 時から 13 時）

で業務を行っている。事務職員の 1 人は民間企業において採用経験を持っているため、

当該業務について学生に対し具体的かつ的確なアドバイスを行うことができる。また、

他の 1 人は JCDA 認定 CDA（キャリア・デベロップメント・アドバイザー）の資格

を有している為、就職アドバイザーとして的確な知識を持ち学生支援に取組んでいる。 
就職支援センターでは 1 年次での「自己発見支援」、2 年次での「自己分析支援」、3

年次での「能力対策・就職対策支援」、4 年次での「個別対応・就職活動支援」に重き

を置いて就職支援体制を整えている。具体的にはキャリア支援講義科目として、1 年

次の入学時に自己発見レポートの検査を実施し、「就職を考える講座」という講演を行

っている。2 年次では「社会人基礎力養成講座」という講座を開講し、就職活動が始

まる 3 年次には、「職業・キャリア開発論 I・II」を開講して適職・適性検査、SPI 試
験、エントリーシート対策、履歴書対策、一般常識テスト、就活マナー等の具体的な

就職支援を行っている。この「職業・キャリア開発論 I・II」は前・後期開講し、各 2
単位の認定科目である。 
毎年 9 月上旬に開催する地区別父母会においては、全学年の父母を対象とした就職
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説明・相談の個別懇談を実施している。2 月上旬には、学内に 3 日間で 95 社を招聘し、

人事担当者と学生の懇談の場を提供する「学内合同企業説明会」を開催している。ま

た、中旬には浜松駅前に近郊７大学（愛知大学、愛知学院大学、豊橋創造大学、浜松

学院大学、静岡文化芸術大学、静岡産業大学、本学）協賛にて 67 社の企業を招聘し、

「7 大学合同企業ガイダンス」を開催している。 
以上の行事を通じて、3 年次の 3 月には具体的な就職活動が出来る指導体制を整え

ている。6 月以降は、学生個人の就職活動状況を毎月指導教員に告知し、就職支援セ

ンター事務職員との情報の共有化に努めている。未内定の学生には、指導教員と就職

支援センター課員が個別指導を行っている。また学内において希望者を募り、「集中就

職セミナー」を夏期休暇中に開催し、一般常識・SPI 対策を始めエントリーシートや

履歴書対策講座、面接対策指導を行っている。 
各企業に就職している卒業生の在職状況も蓄積され OB・OG 訪問にも対応できるよ

うになっている。なお、学生が自由に利用できるパソコンは、トコハ情報センター等

に 338 台設置してあるが、学生の利便性を考慮して就職支援センターにさらに 3 台設

置し、本学に届く求人票が大学内端末からいつでも検索・閲覧でき、学内にて会員登

録すれば、自宅等からも利用できる浜松大学 NAVI（J-net）を構築し、いつでもどこ

でもアクセスできる環境を整えている。 
 その結果、平成 20(2008)年度には 473 人の卒業者数のうち就職希望者数は 365 人で

就職希望者率は 77.2％であるが、就職希望者数のうち内定を取った学生は 348 人で、

内定率は 95.3％となっている。尚、平成 20(2008)年度の就職支援センターの利用者は

述べ 4852 人である。 
留学生の卒業後の進路や卒業した留学生に対する就職情報などのフォローアップの

ため、大学のみならず双方の国や国際社会にとっても有益な人的ネットワークを構築

することが必要である。 
４－４－② キャリア教育のための支援体制が整備されているか。 
1) インターンシップ 

本学では、平成 20(2008)年度よりインターンシップセンターを設置し積極的に学生

の就業体験を実施している。こうしたインターンシップに参加することによって「自

己の適性を知り、職業意識を高め、大学での学習意欲の向上につなげていくこと」を

期待している。平成 19(2007)年度までは、各教員の指導の中でインターンシップを行

っていたが、インターンシップセンターが設置されたことにより、学生への告知が分

かりやすくなっただけでなく、履歴書等の必要書類の記入や先方とのやり取りなどの

事前指導、事後レポートの提出やインターンシップ先からの評価のフィードバックと

いった事後指導がシステム化された。また、学生からの要望に応えた新たなインター

ンシップ先の開拓や、自治体等の募集しているインターンシップの単位化も可能とな

った。こうした背景の中、平成 20(2008)年度は、受け入れ先 9 社に合計 39 人の学生

が参加している。 
ビジネスデザイン学部では、サービスと経営学科にインターンシップ対応科目「社

会研修 A～F」が設定され、期間に応じて 2 単位から 4 単位が与えられる。また、健

康プロデュース学部では学部共通科目として「総合科目 A・B」、健康栄養学科対象科
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目として「健康栄養インターンシップ」、こども健康学科対象科目として「社会体験実

習 I～VI」、「インターンシップ A・B」、心身マネジメント学科対象科目として「心身

マネジメントインターンシップ」等の科目を設定した。 
大学院については、主として指導教員が相談を受け、必要に応じて他の教員或いは

大学の組織に紹介している。 
2) 資格取得のキャリア教育 
平成 13(2001)年に設置されたエクステンションセンターでは、多くの学生向け資格

取得講座を開設してきた。現在は、学部の特性に応じ、「管理栄養士試験対策講座」や

「公務員講座」「医療事務講座」「ビジネス実務法務検定講座」等の講座を開設してい

る。平成 20(2008)年度は、延べ 60 人が参加している。こうした講座は学内教員の指

導によるものがほとんどであり、非常に低料金ながらきめ細かな講座を提供している。 
その他、ビジネスデザイン学部のプロジェクトゼミにおいて「日商簿記検定」「日商

PC 検定」「ビジネス実務法務講座」「TOEIC 講座」「英検」「販売士」「秘書検定」「初

級システムアドミニストレータ」「サービス接遇検定」「日本語教師養成講座」に対応

したゼミを開講している。学生は指導教員に適時相談することができ、必要に応じて

他の教員或いは大学の機関を紹介している。 
（２）４－４の自己評価 
1) 各学年における就職指導は、「就職セミナー」や「職業・キャリア開発論」といっ

た講義科目の設置などによってかなりの成果をあげてきた。そのため就職率も全国レ

ベルに達することができた。しかし、留学生の就職対策はまだ不十分である。 
2) インターンシップは、インターンシップセンターで学生の窓口を一本化したこと

により、参加者の増加につながった。また、学生への事前及び事後指導もセンターが

責任を持って行うこととなった。全学科にインターンシップの受け入れ科目が設定さ

れたこともあり、今後さらに参加者が増えるものと予測される。社会や学生のニーズ

に十分に対応している。 
3) 資格取得のキャリア教育として、エクステンションセンターでは、学生のニーズ

に合わせて内容を検討して講座を開設している。また、受講料金は、学外の同等の講

座と比較し非常に低料金である。しかし、受講学生数が少ないことが課題であるが、

周知方法の工夫等で十分に改善ができる。ビジネスデザイン学部のプロジェクトゼミ

は、開講から 2 年目ということもあり、資格実績について今後評価し内容を再検討し

なければならないが、非常に多くの学生が受講していることは十分に評価できる。 
（３）４－４の改善・向上方策（将来計計画） 
1) 「就職セミナー」や「職業・キャリア開発論」等の講義の内容について、学生の

ニーズと社会の状況に即した内容になるよう検討し改善する。 

 留学生の就職についてさらに検討を進め、日本での就職を希望する留学生の要望に

応えられる講義科目の設置を検討する。 

2) インターンシップについては、全学科が対象となっていることもあり、学生のイ

ンターンシップ先の希望が多様化してきている。学生のニーズに応えるようなインタ

ーンシップ先の開拓を継続して行う。そのために、本学の就職支援センターや、自治

体、静岡県経営者協会等とも連携を深める。 
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3) 資格講座のキャリア教育については、学生への周知方法を検討すると共に、より

多くの学生が受講できる環境を整えて行く。また、合格率の向上を目指し、講座の内

容の充実にも取り組んで行く。学内教員だけでなく、実績のある学外教員を講師とし

て採用することも検討する。 
〔基準４の自己評価〕 
本学は、建学の精神に基づき、教養教育や幅広い専門教育を通して豊かな人間性を

持った社会に貢献できる人材を育成し、地域社会に貢献することを目指している。地

域の大学として、学生が地域社会で活躍し貢献できるよう冠講座（スズキ株式会社・

野村証券株式会社・浜松信用金庫）や就職支援のための開設科目「職業・キャリア開

発論」などの設置及び就職支援センターによる就職支援に力を注いでいる。そのため、

卒業生の大半は地元や近隣の企業に就職し、就職率も全国水準を保っている。また、

学士力の定着のための教育課程見直し並びに授業方法研究会による授業方法の研究な

どを通して学生の学習への支援に力を入れている。また、施設設置の充実により快適

な学生生活が送れるよう配慮し、その向上に力を注いでいる。 
 しかし、本学の理想とするアドミッションポリシー並びに研究支援や就職支援は、

指導教員との相談を通して機能しているとはいえ、意識の希薄な学生を指導してゆく

点で問題が残されている。 
 なお、大学院については、入学時のアドミッションポリシー並びに研究支援及び就

職支援は、指導教員に相談するという体制の下で機能している。 
〔基準４の改善・向上方策（将来計計画）〕 

本学は平成 20（2008）年に創立 20 周年を迎えたが、この間、新学部の設置、改組

転換を通して様々な改革を行ってきた。各学部・学科のアドミッションポリシーに即

した教育を行ってきたが、必ずしも学生の意識との融合ができているとは言えない。

従って、アドミッションポリシーについてさらに研究を続けなければならない。また、

地域に根ざした大学として、就職支援体制の改善と改革を押し進めなければならない。 
大学院では、受験者数の増減による入学定員の見直しを図り、指導教員に頼るだけ

ではない進学及び就職の指導体制を充実させる。 
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基準５．教員 

５－１.教育課程を遂行するために必要な教員が適切に配置されていること。 

（１） ５－１の事実の説明（現状） 

<５-１の視点＞ 

５－１－① 教育課程を適切に運営するために必要な教員が確保され、かつ適切に配

置されているか。 
平成 21(2009)年 5 月 1 日現在、本学の専任教員数は下表 5-1-1、5-1-2 のとおりであ

る。健康プロデュース学部については、平成 20(2008)年度に完成年度を経て、平成

21(2009)年度教員の昇任、増員を図った。保健医療学部については、認可された設置

計画に基づき完成年度までに、 
理学療法学科 専任教員 11 人、助手 2 人 
作業療法学科 専任教員 11 人、助手 3 人 

の教員組織とすることになっている。  
ビジネスデザイン学部は、経営情報学部・国際経済学部の 2 学部を発展的に統合・

改組し、平成 19(2007)年届け出により開設したものであり、現在 3 年次生までが在籍

している。同時に基礎となる 2 学部は平成 19(2007)年募集停止し、現在 4 年次生が在

籍している。このことを踏まえ、上記 3 学部の必要教員数は、 
（設置基準上専任教員数）×(3/4)以上（ビジネスデザイン学部）、 
（設置基準上専任教員数）×(1/4)以上（経営情報及び国際経済学部） 

として配置した。ビジネスデザイン学部が完成年度となる平成 22(2010)年には、経営

情報学部及び国際経済学部の教員の移籍により、設置基準上の教員数を十分上まわる

教員数が確保される。教職課程についても全ての教科について基準を満たす教員が配

置されている。 
大学院専任教員については、すべて学部専任教員の兼坦とし、大学院設置基準を満

たす研究指導教員数及び研究指導補助教員を確保している。総合研究所は学部専任教

員 25 人及び兼任教員 3 人を配置している。 
また、別科については、学部専任教員 3 人を兼坦として配置している。 
 

 大学院専任（学部兼坦）教員の配置は以下のとおりである。 
経営学研究科：経営学専攻；研究指導教員（教授：9、準教授：1）、研究指導補助教員

（教授：1） 
健康科学研究科：健康栄養学専攻；研究指導教員（教授：5）、研究指導補助教員（教

授：1、準教授：1、講師：1） 
        臨床心理学専攻；研究指導教員（教授：4、準教授：1、講師：1）研

究指導補助教員（教授：1、準教授：1） 



 
浜松大学 

- 54 - 

【表５－１－１】 大学等の教員配置 

教授 准教 講師 助教

経営情報学科 150 20(2)5(3) 495 9 9 5 3 1 0 1

サービスと経営学科 150 10(2)5(3) 475 9 9 5 3 1 0 1

計 30030(2)10(3) 970 18 18 10 6 2 0 2

健康栄養学科 80 10(3) 340 8 17 6 3 4 4 1

こども健康学科 60 20(3) 280 8 9 4 3 1 1 1

心身マネジメント学科 110 15(3) 440 10 14 5 5 3 1 2

平成19年
度入学定
員変更

80→110

計 250 45 1060 26 40 15 11 8 6 4

理学療法学科 40 － 160 2 8 4 2 1 1 0

作業療法学科 40 － 160 2 10 5 2 2 1 0

計 80 － 320 4 18 9 4 3 2 0

経営情報学科 0 0 190 3 4 2 1 1 0 1

情報ネットワーク学科 0 0 55 2 2 1 0 1 0 0

計 0 0 245 5 6 3 1 2 0 1

国際経済学部 国際経済学科 0 0 130 3 6 2 3 1 0 0
平成19年
募集停止

－ － － － 27 14 9 4 0 0

56 27

経営学研究科 経営学専攻 15 － 30 5 9

健康栄養学専攻 10 － 20 6 6

臨床心理学専攻 10 － 20 3 5

計 20 － 40 9 11

35 － 70 14 20

別科留学生別科 40 － 40

平成19年
開設

平成21年
開設

備考
編入学定

員
設置基準上
専任教員数

計
収容
定員

助手
専任教員構成区

分

大
学

平成19年
募集停止

2725

ビジネスデザイン学部

健康プロデュース学部

保健医療学部

経営情報学部

8 7

大学全体

27

83

学部・研究科・別科 学科・専攻
入学
定員

630 85

大
学
院

健康科学研究科

平成21年
開設

合計

合計 115 53 34 20

 
５－１－② 教員構成（専任・兼任、年齢、専門分野等）のバランスが取れているか。 
1) 専任教員・兼任教員の担当授業科目数の比率は表 5-4 のとおりである。ビジネス

デザイン学部については、学部共通基礎必修科目の専任率は通年で 94%であり、専門

教育必修科目については、学部共通、学科専門すべて専任率は 100%である。選択科

目を含む全開設科目の専任率は基礎科目で 75%、共通専門科目で 100%、専門科目は

88%である。健康プロデュース学部について、学部共通基礎必修科目の専任率は通年

で 65%、専門必修科目については心身マネジメント学科後期専門科目（55.7%）を除

き、健康栄養学科選択必修科目 100%をはじめとして 80%以上である。完成年度を経

て教育課程を改定した 1 年次授業科目については、科目数が少ないことなどによりば

らつきが多い。 
2) 年齢構成及び男女教員数、外国人教員数は表 5-1、表 5-2 の通りであり、40 歳代

の教員が 30 人(30%)と も多い。女性教員は 28 人(23%)であり外国人教員は 4 人であ

る。 
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3) 職位別教員構成は、教授 53 人(43.4%)、准教授 34 人(27.9%)、講師 20 人(16.4%)、
助教 8 人(6.6%)である。また、助手は 7 人（5.7%）である。 
4) 専門分野別構成では、1)で記したように、各学部・学科とも主要科目に専任教員

を配し、専門必修科目をはじめとして各分野とも適切に配している。経営学研究科に

ついては、経営学分野の教員の比率が経済、情報等の分野の教員に比してやや低い。 
5) 博士号取得者は、下表 5-1-2 のとおりである。 
【表５－１－２】博士号保有者 

博士取得者 教員数 比率

ビジネスデザイン学部 5 32 15.6% 0 0.0% 0 0.0%
健康プロデュース学部 15 48 31.3% 5 10.4% 3 6.3%

保健医療学部 5 18 27.8% 4 22.2% 4 22.2%
経営情報学部 3 11 27.3% 0 0.0% 0 0.0%
国際経済学部 3 6 50.0% 0 0.0% 0 0.0%

合計 31 115 27.0% 9 7.8% 7 6.1%

医学博士(MD) 医師

 
6) 大学院経営学研究科については、専任教員（学部兼担）11 人、兼任教員 13 人の

構成になっている。専門分野は経営、会計及び情報に分かれるが、それぞれの分野で

ほぼ同数の教員構成である。専任教員（学部兼担）の平均年齢は 57.4 歳である。 
 健康科学研究科健康栄養学専攻については、専任教員（学部兼坦）8 人、兼任教員 3
人の構成であり、専任教員（学部兼担）の平均年齢は、57.5 歳である。臨床心理学専

攻については、専任教員（学部兼坦）8 人、兼任教員 3 人であり、専任教員（学部兼

担）の平均年齢は 52.3 歳である。 
7) 留学生別科については、専任日本語担当教員（学部兼担）3 人、兼任教員（前期 9
人、後期 7 人）で日本語教育を実施している。 
(2) 5－1 の自己評価 

1) 教員数は、移行期間等も含め、「大学設置基準」に定められている教員数を全学部･

学科で充足している。 
2) 授業科目の専任率は、必修科目については、一部の学科・科目群の例外を除き、

概ね高い比率となっている。また、全学部・学科に共通して専門教育科目の方が基

礎教育科目よりも専任率が高い。 
3) 年齢構成については、40 歳代が相対的に高いが 30 歳代後半から 60 歳代前半まで

ほぼ均等に分布しており、適切であるといえるが、30 歳前半以下の若手教員がやや

少ない。また、教授に関して、66 歳代後半以上が多くなっている。また、経営学研

究科及び健康栄養学専攻については、平均年齢が高くなっている。 
4) 専門分野別構成では、学部・学科及び研究科の特質に合わせ博士号取得者、有資

格教員の配置を適切に行っている。ただし、経営学研究科については、院生のニー

ズに対して、経営学分野の教員が不足気味である。 
（３）5－1 の改善・向上方策（将来計画） 
1) 教員の補充については、平成 22(2010)年度にビジネスデザイン学部及び健康科学

研究科が完成年度を迎えること、また新たに 2 学科の開設を計画していること等を

踏まえ適切な教員配置を行う。 
2)  年齢構成、専門分野別構成、授業科目別構成等についてバランスの欠く部分につ
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いて人事委員会を主管として改善していく。 

 

５－２．教員の採用・昇任の方針が明確に示され、かつ適切に運用されていること。 

（１）事実の説明（現状） 
＜５-２の視点＞ 

５－２－①  教員の採用・昇任の方針が明確に示されているか。 
本学の教員採用・昇任は、「常葉学園 大学教育職員任用・昇任規程」（以下、「任用・ 
昇進規程」）に基づき、部長会の下に設置された学長を委員長する人事委員会によって 
審議される。 
 本学の教員採用については、学内及び学園内推薦、公募制により実施しているが、 
ここ数年は前述したように、学部の改組・転換、学部や研究科の新設等の事業に取り 
組んでいたため、推薦による採用が主となっている。採否は、大学設置基準第 14 条～ 
第 17 条を踏まえ、「常葉学園 大学教育職員任用基準」（以下、「任用基準」）に基づき、 
該当する職位に必要な担当分野の研究業績、教育業績等の書類審査及び面接・模擬授 
業等の審査を行い、教授会への報告を経て理事長に内申し、理事長により決定される。 
 教員の昇任については、本人の申請及び人事委員会の推薦を受け、人事委員会の 
もとに「昇格審査委員会」（以下、「委員会」）を設け「常葉学園 大学教育職員昇任基 
準」（以下、「昇任基準」）に基づき、研究・教育業績、学務・社会貢献に関する業績の 
審査を行い、教授会の議を経て理事長に内申し、理事長により決定する。 
 また、大学院担当教員の任用については、研究科委員会において発案され人事委員 
会の議を経て学長により決定される。 
５－２－② 教員の採用・昇任の方針に基づく規程が定められ、かつ適切に運用され 
ているか。 
 教員の採用・昇任は、「人事委員会規程」により、人事委員会で審議することが規定

