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序章 

 

１．常葉大学の自己点検・評価の目的 

 

学校法人常葉学園が設置する常葉大学（旧常葉学園大学、浜松大学及び富士常葉大学）

は、「美しい心情を持って、国家・社会・隣人を愛し、堅固な意思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」を建学の精神としている。

また、この建学の精神を踏まえつつ、時代の変化に対応し、かつ総合大学として地域社会

からの要請に応えるため、教育理念を「知徳兼備」「未来志向」「地域貢献」の 3 つのキー

ワードに集約している。 

教育理念及び学則の「学部・学科の目的」を達成するため、「自己点検・評価委員会」

を設置し、自己点検・評価の活用が大学全体に及ぶよう努めている。 

 

２．自己点検・評価の実施体制  

 

 大学における最高意思決定機関である部長会（構成員は、学長、副学長、学部長、事務

局長等）の議を経て、学長が設置する委員会のひとつとして「自己点検・評価委員会」を

設置している。この「自己点検・評価委員会」は、自己点検・評価及び第三者評価の企画・

実施について、全学的に網羅する組織として、各キャンパスの代表者によって組織され、

学長室がその事務を所管している。また、静岡・浜松・富士の各キャンパスにおいても「自

己点検・評価委員会分会」を設けて、各キャンパスにおける自己点検・評価の運営をして

いる。自己点検・評価委員会による企画を部長会にて審議・決定し、キャンパス運営会議

及び教授会を通して全学に伝達され、自己点検・評価委員会及び分会を中心に実施してい

る。この実施状況を自己点検・評価委員会及び部長会においてチェックし、各学部・研究

科及び各種委員会等により改善に努めていくというサイクルで、点検・評価が継続的かつ

日常的に進行する仕組みとなっている。  

 また、学長のリーダーシップの下、「教育力のある大学づくり」の実現に向けて、平成

25 年 12 月 14 日に「カリキュラム改善プロジェクト」を設置するとともに、各学科に教

育コーディネーター（教育内容の改善等を進める学科の教育責任者）を配置した。このプ

ロジェクトは、「教育の質保証を目指したカリキュラムの改善への取組みについて（平成

26 年 1 月 27 日部長会決定）」の取組方針に基づき、大学全体を多角的に見直す「大学改

革」として実施している。その他に授業アンケート及び学生アンケート調査も全学的に実

施し、学生の意見を聴き業務改善に資することとしている。 

 

３．前回の認証評価の受審状況と改善・改革の状況  

 

常葉大学静岡キャンパスの前身である常葉学園大学の大学認証評価は「大学基準協会」

を評価機関として、平成 23 年度に受審し、大学評価基準をすべて満たしているとの認証

評価を受けた。しかし、努力課題として「各学部・研究科の目的の整理と一層の周知・公

表」、「大学院担当教員の選考規程の制定」、「DP・CP の周知・公表」、「国際言語文化研究
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科の学位論文審査基準の明示」、「編入学及び国際言語文化研究科の入学定員の確保」、「研

究倫理規程の制定」、「各種委員会規程の制定」、「自己点検の責任主体、権限及びプロセス

の明確化」について指摘された。努力課題については、その対応状況を「改善報告書」と

してとりまとめ、平成 27 年 7 月末日までに大学基準協会に提出することを求められてお

り、自己点検評価委員会を中心に改善に努め、規程・基準の制定や編入学定員の見直し等

は実施済みである。  

常葉大学浜松キャンパスの前身である浜松大学の大学認証評価は「日本高等教育評価機

構」を評価機関として、平成 21 年度に受審し、大学評価基準をすべて満たしているとの

認証評価を受けた。その際には、改善を要する点としての指摘はなかった。しかし、いく

つかの評価基準については参考意見が示されたため、平成 22 年度の自己点検・評価にお

いては、同機構の評価基準に準拠して点検・評価を実施し、その参考意見を中心に改善・

向上に努めた。また、この結果は「自己点検評価報告書  平成 21・22 年度」、「自己点検評

価報告書 平成 23・24 年度」として冊子にまとめ、学内外に配布するとともにホームペー

ジでも公開することで広く意見を求め、大学運営の改善・向上につなげている。  

常葉大学富士キャンパスの前身である富士常葉大学での大学認証評価は「日本高等教育

評価機構」を評価機関として、平成 22 年度に受審し、大学評価基準をすべて満たしてい

るとの認証評価を受けた。その際に受けた改善を要する点として、「研究科における人材の

養成に関する目的を定めること」及び「教員の任用規程上において、基準を短期大学と明

確に分けること」という 2 点の指摘を受けた。人材の養成に関する目的については、富士

常葉大学大学院学則第 1 条 2 項に定めて改善し、現在の常葉大学大学院学則においても第

6 条に定められている。教員の任用基準については、常葉大学の任用基準として部長会を

中心に検討中である。  

なお、3 大学を統合した常葉大学においては、文部科学大臣の認証を受けた評価機構で

ある大学基準協会による認証評価を受ける予定である。  

 



7 

基準１．理念・目的 

 

１．現状の説明 

（１）大学・学部・研究科等の理念・目的は、適切に設定されているか。  

 〈1〉大学全体 

   常葉学園は従来、静岡県内に「常葉学園大学」、「浜松大学」、「富士常葉大学」の 3

大学を設置し、それぞれの教育理念と教育目的の下で教育研究活動を展開してきた。

平成 25 年 4 月には 3 大学を統合し、新たに「常葉大学」としての教育研究活動をス

タートさせた。この統合を機に、大学部門の教育理念を統一化・再構築し、明確なメ

ッセージにより常葉大学が地域社会において果たす役割を伝えることに努めている。

（資料 1-1）すなわち、常葉学園の建学の精神及び 3 大学の実績を踏まえつつ、地域

社会からの要望に照らし合わせて、常葉大学の教育理念を以下に掲げる「知徳兼備」、

「未来志向」、「地域貢献」という 3 つのキーワードに集約した。  

 

①知徳兼備 

未来における健全な社会の発展の為には、「課題解決型」の人材育成、そのための

教育・研究が必要となる。複雑化、多様化した実社会における課題は、単体の学問

分野での対応は難しく、人や社会の視点からの多様な専門分野、学際的分野の教育

研究が不可欠である。そこで、実社会での課題解決型人材育成を目標とした教育研

究の総合化が必要となる。  

このような観点から、常葉大学では幅広い人材を養成する教育機関として、養成

すべき人材像を明確に示す必要があると考える。知識基盤社会といわれている現代

社会において、基礎的な知識を幅広く身につけることは、いかなる職業人であって

も強く求められるところである。しかし、基礎的な知識やスキルだけを身につけて

も社会の中で生きる術や豊かな人間性が欠如しているならば、職業生活を生産的に

継続することは困難と言わざるを得ない。そこで、求められる人材を一言でいえば、

「知徳兼備の人材」ということになろう。  

本学は、真に広く社会に貢献できる職業人を輩出するために、知識・知能・叡智

と人徳・品格・意欲を兼ね備えた正に知徳兼備の人材を養成しなければならないと

考える。 

 

②未来志向 

静岡キャンパス（旧常葉学園大学）外国語学部、浜松キャンパス（旧浜松大学）

及び富士キャンパス（旧富士常葉大学）における海外の大学との提携実績に見られ

るように、常葉学園は地方の大学でありながら国際交流を推進してきたと自負して

いる。また、経済や社会のグローバル化がさらに進む中で、国際社会を舞台に働く

日本人は業種を問わず一層増加し、国の留学生受入れ政策は今後も進展することが

十分予想される。このような要請にこたえるためには、本学は今後も様々な場面に

おいて国際交流を推進しなければならない。  

浜松キャンパスでは、これまで健康・医療系の教育・研究の充実を図ってきた。
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現在、わが国では高齢化社会の到来や医療の高度化等により、福祉・介護に関する

様々な課題が山積していることに加え、健康志向や医療の充実は国民の最大の関心

事の一つと言える。これまでの実績とこのような社会の要請にこたえるため、本学

は健康・医療系の教育・研究活動を一層充実させていかなければならない。  

富士キャンパスでは、社会環境学部における教育・研究を通して、自然環境の理

解・保護、自然災害の理解・防災対策等に取り組んでいる。昨今の地球温暖化や東

日本大震災に加えて、原発事故によって深刻化したエネルギー問題など、環境・防

災に関する課題は今後ますます地球レベルでの取り組みが不可欠であろう。いずれ

も将来にわたって自然と人間が共生するためには、多角的な理解が必要とされる課

題であり、本学はこれまでの実績を生かし、文理融合型の教育・研究をより充実さ

せて取り組んでいかなければならない。  

以上のように、従来から 3 キャンパスではそれぞれ社会の要請にこたえるべく未

来を見据えた教育・研究活動を目指してきた。現代社会には複雑な課題が山積して

おり、今後も常葉大学は未来志向の教育・研究を継続し、未来の国家・社会・地域

のために貢献しなければならないと考える。  

 

③地域貢献 

3 キャンパス（旧 3 大学）はいずれも静岡県内に所在し、地域密着型の大学とし

てそれぞれ静岡県の東部・中部・西部の教育・研究活動に貢献してきた。現に学生

の 90%ほどが県内の高校出身者であり、卒業生の大部分が県内で就業している。3

キャンパス（旧 3 大学）とも正に地域と共に成長してきた教育・研究機関であると

言える。これまでの地域と連携・協力しながら発展してきた地域密着型のスタイル

を継承しつつ、時代の移り変わりとともに変化する社会からの要望にも応え続けて

いく必要がある。  

また、首都圏への過度の機能集中が見直され、地方への権限委譲や東日本大震災

後の危機管理のあり方の見直し等が進められている現在の情勢に鑑みれば、地域社

会に貢献できる有能な人材をそれぞれの地域社会で養成することには極めて意義が

あると言える。本学は、このような社会的情勢をしっかりととらえて、より一層地

域貢献を果たさなければならないと考える。  

 

大学の目的は常葉学園の建学の精神と共に、学則に「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、社会及び地域に貢献せしめ、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。」と掲げられ、これに基づいて大学運営が行われている。

（資料 1-2 P.3） 

 

 〈2〉教育学部 

教育学部は、「教育という視点から社会に貢献できる、幅広い教養、豊かな人間性、

実践的な指導力を兼ね備えた人材の育成と、その育成の基盤となる研究の推進を目的



9 

とする」と学則に目的を設定している。（資料 1-2 P.4） 

これを受けて、初等教育課程では、学校教育の基礎としての小学校教育を中心に幼

稚園教育又は中・高等学校教育をも担うことのできる人材を育成すること、生涯学習

学科は、社会教育をはじめとする生涯学習社会の様々な教育分野で活躍できる人材を

育成すること、心理教育学科は、人間のこころの領域を科学的に把握してコミュニケ

ートでき、社会の様々な分野で活躍する人材を育成することを目的として学則に定め

ている。（資料 1-2 P.4） 

〔初等教育課程〕 小学校教員は全教科を教えるが、自己の専門教科を持ち、それを

深く探求することは他教科についての理解を深めるためにも必要である。また、初等

教育と中等教育との連続性を図ることも重要である。そのため、5 つの専攻を設け、

各種教員免許状の取得が可能な教員課程により、学校教育の基礎としての小学校教育

を中心に、幼稚園教育又は中・高等学校教育をも担うことのできる人材を育成してい

る。 

〔生涯学習学科〕 人々の生涯学習を支援・推進するという立場に立って、生涯学習

社会の様々な教育分野で活躍できる人材を育成することを目的としている。  

幼少期から高齢期に至るまでの様々な場面における教育・生涯学習支援という観点

から、生涯学習の実現を図るための指導力と企画・立案・運営能力を兼ね備えた専門

家や指導者の育成を目指している。  

〔心理教育学科〕 不登校やいじめ、少年が引き起こす痛ましい事件が珍しくなくな

っており、家庭や地域社会で進む人間関係の希薄化がその背景にあるといわれている。

これを受け、子どものこころと真正面から向き合える教員やカウンセラ－を育成し、

他者のこころをしっかりと読みとり、良好な人間関係を築くことができる社会人の育

成をはかっている  。 

教育カウンセリング専攻と心理発達専攻の 2 専攻を設け、複雑でデリケ－トな心の

領域を科学的に学び、分析力と臨床的な実践力を習得し、社会に貢献する人材の育成

をしている。  

 

また、本学部は学校教育と社会教育という教育の大きな 2 分野と、心理学というこ

ころの領域から、教育を支える人材を養成している。  

 

 〈3〉外国語学部 

外国語学部は、「実践的な外国語運用能力を身に付け、真のコミュニケーション能力

を持った人材の育成と、その基盤となる研究の推進を目的とする」と学則に目的を設

定している。また、英米語学科、グローバルコミュニケーション学科の目指す人材に

ついてもそれぞれ学則に定めている。（資料 1-2 P.4） 

国際社会での真のコミュニケーションは言語そのものの習得のみでは不十分であり、

相手国の社会・文化・歴史などの背景の深い理解なしには成立しない。日本人は中学

校から長年外国語（英語）を学んでいるのに、実際の場では外国語を使えないと言わ

れ続けている。そこで本学部では、学生たちに、卒業時には実際に使える外国語を身

に付けさせることを目標にしている。リーディングやライティングはもちろん、リス
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ニング力やスピーキング力のレベルアップを図り、真のコミュニケーションスキルを

身に付けた人材を社会に送り出すことが本学部の大きな使命である。  

一方、本学部としては、地域に根ざした外国語教育を目指している。静岡県内では

海外に進出している企業の割合が高く、海外進出企業は 400 社以上にのぼる。これら

の企業からは優秀な人材の供給を求められており、この求めに応じる努力をしている。 

また、近年において急速に発展している情報伝達手段（インターネット等）では、

海外とのやり取りは時間差がゼロに等しい。この状況に適応して、速やかに情報を取

り入れ、反応（情報発信）できる能力を備えた人材の育成に努めている。  

 

 〈4〉造形学部 

造形学部は、「多様なアートやデザインの分野で高度な知識と技術が求められる時代

において多方面にわたり活躍できる人材の育成と、その育成の基盤となる研究の推進

を目的とする」と学則に目的を設定している。（資料 1-2 P.4） 

本学部は、科学技術の進歩と生活水準の向上に伴う生活環境の変化により、多様な

分野で文化的・芸術的感覚が求められる時代に対応できる専門家の養成を目的として

開設した。生産活動から消費活動まで広範な日常生活の中で、美術やデザインの果た

す役割が一層増大しつつある。このような時代の情勢に応えるため、一般的教養はも

とよりさまざまな造形表現の手法やデジタルメディア、その他関連する領域を基礎と

しつつ、美術及びデザインの分野を専門的かつ総合的に教育・研究することにより、

これからの新しい社会におけるあらゆる造形活動・教育・サービス産業等において創

造的な活動が展開できる専門家を養成している。また、想像力豊かな美術、デザイン、

美術・工芸教育の各分野で幅広い活動を行い、芸術・文化に寄与する人材を輩出する

ことを目指している。 

本学部は、造形学科のみであるが、学部共通科目及び学部専攻科目に置かれた専門

科目の選択履修によって造形の各領域の専門性を養うことが可能となるよう、平面造

形系、立体造形系、メディアアート／デザイン系、ビジュアルデザイン系、プロダク

ト・クラフトデザイン系、建築・アーバンデザイン系に対応できる科目を編成してい

る。 

平面造形系と立体造形系はともにファインアートの領域から社会の文化的・創造的

活動に貢献できる人材の育成を目指し、メディアアート／デザイン系では高度のデジ

タル表現手法を身につけて、新しい創造活動を展開できる人材を育成する。ビジュア

ルデザイン系では、広報・宣伝のメディアにおいてクリエイティブな活動を目指し、

プロダクト・クラフトデザイン系では環境に配慮した有用な用具・器具の開発を通し

て人々の日常生活の向上に貢献する専門家の育成をはかる。建築・アーバンデザイン

系では、個別の住空間から都市全体を含む環境デザインに総合的・専門的に貢献でき

る人材を育成している。 

 

 〈5〉法学部 

法学部は、「幅広い教養と高い公共性・倫理性に加えて、法的知識やリーガルマイン

ドを身に付けることにより、積極的に社会を支え、あるいは改善に導くことのできる
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人材の育成を目的とする」と学則に目的を設定している。（資料 1-2 P.4） 

   中央教育審議会答申「我が国の高等教育の将来像」（平成 17 年）では、21 世紀は「知

識基盤社会」の時代であると定義し、高等教育においては、幅広い教養を身につけ、

高い公共性・倫理性を保持しつつ、時代の変化に合わせて積極的に社会を支え、ある

いは社会を改善していく資質を有する人材、すなわち「21 世紀型市民」を多数養成し

ていかなければならないとの提言がなされている。  

   本学部は、この答申の実現を目指し、370 万人もの県民人口を抱え、高い経済力を

有する本県に、法学・政治学領域を研究・教育する高等教育機関として平成 25 年 4

月に開設された。  

大学の教育理念や学部の目的を具体化・明確化するため、本学部では、法律総合コ

ースと公共政策コースという 2 コース制を採用している。（資料 1-3 P.171）法律総合

コースでは、法律の基礎的知識とリーガルマインドを土台に、さらに広く法律の専門

的知識の理解を深めることによって、様々な社会問題を法的に処理・解決できる人材

の養成を目指す。他方、公共政策コースでは、法律の基礎的知識とリーガルマインド

を土台に、地方の諸課題を調査・分析し、政策を立案・決定・実現させる人材の養成

を目指すものである。  

   そして、各コースで学生に修得させるべき能力は、法律総合コースでは、様々な法

律を体系的に理解し、それを通して社会の仕組みを理解する能力、様々な社会事象か

ら法律問題を発見し、法的に処理・解決する能力、法を解釈するだけでなく、社会と

の関係で時代的・実証的に捉える能力である。他方、公共政策コースでは、高い公共

性と倫理性を保持しつつ、積極的に社会を支え、改善する能力、地方の諸課題を調査

分析し、政策を立案・決定し、実現する能力、多様な市民とともに、まちづくりに取

り組む能力である。  

 

 〈6〉健康科学部 

健康科学部は、「幅広い教養と豊かな人間性を身に付け、看護学や理学療法学の専門

知識と技術の修得のみならず、医療を支える優れたケアを提供するための最善の仕組

みを創造し、実践する能力を有する人材の育成を目的とする」と学則に目的を設定し

ている。また、看護学科、静岡理学療法学科の目指す人材についてもそれぞれ学則に

定めている。（資料 1-2 P.4） 

本学部は、看護学科及び静岡理学療法学科を有し、それぞれの専門分野における基

本的な知識の体系的な理解や専門技術の習得に加え、専門分野の枠を超えて医療専門

職としてともに求められる知識や汎用的技能と人間としての基本的態度・志向性や創

造的思考力をもった看護師及び理学療法士を養成することを目的としている。このこ

とにより、地域社会の保健・医療・福祉の発展に寄与することのできる「知徳兼備」

「未来志向」の人材を輩出し「地域貢献」を果たすものである。また、看護学及び理

学療法学分野における学術研究の進展に対応するための研究を推進し、それらの研究

成果を研究発表や公開講座などを通じて知的資源として広く地域社会に還元すること

で、地域貢献を果たす。 
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 〈7〉経営学部 

経営学部は、「『個の成長・社会との調和』をめざし、経営学の基本理論を修得し、

その専門的応用・実践力をもって地域社会に貢献できる知恵と徳操を具備する人材の

育成と、その育成の基盤となる研究の推進を目的とする」と学則に目的を設定してい

る。（資料 1-2 P.4） 

本学部は、前身である富士常葉大学の総合経営学部と浜松大学のビジネスデザイン

学部が統合して生まれた学部であり、新たな学部の発足にあたり、その教育研究上の

理念・目的を上記のように定めた。  

経営学を中心に経営・会計・情報・経済の各分野の学問を教育・研究しながら、地

域社会に根ざす学部として、静岡県をはじめとする地域の発展に貢献する人材を育成

する。そして、地域の企業と行政機関の要請に応える経営学教育を目指している。  

 

 〈8〉健康プロデュース学部  

健康プロデュース学部は、「人が現代社会を健康に過ごすために、健康について的確

なサポートができる人材を育成し、健康を有機的総合的に捉えて 21 世紀に必要とさ

れる新たな健康概念を模索、創造する研究の推進を学部の目的とする」と学則に目的

を設定している。（資料 1-2 P.4） 

健康という概念そのものが様々な要素の複合であり、その獲得も当然様々な角度や

視点から複合的に行う必要がある。健康栄養学科では栄養や食生活、こども健康学科

ではこどもを健全に育むこと、心身マネジメント学科では身体と心の健康づくり・ス

ポーツ科学を用いた教育・健康増進、健康鍼灸学科では東洋医学による全人的アプロ

ーチの視点と鍼灸の技術、健康柔道整復学科では皮下外傷や身体運動器障害を徒手技

術で復する技術などを基盤・根幹として、それぞれの役割を果たす能力を有する人材

育成を目的としている。これらは学則に学科毎に明確に記述されている。（資料 1-2 P.4、

1-4 P.31） 

 

 〈9〉保健医療学部 

保健医療学部は、「高齢化にともなう慢性疾患の増加、医学の進歩がもたらす救命率

の上昇などによる疾病構造の変化にともない、保健・医療・福祉のさらなる充実が求

められている状況の中で、リハビリテーション医療の役割がますます増大している。

このような背景を踏まえ、保健医療学部では倫理観と使命感に溢れ、幅広い教養と高

度な専門知識及び技術を合わせもった理学療法士・作業療法士を育成し社会に送り出

すことで、国民の健康及び生活の質の維持・増進に資することを目的とする」と学則

に目的を設定している。また、理学療法学科、作業療法学科の目指す人材についても

それぞれ学則に定めている。（資料 1-2 P.5） 

 

 〈10〉社会環境学部  

社会環境学部は、「環境問題の解決や社会の安全のための社会システムの構築を目指

し、関連する自然科学分野の知識の理解と、それらを前提とした社会科学分野の視点

に基づく問題解決型の教育研究に重点をおき、複数専門分野の教員による学際的内容
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の授業を展開し、環境・防災分野の問題解決のために貢献できる人材の育成を目的と

する」と学則に目的を設定している。（資料 1-2 P.5） 

本学部の前身である（旧富士常葉大学）環境防災学部は、平成 12 年 4 月に発足し、

平成 21 年 4 月からは、社会のニーズの変化に対応し一部改組した社会環境学部に、

その理念・目的が引き継がれ、環境や防災など現代社会が直面するさまざまな課題に

ついて、文理融合の立場から、教育研究をすすめている。（資料 1-5 P.95、資料 1-6、

資料 1-7、資料 1-8） 

 

 〈11〉保育学部 

保育学部は、「社会環境の変化の中で、保育・幼児教育が社会的に有用な存在として、

その機能を十分に果していくために、「人間性を育む教育」「障がい児教育・環境教育」

「健康教育」「感性教育」の４つの理念の下、高い人間性と保育技術の向上に加え、特

別支援教育等新たなニーズに対応できる人材の育成を目的とする」と学則に目的を設

定している。（資料 1-2 P.5） 

平成 18 年の開設時は「人間性を育む」「環境教育」「健康教育」「子ども学の構築」

の 4 つの理念を設定したが、平成 25 年の大学統合に際し「人間性を育む教育」「障が

い児教育・環境教育」「感性教育」「健康教育」の 4 つの理念に再編した。今後も制度

改革を見据えた新しい教育・保育課題に対応できる資質の高い保育者の養成を目指し

ていく。 

 

 〈12〉国際言語文化研究科  

国際言語文化研究科は、「国際化の担い手となる職業人や国際教育の専門家等、国際

交流や国際的視野に立って問題を解決できる人材を養成することを目的とする」と大

学院学則に目的を設定している。（資料 1-9 P.1） 

 世界的な規模で政治、経済、文化等の各分野での人・物の交流や情報交換が行われ

ている現在、官庁、企業、団体、学校等において、国際的な視野に立って問題解決に

当たりうる資質を備えた専門家、職業人が求められているという情況を踏まえている。 

また、本研究科は、「英米言語文化専攻」及び「国際教育専攻」で構成し、高度な専

門的職業人として必要とされる英米言語の習得及びその背景となっている文化の理解、

専門的に国際理解教育に携わるための素養を身に付けることを教育目標としている。

英米言語文化専攻は、外国語に堪能であるとともに他国の文化に理解を持つ人材の育

成に努めてきた。中学校及び高等学校の英語の専修免許状の課程認可を受けており、

一層高度な能力を有する優れた英語教員の養成をも目指している。国際教育専攻は、

国際化という視点に立って、国際理解を深めるとともに世界の文化や人々の生き方や

考え方を相対的に観ることができる国際的資質の育成を図ることを目指している。  

 

 〈13〉初等教育高度実践研究科  

初等教育高度実践研究科は、「確かな指導理論と優れた実践力・応用力を備えたスク

ールリーダー（中核的中堅教員）や、より実践的な指導力・展開力を備えた新しい学

校づくりの有力な一員となり得る新人教員を養成することを目的とする」と大学院学
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則に目的を設定している。（資料 1-9 P.2） 

「挑戦心」（Challenge Mind）、「創造力」（Creativity）、「理知的論理力」（Intelligible 

Logical Mind）をもつ「総合的判断思考」（Critical Thinking）ができる教員を育成

すること（資料 1-10 P.1）であり、これは学校教育法第 99 条第 2 項、専門職大学院

設置基準第 26 条第 1 項の規定にも適合している。  

 

 〈14〉健康科学研究科  

健康科学研究科は、「健康な身体づくりを目指した「食」のケアと、住環境や社会環

境の変化そして人間関係のストレスに起因する「心」のケアを目指して、地域住民の

保健・医療・福祉の発展・活性化に貢献できる人材を養成することを目的とする」と

大学院学則に目的を設定している。（資料 1-9 P.1） 

本研究科は、健康栄養科学専攻及び臨床心理学専攻からなっている。近年の我が国

の少子高齢化と生活習慣病の罹患者の急増に対応し、「食」「身体」「心」に関して健康

科学という広い視点を持ち、且つ各専攻の専門的知識を身に付けた人材を育成するこ

とを目指している。 

健康栄養科学専攻は、急速な少子高齢社会の到来により、疾病の一次予防に視点を

置いた取り組みが必要であり、さらに、近年の生命科学技術の進歩は著しく、4 年制

学部教育のみでは社会が必要とする高度な健康科学に通じた職業人の養成や研究開発

の基礎・応用能力をもつ人材の育成に十分な対応はできない状況にあるため、大学院

教育研究体制の整備による対応が必要になってきている背景を鑑みた上で設置され、

①高度な専門的知識と実践力を備えた職能人養成（例えば医療の現場で活躍できる管

理栄養士としての能力の涵養）②実験科学をベースにした教育研究による、機能性食

品などの研究開発分野で活躍できる人材の養成の 2 点を目指している。  

一方、我が国では心理専門職の国家資格化の案が国会に提出され、医療、福祉、教

育など幅広い領域で臨床に関わる質の高い心理士の育成が切に求められている状況に

ある。そこで臨床心理学専攻では、臨床心理学に関する知識、理論、さらに高度の専

門性が求められる心理臨床現場を担うための学識、応用能力、研究能力を培うことに

よって現代的な心の危機に対応できる臨床心理専門家を養成し、社会の要請に応えて

いく。 

 

 〈15〉環境防災研究科  

環境防災研究科は、「自然災害や環境の急激な変化、環境問題を環境の緩慢な悪化と

捉え、これらにより社会が受ける影響や被害・災害からの回復、復興経過の究明など

環境と社会に関する専門的知識を持った人材を養成することを目的とする」と大学院

学則に目的を設定している。（資料 1-9 P.1） 

近年、国内外で発生する災害には、地震や火山噴火など自然の起こす災害のみなら

ず、人間活動の結果として発生するエネルギー使用の過多が環境を変化させ、その結

果、豪雨や洪水などが誘発される災害が多発する傾向にある。また東日本大震災では、

地震・津波による被害のみならず、原子力発電所の事故による複合災害の様相を呈し

ており、深刻な事態が発生している。本震災を一つの契機として、既存の学問分野に
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加え、近代社会のエネルギー需給問題のあり方や、破壊された環境を再生し、地域の

環境と生活を復元するための方法論を確立することが急務の課題となっている。  

本研究科はこれらの課題解決に向けた研究教育を目的として設置され、理工学のみ

ならず、社会学等幅広い分野の学際的総合的な研究により、環境問題と防災問題の関

連性を理解した上で、社会が受ける影響や被害・災害からの回復、復興経過の究明な

ど、環境と社会ならびに、防災と社会に関する専門的知識の教育研究を行うことによ

り、災害と環境の変化に対して立ち向かう 21 世紀社会のリーダーを育成する。  

 