され、「任用・昇任規程」「任用基準」「昇任基準」及び大学教員の業績評価を定量化し

た「大学教員業績評価基準表」（以下、「基準表」）に基づいて運用されている。 
教員の資格評価基準については、従来、研究業績を重視する傾向があったことを踏 

まえ平成 20(2008)年度に「任用・昇任規程」及び「任用基準」、「昇任基準」、「基準表」

の改定を行った。改定された「基準表」の項目は以下のとおりである。 
学術研究（著作・論文・翻訳・研究発表）、教育活動・学生指導、大学運営（役職就任・

募集活動・重要事業）地域・社会との連携（行政等の委員・講演等・研究助成） 
任用・昇任審査にあたっては、「基準表」によって作成した「審査資料」をもとに各々、

「任用基準」、「昇任基準」に基づき、客観的かつ適切に審査している。また、大学院

における研究指導教員及び研究指導補助教員の任用については、「大学院担当教員資格

選考基準及び審査手続きに関する規程」に基づき、上記規定等を踏まえ、研究科委員

会で審議されている。 
（２） 5－2 の自己評価 
1) 採用については、大学設置基準を踏まえた規程・基準に基づき適切に実施してい

る。ただし、公募による採用は、上述した要因により平成 18 (2006) 年以降行われて

いない。 
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2)  昇任についても、規程・基準に基づき適切に実施している。ただし、基準の評価

項目等細部については、常に検討していくことが求められる。 

（３）5－2 の改善・向上方策（将来計画） 
採用について、今年度以降、公募制の実施等より適切な人事計画をしていく。また、

大学院担当教員の任用においては、健康科学研究科の完成年度を踏まえ、教員の専門

分野に応じたより適切な資格審査の方法を検討していく。 
 

５－３．教員の教育担当時間が適切であること。同時に、教員の教育研究活動を支援

する体制が整備されていること。 

（１） 事実の説明（現状） 
<５-３の視点＞ 

５－３－① 教育研究目的を達成するために、教員の教育担当時間が適切に配分され

ているか。 

 教員の授業担当時間は、「常葉学園 大学教育職員の勤務に関する規程」に定められ

ており、週あたり 6 コマ（1 コマ 90 分）を基準授業担当時間としており、超過したも

のについては増担手当てが支給される。大学院授業を担当している教員については、

大学院担当手当がつく。また、学長、副学長、学部長、部長等の役職者については、

基準時間を減するようにしている。平成 21(2009)年度の平均担当時間は、表 5-3 のと

おりであり、学部間、職位等により各教員の担当時間に大きな差が見られる。役職者

の軽減については、学長及び一部の役職者を除いて考慮されていない。また、ビジネ

スデザイン学部及び経営情報学部・国際経済学部では、改組・転換による移行期のた

め一部教員について、新旧学部授業の担当により授業時間が増加したことによる。こ

れは移行が完成した時点で解消する。健康プロデュース学部については、保健体育教

職課程の開設、日本体育協会、健康･体力づくり事業財団の資格に係る免除適応校認定

により一部の教員に担当授業が集中したためである。 
 大学院担当教員については、週当たり担当コマ数を 3 コマ以内とし、学部担当コマ

数についても、適宜、過重負担を避ける配慮をしている。 
５－３－② 教員の教育研究活動を支援するために、TA(Teaching Assistant)・RA
（Reserch Assistant）等が適切に活用されているか。 

 大学院生を TA として活用し、主として演習・実習・ゼミ等で教員の授業面での補

助及び授業の教育効果の向上を図っている。また、学部教育の科目には必要に応じて、

授業補助員（SA：Student Assistant スチューデントアシスタント）として大学院の

学生を配置することもあり、大学院学生と学部学生が共に学び合う場の醸成に努めて

いる。ただし、大学院生に過重な負担を懸けないことを原則としていること、大学院

生の希望者が少ないこと等により、TA、SA の活用度はあまり高くない。また、現在

のところ、RA 制度等は設置されていない。 
５－３－③ 教育研究目的を達成するための資源（研究費等）が、適切に配分されて

いるか。 
 本学の教員個人研究費の配分は年度当初に全教員に提示される「研究費等の取扱い
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について」に規定され、以下のとおりである。 
「一律 20 万円または 30 万円（実験等を主とする者）。この金額には旅費も含まれ 
ます。なお、この他に特別研究費制度があります。特別研究費を必要とする教員は 
別途学長に申込み、認められれば一律金額に上乗せとなります。」 

（「平成 21 年度 研究費等の取扱いについて」より抜粋） 
特別研究費の平成 21(2009)年配分実績は、34 人が採用され、総額は 258 万円である。 
なお、大学院担当教員には研究費として 5 万円増額している。 
 図書館には、本館・分室を合わせ現在約 14 万 7,000 冊の蔵書、約 2,000 種類の雑誌、

約 3,700 点の視聴覚資料を所蔵（内、各研究室の設置されている研究図書は約 8500
冊である）しており、教育研究のための主要な資源の 1 つとなっている。 

また、海外派遣研修制度については、海外の大学・研究機関と教員の相互研修等を

含む交流協定を締結しているが、協定校に地理的偏りが見られること等により現在ま

で実施に至っていない。 
（２）５－３の自己評価 
1) 教員の授業担当時間数について、学部間、職位・専門分野等において大きな差が 
見られる。教育の質的向上、教員の研究活動の充実等を図るため基準担当時間を考慮 
し平滑化する必要がある 
2) 教育研究費について単年度決算となっており、長期的な研究計画、大規模な研究 
プロジェクト等に適応していない。また、特別研究費の採用について、より厳密で公 
開された取扱いが求められる。 
3) 専門雑誌についてオンラインジャーナル化が十分でない。 
（３）５－３の改善・向上方策（将来計画） 
1) 教員の適切な授業担当時間の平滑化のために、各学部が改組・転換による移行期 
であること、完成年度直後であることや学科新設を予定している等の現状を踏まえ、

人事委員会において、総合的な人事計画を策定し実施していく。また、開講科目の精

選を図る等の措置を検討する。 
2) 研究費の配分等について、今年度以降部長会のもとで検討していく。 
3) 専門誌のオンラインジャーナル化は図書館の重点課題として年次計画の中で検 
討・実施していく。 
4) 大学院担当教員については、より高度の教育研究のため、研究費等を見直す。 

 

５－４ 教員の教育研究活動を活性化するための取組みがなされていること。 
(1) 事実の説明（現状） 

<５-４の視点＞ 

５－４－① 教育研究活動の向上のために、FD 等組織的な取組みが適切になされて

いるか。 
 授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究等の実施に関する対

応は、大学全体の取り組みと教員組織である委員会（FD 委員会）を中心とした取り

組みで実施している。 
＜大学全体の取組み＞ 
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1)  浜松大学教職員研修会 
 教職員の意識・資質の向上を図るため全教職員が参加する研修会を「浜松大学教職

員研修会」と称して平成 14(2002)年度より実施している。昨年度の取組みは以下のと

おりである。 
第 14 回 平成 20 年 9 月  テーマ「学士課程教育について」「授業力向上について」 
第 15 回 平成 21 年 2 月  テーマ「これからの浜松大学の教育  

―医療教育・健康教育・留学生教育について―」 
2) 常葉学園教職員夏期研修会 
 本学を設置している学校法人常葉学園が「常葉教育の発展をめざして」を恒常的な 
テーマとして毎年 8 月に実施しているもので、本学も教職員の資質向上・研鑽のため 
に開学以来全教職員が参加している。昨年度の取組みは以下のとおりである。 

第 35 回 平成 20 年 8 月 1･2 日 
サブテーマ「楽しく学び、豊かに生きる」内容： 4 講演・25 分科会 

3) 常葉学園授業力向上強化月間 
本学園に所属する教員の授業力の向上と学園内各校の交流促進を目的として、毎 

年 6 月、11 月に「常葉学園授業力強化月間」を設定し、学園内各校において授業参観

を実施している。これは学校の種類、教員の職位等に関係なく自由に実施されている。 
＜委員会を中心とした取組み＞ 
 各種委員会に FD 委員会を設置し、日常的に教員の教育力の向上・授業改善等を 
図る活動をしている。平成 20(2008)年度の主な内容は次のとおりである。 

1) 授業方法研究会（公開授業及び報告会）  
授業方法研究会は、上記「常葉学園授業力向上月間」と平行して実施している「公開

授業」の取組みである。平成 20(2008)年・21(2009)年度の２年間で、専任教員は１回

以上の授業公開ならびに 5 回以上の授業参観をすることが、学長方針によって示され、

FD 委員会の作成した「浜松大学の FD 活動における授業方法研究会実施要項」により

実施されている。各公開授業について「授業計画書」、「授業参観者意見書」、「授業方

法研究会報告書」が作成され学内に公開している。また、公開授業毎の「意見交換会」

及び教職員研修会においてこの取組み全体の報告会を実施している。 
2) 学生による授業調査（全授業対象） 
学生による授業調査は前年度までの実施結果を踏まえて改善した内容・方法で前･ 

後期末に実施された。データ分析の結果は各教員に直接返却される（平成 20 年度「FD
委員会議事録」参照）。 
５－４－② 教員の教育研究活動を活性化するための評価活動が整備され、適切に運 
用されているか。 
 教員の教育研究活動等に係る評価は、「常葉学園 大学教育職員の職務評価実施要 
領」に基づき、本学人事委員会で実施している。評価は、教育実践・学術研究及び社 
会活動・学務・勤務実績の 4 分野について行い、「評価基準」により点数化している。 
学生の授業評価については、授業調査結果をもとに自己評価を行っている段階であ 

り、教員相互間の評価体制は確立していない。授業参観については、報告書、意見 
交換会や報告会等を通して相互評価を行っている。 
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（２） ５－４の自己評価 
1) 授業参観、研修会について、学園全体の取組みと連携して組織的に有効に実施さ 
れている。とくに「教職員研修会」は大学を巡る情勢の変化に対応したテーマで実施 
し、教員の質的向上に寄与している。また、「授業方法研究会」は、授業参観毎に相互 
評価を旨とした意見交換会や報告会等の実施を通して教員の教育に取組む姿勢や教育 
力の向上に大きく寄与している。 
2) 授業評価については、平成 20(2008)年度「授業調査」として試験的に実施した。

そのため全授業科目を対象としていない。 

3) 教員の活動実績評価は、学園内の大学・短大共通の「職務評価実施要領」「評価基 
準」に基づき厳密・公正に実施されている。教員は大学に提出する「職務評価自己評

価表」の作成を通して業績を客観的に認識でき、質的向上を促すものとなっている。 
（３） ５－４の改善・向上方策(将来計画） 
1) 学生の授業評価について、平成 20（2008)年度の試験実施を踏まえ、今年度以降、

原則全授業科目を対象として本格的な実施に入る。 
2) 「教職員研修会」について、テーマ別分科会の実施や他大学等の視察を実施し、本 
学の教育活動や教育体制等の改善・向上に大きく寄与してきたが、ここ数年は、学部・

学科の新設等ハード面での取組みに重点が置かれたため実施していない。ハード面で

の取組みの完結を迎え、分科会、視察研修の実施を計画していく。 
【基準 5 の自己評価】 
1) 教員の配置について、大学設置基準に基づき適切な配置をしている。教員の年齢

分布や授業担当時間数等の偏りについて改善が求められる。また、教員の任用・昇

任については、規程・基準に明確に規定され適切に実施している。 
2) 教員の教育研究活動の活性化、評価等について、組織的に適切に実施されている。

ただし、研究費の配分や授業評価・教職員研修会については改善や更なる充実を図

る必要がある。 
【基準 5 の改善・向上方策（将来計画）】 
1) 本学の今後の中長期的な基本方針の１つは、大学のソフト面での充実に重点的に

取組むことである。これを踏まえ、授業評価・研修会等の FD 活動について、全学

をあげての組織的な取組みとしての充実を図る。 
2) 基本方針を受け、教員の教育研究活動支援についても、部長会を核として、組織

的に改善・充実に取組む。 



 
浜松大学 

- 61 - 

基準６．職員 

６－１職員の組織編成の基本視点及び採用・昇任・異動の方針が明確に示され、かつ

適切に運営されていること。 
（１） ６－１の事実の説明（現状） 
＜6－1 の視点＞ 
６－１－①大学の目的を達成するために必要な職員が確保され、適切に配置されてい

るか。 
本学の事務組織は、学長の統括のもとに、相互の連携を密にし、一体となって事務

機能の発揮と事務内容の向上に努めることを運営の原則としている。 
事務組織は「学校法人 常葉学園組織規程集」に定められており、事務局には庶務会計

課、電算機管理室が、教務部には教務課、入試広報課が、学生部には学生課、国際交

流室、就職支援センター、そのほかに図書館、基礎教育センター、臨床心理教育実践

センター、総合研究所及び大学院事務局を組織している。各課（室）長は、事務局長・

各部長の命を受けその主管事務を処理している。各種委員会には事務局として参加し

ているが委員としての参画はなされていない。今後、委員としても参画し、事務組織

と教学組織との連携を進め、学生への教育研究支援サービスを維持しながら、効率的・

横断的な事務運営を行っていく。 
職員は、平成 21(2009)年度は専任職員 26 人、非常勤職員 19 人の計 45 人で構成さ

れている。平成 21(2009)年度に隣地の常葉学園医療専門学校の理学療法学科と作業療

法学科を発展改組し、保健医療学部が新設された。それに伴い、常葉学園医療専門学

校の事務職員が年次異動をする。また、年齢構成は下記の通りである。 
【表６－１－１】平成 21(2009)年度 専任事務職員 
 ２０歳代 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代 ６０歳代 
男 ３ ６ ４ ２ １ 
女 １ ４ ４ １ ０ 
それぞれの部署には、業務内容に応じて適切と思われる人員を配置しているが、常

葉学園医療専門学校からの年次異動があるので 3 カ年計画を作成している。企画立案

を必要とする業務は専任職員に、定期的な業務は非常勤職員に割り振り、業務内容に

応じて効率的に事務を行うよう務めている。 
６－１－② 職員の採用・昇任・異動の方針が明確にされているか。 

職員の採用と異動は学園本部が一括して実施している。学内異動については、これ

までは慣れている部署が適所と判断されており、異動方針を特にもうけていなかった

が、現在以下の方針で検討中である。 
1) 同じ部署に 5 年以上経過した職員を対象に、能力や適正に考慮し配置転換をする。 
2) 将来の幹部職員として、経験を積み、大局的に思考・判断の出来る能力を養成す 
るために、担当する業務に偏りがないように配慮する。 
６－１－③ 職員の採用・昇任・異動の方針に基づく規程が定められ、かつ適切に運 
用されているか。 

職員の採用・昇任・異動は法人本部が行っている。 
採用については「学校法人 常葉学園就業規則」 第 2 章人事（任用）第 4 条、の規



 
浜松大学 

- 62 - 

定に基づいて行われている。 
昇任・異動は「常葉学園職員勤務評定実施要領」に基づき各大学で勤務評定を実施

し、適材適所、将来の幹部職員育成等を配慮し、学園本部が行う。 
（２） ６－１の自己評価 

事務職員の配置については、常葉学園医療専門学校からの年次異動があるため、大

きな問題はない。常葉学園内の採用、昇任については、本部主導で実施されているが、

大きな問題はない。また、長期計画的に事務職員の育成を目指した研修が平成 20(2008)
年度から学園本部主導で開始された。 
（３） ６－１の改善・向上方策（将来計画） 
専任事務職員の補充が思うに任せないなかで、大学改革の進展とこれを推進する事

務組織の効率的改編が求められている。 
私学経営が試練を迎えている現在、事務職員に求められている資質が企画立案や経営

感覚にシフトしていることを自覚し、教育的配慮を基本にそれぞれの能力涵養のため

の研修を積み、職員のモチべーションを喚起していく。一方、昇任、異動についても

人選・配置等が適切に実施されるよう本部へ要望していく。 
1) 学生の多様なニーズに対応するために職員を適正に配置する。 
2) 適正に配置するため、平成 21(2009)年度はひとり一人の業務内容の見直しを図り、

学生へのサービス、教職員との連携を図っている。 
 

６－２ 職員の資質・能力の向上のための取組み（SD 等）がなされていること。 
（１） ６－２の事実の説明（現状） 
＜６－２の視点＞ 
６－２－① 職員の資質・能力の向上のための研修、SD 等の取組みが適切になされ

ているか。 
大学業務の多様化、複雑化に伴い、事務職員の資質の向上に資するため、事務職員

研修を行い自己の業務に関わる知識の拡大に努めている。学内においては年に 2 回の

研修会を開催し、自己の業務に直接関わるもののほか、大学業務全般について、知識

と視野を広げ、見識もしくは技能を研鑽している。 
また、常葉学園全体で毎年、夏期研修会を開催している。法人内の４大学を中心に持

ち回りで開催し、平成 21(2009)年度は本学が当番校となっている。 
さらに、外部の研修会に業務に支障のない範囲で参加させている。 
職員全体研修会テーマ 
第 11 回 認証評価の実施に向けて 
H19.9.4  私の教育本質論  学長 木宮一邦 
 講演 日本高等教育評価機構の認証評価システムについて 
 常葉学園大学の認証評価について 
 本学認証評価の事務体制について 
 AED(自動体外式除細動器)使用講習 
第 12 回 平成 20 年度入試現状と今後の対応 
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H19.12.20 浜松大学の今年度の入試応募状況と今後の予想 
 浜松大学を取り巻く大学の情勢と動向 

  ～２００８年入試について～ 
 学生募集の今後の対策 
 今後の教育指導体制の構築 ―学長方針― 
第 13 回 平成 20 年度事業中間報告 

 新学部設置・鍼灸柔整コース・大学院 
20 周年記念行事 

H20.2.29 公開授業に関する分科会 
分科会の報告 

 規定改正委員会の経過報告 
第 14 回 
H20.9.4 

学士課程教育について 
～中教審答申(案)～ 

 教職免許状更新講習について 
 浜松大学の現状と課題～前期研修総括を踏まえて 
 授業力向上についての報告 
 ビジネスデザイン学部の現状と課題 
 健康プロデュース学部の現状と課題 
 事務力向上・第三者評価受審議に向けて 
 緊急時の対応について 

～心肺蘇生と AED 操作～ 
第 15 回 平成 21 年度運営方針 
H21.2.26 平成 21 年度常葉学園夏期研修会当番校として 
 これからの浜松大学の教育 

－医療教育・健康教育、留学生教育について－ 
 メディカル教育の現状と将来 
 コ・メディカル教育の現状と課題 
 大学院における健康教育と研究 
 留学生教育の現状とこれから 
（２） ６－２の自己評価 
平成 14(2002)年 9 月からスタートした職員研修会も 15 回を終え定着しつつあるが、

自主研修制度は利用する者の割合が高いとは言えない現状である。 
（３） ６－２の改善・向上方策（将来計画） 

1) 大学職員として資質及び実務能力の向上を図るため、基礎的スキルの向上、問

題解決能力のステップアップに向けて、自己研鑽と共に課単位の、グループによる

相互研鑽、全体研修を意欲的に追求する。 
平成 21(2009)年度から開学した保健医療学部では研究室の中心にプロジェクタを

備えたスペースを確保し、その場でコンファレンス等を行い、職員が進んで研鑽に

励む環境づくりを行った。 
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2) 学校法人常葉学園が研修を統括して行っているので、本学が実施する研修会との