（２）大学・学部・研究科等の理念・目的が、大学構成員（教職員および学生）に周知さ

れ、社会に公表されているか。  

 〈1〉大学全体 

建学の精神・教育理念・目的は、学則に明示すると共に、次の方法により教職員や

学生などの構成員に周知をはかっている。  

①学園誌「より高きを目指して」（資料 1-11）の新入生への配布  

学園の建学の精神と歴史とそこに包含される本学の歴史を説いた本書を新入生全

員に入学時に配布し、読むように指導している。 

 

②学生便覧の配布  

大学の目的が定められている学則が記載された学生便覧（資料 1-3 P.243）を毎年、

全教職員及び学生に配布して周知している。  

 

③「創立記念日」及び「創立者をしのぶ日（之山忌）」の式典  

毎年、創立者の建学の志に思いを致す日として式典を開催している。  

 

④創立者資料室の設置  

大学内に創立者の著作、ノート、遺品等をはじめ学園や大学の草創期をしのぶ記

念物や資料を展示している。  

 

⑤新任者研修の実施  

学園全体の新任教職員に対して行われる１泊２日の新任者研修に、大学の教職員

も参加し、大学の理念・目的がそこから導き出される根本というべき建学の精神が

説かれ、新任者はこれを今後携わる私学教育の要諦理解の第一歩としている。  

 

  社会への公表としては、大学案内（資料 1-4）や大学のホームページ（資料 1-12）

等に掲載し、公表するとともに大学の入試説明会・オープンキャンパス等をにおいて

説明している。大学案内は、希望者に無料で送付している。大学を統合し、「常葉大

学」としてスタートした平成２５年度には、地元の企業や高等学校等を招き「常葉大

学･常葉大学短期大学部  開学記念式典」を開催し、常葉大学の理念等を広く周知する

機会となった。この他にも学園や大学行事等の様々な機会を捉えて広報、周知に努め

ている。 



16 

 

 〈2〉教育学部 

 教育学部では、「総合教養」の授業や、研修センターゼミ、教育実習体験発表会、教

員採用試験合格体験発表会、特別研究発表会等の活動の中で、学部の理念や目的が学

生や教員に広く知らされている。  

 

 〈3〉外国語学部 

外国語学部では、「総合教養」の授業や、研修センターゼミ、留学生体験談報告会、

教員採用試験合格体験発表会等の活動の中で、学部の理念や目的が学生や教員に広く

知らされている。  

 

 〈4〉造形学部 

造形学部では、学園発祥に深く関わりのある静岡浅間神社において、毎年学生が制

作した巨大絵馬を奉納し、教育理念である地域貢献とともに建学の精神や学部の理念

周知の一端を担っている。 

本学園が設置している常葉美術館においても、造形学部で学ぶ美術やデザインにつ

いて理解を求めるとともに、広く開放して造形分野について一般の人々にも理解と関

心を深める機会を提供してきている。学部所蔵作品（版画、アート・ポスター、イヌ

イット作家の石像等）の県内施設での展覧会やデジタル・アーカイブ化による新たな

コンテンツ提示を提案している。これらの活動に大学構成員が関わることを通して学

部の目的が構成員に周知されるとともに、広く社会へも公表されている。また、正課

内・外の活動を学内・外のギャラリーや公共施設等で展示、発表を行っている。集大

成としての卒業制作展も公共展示施設等で行い、広く社会に示している。さらに図録

の DVD 化と WEB での公開を行い、より多くの情報を時と場所を選ばずに見ること

ができる。（資料 1-13、資料 1-14） 

 

 〈5〉法学部 

法学部では、教職員については、FD 活動を通じて、学部の理念・目的が伝えられ

ている。（資料 1-15）学生には、教務ガイダンスにおいて、２コース制の趣旨をはじ

め周知を図っている。（資料 1-16）また、在学生の保護者懇談会においても学部長が

学部の理念・目的について説明をしている。（資料 1-17）さらに、入学希望者向けの

法学部セミナーにおいて、学部長や担当教員が、本学の教育理念ならびに学部の理念・

目的について十分に説明して、入学後のミスマッチが生じないように心がけている。

（資料 1-18） 

 

 〈6〉健康科学部 

健康科学部では、入学時に新入生に配布される「より高きを目指して」を、新入生

研修センターゼミの学部長挨拶あるいは学部長講話の資料として用いることで学部の

目的に加えて、建学の精神についても周知を図っている。また、教職員については、

大学が設定する創立者に対する記念日の行事等に際して、建学の精神に触れる機会を
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設けている。 

 

 〈7〉経営学部 

経営学部では、設置認可申請の際、教授会で常葉大学の教育理念と経営学部の設置

の趣旨が説明されている。また学部の教育目的は常葉大学の学則の中にも記述されて

いる。 

  他方、学部生は、入学式の理事長と学長の挨拶を通して、学園の建学の精神と常葉

大学の教育理念が伝えられるだけでなく、毎年春に行われる新入生研修の場で学部長

または学科長、副学科長から、建学の精神と常葉大学の教育理念、経営学部の教育方

針が説かれている。さらに経営学部の教育目的が記述された学生便覧は、学部生全員

に配布している。（資料 1-19 P.136） 

社会への公表は、経営学部のウェブサイトにおいて経営学部の理念を公表している。

特に高校生に対しては、大学のパンフレットのほか、オープンキャンパス、模擬授業、

さらに出前授業の場を利用して積極的に公表している。（資料 1-4 P.37、資料 1-5 P.89、

資料 1-20） 

 

 〈8〉健康プロデュース学部  

健康プロデュース学部では、新入生セミナーや年度当初のガイダンスでの周知に加

えて、健康プロデュース学部 10 周年記念事業の講演（平成 26 年 11 月 30 日）に、構

成 5 学科教員 60 名と学生 163 名、および一般招待者などを合わせ 500 人以上が参加

し、学部の理念・目的、活動・沿革についての講演やポスター展示を行った。また、

10 周年の歩み、歴代学部長・学科長の記念原稿を掲載した『健康プロデュース雑誌』

第 9 巻を 541 施設に送付する予定である。 

 

 〈9〉保健医療学部 

保健医療学部では、正課科目として「医療基礎セミナー」「リハビリテーション概論」

「理学療法概論」「作業療法概論」等、本学部の理念に通じる概説的な科目が多く配置

されている。これらの授業の中で、教員は特に本学部の理念・目的を強調するよう心

がけている。正課外では新入生セミナーや学年別ガイダンスにおいて、医療に携わる

者の心得ならびに学部の理念について繰り返し学生に伝えている。また、臨床実習の

事前実習時には、「臨床実習の手引き」（資料 1-21、資料 1-22）を配布し、実習を通

した目的や行動目標を示している。  

「保健医療学部ブログ」（資料 1-23）を運営しており、各種活動の掲載をとおして、

学部の特殊性を社会に情報発信している。また、毎年 1 回「保健医療学部紀要」を発

行しており、その内容は「医学中央雑誌」「メディカルオンライン」の検索システムか

ら検索可能となっている。毎年開催されている公開講座に本学部の教員も参加し、地

域住民を対象に学部の特殊性を活かした講演を行っている。（資料 1-24、資料 1-25） 

 

 〈10〉社会環境学部  

社会環境学部では、学部の理念・目的を学則に明示し、教職員及び学生に周知して
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いる。また、当該学則は、「学生便覧」に掲載され全ての学生、教員に配布するととも

に、ガイダンス等を通じて周知徹底を行っている。また、これらは大学ホームページ

上で広く一般社会にも公開するとともに、募集・広報活動を通じて、高校生、高校の

教員等へも周知している。  

 

 〈11〉保育学部 

保育学部では、学部の理念・目的を学則に明示し、教職員及び学生に周知している。

また、当該学則は、学生便覧に掲載され全ての学生、教員に配布するとともに、ガイ

ダンス・フレッシュマンセミナー・研修センターゼミ等を通じて周知徹底を行ってい

る。また、大学ホームページ上で、広く一般社会にも公開するとともに、募集・広報

活動・入試パンフレットを通じて、高校生、高校の教員等へも周知している。  

 

 〈12〉国際言語文化研究科 

  国際言語文化研究科では、研究科の理念･目的および目標を大学のホームページや

大学案内に記載し、社会に公表している。大学構成員（教職員および学生）には、大

学院説明会や学期初めのガイダンスをとおして、周知している。 

 

 〈13〉初等教育高度実践研究科  

初等教育高度実践研究科では、「常葉大学教職大学院案内」や「常葉大学教職大学院

ニュース」（年 2 回）（資料 1-26）をはじめとするＰＲ資料・パンフレット類を作成し、

本学教職員をはじめ、県内のすべての国・公・私立小学校、県内外の各教育委員会、

本学卒業生などに配付し、理念・目的を学内外に周知している。さらに、本学のホー

ムページやブログ（資料 1-27）等を通じても、広く本教職大学院の理念・目的の周知

を図っている。（資料 1-10、資料 1-28） 

 

 〈14〉健康科学研究科  

健康科学研究科では、研究科の理念・目的を文部科学省ホームページ（資料 1-29）、

大学院案内冊子等（資料 1-30）で公開しており、教職員、大学院生には、「設置の趣

旨、理念と目的、養成する人材、教育課程」等を施設利用の手引きと共に、専攻ガイ

ダンス資料として配布している。  

 

 〈15〉環境防災研究科  

環境防災研究科では、研究科の目的を規定している学則を全教職員ならびに学生に

対して配布している学生便覧に掲載し、年度当初のガイダンスにて本研究科の目的及

び理念について説明を行い周知している。また、社会への公表については、常葉大学

ホームページや大学院パンフレットを通じ、公表している。（資料 1-30） 

 

（３）大学・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。  

 〈1〉大学全体 

平成 25 年 4 月の 3 大学統合を機に、常葉学園の建学の精神及び 3 大学の果たして
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きた役割の実績を踏まえつつ、今までの教育理念・目的を再検証し、統一化・再構築

をした。 

大学統合後も学長を中心とするカリキュラム改善プロジェクトを起ち上げ、全学

部・学科より教育コーディネーターを選出し、カリキュラム改善に取り組んでいる。

（資料 1-31）この取組みにより、教育課程の改善を核としながら理念・目的等の検証

も行っている。  

 

 〈2〉教育学部 

教育学部では、学部の代表として初等教育課程・生涯学習学科・心理教育学科の各

課程・学科より 2 名ずつ教育コーディネーターを選出し、カリキュラムマップの作成

やカリキュラム構成の課題の洗い出し等を行い、カリキュラム改善に取り組んでいる。

また、教育学部として、教員養成カリキュラム委員会と連携を図りながら、教員養成

の理念や目的について、カリキュラムの面から検証を行っている。これらの取組みに

より、教育課程の改善を核としながら理念・目的等の検証を行っている。  

 

 〈3〉外国語学部 

  外国語学部では、社会的要因や地域の要請に基づき学科や専攻の見直しを行ってい

る。特にグローバルコミュニケーション学科では将来構想検討グループを作り、学科

の再編の検討を行い、平成 24 年度からカリキュラムの改訂を行った。また、海外の

提携大学との交流においても、留学、語学研修、e-ラーニングプログラム、教員の派

遣などの案件で、検証を続けている。 

 

 〈4〉造形学部 

造形学部では、学長を中心とするカリキュラム改善プロジェクトに対して、教育コ

ーディネーターを選出し、積極的にカリキュラム改善に取り組んでいる。さらに産学

官協働のプロジェクトをコースやゼミを中心に実施し、社会との関わりをもった活動

とその成果、学生の向上具合によって検証を行っている。特に「アート・ドキュメン

ト」や浅間神社巨大絵馬奉納、「本展」、二科展デザイン部門多数入選、静岡刑務所と

の協働企画、島田市博物館企画参加および同市国際陶芸フェスティバル参加など、定

期的な協働事業への取組みが理念・目的を再認識し、適切性の検証をする場となって

いる。 

 

 〈5〉法学部 

 法学部では、平成 25 年度に開設した学部であるため、とくに専門教育については一

部の授業等を実施したにすぎないが、その教育実践を踏まえ授業内容・授業科目の学

年配置などを見直すなかで教育目的の適切性についても検証を行っている。  

 

 〈6〉健康科学部 

健康科学部では、平成 25 年度に開設した学部であるため、いくつかの制限はある

ものの履修規定細則等の見直しは年度ごとに行っている。（資料 1-3 P.176、P.182）ま
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た、平成 25 年度に全学に設けられたカリキュラム改善プロジェクトのメンバー（教

育コーディネーター）による検討会や学科会議で現行カリキュラムによる教育の見直

しとして、学部・学科の教育目的等の検討を行っている。  

 

 〈7〉経営学部 

  経営学部では、浜松と富士の 2 キャンパス制を取っており、意識的に前期後期 2 回

ずつの一堂に会した教授会を開催している。また全学におけるカリキュラム改善の取

り組みの一環として、両キャンパスにそれぞれ教育コーディネーターを置き、カリキ

ュラムマップの作成（資料 1-32）とカリキュラムポリシー、ディプロマポリシーの点

検を頻繁に行ってきており、その都度、教授会や学科会で意見交換や審議を行ってき

ている。この過程で経営学部の理念・目的の適切性について検証がなされている。  

 

 〈8〉健康プロデュース学部  

健康プロデュース学部では、学部の目標については現在進行しているカリキュラム

改善プロジェクトにより各学科にそれぞれ教育コーディネーターを置き、カリキュラ

ムマップの作成や学部のディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーの見直し

を通して検証を行っている。  

 

 〈9〉保健医療学部 

保健医療学部では、学部の全教員が集まる「合同学科連絡会」を定期的に開催して

いる。この会合では、個々の学生から学部全体に至る諸事項について話し合いがなさ

れ、教員が折にふれて学部の理念・目的を確認・検証する機会となっている。なお、

この会合は平成 25 年度、平成 26 年度ともに 30 回以上開催している。 

 

 〈10〉社会環境学部  

社会環境学部では、学部の理念・目的の適切性について、常に社会のニーズの変化

等に適合するよう学部教授会において中長期的な視野での検証・見直しを行っている。

平成 26 年度からは、学部内に「学部長期計画検討 WG」（資料 1-33）を立ち上げ、学

部の理念・目的の適切性についても、常に社会のニーズの変化と照らし合わせ、検証・

見直しを継続的に行える体制を整備した。  

 

 〈11〉保育学部 

  保育学部では、学部の理念・目的の適切性について、常に社会のニーズの変化等に

適合するよう学部教授会において検証・見直しを行っている。学長を中心とするカリ

キュラム改善プロジェクトにおいて、保育学部教育コーディネーターを中心に、学部

教員全員でカリキュラム改善に取り組んでおり、学部の理念・目的の適切性について

も、常に社会のニーズの変化と照らし合わせ、検証・見直しを継続的に行える体制を

整備している。  
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 〈12〉国際言語文化研究科  

  国際言語文化研究科では、研究科の理念･目的等の定期的な検証については、研究

科会議での議論を継続的に行っている。研究科の将来構想については現在検討を進め

ている。 

 

 〈13〉初等教育高度実践研究科  

初等教育高度実践研究科では、学校現場（小学校）や教育委員会等と常に十分な連

携をとり、本院が設置する連携協力協議会（資料 1-34）や外部評価委員会（資料 1-35）、

静岡県教育委員会が主催する教職大学院検討委員会、静岡県教育委員会・静岡市教育

委員会・浜松市教育委員会とそれぞれに共同して開催する教職大学院運営諮問会議（実

務者会）において、計画的に検証を実施している。  

 

 〈14〉健康科学研究科  

健康科学研究科では、2 つの専攻のうち、健康栄養科学専攻は、現在までに、当専

攻の理念・目的の適切性について定期的には検証ができていない。臨床心理学専攻の

理念・目的は、日本臨床心理士資格認定協会の指定校としての理念・目的を踏まえて

設定し、文部科学省にも同内容が認可されている。認定協会では定期的に審査が義務

づけられており、平成 25 年度に専攻の第 1 回中間審査を受けた。  

 

 〈15〉環境防災研究科  

環境防災研究科では、特有の事項として、環境問題や防災問題に対する社会的ニー

ズの変化に対応することが常に求められており、環境系ならびに防災系の各コースに

おいて、理念・目的の検証を行っているが、まだ定期的な検証を実施するには至って

いない。 

 

２．点検・評価 

  ①効果が上がっている事項  

平成 25 年度より 3 大学を統合したことに伴い、大学部門の教育理念を統一化・再

構築し、学長から「常葉大学の統合効果と具体的活用計画」（資料 1-36）により、全

教職員に常葉大学が地域社会に対して担うべき 4 つの使命を伝えている。4 つの使命

とは、「地域社会の人的な基盤を支え、地元経済の牽引車になる」、「人々の繋がりを強

め、地域コミュニティの復活に貢献する」、「多様な課題に取組める人材を生み出し、

21 世紀知識基盤社会に寄与する」、「大学改革を進め、教育面で地域改革のプロモータ

ーになる」であり、地域社会に対して本学園の大学部門が果たすべき社会的機能を判

然と打ち出している。この使命の実現に向けて学長のリーダーシップの下、カリキュ

ラム改善プロジェクトを設置し、各学部の教育コーディネーターを中心に教育理念・

目的と照らし合わせた現行カリキュラムの見直し作業等が適切に行われている。  

また、正課外の活動において、学生を主体としたボランティア活動、研究・発表等

の学術的活動を通して、地域・社会との連携を深め、本学の理念･目的を実践すること

により、社会への周知に努めている。  
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  ②改善すべき事項  

   「常葉大学の統合効果と具体的活用計画」は、単年度で完結するものではなく、中・

長期的な計画である。今後、この計画の達成に向けて、課題への対応を着実に実行し

ていく必要がある。（課題の詳細については、次の将来に向けた発展方策にて記述）  

また、各学部・研究科による理念・目的の周知及び見直しの体制にまだ不十分な点

も見られる。学長のリーダーシップの下、部長会を中心に定期的な検証を継続し、体

制を確立しなければならない。理念・目的が教職員及び学生等の大学構成員に単に言

葉として理解されるだけではなく、多様な機会を捉え、常に念頭においてさまざまな

教育活動に反映されるように周知徹底していくことが重要である。  

 

３．将来に向けた発展方策 

  ①効果が上がっている事項  

平成 26 年度の管理職研修会において、学長から「常葉大学の統合効果と具体的活

用計画・Ⅱ」（資料 1-37）において、具体的な活用計画の進捗状況と今後の課題が明

らかにされた。これにより、本学のこれからやるべきことが明らかとなり、全教職員

の指針となっている。全学レベルの「教育改革」を進めていることは、全教職員で認

識され共有されている。今後も部長会、キャンパス運営会議及び自己点検・評価委員

会、カリキュラム改善プロジェクトを中心に進捗状況を検証し、より理念的かつ実践

的に常葉大学の改革を進めていく。  

 

  ②改善すべき事項  

   先に述べた「常葉大学の統合効果と具体的活用計画・Ⅱ」による今後の課題として、

「現行の任用及び昇任基準の見直し」、「教育職員定員数（教授、准教授、講師、助教）

の検討」、「非常勤講師採用数の検討」、「キャリア教育の強化」、「教育の質保証を目ざ

したカリキュラムの改善」が挙げられている。これらは、大学の理念・目的と密接に

リンクしている。学長のリーダーシップにより、部長会やカリキュラム改善プロジェ

クトチームを中心に改善に努めていく。  

プロジェクトを進めるうえで、各学部の教育コーディネーターの果たす役割が大き

い分、負担も多くなっている点に配慮が必要であり、他の委員会活動等の負担を軽減

する等の措置が必要である。  

 

４．根拠資料 

1-1 常葉大学公式サイト 教育理念 

http://www.tokoha-u.ac.jp/university/philosophy/index.html 

1-2 常葉大学学則（別表略）  

1-3 平成 26 年度 常葉大学 学生便覧 静岡キャンパス  

1-4 TOKOHA UNIVERSITY 2015 GUIDE BOOK 

1-5 TOKOHA UNIVERSITY 2015 学部魅力 BOOK 

1-6 平成 26 年度 社会環境学部 就職状況 

http://www.tokoha-u.ac.jp/university/philosophy/index.html
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1-7 平成 26 年度 常葉大学・富士常葉大学 教員一覧  

1-8 平成 26 年度 社会環境学部 兼職・兼業（委員）一覧  

1-9 常葉大学大学院学則（別表略）  

1-10 常葉大学教職大学院パンフレット、リーフレット  

1-11 より高きを目指して 

1-12 常葉大学公式サイト 情報公開  

http://www.tokoha-u.ac.jp/university/disclosure/index.html 

1-13 卒業制作展 DM・図録・DVD 

1-14 各展覧会に関する資料  

1-15 常葉大学静岡キャンパス  平成 26 年度（11 月） FD・SD 研修会のしおり  

1-16 教務ガイダンス資料（コース制について（法学部））  

1-17 2014 保護者懇談会（静岡キャンパス水落校舎）資料  

1-18 法学部セミナー資料（2013、2014） 

1-19 平成 26 年度 常葉大学 学生便覧 浜松キャンパス  

1-20 常葉大学公式サイト 経営学部 

http://www.tokoha-u.ac.jp/department/management/index.html 

1-21 理学療法学科 臨床実習の手引き  

1-22 作業療法学科 臨床実習の手引き  

1-23 保健医療学部ブログ 

http://www.tokoha-u.ac.jp/health-b/index.html 

1-24 平成 26 年度 常葉大学浜松キャンパス公開講座パンフレット  

1-25 平成 25 年度 常葉大学浜松キャンパス公開講座パンフレット  

1-26 常葉大学 教職大学院ニュース  

1-27 教職大学院ブログ  

http://www.tokoha-u.ac.jp/kyousyoku-b/ 

1-28 教職大学院広報資料等報配布先一覧  

1-29 文部科学省 大学等の設置認可申請書類等の公表ページ  

http://www.dsecchi.mext.go.jp/d_1211n2/pdf/tokoha_kenkoukagakukenkyuuka_1211nsecchi_syushi1.pdf  

1-30 GRADUATE SCHOOL OF TOKOHA UNIVERSITY GUIDE 

1-31 常葉大学カリキュラム改善プロジェクトチーム設置要綱  

1-32 経営学部経営学科カリキュラムマップ  

1-33 平成 26 年 4 月 10 日 社会環境学部教授会議事録  

1-34 常葉大学教職大学院 連携協力協議会規程 

1-35 常葉大学教職大学院 外部評価委員会規程 

1-36 常葉大学の統合効果と具体的活用計画  

1-37 常葉大学の統合効果と具体的活用計画・Ⅱ 

http://www.tokoha-u.ac.jp/university/disclosure/index.html
http://www.tokoha-u.ac.jp/department/management/index.html
http://www.tokoha-u.ac.jp/health-b/index.html
http://www.tokoha-u.ac.jp/kyousyoku-b/
http://www.dsecchi.mext.go.jp/d_1211n2/pdf/tokoha_kenkoukagakukenkyuuka_1211nsecchi_syushi1.pdf
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基準２．教育研究組織 

 

１．現状の説明 

（１）大学の学部・学科・研究科・専攻および附置研究所・センター等の教育研究組織は、

理念・目的に照らして適切なものであるか。 

   ①学部・研究科  

    本学の目的は「常葉大学学則」において下記の通り定められている。（資料 2-1） 

    

第 1 条 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、社会及び地域に貢献し、

教育並びに学術文化の進展に寄与することを目的としている  

 

    これらの目的を達成するため、本学は、10 学部（教育学部、外国語学部、造形学

部、法学部、健康科学部、経営学部、健康プロデュース学部、保健医療学部、社会

環境学部、保育学部）、3 研究科（国際言語文化研究科、健康科学研究科、環境防災

研究科）、1 専門職大学院（初等教育高度実践研究科）を設置している。（図 2-1） 

    学部および研究科の設置理念・目的は、「建学の精神」に基づき「常葉大学学則」

（資料 2-1 P.4）、「常葉大学大学院学則」（資料 2-2 P.1）に定めている。 

 

   ②附属機関等（資料 2-3） 

ア 附属機関 

     ⅰ)教育学部附属橘小学校  

      教育学部の教育計画に従って、教育に関する研究及び実証並びに教育実習等

を行うことを目的としている。小人数制のメリットを生かした「個」に応じた

指導を行い、教育学部開設以来、小学校教諭一種免許状の取得を目指す全ての

学生が、初等教育実習第一段階として観察・参加を中心とした実習を行ってい

る。 

 

     ⅱ)総合研究所 

      本学の多様な研究者を学際的に結びつけ、産学連携の拠点として地域社会の

発展に寄与するとともに、学内における研究や教育の充実を図ることを目的と

している。なお、研究所には「研究プロジェクト部門」、「研究成果還元部門」、

「研究開発支援部門」の 3 部門を設置している。  

 

     ⅲ)臨床心理教育実践センター  

      健康科学研究科臨床心理学専攻に所属する院生の教育・訓練と地域住民に対

する心理相談サービスを行うことを目的としている。こころの問題や悩みなど

に対する相談業務を行う一方、企業や学校などにおいて、こころの問題に対応

しているカウンセラー等への専門的な相談指導も行っている。  
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     ⅳ)とこは鍼灸接骨院  

      健康プロデュース学部健康鍼灸学科、同学部健康柔道整復学科の臨床実習施

設、卒後研究機関として、実践的な知識や技能を身に付けることを目的として

いる。また、地域住民等への一般診療も行っており、地域密着型の鍼灸接骨院

を目指して活動している。  

 

     ⅴ)社会災害研究センター  

      防災に関連する研究及び教育機能のさらなる発展と、地域の防災拠点として

地域に貢献することを目的としている。当センターの構成員は大学院環境防災

研究科、社会環境学部、経営学部のいずれかの教員を兼ねており、最新の研究

成果を教育へ反映させている。また、東海地震の発生が想定されている静岡県

に立地する大学として、地域の他大学や研究機関とも連携を図りながら、地域

の防災研究の拠点としての役割も果たしている。  

 

     ⅵ)附属図書館 

      各学部、研究科における教育研究活動に必要となる図書、資料等を収集し、

利用者に提供する施設として、静岡キャンパス瀬名校舎及び水落校舎、浜松キ

ャンパス、富士キャンパスにそれぞれ設置している。  

 

    イ 教育研究に関するセンター 

ⅰ)地域法政策研究・実践センター  

法学部の教員と静岡県や静岡市等の行政職員、民間企業人が連携してさまざ

まな行政課題や地域政策課題を解決することを目的としている。産官学が専門

知識や経験を融合させることにより、新しい行政モデル・市民協働モデルの提

案、地域社会の課題に応えた政策提言などを目指し活動している。  

 

ⅱ)基礎教育センター  

      大学の専門的授業を十分に理解するための基礎学力の向上と、社会において

求められている基礎教養の定着を支援することを目的としている。個別指導を

基本とした学生への指導等を中心に行い、テーマ別の学習講座の開講や学習全

般の相談を受け付けている。  

 

     ⅲ)社会貢献・ボランティアセンター  

      学生、教職員のボランティア活動を通して学生、教職員の創造性、自主性及

び社会性を育むこと、更に学生及び教職員等が地域に貢献できるよう支援する

ことを目的としている。 
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ウ 学生生活支援組織  

 ⅰ)キャリアサポートセンター  

      専門のキャリアカウンセラーが常駐し、資格取得、就職等の進路に係る各種

相談を行っている。  

 

ⅱ)教職支援センター  

 教員免許状取得及び教員採用試験に向け、履修相談のアドバイス、教育実習

の支援、介護等体験のガイダンス、教員採用試験の特別指導などを行っている。 

 

ⅲ)外国語学習支援センター(国際交流室) 

専任スタッフと TA（ティーチングアシスタント）が、学生の目線にあわせ

た外国語学習の支援、海外留学のサポートなどを行っている。また、ネイティ

ブの教員との交流も積極的にすすめ、日常的に外国語に触れる機会を提供して

いる。 

 

ⅳ)学生生活支援センター 

 学習、将来計画及び健康に係ることなど、学生が困ったときに気軽に相談で

きる施設として設置している。専門家による個別相談や学生同士によるピアカ

ウンセリング等を行っている。  
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（２）教育研究組織の適切性について、定期的に検証を行っているか。  

①教育研究組織  

    基準 1 において述べたとおり、本学は平成 25 年 4 月の大学統合に伴い、新たに 3

つのキーワードを教育理念に掲げ、地域社会の要請に応える人材の養成に努めてい

る。 

多様な学部・学科を持つ総合大学として、特色ある教育研究活動をさらに発展さ

せるため、平成 25 年 12 月にカリキュラム改善プロジェクトチームを設置した。各

学部学科には教育コーディネーターを配置し、これらを中心として各学部学科のカ

リキュラムポリシー・ディプロマポリシー・アドミッションポリシーの見直しと同

時にカリキュラムの見直しなどを行っており、適切な教育研究組織となるよう随時

に検討できる体制となっている。  

 

   ②管理運営組織  

常葉大学の管理運営組織では、法人本部と大学間の連携といった「タテの分散」

のみでなく、大学統合に伴う静岡、浜松、富士の 3 キャンパス間の連携や同一キャ

ンパス内における各部署・学部間の連携といった「ヨコの分散」にも配慮している。

（資料 2-4 P.14）「タテの分散」については経営面と教学面の相互理解を図るため、

経営面の理事長及び常務理事と教学面の学長及び各副学長、事務局長等により構成

される大学運営懇談会を設けている。（資料 2-5）また、「ヨコの分散」については 3

キャンパス間の連絡・調整を図るため、学長及び事務局長と 3 キャンパスを代表す

る副学長及び事務局次長等により構成される部長会運営懇談会を設けている。（資料

2-6） 

これらの分散に配慮した上で、法人本部と大学本部が連携を図りながら、3 キャ

ンパス間の調整を行うことで運営している。  

また、大学運営に係る事項については大学の最高意思決定機関である部長会にお

いて審議を行っており、大学運営を推進する組織として 19 の委員会を設置してい

る。 

 

２．点検・評価 

  ①効果が上がっている事項  

   前述したとおり、本学はカリキュラム改善プロジェクトチームを中心として適切な

カリキュラム及び教育組織の検証を適宜に行っており、大学運営に関しては定期的に

開催する部長会において 3 キャンパスの意思を統一の上、各学部の教授会にて情報の

周知及び意識の共有がされている。また、各種委員会も同様に部長会の決定に基づき、

定期的に委員会を開催して課題に適切に対応している。なお、各種委員会は 3 キャン

パスの代表委員から構成されており、各キャンパスにも分会を設置しているため、各

キャンパスの意見を集約しながら検討できる体制となっている。  

 

  ②改善すべき事項  

   3 大学が統合されたことに伴い、キャンパスによって組織体制やキャンパス内の運
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営（事務処理）方法に一部差異が存在している。旧大学が閉学していない影響や大学

統合後の過渡期であることから、新体制への移行が十分に行われていない状況が見ら

れる。なかでも経営学部は浜松キャンパスと富士キャンパスにまたがっているため、

相互の迅速な調整が図りにくい状況となっている。  

   また、管理運営組織についてその適切性を検証するための指針となるべきものが明

確になっているとは言えず、今後その策定が必要である。  

 

３．将来に向けた発展方策 

  ①効果が上がっている事項  

   カリキュラム改善プロジェクトチームを中心に大学改革を継続的に進める。このプ

ロジェクトは単なる教育課程の見直しにとどまらず、大学の管理運営の強化、教育研

究の充実、社会貢献活動への波及といった真に大学改革を推し進めるものである。  

 

  ②改善すべき事項  

   大学本部を中心として、完成年度に向けてキャンパス間の調整を行う。また、平成

27 年度より学校法人常葉学園将来構想検討委員会を設置し、その下部組織として、大

学の長期ビジョンや大学の管理運営・教育研究等の中長期計画等を検討する高等教育

分科会を設置する予定である。  

 

４．根拠資料 

2-1 常葉大学学則（別表略）（既出 資料 1-2） 

2-2 常葉大学大学院学則（別表略）（既出 資料 1-9） 

2-3 常葉大学公式サイト 附属機関 

http://www.tokoha-u.ac.jp/facilities/index.html 

2-4 常葉大学の統合効果と具体的活用計画（既出 資料 1-36） 

2-5 常葉大学大学運営懇談会設置要綱  

2-6 常葉大学部長会運営懇談会設置要綱  

 

 

http://www.tokoha-u.ac.jp/facilities/index.html
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基準３．教員・教員組織  

 

１．現状の説明 

（１）大学として求める教員像および教員組織の編制方針を明確に定めているか。  

 〈1〉大学全体 

  ①教員に求める能力・資質等の明確化  

    本学は教授、准教授、講師、助教ごとに任用・昇任規程（資料 3-1）に基づいて

教員資格審査基準を定め、任用・承認を行っている。専任教員に求める能力・資質

としては、これらの基準に定める研究業績、教育上の識見・資質を有することを求

めている。また、任期制等の条件付き採用についても、「大学の教員等の任期に関す

る法律」に定められる要件を満たしている。  

 

②教員構成の明確化  

    教員組織については、大学の理念・目的を実現するべく編成し、「大学設置基準」

等の法令で定めている必要教員数を上回っている。また、特定の範囲の年齢に著し

く偏ることがないよう配慮している。（表 3-1 参照） 

主要な授業科目は原則として専任の教授または准教授が担当し、主要授業科目以

外の授業科目においてもなるべく専任教員が担当している。この際、専門性におい

てバランスのとれた配置をすること、専任教員  1 人あたりの在籍学生数が学部の

教育内容に照らして相当な範囲に収まっていることに配慮している。  

 

          表 3-1 常葉大学年齢別教員数   平成 26 年 5 月 1 日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③教員の組織的な連携体制と教育研究に係る責任の所在の明確化  

教員組織の円滑な運営を図るため、以下のとおり大学の方針･意志決定の会議を設

けている。特に本学においては 3 キャンパス 4 校舎を擁しているため、意思決定の

手順を図式化し、連携を図っている。(図 3-1 参照)  

※教職大学院を除く大学院について、全ての教員は学部に所属しており、研究科は二重カウントしている。
※上記の他、浜松大学及び富士常葉大学所属で各学部・研究科を担当している教員がいる。
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   ・部長会 

部長会は教員組織を運営するに当たり、「常葉大学 部長会運営規程」(資料 3-2)

を定められており、学長を議長として全学の基本的な重要事項を審議・決定する。

部長会は教学面の最高意思決定組織であり、学長、副学長、各学部長、教務部・

学生部・入学センター・キャリアサポートセンター・図書館の各部長等により構

成している。 

 

・キャンパス運営会議  

本学の特徴として、県内に 3 つのキャンパス、4 つの校舎を擁していることがあ

る。これらの地理的に離れた各キャンパスの運営を円滑に行うため、副学長を議長

とする「キャンパス運営会議」（資料 3-3）を設け、キャンパス内の調整を行ってい

る。 

 

・学部教授会、研究科会議  

     学部、研究科の円滑な運営に当たり、「常葉大学 教授会運営規程」(資料 3-4)、

「常葉大学大学院 研究科会議運営規程」(資料 3-5)を定めている。学部教授会及び

研究科会議は、各学部・研究科に置かれ、学部長・研究科長を議長として学部内の

議題に限定して審議・決定を行う。 

 

図 3-1 常葉大学の大学運営組織  
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 〈2〉教育学部 

   教育学部では、各専門教育科目を配置するとともに、教職に関する科目を配置して

いる。そのため、教員に求める資質として、初等中等教育に関する定見と関心を持ち、

大学での授業にそれらが反映されるように持続して努力を続けることが出来ること

を掲げている。（資料 3-6） 

 

 〈3〉外国語学部 

  外国語学部では、主としてオーラルコミュニケーション担当の専任外国人教員を多

く配置すること、海外提携大学からの派遣教員迎えること、海外への留学・語学研修

担当として海外体験の豊富なものを採用すること、教職課程担当者には中等教育で経

験のある人材をあてることなどを教員の編制方針としている。（資料 3-6） 

 

 〈4〉造形学部 

造形学部では、造形の各分野・領域における専門性を持続しながら、探求し発展と

展開を実践できる教員を各コースに配置するとともに、年齢構成のバランスを考慮し

た教員採用を行っている。（資料 3-6） 

 

 〈5〉法学部 

法学部では、幅広い職業人の養成を目的とするため、法律科目においては、実定法

解釈の基礎となる民法と商法を特に重視し、その分野における教員を厚く配置すると

ともに、民法と商法を担当する教員に私法の特別法をできるだけ担当させるよう配慮

している。 

  地域法政策科目においては、法学部における政策科目であることに鑑みて、政治学

及び行政学を特に重視し、その分野における教員を厚く配置した。併せて、多様な人

材を広く求める視点から、外国人教員（3 名）や女性教員（3 名）を積極的に採用し

た。（資料 3-6） 

 

 〈6〉健康科学部 

看護学科においては、看護師及び保健師・助産師の有資格者を中心に、看護学各専

門領域の研究業績・実務経験を有する教員をバランスよく配置するとともに、基礎医

学を教授できる医師の有資格者を配置している。  

静岡理学療法学科においては理学療法学の研究業績・実務経験を有する理学療法士

の有資格者に加え、基礎及び臨床医学を教授できる医師の有資格者を配置している。 

また、看護学科、静岡理学療法学科ともに各専門領域における演習の補助、教員の

指導の下に行う実習指導、学生への助言指導、実習施設の連絡調整等、教育研究の強

化や充実を図るために助手も配置している。（資料 3-6） 

 

 〈7〉経営学部 

経営学部においては、専門教育が経営学を中心に経営・会計・情報・経済の 4 分野

からなることに対応して、各分野の授業科目数のバランスを考慮しつつ、専門教育の
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教員は 4 つの分野で構成されている。  

また、2 キャンパスで同一の教育課程で講義が行われるため、同一科目を担当する

教員を両キャンパスに配置するよう努めている。この他にもキャンパス間の連携に配

慮した組織運営を行っている。（資料 3-6） 

 

 〈8〉健康プロデュース学部  

健康プロデュース学部においては、求める教員像として「学生の知的好奇心を刺激

して満足度を高め、地域に貢献して地域とともに発展し、互いに切磋琢磨して知的資

産の増大に努める」と人物像を定めている。また、4 年間での適正な学生教育を行う

為に、各学科における資格取得に関わる養成規則を基礎とした教養、専門基礎、専門

の課程に必要な教員や理論系・演習系教員を各科目領域の研究業績を有する専門家で

構成することを編制方針としている。（資料 3-6） 

 

 〈9〉保健医療学部 

保健医療学部においては、本学部の特色を実現するために、教育、研究、臨床の各

分野で経験豊富な教員を、理学療法学科、作業療法学科それぞれにバランスよく配置

している。（資料 3-6） 

 

 〈10〉社会環境学部  

社会環境学部においては、教育課程の基礎となる「専門基礎科目」については、基

本的に各分野に関する博士号等の学位を有する、または、十分な研究業績を有する専

任教員を配置している。また、本学部では実践的な教育研究を重視する方針に則り、

民間企業や研究機関での実務経験を有する教員を多数配置している。（資料 3-6） 

 

 〈11〉保育学部 

保育学部においては、幼稚園教諭および保育士養成と関連して、教員の資質として

「幼児教育に関する定見と関心を持ち、大学での授業にそれらが反映されるように持

続して努力を続ける教員であり、保育学部が重要視する共同体感覚を持ち合わせ協力

して学生の指導にあたる教員であること。」という視点でバランスよく教員を配置して

いる。（資料 3-6） 

 

 〈12〉国際言語文化研究科  

国際言語文化研究科においては、国際化に伴う社会の要請に応え、その担い手とな

る広い視野と高度の専門性を有する職業人の養成を主たる目的としている。そのため

には、それに相応しい教授スタッフを有するとともに、それぞれの教員がその教授・

研究能力を十分に発揮できるように組織が整えられていなければならない。殊に本研

究科は職業経験を積んだ社会人も対象としており、学生の指導に当たっては現実の社

会の実態やその課題を十分に踏まえていることが重要である。個々の力量を高めるこ

とのみならず各教員が協同してこの目標達成のために教育研究に取り組む姿勢を持っ

た教員像を目指している。（資料 3-6） 
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 〈13〉初等教育高度実践研究科  

初等教育高度実践研究科においては、運営に必要な教員として専任教員を 12 名（教

授 7 名、准教授 5 名）配置しており、うち実務家教員を 6 名とすることにより、実務

家教員スタッフの充実を図っている。これは、実践的な指導力を育成するため学校現

場で経験の豊富な教員から直接的に指導を受けることによって、学生の意識とともに

資質の向上を図ろうとするものである。（資料 3-6） 

 

 〈14〉健康科学研究科  

健康栄養科学専攻の教員組織は、主に基礎学部となる健康プロデュース学部の健康

栄養学科の教員で編成されている。健康栄養学科では管理栄養士養成を目的としてい

るため、求める教員像および教員組織の編制方針が明確である。基準 1 でも示した通

り、当専攻の目的は、高度な専門的知識と実践力を備えた職能人すなわち管理栄養士

養成機関および機能性食品などの研究開発分野で活躍できる人材の養成であるため、

学部の編制方針にプラスしてこの目的を遂行するための教員を配置している。  

臨床心理学専攻において心理療法に関する専門性を持つ職業人の養成に重点を置く

ことを特色とするために、編成方針としては「豊富な実務経験を有する教員を積極的

に活用する」と明記している。特に、心理臨床現場の多様性に配慮し、教育現場、精

神科クリニック、一般病院等の領域の実践現場に精通していると同時に長い臨床経験

を積んだ教員が授業を担当し、研究指導に当たっている。こうした豊富な実務経験と

研究実績を持つ教員を配置することで教育目標に沿う教員組織となっていると考える。

（資料 3-6） 

 

 〈15〉環境防災研究科  

環境防災研究科には、意図する学問分野を専門とする大学院は日本には極めて少な

いという背景がある。これまでこの分野は工学、理学その他の関連分野において研究

対象として扱われてきたところである。本研究科の意図する学問体系は広汎にわたる

ため、意図する学問体系の全ての分野をカバーするために、本学において充足してい

ない分野に関しては大学間連携による他大学の研究者の協力や、国内外において環

境・防災に関する専門的な実務経験を持つ専門家等の協力を得て教育研究の指導にあ

たっている。（資料 3-6） 

 

（２）学部・研究科等の教育課程に相応しい教員組織を整備しているか。  

 〈1〉大学全体 

①編制方針に沿った教員組織の整備  

教員組織の編成については、大学の教員および教員組織について定めた学校教育

法第 92 条、大学設置基準第 7～17 条、大学院設置基準第 8～9 条、専門職大学院

設置基準第 4～5 条に適合しており、それぞれの学部・学科の教育目的に沿いその

特色を十分に発揮できる教員組織の構成を図っている。 
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②授業科目と担当教員の適合性を判断する仕組みの整備  

授業科目と担当教員の適合性を判断する材料の一つとして、全専任教員を対象と

した授業アンケートを実施している。また、授業科目の再検討と併せて、各学部教

授会などで定期的に見直しを行っている。  

 

 〈2〉教育学部 

教育学部は、初等教育課程と生涯学習学科の 1 課程 1 学科が教員免許の課程認定を

受けている。そのため、教員養成が教育課程の重要な柱となっている。特に初等教育

課程については、幼稚園、小学校、中学校（国語、社会、数学、理科、音楽）、高等学

校（国語、地歴、数学、理科、音楽）、特別支援学校の各教諭一種免許状の課程認定を

受けているため、そのための所定の教員数を満たすことが要求されている。これが教

育課程に相応しい教員組織を整備するための強い外的要因となっている。  

 

 〈3〉外国語学部 

  外国語学部では、実績のある外国人専任教員が「オーラルコミュニケーション」を

担当し、実務関連科目には実務経験のある教員を配置している。また、英語基礎科目

及び専門科目については、それぞれの分野で国内外の大学院等で学び専門的知識を持

った教員を配置している。なお、「オセアニア研究」、「英米映像文化論」などについ

ては、専門性の高い実績のある教員を非常勤として委嘱している。  

 

 〈4〉造形学部 

造形学部の特性である専門分野に対応した教育課程における教育内容に基づき配備

している。 

専任教員の専門分野は、油絵および美術教育 1 名、日本画および色彩学 1 名、立体

造形 1 名、現代美術および版画 1 名、デジタル表現デザインおよびグラフィックデザ

イン 2 名、ビジュアルデザインおよびインフォメーションデザイン 2 名、環境デザイ

ン（プロダクトデザイン、建築）2 名であり、創作やデザインの現場で活躍している

など、幅広い分野の人材を非常勤教員として配置している。 

また、教職課程を開設しており、高校などの実務経験のある教員が 2 名と美術教育

学を修めた 1 名が所属している。  

 

 〈5〉法学部 

授業科目に対する配置については、授業科目数及び単位数に応じて、それぞれの領

域に関連する教育・研究実績、担当科目との適合性について十分検討して組織編成を

行っている。すなわち、専任教員の配置については、授業科目数、単位数に応じて、

原則として博士若しくは修士の学位を持ち、教育研究能力の高い教授及び准教授、講

師を適切に配置し、基本となる主要領域の科目は、原則として専任の教授を配置し、

さらに演習・実習などの少人数による授業科目では、原則として専任教員全員が関わ

り、双方向の指導体制を強化することとした。  

  専任教員のうち、法学系の基幹科目である民法に 4 名の教員が配置されているほか、
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憲法、刑法、行政法、租税法、会社法、経済法、法社会学、知的財産法に各１名が、

政策学系の基幹科目である政治学に 3 名が配置されているほか、行政学、経済学に各

1 名が配置されている。  

 

 〈6〉健康科学部 

  看護学科においては、専門科目を基礎看護学（5 名）と実践看護学（20 名）に大別

し、後者はさらに成人看護学（5 名）、老年看護学（3 名）、母性看護学（3 名）、小児

看護学（3 名）、精神看護学（3 名）、在宅看護学（3 名）の 6 領域で編成し、各々の専

門性を有する教員組織を整備している。  

静岡理学療法学科においては、専門科目を基礎理学療法学、理学療法評価学、理学

療法治療学、地域理学療法学、臨床実習等に区分し、医師 1 名を含む 14 名を適切に

整備している。  

また、両学科合同の専門基礎分野に基礎医学を教授できる医師 1 名を配置している。 

 

 〈7〉経営学部 

  経営学部は開設時（H25）に 21 人（浜松 12、富士 9）、2 年目（H26）は 30 人（浜

松 15、富士 15）となっている。遠方にある 2 キャンパスでの教育を行うには必要不

可欠な教員数である一方、文部科学省から高齢教員の割合が高いという指摘があった。

年度の経過とともに、定年にともなって退職する教員も出てくるが、その際には文部

科学省の指摘（年齢構成の若返り）を考慮しつつ、公募により補充している。  

なお、授業科目と担当教員の適合性については、公募の際には学内の選考会議を経

て、部長会で厳正に審査している。  

 

 〈8〉健康プロデュース学部  

  健康プロデュース学部は、栄養士法施行管理栄養士学校指定規則、児童福祉法施行

規則、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則、

柔道整復師学校養成施設指定規則等の指定基準に基づく専任教員の他、教職課程（保

健体育）中学校・高等学校教諭 1 種免許状を取得していくために必要な専任教員の配

置や、日本体育協会が認めるアスレティックトレーナー専任教員や必要な専門分野の

学位と業績を有する教員を配置している。  

各学科の配置教員数は、健康栄養学科では専門領域の専任教員 13 名、その他領域

の専任教員 3 名、助教・助手 5 名を含む 21 名、こども健康学科では「乳幼児期を基

盤として 18 歳までの長期的視点による「こどもの健康」の追究」「直接体験を重視し

た保育の追究」「実践力と研究力の追究」を実現し、保育士、幼稚園教諭の各養成課程

を充実させるための専任教員 14 名、心身マネジメント学科では教養教育科目担当教

員 5 名、専門教育科目担当教員 13 名、助手 2 名を含む 20 名、健康鍼灸学科では教養

教育科目担当教員 1 名、専門教育科目担当教員 9 名(健康運動学 1 名、基礎医学 2 名、

鍼灸学・専門演習 6 名)、助手 1 名を含む 10 名、健康柔道整復学科は教養教育科目担

当教員 1 名、専門教育科目担当教員 7 名（基礎医学 2 名、柔道整復学・専門演習 6 名）、

助手 1 名を含む 10 名である。 
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  研究業績、教育・臨床経験などを必要とする領域の専門教員の一部において年齢が

高くなっているが、後進の指導と若手教員の採用によって順次年齢構成の適正化を図

っている。 

 

 〈9〉保健医療学部 

保健医療学部では、理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則に則った教員組織

を編成する必要がある。理学療法学科では、基礎分野（科学的思考の基盤、人間と生

活）、専門基礎分野（人体の構造と機能及び心身の発達、疾病と障害の成り立ち及び

回復過程の促進、保健医療福祉とリハビリテーションの理念）、専門分野（基礎理学

療法学、理学療法評価学、理学療法治療学、地域理学療法学、臨床実習）を教授する

のに適当であり、かつ理学療法士免許を受けた後 5 年以上理学療法に関する業務に従

事した専任教員を 6 人以上配置する必要がある。また、作業療法学科では、基礎分野

（科学的思考の基盤、人間と生活）、専門基礎分野（人体の構造と機能及び心身の発

達、疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進、保健医療福祉とリハビリテーション

の理念）、専門分野（基礎作業療法学、作業療法評価学、作業治療学、地域作業療法

学、臨床実習）を教授するのに適当であり、かつ作業療法士免許を受けた後 5 年以上

作業療法に関する業務に従事した専任教員を 6 人以上配置する必要がある。また、「大

学設置基準」にしたがうと、理学療法学科、作業療法学科それぞれに 8 人の専任教員

を配置する必要がある。したがって、保健医療学部では 6 人以上の理学療法士と 6 人

以上の作業療法士を含む 16 人の専任教員を、理学療法学科と作業療法学科に均等に

配置すればよいことになる。しかし、保健医療学部は「幅広い教養と高度な専門知識

及び技術を合わせもった理学療法士・作業療法士を育成する」ことを理念としており、

これを実現するために基礎医学科目ならびに多分野にわたる専門科目を充実させた教

育課程とした。この教育課程を確実に遂行するために、保健医療学部は専任教員を補

完し、現在、理学療法士 9 人、作業療法士 8 人を含む 22 人の専任教員で組織される

に至った。これに他学部の教員並びに非常勤講師の協力が加わることで、保健医療学

部の教育課程に沿った充実した教育が実践できている。  

 

 〈10〉社会環境学部  

  社会環境学部においては、自然環境や災害に対する従来からの理工学的研究成果を

踏まえ、それに対する人と人間社会の対応や備えの在り方を研究するため、環境と災

害に関連する自然科学分野に柱を置きながらも、地域社会の中でくらしを営む“ヒト

“の視点から問題解決を図っていく上で必要となる社会学、社会人類学、社会心理学と

いった社会学系の分野の観点も含めた研究教育を行い、自然環境の保全・再生や防災

のために貢献できる人材育成を目的とする。このような目的に合致する所要の教員を

配置している。  

特に、社会環境学部の教育課程の基礎となる「専門基礎科目」については、基本的

に各分野に関する博士号等の学位を有する、または、十分な研究業績を有する専任教

員を配置した。また、特定の事例・実態等に関連する科目 3 科目（「環境の実態と保

全」、「環境問題の歴史 /事例」、「開発と環境防災Ⅰ」）については、該当する内容に詳
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しい外部の専門家を当てている。  

また、実践的な教育研究を重視する方針に則り、本学部では、民間企業や研究機関

での実務経験を有する教員を多数採用している。（専門教育科目を担当する 19 名のう

ち 12 名が該当）教員自身の実社会での実務経験が、より実社会に即した教育研究の

糧となっており、学生に及ぼす教育的効果は大きいと考えられるからである。また同

時に、実社会で専門分野の知識を活かし貢献できる人材の育成においては、環境・防

災分野における高い専門性も必要とするため、学部教員の博士号の取得率も高い。（専

門教育科目を担当する 19 名のうち 14 名が取得している）  

コース専門科目については、環境・地域社会コースには、社会学、社会心理学、社

会人類学等社会科学系の視点から環境分野と地域社会についての教育研究を行う専任

教員 5 名が所属している。環境･自然再生コースは、生物・生態学、化学、地学、物

理学等の自然科学系の視点から環境再生、環境教育等についての教育研究を行う専任

教員 9 名が所属している。社会･安全コースは、社会学系分野と、関連する都市計画

等の工学関係分野の視点から、災害発生過程や被害の予防・軽減といった災害制御、

リスク管理等についての教育研究を行う専任教員 5 名が所属している。  

専任教員については、新規に採用する際には、外部の審査機関を活用し、担当科目

の適合性をチェックしている。また、非常勤についても、新規に採用する際には、学

部教授会、部長会の場において、担当科目の適合性についてのチェックを行っている。  

 

 〈11〉保育学部 

保育学部は、幼稚園教諭一種免許状・保育士資格の課程認定を受けており、所定の

教員数を満たすことが要求されている。これが教育課程に相応しい教員組織を整備す

るための強い外的要因となっている。平成 26 年度には定年に伴う退職予定の教員が

おり、新規教員の採用を予定している。新規教員の採用については分野別バランスと

課程認定の要件と採用年齢に配慮しながら慎重に検討を進めている。  

 

 〈12〉国際言語文化研究科  

国際言語文化研究科における教育・研究及び学生に対する指導を組織的・機能的に

円滑に行うために、研究科長の下に、英米言語文化専攻及び国際教育専攻のそれぞれ

に専攻長を置いて、教育・研究の統合的な研究指導の体制を整えている。また、各専

攻に関しては、専攻内の分野毎に指導責任者（教授）を置いて学生の履修指導及び研

究指導に総括的に当たっている。  

 

 〈13〉初等教育高度実践研究科  

実務能力の向上等実践的な指導を組織的・機能的に行うために、研究科長の下に、

初等教育高度実践専攻長を置き、研究者教員と実務家教員によって研究指導体制を整

えている。また教育課程が円滑に実施できるように専攻内の各コースにコース長を配

置するとともに、教職大学院独自の教務委員会及びカリキュラム委員会によって教育

課程の管理・運営を行っている。  
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 〈14〉健康科学研究科  

健康栄養科学専攻の教員組織は、基礎学部となる健康プロデュース学部の健康栄養

学科より 8 名、健康柔道整復学科より 1 名の計 9 名を専任教員に、さらに関連学部で

ある保健医療学部より兼担教員 1 名を加えた 10 名の教員構成である。その内訳は教

授 6 名、准教授 4 名であり、全教員が博士の学位を有する。実践健康栄養科学領域に

は、経験豊富な管理栄養士 3 名を配置している。また、専門科目の健康栄養科学特別

研究及び健康栄養科学特別演習の修士論文指導においては、充分な研究業績と豊富な

教育経験を有する研究指導担当教員を 9 名配置している。専任教員の年齢構成は、40

代、50 代、60 代の教員をバランスよく配置し、完成年度後も継続的な教育研究が可

能である。 

  臨床心理学専攻は、7 名の教員からなり、博士の学位を持つ教員 4 名（うち 3 名が

臨床心理士）、修士の学位を持つ教員 3 名（全員が臨床心理士）を配置している。い

ずれも豊富な実務経験と研究実績を有する教員であり、専攻の教育課程に相応しい教

員組織となっている。  

 

 〈15〉環境防災研究科  

現代社会が立ち向かうべき環境問題や防災問題を解決するためには、地震、火山災

害、風水害等の自然災害のみならず、緩やかな環境変化など、人間社会にかかるマル

チハザードの視点における理学、工学、社会科学等広汎な専門分野の研究を必要とし、

そのために必要な所要の教員を配備している。すなわち「環境問題」を主として教育・

研究分野とする教員を 5 名(教授 4 名、准教授 1 名)、「防災問題」を主として教育・研

究分野とする教員を 6 名(教授 3 名、准教授 3 名)配置しており、教育課程に相応しい

教員組織を整備している。  

 

（３）教員の募集・採用・昇格は適切に行われているか。  

 〈1〉大学全体  

平成 26 年度に「常葉学園 大学教育職員任用・昇任規程」を廃止して「常葉大

学教育職員の任用及び昇任に関する規程」を制定し、この規程により教員の募集、

採用及び昇格を適切に行っている。（資料 3-1） 

 

第2章 教育職員の任用  

  （任用の発議及び募集）  

第3条 副学長は、教育職員を任用する必要があるときは、大学教育職員の任用に係

る申請書（様式1）に関係書類を添えて、学長に提出するものとする。  

2 学長は、前項の規程による申請があったときは、その審査を行い、任用する必

要があると認める場合は、常葉大学部長会（以下「部長会」という。）の議決を経

て理事長に任用の発議をするものとする。  

3 理事長は、前項の規程により発議あった場合には、学校法人常葉学園常務理事

会に諮って、任用の方針を決定するものとする。  

4 理事長は、前条の規定により任用を決定した場合は、学長にその決定を報告し、
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募集をするよう指示するものとする。  