棲み分けが必要となる。学園全体が情報を共有し、学園本部の方針を受けて事業を遂

行するためには学園本部の研修は必要不可決なものとなる。そこで学園本部方針を受

け、学内の研修テーマを設定しているが、 基本的には本学で必要とされるテーマに

絞って計画実施している。 
 

６－３ 大学の教育研究支援のための事務体制が構築されていること。 
（１） ６－３の事実の説明（現状） 
＜6－3 の視点＞ 
６－３－① 教育研究支援のための事務体制が構築され、適切に機能しているか。 

本学には図書館の他、大学の附属機関として、総合研究所、臨床心理教育実践セ

ンター及び基礎教育センターを設置している。総合研究所は「教育基本法及び本学

建学の精神に則り、高度の学術研究及び文化事業を行い、広く社会に貢献すること」

を目的としている。近年は地域との連携事業を中心に活動をしている。 
また、臨床心理教育実践センターは大学院健康科学研究科臨床心理専攻の大学附属

の研究機関として設置され、日本臨床心理士資格認定協会第１種認定校を平成

21(2009)年度申請予定であり、大学院生の研修、実習の場としても研究支援をして

いる。 
一方、図書館事務室は、蔵書約 15 万冊を保有する図書館の管理・運営、図書の選

択、収集、年間約 6,000 冊の受入・閲覧・貸出等の事務を行う。また、開館時間を

平日 20 時、土曜日 13 時 30 分までとし、レファレンス・サービス（文献調査・相

互貸借・検索指導・読書相談等）にあたる。 
また、教育活動を支援する事務組織として教務課、学生課、及び就職支援センタ

ーを置く。教務課は学籍、教育課程、教授会等の事務を担当するほか、健康栄養学

科、こども健康学科の臨地実習を支援する。非常勤職員１人を配置し教職関係事務

を担当し、学生指導、実習先との連絡調整等を行っている。 
学生課は学生生活、課外活動育成、奨学金、学生の福利厚生等を担当するほか、学

生の健康管理、保健衛生に関する業務を担当する、「保健室」を置く。 
平成 16(2004)年 4 月に就職指導室から改称した就職支援センターは、学生のキャリ

ア形成・進路支援相談・就職の斡旋・就職対策講座を担当する。3 年次には「職業・

キャリア開発論 I・II」の授業を通して、企業の採用担当者や就職活動に成功した先

輩 OB・OG を講師に招き学生の就職支援に取り組んでいる。 
以上の 3 課を学生の修学、学生生活並びにキャリア形成を一体的に支援するため、

学生委員会、就職指導委員会、教務委員会が情報の共有や相互協力に努めている。 
（２） ６－３の自己評価 

教育研究支援のための事務体制は、研究支援、教育支援とも事務組織自体は確立

されているが、その運営においては十分とは言えない点がある。研究支援について

は教員の研究のスタイルが多様化しており、柔軟な対応が求められる。また、学生

たちの教育ニーズも多様化、複雑化しており、従来の事務分掌では対応しきれない

境界領域の案件が多くなった。その点の課題を踏まえて対応する必要がある。 
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（３） ６－３の改善・向上方策（将来計画） 
教育研究支援はなによりも情報の共有、相互協力の必要性を痛感している。その

ためには教務課と学生課、就職支援センターを組織的にまとめる部署が必要となる。 
本学では学生の多様なニーズに応えるため、学生部と教務部を分けているが、今

後は学生支援をより迅速、適確に行うために両者の連携をより密接にし、協力体制

を築く組織の構築を行う。 
[基準６の自己評価] 

本学の教育研究支援において職員は大きな役割を果たしてきた。教育はもちろん

教員が担うが、踏み込んだ個別指導的な役割は職員によって担われている部分が大

きい。履修登録について、履修説明、履修相談は各学科の教員が担って個別指導員

の役割を果たしているが、 終的な調整、相談は教務課職員が担当している。学生

生活についてはゼミの教員が悩み等の個別的な相談に乗っているが、オリエンテー

ションでの全般的な説明を行う等、日常的な個別的相談は学生課職員が対応してい

る。キャリア支援、就職相談もゼミ担当教員が中心に行われているが、教員間で個

人差があり、不足している部分を就職支援センターの職員がフォローしている。同

様に図書館でも新入生ガイダンスにおいて、資料の調べ方などの指導を図書館職員

が行っている。また、クラブ活動でも副部長、コーチ等として職員が指導に関わっ

ている。 
しかしながら、学期始めは新入生を中心に学生からの相談件数も多く、ゼミ担当

教員と職員の連携が充分に取れているとは言い難い部分があるが、時間的余裕が出

てくれば解消する。同様に学期初めは職員の業務時間も長くなりがちであるが年間

労働時間では大きな問題はない。 
一方、大学全体を方向づける企画、政策立案の面では、教員主導の比率が高い。

そのため、職員の企画や政策を立案する力が不足している。職員側から中期ビジョ

ンに立った改革案、政策案等が多く出てくるよう改善マインドの育成を研修等で働

きかけていく必要がある。 
［基準６の改善・向上方策（将来計画）］ 

(ア) 職員の視野を高め、企画力、制作力を育成するための研修や機会をつくる。 
(イ) 厳しい経営環境にある民間企業マインドを学び、私学の生き残りをかけた時

代を切り開く。 
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基準７．管理運営 

７－１ 大学の目的を達成するために、大学及びその設置者の管理運営体制が整備さ

れており、適切に機能していること。 

（１） ７－１の事実の説明（現状） 

＜７－１の視点＞ 

７－１－① 大学の目的を達成するために、管理運営に関する方針が明確に定められ

ているか。 
法人全体の管理運営は、「学校法人常葉学園寄附行為」、「学校法人常葉学園理事会運

営規程」、「学校法人常葉学園監事監査規程」及び「常葉学園常務理事業務分掌規程」

等関連規程により行われている。 
 「理事会」は、寄附行為第 6 条の規定に基づいて運営され、【表 7-1-1】に示す審議

事項のほか、特に重要な事項について審議している。平成 20(2008)年度は、5 月、10
月、3 月に開催した。 
【表７－１－１】理事会審議事項  
（１）寄附行為等基本的規程の制定・改廃に関する事項  
（２）事業計画及び予算、決算、借入金等財政に関する重要事項  
（３）組織の設置、改廃に関する重要事項  
（４）人事に関する重要事項  
（５）学部・学科等の新設・改廃・定員の増減等重要事項  
（６）重要資産又は所轄庁に届出をすべき資産の取得、処分に関する事項  
（７）学則・園則の制定・改廃等重要事項  
（８）授業料・入学金・施設費・入学検定料等納付金の制定・改定等重要事項  
（９）その他理事長が必要と認める事項  
【表７－１－２】評議員会審議事項 
（１）予算、借入金（当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除

く）及び基本財産の処分並びに運用財産中の不動産及び積立金の処分  
（２）事業計画  
（３）予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄  
（４）寄附行為の変更  
（５）合併  
（６）目的たる事業の成功不能に因る解散  
（７）寄附金品の募集に関する事項  
（８）その他この法人の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認

めるもの。  
「評議員会」は、【表 7-1-2】に示すほか、学校法人の業務全体にわたり理事会から諮

問を受けた事項について意見を述べている。平成 20(2008)年度は、5 月、10 月、3 月

に開催した。 
 以上の他に、理事長の職務執行に関する意思決定及び連絡調整のために、組織規程

第 5 条、36 条及び 38 条により、【表 7-1-3】に示す組織を置いている。（開催状況は平
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成 20(2008)年度） 
【表７－１－３】 

名称 根拠規程 設置の目的 構成員 開催状況

所属上長会議 

組織規

程第 30

条 

理事長の職務執行に関する意思

決定及び学園の設置する学校間

相互の綿密な連絡調整をはかる

ため 

理事長、常勤理事、所属

上長、その他理事長の

指名するもの 

5・7・11・  

１月 

本部・大学・短

大・専門学校 

打合せ会 

組織規

程第 33

条 

大学・短期大学・専門学校の重

要事項の伝達及び相互の連絡

調整 

理事長、大学・短大・専

門学校の所属上長等 

4・6・9・  

12・2 月 

学園連絡会 

組織規

程第 31

条 

学園内の重要事項の伝達及び

学園内の相互の連絡調整のため

理事長、常勤理事、所属

上長及び管理職等 

4・6・9・  

12・2 月 

「常務理事会」は、常葉学園常務理事業務分掌規程第 7 条により、理事長、副理事長

（2 人）、常務理事（2 人）により構成し、理事会及び評議員会に付議する事項に関す

ること、理事会から委任された事項に関すること、その他理事長が特に必要と認めた

事項に関することを審議する。平成 21(2009)年度より原則として毎週火曜日に開催し、

学校法人の業務執行が円滑適性に行われるよう諸問題について検討を重ねている。 
 本学の管理運営は、組織規程、本学学則及び本学大学院学則並びに関連規程により

行っている。本学学則第 58 条に規定される「部長会」は、大学の教育及び研究の施策

に関する学長の意志決定を助けるための 高機関として、必要な時に随時開催してい

る。メンバーは理事長、学長、副学長、学部長、大学院研究科長、基礎教育センター

長、臨床心理教育実践センター長、学生部長、教務部長、図書館長、事務局長及び学

長の指名する者をもって構成し、【表 7-1-4】に示す事項を審議する。 
【表７－１－４】部長会の審議事項 
１ 教育・研究及び人事に関する基本方針等その運営における全学的な事項 
２ 入学試験に関する事項 
３ 各種委員会に関する事項 
４ 学則、諸規程の制定、改廃及び運用に関する事項 
５ 施設の設置、廃止に関する事項 
６ 学長の諮問に関する事項 
７ その他本学の運営に関する重要な事項 
また、「教授会－学則第 59 条」は、学長及び専任の教授でもって構成し、原則とし

て月 1 回定例会開催し、【表 7-1-5】に示す事項を審議する。構成員の 3 分の 2 以上の

出席をもって成立し、議事は出席者の過半数の賛成により決する。また、教授会には、

教育課程の運営と審議を円滑に行うため、運営委員会を設置している。 
【表７－１－５】教授会の審議事項 
１ 教育課程及び授業に関する事項 
２ 学則に関する事項 
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３ 学生の入学、退学、休学、除籍及び卒業に関する事項 
４ 学生の厚生補導に関する事項 
５ 学生の賞罰に関する事項 
６ 教員の人事に関する事項 
７ 教育及び研究に関する事項 
８ その他本学の教育研究に関する事項 
「学部会議－学則第 60 条」は、学部長及び専任教員で組織し、原則として月 1 回定例

会開催し、【表 7-1-6】に示す事項を審議する。構成員の 3 分の 2 以上の出席をもって

成立し、議事は出席者の過半数の賛成により決する。 
【表７－１－６】学部会議の審議事項 
１ 教育課程及び授業に関する事項 
２ カリキュラム 
３ 学生の入学、退学、休学、除籍及び卒業に関する事項  
４ 学生の厚生補導及び賞罰に関する事項 
５ 教育と研究に関する事項 
大学院の管理運営機関として各研究科の教授、准教授及び学長が必要と認めた者を

もって構成する「研究科委員会（浜松大学大学院学則第 10 条）」を置き、原則として

月 1 回定例会開催し、【表 7-1-7】に示す事項を審議する。 
【表７－１－７】研究科委員会の審議事項 
１ 人事に関する事項 
２ 教育課程及び試験に関する事項 
３ 学生の身分に関する事項 
４ 学位の授与に関する事項 
５ 授業及び研究指導に関する事項 
６ 自己点検、評価に関する事項 
７ その他、研究科に関する事項 
事務組織の管理運営は、常葉学園組織規程第 8 条（大学院・大学・短期大学の組織）、

第 22 条（大学事務局・短期大学事務部）、第 23 条（大学・短期大学学生部）、及び第

24 条（大学・短期大学図書館）により行っている。 
７－１－② 管理運営に関する方針に基づき、大学及びその設置者の管理運営体制が

整備され、適切に機能しているか。 
理事、監事及び評議員は「学校法人常葉学園寄附行為」の定めにより選任される。

理事、監事及び評議員は【表 7-1-8】のとおりである。 
【表７－１－８】 

区分 根拠規程 選任規程 定数 現員 

理  事 
寄附行為

第１４条 

（１）この法人の設置する大学・短期大学の学長 

（２）この法人の設置する専門学校・高等学校の校長のう

ちから互選によって選任された者１人以上２人以内 

（３）評議員のうちから評議員会において選任された者２

１０人以上１３

人以内 
１３人
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人以上３人以内 

（４）前各号に規定する理事の過半数以上を以って選任

された者３人以上４人以内 

監  事 
寄附行為

第第１５条 

監事はこの法人の理事、職員又は評議員以外の者であ

って理事会において選出した候補者のうちから、評議員

会の同意を得て、理事長が選任する。 

２人以上５人

以内 
  ５人

評議員 
寄附行為

第第２４条 

（１）第４条に規定するこの法人の設置する学校の学長、

校長及び園長 

（２）この法人の職員（この法人の設置する学校の教員そ

の他の職員を含む。以下この条において同じ）のうち

から、理事会で選任された者５人以上９人以内 

（３）この法人の設置する学校を卒業した者で、年齢２５

才以上の者のうちから、理事会において選任された

者７人以上１０人以内 

（４）この法人の設置する学校の在学者及び卒業者の保

護者のうちから、理事会において選任された者６人

以上９人以内 

（５）この法人に関係ある学識経験者で、理事会におい

て選任された者６人以上８人以内 

３９人以上５１

人以内 
４５人

＊現員は、平成 21 年 5 月 1 日現在 
理事、評議員は、それぞれの選任規程により選任され、【表 7-1-1】、【表 7-1-2】に

おける審議事項について審議する。 

 監事は、理事会・評議員会に出席するほか、監事監査においては、監査法人及び内

部監査室（学校法人常葉学園内部監査実施要綱－平成 20 年 10 月 17 日制定）と連携

して監査を行っている。 
また、理事会の機能を強化するために、「学校法人常葉学園理事会運営規程」及

び「常葉学園常務理事業務分掌規程」により、「常務理事会」を設置するとともに、副

理事長及び常務理事の増員を行った。  
浜松大学の運営は、学長をトップとする教学組織と、理事長を 高責任者とする理

事会との連携協力関係によって良好に運営されている。この他、前にも述べたが、本

学園には学園本部が主催し、理事長が議長をつとめる「所属上長会議」、及び傘下の大

学・短期大学・専門学校の所属上長以下の教職員の管理職者と学園本部の管理職者が

出席する「大学・短大・専門学校打合せ会」があり、教学側と経営側の連携協力、合

意形成のための工夫がなされている。また、教育面の学務一般については、基本的に

教学側に任されているが、経営行為でもある人事と財政については、学園本部の専決

事項、若しくは承認事項となっている。例えば学長、学部長等の選任は理事会が行い、

教職員の採用、昇格等も理事長の承認を必要としている。予算についても、教学側の

予算要望を理事長とのヒアリングにより調整し、理事会が評議員会の意見を聞いて決

定する。予算の執行についても、一定金額以上の支出は理事長の承認を必要とする。 

７－１－③ 管理運営に関わる役員等の選考や採用に関する規定が明確に示されてい
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るか。 
 理事の選任は、寄附行為第14条に、監事の選任は寄附行為第15条に規定している。

役員の解任及び退任については、寄附行為第17条に、役員の補充については寄附行 
為第18条に規定している。役員の任期は2年であるが、補欠役員の任期は前任者の  
残任期間とし、増員役員の任期は現任者の残任期間とする。  
 評議員の選任は、寄附行為第 24 条に規定している。評議員の任期、解任及び退任に

ついては、寄附行為第 25 条及び第 26 条に規定している。評議員の任期は 2 年である

が、補欠評議員の任期は前任者の残任期間とし、増員評議員の任期は現任者の

残任期間とする。  
 学長は、「常葉学園 学長・短期大学学長選任規程」により、理事会の議を経て、理

事長が任命するが、理事長はこの議に際して、当該大学の専任教授の代表（2 名）の

見識を聴する。副学長は、「常葉学園 大学副学長選任規程」により、学長の推薦によ

り理事長が任命する。学部長は、「常葉学園 大学学部長選任規程」により、部長会の

意見を聴した上で、学長の内申により理事長が任命する。 
附属機関の附属図書館、総合研究所、基礎教育センター及び臨床心理教育実践セン

ターの長は学長が推薦し理事長が任命する。 
教員の採用については、学内での人事委員会の審議を経た後、部長会の議を経て教

職員需要調書にて、学園本部に上申する。また、教員の採用選考は、大学で選考した

後、理事長が面接を行い決定する。 
事務職員の採用については、事務局長が職員の採用を必要と判断した場合、学長の

承認を得て、教職員需要調書にて学園本部に上申する。また、事務職員の採用選考は、

人事課が行い、理事長が決定する。 
学長、副学長、学部長の選任規程が平成 20(2008)年に制定された。 

（２） ７－１の自己評価 

常葉学園は、学者であり教育者である木宮泰彦氏が「戦後の復興は何よりも教育に

ある」との信念から、昭和 21(1946)年に創設した。以来 62 年間、学校法人常葉学園

本部を静岡市に置き、本学園の特色を生かしつつ、地道な努力を重ねた結果、現在で

は静岡県内に幼稚園 2、小学校 1、中学校 3、高等学校 3、短期大学 1、大学 3、大学

院 3、専門学校 2 を擁している。本学は昭和 63(1988)年に高度情報化社会に対応でき

る人材を必要としていた地元浜松地区の要望もあって経営情報学部を設置した。これ

らを反映して、当初は、地元浜松地区からも理事、評議員を選任してきたが、現在は、

職指定（選任条件を含む。）を除いて、静岡県内から広く学識経験者を中心として選任

されている。監事は、教育関係者、弁護士、産業界から選出されており、バランスが

図られ選任されている。常務理事会は日常的な法人運営に関する実質的な意思決定を

行っている。刻々と変化する学校運営の流動的な環境に対応するため、懸案事項の抽

出、経営分析・財務分析及び人事政策等の中長期計画などの検討を行っている。 
（３） ７－１の改善・向上方策（将来計画） 

本法人は、近年の大学を巡る社会情勢の変化により機敏に対応するため、諸規程の

改正を平成 18 年(2006)から平成 20(2008)年にかけて実施してきた。平成 21(2009)年
度においても、諸規程の見直しを継続して行い、教職員の給与制度の見直し、大学の
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組織規程の見直し、事務職員職階制度の構築、危機管理規程の制定等に取り組んでい

る。また、私立学校法の改正にあわせ、理事機能の強化を図り、平成 21(2009)年度か

ら常務理事会を設置し、法人運営の機動的対応ができるように改め、理事長の業務を

代行する副理事長を二人制とし、人事担当、渉外担当とするなど、業務分担を明確に

した。また、企画と法人業務を担当する常務理事の 2 人が理事長を補佐する体制に改

めた。 
また、大学運営の円滑化を図るため、学長等選任規程を整備した。今年度から、実

質的運用が開始される。 
 

７－２ 管理部門と教学部門の連携が適切になされていること。 

（１）７－２の事実の説明（現状） 

＜７－２の視点＞ 

７－２－① 管理部門と教学部門の連携が適切になされているか。 
 学長は、教学部門の責任者であるとともに、理事会、常務理事会など管理部門の構

成員でもあることから、教学の意向の反映と連携が適切になされている。また、前に

述ているように、理事会及び評議員会以外に、「所属上長会議」、「大学・短大・専門学

校打合せ会」及び「学園連絡会」を定期的に開催し、学校間相互の連絡調整を行って

いる。会議の構成は、理事長を始めとする常勤役員、役職教職員であり、教学の問題

点、学校運営の懸案等について話し合われている。さらに、管理部門と教学部門の実

質的連絡調整役である、学園内の事務局長、事務部長、事務長で構成する「学園事務

打合せ」を定期的に開催し、それぞれにかかえる懸案事項の協議、学園本部からの指

示事項の周知徹底等相互連携に努めている。 
（２） ７－２の自己評価 

就学人口の減少、経済不況等厳しい状況が続くなか、法人運営における財務戦略、

教育環境整備、人事政策、組織の活性化等マネジメント機能の強化が求められている。 
教学においても、多様な個性とニーズをもった学生の受け入れに伴う教育改革への

取組み、教学組織の改革、定員割れの学部学科の改組、専門学校の 4 大化等大学運営

においての重要課題が山積している。このような状況下においては、これまで以上に

管理部門と教学部門の連携が必要となり、双方の機能を 大限に発揮する体制強化が

必要となる。これまでの常葉学園は、それぞれの学校が主体的に「学校運営」をとの

方針で運営されてきたが、法人のリーダーシップによる運営機能の強化が求められて

いる。 
（３）７－２の改善・向上方策（将来計画） 

平成 21 年度から理事長をトップとする常務理事会が設置された。 
1) 管理運営においては、理事長がリーダーシップを発揮できるよう、副理事長（2

人）と常務理事（2 人）の補佐体制が整備された。 
富士常葉大学学長を理事長が、浜松大学学長を副理事長が兼務するので管理部

門と教学部門の連携は密になった。しかしながら、それぞれの役割・責任は違

うことから、早期の兼務の解消に努めなければならない。 
2) 「所属上長会議」、「大学・短大・専門学校打合せ会」及び「学園連絡会」は、
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学校相互間の連絡調整には実を挙げているが、構成メンバーの肥大化等から懸

案事項の話し合い等が十分に行うことができない状況にある。構成メンバーの

縮小等見直しを行い、管理部門と教学部門の連携に実効性のある組織改革に着

手したい。 
3) 本学の学長が学園本部の副理事長に就任したことに伴い、副学長を二人制にし、

大学内においての「学内部門担当（教学一般等）」と「学外部門担当（学生募

集・就職開拓等）」に、業務分担をし、それぞれの責任を明確にして、教学部

門の強化に努めた。また、迅速な対応とのことから、月 1 回開催される部長会

では懸案事項の先送りが懸念されることから、副学長、学部長と事務局長から

構成される部長会運営委員会を設置し、随時開催することとした。 
 

７－３ 自己点検・評価のための恒常的な体制が確立され、かつその結果を教育研究

をはじめ大学運営の改善・向上につなげるシステムが構築されていること。 

（１） ７－３の事実の説明（現状） 

＜７－３の視点＞ 

７－３－① 教育研究活動をはじめ大学運営の改善・向上を図るために、自己点検・

評価の恒常的な実施体制が整えられているか。 
 平成 3(1991）年の大学設置基準の改正に伴い、各大学が教育研究活動に対する自己

点検・評価活動に着手するなか、平成 4(1992)年、常葉学園においても、自己点検・

評価活動の検討が行われ、平成 5(1993)年に自己点検・評価の必要性を理事長に答申

した。（平成 6(1994)年度報告書付録１参照）これを受け、本学は同年、自己点検・評

価運営委員会を発足した。この委員会は、発足の年度においては自己点検・評価の在

り方、方針、点検評価項目の選定などから着手し、翌平成 6(1994)年度から具体的項

目を掲げ、活動を継続してきた。 
 平成 6(1994)年度は「現状と課題」、平成 7(1995)年度は「点検活動の継続と実施活

動に向けての模索」など、各年度において重要であると判断された課題に関して点検・

評価活動をし、報告書を冊子にまとめ、公表してきた。 
 平成 8(1996)年度からは「改善・改革は日常の各委員会活動と連動し推進される必

要がある」との考えに基づき、各委員会での具体的点検・評価・改善につき、自己点

検・評価運営委員会はこれをまとめ、検討し、問題点などを指摘し報告書として公表

するものであった。 
 平成 15(2003)年度には、上記平成 8(1996)年度からの活動内容に加え、大学認証評

価制度が開始されることに対応し、この、「大学認証評価制度」に対する情報収集活動

が主たる活動目的となり、「大学基準協会」、「私立大学協会」、「学位授与機構」の評価

機関としての現状・評価方法などの情報収集に努めた。平成 16(2004)年度においては、

大学認証評価制度に言う第三者評価を受けるための、資料の整備がなされているかを

点検することに主眼がおかれ、また、個人情報保護法の制定を受け、その法令遵守体

制の確立と併せて「浜松大学における学生情報の一元化及び管理・運営について」の

委員会活動へと発展した。これ以降、第三者評価を受審するための、資料の整理、資

料の媒体をいかにすべきかなどの議論が主となり、第三者評価の準備委員会のごとく
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なった。 
 こうして、平成 16(2004)年度までの委員会の報告書は作成され公表されているが、

それ以降は、議事録は存在するものの、報告書はまとめられていない。 
 平成 20(2008)年度においては、大学認証評価を実際に受けるにあたり、本学に「第

三者評価委員会」が組織され、この委員会が受審における実務作業の準備をするなか、

自己点検・評価運営委員会は、その受審先である「日本高等教育評価機構」において

求める資料の収集・確認が主たる作業となり、議事録は存在するも、まとめた活動報

告書は作成されていない。 
７－３－② 自己点検・評価の結果を教育研究をはじめ大学運営の改善・向上につな

げるシステムが構築され、かつ適切に機能しているか。 
 平成 7(1995)年に自己点検・評価運営委員会は FD 委員会に授業調査報告を実施する

ように提言した。これにより本学の FD 活動が実施され逐次授業の改善がみられるこ

とが FD 委員会より報告された。また、履修の手引きの記載の改善などは自己点検・

評価運営委員会での提言により改善がみられた。このように本学の自己点検・評価に

よる成果は、各委員会を通して実現されている点が多いため、自己点検・評価運営委

員会は各委員会からの報告をまとめ記録する委員会（システムとして整備されたもの

とは言い難い面がある。）となっている。報告書の作成・公表がなされなくなったと言

っても、委員会議事録に示されている通り、部長会等で評価・改善について検討され、

改善・向上を促す機能を果たしてきている。 
７－３－③ 自己点検・評価の結果が学内外に適切に公表されているか。 
 平成 15(2003)・16(2004)年度までの報告書は、他大学・短大及び公共機関等に公表

し、本学図書館に保存され、それを閲覧することが可能である。しかしながら、前述

したように、自己点検・評価運営委員会が、各委員会からの報告のとりまとめ委員会

となり、その後は、第三者評価への受審準備委員会的性格へと推移し、本来の目的と

する「自己点検・評価の結果を教育研究等大学運営の改善・向上と、自己点検評価の

結果を公表」することの委員会とはなっていない。改善・向上については、システム

によるものではないが、各委員会からの報告をもとに、重要な事項については、部長

会等で検討し、改善・向上につなげている（教授会・学部会議、事務連絡会などで示

されている。）。このような状況から自己点検・評価の結果の公表は、学外へはなされ

ていない。 
（２） ７－３の自己評価  

自己点検・評価運営委員会は、その機能においては各個的に大学運営の改善・向上

に寄与してきた。しかし各委員会を通してのもので、その各委員会自体の活動・機能

に問題が存在すれば、それを指摘することはできても改善方向に向かわせる機能が弱

い。また、平成 17(2005)年度以降の本委員会は、第三者評価に向けての準備委員会の

面が強く、本来の目的から乖離していた。よって一定の目的は達していると言い得る

が、大学運営の改善・向上に寄与することの目的を再認識する必要がある。 
（３） ７－３の改善・向上方策（将来計画） 

こうしたことに鑑み、その受審のための資料収集と資料のありかたを追求するので

はなく、自己点検・評価の目的と手段を検証し、教職員がこれを認識し、再構築する
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必要がある。しかし、こうしたことの一因として、未経験である第三者評価に対して

の過度の不安がなさしめたこともあり、実際に第三者評価の受審を経験した後は、大

学運営の改善・向上に寄与することの本来の方向（社会への説明責任）に取り組んで

いきたい。また、自己点検・評価の結果を学内外に適切に公表するように努めたい。 
[基準７の自己評価] 
前述のとおり、就学人口の減少、経済不況等厳しい状況が続くなか、法人運営にお

ける財務戦略、教育環境整備、人事政策、組織の活性化等マネジメント機能の強化が

求められている。 
教学においても、多様な個性とニーズをもった学生の受け入れに伴う教育改革への

取組み、教学組織の改革、定員確保割れの学部学科の改善と重要課題が山積している。 
このような状況下においては、これまで以上に管理部門と教学部門の連携が必要と

なり、双方の機能を 大限に発揮する体制強化が必要となる。これまでの常葉学園は、

それぞれの学校が主体的に「学校運営」をとの方針であったが、法人のリーダーシッ

プによる運営機能の強化が重要であると考えている。 
法人運営においては、理事機能の強化（常務理事会の設置）、監事機能の強化（内部

監査室の設置）、諸規程の整備を精力的に推し進めてきた。学校運営においても、学長

選任規程の整備、山積している課題への取組みプロジェクトの発足等を行い、一定の

成果を上げてきた。しかしながら、学園運営の基本的指針となる学園内諸規程の整備、

本学においても、自己点検・評価の実質的な体制が不十分であり、規程の整備、体制

の再構築等が求められている。 

［基準７の改善・向上方策（将来計画）］ 
教学の意向を尊重した、法人のリーダーシップによる運営機能の強化（常務理事会 

及び法人本部の機能強化）が重要であると考えている。そのための方策の一つとして、

大学の部長会への常務理事の出席を求め、管理部門と教学部門の連携強化に努めてい

る。 
また、一昨年度から再スタートした、諸規程の整備のための「常葉学園規程等改正 

委員会」による諸規程の見直しが行われ、学長選任規程の制定、大学以下の事務組織

の見直し等を行った。平成 21(2009)年度は、決済権限規程の制定、給与制度の見直し、

事務職員の職階制度の整備、大学事務組織の改革等の検討を予定している。大学にお

いては、山積している課題に対するプロジェクトの活性化、学内組織の見直し強化を

図りたい。常務理事会が機能し、各学校での課題に対するリーダーシップが発揮され

れば学園運営がより強固となる。なお、自己点検・評価体制についても、自己点検・

評価運営委員会が実質的リーダーシップをとり学内の管理運営体制及び教学体制の点

検改革を推進していく。 
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基準８．財務 
８－１ 大学の教育研究目的を達成するために必要な財政基盤を有し、収入と支出の

バランスを考慮した運営がなされ、かつ適切に会計処理がなされていること。 
（１）８－１の事実の説明（現状） 
＜８－１の視点＞ 
８－１－①大学の教育研究目的を達成するために必要な財政基盤を有し、収入と支出    

のバランスを考慮した運営がなされているか。 
本学は、昭和 63(1988)年度に経営情報学部経営情報学科の単科大学として創立され、

平成 6(1994)年度に、国際経済学部国際経済学科を、平成 8(1996)年度には大学院（経

営学研究科）、そして平成 13(2001)年度に、経営情報学部に情報ネットワーク学科を

増設した。定員の充足率も高く、収支バランスにおいても堅調に推移し、教育研究目

的も計画通り達成することができた。しかしながら、平成 14(2002)年度以降において、

少子化の進行、経済情勢の悪化、立地条件等から定員割れの状態が続いている。 
このような状況を踏まえ、平成 17(2005)年度には、社会的ニーズの高い魅力ある学

部学科の新設（健康プロデュース学部健康栄養学科・こども健康学科・心身マネジメ

ント学科）、平成 19(2007)年度においては、経営情報学部及び国際経済学部をビジネ

スデザイン学部へ改組転換を行い、安定的な入学者の確保に努めてきたが、改善には

至っていない。 
また、本学を設置運営する「学校法人常葉学園」が隣接地に設置する「常葉学園医

療専門学校の理学療法学科及び作業療法学科」を、4 年制大学への志向の高まりから、

本学の 1 学部へ発展改組（保健医療学部理学療法学科・作業療法学科）し充実を図っ

たが、作業療法学科が大きく定員割れを起こし、新たなる問題が浮上してきた。さら

に、スポーツ・健康志向への対応と新設した、健康プロデュース学部の施設設備の充

実として、新たな運動場の取得と運動施設（全天候型陸上トラック及び人工芝サッカ

ー場）の整備及びトレーニングルームを整備した体育館（保健体育の教育免許状取得

にも対応）の建築と財政負担を伴う経費支出（一部日本私立学校振興・共済事業団か

らの借入れも含む）とスポーツ選手強化及び留学生受入にかかる奨学費も教育研究費

に占める割合が高く、強化部の縮小及び留学生の受入規模等の改善が迫られている。 
一方、浜松駅前に借用していた「アクトキャンパス（エクステンションセンター）」

を浜松大学（都田キャンパス）での開講へ切り替え、施設利用料の削減、経常経費の

一部を後援団体からの支援等と収支の改善に努めてきたが、平成 20(2008)年度の決算

においては、繰越消費支出超過額は 37 億 4,544 万 7 千円となり、財務の収支バランス

には依然厳しいものがある。資金収支においても、次年度繰越支払資金が前受金相当

額であり、未払金・4 号基本金を差し引くと、翌年度の運転資金においても問題が発

生した。 
〔大学の財務状況〕 

入学定員の定員割れに比例して、消費収支の支出超過が続いている。このことは、

トコハホールの建築、学部学科の新設に伴う校舎の建築費、前述したスポーツ・健康

志向に対応した運動場の取得等の整備費に多額の経費を要したことによる。また、「翌

会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うことになる金額」が 11 億
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1,971 万 5 千円（借入金の未返還分及び平成 20(2008)年度未払金）であることから、

この基本金未組入額を加えた実質的な支出超過額は 48 億 6,516 万 2 千円となり、極め

て厳しい財務状況となっている。しかしながら、学部学科の増設、施設・設備の整備

充実により、学生の減少に歯止めがかかったことも事実である。 
〔法人の財務状況〕 
平成 20(2008)年度の決算では、14 億 56 万 9 千円の翌年度繰越消費支出超過となっ

ている。平成 15(2003)年度決算では、9 億 1,479 万 3 千円の翌年度繰越消費収入超過

となっており、5 年間で 23 億 1,536 万 2 千円の支出超過となった。 
この要因は、学園の 4 大事業と位置付けた、「常葉学園大学造形学部の増設」、「常葉

学園静岡リハビリテーション専門学校の開設」、「浜松大学健康プロデュース学部の増

設」、「富士常葉大学保育学部の増設」にかかる経費と、「常葉学園医療専門学校鍼灸・

柔道整復学科の増設」、「浜松大学アリーナの新築」等に要した経費の合計額 34億 5,200
万円によるものである。4 大事業及びそれ以外の建築等に要した経費から、平成

20(2008)年度決算の繰越消費支出超過額を差し引くと 20億 5,143万 1千円の収入超過

となっている。単年度決算を見ても、平成 19(2007)年度から 2 億 6,235 万 3 千円、平

成 20(2008)年度においても、2 億 6 千万円の収入超過となっており、法人における財

務状況は、着実に改善されており、特に問題はない。ただし、昭和 23(1948)年度に開

学した常葉学園中・高等学校を始めとし、施設設備の老朽化が進み、ここ数年の間に

立て続けに新築建直しが必要となる。これに要する財源として、「財政調整資金引当特

定資産」を準備し、現預金等においてもそれ相当額を有しているが、建直し後におけ

る、その後の再取得費の蓄積に不安が残る。 
〔法人の経営状況及び財政状態を示す各種比率〕 
法人の経営状況及び財政状態を示す各種比率は、大学基礎データ表に記載している通

りである。経営状況を示す各種比率は、法人全体としては、医歯系法人を除く大学法

人の全国平均（日本私立学校振興・共済事業団「平成 20(2008)年度版今日の私学財政

〈大学・短期大学編〉」）との比較（平成 19(2007)年度で比較）では、人件費比率は７％

上回っている。また、教育研究経費比率は６％低く、管理経費比率においては、全国

平均と同水準となっている。また、借入金等利息比率は、借入金の返済に伴い減少し

ており、全国平均を下回っている。学生生徒等納付金比率及びぬ寄付金比率は全国平

均より僅かに下回っているが、補助金比率は全国平均より５％上回っている。消費収

支比率においては、全国平均を 10％上回り経営状況の健全化を窺うことができる。 
財政状態を示す各種比率は、法人全体としては、医歯系法人を除く大学法人の全国

平均（日本私立学校振興・共済事業団「平成 20(2008)年度版今日の私学財政〈大学・

短期大学編〉」）との比較（平成 19(2007)年度で比較）では、自己資金構成比率は全国

平均と同水準であるが、過去５ケ年同水準で推移している。固定資産構成比率は全国

平均から 4％低い水準となっており、固定負債構成比率は全国平均より約 3％、流動負

債構成比率においても 1％全国平均よりそれぞれ低く、総負債比率は 3％、負債比率は

4％全国平均より低く、財政状態の健全化を窺うことができる。 
８－１－②適切に会計処理がなされているか。 
本学では、教育研究活動の具体的な計画について、学校法人会計基準及び学校法人
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常葉学園経理規則に基づいて予算編成を行い運営している。予算編成は、学園本部か

ら提示される予算編成方針により、各種委員会及び各学部学科等から提出される予算

要求書に基づき優先順位を付し、庶務会計課長及び事務局長が予算要求担当者とのヒ

アリングを行い、経常経費、継続経費及び政策経費と大別し、前年度の予算額・事業

評価等を勘案し、学長との調整により、学園本部へ予算要求をしている。学園本部に

おいては、大学から要求された予算内容（裏づけ資料含む）を詳細に精査し、学園本

部会計課長、学園本部事務局長（常務理事）及び理事長と学長並びに大学事務局長と

の予算ヒアリングを経て、事業計画案と共に 3 月に開催される評議員会、理事会に議

案提案をし、承認を得て大学への予算配当となる。また、事業計画案については、1
月に開催される所属上長会議（常葉学園組織規程第 5 条－基準 7 管理運営に記述。）で

審議される。なお、3 月に開催される評議員会及び理事会へ提案される当初予算は、

学生等数の確定から性格的には暫定予算の色彩が強く、5 月に開催される評議員会及

び理事会提案の補正予算が当初予算としての性格を持っている。さらに、例年、事業

計画の変更並びに予算の執行状況により、定例（10 月・3 月）開催の評議員会及び理

事会に補正予算が提案されている。予算執行については、学校法人会計基準、学校法

人常葉学園経理規則、学校法人常葉学園経理規則施行規程及び常葉学園補助活動経理

規程等により適性に会計処理が行われている。 
決算については、会計年度終了後 2 ヶ月以内に「学校法人会計基準」による『計算

書類』を作成し、公認会計士及び監事による監査を受け、事業報告書、計算書類に監

事監査報告書を付して議案提案し、理事会、評議員会の承認を得ている。理事会及び

評議員会に提出している計算書類は、次のとおりである。 
   ○資金収支計算書及び附属内訳表（資金収支内訳表、人件費内訳表） 
   ○消費収支計算書及び附属消費収支内訳表 
   ○貸借対照表及び附属内訳表（固定資産明細表、借入金明細表、基本金明細表） 
８－１－③会計監査等が適性に行われているか。 
監査は、監事、監査法人及び内部監査室がそれぞれの立場を堅持しながら三様監査