5 学長は、前項の指示に従い、募集を行うものとする。  

 

第3章 教育職員の昇任  

(昇任の方法) 

第6条 教育職員の昇任は、次のいずれかに該当する場合において、これを行うも

のとする。  

(1)  法令に定める職位数に不足が生じた場合  

(2)  学科又は研究科の教育課程の充実を図る上で必要とする場合  

(3)  教育研究等の業績が特に優秀な教育職員に対して行う必要がある場合  

２ 前項第１号及び第2号の規定による昇任の方法は、原則として常葉大学の教育

職員 (以下「学内教員」という。) を対象に職位の募集により行うものとする。  

３ 第1項3号の規定による昇任にあっては、副学長の発議により行うものとする。 

 なお、副学長の発議には、学内教員からの自己推薦によるものも含むものとする。 

４ 教育課程の充実を図る上で昇任を必要とする基準は、理事長が別に定める。  

 

上記のとおり、この規程では教員の任用に当たっての方針を理事長を議長とする

常務理事会で決定するものとし、教学面と管理面の双方から任用の必要性を検討す

る場が設けられている。この規程の制定により、公平性及び透明性等が担保された

人事執行が行われている。  

 

 〈2〉教育学部 

教育学部では、各学科の教員配置及びカリキュラム改善に伴う教員配置の再検討を

しており、それに見合った教員採用を実施していく。  

 

 〈3〉外国語学部 

外国語学部では、グローバルコミュニケ―ション学科で履修可能な言語に対応した

教員の不足を補充するための教員採用を行った。また、カリキュラム改善に伴う教員

配置を再検討しており、それに見合った教員採用を実施していく。  

 

 〈4〉造形学部 

   造形学部は、専門性が高い実技系の教員が多いため、業績評価については、ポート

フォリオや作品についての概略説明等の提出、場合によっては、展覧会等について報

告書の形式により学部紀要での掲載を求め、これにより評価をしている。資料に基づ

く教員の資質・能力の評価は、専門分野が一致、もしくは類似している教員複数と客

観的な判断のために学部長・学科長、場合により学外の有識者によるワーキング・グ

ループで行っている。  

 

 〈5〉法学部 

  法学部は、平成 25 年度新設の学年進行中の学部であるため、教員の任用に当たっ
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ては退職者等の補充が中心となっている。常葉大学の規定に沿い、公募、審査を経て、

適切に教員採用を実施している。  

 

 〈6〉健康科学部 

  健康科学部は、平成 25 年度新設の学年進行中の学部であるため、教員の任用に当

たっては退職者等の補充が中心となっている。常葉大学の規定に沿い、公募、審査を

経て、適切に教員採用を実施している。  

 

 〈7〉経営学部 

  教員の採用募集は公募で行っている。第１次選考会議の委員による公募書類の審査、

面接（場合によっては模擬授業）によって行われる。その後、学長への報告と部長会

の議決を経て第 2 次選考会議で審査されている。  

 

 〈8〉健康プロデュース学部  

健康プロデュース学部における教員募集では、各学科で定められる専門教育及び教

育目標の達成に必要とされる教員を公募している。昇任では、本学の昇任基準に照ら

し、昇任を希望する職位における基準を満たしている教員から候補者を選考し、副学

長に推薦している。  

 

 〈9〉保健医療学部 

保健医療学部に所属する専任教員の多くは医師、理学療法士、作業療法士であるが、

同じ医療職といえども専門性やそれぞれの分野の特殊性は大きく異なる。また教員の

中には、研究に専念してきた者、臨床を活躍の場としてきた者、教育に携わってきた

者など、その経歴も様々である。そこで、教員の採用募集及び昇任については、必要

に応じて公平性、透明性、機密性を保ちつつ、相応の教員から専門的な立場からの意

見を聴取したうえで学部長が最終判断を行い、副学長に推薦している。  

 

 〈10〉社会環境学部  

  社会環境学部においては、常に学部の教育課程に相応しい教員組織を維持するため

に、教員の退職等に応じた対応はもちろんのこと、学部の教育課程の編制方針に沿っ

た教育組織を維持・整備すべく必要に応じ、学部教授会において、必要となる教員の

募集・任用・昇任について審議し、必要と認めた場合は副学長に発議する。  

 

 〈11〉保育学部 

保育学部においては、学部の教育課程に相応しい教員組織を維持するために、教員

の退職等に応じた対応はもちろんのこと、学部の教育課程の編制方針に沿った教育組

織を維持・整備すべく必要に応じ、学部教授会において、必要となる教員の募集・任

用・昇任について審議し、必要と認めた場合は副学長に発議する。採用の際には、分

野別に学部内外の選考委員によって構成される選考委員会を組織し、適正に採用手続

きを遂行している。  
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 〈12〉国際言語文化研究科  

募集・任用・昇任については、基礎学部である教育学部および外国語学部の教員と

しての位置付で行われており、その中から大学院を担当する資格を有する者が研究科

を兼任している。なお、募集・任用・昇任については、規程に基づき行うこととなっ

ている。 

 

 〈13〉初等教育高度実践研究科  

実践的な指導力を育成することができる研究者教員及び現場経験の豊富な実務家教

員を担当教員として登用している。  

なお、募集・任用・昇任については、規程に基づき行うこととなっている。 

 

 〈14〉健康科学研究科  

本研究科では、基礎学部である健康プロデュース学部の担当兼大学院担当教員の条

件で公募・審査が行われる。特別研究の指導担当の可否については、両専攻から 5 名

の審査員を選出し、専門性、業績等から審査している。昇任は大学の規程に基づき行

っている。 

 

 〈15〉環境防災研究科  

本研究科では、基礎学部である社会環境学部の教員として、大学院担当教員の条件

で公募・審査が行われる。  

 

（４）教員の資質の向上を図るための方策を講じているか。  

 〈1〉大学全体 

①教員の教育研究活動等の評価の実施  

教員の職務の全般的評価については、「大学教育職員の職務評価実施要領」(資料

3-7)によって行っている。全教員を対象に、教育研究活動だけでなく社会活動等、

学務の分掌と実績、勤務実績を加えて、副学長、学部長等の評価を受け、学長が最

終評価を行う。 

   また、教育研究活動に対する自己点検を全教員対象に実施している。年度初めに

「自己申告書」（資料 3-8）の提出を求め、その中で研究計画、授業改善計画などを

記入することとなっている。自己申告書については、年度末に 1 年間を振り返る自

己評価を記載し、次年度の計画の参考資料として活用している。  

    

②ファカルティ・ディベロップメント(FD)の実施状況と有効性  

ア 研修会の実施  

FD・SD 委員会を中心に、年に 2 回 FD 研修会を開催している。現在取り組ん

でいるカリキュラム改善に関する研修だけではなく、教員としての資質の向上を

図るテーマでの研修が行われている。  
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    平成 26 年度 研修内容例 

・学生支援体制における教職協働について  

・大学の地域貢献  

    ・産学交流(企業から見た産学交流のあり方、企業が求める大学教育 ) 

 

    また、これら研修会とは別に、毎年夏期休暇を利用して、常葉学園の管理職教

職員を対象とした管理職研修会及び全教職員を対象とした夏期研修会を開催して

いる。 

    平成 26 年度 管理職研修会内容  

 ・学校法人の管理職としてのコンプライアンス  

    ・リーダーシップ研修  

    平成 26 年度 夏期研修会内容  

    ・カリキュラム改善につながる自己チェック  

 

   イ 授業参観 

常葉学園では毎年 6 月と 11 月に｢常葉学園授業力強化月間｣を設定し、学園内

各校の教員が相互に授業を参観している。これは、教員の授業力の向上と常葉学

園内の各校・各キャンパス間の教員の交流促進を目的とするものであり、学校の

種類や職位にかかわらず実施されている。  

 

 〈2〉教育学部 

教育学部では FD 研修会や夏期研修会に加えて、これからの教員養成や教員採用の

在り方を学ぶために、外部講師を招聘し勉強会を開催している。  

平成 26 年度は 9 月 10 日に「教員養成における教員の研究と教育に関する勉強会」

を開催し、「これからの教員養成と教員採用について」というテーマで、教育学部長進

行のもと外部講師 2 名の講話を聞きながら質疑応答を行った。  

内容は以下の通りである。  

・講話①『教員養成の在り方と教職課程・課程認定制度』新田  正樹 氏（文部科学

省高等教育局視学官） 

・講話②『プロとしての教師をどう育てるか―これからの教員養成教育のあり方―』                        

加藤 明 氏 (関西福祉大学副学長・元文部科学省中央教育審議会専門委員 ) 

これらの研修を通して、教育学部における各教員が、各自の教育・研究の在り方に

ついて学ぶとともに、教育学部のカリキュラム改善の必要性についても学んでいる。

また、学部教員の研究発表の場として学部紀要「教育学部紀要」(資料 3-9)を発行して

いる。 

 

 〈3〉外国語学部 

外国語学部においては、さらなる教員の相互理解の促進、学問的興味関心の拡充、

専門分野の周辺分野の理解を目的として、ほぼ隔月に外国語学部「コロキウム」を開

催している。また、年 1 回学内学会機関紙「アルビオン」 (資料 3-10)の発行および学
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部教員の研究発表の場として学部紀要「外国語学部紀要」(資料 3-11)を発行している。

学内共同研究としては、たとえば、「ニンテンドーDS を用いた英語学習」（筆頭者：

吉田広毅）や「英語多読学習」（筆頭者：良知恵美子）などがある。  

 

 〈4〉造形学部 

  各教員の創造活動を中心とした専門分野において、専門性および技術・技能の向上

と研磨、探求と研究等は、分野の特性上すでに個人に備わっている。但し、クリエイ

ターとしての個人特性が強い教員構成のため、教育的な資質向上については、正課外

活動として実施している、「アート・ドキュメント」や浅間神社巨大絵馬奉納、「本展」、

二科展デザイン部門への応募、静岡刑務所との協働企画、島田市博物館企画等の各ゼ

ミを中心に、社会との関わりをもった活動を通した実践的な FD の方策を立てている。 

  また、学部教員の研究発表の場として学部紀要「造形学部紀要」(資料 3-12)を発行

している。 

 

 〈5〉法学部 

  各々の教員が担う学問領域は深遠であり、その道における蘊蓄造詣は各自の自己努

力によることを本旨とする。この意味において、大学が提供できる方策は、研究環境

の整備とその機会の付与である。そのため、研究発表の場として、「法学部紀要」(資

料 3-13)を年一回発行しそれに論文等の掲載の機会が与えられる。  

  また、一人平均 35 万円の研究費を与え、そのなかから、3 学会 4 万円まで学会費に

充て得ることとし、また学会出張費を認める。  

  加えて、自己研鑽も含めて、研究に資するよう、データベース、検索システムの利

用可能環境を整えている。さらに、研究用書籍の整備も申請書類記載に照らして行っ

ている。しかし、伝統ある他大学と比較すると、やや見劣りを感じ、さらに資料室の

設置が望まれる。  

このほかに、学識をより深めるため、また、地域社会との連携のために、法学部内

において、広く、法学、政治学、経済学一般に関する学術研究・教育に係る企画を実

施し、以って教員及び学生の学術レベルの向上を図ることを目的とする法学部学内学

会を組織した。  

  また、全学的に実施される授業アンケートや教員相互の授業参観も、教員の資質の

向上を図るために有効な方策となっている。  

 

 〈6〉健康科学部 

本学部では、大学全体の研修会に加えて、学部 FD 部会主催の研修会を年 2 回実施

している。平成 25 年度は若手教員を対象とした「研究方法」に関する研修会を学内

の教授が担当して行い、平成 26 年度は「外部資金獲得の取り組み」について、1 名の

外部講師と学内教授 1 名の 2 名の演者による研修会を開催した。  

また、学部教員の研究発表の場として学部紀要「健康科学部研究報告書」(資料 3-14)

を発行している。  
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 〈7〉経営学部 

  経営学部では、教員の資質を高める方策として、平成 25 年度より FD 研修会（年 2

回）を、平成 26 年度後期より学生による授業評価を導入している。  

FD 研修会は両キャンパスとも 11 月に学部教員による公開授業を教員が参観した後、

浜松キャンパスでは授業改善の具体的な方法についてディスカッションを行い、富士

キャンパスでは授業内容、授業手法、授業規律についてディスカッションを行った。  

なお、26 年度のテーマは「授業に関する問題を学科内で共有し、具体的な改善策等

を練る」であった。  

さらに、教員の研究業績発表の場として、「経営学部紀要」 (資料 3-15)を発行して

いる。 

 

 〈8〉健康プロデュース学部  

大学全体で記述したとおり大学の全教員を対象とした研修会等への参加を行ってい

るほか、学部内において発表、討議、情報交換の場として定期的に談話会を開催して

いる。この談話会では研究内容の紹介、学会発表の練習、担当講義の一部紹介、自分

の専門分野のトピック、健康に関する新事実等を発表している。平成 26 年 1 月 22 日

「解剖学の講義を見据えて、人のからだを再認識してみる」を初回とし、現在までに

4 月 23 日「実は知ってた！東洋医学」、6 月 11 日「骨の接げるほねつぎの作り方」、9

月 10 日「水道水にまつわる話」、11 月 12 日「日本の子育て支援の変遷」のテーマで

計 5 回開催した。また、学部教員の研究発表の場として学部紀要「健康プロデュース

学部雑誌」(資料 3-16)を発行している。  

 

 〈9〉保健医療学部 

  保健医療学部では「保健医療研究会」と称し、全教員が集まって順番に互いの研究

内容等を発表し合う機会を設けている。また、本学部で発行している「保健医療学部

紀要」(資料 3-17)には、すべての教員の 1 年分の教育研究活動一覧を掲載することと

している。これらの活動の目的には、自らの教育研究活動を開示し他の教員とのディ

スカッションを奮起させることで自らの研究を向上させること、また 1 年間の自らの

研究活動を振り返らせることが含まれている。なお、約 1 時間かけて行われる「保健

医療研究会」は、1 週間に 1 回行うことを目標として開催され、平成 25 年度には 29

回、今年度は平成 27 年 1 月 21 日時点で 29 回開催された。  

 

 〈10〉社会環境学部  

毎年学期毎に常勤及び非常勤教員が行っている全授業に対して、授業担当教員が

授業レポートを作成し学内ネットワーク上で教職員に公開している。授業レポート

の目的は全教員が授業内容を互いに公開し共有することで、個々の授業の改善に役

立てると共に、内容レベルで整合性を持ったカリキュラム設計の改善に役立てるこ

とにある。  

また、授業で使用した資料や問題、課題など他の教員が授業を理解する上で役立

つと思われるものを学内ネットワーク上に公開している。  
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なお、学部教員の研究発表の場として学部紀要「社会環境学部研究紀要」(資料

3-18)を発行している。  

 

 〈11〉保育学部  

毎年学期毎に常勤及び非常勤教員が行っている全授業に対して、授業担当教員が

授業レポートを作成し学内ネットワーク上で教職員に公開している。授業レポート

の目的は全教員が授業内容を互いに公開し共有することで、個々の授業の改善に役

立てると共に、内容レベルで整合性を持ったカリキュラム設計の改善に役立てるこ

とにある。  

また、授業で使用した資料や問題、課題など他の教員が授業を理解する上で役立

つと思われるものを学内ネットワーク上に公開している。  

   なお、学部教員の研究発表の場として学部紀要「保育学部紀要」(資料 3-19)を発

行している。  

 

 〈12〉国際言語文化研究科  

授業内容の改善のために個々の教員が大学の FD 研修等を通じて研鑽を行っている。

大学院の特徴として、少人数での授業展開が出来ることにより、授業科目と教員との

適合性、学生のニーズに応える授業等については、そうした教室の場で点検・評価さ

れる。それがとりもなおさず教員の資質向上のための方策となっていると言えよう。  

 

 〈13〉初等教育高度実践研究科  

  教職大学院独自の研究委員会による FD 活動、教育フォーラム及び評価委員会によ

る公開授業・授業評価を実施し、教員の資質向上のための方策を講じている。  

 

 〈14〉健康科学研究科  

健康栄養科学専攻では、教育研究活動の活性化の取組みの一つとして、科研費への

応募を奨励している。  

臨床心理学専攻では、専攻予算や実習施設であるセンター予算によって、臨床心理

士の研修会参加、事例研究のコメンテーター、特別講師等の招聘によって資質の向上

を図っている。 

 

 〈15〉環境防災研究科  

本研究科においては、各教員が行っている最先端の研究成果を持ち寄り、情報交換

を行う「大学院セミナー」を定期的に実施しており、教員の資質の向上を図るための

方策を講じている。  

 

２．点検・評価 

  ①効果が上がっている事項  

  大学統合後、教育職員の任用及び昇任に関する規程を整備し、原則公募による教員

採用を実施してきた。それにより、公平性、透明性、機密性が担保されただけでなく、
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教員の年齢構成等、バランスが適正な形に是正されつつある。また、昇任の規程整備

により、教育研究活動の定期的な見直しや教育研究に対する意欲の向上につながり、

学科を超えた共同研究、倫理審査を受ける研究数、学位取得者数、紀要投稿数、学会

発表や学術論文数などの増加につながっている。  

 

  ②改善すべき事項  

・教員組織の編制方針について  

大学全体および学部における教員組織の編制方針等が定められていない部分があ

る。今後方針等の策定に向けて取り組むこととする。  

    

 ・教員の任用・昇任基準について 

   規程に定められている昇任の基準は、各専門分野における業績評価の判断や文部

科学省の教員資格審査（職位）の基準とかい離していることから、今後、学部・学

科の教員組織構成等のバランスを含めた昇任基準を改正する必要がある。また、大

学院での研究指導担当教員（マル合及び合教員）の資格審査基準及びその手続きに

関する規程の制定をする必要がある。  

 

３．将来に向けた発展方策 

  ①効果が上がっている事項  

大学統合後の大学運営組織の整備により、教員組織の適正な運営がなされ、教員の

教育研究に対する意欲が向上している。今後、教員組織の編制方針を定めることによ

り、より適切に大学運営を実行できるよう努める。  

 

  ②改善すべき事項  

・教員組織の編制方針について  

大学全体で取り組むカリキュラム改善と連動し、ディプロマポリシー、カリキュラ

ムポリシー、アドミッションポリシーとの整合性を図りながら、教員組織の編制方針

を検討していくこととする。  

  

 ・教員の任用・昇任基準について  

  教員の任用及び昇任基準を見直し、より適切な任用及び昇任をするよう努める。ま

た、大学院での研究指導担当教員の資格審査基準及びその手続きに関する規程を制定

し、学生への適切な研究指導が図られるよう努める。  

 

 ・FD 活動の充実 

  現在の FD 活動では教育の研鑽に関する研修が中心に実施されているが、今後科学

研究費補助金の獲得や文部科学省が募集する補助金等への応募など、研究に対する研

修等も取り入れていく必要がある。  
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４．根拠資料 

3-1 常葉大学教育職員の任用及び昇任に関する規程  

3-2 常葉大学部長会運営規程  

3-3 常葉大学キャンパス運営会議運営規程  

3-4 常葉大学教授会運営規程  

3-5 常葉大学大学院研究科会議運営規程 

3-6 常葉大学公式サイト 教員情報 

http://www.tokoha-u.ac.jp/teachers/index.html 

3-7 大学教育職員の職務評価実施要領  

3-8 平成 26 年度自己申告書(教員用) 

3-9 常葉大学教育学部紀要  

3-10 Albion(アルビオン) 

3-11 常葉大学外国語学部紀要  

3-12 常葉大学造形学部紀要  

3-13 常葉大学法学部紀要 

3-14 常葉大学健康科学部研究報告書  

3-15 常葉大学経営学部紀要  

3-16 常葉大学健康プロデュース学部雑誌 

3-17 常葉大学保健医療学部紀要  

3-18 常葉大学社会環境学部研究紀要  

3-19 常葉大学保育学部紀要  

 

http://www.tokoha-u.ac.jp/teachers/index.html
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基準４．教育内容・方法・成果  

教育目標、学位授与方法、教育課程の編成・実施方針 

 

１．現状の説明 

（１）教育目標に基づき学位授与方針を明示しているか。  

 〈1〉大学全体 

常葉学園の建学の精神及び常葉大学の教育理念「知徳兼備」「未来志向」「地域貢献」

に則り、本学が目指す人材を養成するため、全学的な「学位授与に関する方針」を以

下の「知識・理解」「思考・判断」「関心・意欲」「態度」「技能・表現」の 5 つの領域

で表し、学生便覧等に明示している。（資料 4-1-1 P.1～2、資料 4-1-2 P.1～2、資料 4-1-3 

P.1～2、資料 4-1-4、資料 4-1-5、資料 4-1-6、資料 4-1-7） 

また、卒業するためには、「常葉大学学則」第 39 条に定めるところにより、4 年以

上在学し、各学部課程、学科の定める教養教育科目、専門教育科目など合計 124 単位

以上を修得しなければならないと規定している。（資料 4-1-1 P.246、資料 4-1-2 P.139、

資料 4-1-3 P.136） 

一方大学院においても「学位授与に関する方針」を一部の研究科について学生便覧

に明示している。  

なお、大学院を修了するためには、「常葉大学大学院学則」第 15 条及び「常葉大学･

大学院学位規程」に定めるところにより、2 年以上在学し、所定の単位を修得し、か

つ、必要な研究指導を受けたうえ、修士論文の審査及び最終試験に合格しなければな

らないと規定している。（初等教育高度実践研究科の在学は標準 2 年以上）（資料 4-1-8 

P.24、資料 4-1-9 P36、資料 4-1-10 P.7、資料 4-1-11 P.26、資料 4-1-12） 

以上の要件に基づき、学部にあっては教授会、大学院にあっては大学院研究科会議

において審議し、学位の授与を学長が決定する。 

 

 〈2〉教育学部 

学部および課程・学科の理念・目的については、学則第 6 条において以下の通り記

されている。  

 

教育学部は、教育という視点から社会に貢献できる、幅広い教養、豊かな人間性、

実践的な指導力を兼ね備えた人材の育成と、その育成の基盤となる研究の推進を目的

とする。 

(1)初等教育課程は、学校教育の基礎としての小学校教育を中心に、幼稚園教育又は

中・高等学校教育をも担うことのできる人材を育成する。  

(2)生涯学習学科は、社会教育をはじめとする生涯学習社会の様々な教育分野で活躍で

きる人材を育成する。  

(3)心理教育学科は、人間のこころの領域を科学的に把握してコミュニケートでき、社

会の様々な分野で活躍する人材を育成する。  

 

この目的に基づき、学則第 39 条関連の「別表Ⅰ」において卒業必要単位を各課程・
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学科ごとに定め、また履修すべき科目名等も「別表Ⅰ」に具体的に示してある。これ

らに基づいて卒業の認定を行い、第 41 条の規定により学士（教育）の学位を授与し

ている。 

 

 〈3〉外国語学部 

学部及び学科の理念・目的については、学則第 6 条 2 項において以下のように記さ

れている。 

 

2 外国語学部は、実践的な外国語運用能力を身に付け、真のコミュニケーション能

力を持った人材の育成と、その基盤となる研究の推進を目的とする。  

(1)英米語学科は、上記の学部の目的を踏まえ、英語運用能力の獲得および英米の文化、

歴史、社会などの広い知識を習得させ、社会の様々な分野で活躍できる人材を育成

する。 

(2)グローバルコミュニケーション学科は、上記の学部の目的を踏まえ、国際語として

の英語のみならずその他の言語の運用能力とグローバルな視野を持ち、社会の様々

な分野で活躍できる人材を育成する。 

 

この目的に基づき、学則第 39 条関連の「別表Ⅰ」において卒業必要単位を各課程・

学科ごとに定め、また履修すべき科目名等も「別表Ⅰ」に具体的に示してある。これ

らに基づいて卒業の認定を行い、第 41 条の規定により学士（外国語）の学位を授与

している。 

 

 〈4〉造形学部 

学部の理念・目的については、学則第 6 条 3 項において以下の通り記されている。 

 

3 造形学部は、多様なアートやデザインの分野で高度な知識と技術が求められる時

代において多方面にわたり活躍できる人材の育成と、その育成の基盤となる研究の推

進を目的とする。  

 

学部の教育理念に沿った専門科目と教養科目を履修し、以下のような能力を身に付

ける。 

①造形活動の様々な分野における価値の多様性を認め、新鮮で柔軟な発想と広い視

野を基として新たな造形表現を模索できる能力  

②創造的な思考力とそれを具現化する実践力とにより表現する能力を持ち、他者や

社会と多彩な価値観を共有しながら、自らを発信する能力  

③人間と社会の在り方に直結した造形活動の意義を考察する力を持ち、地域の「良

さ」や「美しさ」といった地域力を再発見するとともに自ら具現化することによ

り、地域の活性化に寄与できる能力  

 

これらの目的および能力の育成に基づき、学則第 39 条関連の「別表Ⅰ」において
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卒業必要単位を定め、また履修すべき科目名等も「別表Ⅰ」に具体的に示してある。

これらに基づいて卒業の認定を行い、第 41 条の規定により学士（造形）の学位を授

与している。  

 

 〈5〉法学部 

学部の理念・目的については、学則第 6 条 4 項において以下通り記されている。  

 

4 法学部は、幅広い教養と高い公共性・倫理性に加えて法的知識やリーガルマイン

ドを身に付けることにより、積極的に社会を支え、あるいは改善に導くことのできる

人材の育成を目的とする。  

 

この目的に基づき、学則第 39 条及び別表Ⅰにおいて卒業必要単位を定め、別表Ｉ

においては、履修すべき科目等を具体的に示してある。これらに基づいて卒業の認定

を行い、第 41 条の規定により学士（法学）の学位を授与している。 

 

 〈6〉健康科学部 

学部および学科の理念・目的については、学則第 6 条 5 項において以下の通り記さ

れている。 

 

5 健康科学部は、幅広い教養と豊かな人間性を身に付け、看護学や理学療法学の専

門知識と技術の修得のみならず、医療を支える優れたケアを提供するための最善の仕

組みを創造し、実践する能力を有する人材の育成を目的とする。  

 (1)看護学科は、看護学の専門知識と技術に加え、医学的・科学的根拠に基づいた適切

な判断能力と問題解決能力を有し、他の医療専門職と連携を図りながら包括的な医

療・保健サービスを実践できる人材を育成する。  

 (2)静岡理学療法学科は、理学療法学の専門知識と技術に加え、医学的・科学的根拠   

に基づいた適切な判断能力と問題解決能力を有し、他の医療専門職と連携を図りな

がら包括的な医療・保健サービスを実践できる人材を育成する。  

 

この目的に基づき、学則第 39 条関連の「別表Ⅰ」において卒業必要単位を各学科

に定め、また履行すべき科目名等も「別表Ⅰ」に具体的に示してある。これらに基づ

いて卒業の認定を行い、第 41 条の規定により学士（看護学又は理学療法学）の学位

を授与している。  

 

 〈7〉経営学部 

学部の理念・目的については、学則第 6 条 6 項において以下の通り記されている。 

 

 6 経営学部は、「個の成長・社会との調和」をめざし、経営学の基本理論を修得し、

その専門的応用・実践力をもって地域社会に貢献できる知恵と徳操を具備する人材の
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育成と、その育成の基盤となる研究の推進を目的とする。  

 

この目的に基づき、学則第 39 条関連の「別表Ⅰ」において卒業必要単位を学科に

定め、また履修すべき科目名等も「別表Ⅰ」に具体的に示してある。これらに基づい

て卒業の認定を行い、第 41 条の規定により学士（経営学）の学位を授与している。  

 

 〈8〉健康プロデュース学部  

学部および学科の理念・目的については、学則第 6 条 7 項において以下の通り記さ

れている。 

 

7 健康プロデュース学部は、人が現代社会を健康に過ごすために、健康について的

確なサポートができる人材を育成し、健康を有機的総合的に捉えて21世紀に必要とさ

れる新たな健康概念を模索、創造する研究の推進を目的とする。  

(1)健康栄養学科は、多様な専門領域に関する基本となる能力や高度な栄養管理に必要

とされる知識・技能、態度及び考え方の総合的能力、またチーム医療の重要性を理

解し、その一員として責務を果たし得る能力及び他職種の人々や患者とのコミュニ

ケーションを円滑に進める能力を有する人材を育成する。  

(2)こども健康学科は、「こどもにとっての真の意味での「健康」とは何か」を現代科

学の最先端に立って多角的に考究すること及びそこから得られた専門的知見に基

づき、「こどもの健康」を保育・幼児教育の立場から総合的に実現できる人材育成

する。 

(3)心身マネジメント学科は、「人間が生きていく」ことに直結する「身体」「心理」の

領域を統合させながら学際的な視点で学び、それらを取り巻く「社会」の領域でこ

れらを補完することによって、健康増進にとどまらず、21 世紀社会に求められる

積極的な生き方やそこから生み出される健康づくりに貢献できる人材を育成する。  

(4)健康鍼灸学科は、広い教養を身につけると同時に、西洋近代医学・東洋伝統医学の

知識を土台にし、高度な東洋臨床技術を身につけた鍼灸師を養成する。また、鍼灸

を医療にとどまらず健康運動、介護福祉、美容、経営などの様々な分野へ展開し得

る人材を育成する。  

(5)健康柔道整復学科は、西洋医学の知識を土台にし、柔道整復の臨床技術を身につけ、

モラルと品格を備えた人間性豊かな柔道整復師を養成する。また、柔道整復学を通

したスポーツクラブ・介護施設での運動指導や、今後の超高齢社会に向けた高齢者

の健康増進と健康寿命の伸長に貢献できる人材を育成する。  

 

この目的に基づき、学則第 39 条関連の「別表Ⅰ」において卒業必要単位を学科に

定め、また履修すべき科目名等も「別表Ⅰ」に具体的に示してある。これらに基づい

て卒業の認定を行い、第 41 条の規定により学士（栄養学、こども学、健康学、鍼灸

学、又は柔道整復学）の学位を授与している。 
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 〈9〉保健医療学部 

 学部及び各学科の理念・目的については、学則第 6 条 8 項において以下の通り記さ

れている。 

 

8 保健医療学部は、高齢化にともなう慢性疾患の増加、医学の進歩がもたらす究明

率の上昇などによる疾病構造の変化にともない、保健・医療・福祉のさらなる充実が

求められている状況の中で、リハビリテーション医療の役割がますます増大してい

る。倫理観と使命感に溢れ、幅広い教養と高度な専門知識及び技術を合わせもった理

学療法士・作業療法士を育成し社会に送り出すことで、国民の健康及び生活の質の維

持・増進に資することを目的とする。  

(1)理学療法学科は、医療専門職として高い倫理観、使命観を備え、現代の理学療法分

野において特に要請されている「運動障害」「神経障害」「内部障害」の領域につい

て豊富な知識と高度な専門技術をもつ人材を育成する。  

(2)作業療法学科は、医療専門職として高い倫理観、使命観を備え、現代の作業療法分

野において特に要請されている「身体障害」「精神障害」「発達障害」「高齢期障害」

の領域について豊富な知識と高度な専門技術をもつ人材を育成する。  

 

この目的に基づき、学則第 39 条関連の「別表Ⅰ」において卒業必要単位を各学科

に定め、また履修すべき科目名等も「別表Ⅰ」に具体的に示してある。これらに基づ

いて卒業の認定を行い、第 41 条の規定により学士（理学療法学又は作業療法学）の

学位を授与している。  

 

 〈10〉社会環境学部  

 学部の理念・目的については、学則第 6 条 9 項において以下の通り記されている。 

 

9 社会環境学部は、環境問題の解決や社会の安全のための社会システムの構築を目

指し、関連する自然科学分野の知識の理解と、それらを前提とした社会科学分野の視

点に基づく問題解決型の教育研究に重点をおき、複数専門分野の教員による学際的内

容とするために授業を展開し、地球環境や防災のために貢献できる人材の育成を目的

とする。 

 

この目的に基づき、学則第 39 条関連の「別表Ⅰ」において卒業必要単位を学科に

定め、また履修すべき科目名等も「別表Ⅰ」に具体的に示してある。これらに基づい

て卒業の認定を行い、第 41 条の規定により学士（社会環境学）の学位を授与してい

る。 

 

 〈11〉保育学部 

 学部の理念・目的については学則第 6 条 10 項において以下の通り記されている。  
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 10 保育学部は、社会環境の変化の中で、保育・幼児教育が社会的に有用な存在とし

て、その機能を十分に果していくために、「人間性を育む教育」「障がい児教育・環境

教育」「健康教育」「感性教育」の4つの理念の下、高い人間性と保育技術の向上に加

え、特別支援教育等新たなニーズに対応できる人材の育成を目的とする。  

 

この目的に基づき、学則第 39 条関連の「別表Ⅰ」において卒業必要単位を学科に

定め、また履修すべき科目名等も「別表Ⅰ」に具体的に示してある。これらに基づい

て卒業の認定を行い、第 41 条の規定により学士（教育学）の学位を授与している。  

 

 〈12〉国際言語文化研究科  

本研究科の教育目標は、すでに｢基準 1．理念・目的｣の項で述べたとおりであるが、

本学園建学の精神である「国家・社会・隣人を愛し、より高きを目指して学び続ける

人間」を目指すとする考えに基づき、その上で｢わが国  国際化の担い手となる専門家、

職業人を養成する｣というところにある。  

その趣旨から学位授与に関して、規定の単位を履修した上で｢英米言語文化専攻｣に

おいてはとくに①外国語能力の充実、②他国の文化理解、を中心としての国際交流を

果たし得る人材であることをその基準として学位認定している。また、「国際教育専攻」

においても①日本と世界を視野においた人間観、文化観、②国際的認識に立った教育

観を持って指導し得る人材であることをその基準として学位認定している。  

 

 〈13〉初等教育高度実践研究科  

本研究科は、確かな指導理論とすぐれた実践力・応用力を備えたスクールリーダー

や新しい学校づくりの有力な一因となりうる新人教員の養成を目的としており、所定

の単位を修得した人材に学位を認定している。  

教職大学院の修了には、2 年以上在学し、45 単位以上を修得することが必要となる。

ただし、「当該教職大学院に入学する前の小学校等の教員として実務経験を有する者に

ついて、10 単位を超えない範囲で、前項に規定する実習（小学校等その他の関係機関

で行う実習）により修得する単位の全部又は一部を免除することができる」（専門職大

学院設置基準第 29 条第 2 項）により、本教職大学院では教育委員会等から推薦され、

「学校における実習」の一部またはすべてを免除された現職教員学生は 1 年で 35 単

位（「実習Ⅰ」、「実習Ⅱ」及び「実習Ⅲ」を免除）または 38 単位（「実習Ⅰ」及び「実

習Ⅱ」を免除）を修得することで修了することができるシステムを構築している。  

 

 〈14〉健康科学研究科  

健康科学研究科の教育目標は「基準 1．理念・目的」の頁に述べた通りである。  

健康栄養科学専攻の修了要件を「2 年以上在学し、授業科目 30 単位以上を修得し、

かつ特別研究による研究指導を受けた上、修士論文の審査及び最終試験に合格するこ

と」臨床心理学専攻の修了要件を「基礎領域科目（必修）16 単位、専門領域科目（選

択）から各指定領域（臨床心理士資格認定協会指定 5 領域）を含む 10 単位以上、特

別研究（必修）4 単位、合計 30 単位以上を取得し、かつ特別研究による研究指導を受
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けた上、修士論文の審査に合格すること」明示している。両専攻ともこの基準を満た

した学生に学位を認定している。基準は学生便覧（資料 4-1-10 P.15～16）に明示して

いる。 

 

 〈15〉環境防災研究科  

本研究科の目的は、常葉大学大学院学則第 6 条に示されているとおり、自然災害や

環境問題により社会が受ける影響や被害・災害からの回復、復興経過の究明など環境

と社会に関する専門的知識を有する人材を養成することである。この目的に沿った人

材育成のための教育について、環境防災研究科履修規程第 3 条～第 6 条において環境

系ならびに防災系ごとに修了要件を定めている。同規定第 4 条～第 5 条で履修すべき

科目名と必要要件を定めており、本要件を満たした後、第 6 条の規定により修士（環

境防災）の学位を授与している。（資料 4-1-11 P.8,26、資料 4-1-13） 

 

（２）教育目標に基づき教育課程の編成・実施方針を明示しているか。  

 〈1〉大学全体 

全学的な「教育課程の編成方針」については、「学位授与に関する方針」を踏まえ、

「教養教育科目」と「専門教育科目」に分け、学生便覧等に明示している。（資料 4-1-1 

P250～315、資料 4-1-2 P143～208、資料 4-1-3 P140～205、資料 4-1-7） 

一方大学院においても「教育課程の編成・実施の方針」を学生便覧に明示している。

（資料 4-1-8 P.4、資料 4-1-9 P.4、資料 4-1-11 P.4） 

 

 〈2〉教育学部 

全学的な教育課程の編成方針・実施方針を受け、「学生便覧」の「7 履修の手引き」

において科目区分ごとに必修・選択の別、単位数等を明示している。（資料 4-1-1 P.30

～105） 

なお、これらは初等教育課程、生涯学習学科、心理教育学科の別に規定し明示して

いる。 

 

 〈3〉外国語学部 

全学的な教育課程の編成方針・実施方針を受け、「学生便覧」において科目区分ごと

に必修・選択の別、単位数等を明示している。（資料 4-1-1 P.106～152） 

なお、これらは英米語学科、グローバルコミュニケーション学科の別に規定し明示

している。 

なお、グローバルコミュニケーション学科では平成 24 年度から「国際英語専攻」、

「スペイン・ラテンアメリカ専攻」、「日本語教育専攻」から成る 3 専攻制を廃止、カ

リキュラムの改訂を行い、多言語習得（スペイン語、中国語、韓国語、ブラジル語）

と社会人基礎力養成に力を入れている。 

 

 〈4〉造形学部 

全学的な教育課程の編成方針・実施方針を受け、「学生便覧」の「7 履修の手引き」 
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において科目区分ごとに必修・選択の別、単位数等を明示している。（資料 4-1-1 P.153

～169） 

全学的なディプロマポリシーで明記している達成目標を実質化・体系化するために、

造形学科として必要な資質や能力を習得するためのカリキュラムを明示している。ま

た、大学の理念を実現するために「アート表現コース」「ビジュアルデザインコース」

「デジタル表現デザインコース」「環境デザインコース」を設けカリキュラムを編成し

ている。 

 

 〈5〉法学部 

教育課程の編成方針・実施方針については、「学生便覧」において科目区分ごとに必

修・選択の別、単位数等を明示している。（資料 4-1-1 P.170～175） 

また、コース制の意義及び法律総合コース及び公共政策コースにおいて、それぞれ

履修すべき科目等を明示している。  

 

 〈6〉健康科学部 

教育課程の編成・実施方針については、本学広報誌の学部魅力 BOOK に健康科学部、

看護学科、静岡理学療法学科として記され、また学生便覧には、看護学科及び静岡理

学療法学科の履修規程細則及びカリキュラム表を、看護学科においては 4 年間の学生

進度表を明示している。（資料 4-1-1 P.176～185、資料 4-1-14 P45～54） 

 

 〈7〉経営学部 

経営学部では、前述の教育目標と学位授与方針とを踏まえて、知徳兼備の観点から

専門教育だけでなく教養教育も実施し、経営学の基礎理論を確実に修得させるために

専門教育科目の中に専門基礎科目を設け、応用力を磨くために経営・会計・情報・経

済の 4 つの専門分野を区分し、明示している。（資料 4-1-2 P.39～42、資料 4-1-3 P.41

～44、資料 4-1-15） 

 

 〈8〉健康プロデュース学部  

全学的な教育課程の編成方針・実施方針を受け、大学全体の説明と同様に「学生便

覧」において科目区分ごとに必修・選択の別、単位数等を明示している。（資料 4-1-2 

P.48～91） 

 

 〈9〉保健医療学部 

全学的な教育課程の編成方針・実施方針を受け、「学生便覧」の「7 履修の手引き」

において科目区分ごとに必修・選択の別、単位数等を明示している。また、理学療法

学科、作業療法学科の別に規定している。（資料 4-1-2 P.92～99） 

保健医療学部では、豊かな人間性を備え、専門分野を遂行することで社会に貢献し、

自らの専門性を向上できる人材を育てるために、医療の専門家による講義に加え、豊

富な演習や実習を用意し、さらに研究法については個別に指導する体制を整えている。 
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 〈10〉社会環境学部  

全学的な教育課程の編成方針・実施方針を受け、「学生便覧」の「7 履修の手引 

き」において科目区分ごとに必修・選択の別、単位数等を明示している。（資料 4-1-3 

P.51～60） 

社会環境学部の専門教育科目は、環境問題の解決や社会の安全確保のための社会シ

ステムの構築を目指し、広く社会に貢献できる人材を育成するため、関連する自然科

学分野を柱としながら、地域社会の中でくらしを営む“ヒト”の視点を扱う社会学分野

を配置している。また、「環境」および「防災」両分野の基礎理論・知識、歴史的理解、

基礎的技術等を修得するために必要な「専門基礎科目」と、社会環境学部を構成する

3 コースの学びの目的に沿った専門知識・技術を修得するための「コース専門科目」、

および社会環境学部における教養教育科目、専門教育科目の学修結果を踏まえ、これ

らの知識を統合し、良識ある社会人となるための「総合科目」を設置している。  

 

 〈11〉保育学部 

全学的な教育課程の編成方針・実施方針を受け、「学生便覧」の「7 履修の手引 

き」において科目区分ごとに必修・選択の別、単位数等を明示している。（資料 4-1-3 

P.68～71） 

保育学部では、子どもを取り巻く環境の変化に積極的に対応し、地域の保育課題に

柔軟に対応できるよう 3 つの履修モデルを設け、高い専門性を有した保育者の育成を

目指している。  

 

 〈12〉国際言語文化研究科 

「常葉大学大学院学生便覧」に修得すべき単位を明示している。  

教育課程は、英米言語文化専攻においては、「英米言語コミュニケーション分野」と

「英米言語分野」によって構成し、また、国際教育専攻においては、「国際理解分野」

と「教職教科分野」によって構成している。  

編成・実施方針は「常葉大学大学院 学則」の（別表－Ⅰ）「カリキュラム」及び「常

葉大学大学院国際文化研究科履修規程」において明示している。（資料 4-1-8 P.28～

29,34、資料 4-1-16） 

 

 〈13〉初等教育高度実践研究科  

「常葉大学教職大学院学生便覧」に修得すべき単位を明示している。  

教育課程は「共通科目（基礎科目）」と学校における「実習科目」、各コース（分野）

の「コース別選択科目」によって構成している。  

編成・実施方針は「常葉大学大学院 学則」の（別表－Ⅰ）「カリキュラム」及び「常

葉大学大学院初等教育高度実践研究科履修規程」において明示している。（資料 4-1-9 

P.45～46、資料 4-1-17） 

 

 〈14〉健康科学研究科  

健康栄養科学専攻では、教育目標に基づいた教育課程の編成は、開講科目について、  
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配当年次、単位数（必修、選択の別）、授業形態（資料 4-1-10 P.27～28）、履修方法（資

料 4-1-10 P.29）を学生便覧に明示している。また、履修及び研究指導のプロセスとタ

イムスケジュールについても学生便覧に明示している。（資料 4-1-10 P.30～31）さら

に研究科独自に、「修士論文作成と提出の手引き」を作成し、修士論文の作成・提出方

法について周知している。（資料 4-1-18） 

 

 〈15〉環境防災研究科  

本研究科の教育課程編成は、環境と防災の関連性や分野融合の必要性を理解するた

めの教育の基礎となる「共通科目」と、防災問題ならびに環境問題の各々の応用・展

開科目にあたる「専門科目」に大別し、「専門科目」は防災に重点を置いた「防災系科

目」と、環境に重点を置いた「環境系科目」に分類される。  

教育課程は、共通科目として、環境と防災の関連性や分野融合の必要性を理解する

ための科目、防災系科目として、災害発生時の被害の軽減に関わる危機管理や災害対

応の分析と実務に関する科目、環境系科目として、環境問題発生メカニズムの解明や

環境政策の分析・立案に資する技術と実務に関する科目で構成される。  

本研究科の学生は、これら「共通科目」、「防災に関する科目」、「環境に関する科目」 

から、それぞれの指向、進路に応じて授業を選択する。これらは、学生便覧に明示し

ている。（資料 4-1-11 P.9） 

 

（３）教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針が、大学構成員（教職員

および学生等）に周知され、社会に公表されているか。  

 〈1〉大学全体 

学部における「教育理念」「学部・学科等の目的」「学位授与方針に関する方針」及

び「教育課程の編成方針」については、大学の構成員（教職員および学生）に対し、

毎学期の初めに「学生便覧」を配布しており、教員に対しては初回の教授会や研究科

会議において周知を行い、学生に対しては入学時オリエンテーションや年度初めガイ

ダンスにおいて説明を行い、周知を図っている。  

社会に対しては、ホームページを通じて公表するとともに、大学案内においても詳

細に紹介している。 

一方大学院における「教育理念」「学位授与方針（ディプロマポリシー）」及び「教

育課程の編成・実施方針（カリキュラムポリシー）」については、学生便覧に明示して

いる。（資料 4-1-8 P.4、資料 4-1-9 P.4、資料 4-1-11 P.4） 

 

 〈2〉教育学部 

学生便覧を全教職員及び学生全員に配布している。さらに学期ごとに実施している

ガイダンス等で指導教員や専攻の教員が教育課程の編成に基づくカリキュラムの履修

方法を示している。  

 

 〈3〉外国語学部 

学生便覧を全教職員及び学生全員に配布している。さらに学期ごとに実施している
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ガイダンス等で指導教員や学科の教員が教育課程の編成に基づくカリキュラムの履修

方法を示している。社会に対しては、ホームページを通じて学生便覧が閲覧可能にな

っているだけでなく、大学案内においても詳細に紹介している。  

 

 〈4〉造形学部 

学生便覧を全教職員及び学生全員に配布をしている。さらにコース別にガイダンス

を実施するとともに、正副 2 人制の指導教員制により複数教員が履修方法等の指導に

関わることにより周知している。 

 

 〈5〉法学部 

学生便覧を全教職員及び学生全員に配布している。さらに学期ごとに実施している

ガイダンスや履修登録に際しては「履修上の注意」として指導教員をはじめ、教務課

において対応し、教育課程の編成に基づくカリキュラムの履修方法を示している。  

 

 〈6〉健康科学部 

年度当初のガイダンスにおいて当該年度の教育課程の編成・実施方針について看護

学科、静岡理学療法学科の学科長及び学部教務部会委員より説明を行うとともに、指

導教員ゼミで少人数による周知を図っている。また、後期ガイダンス及び指導教員ゼ

ミにおいて履修指導等を行っている。  

教員に対しては、毎学期のガイダンスの準備の一環として、学科会議での周知を図

っている。 

 

 〈7〉経営学部 

学生便覧を全教職員及び学生全員に配布している。さらに学期ごとに実施している

ガイダンス等で指導教員や専攻の教員が教育課程の編成に基づくカリキュラムの履修

方法を示している。また、教育目標の要点や教育課程の骨格と特徴については、常葉

大学経営学部のウェブサイトで対外的に公表している。（資料 4-1-19） 

 

 〈8〉健康プロデュース学部  

学生便覧を全教職員及び学生全員に配布している。さらに学期ごとに実施している

ガイダンスや履修登録に際して「履修上の注意」を説明し、教育課程の編成に基づく

カリキュラムの履修方法を示している。資格取得を目指す学科においては目標とする

教員免許状および資格取得に必要な履修について免許・資格種別毎にガイダンスを実

施している。その他、社会に対しては大学案内、学部パンフレット、大学ホームペー

ジを通して学科の特長、カリキュラム・授業内容、取得可能な資格等を紹介している。 

 

 〈9〉保健医療学部 

教育目標については学則第 6 条に学部・学科の目的として明記してあり、その内容

はインターネット上で閲覧可能となっている。（資料 4-1-2 P136、資料 4-1-4）年度ご

とに学生便覧を教員及び学生に配布している。さらに年度初めのガイダンス等で教務
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担当教員や指導教員が教育課程の編成に基づくカリキュラム履修方法を提示している。 

 

 〈10〉社会環境学部  

学部の目的、学位授与方針に関する方針及び教育課程の編成方針については、大学

の構成員（教職員および学生）に対し、毎学期の初めに「学生便覧」が配布されてお

り、教員は教授会において周知を行い、学生には入学時オリエンテーションや年度初

めガイダンスにおいて説明を行い、周知を図っている。  

社会に対しては、ホームページを通じて公表するとともに、大学案内においても紹

介している。社会環境学部では、これに加えて独自の「社会環境学部の教育内容に関

する補足資料」を作成し、学生募集活動の場等において広報している。  

 

 〈11〉保育学部 

学部の目的、学位授与方針に関する方針及び教育課程の編成方針については、大学

の構成員（教職員および学生）に対し、毎学期の初めに「学生便覧」が配布されてお

り、教員は教授会において周知され、学生には入学時オリエンテーションや年度初め

ガイダンスにおいて説明を行い、周知が図られている。  

社会に対しては、ホームページを通じて公表するとともに、大学案内においても紹

介している。  

 

 〈12〉国際言語文化研究科  

教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針は、大学構成員に対し、｢受

験案内｣｢学生便覧｣｢シラバス｣などを通して広報・周知され、社会に公表されている。 

 

 〈13〉初等教育高度実践研究科  

｢大学院案内｣や｢学生便覧｣、｢シラバス｣、「ホームページ」などを通して周知、公表

している。 

また、学内外で説明会を開催するとともに、静岡県教育委員会、政令市（静岡市・

浜松市）教育委員会とも連携し、教職大学院の教育目標等の周知を図っている。 

 

 〈14〉健康科学研究科  

教職員および学生に対しては、学生便覧および研究科独自に作成している「修士論

文作成と提出の手引き」の配布により周知している。また、社会に対しては、大学案

内の冊子やホームページでこれらの情報を公開している。（資料 4-1-20） 

 

 〈15〉環境防災研究科  

教育の目的、教育課程の編成方針・実施方法については、全教職員ならびに学生に

対して配布している「学生便覧」に記載され、年度当初のガイダンスにて本研究科の

目的及び理念について説明を行い周知している。また、社会への公表については、常

葉大学大学院パンフレットを通じ、公表している。（資料 4-1-11 P.4） 
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（４）教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について定期的

に検証を行っているか。 

 〈1〉大学全体 

平成 25 年度に学長のリーダーシップの下、「カリキュラム改善プロジェクトチーム」

を組織し、原則毎月 1 回「カリキュラム改善プロジェクト会議」を開催するともに、

各学科より選出された「教育コーディネーター」を中心に、学位授与方針および教育

課程の編成方針の確認、見直しに取り組んでいる。具体的には、専門家による研修会

の実施、カリキュラムマップ、自己チェックシートの作成、常葉大学改革フォーラム

の開催などを教職員が協働で行っている。なお、常葉大学改革フォーラムについては

外部にも案内し公開している。（資料 4-1-21、資料 4-1-22、資料 4-1-23） 

 

 〈2〉教育学部 

学部長、課程長・学科長及び教育コーディネーターが中心となり、教員養成カリキ

ュラム委員会等と連携を取りながら、各学科単位で随時、改善・改革を検討している。 

現在、各課程・学科の教育コーディネーターが中心となってカリキュラムマップを

作成し、教育課程の改善案を提案している。 

 

 〈3〉外国語学部 

外国語学部では、新入生全員を対象に G-TELP（以前は TOEIC Bridge）を 4 月ガ

イダンス時に実施するとともに、外国語学部 1～3 年生を対象に年 2 回 TOEIC を実施

し、入学生･在学生の英語基礎学力を確認し、教育課程の編成・実施方針を検証して

いる。その結果として、学部共通科目として、英語基礎力の到達度の低い学生向けに

「フレッシュマンイングリッシュ」と言う科目を設置し、また、「TOEIC450」、

「TOEIC550」、「TOEIC650｣、「TOEIC750」及び「TOEFL」等の科目に履修ガイド

を設け、適切なレベルに合った教育を行っている。  

さらに、英米語学科においては、G-TELP（以前は TOEIC Bridge）に基づき入学

時に英語基礎科目において到達度別クラス編成とし、2 年次以降については、年 2 回

実施の TOEIC および大学の成績（GPA）に基づき到達度別にクラスを編成し、適切

な指導を行っている。  

 

 〈4〉造形学部 

造形学部は、平成 14 年 4 月の開設であり、10 余年間の社会の変化と美術・デザイ

ンを取り巻く環境とニーズの変化などに対応していくために、開設当初の教育課程の

編成から 2 回のカリキュラム改訂を行っている。  

高度の専門性の習得を目指し、履修コース制の導入という教育課程の編成・実施方

針の全面的な見直しを行った。さらに早期の専門性導入のため 1 年次後期の編成に手

を加えるとともに、近年高まりを見せる「クール・ジャパン」文化のニーズとデジタ

ルメディア表現への対応のため、「デジタルデザイン表現科目」を編成した。アート表

現の多面性、多様性に柔軟な対応とデジタルメディア表現への対応を図るために、平

成 23 年度入学生から履修コースの再編成を実施した。  
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また、「環境デザイン科目」について建築士法、「博物館関連科目」については学芸

員資格の改正に伴う科目編成を行った。  

 

 〈5〉法学部 

法学部は、平成 25 年度に設置されたものであり、今回がはじめての自己点検・評

価である。更に全学的なカリキュラム検討が行われる「カリキュラム改善プロジェク

トチーム」が発足し、法学部においても、現状のディプロマポリシー及びカリキュラ

ムポリシーに適合するようにカリキュラムが組み立てられているか、整合性の点検評

価を行っている。  

 

 〈6〉健康科学部 

本学部においては、全学的な「カリキュラム改善プロジェクトチーム」のメンバー

である各学科の「教育コーディネーター」を中心に学科内ワーキンググループを編成

し、定期的に教育課程の編成・実施方針の適切性等について検討し、その内容を各学

科会議で協議している。本学部は平成 25 年度新設の学年進行中の学部であるが、現

行カリキュラムの適切性を定期的に検証することで、完成年度以降のカリキュラム改

正の準備を整えている。 

 

 〈7〉経営学部 

平成 25 年度 9 月に検証委員会の設立が教授会で承認され、10 月に委員会のメンバ

ーが決定した。他方で、平成 25 年度から始められた全学的なカリキュラム改善の取

り組みの中で、経営学部も学位授与方針と教育課程の編成方針について点検を進めて

おり、教育コーディネーターを中心に、その作業が行われている。（資料 4-1-24） 

 

 〈8〉健康プロデュース学部  

教務委員会による検討会や教員養成カリキュラム委員会との連携により、各学科の

教育課程の編成・実施方針の検証が定期的に行われている。各年度の教育方法・方針

の適切性についてさまざまな検討を行い、新たな研修・検討手法が提示され、これを

もとに各学科においても学科長と教育コーディネーターがカリキュラムマップを作成

するなど教育課程を見直し、改善案の検討を進めている。  

 

 〈9〉保健医療学部 

保健医療学部は開設から 2 年を経過したものの、教育課程は進行途中である。この

ため、本格的な検証は完成年度を迎えた時点で開始されることになる。現在は全学的

な「カリキュラム改善プロジェクト」の下、教育コーディネーターを中心にカリキュ

ラムマップ作成等を通じて、教育課程の適切性の検討を行っている。  

 

 〈10〉社会環境学部 

全学的な「カリキュラム改善プロジェクト」の下、社会環境学部においても「教育

コーディネーター」を中心に、学位授与方針および教育課程の編成方針について全教
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員が参加し改善に取り組んでいる。具体的には、専門家による研修会、教育フォーラ

ムへの参加、及びそこで得た知識を基に、学部のカリキュラムマップ、各科目の適合

性に関するチェックリストの作成・点検等を行っている。  

 

 〈11〉保育学部 

全学的な「カリキュラム改善プロジェクト」の下、保育学部では教育コーディネー

ターを中心に、学位授与方針および教育課程の編成方針について全教員が参加し改善

に取り組んでいる。具体的には、専門家による研修会、教育フォーラムへの参加、及

びそこで得た知識を基に、学部のカリキュラムマップ、各科目の適合性に関するチェ

ックリストの作成・点検等を行っている。  

 

 〈12〉国際言語文化研究科  

教員組織に示した各種委員会、および月例の大学院研究科会議においてその都度検

証している。先にも述べたように人生経験豊かな現職教員が半数以上を占めた院生た

ちの眼が何よりの検証になってきたと言える。信頼関係の中で目的・ニーズと教員・

授業科目との適合性が図られるという側面がある。上記の会議にもしばしば院生から

の提案が取り上げられている。  

前回の認証評価の指摘に従い、既に内規として存在していた学位論文審査基準を明

文化した。 

 