を実施している。 
監事による監査は、私立学校法、学校法人常葉学園寄附行為に基づき、学校法人 

の業務及び財産の状況について監査を行っている。なお、監事と監査法人との連携 
による監査も実施している。 
平成 20(2008)年度中に実施した監事の職務執行状況と、平成 20(2008)度会計年度 

決算にかかる財産状況についての監事の職務執行状況は以下のとおりである。その 
結果、平成 20(2008)年度の財産及び業務の状況について監査報告書が作成され、理 
事会、評議員会に提出された。 
〔平成 20(2008)年度中に実施した監事の職務執行状況〕 
1) 財産状況の監査〔4 回実施〕－関係帳票との突合精査により収支の状況を聴取確

認。予算の執行状況、予算の補正、財産管理状況について聴取。 
2) 業務状況の監査〔4 回実施〕－平成 20(2008)年度の主要事業の進捗状況及び        

学校の運営状況について聴取。 
3) 公認会計士との連携の状況〔4 回実施〕－監査法人の監査状況聴取。 
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〔平成 20(2008)年度会計年度決算にかかる財産状況についての監事の職務執行状況〕 
1) 財産状況の監査〔1 回〕－平成 20(2008)年度決算にかかる計算書類（資金収支計

算書、消費収支計算書、貸借対照表及び附属明細表）等に基づいて監査を実施。 
2) 監査法人による監査は、私立学校振興助成法に基づく監査報告を行うため、計算

書類について監査を行っている。監査法人の監査状況は以下のとおりである。 
〔平成 20(2008)年度の監査状況〕14 回実施 
       ・財務諸表項目確認 
       ・財務計算書類確認 
       ・常葉学園大学大学院初等教育高度実践研究科増設認可申請にかかる

財産目録確認 
       ・人件費、学納金、有価証券確認 
       ・浜松常葉学園決算確認 
       ・請求書、固定資産、学納金確認 
       ・人件費他確認 
       ・法人合併にかかる財産目録確認 
       ・有価証券、固定資産確認 
       ・財産の動き及び経費確認 
内部監査室による監査は、内部監査実施要綱にもとづき、経理の誤謬、脱漏を防止

するとともに、業務を適性に把握することにより、被監査部局に対する指摘・提言等

を通じて、経営の効率化及び業務の活性化を行いやすくするため、理事長の直属の組

織として監査を行っている。 
〔平成 20(2008)年度に実施した内部監査状況〕 
1) 常葉学園橘中学校及び橘高等学校 
 監査内容［会計監査－本会計（学生寮等の補助活動事業を含む） 

その他会計（PTA、後援会、同窓会、生徒会等会計）］ 
2) 常葉学園短期大学 
  監査内容［会計監査－本会計（音楽院セミナー、学生寮等の補助活動事業を含む）、

その他の会計（後援会、同窓会、学生会、研究会等の会計）］ 
3) 富士常葉大学 
  監査内容［会計監査－本会計（研究所等の受託事業、学生寮等の補助活動事業を

含む）、その他会計（後援会、後援会 OB 会、同窓会、学友会等の会計）］ 
（２）８－１の自己評価 
８－１－①について 
本学の財務状況については、抜本的な改善が必要であり、それに対する取組みが急

務である。このような財務状況は、学生確保の方策として計画した学部学科の充実、

改組転換、施設設備の整備に要した資本投下が引き起こしたことである。この状況に、

理事長が先頭に立ち、学園本部が主導して財務改善に取り組んでいる。繰り返しにな

るが、このことは、就学人口の減少によることに起因していることではあるが、就学

人口の減少期の対応策・学生確保のための様々な方策（学部学科の新設、改組転換、

施設設備の整備に要した資本投下）等が、社会調査が不十分なままスタートしたこと
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と、見通しの甘さが生んだ結果と言わざるを得ない。教育評価には、一定の時間を要

する事は承知していながらも、めまぐるしい改組転換等によって、本学の主幹教育が

埋没し、社会的評価の低下を招いたものと推察している。 
８－１－②について 
大型コンピュータからパソコンシステムへの切替時（平成 21(2009)年度は試行期間、

本格稼動は平成 22(2010)年度）に、効率的な会計処理が可能になるよう、各学校との

連携を密にし、システムの構築のための準備委員会を組織し、業務内容の徹底見直し

を行い、将来予定している事業予算での予算編成への対応も考慮したシステムを構築

した。事業予算（計画）の実施にあたっては、スクラップ・アンド・ビルドの考えを

継続し、新規事業は既存事業を見直すことと、事業予算の編成においては、財源確保

を前提としているが、各学校とも既得権の意識が根強く、これが弊害となって既存事

業の見直しが進まない状況にある。「一度スタートさせた事業は原則的に廃止できな

い」との体質から脱却しなければ、スクラップ・アンド・ビルドは出来ないことにな

る。なお、就学人口の右肩上がり期から、減少期そして低位安定期へ移行している中

で、これからの運営に必要な資金の蓄積には、一層の経費の節減と、効率的かつ適正

な予算執行（事前の目標設定、事業終了後の達成度の測定、必要性、費用対効果）及

び改善改革にかかる「事業評価制度」の導入が必要との認識にたち、常務理事会を中

心として、予算制度の改革に着手している。 
８－１－③について 
監査機能の充実には、内部監査室が昨年度設置したこともあり、監事、監査法人及

び内部監査室が連携・協力し、効率的な監査システムを確立しつつある。監事、監査

法人及び内部監査室の協力体制については、それぞれの立場や目的は異なるが、共通

点も多く、今後とも引き続き監査目的の違いを認識した上で、情報交換等連携・協力

を図り、コミュニケーションの向上に努める。 
内部監査については、今年度で 2 年目となるが、監査レベルの向上を図りながら計

画的に実施していくことになる。また、監査の指摘・提言事項については、内部監査

室が実施状況をフォロー監査する。これらのことを継続実施することにより、監査目

的である経営の効率化及び業務の活性化につながるものと確信している。 
（３）８－１の改善・向上方策（将来計画） 
８－１－①について 
大学の財務状況の改善には時間を要する。しかしながら、昨年度から再スタートし

た学園の規程等改正委員会にて、各学校単位の運営を尊重しながらも、学園としての

組織運営に切り替え、また、人件費の抑制策に関連する教職員の採用関連規程の改正

を行い、さらに、今年度から発足した学園の常務理事会〔構成メンバー（理事長、副

理事長 2 人、常務理事 2 人）の 5 人で構成、毎週開催〕にて、各学校の学校運営の状

況分析及び財務分析に着手し、それぞれがかかえる問題点を抽出し、的確な改善策を

示す体制が整えられた。本学が指摘された問題点は次のとおりである。 
入学定員確保の方策を検討するプロジェクトの設置、スポーツ奨学生及び留学生受

入にかかる奨学費の抑制策の構築、有効な広報のあり方（広報費の抑制）、魅力ある教

育活動指針の立案等である。このことを受け、副学長を中心とした教職員と学園本部
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からのメンバーを加え、検討に着手した。検討状況は以下のとおりである。留学生の

受入上限（日本人学生への影響も考慮）、スポーツ強化部の見直し、社会評価の収集、

学生募集活動の総括、社会的ニーズと魅力ある教育活動、就職率の向上と離職率の調

査（原因）等である。 
法人としては、現在の就学人口の低位安定期において、学園の適正規模・経営の効

率化等の検討に着手した。「経営の効率化として、学園の設置学校の統合・再編」につ

いて、先進大学からの情報収集を行った。いずれにしても、魅力ある学校を構築して、

入学定員の確保に努めることが、財政基盤の確立に繋がることとなる。そのためにも、

「教育」及び「財政」にかかる中長期計画の立案が急務であり、常務理事会において

協議中である。また、常葉学園中・高等学校の校舎等の新築計画において、校地の利

活用について、学園内の意見調整に手間取っており、調整が出来次第、第 2 号基本金

の計画組入れを行い、単年度における基本金の多額の組入れを回避し、財務状況の改

善に努めたい。なお、第 2 号基本金への計画組み入れを予定しているのは次のとおり。

「常葉学園中・高等学校の校舎建築」、「常葉学園橘中・高等学校の校舎建築」、「常葉

学園短期大学校舎の建築」である。 
今後の財政基盤の確立への計画としては、「財政調整資金引当特定資産」を「減価償

却引当特定資産」とし、新たに「修繕費引当特定資産」を設定し、規程の制定を行い、

引当特定資産の目的と目標額を明らかにしていく予定である。 
８－１－②について 
就学人口の右肩上がり期から、減少期そして低位安定期へ移行している中で、これ

からの運営に必要な資金の蓄積、財政基盤の確立には一層の経費の節減と、効率的か

つ適正な予算執行のために、事前の目標設定、事業終了後の達成度の測定、必要性、

費用対効果、改善改革にかかる「事業評価制度」の導入等が必要と考え、常務理事会

を中心として、予算制度の改革に着手している。 
８－１－③について 

内部監査室による監査を、平成 20(2008)年度には試行的に 4 部門の監査を行い、会

計監査を中心に経理の誤謬、脱漏を防止するとともに、被監査部局に対する指摘・提

言等を通じて、経営の効率化及び業務の活性化に務めた。平成 21(2009)年度には、残

されている全部門（中学校及び高等学校は一つの部門とする。）の内部監査を行うが、

依然として会計監査を中心とするが、業務監査にも着手することとしている。また、

監査レベルの向上に努め、将来においては、「事業評価制度」の導入計画への対応とし

て、事業計画の達成度及び費用対効果等の視点からも評価・検証をし、各事業計画を

継続的に検証することによる経営の効率化及び業務の活性化の強化に努めたい。 
 

８－２ 財務状況の公開が適切な方法でなされていること。 
（１）８－２の事実の説明（現状） 

私立学校法の改正により、財務情報の公開が義務付けられ、学校法人が公共性を有

する法人としての説明責任を果たし、関係者の理解と協力をより得られるようにして

いくという観点から、学校法人は、財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書

及び監査報告書を各事務所に備えておき、在学者その他の利害関係人から請求があっ
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た場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを供覧しなければならないことと

された。このことにより、本法人においては、「学校法人常葉学園財務書類閲覧事務取

扱要領」を制定し、供覧できるようにした。 
本法人では、以前から学校法人の公共性に鑑み、学生・保護者及び教職員並びに学

校関係者に対し、「常葉学園だより→年５回発行→例年 7 月発行」の中に、財務 3 表（資

金収支計算書・消費収支計算書・貸借対照表）を掲載し、財務状況の説明・公開を行

ってきた。また、常葉学園ホームページにおいても、「学校法人常葉学園情報公開の中

の事業報告書」及び「常葉学園だより」により、財務状況の公開を行っている。なお、

各学校のホームページから、学校法人常葉学園にリンクすることにより、「学校法人常

葉学園情報公開の中の事業報告書」及び「常葉学園だより」を開くことができるよう

に配慮している。 
（２）８－２の自己評価 
財務情報の公開は、「常葉学園ホームページ」、「学園だより」に財務 3 表を公開し、

さらに、『学校法人常葉学園財務書類閲覧事務取扱要領』により、供覧できるようにし

ているが、学校会計は、一般的に馴染みが薄いことから、理解に苦慮している場合が

多く、財務状況に解説を付すなどの工夫が必要と思われる。また、財務 3 表の公開状

況においても、現状は、学校法人全体の財務状況の公開であり、学校毎の財務状況（内

訳表）についても、「事業報告書での公開」も視野に入れて行うべきと考えている。 
（３）８－２の改善・向上方策（将来計画） 
今後においては、ホームページで公開している事業報告書をより充実させ、財務 3

表の財務状況の解説をより詳細にすることと、学校毎の財務状況の公開にも取り組ん

でいきたい。また、昨年度から所属上長会で検討してきた「本法人における情報の公

開について（素案）」をたたき台として、「ホームページにおいて公開するもの」、「活

字媒体において掲載するもの」を関係者で協議を進めており、今年度での公開・発行

を目指している。 
〔ホームページでの情報公開項目（案）〕 

＊法人で公開する事項及び各学校で公開する事項に区分する予定。 
1) 法人のホームページで公開する項目 
・理事長挨拶 ・創立者紹介 ・建学の精神 ・略沿革 ・設置する学校等の一覧 
・組織図 ・役員 ・教職員数 ・学生生徒児童園児数  
・収支計算書 ・貸借対照表 ・財産目録 ・事業計画書 ・事業報告書 
・監査報告書 ・個人情報保護方針（学校法人常葉学園個人情報取扱規程） 
・学園トピックス 
・自己点検評価報告書 ・第三者評価報告書 
・公的研究費取扱方針（公的研究費補助金取扱規程） 
・公益通報取扱方針（学校法人常葉学園公益通報に関する規程） 
2) 活字媒体において掲載する項目 
・トピックス（当該年） ・略年表 ・設置する学校等一覧 ・組織図 
・歴代役員 ・歴代学長、校長、園長、事務局長 ・在職者一覧 ・後援団体役員 
・教育課程表 ・在籍者数一覧 ・卒業者数一覧 ・入試状況 
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・就職進学等状況 ・図書収蔵状況 ・学内刊行物一覧 ・納付金一覧 
・収支計算書 ・貸借対照表 ・財産目録 ・事業計画書 ・事業報告書 
・監査報告書 ・土地、建物状況 ・配置図 ・施設所在地  
・学園日誌（当該年） 
3) ホームページ上における情報公開に関するガイドラインを定める。 

 
８－３ 教育研究を充実させるために、外部資金の導入等の努力がなされていること。 
（１）８－３の事実の説明（現状） 

外部資金としては、国庫補助金（経常費補助と私費外国人留学生補助）が中心とな

っている。他には、資産の運用利息収入及び施設利用料である。資産の運用利息は、

本学が赤字体質であり、多くは望めない。また、施設設備の利用料にしても、立地条

件等から多くの外部資金の獲得は期待出来ないが、充実した施設設備の保有状況と、

駐車場スペースの確保が出来ることから、施設利用の拡大 PR を広報活動を通じて積

極的に行うなどして、施設利用料の収入増を図りたい。 
なお、科研費補助金を含めた、公的研究費補助金の採択率が低く、大きな課題の一

つとなっているが、本学の附属機関の「総合研究所」が中心となり、科研費等公的研

究費補助金の獲得に努力している。さらに、エクステンションセンターの積極的運営

による外部資金の増収にも期待ができるが、不断の教職員の努力が必須となる。ただ、

今年度設置された、「臨床心理教育実践センター」で行う、地域住民の心理療法、心理

相談及び教育相談にかかる相談料収入については、大学及び基礎学部の教育研究活動

に還元されるものと期待している。 
（２）８－３の自己評価 

教職員の大学に対する帰属意識の希薄が問題と考えられる。大学の財務状況を教職

員に説明をし、自らが外部資金の獲得に積極的に取り組む環境整備を図るべきと考え

る。外部への情報開示も必要であるが、大学が置かれている現状を教職員によく理解

してもらうことが重要である。 
（３）８－３の改善・向上方策（将来計画） 
総合研究所、エクステンションセンター、臨床心理教育実践センター、学生等の地

域社会における社会活動、教職員の地域密着型の教育活動、教育研究成果の公表等か

らの「社会評価」を高めることが、志願者・入学者の増加及び就職率の向上に結びつ

き、その波及効果として、外部資金の「間接資金的要素」としての獲得に繋がるもの

と考えられる。教職員の普段の努力の蓄積が重要であり、科研費を中心とした「公的

研究費補助金」の採択についても、教職員の積極的取組みが必要であり、教職員の教

育研究活動の活性化を図る教育研究環境の整備も必要と考えている。 
【基準８の自己評価】 

法人の財務状況は、4 大事業と位置付けた「大規模整備充実事業」に要した財政出

動により、消費収支における単年度の基本金の組入額が大きく、消費収支差額が大き

く増加した。当然、そのことにより、翌年度繰越支出超過額が大きく増加したが、教

育研究活動の活性化及び教育研究環境の整備充実を図ることができた。このことによ

って翌年度繰越支出超過額が増加したが、平成 19(2007)年度から収入超過に転じ、翌
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年度繰越支出超過額も減少するに至っており、財務状況は着実に改善されてきている。

なお、4 大事業の推進にあたり、2 号基本金を計画的に組入れるなど、会計的処理の工

夫をすべきであったと考えられる。また、本学の財務状況は極めて厳しい状況下にあ

る。このことは、前述したとおり学生確保の方策としても計画した、学部学科の充実、

改組転換、施設設備の整備等に要した資本投下とその見通しの甘さが生んだ結果と、

めまぐるしい教育課程の改訂等によって、本学の主幹教育が埋没し、社会評価の低下

によるものと考えられる。教育評価には一定の時間を要する事は承知している。いず

れにしても、財務状況の改善が本学の浮沈にかかわる重要な事項として認識し、定員

確保を 大の目標として取り組む必要がある。 
会計処理については、会計システムの更新と事業評価制度の導入を含めた予算制度

の見直し、内部監査室の設置による監査機能の充実から、経営の効率化及び業務の活

性化が図られた。 
財務状況の公開についても、「常葉学園ホームページ」、「学園だより」に財務３表を

公開するなど、必要 小限の公開に留まっていたが、『学校法人常葉学園財務書類閲覧

事務取扱要領』の制定により、財務状況が供覧できるように改善をした。外部資金の

導入については、教職員の積極的取組みに対する意識が希薄で低調であった。今後に

おいて、教職員に対する帰属意識の高揚に努め、外部資金の獲得を目指したい。 
【基準８の改善・向上方策（将来計画）】 
大学の財務状況の改善に、昨年度から再スタートした学園の規程等改正委員会にて、

各学校単位の運営を尊重しながらも、学園としての組織運営に切り替え、また、人件

費の抑制策に関連する教職員の採用関連規程の改正を行い、さらに、今年度から発足

した学園の常務理事会〔構成メンバー（理事長、副理事長 2 人、常務理事 2 人）の 5
人で構成、毎週開催〕にて、各学校の学校運営の状況分析及び財務分析、これからの

学校運営のあり方等に着手し、それぞれがかかえる問題点を抽出し、的確な改善策を

示す体制が整えられた。 
なお、常務理事会での学校運営に対する総括及び将来構想等については、学園の適

正規模・経営の効率化等から、「経営の効率化として、学園の設置学校の統合・再編」

について、先進大学からの情報収集を行い、魅力ある学校を構築して、入学定員の確

保に努め、財政基盤の確立に努めるため、「教育」及び「財政」にかかる中長期計画の

立案を常務理事会において行うこととし、今後継続的に推し進められる学校の校舎等

の新築計画においては、第 2 号基本金を計画的に組入れ、単年度における基本金の多

額の組入れを回避し、財務状況の改善に努めることとした。 
今後の財政基盤の確立の計画としては、「財政調整資金引当特定資産」を「減価償却引

当特定資産」とし、新たに「修繕費引当特定資産」を設定し、規程の制定を行い、引

当特定資産の目的と目標額を明らかにしていく予定である。 
また、就学人口の右肩上がり期から、減少期そして低位安定期へ移行している中で、

これからの運営に必要な資金の蓄積、財政基盤の確立には、一層の経費の節減と、効

率的かつ適正な予算執行のための、事前の目標設定、事業終了後の達成度の測定、必

要性、費用対効果、改善改革にかかる「事業評価制度」の導入等が必要と考え、常務

理事会を中心として、予算制度の改革に着手した。監査機能の充実ため、平成 20(2008)
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年度に設置された内部監査室による監査により、経営の効率化及び業務の活性化に努

めた。今後においては、監査レベルの向上に努める一方、将来における「事業評価制

度」の導入計画への対応として、事業計画の達成度及び費用対効果等の視点からも評

価・検証をし、各事業計画を継続的に検証することによる経営の効率化及び業務の活

性化の強化に努めたい財務状況の公開については、事業報告書をより充実させ、財務

3 表の財務状況の解説をより詳細にするとともに、各学校毎の財務状況の公開にも取

り組んでいきたい。また、昨年度から所属上長会で検討してきた「本法人における情

報の公開について（素案）」をたたき台として、「ホームページにおいて公開するもの」、

「「仮称 学報」＊活字媒体で公開するもの」を関係者で協議しており、今年度での公

開・発行を目指している。 
外部資金の導入については、教授会、部長会において教職員の外部資金獲得意識の

高揚に努める一方、本学の附属機関の総合研究所、エクステンションセンター、臨床

心理実践センターを中心に積極的に推し進めることとした。 初の試みとして、臨床

心理相談にかかる相談料の獲得を目指すこととした。 



 
浜松大学 

- 85 - 

基準９．教育研究環境 

９－１ 教育研究目的を達成するために必要なキャンパス（校地、運動場、校舎等の

施設設備）が整備され、適切に維持、運営されていること。 

（１） ９－１の事実の説明（現状） 

９－１－① 校地，運動場、校舎、図書館、体育施設、情報サービス施設，付属施設

等、教育研究活動の目的を達成するための施設設備等が適切に整備され、かつ有効に

活用されているか。 
 本学は以下の 3 つのキャンパスにおいて、教育研究活動を行っている。 
1) 都田キャンパス（所在地：浜松市北区都田町 1230 番地） 

本学開学の地に位置し、主要施設設備をもつ本学の中心キャンパスであり、【図

９－１－１】のような教育環境にある。 
2) 有玉キャンパス（所在地：浜松市東区有玉台四丁目 8－1） 
   主に陸上競技、サッカー、野球、ラグビーの練習・試合に利用されている総合

グランドとクラブハウスを持ち、平成 14(2002)年に設置された。都田キャンパス

からの所要時間は車で約 10 分である。 
3) 半田山キャンパス（所在地：浜松市東区半田山二丁目 24 番 3 号） 
   平成 21(2009)年 4 月、本学大学院健康科学研究科の開設に伴い設置されたキャ

ンパスで、主として、健康科学研究科臨床心理専攻、留学生別科の教育研究施設

及び臨床心理教育実践センターから成る。都田キャンパスからの所要時間は車で

約 10 分である。 
【図９－１－１】 大学（都田キャンパス）の校地、校舎の配置概要 
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【図９－１－２】大学の位置 

 
                    
本学の校地及び校舎の面積は【表 9-1-1】のとおりである。大学設置基準を大 
きく上まわり、ゆとりあるキャンパスとなっている。 
【表９－１－１】校地・校舎の面積 

名称 面積  (m2) 設置基準上必要面積　(m2)
校地 206,280.70 26,100.00
校舎 22,928.70 16,278.18

本学の主要施設の概要は【表 9-1-2】のとおりである（詳細は表 9－1 から 9－10）。 
【表９－１－２】主要施設概要 

名称 面積  (m2) 主要施設

本館 5921.40
学長室、事務局、会議室、教員研究室、講師控室、講義
室、大講義室、演習室、大学院講義室、大学院演習室、
大学院ワーキングルーム、医務室、倉庫

1号館 266.60 教員共同研究室、実習室、自習室、学生ホール、食堂、売店

2号館 2526.50 図書館（閲覧室、視聴覚室、開架書架、書庫、事務室
等）、講義室、大講義室、演習室、更衣室

3号館 4555.10 講義室、大講義室、談話室、学生相談室、基礎教育セン
ター、学生ホール、売店

5号館 4164.60 演習室、実習室、実験室、実習食堂、更衣室

7号館 847.52 保健医療学部長室、講義室、実習室、教員研究室、図書
館分室、教員研究室、学部事務室

半田山キャンパス 1056.78 大学院講義室、演習室、実験・実習室、臨床心理教育実
践センター、留学生別科講義室、教員室、事務室

有玉キャンパス 194.12 管理棟（ミーティングルーム、更衣室等）

トコハホール 4213.40 情報教育センター（実習室,演習室,電算機管理室）、講堂

体育舘 4113.00 真和体育館、トコハアリーナ

クラブハウス 1084.00 クラブハウス、武道場

学生宿舎 5433.00 運動部学生寮、留学生寮

合計 34376.02

その他、教職員用駐車場、学生駐車場・駐輪場がキャンパス内に配置されている。 
＜校舎＞ 
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 講義室、演習室、実習室、教員研究室、事務室、図書館、学生ホール等校舎全てに

高速 LAN が整備されている。また、学内には無線 LAN が整備され場所を問わず利

用できる。また、すべての大講義室及び大多数の講義室に教育効果の高いマルチメ

ディア装置を整備し、視聴覚教材やインターネット利用に対応した授業が可能とな

っている。さらに 7 号館教員研究室は、プロジェクタを備えたミーティングロビー

と組み合わせた開放型のレイアウトを取り入れて、教員間、教員・学生間の交流を

より高める工夫をしている。 
＜運動場＞ 
 本学の運動場は【表９－１－３】の通りであり、大学設置基準を満たしている。 

所在地 面積  (m2) 主な施設
都田キャンパス 27,138.00 野球場、サッカーコート、ラグビー場、テニスコート

有玉キャンパス 49,980.42 野球場、サッカーコート、陸上競技場、管理棟  
都田キャンパスでは、授業や部活動を中心に利用されている。また、施設の地域へ

の開放をしており、サッカーコート（全面芝）やテニスコート（4 面）は、公式試合

や練習、スポーツ教室などに利用されている。有玉キャンパスでは、主に部活動に使

用されている。 
＜体育館＞ 
 本学の体育館は都田キャンパスに 2 館設置している。真和体育館（面積 2,236.96m2）

は公式試合対応のバスケットボールコート 1 面を持つアリーナと剣道場として使用し

ているサブアリーナがあり、一般体育実技、教職体育実技、専門演習科目・実習科目

の授業に利用している。また、トコハアリーナ（面積 1,876.04m2 ）は、部活動、授

業等に使用している。ウェイトトレーニングルームは専任の有資格者の指導員を置き、

学生、教職員の利用に供している（「トコハアリーナ･ウェイトトレーニングルーム利

用規程」【資料 9-2】参照）。 
＜図書館＞ 

本学附属図書館は現在、蔵書 14 万 7,351 冊、雑誌 2,110 種類、視聴覚資料 3,728 点

を所蔵している。図書館の蔵書の特徴は、情報科学、経営、経済、医学・医療、栄養、

保育、スポーツ・体育に関する資料が充実していることである。 

 図書館は、閲覧スペース、開架書架、書庫、視聴覚室、事務室等からなり、その合

計面積は 1,463.7 ㎡である。閲覧席数は、277 席あり、これは大学の学生収容定員の

約 10.7％に当たる。この他、館内にはグループ研修室が 2 室、共同研究室が 1 室設け

られている。 

 学術情報検索に関しては、平成 18 (2006) 年に統一システム「常葉学園学術ネット

ワーク」が構築されたことにより、学園内の図書館所蔵資料の横断検索が可能となっ

た。また、国立情報学研究所の「NACSIS-CAT」「NACSIS-ILL」「ILL 文献複写等料

金相殺サービス」に加入するとともに、「日経テレコン 21」「DNA（朝日新聞社）」「静

岡新聞記事データベース」などの有料データベースと契約し、利用者へサービスを提

供している。 

 平成 20(2008)年度の附属図書館開館日数は 248 日、開室時間は平日午前９時から午

後８時である。附属図書館の年間利用実績は、学内者 2 万 5,170 人、学外者 998 人で
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ある。 

 図書館は地域開放を実施しており、学外者は身分証明書等の提示により館内資料の

閲覧、視聴、検索、文献複写等のサービスを受けることができる。また、「静岡県西部

高等教育ネットワーク図書館連絡会」に参加し、相互協力を行っている。「静岡県西部

高等教育ネットワーク会議による共同授業」の受講者に対しては、図書館資料の館外

貸出サービスを実施している。 

 図書館の利用・活用を促進するために、本学図書館は各種の試みを実施している。

館内のパソコンを整備し機能の分割（資料検索用とネット用）を行っている。視聴覚

室内の視聴覚機器をリニューアルするとともに、視聴覚資料も積極的に収集している。

館内には各種のコーナー（学科推薦図書、文学賞受賞作品、教員著作物、新着、資格

対策本 、就活）を設けている。利用者アンケートの実施により、利用実態の把握だけ

でなく、学生のニーズ・要望の把握にも努めている。また、ホームページをリニュー

アルし、ホームページ（「インフォメーション」、「図書館通信」欄）、電光掲示板・掲

示板を通し、利用者への広報活動を強化している。 
＜情報教育施設＞ 
 情報教育設備として、情報教育センターに、情報実習室 8 室を配置し、262 台のパ

ソコンが配備されている。実習室は、講義時間以外について、学生に開放されており

自由に学習を行うことができる。また、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、有

線 LAN カード、メモリカードリーダー等の情報機器の貸し出しを実施している（浜

松大学ホームページ（学内専用）「ネットワーク利用案内」参照）。その他、パソコ

ンについては、5 号館実習室（25 台）、基礎教育センター（5 台）、図書閲覧室（8
台）に設置されている。 
＜基礎教育センター＞ 

 大学での勉学に必要な基礎学力の向上支援や入学前教育等を実施している。設備・

備品は以下のとおりである。 
補習室（30 人収容 1 室）、学習室（4 人収容 4 室）、個人学習ブース（4 席）、オ

ープン学習フロア（12 席）、教員・事務フロア 
これらには、マルチメディア機器、PC 等が整備されている。化学を中心に終日利用さ

れている。学部、研究科の設置に伴いキャンパスが拡張したことに対応して分室を設

置する等、さらに学生の利便を図ることが求められる。 
＜学生寄宿舎＞  

 運動部学生向け学生寮は、キャンパス内に 5 棟、学外に 1 棟あり、82 人が入室して

いる。留学生寮は、学外に 7 棟あり、133 人が入室している（表 9－10 参照）。 
 このように、教育環境は整備され、教育研究活動において有効に活用されている。

また、ユニバーサルデザインの一貫として、バリアフリー、障害者専用エレベーター、

車椅子対応トイレも完備しており、施設設備は整っている。 
９－１－② 教育研究活動の目的を達成するための施設設備等が、適切に維持、運営 

されているか。 

施設設備の維持は、庶務会計課が担当し、常駐する用務員 2 人を配置している。ま

た、下記の業務について外部へ委託している。 
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1) 施設設備の保守点検業務 
各教室の清掃、ゴミの収集、浄化槽の点検・維持管理、飲料水の水質検査、受水槽・

高架水槽の清掃、エレベーターの保守、電気設備の保守、ガス設備の保守、消防用

設備の保守、電話交換機の保守、自動ドアの保守、情報教育機器の保守等について、

各々、業務委託契約をかわして適切に維持運営が行われている。 
2) 学内の警備業務 

セキュリティーシステムの管理、巡回警備等について、委託契約をした警備会社に 
より 24 時間体制で適切に維持運営されている。 

（２） ９－１の自己評価 

1) 本学は、浜松地域テクノポリスに隣接し、かつ豊かな自然に恵まれた「産業と自

然が織りなす」（浜松市公式広報誌「広報はままつ」）地域にあり、教育研究活動に

適な環境を有している。 

2) 校地、校舎とも大学設置基準を満たし、ゆとりのある教育環境を有しており、総

じて適切な状態で維持運営されている。 
3) マルチメディア機器を活用した授業の増加に対応して講義室へのプロジェクタの

増設・取替えを行うなどの整備をしている。情報教育設備についても、現代の情報

通信環境に対応するために、計画的にハードウェア・ソフトウェアの更新・補充を

図っている。 
4) 図書館については、計画的に情報化を図ってきたが、医療系学部、健康系研究科

の増設等に対応して、電子ジャーナルの重点的な充実が必要となっている。 
（３） ９－１の改善・向上方策（将来計画） 

1) 保健医療学部の設置に伴う、専門学校からの校地、校舎の移管を設置計画に基づ

き着実に履行していく。 
2) 図書館について、情報化を更に進める。とりわけ、電子ジャーナルの充実につい

ては、図書委員会で年次計画を策定し実行していく。 

 

９－２． 施設設備の安全性が確保されていること。 
（１） ９－２の事実の説明（現状） 
９－２－① 施設設備の安全性が（耐震性、バリアフリー等）が確保されているか。 
 建物の安全性については、昭和 56(1981)年の建築基準法以前の建物を保有していな

い為、耐震性については問題ない。構内全体が年々地盤沈下しているが、建物自体は

基礎工事を施しているため問題はなく、入り口付近の段差は、階段を一段増やすなど

の対処をしている。 
 アスベスト対策については、平成 17(2005)年度に調査をし、学内にある施設に関し

ては、アスベストは見受けられなかったが、学生寄宿舎で一部吹き付けアスベストの

使用が認められた。しかし、使用箇所が天井裏の為、封じ込めにより措置済みである。 
 バリアフリーについては、平成 11(1999)年から学内のバリアフリー化を推進し、2
号館及び 3 号館に身体障害者用のエレベーターを後付けで設置した他、各所に車いす

用のスロープや障害者用トイレ設置など、身体の不自由な人にも配慮した整備が概ね

完了している。 
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 また、実験設備・機材、薬品及び実験動物等の管理・安全性への配慮については、

当該学科に担当教員、助手を配し対応している。 
（２） ９－２の自己評価 
1) 建物の安全性について、耐震性、アスベスト対策、バリアフリー等、適切に対処

している。 
2)  保健医療学部や健康科学研究科の開設により、理学・医学分野での実験等は今後

ますます増加する。「危機管理規程」、「研究倫理規程」の中でこれらの安全性について

も大枠触れられているが十分ではない。 
（３）９－２の改善・向上方策（将来計画） 
1) 本館について、平成 20(2008)年度、築 20 年を経て大規模外壁修繕を実施した。

他の校舎についても今後、順次計画的に大規模修繕を実施していく。 
2)  実験・実習等の安全性への対応について部長会のもとにプロジェクトチームを編

成し上記 2 規程を踏まえ具体化を図る。 
 
９－３． アメニティに配慮した教育環境が整備されていること。 
（１） ９－３の事実の説明（現状） 
９－３－① 教育研究目的を達成するための、アメニティに配慮した教育研究環境が

整備され、有効に活用されているか。 
本学は、浜松市郊外の閑静で豊かな自然に恵まれた地域に立地し、教育研究活動に

適した環境にある。本学では、こうした立地条件を生かして、平成 18(2006)年よりキ

ャンパスの計画的な環境整備に取り組むこととし、「浜松大学 自然マップ」【図 9-3-1】
を作成し、ビオトープ園の設置（自然体験場所）や広場（けやき広場）、日本庭園の整

備（人工造園）等を実施してきた。 
【図９－３－１】 自然マップ 

 
 学生食堂は、平成 19(2007)年度「食堂に関する満足度調査」を実施し、これに基づ
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き委託業者の入れ替え、全面改装を行った。これにより、学生の利用度はかなり増加

した。 
 学生が憩える場として、広場や建物ロビーにベンチ・テーブル等の増設をし、また、

学生・教員間のコミュニケーションを図る場として 3 号館学生ホール前にバーべキュ

ーコーナーを設置し、ゼミ・サークル等で高い頻度で利用されている。また、学生生

活をより快適で充実させるため、コンビニエンスストアや ATM を設置している。 
 喫煙問題については、学生・教職員の健康を 優先して、校舎外に設置した喫煙場

所以外は全面禁煙としている。 
 本学は、郊外に位置しているため、授業時間に合わせて JR 浜松駅からの通学無料

バスを運行し、通学時の利便を図っている。なお、通学バスはすべて留学生寄宿舎を

経由して運行し、留学生の勉学支援の一助としている。 
（２） ９－３の自己評価 
1) 本学の立地条件を生かして、大学のキャンパスにふさわしい自然環境の整備に計

画的に取り組んでいる。 
2) 保健医療学部開設による医療専門学校校地・校舎にキャンパスが拡大することに

より、学生の移動、施設利用等について不便が増す可能性がある。 
（３）９－３の改善・向上方策（将来計画） 
1) 継続して、自然を生かした教育環境の向上に、本学後援会を含め組織的に取り組

む。 
2) 年次進行に伴うキャンパス規模の増加に対応したアメニティの向上を図る。 
【基準９の自己評価】 
1) 校地・校舎、施設・設備等、大学・大学院設置基準を十分に満たしている。 
2) 本学は、経済・経営系単科大学から、家政、保育・教育、健康科学、保健医療分

野を含む総合大学化を図ってきた。施設・設備面においてもこうした発展に適切に

対応してきたが、図書館の情報化等十分なものとはいえない。 
【基準９の改善・向上方策（将来計画）】 
1) 本学の立地条件を生かした教育研究環境の向上に、本学後援会の協力や競争的補