 〈13〉初等教育高度実践研究科  

教職大学院独自の教務委員会・カリキュラム委員会を中心に定期的に検討会議を開

催し見直しを行っている。また時代の要請を受け、常に教職大学院に相応しい教育課

程にすべく静岡県教育委員会、政令市（静岡市・浜松市）教育委員会の意見等も考慮

に入れた適切性・先導性について検討を行っている。 

 

 〈14〉健康科学研究科  

健康栄養科学専攻は、現在までに、当専攻の適切性について定期的には検証してい

ない。今後、学生アンケ－トや社会的大学院需要の方向を知り、中長期的将来構想を

明確にし、教育目的・目標に反映させるためにも、定期的な検証が必要である。  

臨床心理学専攻の教育課程の編成・実施方針の適切性に関しては、公益財団法人日

本臨床心理士資格認定協会の視察が 5 年毎にあり定期的な検証が行われている。その

審査回答に沿って平成 27 年度からの教育課程の一部変更（新規科目開設）を申請準

備中である。他の事項については今後定期的に検証することが必要である。  

 

 〈15〉環境防災研究科  

環境防災研究科特有の事項として、環境問題や防災問題に対する社会的ニーズの変

化に対応することが常に求められており、研究科会議においてカリキュラム全体の見

直しならびに、環境系ならびに防災系の各コースにおいて、各々専門的な科目の検討

を実施しており、今後は教務委員会を中心に定期的に検討し見直しを行っていくこと
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にしている。 

 

２．点検・評価 

  ①効果が上がっている事項  

「学位授与方針（ディプロマポリシー）」及び「教育課程の編成・実施方針（カリキ

ュラムポリシー）」については、到達すべき学修内容や水準が平成 24 年度までは不明

確であった。そこで、平成 25 年度の大学統合を機に全学的な「学位授与方針（ディ

プロマポリシー）」及び「教育課程の編成・実施方針（カリキュラムポリシー）」の策

定に取り組み、ホームページに掲載し、教職員・学生はもとより、受験生を含む社会

一般に周知・公表した。 

 

  ②改善すべき事項  

   大学全体のディプロマポリシー及びカリキュラムポリシーについては、ホームペー

ジに掲載し、教職員・学生はもとより、受験生を含む社会一般に周知・公表している

ものの、各学部・学科のディプロマポリシー及びカリキュラムポリシーについては、

公表がされていない。 

 

３．将来に向けた発展方策 

  ①効果が上がっている事項  

平成 25 年度に「カリキュラム改善プロジェクト」を設置するとともに、各学科に

教育コーディネーターを配置し、「教育の質保障を目指したカリキュラムの改善への取

組について（平成 26 年 1 月 27 日部長会決定）」の取組方針に基づき、学部・学科の

ディプロマポリシー及びカリキュラムポリシーについて再確認をしている、平成 27

年度にはホームページへの掲載等により公表し、周知する予定である。 

 

  ②改善すべき事項  

   全ての学部・学科において目標及び方針が適切であるかの検証を定期的に行う必要

があり、そのためには、具体的な仕組みづくりが重要である。カリキュラム改善プロ

ジェクトでの活動を中心に定期的な検証の継続を促していく。  

 

４．根拠資料 

4-1-1 平成 26 年度 常葉大学 学生便覧 静岡キャンパス（既出 資料 1-3） 

4-1-2 平成 26 年度 常葉大学 学生便覧 浜松キャンパス（既出 資料 1-19） 

4-1-3 平成 26 年度 常葉大学 学生便覧 富士キャンパス  

4-1-4 常葉大学公式サイト 学生便覧について 

http://www.tokoha-u.ac.jp/university/disclosure/regulations/index.html  

4-1-5 常葉大学公式サイト 建学の精神 

http://www.tokoha-u.ac.jp/university/spirit/index.html 

4-1-6 常葉大学公式サイト 教育理念 

http://www.tokoha-u.ac.jp/university/philosophy/index.html 
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4-1-7 常葉大学公式サイト 3 つのポリシー（アドミッションポリシー、カリキュラムポ

リシー、ディプロマポリシー）  

http://www.tokoha-u.ac.jp/university/policy/index.html 

4-1-8 平成 26 年度 常葉大学大学院 学生便覧（国際言語文化研究科）  

4-1-9 平成 26 年度 常葉大学教職大学院 学生便覧（初等教育高度実践研究科） 

4-1-10 平成26年度 常葉大学大学院 学生便覧（健康科学研究科） 

4-1-11 平成26年度 常葉大学大学院 学生便覧（環境防災研究科）  

4-1-12 常葉大学・大学院学位規程 

4-1-13 常葉大学大学院環境防災研究科履修規程 

4-1-14 TOKOHA UNIVERSITY 2015 学部魅力 BOOK（既出 資料 1-5） 

4-1-15 常葉大学公式サイト 経営学部 学部の特長  

http://www.tokoha-u.ac.jp/department/management/strong-point/index.html 

4-1-16 常葉大学大学院国際言語文化研究科履修規程  

4-1-17 常葉大学大学院初等教育高度実践研究科履修規程  

4-1-18 常葉大学大学院健康科学研究科平成26年度修士論文作成と提出の手引き  

4-1-19 常葉大学公式サイト 経営学部 カリキュラム・授業内容  

http://www.tokoha-u.ac.jp/department/management/curriculum/index.html  

4-1-20 常葉大学公式サイト 健康科学研究科 健康栄養科学専攻  

http://www.tokoha-u.ac.jp/department/graduate/health/nutritional/index.html 

4-1-21 教育の質保証を目指したカリキュラムの改善への取組みについて 

4-1-22 カリキュラム改善プロジェクトの実績  

4-1-23 教職員夏期研修会「カリキュラム改善につながる自己チェック」  

4-1-24 経営学部経営学科カリキュラムマップ（既出 資料 1-32） 
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教育課程・教育内容 

 

１．現状の説明 

（１）教育課程の編成・実施方針に基づき、授業科目を適切に開設し、教育課程を体系的

に編成しているか。  

 〈1〉大学全体 

各年度における授業科目の開設については、全学的な「教育課程の編成方針（カリ

キュラムポリシー）」に基づき、前年度の各学科会議等において学生数の変動、過年度

の履修登録状況、授業の実施状況などを考慮し、開講クラス数等を決めている。  

また、学生便覧等において科目区分・構成、配当年次等体系的なカリキュラムを明

示している。（資料 4-2-1、資料 4-2-2） 

 

 〈2〉教育学部 

   ①初等教育課程  

授業科目は、「教養教育科目」、「課程共通科目」、「教科又は教職に関する科目」「教

職に関する科目」「特別支援教育に関する科目」からなっている。  

教養教育科目の中にある「人間力セミナー」は 1 年生全員に必修として課してお

り、大学生として基礎的な読み書きの能力やコミュニケーション能力を養うものと

して専任教員がほぼ全員担当し、1 クラス 6～8 名程度の少人数クラスで実施してい

る。 

同じく教養教育科目群の中にある「総合教養」は、「創立記念日」、「之山忌（創立

者の命日）」、その他、全学的な行事への出席などが求められ、本学の建学の精神の

理解を一層深める機会となるとともに全学的な行事や活動に理解を求める機会とな

っている。  

課程共通科目は「教科に関する科目」と「実践科目」から構成されている。その

中の「特別研究」は、3 年次後期から 4 年次まで担当教員が一貫して指導している。  

専攻科目は、国語、社会、数学、理科、音楽の各専攻に分かれ、各教科の専門的

な授業科目を配当している。さらに、教科又は教職に関する科目は「ボランティア

論」や司書教諭関係科目、「野外教育活動」「海外教育観察実習」など、各専攻に共

通する教員として必要な基本的なことを学ぶ授業を開設している。  

 

②生涯学習学科  

教養教育科目は、初等教育課程と同様である。学科共通科目では、生涯学習、図

書館学、博物館学、社会教育実習など、生涯学習教育を学ぶのに基本的な授業科目

が開設されている。  

専攻科目は「生涯学習専攻科目」と「生涯スポーツ専攻科目」の 2 専攻に分かれ

ており、それぞれの専攻の特色に合わせた、講義・演習・実習等の授業が開講され、

実践的に役立つ内容にも配慮している。  
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③心理教育学科  

教養教育科目は、他の学科同様である。学科共通科目として心理学、臨床心理学

などを開設している。  

専攻科目は「教育カウンセリング専攻科目」と「心理発達専攻科目」の 2 専攻に

分かれており、それぞれの専攻の特色に合わせた、講義・演習・実習等の授業が開

講され、専門的な知識や実践的に役立つ内容にも配慮している。  

 

 〈3〉外国語学部 

①英米語学科 

授業科目は、「全学共通科目」、「学部共通科目」、「専攻科目」、「教職に関する科目」

からなる。  

全学共通科目は、初等教育課程と同様で、学部共通科目は「海外留学」、「TOEIC」、

「資格スペイン語」など外国語を学ぶのに基礎的な科目群を配置している。  

英米語学科の専攻科目は「英語学」、「英米文学」、「英語コミュニケーション」の

区分がある。英語学から英米文学まで幅広く学ぶとともに、留学も奨励しているた

め「英語コミュニケーション」の多くを外国人の教員が授業を担当することで基礎

的な知識の定着を図るとともに実践的な教育を行なっている。  

1 年次の基礎英語科目に加え、「アメリカ基礎知識」を設置し、2 年次に「英語音

声学」、「言語習得論」、「イギリス文学史」、「児童文学概論」、「イギリス史」、「英米

映像文化論」等を配し、3 年次以降のより専門的な科目「英語学概論」、「英語教育

工学入門」、「アメリカ文学史」、「アメリカ史」、「イギリス文化論」、「アメリカ文化

論」などの授業科目及び特別研究（卒業論文作成）につながるようにしている。  

 

②グローバルコミュニケーション学科  

授業科目は「全学共通科目」、「学部共通科目」、「専攻科目」からなる。  

専攻科目としては、「国際英語専攻」、「スペイン・ラテンアメリカ専攻科目」、「日

本語教育専攻科目」がある。  

さらに、学部共通科目については、「国際関係論」「日本文化論」なども設置し、

国際的な文化理解も図っている。また、「検定英語」、「検定スペイン語」、「検定日本

語教育能力」に加え、WBT（Web Based Training I,II）の授業も開設し、学生の自

学自習を促進している。また、外国語学部の各学科の基礎語学科目については、例

えば「オーラルコミュニケーション I,II,III」のように、学年進行に従いより高度な

力を付けられるよう科目を配置している。 

 

 〈4〉造形学部 

  授業科目は、「全学共通科目」、「学部共通科目」、「専攻科目」、「教職に関する科目」、  

「博物館関連科目」からなる。  

学部共通科目は、1 年次から 4 年次まで広く配置し、後述の専攻科目の専門分野の

一方で、学部として共通の知識と技能を身につけることとしている。  

「卒業制作」の 8 単位のみが必修で、ほかに選択科目計 46 単位が開設されている。  
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専攻科目は「造形理論科目」、「共通表現基礎科目」、「アート表現科目」、「ビジュア

ルデザイン科目」、「デジタル表現デザイン科目」、「環境デザイン科目」からなり、計

8 単位の選択必修と、合計 168 単位の選択科目が開設されている。  

教職に関する科目は、中学校教諭一種免許状「美術」、高等学校教諭一種免許状「美

術」「工芸」の教員免許状取得希望者が受講する科目であり、学部共通科目、専攻科目

の中からそれぞれ適した科目を指定している。  

博物館関連科目は、主として学芸員資格取得希望者が受講する科目であり、学部共

通科目、専攻科目の中から学芸員としての専門的な知識を深める上で有効な関連科目

を示し、履修を推奨している。  

 

 〈5〉法学部 

授業科目は、「教養教育科目（全学共通）」、「専門基礎科目」、「専門科目」からなっ  

ている。 

これらの中で教養教育科目は、社会人として共通に求められる確かな基礎学力と豊

かな人間性の養成を目的として、自然、人文、社会科学などいわゆる一般教養科目か

らなっている。「人間力セミナー」は、全学共通の必修科目で、大学生として基礎的な

読み書きの能力やコミュニケーション能力を養うものとして専任教員全員が担当して

実施している。  

専門基礎科目は、基礎的な法律知識とリーガルマインドを身につけ、地域社会の諸

課題を調査・分析するうえで必要な基礎基本となる科目から構成されている。実定法

の基幹科目及び公共政策の基幹科目を中心として、「法学・政策学基礎演習 I」及び「法

学・政策学基礎演習 II」において、少人数ゼミにおいて、基礎的な知見を生かすため

の、発言、討論、レポートなどの学習スキルの向上をはかっている。  

専門科目は、様々な社会問題を法的に処理・解決できる能力を養成する法律科目（主

として「法律総合コース」のカリキュラム）と地方の諸課題を調査・分析し、政策を

立案・決定・実現できる能力を養成する地域法政策科目（主として「公共政策コース」

のカリキュラム）から構成されている。（資料 4-2-3 P.14～17） 

 

 〈6〉健康科学部 

   本学部の授業科目は、「教養教育科目」、「専門基礎科目」、「専門科目」に大別される。  

教養教育科目のうち全学共通科目は、常葉大学の教育理念を全学的に教育課程に反

映させたものであり、本学部共通の「教養教育科目」には、「医療と倫理」、「人間関係

論」、「社会福祉学」、「医療英語」等、医療に関連する科目を設けている。「教養教育科

目」の多くは選択科目で、教育課程の編成方針に基づいて開講されている。  

専門基礎科目の学部共通科目は、両学科の連携をテーマに、将来、保健医療福祉の

分野で働く看護師、理学療法士として、その基盤となる人間や社会に対する理解を深

め、医療専門職に共通の専門基礎となる科目として「医療概論」、「栄養代謝学」、「薬

理学」、「臨床心理学」「病態学」、「病態治療学」、「人間発達学」等を設けている。  

専門科目の学部共通科目は、地域住民の健康の維持や推進に関与する両学科の特徴

を活かして、「健康増進論」、「チーム連携セミナー」、「看護・理学合同実習」を開設し
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た。 

看護学科においては、専門基礎科目及び専門科目は、「保健師助産師看護師学校養成

所指定規則」に準拠し、「基礎看護学」「実践看護学」「看護学臨地実習」「統合科目」

の 4 区分に「学部共通」を加えた 5 区分とし、看護学の基礎から実践に、また臨床に

おける実践から統合へと系統的に学習を深めることができるように科目を配置してい

る。 

静岡理学療法学科においては、「理学療法士養成所指定規則」に準拠し、専門科目で

は臨床に則した科目を設け、臨床理学療法を重視した教育課程を構成するとともに、

在宅などの地域医療を主眼とした科目として、「基礎理学療法学」「理学療法評価学」

「理学療法治療学」「地域理学療法学」「臨床実習」「専門演習」を配置している。 

専門基礎科目及び専門科目は、看護学科、静岡理学療法学科ともその殆どが必修科

目として適切に開講されている。また、看護学科における演習科目の多くは 1 学年 2

クラス編成で開講しており、静岡理学療法学科における専門基礎科目及び専門科目の

多くは「1 クラス 2 教員共同科目構成」で実施している。  

 

 〈7〉経営学部 

  教育課程においては、教養教育科目はその多くを 1 年次に開講し、一部のみを 2 年

次に設けている。専門教育科目は専門基礎科目 7 科目のうち 4 科目を 1 年次に、3 科

目を 2 年次に開講し、経営学・会計学・経営情報学の基礎を早期に修得させるように

している。4 分野の専門科目はその学修の望ましい順序に配慮しながら、1 年次後期

から 4 年次にかけて開講する。  

ゼミナールは、1 年次の人間力セミナーを隔週開講することとの関連から、その間

に隔週で教養演習Ⅰを開講し、2 年次から半期ごとに教養演習Ⅱ、専門基礎演習、3

年次では専門演習Ⅰ・Ⅱ、4 年次では卒業研究Ⅰ・Ⅱが開かれ、学部生全員がいつも

ゼミに所属し、学年が上がるにつれて専門性が高い少人数教育を受ける体制をとって

いる。（資料 4-2-4） 

今述べた順次性のある専門科目の体系的配置は教育課程表でも明示されているが、

その体系的配置を視覚的にわかりやすい形で表現したものが、カリキュラム改善の取

り組みの中で作成されたカリキュラムマップである。（資料 4-2-5） 

授業科目は別表Ⅰの配当年次に従って開講されている。  

 

 〈8〉健康プロデュース学部  

  学部共通科目として必修 4 科目と教養文化領域・スポーツ領域、コミュニケーショ

ン領域 25 科目を設け、さらに各学科に必要な専門科目を開設している。  

健康栄養学科における専門教育は「専門基礎分野」「専門分野」「関連科目」から成

る。こども健康学科における専門教育は「基礎理論系科目」「基礎演習系科目」「応用

理論系科目」「教育内容・方法論系科目」「応用演習系科目」「専門演習系科目」「総合

表現活動演習系科目」「実習系科目」「社会体験実習」から成る。心身マネジメント学

科における専門教育は身体・心理・社会領域で構成する「基幹科目」と「発展科目」

および「専門科目」から成る。健康鍼灸学科における専門教育は「健康運動学」「基礎
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医学」「鍼灸学」「専門演習」から成る。健康柔道整復学科における専門教育は「専門

基礎科目」「専門教育科目」から成る。  

 

 〈9〉保健医療学部 

「教養教育科目」は主に 1 年次に開講している。「専門基礎科目」については、「基

礎医学」に関する授業科目を主に 1 年次に、「専門医学」に関する授業科目を 2 年次

に開講することとした。保健医療学部の中核となる「専門教育科目」については、「基

礎理学療法・作業療法学」「理学療法・作業療法評価学」「理学療法・作業療法治療学」

「理学療法・作業療法研究」に細分化し、1 年次から 4 年次にかけて順次開講するこ

ととした。また、それぞれの年次に適した臨床実習を配置した。このように、保健医

療学部の教育課程は、4 年間の学びが基礎から専門へ順次移行するよう体系づけられ

ている。 

 

 〈10〉社会環境学部  

「教養教育科目」は常葉大学の教育理念を具現化させるための全学統一的な「全学

共通科目」と富士キャンパスの有する特色と資源を踏まえて構成された「学部共通科

目」から構成される。「全学共通科目」は、基礎・リテラシーに関する科目、基礎教養

系（人文科学系、社会科学系、自然科学系）、外国語系、スポーツ系、情報系、キャリ

ア形成に関する科目から構成される。「学部共通科目」は、基礎・リテラシーに関する

科目、外国語系、情報系、キャリア形成に関する科目から構成される。  

「専門教育科目」は、「環境」および「防災」の両分野の基礎理論・知識、歴史的理

解、基礎的技術等を修得するために必要な「専門基礎科目」と、社会環境学部を構成

する 3 コースの学びの目的に沿った専門知識・技術を修得するために必要な「コース

専門科目」（「環境・地域社会コース」科目、「環境・自然再生コース」科目、「社会・

安全コース」科目）、および社会環境学部における教養教育科目、専門教育科目の学修

結果を踏まえ、これらの知識を統合し、良識ある社会人となるために開設された「総

合科目」から構成されている。  

学生は、学問的関心や将来の進路希望などに応じて、1 年次終了時にコースを選択

し、所属したコースの専門科目区分の中から、コース毎の「育成する人材像」に基づ

き設定されたコース毎の基幹科目をコース別必修科目として履修した上で、当該コー

ス専門科目より決められた単位数以上の単位を修得することが卒業要件となる。  

 

 〈11〉保育学部 

  保育学部では創設時から平成 21 年度まで、授業科目を「基礎教養科目」と「専門

科目」に区分していたが、平成 22 年度入学者を対象とする教育課程からは、「リテラ

シー科目」を設けるためにその授業科目を「専門科目以外の科目」とした。 

平成 22 年度入学者用の教育課程でみると、保育学部の「専門科目以外の科目」は、

「リテラシー科目」、「基礎教養科目」、「外国語科目」、「スポーツ科目」、「情報処理科

目」に区分され、主として 1・2 年次に配置されている。これら 5 つの領域をバラン

ス良く学修させることによって、保育現場から 4 年制大学保育者養成校に期待されて
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いる「教養を備えた保育者」となるための基礎を築くようにしている。  

「専門科目」は、専門基礎課程、専門応用課程、専門関連課程、その他科目群の 4

つの系列から成っている。このうち、専門基礎課程及び専門応用課程は、保育士養成

課程の「告知科目」の基準に則り科目を配置していたが、学部内の将来展望プロジェ

クトで学部の目的と履修モデルコースの一部見直しの検討を行い、カリキュラムの変

更を行った。この新教育課程は平成 23 年度より実施されている。 

 

〈12〉国際言語文化研究科  

教育課程の編成については、「常葉大学大学院 学則」の第 11 条「授業科目及び単

位数」及び第 12 条「履修の方法及び履修科目登録の上限」において明示している。

さらに、指導教員がコースワークとリサーチワークのバランスについて履修登録の段

階で個別に指導している。  

前項で述べた教育目標を達成するために、本研究科では両専攻において以下の授業

科目を設定している。（各科目とも実習・実地研究を除き通年 4 単位） 

 

・英米言語文化専攻 

 

（英米言語コミュニケーション分野） 

プログレッシブコミュニケーション研究･パブリックスピーキング研究･コミュニカテ

ィブライティング研究･ビジネスコミュニケーション研究･英語オーラルコミュニケー

ション研究･日英表現法研究･通訳法研究･翻訳法研究 

（英米文化分野） 

イギリス文化研究･アメリカ文化研究･英米文学研究･日本文化研究･英語教育学研究･

英語教育工学研究･国際交流研究･異文化コミュニケーション研究･英語教材研究 

 

・国際教育専攻 

 

（国際理解分野） 

国際関係論･東洋思想特論･日本文化特論･西洋文化特論･国際理解教育･比較教育学･

日本語教育特論･ブラジル語研究･グローバルデザイン研究･造形教育研究･芸術文化

研究･海外教育観察実習 

（教職教科分野） 

教育原理研究･発達心理学研究･教育心理学研究・生涯学習学研究･国語科教育法研究･

社会科教育法研究･数学科教育法研究･理科教育法研究･小学校英語コミュニケーショ

ン研究･小学校英語教育研究･臨床心理学研究･コンピュータ教育研究･観察実地研究 

 

修了の条件は両専攻とも、｢30 単位以上を修得し、かつ修士論文を提出し審査及び

試験に合格すること｣とし、「履修規程」（学生便覧）に明示している。 

なお、本研究科独自の設置科目としての｢海外教育観察実習｣では、欧米の国々とア
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ジア・太平洋の国々を一年置きに交互に、約 10 日の日程で訪れ、現地の小・中学校

及び日本人学校等の見学を中心にカリキュラム構成している。  

また、｢観察実地研究｣では静岡県内の外国人児童・生徒が多数在籍している小・中

学校を選定し、年間 3 回、授業等を観察参加している。  

 

 〈13〉初等教育高度実践研究科  

教職大学院における教育課程は、すべての学生が共通に履修する「共通科目（基礎

科目）」と、「実習科目」、各コース（分野）の「コース別科目」によって構成されてい

る。特に、現職教員学生と学部新卒学生が混在するグループでの討議を中心とする事

例研究（模擬授業等を含む）をそれぞれの科目の授業の展開の中心に位置付け、理論

と実践の融合を図りながら、より高度な実践的指導力の育成を図っている。  

教育課程の編成・実施方針は「常葉大学教職大学院 学生便覧」「学則」の（別表－

Ⅰ）「カリキュラム」及び「常葉大学大学院初等教育高度実践研究科履修規程」におい

て明示している。さらに、シラバスの中で説明するとともに指導教員がコースワーク

とリサーチワークのバランスについて履修登録の段階で個別に指導している。（資料

4-2-6 P.45～46、資料 4-2-7） 

なお、「共通科目（基礎科目）」、「実習科目」、「コース別科目」の体系を「コース別

履修モデル」として「常葉大学教職大学院 学生便覧」に明示しており、学びへの道

案内が具体化されており、院生の学びを充実させる上で重要なモデルとなっている。

（資料 4-2-6 P.8） 

 

 〈14〉健康科学研究科  

健康栄養科学専攻の教育課程は、教育・研究の目的・目標に基づき体系的に編成さ

れている。その内容は実験科学や臨床疫学をベースにした教育研究により高度な専門

的知識と実践力を備えた人材育成に重点を置いた教育課程である。その編成は、基礎

健康栄養科学領域と実践健康科学領域の 2 領域を設け、①医療や介護分野の栄養管理

に関する教育研究に重点、②地域の健康づくり分野での栄養管理に貢献する教育に重

点を置く。その教育方法は特論講義（24 単位）、演習・実習（3 単位）、および両領域

に関連したテ－マにつき特別研究と特別演習（修士論文に集約）10 単位のうちから、

合計 30 単位以上を修得するよう整備している。  

臨床心理学専攻では、臨床心理学の基礎的かつ専門領域の知識・実践を学ぶ科目（基

礎領域科目）と専門性の高い科目および関連領域にかかわる科目（専門領域科目）、特

別研究に分け授業科目を開設している。さらに基礎領域科目を理論系科目、実践系科

目にわけ、専門領域科目を専門理論科目、専門実践科目、関連領域科目に分けること

で各々の領域に教育・研究目的に必要な科目を開設している。また一年次から基礎領

域科目及び専門領域科目の両方を設定することで専門分野に関する知識及び研究を遂

行するための効率を上げている。これらのように当専攻では授業科目を適切に解説し、

教育課程を体系的に編成している。  
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 〈15〉環境防災研究科  

本研究科は「環境」と「防災」を独立した学問分野としてとらえるのではなく、双

方の関連性を重視した分野融合的な観点から、「環境問題」と、「防災問題」を解明す

る能力の育成を目的としている。このため教育課程においては、環境と防災の関連性

や分野融合の必要性を理解するための教育の基礎となる「共通科目」と、防災問題な

らびに環境問題の各々の応用・展開科目にあたる「専門科目」に大別し、「専門科目」

は防災に重点を置いた「防災系科目」と、環境に重点を置いた「環境系科目」に分類

している。全学生に「共通科目」の中から 3 科目以上させ、環境系・防災系各々のコ

ースの学生は専門科目群から 5 科目以上を履修するように指導している。更に、他学

部の卒業生や社会人入学生などには「共通科目」の履修指導や必要に応じて基礎学部

の授業を聴講させるなどきめ細かい指導を行っており、教育目的に沿った授業科目を

適切に設置している。  

 

（２）教育課程の編成・実施方針に基づき、各課程に相応しい教育内容を提供しているか。  

 〈1〉大学全体 

平成 26 年度教職員夏期研修会において、全教員が「自己チェックシート」（資料

4-2-8）により、担当する授業科目のシラバスに記載している「授業の目的及び授業の

概要」「授業の到達目標」が「教育課程の編成方針」に基づき記載されているか、「授

業の到達目標」が「学位授与に関する方針」に対応しているか等を確認させる研修を

行った。この研修を契機に、各学科が各教育課程に相応しい教育内容を提供できてい

るかを改めて確認している。 

 

 〈2〉教育学部 

教育学部の各教育課程に沿った教育内容を提供している。  

初等教育課程は、学校教育に関連する教育・研究の充実発展をめざし、学校教育の

基礎を担う小学校教員の養成を、生涯学習学科は、生涯学習に関連する教育・研究の

充実・発展をめざし、生涯学習ないし社会教育の分野の活動に従事する能力を持った

専門家の養成を、心理教育学科は、心理学に関連する教育・研究の充実発展をめざし、

複雑でデリケ－トなこころの領域の科学的な学習、分析力と臨床的な実践力を兼ね備

えた人材の育成を、それぞれ理念・目的としている。  

上述した人材養成の目的を達成するため、教養教育科目においては、広く知識・教

養を身につけさせさせ、知的・道徳的及び応用的能力を育てるとともに、課程・学科

共通科目や専攻科目等においては深い専門の学芸の探求と併せて豊かな人間性の涵養

に努めるものである。  

 

 〈3〉外国語学部 

外国学部の各教育課程に沿った教育内容を提供している。具体的には、①外国語学

部共通科目において、英語能力において到達度の異なる入学者に対応するため、ガイ

ダンス時に TOEIC Bridge を実施し、その成績により、適切なレベルの科目を履修す

るよう指導し、高等学校における英語教育との連続性を考慮している。②英米語学科
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にあっては、前述のように英語基礎科目を 4 つの到達度別クラス編成とし、多様な入