助金を活用等により、上記に指摘された点を踏まえ、組織的に取り組んでいく。 
2) 保健医療学部、健康科学研究科の開設に伴うキャンパス規模の拡大に対応した、

施設・設備の充実、アメニティの向上等について認可された設置計画を踏まえ組織

的に取り組む。 
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基準１０．社会連携 

１０－１ 大学が持っている物的・人的資源を社会に提供する努力がなされているこ

と。 
（１） １０－１の事実の説明（現状） 
＜10－1 の視点＞ 
１０－１－①大学施設の開放、公開講座、リフレッシュ教育など、大学が持っている

物的・人的資源を社会に提供する努力がなされているか。 
大学施設の開放については積極的に行っている。グラウンドや体育館といったスポ

ーツ施設のほか、ホール、教室についても、正課や課外活動に支障がない範囲で貸し

出しを行っている。特に、ホールについては、地域でも数少ないイベントが行える大

ホール（1,200 人収容）であり、地域のイベントや近隣の学校や幼稚園のイベントが

開催されている。スポーツ施設は、地域の少年団や各連盟主催の試合会場としても使

用されている。サッカー場については、天然芝、人工芝の 2 面があり、それぞれ照明

設備も完備されているため、使用頻度が高い。教室は、各種検定試験や模擬試験の会

場としても利用されている。一定額の使用料を徴収しているが、教育的配慮や地域貢

献等を鑑み、学長が認めた場合には減免または免除の制度がある。 
また、本学では、人的資源を地域に還元するために、平成 13(2001)年度よりエクス

テンションセンターを設置し、数多くの講座を提供してきた。営利を目的としていな

いため、同様の資格学校等と比較して受講料金が安く、高い評価を受けていた。この

エクステンションセンターは、主に浜松駅前のアクトキャンパスで行われていたが、

平成 18(2006)年にアクトキャンパスの閉鎖に伴い、本校である都田キャンパスでの開

講となった。立地の関係等により、一般社会人向け講座は減少し、学生を対象とする

講座が中心となった。しかし、平成 20(2008)年度には、6 講座を一般向けに無料の公

開講座として開講し、地域に大きく貢献している。平成 20(2008)年度は、延べ 107 人

の受講があった。 
一方、一般社会人を対象とするばかりでなく、小中学校や高等学校に対して、大学

の持つ人的資源を提供する機会として、様々な連携事業を行っている。例えば、平成

18(2006)年度からは、静岡県立浜松西高等学校と高大連携プロジェクトを行っている。

このプロジェクトは、大学教員 10 人がそれぞれ 20 人程度の高校 1 年生のゼミ担当教

員となり、総合的な学習の時間を活用し 1 年間のゼミ活動を行っている。また、年度

末には、大規模な成果発表会を開催している。大学教員の持つ高度な専門知識等を高

校生に提供することにより、学びへの関心を高め、進路選択にも大いに役立っている。

その他、平成 18 年度(2006)より浜松市立都田小学校とも教職課程担当教員と学生を中

心とした連携事業を行っている。都田小学校の学区内に本学があること、1 学年 1 ク

ラスで全校児童約 120 人の小規模学校であること、地域人材を活用した教育のモデル

校になっていることなどを受け、この連携事業がスタートした。学生の専門を活かし、

「食育」「体育」「クラブ活動」等に学生と教員を派遣している。学校行事にも積極的

に参加し児童との交流を深めている。学生と連携した研究授業も行われ、地方の小規

模学校ではあるが特色のある教育を行っていると、浜松市教育長から高い評価を得て

いる。浜松市北部の田舎に位置する本学は、地元にとって貴重な存在となっており、



 
浜松大学 

- 93 - 

地域の活性化の中心として大きく貢献している。 
（２） １０－１の自己評価 

本学の立地は浜松市内の北部であり、市内中心地からは 15km 程度離れている。し

かし、キャンパス内には約 600 台の無料駐車場があり、車の所有が進んでいるこの地

域においては、一般の方が来場しやすい施設であるといえる。1,200 人収容の大ホー

ルは、地域で貴重なイベントホールとなっている。また、教室は、大教室から小教室

まで用途に合わせて選択が可能であり、各種検定試験、模擬試験会場として活用され

ている。全ての教室が、空調施設を完備していることから、夏季休業中に高校生の補

習教室としての開放も行われている。その他、天然芝のサッカー場、野球場、テニス

コート、体育館等のスポーツ施設についても、一般開放されており、各種大会で利用

されている。 
また、浜松市内に、人工芝サッカー場や全天候型陸上トラック、野球場を備えた有

玉キャンパスも所有しており、こちらは住宅街に位置していることから、一般の方の

利用に適している。スポーツ少年団等の練習や大会の開催だけでなく、児童対象の陸

上教室も行われている。 
公開講座については、受講者数は少ないものの、大学の特性を活かした幅広い分野

での開講となっており概ね好評であった。ただし、オムニバスの開講となるため、1
つのテーマに対して深く学びたいという受講生にとってのニーズには応えられていな

い。 
また、平日の夜間の開講となったが、受講生に地域の高齢者が多く含まれていた点

については考慮が必要であろう。 
静岡県立浜松西高等学校との連携事業については、非常に高い評価を得ている。た

だし、大学教員の負担が大きく、参加希望の教員の確保が難しくなっていることが問

題点として挙げられる。また、連携先の高校とは約 15km 離れており、ゼミ指導のた

め容易に訪問できないといった問題点もある。都田小学校との連携事業は、小学校の

強いニーズに応える形で実施されている事業であるが、教員を目指す学生にとっての

教育効果も非常に高く、双方にとって大きなメリットのある事業となっている。 
（３） １０－１の改善・向上方策（将来計画） 
1) 大学施設の一般開放については、申込方法や料金等周知されていないため、利用

者が固定化する傾向にある。大学 HP 等を活用し、広く周知し公平性を保つよう努

力していきたい。 
2) 公開講座については、オムニバスの教養講座に加えて、同テーマで数回にわたり

深く学ぶ専門講座の開設も検討したい。また、地域に広く周知し、多くの方が受講

できるように改善したい。開講時間については、受講生のニーズを検討し適切に設

定していきたい。 
3) 高大連携事業については、連携先の高校を再度検討し、両者にとってメリットが

あるような連携を検討していきたい。また、参加している大学教員については、他

の学務の軽減等、公平な負担となるよう配慮していきたい。小学校との連携事業に

ついては、非常に評価の高いプログラムであるので、他の小学校との新たな連携に

ついても検討していきたい。 
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１０－２．教育研究上において、企業や他大学との適切な関係が構築されていること。 
（１） １０－２の事実の説明（現状） 
１０－２－① 教育研究上において、企業や他大学との適切な関係が構築されている

か。 
本学の研究機関として、浜松大学総合研究所を設置している。 
平成 15(2003)年以来、総合研究所は静岡県・浜松市と連携し、浜松市内の中小企業

の協力を得て、浜松大学学生自治会（学友会)との共催で学生ビジネスプランコンテス

トを組織化し、その上位入賞者を県大会・市大会に送って評価を得てきた。 
また、平成 15(2003)年、総合研究所は浜松信用金庫に招かれ、産官学からなる「浜

松地域経済研究会」に参加し『産業クラスターと地域活性化』(平成 16(2004)年 10 月)
の出版につながる貢献をした。 

平成 17(2005)年には、総合研究所内に浜松浙江経済研究室が設けられ、浜松地域と

中国浙江省杭州市地域の中小企業の交流を目指す、浙江樹人大学東アジア研究所との

提携を成立させた。これにはパルステック工業・浜松信用金庫など地域の有力中小企

業 10 社前後の参加を得た。 
 平成 19(2007)年には、総合研究所に経営部門、食品機能部門、臨床心理部門が設置

され、カテキンを利用した機能性食品の開発など各分野での企業との連携が進んでい

る。 
 平成 21(2009)年からは、総合研究所が窓口となって、知財人材育成・連携を目指す

「東海 iNET」（17 大学・研究機関参加）に参加し、知財活用研究と産官学連携を推し

進め始めている。 
地元企業であるスズキ自動車や浜松信用金庫などの冠講座は、特別講義として数年来

積極的に実施されている。 
（２） １０－２の自己評価 
 学生ビジネスプランコンテストを組織化、運営してきたことで、学生に起業を身近

に感じさせることができていることとともに、ブラッシュアップや商品化を通して地

元企業人との親密な関係が醸成された。 
 近年、浜松市と連携したビジネスプラン教育については、浜松医科大学や浜松学院

大学にも働きかけ、浜松市コンテストへの参加や地域ビジネスの共同研究を実現する

など、個別テーマでの協力関係は形成されている。 
 浙江樹人大学東アジア研究所との提携は、中国産業界の事情や樹人大学の事情で頓

挫している。この連携には相当な活動量が要求されるので、活動の維持に困難性があ

る。 
 総合研究所経営部門の人材育成講座は 2 年目を迎え、企業人 15 人前後を連続して確

保し、企業の注目を集め始めている。臨床心理部門は、臨床心理士に対するニーズが

企業・地域社会で高まるなか、活動を活発化させている。 
 しかし、総じて連携活動への積極的かかわりは個別教員のレベルにとどまっており、

総合研究所の機能拡大など、より組織的な取り組みが望まれている。 
 （３）１０－２の改善・向上方策(将来計画） 
 浜松大学総合研究所は、同じ常葉学園内の富士常葉大学との協力関係を発展させて
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おり、第 3 回国際科学交流フォーラム「21 世紀の環境と国際教育を考える」（主催：

富士常葉大学・静岡県・大学ネットワーク静岡）への報告者派遣、知財人材育成・連

携を目指す「東海 iNET」への参加協力などを行っている。 
 富士常葉大学とは、日本経済の将来を見据えた人材育成を行っている浜松地域の中

小企業に、共同で調査研究を行ったばかりである。 
 総合研究所はこうした研究を蓄積発展させ、浜松大学就職支援センターとも連携し

て、企業の将来像を認識した就職支援活動を展開するところである。この活動を基礎

に地域企業や大学との連携活動をより活発化させる計画である。 
 浜松大学総合研究所は、近々にインターネットサイトを開設・充実化させて、上述

の諸活動を公開し、企業・大学との積極的な交流を推し進めようとしている。 
 
１０－３．大学と地域社会との協力関係が構築されていること。 
（１） 事実の説明（現状） 
１０－３－① 大学と地域社会との協力関係が構築されているか。 
 本学では、昭和 63(1988)年創設以来、浜松市をはじめ周辺市町村や静岡県から、各

種委員会参加や講演などさまざまな依頼を受け、貢献して来た。 
 地域住民との知的交流を目指した「浜松大学公開講座」は、開学後早い時期から実

施され、今日では「浜松大学エクステンションセンター」によって引き継がれている。 
 平成 18 年(2006)年４月に浜松市は周辺 12 市町村と合併し平成 19(2007)年 7 月には

政令指定都市へと移行した。複数の教員がこの「平成の大合併」に際しての市町村か

らの依頼に応え、貢献した。 
静岡県の創業・新事業開拓支援事業「しずおか夢起業」は、平成 11 年(1999)年 12

月改正の「中小企業基本法」を受けてのものであるが、その中の「ヤングアントレプ

レナー養成事業」と、それを改編した「スタートアップ創業促進事業」には、静岡県

商工労働部からの依頼を受け、はじめは個別ゼミで、続いて浜松大学総合研究所が事

業展開に貢献した。 
 総合研究所は現在、経営部門・栄養機能部門・臨床心理部門が機能している。各部

門の教員は外部研究者を客員研究員として招き、対外的講座やシンポジウムなどを組

織化して、創意あふれる地域連携活動を実施している。 
 静岡大学など多くの有力大学が浜松地域には並存するなか、本学は周辺市町村・地

域共同体から、大学・学部・学科・個別教員を問わず、多くの多種多様な協力依頼を

受け続け、貢献している。 
（２） １０－３の自己評価 
 静岡県の「スタートアップ創業促進事業」は平成 15(2003)年から実施され、本学へ

は「大学等における起業家セミナー」及びそれに連動した「ビジネスプラン教育」の

実施支援というかたちで連携が行われた。静岡市・浜松市が相次いで政令指定都市に

移行する中で、静岡県はこれらの課題を政令市に移行させ、県の政策としては平成

18(2006)年で打ち切られた。浜松市の「テクノポリス推進機構」がこれに代わって支

援を続けてくれている。 
この間、本学では総合研究所が学生のビジネスプラン教育（起業教育）を中心に地
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域との連携を深め、産官学からなる協力関係を構築できた。総合研究所は学生自治組

織（学友会）との信頼関係を築き、ビジネスプラン教育を学友会主催の「学生ビジネ

スプランコンテスト」へと収斂、そこから選出された学生上位成績者を県や市の大会

に推挙し、地域企業界のブラッシュアップを受けて大会に臨ませ、多くの受賞者を出

して、まさに産官学を実現させた。この組織的な産官学連携活動によって、非常に多

くの教員が地域との連携を深めることができた。 
（３） １０－３の改善・向上方策(将来計画） 
 浜松大学総合研究所は、高度な研究・文化活動によって地域社会に貢献することを

目的としている。 
 しかし、この 10 年来の少子化の進行で大学入学者の減少が続いており、研究所活動

への予算配分が制限されているのが現状である。こうしたなかで総合研究所が全学を

まとめて地域社会との連携活動を担い続けることには限界もある。 
 総合研究所は今、独自のインターネットサイトを開設するなどして地域社会との連

携を恒常的に実現できる体制づくりをしている。 
 すべての教員が利用しやすい研究所体制の構築を実現し、すべての教員が地域社会

との連携を密にできる仕組みづくりをたゆまず目指している。 
[基準１０の自己評価] 

大学の物的及び人的資源の社会還元、企業や他大学との教育研究上の連携、地域社

会との協力関係、これらに点については、エクステンションセンター、総合研究所を

中心とし年々実績を上げてきている。個々の取り組みにおいては改善点もいくつか指

摘されるが、その都度修正を加えながら社会連携を強めてきている。特に近年は、新

たな学部設置との関連により、多様化する社会ニーズに対し大きく貢献している。 
[基準１０の改善・向上方策（将来計画）] 
1) 物的及び人的資源の社会還元 

大学 HP 等での周知方法を検討し、多くの方々に還元できる工夫をする必要がある。

公開講座や高大連携事業については、先方のニーズに合わせた内容の設定ができる

ように更に改善していく。 
2) 企業や他大学との教育研究上の連携 

HP を充実させ新たな提携先との積極的な交流を進めていく。また、企業との共同

研究を発展させ、企業の将来像を認識した就職支援活動の展開を検討していく。 
3) 地域社会との協力関係 

HP を充実させ地域社会との連携を恒常的に実現できる体制を築いていく。また、

総合研究所を窓口とし、多くの教員が地域社会との接点を持ち連携していける仕組

み作りを行う。 
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基準１１．社会的責務 
１１－１ 社会的機関として必要な組織倫理が確立され、かつ適切な運営がなされて

いること。 
（１）１１－１の事実の説明（現状） 
１１－１－① 社会的機関として必要な組織倫理に関する規定がされているか。 
本学は、社会的機関として必要な組織倫理に関する規定を整備し、職員の法令遵守

の徹底に努めている。この規程とは、常葉学園就業規則であり、遵守事項として第 9
条、また服務規律として第 10 条を設けている。加えて福祉の増進として第 3 条に「学

園は、職員の基本的人権を尊重し、常にその福祉の増進を計ることに努力するものと

する。」と規定している。また、人権侵害と性差別のない大学を目指して、人権委員会

を設置し、人権尊重の精神に反する行為を定義し、さらに「セクシャルハラスメント

を防ぐために」を作成し、啓蒙活動を推進している。 
個人情報に関しては常葉学園個人情報保護方針を平成 17(2005)年 4 月 1 日に宣言し、

常葉学園個人情報取扱規程を平成 18(2006)年 3 月 21 日に制定した。 
<主な規定及び規則> 
・常葉学園就業規則 ・浜松大学人権委員会規則 ・常葉学園個人情報保護方針 
・常葉学園個人情報取扱規程 

１１－１－② 組織倫理に関する規定に基づき、適切な運営がなされているか。 
上述のことに加え常葉学園就業規則第 7 条には「職員は、学園創立の精神を遵奉し、

その伝統を重んじ、これに違背する言行のないことはもとより、常に職制に基づく上

司の指示に従い、学園の秩序を守り、職務を理解し、相互に協力して職責を果たすこ

とに努力しなければならない。」とし、同 58 条には懲戒についての規定が置かれ、職

員が倫理規範に触れる行為を行ったときは懲戒処分を行うことが規定されている。 
人権侵害やセクシャルハラスメント対策については、人権委員が受付窓口になって

情報を収集し、必要に応じて人権委員会に相談室を設置し、問題の処理方法を検討す

る。また、調査を必要とする場合は調査委員会を発足させ、調査に当たる。問題によ

っては外部公的機関の利用も検討する。 
人権委員会は普段の活動として学内広報及び啓発活動を行っている。学生に対して

は浜松大学ホームページと毎年、全学生に配布している「学生生活ガイドブック」に

掲載し、啓蒙している。 
個人情報保護対策としては、常葉学園個人情報保護方針と個人情報取扱規程遵守の

徹底を図っている。 
（２）１１－１の自己評価 

社会的機関として必要な組織倫理を有し、適切に運営されているものと考えている。 
ただ、セクシャルハラスメント対策は一時期ほどの危機意識がなく、不安を感じる。

また、個人情報取扱規程は制定されたものの、浸透しているとは言い難い。 
（３）１１－１の改善・向上方策（将来計画） 
1) 社会的に必要とされる倫理規定を整備していく。たとえば平成 19(2007)年度まで

健康栄養学科で内規的な取り扱いで行われていた研究倫理、動物実験の委員会を立

ち上げ、規程を明確にした。 
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2) コンプライアンスについては平成 21(2009)年度常葉学園夏期研修会 (平成

21(2009)年 8 月 4 日)にて、常葉学園人事監が「心にブレーキを持て」の演題で学園

全体の教職員を対象に講演をする予定である。これを契機に学内研修会でもこのよ

うな啓発活動を続けていく。 
 

１１－２ 学内外に対する危機管理の体制が整備され、かつ適切に機能していること。 
（１）１１－２の事実の説明（現状） 
１１－２－① 学内外に対する危機管理の体制が整備され、かつ適切に機能している

か。 
1) 防災体制 

火災震災その他の災害の予防、学生、教職員の生命・身体の安全確保を図るため、 
防火・防災委員会を設置し、防災計画を作成している。災害発生時のマニュアルと

して、緊急連絡網、職員の役割分担、避難経路等が定められている。 
学生生活ガイドブックには「地震対策は日頃の心がけから！」「地震の警戒宣言が 

発令されたら？」「地震が発生したら？」「災害用伝言ダイヤル１７１って何？」「防

災の心得」等を掲載し防災意識の高揚に努めている。 
また、例年、11 月に全学生及び教職員を対象に防災訓練を実施している。地震及 

び火災発生後の迅速な避難（安全避難経路確保、誘導、安否確認、点呼）そして避

難器具オリローを用いた実地訓練、終了後に学長より防災意識の高揚を含めた講評

を行っている。 
さらに、大規模災害発生に備えて、地域の都田南小学校区防災教育連絡会議に参 

加し、地区の避難所としての施設・設備の確認と自主防災隊、地区防災班、学校の

役割と連携等が協議され、浜松市避難所運営マニュアルの確認を行っている。 
2) 危機管理委員会 
  本学は平成 20(2008)年度流行した麻疹、平成 21 (2009) 年度流行した新型インフ

ルエンザ対策を学内掲示、インターネットで注意喚起等学生・教職員等に対し周知

徹底を図った。 
  また、正課・課外活動での旅行届や行事届を事前に提出させ、不測の事態が生じ

た場合は大学に連絡が入るように徹底させている。 
  さらに平成 20(2008)年度は AED（自動体外式除細動器）を 6 台設置し（既存設

置台数は１台）、その使用方法の講習会を教職員を対象に実施した。 
  なお、学生の通学途上や正課・課外活動中の不慮の事故への補償のために、財団

法人日本国際教育支援協会の「学生教育研究災害障害保険」に全学生が加入し、任

意に加入できる常葉学園学生総合保険の紹介と手続きについて学生生活ガイドブッ

クに掲載し、周知している。 
3) 個人情報の取組み 
  個人情報保護法の施行にあわせ、情報漏洩の恐れがないように個人情報に関わる

情報の取り扱いに関するガイドラインが定められ、教授会や研修会で周知している。 
4) 学生や保護者との連携 
  学生及び保護者からの苦情や意見に耳を傾け、学校運営に反映させることは重大
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な危機管理を回避することにもつながる。 
  後援会と大学の共催で、静岡県内 3 か所（東部・中部・西部）で 9 月に地区別父

母会を実施している。 
また、学内では「学長直行便」を設け、自由に大学に要望や意見を伝えてもらっ

ている。 
具体的には、アスファルト舗装の修理等校内の修理、学食に目玉商品（価格的に）

を設ける、履修相談の不満への対応などできる範囲で答えている。 
（２） １１－２の自己評価 
 基本的には危機管理体制は整備されているが、緊急時の対応は毎回、緊張感をもっ

て臨んでいる。平成 20(2008)年度の麻疹、平成 21(2009)年度の新型インフルエンザへ

の対応は学園本部との連携を密にして行ったが、判断の難しさを実感した。 
（３） １１－２の改善・向上方策（将来計画） 
  前年度の麻疹等への対応からの反省もあり、危機管理規程を制定したが、具体的危