学者が大学の教育へと滑らかに移行できるよう配慮している。2 年次以降も同様なク

ラス編成とし、より適切な難易度の授業を履修し英語力の向上が可能となるよう指導

している。また、より高度な英語力を養成するための、AEP（Advanced English 

Program）も設置している。③英米語学科にあっては、2 年次以降「国際教養」、「英

米言語文化」、「英語教育」、「児童英語教育」の 4 つの緩やかなコース制を設け、各コ

ースに相応しい専門科目を設置している。学生には各コースで履修すべき科目を「学

生便覧」で周知し、また、ガイダンス等で指導している。  

外国語学部の学生にとって、学習している言語を実際に当該国において実地に体験

することは貴重な体験になる。従来、海外の 10 大学と、留学や語学研修先を提携し

てきたが、平成 24 年度以降新たな提携先を開拓した。特に、グローバルコミュニケ

ーション学科で韓国語、中国語の履修に力を入れていることもあり、韓国、台湾の大

学と提携し、新たに語学研修を開始した。また、英語圏、スペイン語圏の大学おいて

も提携の条件を見直し、新たな提携大学へ学生を送る準備が整いつつあり、そのいく

つかの大学への学生の派遣が実現している。  

 

 〈4〉造形学部 

  造形学部の目的・理念に沿った教育内容を提供している。  

「学部共通科目」では、各分野の基礎的事項を、コースを越えて受講できる講義科

目と、いくつかの特徴的な演習、実習科目から構成されている。講義科目には「色彩

学」「福祉環境論」等の資格取得（色彩検定、福祉住環境コーディネーター）を見据え

た科目も用意している。 

「演習、実習科目」では、陶芸、テキスタル、彫金などの実技を体験する「工芸」、

学外の諸団体等と連携して社会的に即応性のあるプログラムを編成する「ワークショ

ップ」、教員が企画しヨーロッパやアジア諸国等で実地研修を行う「海外美術研修」、

同様に国内の古美術を巡る「古美術巡検」、3 年次に企業での職場体験や工房での実地

体験を行う「専門実習」等の科目を配している。いずれも通常の授業では得難い体験、

経験を重視した科目である。  

「専攻科目」では、1 年次前期に「共通表現基礎科目」で実技における導入的指導

を行っている。近年、多様な選抜方法で入学してくる新入生が、一定水準の知識と技

法を身につけ、後期からの専門課程に望むためである。1 年次後期から 2・3 年次にか

けて展開するコース別の科目群では、それぞれの社会的ニーズに応じた教育内容とし

ている。すなわち、「アート表現科目」では、アトリエと工房を最大限に利用したアー

ト分野の作家養成とともに、作品制作を通した達成感や充実感の涵養を大切にしてい

る。「ビジュアルデザイン科目」では、デザイン事務所、印刷会社等での実務に即応で

きる技術の習得とともに、営業や販売につながる社会的ルールやプレゼンテーション

能力の向上に傾注している。「デジタル表現デザイン科目」では、デザインのコンテン

ツをデジタル機器の活用により表現へと展開させ、オリジナリティを重視した、新た

な美的要素の構築を図ることを大切にしている。「環境デザイン科目」では、立体物を

制作するものづくりの立場から制作を行い、あわせて建築士資格取得に対応した（卒
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業後 1 年の実務経験で 2 級および木造建築士試験受験可能）科目を編成している。  

4 つのコースそれぞれの教育内容であるが、いずれも作品制作を通した発想と構想、

技術の習得を目指した内容であることは共通している。  

 

 〈5〉法学部 

  概ね法学部の教育理念・教育目的に沿った教育内容を提供している。 

   「教養教育科目」については、人文、社会、自然の各分野にわたり必要な科目が開

設されているほか、特に、英語、情報処理及びキャリア開発に重点をおいた科目構成

となっている点で、基礎学力及び人間性の養成に適合する必要最低限の科目を設置し

ている。 

「専門科目基礎科目」について、教育理念・目的のうち、基礎的な法律知識の修得

及びリーガルマインドの養成については、主要な実定法領域が必修科目とされ、先端

的な法分野や基礎法分野についても選択科目としてカリキュラムに取り込まれている

ことから、基礎的な法律知識の修得に適した教育内容を提供することができている。

また、リーガルマインドの養成についても、「法学・政策学基礎演習」を 1、2 年次に

必修科目として配置して、法的・政策的問題を発見し、討論を通じて適切な解決へ導

く能力の養成が行われていることから、教育理念・教育目的に適合した教育内容とな

っていると言える。また、地域社会の諸課題を調査・分析するうえで必要な基礎基本

となる科目については、「政治学概論」「経済学概論」「行政学」のほか、「地域学概論」

という地域社会の分析枠組みを提供する科目を加え、教育目的に十分適合する教育内

容を提供している。  

  「専門科目」については、コースごとに異なる教育目標を掲げている。①様々な社

会問題を法的に処理・解決できる能力の養成については法律総合コースの教育目的で

あり、②地方の諸課題を調査・分析し、政策を立案・決定・実現できる能力の養成は

公共政策コースの教育目的である。  

法律総合コースにおいては、債権各論、商事決済法、民事訴訟法、労働法のほか、

法社会学、法哲学などをコース必修科目として配置し、行政法、知的財産法、登記法、

消費者法、経済法、国際公法、国際私法など、現実社会に生起する複雑多様な問題に

応えることができるような教育内容を提供している。また、専門演習科目において、

具体的な法的問題に対する処理能力を養成することにより、教育目的に即した教育内

容を提供することができている。  

  公共政策コースにおいては、政治学、経済学、地域学を必修科目とし、行政学、政

策過程論、政策評価論、財政学、社会政策、地域制度論、行政法、地方自治などをコ

ース必修科目として配置して、多角的な政策課題に対応できるような教育内容を提供

している。また、政策課題に対する主体的に取り組みについては、専門演習のほか、

地域政策実習、地域産業実習などの実習科目を置いて、政策課題を発見し、立案・決

定・実現する能力の養成を行うこととしていることから、教育目的に即した教育内容

を提供することができている。 
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 〈6〉健康科学部 

  本学部では、卒業時に、看護学科では看護師国家試験の受験資格を、静岡理学療法

学科では理学療法士国家試験の受験資格を付与し、教育課程は、「保健師助産師看護

師学校養成所指定規則」、あるいは「理学療法士養成所指定規則」に準拠し、時代が

求める看護師及び理学療法士としての専門性及び実践力を育成することを目的とし

て編成され、各学年における到達目標も学部魅力 BOOK に明示している。（資料 4-2-9 

P.47～48,51～52） 

平成 25 年度新設の本学部は、学年進行中であるためすべての教育課程の実施には

至っていないが、平成 25 年度及び 26 年度入学生に対して、上級学年への進級に必要

となる各課程の教育内容を適切に提供している。  

 

 〈7〉経営学部 

  経営学部では、教養教育科目を卒業要件の単位数の約 4 分の 1 に相当する分量まで

学修させることに表れているように、社会や文化に対する幅広い教養を身に付けさせ

る。他方で、経営学を基礎から学修させ、経営・会計・情報・経済の 4 分野に関する

応用的な知識を修得させる。特に会計・情報分野では、企業等で役立つ実践的なスキ

ルを、その基礎から応用まで学ぶことができる。  

また少人数教育を具体化したゼミナールを、1 年次から 4 年次まで週 1 回、全学部

生を対象に開設しており、その中で、コミュニケーションスキルや問題解決能力を育

て、自己管理力やチームワークも培う。とりわけ 4 年次の卒業研究では、それまでの

学修を総合化させ、課題設定力と創造的思考力を養成する。  

1 年次に通年科目として隔週で開講される教養演習Ⅰにおいては初年次教育を行っ

ている。ノートテイキングやレポートの作成方法、資料の収集方法、プレゼンテーシ

ョン力の向上等について、全学部生を対象とした少人数教育のゼミナールの場で指導

している。 

 

 〈8〉健康プロデュース学部  

健康プロデュース学部では「健康」をキーワードとし、これを的確にサポートでき

る人材を育成するとともに、健康を総合的に考え、21 世紀社会に必要とされる新しい

健康の在り方を提言できる人材の育成を目的としている。「健康をプロデュース」して

いくという新しい発想に基づき、「人と社会の健康」に関わる専門家養成を目指すため

に必要と考える科目群を設けている。 

学部共通の必修科目は、健康が依拠する基本的な本態を学ぶことの重要性を考え、

学部 5 学科の基本的概念を概説する「健康プロデュース概論」、人と社会に積極的に関

わるための人間関係の基礎となる「コミュニケーションスキルズ」、社会のニーズ・情

報をいち早く感知し、健康増進への感受性を磨くために「教養セミナーⅠ」「教養セミ

ナーⅡ」を設けている。学部共通選択科目は、複雑多岐にわたる価値観をもつ人と社

会へ対応するための教養文化領域 10 科目、健康維持・増進及びスポーツについての

理解を深めるスポーツ領域 5 科目、異文化・国際理解、コミュニケーションの意味や

重要性の理解を深めるためのコミュニケーション領域 10 科目を設置している。  
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その他、各学科において教育目的・目標に沿った教育内容を提供している。  

 

 〈9〉保健医療学部 

保健医療学部では、「理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則」により、理学

療法学科、作業療法学科それぞれに最低限提供しなくてはならない教育内容とその単

位数が決められている。保健医療学部理学療法学科・作業療法学科の教育課程は、こ

の規則で指定された基準を確実に満たすように作成されている。（資料 4-2-10、資料

4-2-11）なお、この規則で指定されている単位数の合計は 93 単位である。一方、常

葉大学を卒業するのに最低限修得が必要な単位数は 124 単位であり、その差は 31 単

位となっている。保健医療学部ではこの 31 単位を、学部のカリキュラムポリシーに

基づき、「基礎分野」に 9 単位、「専門基礎分野」に 12 単位、「専門分野」に 10 単位

とバランスよく分配した。なお、理学療法学科では「専門分野」に分配した 10 単位

を「基礎理学療法学」「理学療法評価学」「理学療法治療学」に、作業療法学科では同

じく 10 単位を「基礎作業療法学」「作業療法評価学」「臨床実習」に重きを置いた配

分とした。 

 

 〈10〉社会環境学部  

社会環境学部では、環境問題の解決や社会の安全確保のための社会システムの構築

を目指し、広く社会に貢献できる人材を育成するため、関連する自然科学分野を柱と

し、地域社会の中でくらしを営む“ヒト”の視点を扱う社会学分野を配置する。そのた

めに、「環境」および「防災」両分野の基礎理論・知識、歴史的理解、基礎的技術等を

修得するために必要な「専門基礎科目」、専門知識・技術を修得するための「コース専

門科目」、および教養教育科目、専門教育科目の学修結果を踏まえ、これらの知識を統

合し、良識ある社会人となるための「総合科目」を配置している。  

具体的には、カリキュラムマップの作成・点検、チェックリストによる教育課程の

編成方針とシラバスの内容との整合性について、「授業の目的及び授業の概要」「授業

の到達目標」が「教育課程の編成方針」に基づき記載されているかを確認するととも

に、「授業の到達目標」が「学位授与に関する方針」に対応しているかを確認し、教育

課程の編成方針に相応しい教育内容を提供するよう努めている。  

また、社会環境学部では、様々な野外活動や実社会での実習を通じ、教室では学ぶ

ことのできない教育の機会を提供している。特に、本学の野外活動に好適な立地条件

や学際的教員構成を活かし、自然環境及び災害、それらと人との関わりを学ぶことを

目指している。  

 

 〈11〉保育学部  

本学部では保育士資格と幼稚園教諭一種免許を取得する学生が大半であり、そのた

め 4 年間で 4 つの実習を実施している。また、各実習では事前指導・事後指導を実施

している。そして、保育現場経験が豊富な専任教員及び外部講師による実習指導、保

健指導、市区町村の保育行政担当者による保育施策の動向に関する講演などがその内

容となる。特に教育実習では、学生実習委員会を組織し、事前指導の企画、外部講師
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の依頼、公開授業の広報などを学生が行っている。そのほか、1 年生を対象として保

育所での体験実習（3 日間）を 8 月に実施している。  

また、富士市立ふじやま学園に毎年ボランティア希望者を募り、毎週土曜日に派遣

している。毎回 2、3 人の学生がふじやま学園内の寮に入り、子どもたちに勉強を教

えたり、一緒に遊んだりしている。この他にも不定期ではあるが、地域の園や施設か

ら要請があった場合はボランティアとして学生を派遣している。3 年次には、「幼児音

楽Ⅱ」と「教育実習事前指導」内の取り組みとして、それぞれ富士市ロゼシアターで

のミュージカル公演と裾野市「ぐりんぱ」（富士急が運営する遊園地）での公開保育に

取り組んでいる。どちらも学生が地域の子どもたちを楽しませる経験を通じて、保育

者スキルの向上につなげている。  

さらに、海外の保育の実態を学ぶ機会として、教育先進国であるフィンランド研修

を 1、2 年次の希望者を対象に実施している。この研修では現地の保育所を訪問し、

自然豊かな森の中で子ども達と触れ合うことによって、現地での幼児保育施設の実態

把握と異文化体験を広く学んでいる。今後も継続的な実施を予定している。  

 

 〈12〉国際言語文化研究科  

単位履修において、両専攻（英米言語文化、国際教育）にまたがる履修を認めてい

る。これは特に国際理解教育の視点から、ことに現職教員院生から歓迎されており、

高く評価されるシステムであると言える。 

 

 〈13〉初等教育高度実践研究科  

教職大学院の教育課程に沿った教育内容を提供している。  

現場に強いスクールリーダー養成のために、本研究科においては学校教育の全体像

について理解し、自分の役割を確実に成し遂げる力量を身につけるべく、6 領域の「共

通科目（基礎科目）」を設置している。具体的には、各教職大学院において共通に必修

領域として設定される 5 領域（①教育課程の編成・実施に関する領域、②教科等の実

践的な指導方法に関する領域、③生徒指導、教育相談に関する領域、④学級経営、学

校経営に関する領域、⑤学校教育と教員の在り方に関する領域、）に加えて、静岡県の

地域教育課題に対応した、「地域における教育課題に関する領域」を第 6 領域として

特設している。さらに「共通科目（基礎科目）」を基盤にして、「実習科目」、「コース

別科目」を配置し、高度な専門的力量が形成できるカリキュラムを編成している。  

 

 〈14〉健康科学研究科  

健康栄養科学専攻は、基礎健康栄養科学領域と実践健康科学領域の 2 領域より成る。

基礎健康栄養科学領域科目として、栄養病理学、食品安全学、栄養化学、食品機能学、

栄養生化学、といった食品学や栄養学の基礎分野の特論を設けている。また、実践健

康科学領域科目として、臨床栄養学、病態栄養管理学、栄養疫学、栄養教育学、高齢

期実践栄養学、といった栄養学の実践分野の特論に加え、管理栄養士として栄養指導

を実践するための実習科目を設けている。修士論文の研究指導については、専門科目

として特別研究 8 単位、特別演習 2 単位の計 10 単位を設けており、教育目的・目標
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を達成するために相応しい教育内容を提供している。  

臨床心理学専攻は、基礎領域科目と専門領域科目の 2 領域より成る。基礎領域科目

は理論系科目と実践系科目が配置されている。専門領域科目は専門理論科目、専門実

践科目、関連領域科目に分かれており、専門理論科目では、臨床心理学に関する発展

的テーマを扱い、専門実践科目では、より高い専門性を担保するテーマを実践的に学

ぶ。また、関連領域科目では、周辺領域である医学及び心理学の理論について、幅広

く選択的に学ぶことができるように科目が設定されている。そして、心理臨床に関す

る実際的な学びのために、学内実習と学外実習に関する科目を必修としている。修士

論文の研究指導については、特別研究として 4 単位を設けており、心理臨床実践と臨

床心理学研究の学びの充実を図っている。以上により教育目的・目標を達成するため

に相応しい教育内容を提供している。  

 

 〈15〉環境防災研究科  

本研究科では、講義科目と演習科目をセットとし、演習科目を中心とした実践的な

教育を行っている。また、環境防災（社会環境）学部と同様の活動に参加する機会を

提供し、より実践的な目的、研究テーマを持ち、これに臨むよう指導している。更に、

国内外の学会における研究発表や他大学及び諸研究機関における共同研究等への参

加を通した人材交流によって教育機会を提供している。学修･研究指導はマンツーマ

ン体制で行われており、学生の要望が反映されやすいよう工夫がなされている。基礎

学部出身者以外の学生に関しては、必要に応じて、基礎学部科目の履修を促すなどの

工夫も行っているほか、社会人学生の学修継続がしやすいようなカリキュラム構成を

行っており、教育課程に沿った教育内容を提供している。  

 

２．点検・評価 

  ①効果が上がっている事項  

外国語学部グローバルコミュニケーション学科では、平成 24 年度入学生より専攻

制の廃止、カリキュラムの見直しを行った。このことにより、学科の入学者数が改善

に向かった。  

   造形学部では、資格（色彩検定等）の取得者および上級資格試験合格者の増加が挙

げられる。また、専門性を高め、高度な研究を志し、他大学大学院へと進学する者が

安定的に数名いる。  

法学部では、法律科目のみならず公共政策系の科目が十分に展開されているので、

地域社会を担う人材を養成する課程として充実したものとなっている。また、平成 26

年度においては、講義科目の中で、地元自治体である静岡市の協力が得られているた

め、学生に具体的な問題を検討する豊富な題材を提供できている。  

経営学部では、専門教育だけでなく教養教育も重視して教育課程の編成方針を立て

て授業科目を配置しており、そのことは学部の教育理念・目的と教育目標を踏まえた

教育内容となっている点で評価できる。また、授業科目については、設置申請の際に、

その学修の順次性についても検討した上で、開講開始年次を定めており、全体的に順

次性のある体系的配置となっていると言える。授業科目も教育課程表に記載された通



80 

りに開講されている。  

   健康プロデュース学部では、学部共通科目において健康プロデュース概論を開講し

ており、この科目は、他学科で学ぶ領域に触れることができ、受講者の満足度が高い

ものとなっている。 

初等教育高度実践研究科では、本研究科独自に設定している共通科目第 6 領域（「地

域における教育課題に関する領域」）及び地域教育課題コースへに対する教育行政機関

からの期待が高まっている。  

健康科学研究科臨床心理学専攻では、心理療法家として独立する修了生や公的組織

の委員として活躍する修了生が出ている。  

 

  ②改善すべき事項  

   造形学部においては、専門的な研究活動を学生たちに提供するための大学院が設置

されていないことが挙げられる。 

   法学部においては、体系的な教育課程の編成について、学生の学習進度を適切に考

慮すれば、より洗練されたものとなりうる余地が残っている。年次配当及期別配当が

適切か、重複した内容の講義科目がないか、未来志向に答えることができる科目が適

切に展開しているかなどの点につき、改善の余地がある。さらに、法学部のカリキュ

ラムにおいて、地元自治体との協力を得るためには、包括協定等の締結が必要である。

しかし、現状においてはこれが未締結であるため、今後協力を得ることができるか不

透明な状態であり、早期の締結が望まれる。 

   経営学部においては、卒業後により専門的な教育・研究を提供する場（大学院）を

設置すべきと考え、その準備をしているところである。  

健康プロデュース学部では、学科によっては 1 年次から専門の講義・実習が開講さ

れることや学生個人の興味を優先した履修によって、上位学年になってから教養科目

の単位を取得するなど、カリキュラム作成で意図した学習順序が前後してしまうこと

が生じている。また、複数の資格を取得するために数多くの科目履修を希望する場合

は、受講すべき専門科目の単位数が多くなるため、ＣＡＰ制の制限により教養科目の

履修が上位学年にならざるを得ない学生もいる。科目の発展段階を追って教育が受け

られるような指導を行うとともに、学習順序把握が容易となる工夫を行い、教育過程

を理解させる必要がある。  

   保健医療学部においては、「理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則」の効果も

あり、本学部の教育課程は非常に体系的に編成されていると自負している。しかし、

すべての学生が順調に学業を遂行できるとは限らない。つまり、学生が成績不振や健

康上の問題等により一旦軌道から外れてしまうと、教育課程が体系づけられているか

らこそ学習すべき順番が前後してしまうことになる。これらの一部の学生のために教

育課程全体を見直すことは本末転倒であるため、教育課程以外の部分での対応策を考

えていく必要がある。  

   初等教育高度実践研究科においては、地域教育課題コースの特色や科目設定につい

て、教育行政機関等の要望を踏まえた一層の見直しと検討が必要であると考えている。 
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３．将来に向けた発展方策 

  ①効果が上がっている事項  

   法学部では、全学的なカリキュラム改革の方針に従って、法学部内においても、カ

リキュラムポリシー及びディプロマポリシーを検証し、将来的なカリキュラムの改革

へのプロジェクトチームを立ち上げている。学生の学習成果を踏まえた微調整を年度

ごとに検討している。  

   経営学部では、現在進行中のカリキュラム改善の取り組みの中でも、専門教育のみ

ならず教養教育も重視して教育課程を編成していくよう努める。また、教育課程の編

成が体系的になされていることをより明確に示すためにも、カリキュラムマップを有

効活用していく。  

初等教育高度実践研究科では、大学院段階における「学校における実習」の位置づ

けや方法について、連携協力校の理解が促進し、年々協力・連携が充実してきている。

さらなる連携の強化に努めていく。  

   健康科学研究科臨床心理学専攻では、集団指導体制による実践指導と研究指導にお

いては、偏ることなく大きな成果を上げており、今後も大いに期待できる。また、実

習授業を年間 40 回程度行うことによって、心理臨床の実践家養成という目的を達成

しつつある。  

 

  ②改善すべき事項  

   現在、カリキュラム改善プロジェクトによりカリキュラムの見直しが行われて

おり、今後、カリキュラムの評価方法を策定し、そのチェック体制等を確立して

いく必要がある。  

   法学部においては、基礎的な法律知識を構成する民法や刑法の科目の不可欠の部分

が必修科目から外されていることや重複する内容の科目が置かれているなど、現在の

カリキュラムには、将来に向けて改善の余地が残しているが、現行カリキュラムにお

いても、将来のカリキュラム改革の方向性を意識した運用が必要である。  

   経営学部においては、作成されたカリキュラムマップを有効に活用するとともに、

将来設置を計画している大学院のカリキュラムも念頭に置いて進学希望者がスムーズ

に進学できるような工夫を検討していく。  

健康プロデュース学部においては、各課程（基礎・専門）において内容が重複する

科目の整理または内容順序性を見直し、科目数の確認・精選や教養科目と専門科目を

バランス良く学ぶ環境整備を行うことで、多くの知識が効率良く得られるよう再度工

夫を行う。 

   初等教育高度実践研究科においては、「学校における実習」と「課題研究」の連動・

整備並びに連携協力校における研究推進の方策の検討を行う。また、「理論と実践の融

合」を図るカリキュラム及び時間割の工夫を検討していく。 
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4-2-11 教育課程と指定規則の対比表 作業療法学科  
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教育方法 

 

１．現状の説明 

（１）教育方法および学習指導は適切か。  

 〈1〉大学全体 

「学生便覧」の「履修の手引き」に「履修規程」、「履修規程細則」及び具体的なカ

リキュラム（科目区分・授業科目・配当年次・授業形態等）などを明示するとともに、

4 月上旬に各学部・研究科の教育理念・目的に基づく教育方針の周知と体系的な履修

を促すために新入生にはオリエンテーションを、在校生にはガイダンスを授業開始前

に実施している。  

また、単位制度の実質化を図る観点から、「履修規程」により履修科目登録の上限を

定めている。  

授業時間外の学習指導体制としては、1 年次より専任教員による指導教員制のもと、

オフィスアワーを設定して履修相談や学習指導にあたっているほか、教務課において

随時履修相談を受け付けている。  

さらに、平成 25 年度よりシラバスの記載項目に「授業時間外学修」を追加するこ

とで、学生に対して授業時間外における学習の充実を図った。  

なお、教育内容・方法の改善を図るため、平成 26 年度からカリキュラム改善プロ

ジェクトチームが作成した「自己チェックシート」により、各授業担当教員が作成し

たシラバスの「テーマ及び授業の到達目標」及び「授業の概要」が「ディプロマポリ

シー」と「カリキュラムポリシー」とどのような関係性があるかの点検を開始し、当

該授業科目の必要性、内容の適切性などを検証し効果のある授業内容への改善を図っ

た。（資料 4-3-1、資料 4-3-2、資料 4-3-3） 

組織の充実では、大学卒業時点における就職問題の解決のみならず、将来にわたる

キャリア形成への支援を図ることを目的として平成 17 年度に開設したキャリアサポ

ートセンターを中心に学生指導に当たっている。また、教職志望の学生に対しては教

職支援センターを中心に支援体制を確立している。  

 

 〈2〉教育学部 

  初等教育課程は、教員養成を目的にしていることに鑑みて、1 人でも多くの学生が

現役で教員採用試験に合格し、卒業と同時に教員として赴任するように教育している。 

そのために、3・4 年生での教育実習を待たずに、1 年生では、授業の見方を学ぶた

めに「授業実践演習」という授業で附属小学校に出向きプロ教師の授業を参観し、授

業者の講話を聴く。2 年生では「初等教育実習Ⅰ」で附属小学校の各学級に配属され、

観察を主としながら児童理解の仕方や学級経営の在り方を学ぶ。実践力を備えた学生

を育成していくために有効であると考えている。 

生涯学習学科は、子どもから高齢者までの生涯学習と生涯スポーツを支援・推進す

るための指導力と企画・運営力、コーディネート能力を育成できるよう一年次から系

統的・段階的に指導を行っている。教養教育科目や学科共通科目で生涯学習支援にか

かわる基礎的な資質・能力を身につけた上で、社会教育主事、図書館司書、博物館学
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芸員など、社会教育の専門的職員や生涯学習支援者として広く活躍する人材養成のた

めの科目を体系的に配置している。その際、人間関係能力、実践能力および研究能力

の習得を目指すため、理論面に加え、演習、実習、実技、特別研究および課題研究等

の指導を重視している。特に社会教育施設等の実習は生涯学習の大切さを実感する大

切な学びの機会であると捉えている。  

生涯スポーツ専攻では上記に加え、中学校・高等学校の保健体育教員としての実践

的指導力育成のため、指導理論や実技指導、教育実習等の授業を配置し、教員力の育

成に努めている。  

心理教育学科は、学校、職場、地域、家庭等でこころのケアができる実践的なスキ

ルを養い、こころの理解や発達支援ができる実践力の育成に力を入れている。まず心

理学（特別支援を含む）を広範に学ぶとともに、概論的知識からより専門的な各論へ

と展開される学習の系統性を重視している。また、実習や実験等の体験を重視した授

業を多く取り入れ、科学的な分析力と援助のための適切なスキルの定着を目指してい

る。さらに、体験的な学習や研究等における学生同士や教員とのコミュニケーション

の中から、専門的な知識や技能だけでなく、人間を理解しようとする態度を身につけ

ることを重視した教育を展開している。  

 

 〈3〉外国語学部 

海外留学制度・海外語学研修制度について、制度の充実を図っており、留学期間が

短い「ショート留学」、海外の企業等で行う「海外インターンシップ」などを新たに始

めた。また、平成 24 年度以降、新たな海外提携大学を開拓し、学生の留学、語学研

修の選択肢を増やした。 

外国人教員による「オーラルコミュニケーション」の授業は演習科目とし、約 10

人程度のクラスで徹底した口語英語訓練を行うと同時に、同じく外国人教員による「イ

ングリッシュプレゼンテーション」は講義科目とし、授業時間外でのリサーチなどを

課し、学習時間の確保を図っている。「リスニング」の授業科目は演習とし、徹底的な

英語リスニング訓練を行うとともに、「ライティング」、「リーディング」、「グラマー」

については講義科目とし、ホームワーク・グループワークなどを課し学習時間を確保

している。（英米語学科・グローバル国際英語）  

学部共通科目の「フレッシュマンイングリッシュ」、「TOEIC450」、「TOEIC550」、

「TOEIC650｣、「TOEIC750」を演習科目とし、初年次より到達度に合わせた実用英

語教育を徹底して行っている。  

さらに、本学部に開設される授業のほとんどのシラバスで、予習･復習・授業への主

体的参加を成績評価の基準として採用し、学生の主体性を養うことを図っている。ま

た、外国語学部の行事として、スピーチコンテスト等を開催し学生が主体的に運営に

あたるように指導し、学内学会誌の編集等も教員と学生で協力して行っている。一定

の基準により得たポイントで単位を認定する WBT や各種検定を単位として認定する

仕組みを設け、学生の授業外での自学自習を促している。  

平成 21 年度に開設した「外国語学習支援センター」では、専任の担当教員だけで

なく、学部の教員、おもに海外留学体験者の帰国学生（本学では TA と呼んでいる）
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などの協力により、学生の様々な外国語運用能力に応じた指導を行っている。特に、

簡単な内容の外国語の本をたくさん読む「多読」については、学生が熱心に行ってお

り、実績が上がっている。  

 