機管理マニュアルが十分ではないので改める。また、周知徹底させるため定期的・継

続的に学内研修会及び学部会議で啓蒙していく。 
 
１１－３ 大学の教育研究成果を公正かつ適切に学内外に広報活動する体制が整備さ

れていること。 
（１）１１－３の事実の説明（現状） 
１１－３－① 大学の教育研究成果を公正かつ適切に学内外に広報活動する体制が整

備されているか。 
学校法人常葉学園の広報活動の基本は常務理事会・上長会で検討され、常葉学園内

の教職員で構成される入試広報委員会で具現化される。本部が作成する「クローズア

ップとこは」のリーフレットには学校法人常葉学園全体の案内を掲載している。また、

「「仮称 学報」＊活字媒体で公開するもの」を今年度での公開・発行を目指している。 
学校法人常葉学園の広報理念に基づき、本学としての広報が進められている。企画

広報委員会が広報業務の基本計画とその実施に関する事項を審議し、入試広報課が実

務を担当し、以下の広報手段を用いて広報活動を展開している。 
1) 研究紀要 
広報として積極的に配布はしていないが教育研究成果を示すものとして、学部で発行

している研究紀要がある。浜松大学図書館のホームページで公開している。 
『浜松大学研究論集』、『健康プロデュース雑誌』 
2) 大学案内 
大学全体の内容を案内し、学部学科のカリキュラムの説明、特色ある教育活動など

を紹介している。高校生、保護者、高校教員を中心に配布し、学校紹介の大切なもの

となっている。 
3) 浜大ニュース 

新聞に掲載された記事をスクラップとして 1 冊にまとめた。特色ある授業の紹介、

部活動の活躍、教員の活躍等を知ることができる。 
4) HAMAMATSU UNIVERSITY Campus Life Guide 
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 学生生活の案内として、キャンパス案内から時間の流れによる 1 日の生活ぶり、学科

の学生の声等を掲載している。 
5) 情熱を見つけよう 
 学部・学科の説明を具体的な事例をあげながら紹介、大学案内とは違う角度から見

ることができる。 
6) 大学ホームページ 

各担当者が掲載内容を入試広報課に連絡をし、レイアウトを考え掲載する。 
（２）１１－３の自己評価 

教育研究活動の現状や成果については、広く学内外に発信されているとはいえ、ま

だ、円滑に進められているとは言い難い。各課に広報担当を置くなど迅速・透明性の

高い広報活動が求められている。 
ホームページの更新も担当者が忙しく遅れがちになっていたが、平成 21(2009)年度

から入試広報課に Web マスターを置き、専門の業者に外注することにより、迅速、的

確な掲載が可能になった。しかし、ホームページの「教員紹介」部分において顔写真・

プロフィールが提出されないなど、教員の協力が不十分である。 
（３）１１－３の改善・向上方策（将来計画） 

的確な情報収集に努め、広報担当者の技量を高めるための研修を行う。経費を抑え

ながらの広報戦略はこれからの厳しい大学環境の重要なポイントとなる。まずはホー

ムページの充実を第一に取り組んでいく。 
[基準１１の自己評価] 
企業の社会的責任（CSR）とは「企業がその活動内容に社会性を浸透させて社会の期

待に応える」ことと言われている。本学は法令遵守（コンプライアンス）に配慮しな

がら社会の要請に応えようと努力している。しかし、時代の推移とともに社会的責任

の内容が拡大しているので新たなチェックが必要となる。 
本学は「地域に有為な人材の輩出」を目指し、平成 20(2008)年度末で 7,772 人の卒業

生（留学生別科 131 人を除く）を地域社会の送り出していることからも社会的責務を

果たしていると考えている。 
[基準１１の改善・向上方策（将来計画）] 
1) 法令遵守の面では達成されていると判断しているが、教育機関としての責任を自

覚すれば、法改正に迅速に対応できる体制が必要となる。また、研修会等で確認し、

意識を共有していく。 
2) 危機管理についてはここ数年、危機管理委員会の設置、マニュアル作りを進めて

いるがまだ、研究、対策の努力が必要である。今年度はエレベーター事故に関する

マニュアルを作成する。 
3) 広報に関しては常葉学園内での意思疎通がスムースではない部分に関して検討を

していく。また、研究教育機関として責務を果たす活動の広報については手段の検

討をする。 



 
浜松大学 

- 101 - 

IV. 特記事項 

常葉学園傘下の各学校では、「教育に対するゆるぎない信頼と確信」という建学の精神

のもとに様々な教育活動を展開している。ここでは、本学における特色ある教育につ

いて、本編で詳述できなかった事項について補足する。 

 

Ａ．ビジネスデザイン学部の特色のある授業科目 

 

 当学部は、経営を柱に、情報とサービスの切り口から、社会や企業で活躍できる人

材を育てることをミッションとしている。卒業後に社会にスムースに溶け込み、職を

持つ社会人として早期に活躍できるよう、以下を教育の目標に据えている。 

  ｢一人ひとりが個性を伸ばし、周囲と調和しながら自他を活かして社会に寄与する。 

  そのような人物になるための土台を築く。」 

 ここで述べる授業科目は、上記目標を達成するために重要な役割を果たすものであ

り、当学部の特色のある授業科目となっている。 

 

１．ミッションへの気付き 

 入学してすぐに、自分の存在を見つめ、自分の役割に気付くための 1 年次履修の科

目である。1 人で考えるのではなく、小グループに分かれて身近にある社会問題を素

材に議論し、グループとしての発表を行う。グループのそれぞれが自分の役割を担い、

提案し、発表することがポイントである。自分を大切にしようという心が芽生えれば、

自ずと勉学にも励むようになる。また、自分と同じように他人を大切に思う心を持て

ば、授業の環境をより良いものにしようという行動にも結び付く。これを授業成果と

して期待している。 
 

２．アウトドア演習 

 この科目はチームワーク力、一歩前に踏み出す力、考え抜く力（いわゆる社会人基

礎力）を早期に身に付けさせるものである。いわゆるキャンプなどとは異なり、チー

ムワークでしか成し遂げることのできない課題を複数与えてそれをクリヤーすること

をクラス対抗で競うものである。履修年次はミッションへの気付きと同様に 1 年次の

必修科目である。クラス編成は授業中のそれとは独立して行うため、学生同士は初対

面に近い人とのコミュニケーション作りと共同作業のやり方を 2 泊 3 日の研修期間中

に自ずと修得する。研修は雑念の入る余地が一切ない大学近隣の「かわな野外活動セ

ンター」で行っている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

図Ａ－２－１ 図Ａ－２－２ 
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３．ことばの力 

この科目は 4 年間を通しての必修科目である。半期ごとに設定した統一テーマをこ

とばの力担当教員の下で順次学習し、表現力、理解力、分析力、構想力を磨いていく。

1～2 年次ではこの科目の担当教員がクラス担任の機能を担い、学生はいずれかのクラ

スに属する。各クラスにおいては、言語と表現、聴く、話してみよう、書いてみよう

という統一テーマの下での学習を進める。3～4 年次では、分析と考察、就職に役立て

る、論文・ビジネス文書作成、ビジネスコミュニケーションという統一テーマの下で、

複数教員が自分の も得意とするスキルをオムニバス形式の集合教育で学生に伝授す

る。1～2 年次では日本語の基礎を学び直すこともあるが、全体としては日本語の教育

ではない。正しい日本語を駆使して、綿密・正確に仕事をこなす能力を高めるための

教育である。 
           図Ａ－３ 

 

 

４．ビジネスゲーム 

 競争環境下における意思決定の重要さを、シミュレーションソフトウェアを用いて

疑似体験させる授業である。7 人程度の学生からなるチームを複数編成し、それぞれ

のチームが仮想的な販売会社を設立し、パソコンや家電製品の販売を 4 半期毎に競う。

チームに属する学生は、自薦もしくは他薦により、社長及び企画、営業、経理、財務、

総務、広告などの担当役員に就任し、競合他社の情報をもとに自社の累積営業利益を

高める施策を協議し、販売戦略として打ち出し、ソフトウェアによる業績評価の結果

を得る。年度末には仮想株主総会を開催し、その年度の自社の戦略と販売結果、次年

度の目標などを報告する。一連のゲームが終了すると、チームメンバーのそれぞれは

自身のビジネスセンスがどのようなものであったかの自覚を得ることができる。 
 

５．プロジェクトゼミ 

 ビジネスデザイン学部の学生が 2～4 年次に履修する半期完結型の科目群のことで

ある。年度毎に見直し開講される約 100 のテーマの中から、学生達は「これをやって

みよう」、「これをマスターするぞ」という意気込みで履修するテーマを選び、そこで

の学びを学生と教員が支え合って成し遂げたプロジェクトの成果として実感するもの

である。ここでの成功体験（例えば難関資格を取得したなど）は、学生達が社会人と

なった後の成長の原動力になるはずである。なりたい自分を心に描き、その実現に役

立つゼミを自らの意志で選択する！それがプロジェクトゼミである。授業を担当する

教員の約半分は、企業や組織に所属する学外の実務家、管理者、経営者などであるこ
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とも、この科目の特徴である。 
            図Ａ－５ 

 

 

６．ホームゼミ 

 ビジネスデザイン学部の学生は、3～4 年次になるとホームゼミ担当教員のクラスに

2 年間所属し、そこでそれぞれの教員が専門とする分野の知識や技術の修得に励む。

クラス配属は学生の希望を重視して決めるため、熱意のある学生だけを集めて深く掘

り下げた授業を行うことができる。授業の成果は、4 年制大学の卒業生であることを

証明する卒業論文である。これは例外なく当学部所属の学生の卒業要件としている。

授業の過程では、質の高い就職を実現するため、教員は学生に産業界の動向を調べさ

せ、就職に関する様々なアドバイスを与え、企業紹介等を行う。また学業や生活に関

する様々な相談に乗ることを通じて、ことばの力の 1～2 年次と同様のクラス担任機能

を担い、留年者や退学者の発生を未然に防ぐようにしている。 
  

Ｂ．健康プロデュース学部こども健康学科の自然体験学習と地域貢献 

 
１．自然体験学習園（通称「こどもむら」） 

「こどもむら」は、平成 18(2006)年度の大学祭において、こども健康学科が近隣の

親子を招待し、遊びコーナーを提供する授業実践のためのイベントとして始まった。 
平成 19(2007)年度には大学キャンパス南側の雑草地に少しずつ手が加えられ、学生の

憩いの場を兼ねた、現在の自然体験学習園の原型が作られた。 
平成 20(2008)年度 5 月にはこの学習園の積極的な利用を念頭に置いた「こどもむら

開村式」を行った。同年度には学科１期生（20 年度４年生）が中心となり、自然体験

を取り入れた遊びの日（こどもむらイベント）を年間 10 回設定し、延べ 1,500 人を超

える幼児・児童とその保護者が参加している。  
平成 21(2009)年度からは学生代表と担当教員からなる運営委員会を本格的に組織し、

年間６回程度の自然体験遊びイベントなどを計画している。 
また平成 21(2009)年度 5 月には大学教育推進プログラムに「自然体験学習を基盤と

した保育者養成」として応募したところである。これは、学内の環境を自然体験を基

盤とした学びの場として活用するために整備し、保育実践や研究活動を行う総合学習

を通して、自然体験学習指導力と実践研究力のある保育者養成を図ったものである。

この学習園の場は通称「こどもむら」と呼ばれているが、将来的には「浜大むら」と

してその活用の幅を広げていく構想である。 
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学生が学びの集大成として保育実践する場を学内に求めたことがきっかけとなって

始まったイベントとしての「こどもむら」は、「子ども達の心と体が健康に育つことを

願って集う遊びの場」として地域に定着し始めており、地域交流と子育て支援活動の

場ともなり始めている。 

 

２．親子教室「ポッケ」 

 就園前のお子さんを育てている保護者の方が、子育てのヒントになる親子遊びを親

子一緒に体験できるよう、大学内のプレイルームに毎週集う講座として平成１８年度

から始められた。ポッケの名称はペアレンツ＆キッズの略だが、子どもにとっても親

にとっても楽しい遊び体験がポケット一杯に入るように、との願いも込められている。 
講師はもと幼稚園教諭である学科の実習助手が務め、授業の空き時間を使った学生ボラン

ティアがポッケ隊として参加している他、大学教員を特別講師と招きながら、遊びや子育

てについての話題などを提供している。 
 講座は火曜と木曜のコースに分かれ、平成 18(2006)年度から平成 20(2008)年度にか

けては延べ 100 組以上の親子が利用している。 
 

    図Ｂ―１ 自然体験学習園        図Ｂ―２ 親子教室「ポッケ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｃ．基礎学力テストの実施について 

 
文部科学省「学士課程教育の構築に向けて（答申）」において、学士力との関連の中

で、英・国・数といった基礎学力の重要性が強く謳われており、本学においても、平

成 20(2008)年度より、基礎学力の向上を目的とした基礎学力テスト（英・国・数）を

全学生を対象に導入した。大学全入時代を迎え、学力不足の学生が多く入学している

現状においては、基礎学力の向上は、本学の大きな課題といえる。しかし、この基礎

学力の向上には、地道な継続学習が必須であるが、その目的を理解し、強い意欲を維

持できなければ継続することは大変難しい。自己の学習レベルを見つめ、意欲を維持

するために、この基礎学力テストは非常に有効であると考えている。 
実施に当たっては、試験時間や試験会場の確保、試験監督の方法、採点や評価の方

法等、非常に難しい問題があった。これらを解決するために、独自の web 配信による

e-learning テストシステムを開発し、コンピュータ教室でのクラス単位での受験を可

能にした。このシステムでは、試験問題がランダムに配信されるため、カンニングや
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問題漏えいを防ぐことができ、また自動採点・評価のシステムも導入した。 低年 1
回このテストを受験することにより、年度ごとの成績の推移を確認できるとともに個

人の課題も早期に発見できる。平成 21(2009)年度からは、成績不良者に対して、基礎

教育センターでの個別指導を義務付ける予定である。基礎学力テストのレベルは、高

校低学年終了程度に設定しているので、多様な学部学科の学生に対しても 低限必要

な力として位置付けている。きちんとした学習習慣が維持されていれば、全員が 60％
以上の得点を取ることが可能である。また、こうした学習習慣の維持は、学科の専門

的な学びにも大いに役立つことが予測できる。 
また、今後、テスト結果と企業への就職試験や公務員試験、各種資格試験等の成績

との関連や 4 年間の学力の推移を調査することにより、大学生に求められる基礎学力

レベルを指標として示すことも検討していく。 
 

Ｄ．教員・学生のふれあいの場 

 

 保健医療学部は、理学療法士・作業療法士の医療専門職を育成する学部であり、教

員間の連携、学生への日常的な指導・支援等がより強く求められている。こうしたこ

とを踏まえ、学部開設に際し教員研究室の配置について、以下の点に配慮して設置し

た。 

1) 教員研究室と本学図書館分室を同一フロアに隣接して配置し、学生の疑問や相談

等に、機敏に密度濃く対応できるようにした。 

2) 研究室・事務ブース等に囲まれた中央の空間を会議ロビーとし、教員・学生が日

常的に活用できる場とした。 

 今年 4 月にスタートしたばかりであるが、学生との面談や教員間の研究会や会議等

に日常的に利用されている（図Ｄ－１・２ 参照）。 

 

     図Ｄ－１          図Ｄ－２ 

 

   

E．日中友好交流について 

 

1) 日中友好交流の足跡 

本学は学校法人常葉学園傘下の地方大学である。創立者木宮泰彦先生が日中交流史

の第一人者であったことから、創立者の教育理念に基づいて、平成 3(1991)年に木宮

和彦理事長（元参議院議員・現学園長）他 3 人が杭州市の樹人大学を訪問したことで

始まった。そして、平成 4(1992)年静岡県と浙江省との友好提携 10 周年記念訪日団と
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して、王家楊団長（元浙江省副省長）や樹人大学関係者が常葉学園を訪問し、友好提

携調印式を行っている。これらは常葉学園大学初代学長諏訪卓三（元静岡県副知事）

と樹人大学理事長王家楊との関係から実を結んだものである。その後、平成 10(1998)
年には新たな友好交流協定を結び、覚書を交わした。これにより、第 I 期友好交流時

代の年間数人の特別奨学留学生を迎える時代から、第 II 期の多数の私費留学生を迎え

る時代へと発展移行した。その結果、私費留学生の第 I 回生として、平成 12(2000)年
4 月に 22 人（内本学 18 人）を迎え、その後、多数の大学と提携し、平成 21(2009)年
4 月には 590 人（内本学 399 人）を迎えるまでに発展した。今日、留学生は別科生

46 人、学部生 319 人、大学院生 36 人の計 401 人である。このうち 99％は中国人留学

生で、残りはインドネシア、韓国、モンゴル、セネガル、バングラディッシュの計 6

人にすぎない。学部生は、ほとんどが社会科学系のビジネスデザイン学部、経営情報

学部、国際経済学部に属している。 
2) 現在の友好交流締結大学 

以下の機関から留学生を受け入れている。 

  杭州市  浙江樹人大学 

  紹興市  紹興文理学院 

 紹興市  浙江越秀外国語学院 

  西安市  西安外国語大学 

  西安市  長安大学 

  西安市  西安外事学院 

3) 入試説明会・父母会・入学者選抜について  

 学校法人常葉学園として毎年度秋に中国現地（友好交流協定先）にて入学説明会並

びに在学生の父母会を開催し、常葉学園傘下の大学・短期大学の教育方針、教育目標

等の説明や映像を通しての在学生の生の声・生活を紹介している。また、在学生の父

母会では、在学生の成績や本学独自のハンディターミナル出席管理システムによる履

修登録科目への出席状況一覧、さらには指導教員からのメッセージ等を用意して父母

との面談を実施しており、留学生を持つ父母から高い評価を得ていると同時に深い信

頼を得ている。 

 入学者選抜については、毎年度 11 月頃、中国現地の説明会会場にて実施しており、

試験科目としては、英語、日本語、数学の筆記試験及び面接試験を行っている。入学

者選抜の基準として 
①高卒以上で、日本語能力 3 級程度の者は、留学生別科で受入れ、1 年後に 2 級程

度まで日本語力を高めて、学部 1 年生に入学する者 
 ②高卒以上で、日本語能力 2 級程度の者で、直接学部 1 年生に入学する者 

 ③大学に 2 年以上存学し、日本語能力 2 級以上の者で、2 年次に編入する者 

 ④大学に 2 年以上存学し、日本語能力 1 級以上の者で 3 年次に編入する者の 4 つの

パターンがある。 

 特に①と②のパターンについては、中国現地浙江樹人大学で 7 ヶ月間の日本語教育

等を常葉学園が派遣する日本人講師 2 人が行い、本学へ留学後の半期間、同講師が引

き続き日本語教育に携わるなど、留学生の学問だけでなく、学生生活全般まで面倒を
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みている。 

4) 浙江樹人大学との日本語共同教育システム 

 このシステムは中国の高校を 7 月に卒業した者で、日本の大学へ留学したい希望者

を募り、9 月より 3 月まで朝から夜間まで日本語教育漬けにして、4 月に留学生別科又

は 1 年生に留学させるものである。この間常葉学園から 2 人の日本語教員を派遣し、

中国人の日本語教員と協力して、教育を行っている。 
 このシステムの 大のメリットは、常葉学園からの派遣教員が、留学希望学生の留

学に対する心がまえ、勉学に対する取組み具合、留学に対する両親の協力度等が握め

るので、単なる試験の成績だけではなく、上記のような日頃の態度等を加えて、合否

判定ができることである。 
 
  図Ｅ－１                図Ｅ－２ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