 〈4〉造形学部 

「学部共通科目」では、54 単位中 32 単位が講義科目である。残る 14 単位が演習、

実習・実技科目であり、次のような特徴的な学修指導を行っている。 

「ワークショップ」では、外部との連携に応じてプロジェクトを立ち上げ、参加す

る学生の個々の関わりが定められた「時間数」と「内容」になるようにしている。  

「海外美術研修」、「古美術巡検」では、研修期間内のプログラムのほかに事前、事

後指導を行い、特に事前指導では研修内容の一部を学生自らが作成できるようにして

いる。 

「専門実習」では、学生が主体的に候補となる受け入れ先を探し、これを受ける形

で規定の時間数と内容となるよう指導教員および事務局となるキャリアサポートセン

ターと相談しながらプログラムを組んでいく。履修者の多くは 3 年次の夏期休暇中に

実習を行い、ここに指導教員が巡回することを原則としている。いずれも通常の時間

割とは別に編成される教育方法である。  

また、4 年次の「表現課題演習」、「卒業制作」では、2・3 年次の「専攻科目」での

学修の上でコースごとに少人数の指導を行っている。  

「専攻科目」では、「造形理論科目」のうち 9 科目、および「環境デザイン科目」

のうち 6 科目、計 27 単位が講義科目で、残る 161 単位が演習、実習・実技科目であ

る。本学部では演習、実習・実技科目を非常に重視し、その割合が大きくなっている。

理由としては、学部の目的としている「アートやデザインの分野で高度な知識と技術」

は主として作品の制作を通した発想と技術から得られると考えるためである。  

さらにコース制をとることにより一層専門的な教育の充実を図るため「アート表現

コース」、「ビジュアルデザインコース」、「デジタル表現デザインコース」、「環境デザ

インコース」の 4 コース制をとり、4 コースそれぞれの科目を履修することとなる。  

演習、実習・実技科目では、学生個人の制作を基本とし個別指導が大半となるため、

少人数での編成が不可欠である。  

「学部共通科目」、「専攻科目」ともに、2・3 年次のすべてが選択科目であるが、こ

れらの選択にあたってはコース別にガイダンスを行い、履修方法を詳しく指導してい

る。履修科目登録にあたっては他学部同様に CAP 制を設けているが、「学部共通科目」

の演習、実習・実技科目の一部（集中授業等）はこれを除外している。  

 

 〈5〉法学部 

法学部における特徴的な教育方法として、コース制の採用と演習科目の重点配置が

挙げられる。 

学生の将来目標に応じて、より細やかな教育ができるよう、「法律総合コース」と「公

共政策コース」の 2 つのコースを用意している。学生の自主性を重視して、コース選

択は学生の希望を尊重しているが、それぞれのコース内で体系的な学修を行えるよう



86 

に、各コースに必修科目を設けるとともに、コースの必修科目の履修が始まる 2 年次

に進級する前に、「コース選択・ガイダンス」を実施することで、各学生が適切な進路

決定をできるようサポートしている。  

また、1・2 年次に「法学政策学基礎演習Ⅰ・Ⅱ」を必修科目として配置し、3・4

年の専門演習（次年度以降、開講予定）と併せて各学年にそれぞれ演習科目を配置す

ることで、学生は、4 年間、切れ目なく演習科目を受講することができるようにし、

通常の授業を受講するだけでは十分に身につくことが難しい、プレゼンテーション能

力、コミュニケーション能力等の向上をはかっている。  

 

 〈6〉健康科学部 

  看護師あるいは理学療法士という医療専門職の育成を目的とする本学部において

は、学生が、入学当初より人間の健康生活や医療に関心を持つことができるよう教育

課程を編成し、教育に当たっている。  

1 年次に開講される全学共通科目である「人間力セミナー」では、文献検索、レポ

ートの書き方、ディスカッションやプレゼンテーションの仕方等、大学での学習方法

を体験的に学べるよう指導している。また、看護師あるいは理学療法士を目指す学生

たちが自身のキャリアデザインを深めるための科目として、1 年次の「医療概論」で

は、看護学科、静岡理学療法学科の教員及び学生を混合して授業を実施し、お互いの

分野を理解できるように教育するとともに、現代医療の今日的課題について学習して

いる。 

看護学科においては、1 年次前期より開講される基礎看護学の学習を通して看護学

の基礎的な知識や技術を修得し、2 年次に開講される「看護基礎ゼミナール」で、少

人数によるグループワークやフィールドワークを通して、学生が自己の看護観や死生

観を深めることができるよう指導している。  

静岡理学療法学科においては、1 年次に解剖学や生理学等の基礎医学的な知識を取

得した後、2 年次から開講される「基礎理学療法学」や「理学療法評価学」の学習を

通して、自己の倫理観や理学療法観を明確にできるよう指導している。  

 

 〈7〉経営学部 

  経営学部は教育課程表により、各授業科目の授業形態、すなわち講義、演習、実験・

実習の区別を明示している。前述の教育目標の達成のために、講義のみならず演習の

必修科目も比較的多く設けられている。  

  履修科目登録は、学生の適切な履修という観点から、登録の上限を半期 22 単位、

年間 40 単位に定めている。また、履修登録の方法については、各学期の初めにガイ

ダンス期間を設けて詳しく説明しており、特に新入生に対しては前期に学部教員が多

数関わる形で時間割作成を指導する。履修登録期間中には各ゼミナールの指導教員が

履修登録の個別指導も行う。  

  本学部の授業科目の中で、学生の主体的な参加を促す効果が大きいと考えられるの

はゼミナールである。すなわち、人間力セミナー、教養演習、専門基礎演習、専門演

習、および卒業研究である。いずれも少人数の授業形式を採り、学生の個性に応じた
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きめ細かな指導を行い、履修や進路等に関する個別相談にも応じており、学生の主体

的な学修の姿勢を育んでいる。  

 

 〈8〉健康プロデュース学部  

  講義は、適切な時間数と内容を定めて各学科のカリキュラムを構成し、シラバスに

示した上で実施している。  

各学科において下位学年ではクラス担任制、上位学年ではゼミ指導者担任制によっ

て学生の生活、学習法、進路、就職などの相談・指導体制を整え、定期的な面談や保

護者との連絡などによって、個々の学生の大学生活をサポートしている。  

国家試験など資格試験対策を必要とする学科では、学生の学習習慣づくりのために

初年時からレポートや課題を課し、対策委員会や会議を開催し、定期的な模擬試験や

セミナーの実施、理解できていない学生への補講・個別学習指導を学科の特性に合わ

せて随時行っている。  

 

 〈9〉保健医療学部 

   「専門基礎科目」の多くは講義形式で授業が行われるが、人体の構造と機能の基礎

となる「解剖学」と「生理学」では、実習形式の授業を必修科目として課している。

その一つである「解剖学実習」では、近隣の大学医学部の協力を得て実際の遺体標本

を見学する実習を行っている。この実習の目的は、解剖学的知識を身につけることに

留まらず、実際の遺体標本に触れることで、各器官の質感や重量感を体感するととも

に各器官が三次元的に絡み合う生体の複雑や巧みさを理解すること、そして医学の発

展のために献体された故人の遺志に触れることで、自らが進む医学の世界の特殊さを

再考することにあると考えている。1 年次に行われるこの実習は、その後の学生生活

の動機づけにつながる非常に貴重な授業であると考えている。さらに「解剖学」にお

いては、生体の各器官を皮膚の上から触知する「体表解剖学演習」と、運動・動作と

ともに運動器系組織を学ぶ「機能解剖学演習」の 2 つの演習形式の授業を準備してい

る。また、「生理学実習」では、4 人の専任教員が担当することで少人数のグループに

対して確実に実習が行えるよう工夫している。  

「専門教育科目」では、演習形式で行われる授業が多い。特に「理学療法・作業療

法評価法」の授業ではそのほとんどが演習形式となっている。これらの授業の多くは

2 人の専任教員が担当しており、確実に技術指導が行き届くよう工夫されている。ま

た、演習形式の授業を行う部屋には 2 人に 1 台のベッドが整備されており、十分な量

の検査・測定機器を準備するよう心がけている。また、騒がしくなりがちな演習教室

には音響装置が完備されており、演習中においても教員の声を確実に届かせながら授

業が進められている。また、「専門教育科目」に実習形式で行われる「臨床実習」が多

く含まれることが保健医療学部の特徴でもある。1 年次・2 年次の「臨床実習」では

十分な事前実習を行った後、常葉学園関連医療施設ならびに近隣の複数の医療福祉施

設の協力のもとで施設実習を行い、さらに事後実習を行っている。この事前実習と事

後実習では多くの専任教員が正課外において関わり、徹底して指導に当たっている。

3 年次・4 年次の「臨床実習」では、遠方の施設を含むより多くの施設の協力のもと
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執り行われる計画である。以上によって教育を行っている。  

また、学習指導面においては、新入生が入学した時点から指導教員制をとっている。

一人の教員が一学年につき担当する学生は 4～5 人という少人数であるため、十分に

行き届いた履修指導、学習指導、学生生活指導等ができている。また、指導教員は自

動的に「人間力セミナー」「医療基礎セミナー」の担当教員となるため、定期的に指導

学生と顔を合わせる仕組みとなっている。また、本学部では、夏季・春季休暇前後に

は全学生を対象として指導教員による個人面談を実施することとしている。これによ

り、単位修得状況や学業全般の理解度を把握するとともに、休暇前後の学生の精神衛

生にも目を配り、必要と判断されれば学内の学生相談室へ紹介する等の対応を行う。

なお、4 年間の指導に連携を持たせるために、教員は 4 年間同じ学生を担当すること

としている。  

本学部で全教員が定期的に集まる「合同学科連絡会」が開催されていることは「基

準 1」の項で述べた。この会合では、冒頭に各教員の指導学生の学習面、健康面等に

関わる留意点をプライバシーの許す範囲で報告し合うようにしている。また、授業担

当教員から学習態度の不良な学生や欠席の多い学生についての報告も行われる。これ

により、今後問題を生じるかしれない学生の情報を事前に全教員が共有することがで

きている。 

1 年次・2 年次の臨床実習が始まる前には、多くの教員が関わって医療人に相応し

い態度や服装に至るまでの入念な指導を行っている。また、理学療法学科ではこの期

間に解剖学について計画的に学習し、自ら教員と時間調整をしながら口頭試問を受け

るよう指導している。この過程は、学生の自立性やコミュニケーション力を養うのに

役立っている。また、専門教育を担当する教員は 1 年次・2 年次の学生と顔を合わせ

る機会が少ないが、この口頭試問はこれらの教員が多くの学生の特徴を把握するため

のよい機会となっている。  

 

 〈10〉社会環境学部  

  本学部では、学際的な内容についての授業展開を行うために専門の異なる複数の教

員の担当による授業を取り入れている。具体的には、複数専門分野の教員によるオム

ニバス方式の授業形態を取り入れた「総合講義科目」を設け、4 科目の中から 2 科目

以上の単位修得を義務付け、学際的思考の発展を担う学生を育成する。  

本学部には、育成する人材像に対応した 3 つのコースを設けており、それぞれに定

員を設定している。環境・地域社会コース、環境・自然再生コース、社会・安全コー

スの 3 コースで、学生は 1 年次終了時にいずれかのコースを選択して、2 年次よりコ

ース別の専門領域を深く学び、実践力を磨いていく。その際、学生が一人ひとりの学

問的関心、適性や将来の進路希望により自主的にコースを選択する仕組みとなってお

り、このことは学生の主体的な勉学を促すことにもつながっている。また、選択した

コース以外でも興味や必要性に応じ、他のコースの専門科目も自由に選択学修できる

ように工夫されている。 

これらはかつての大学のように、教養課程修了後に専門教育を集中して行うのでは

なく、1 年次から各学生の学修計画に従って、「教養教育科目」と「専門教育科目」を
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並行して学べるようになっており、いわゆる「楔形教育課程」になっている。  

各セメスター開始直前の教務課ガイダンスにより、卒業要件となる必修科目の履修、

単位数や年間履修科目数の上限などの履修上のルールについて説明した上で、学生の

履修登録については、ゼミの指導教員が、各コース別のモデル履修例等に基づき個別

に指導を行っている。具体的には、1 年次は「人間力セミナー」、2 年次は「教養セミ

ナーⅠ・Ⅱ」が、3～4 年次は「ゼミナールⅠ～Ⅳ」といった少人数のゼミ形式の科目

が用意されており、1～4 年次の全ての学年において、こうしたゼミの時間を活用し担

当の専任教員が学生の履修指導をきめ細かく行っている。  

 

 〈11〉保育学部 

  保育学部では、教育目的にそって、資格取得のために 4 年間で 4 つの本実習と 1 年

次の観察実習を行うほか、実習事前指導での実技指導等保育現場と連携して授業を展

開することを重視している。また、1 年次から 4 年次まで 10 人前後のゼミに全員が所

属し、卒業研究まで段階的に各自の専門性を培っていくことができるようになってい

る。 

 

 〈12〉国際言語文化研究科  

授業形態は、原則講義方式ということになってはいるが、先に述べたように、本研

究科では各授業の受講者が 1～8 名位と極めて少人数（平均 4～5 名）のため、どの授

業も結果的に演習形式となって充実している。時には一対一の授業もあり、とくに修

士論文のテーマに適合した授業の場合などは院生にとって極めて有益な機会となる。  

研究指導・学位論文作成指導においては、英米言語文化専攻、国際教育専攻にそれ

ぞれ専攻長を置くとともに、前者では英米言語コミュニケーション分野と英米文化研

究分野、後者では国際理解分野と教職教科分野に、それぞれ履修指導、研究指導に当

たる教員を配置し、学生毎の研究分野に応じた指導を行う指導教員（主指導教員と副

指導教員の 2 名）を 1 年次から定めている。  

また、分野毎、専攻毎の研究会のみならず、分野・専攻にまたがる研究会を随時設

けて、学際的視点あるいは社会的要請を考慮しつつ、教員・学生間の指導の活性化を

図るとともに、学生相互間の研究活動の促進を図っている。  

履修科目登録の上限設定は大学院 学則第 12 条第 3 項の規定により上限を定めて

おり、具体的には「5. 履修について」の「(1)履修登録の上限」のなかで明示してい

る。なお、履修登録にあたっては学部と同様指導教員の指導を受けて履修登録するシ

ステムになっている。（資料 4-3-4 P.7） 

研究指導計画に基づく研究指導・修士論文の執筆にあたっては、学外での調査研究

を推奨しており、その中で自主的な学びを体験することとなっている。1 年次から中

間報告の機会を設けており、そこで指導教員以外の指導・助言を受ける機会を作って

いる。 

 

 〈13〉初等教育高度実践研究科  

研究者教員と実務家教員がチームを組んで指導の充実を図り、少人数制による授業
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を実施している。また、すべての授業において討議やワークショップ等を導入し、院

生が主体的に取り組む参画型授業を実施している。さらに現職教員院生と学部卒院生

が混在した授業を原則とし、現場感覚を生かした実践的授業を展開している。 

そのほか、授業で開発した教材や指導方法等を本学附属小学校や連携協力校で実践

的に検証したり、学校現場へ提供したりして、常に理論と実践が往還する教育方法と

なるよう工夫している。 

なお、履修規程については「常葉大学教職大学院学生便覧」の「常葉大学大学院初

等教育高度実践研究科履修規程」に明示している。（資料 4-3-5 P.46、資料 4-3-6） 

 

 〈14〉健康科学研究科  

  健康栄養科学専攻の特論は、基本的には講義形式で行われるが、受講者が少人数で

あるため一部演習形式も取り入れつつ行われている。修士論文の研究指導は、2 年間

にわたり指導教員により行われるが、そのプロセスとタイムスケジュールが明確に示

されているため（資料 4-3-7 P.30）概ねこのスケジュールに沿って行われている。2

年次前期には「健康栄養総合演習」を履修し、研究に関連した論文紹介や、研究の進

捗状況について発表する機会を設けている。これには専攻の全教員が参加することに

なっており、活発な議論がなされている。また本演習では学外より講師を招へいし、

聴講することも行っている。  

臨床心理学専攻では、基礎的かつ専門領域の知識・実践を学ぶ科目（基礎領域科目）

と、同領域における専門性の高い科目（専門領域科目）にわけ、それぞれの領域では

科目の特性に応じて講義または演習の形式で授業が行われている。また、学内施設と

学外施設での実習では教員による大学院生への個別指導の形式や複数の大学院生や教

員が参加するケースカンファレンスの形式を用いて実践的な教育がなされる。現状こ

れらの教育方法や指道方法が適切に行われている。  

 

 〈15〉環境防災研究科  

  環境・防災分野の体系化には、理工学、人文社会科学等の専門知識や視点をバラン 

ス良く、かつ、時代の要請に応じて身につけるような指導が必要である。そこで本研 

究科では、教育研究指導において、学生の学部課程における修学分野及び社会におけ

る職歴等を考慮してこれまでの経験を生かしつつ、実際の災害事象及び環境変化に関

わる事象等に立ち会わせることにより、実証的・実践的研究指導を行っており、適切

な教育方法及び学習指導によって授業を実施している。 

 

（２）シラバスに基づいて授業が展開されているか。  

 〈1〉大学全体 

授業科目担当教員がシラバスを作成、Web 上に公開し、それに基づいて授業を実施

している。 

シラバスの内容は、これまで「授業科目の目的と概要」、「授業計画と内容｣、｢評価

方法｣、｢教科書｣、｢参考文献｣等であったものを、大学統合に伴い平成 25 年度より「テ

ーマ及び授業の到達目標」「授業の概要」「授業の計画と内容」「教科書」「参考書・参
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考資料」「成績評価の方法及び基準」「授業時間外学修」等に改善した。（資料 4-3-8） 

授業はシラバスに基づいて展開されており、実際の実施状況については「授業アン

ケート」の中で実施状況について学生から聴取事項があり、そこで特に問題となる教

員については、関係する学部長から確認し是正するように指導している。（資料 4-3-9） 

 

 〈2〉教育学部 

  各授業科目ともシラバスには「授業の目的及び到達目標」、「授業の概要」、「授業の

計画と内容」、「成績評価の方法及び基準」が記されている。特に「授業計画と内容」

では定期試験を除く 15 回分の授業計画が学生に示されている。また、「成績評価の方

法及び基準」では到達目標と対応した評価基準が明示されるとともに、評価基準の配

分割合もわかりやすく示すよう心掛けている。  

学期の授業開始時にはシラバスの内容を学生に開示し、周知を図っている。また、

各授業はこのシラバスの内容に沿って展開されている。  

 

 〈3〉外国語学部 

授業科目担当教員がシラバスを作成、Web 上に公開し、それに基づいて授業を実施

している。 

シラバスの内容は、これまで「授業科目の目的と概要」、「授業計画と内容｣、｢評価

方法｣、｢教科書｣、｢参考文献｣等であったものを、大学統合に伴い平成 25 年度より「テ

ーマ及び授業の到達目標」「授業の概要」「授業の計画と内容」「教科書」「参考書・参

考資料」「成績評価の方法及び基準」「授業時間外学修」等に改善した。（資料 4-3-8） 

毎年、学生に対して実施されている「授業アンケート」の中で実施状況についての

項目が設けられており、シラバスに基づいて授業が展開されているかをチェックして

いる。この項目に関して、特に問題となる教員については、学部長が確認し、是正す

るように指導している。 

 

 〈4〉造形学部 

  学部の特性として、制作活動が伴う演習と実習・実技の授業は、材料・用具、共通

で使用する教材等が必要であり、これらを授業教材として予算計画を立てなくてはな

らない。そのためシラバスの内容を基に授業担当者が教材費申請を行うことが原則で

あるため、確実に授業はシラバスに基づいて展開されている。 

 

 〈5〉法学部 

  シラバスは、全教員の全授業について、記載内容の量・精粗について授業間でばら

つきが出ないよう大学全体で統一された基準に従い、作成している。学生には、新年

度開始時に開示し、授業内容などの周知をはかっている。各授業は、このシラバスに

記載されている内容をふまえて行われている。 

 

 〈6〉健康科学部 

  本学部では、開講されているほとんどの科目が、ネット上で公開されているシラバ
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スをさらに充実・発展させたものを「授業概要」として作成し、開講時に科目担当教

員が配布している。初回の講義では、「シラバス」あるいは「授業概要」に基づいて、

授業科目の到達目標、授業計画、成績評価の方法、履修上の注意事項等について説明

し、履修のためのガイダンスを行い、授業を展開している。 

また、毎回の授業終了時に、学生に授業評価や感想カードの提出を求め、学生の授

業評価や疑問点の確認を行っている科目が多い。 

 

 〈7〉経営学部 

  経営学部のシラバスは、浜松キャンパスと富士キャンパスの同一科目の教員が協議

の上、統一シラバスとして作成されてきている。教員同士が電話等で相談するだけで

なく、学部として両キャンパスの担当教員同士が直接会って相談する機会を複数回設

けて、統一シラバスを実現してきている。他方で、全学におけるカリキュラム改善の

取り組みのひとつとして行われたシラバス作成の講習も受けており、シラバスの内容

の充実化も図っている。 

統一シラバスでは、個々の授業科目について、テーマや授業の到達目標、授業の概

要、15 回の授業計画、成績評価の方法と基準は両キャンパスに共通なものとなってお

り、教育内容は標準化されている。  

 

 〈8〉健康プロデュース学部  

  各学科とも、シラバスに基づき毎回の授業が展開されており、定期試験を除く 15

回の授業確保に留意している。  

 

 〈9〉保健医療学部 

シラバスは、常葉大学開設時に文部科学省に提出した「授業科目の概要」の内容に

準じて作成することになっている。この「授業科目の概要」は、その授業の担当予定

教員が作成した。また、保健医療学部は開設後まだ 2 年に満たない。したがって、当

初の計画どおり授業が進められていると思われるが、その検証はできていない。現在、

FD 活動の一環として教員による授業参観や学生アンケートが行われているため、ほ

どなくこの点について注視されることになるであろう。  

 

 〈10〉社会環境学部  

  授業科目担当教員がシラバスを作成し、Web 上に公開し、それに基づいて授業を実

施している。  

シラバスの内容は、「テーマ及び授業の到達目標」「授業の概要」「授業の計画と内容」

「教科書」「参考書・参考資料」「成績評価の方法及び基準」「授業時間外学修」等で構

成されている。  

授業はシラバスに基づいて展開されており、実際の実施状況については「授業アン

ケート」の中で実施状況について学生より聴取し確認している。  
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 〈11〉保育学部 

授業科目担当教員がシラバスを作成し、Web 上に公開し、それに基づいて授業を実

施している。シラバスの内容は、「テーマ及び授業の到達目標」「授業の概要」「授業の

計画と内容」「教科書」「参考書・参考資料」「成績評価の方法及び基準」「授業時間外

学修」等で構成されている。  

授業はシラバスに基づいて展開されており、実際の実施状況については「授業アン

ケート」の中で実施状況について学生より聴取し確認している。  

 

 〈12〉国際言語文化研究科  

シラバスについては、すべて外部に公開されており、その内容について各担当者が

作成し、それに従って授業を実施している。また、各年度はじめに担当教員自身によ

る綿密な履修の為のガイダンスを行っている。  

特に問題となるシラバスは、研究科長から担当教員に確認し、是正するよう依頼し

ている。本研究科の受講生の多くは現職の教育者･社会人であり、高度な意識を持って

受講しているため、自己点検への意識が自ずと高まる。  

院生による授業評価も実施している。特に、受講者が少人数であるため自由記述欄

を多く取るように工夫し、具体的・個別的な提案が出やすいようにしている。現在の

ところ総じて院生の満足度は高くなっている。  

 

 〈13〉初等教育高度実践研究科  

平成 20 年に教職大学院を開設した際、全科目の目的、内容、方法、成績評価につ

いて統一・調整しており、受講生が明確な目的をもって履修できるようなガイドライ

ンとなっている。シラバスに基づいた授業展開の状況は、教員自身による自己評価と

ともに、院生による授業アンケートを分析し、教職大学院独自の評価委員会で検証・

把握している。  

 

 〈14〉健康科学研究科 

両専攻ともシラバスはすべて公開されており、基本的にシラバスに基づき、かつ院

生の理解度に応じて授業を展開している。 

 

 〈15〉環境防災研究科  

  授業科目担当教員がシラバスを作成し Web 上に公開している。教員はそれに基づ 

いて授業を実施している。 

 

（３）成績評価と単位認定は適切に行われているか。  

 〈1〉大学全体 

  成績評価については、大学統合に伴い平成 25 年度より「成績評価規程」を制定し、

これまでの 4 段階評価基準から 5 段階評価基準に改正するとともに、静岡キャンパス

で既に導入されていた GPA 制度を改善した上で、全学部に導入した。（資料 4-3-10 

P.38,232、資料 4-3-11 P.34,123、資料 4-3-12 P.35,122、資料 4-3-13） 
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これらを学生に明示するとともに、各授業科目における成績評価の方法については、

各科目のシラバスの「成績評価の方法及び基準」に掲載している。（資料 4-3-8） 

さらに、厳正な成績評価を目的に「成績評価に関する取り扱い」を作成し、これに

基づいて評価と単位認定を行っている。（資料 4-3-14） 

なお、成績評価に疑義のある場合には、「成績に関する質問・異議申し立て」を受け

付けている。（資料 4-3-15） 

また、入学前の既修得単位や海外留学での学修成果などについては、本学学則第 36

条・第 37 条に規定しているほか、編入学や転入学における単位認定については「編

入及び転入学規程」に規定した。（資料 4-3-10 P.233,246、資料 4-3-11 P.124,139、資

料 4-3-12 P.123,136、資料 4-3-16） 

 

 〈2〉教育学部 

  成績評価については、シラバスに評価内容と方法をその割合とともに記している。

さらに、厳格な成績評価のために他学部同様に統一のガイドラインに基づいて評価と

単位認定を行っている。 

 

 〈3〉外国語学部 

成績評価については、シラバスに評価内容と方法をその割合とともに記している。

本学部では海外提携大学を中心として「海外留学」、「海外語学研修」を実施している。  

「海外留学」は、海外の大学で獲得した単位を本学の学習時間と比較して、これに

対応する単位を専攻科目の単位として最大 40 単位を上限に認定する。 

「語学研修」は該当する語学研修の内容及び時間に応じて、1 単位～4 単位を認定

する。 

また、到達度別クラス編成をしている英米語学科 1 年基礎（必修）科目においては、

学期ごとに成績検討会を開き公正な成績評価を図っている。  

 

 〈4〉造形学部 

成績評価については、シラバスに評価内容と方法をその割合とともに記している。

さらに、厳格な成績評価のために他学部同様に統一のガイドラインに基づいて評価と

単位認定を行っている。特に授業成果としての作品等は、講評会を行い学生への指導

を行ったうえで評価をしている。また複数教員による講評会を原則としている。 

 

 〈5〉法学部 

成績評価については、シラバスに評価内容と方法をその割合とともに記している。 

 

 〈6〉健康科学部 

 本学部における成績評価及び単位認定については、その内容と方法をシラバスに掲

載し、各科目の担当教員が「成績評価規程」に基づいて評価し、単位を認定している。

（資料 4-3-13） 

入学前の既修得単位の認定については、学則第 37 条に基づいて適切に実施している。
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（資料 4-3-10 P.246） 

 

 〈7〉経営学部 

  経営学部でも全学の成績評価基準に基づく秀・優・良・可・不可の 5 段階評価であ

り、GPA も算出され通知される。その枠組みの下で、授業科目毎に担当教員により成

績評価が行われるが、その評価方法と基準は、シラバスにおける各授業科目の「成績

評価の 方法及び基準」に明示されている。  

単位の修得には、授業時間と授業時間外の学修が必要であることが経営学部生に配

布される「学生便覧」にも説明されており、他学部と同様に経営学部でも、単位認定

の適切性を担保するために、出席時数が授業時数の 5 分の 4 に達しない場合は原則と

して単位の認定を行わない。  

編入学生については、従前の教育機関における既修得単位は、本学部の卒業要件に

必要な単位としては 60 単位まで認定することを決めている。その際の認定は、個別

認定を行う。当該科目に関する本学部の評価は、前述の 5 段階評価とは別に「認定」

としている。 

 

 〈8〉健康プロデュース学部  

  成績評価については、シラバスに評価内容と方法をその割合とともに記しており、

単位認定についても厳密かつ適切に行われている。  

 

 〈9〉保健医療学部 

  保健医療学部では学生を理学療法士・作業療法士国家試験に合格するように教育す

る必要がある。これにより教員は成績評価を必要以上に厳しくしてしまう傾向がある。

一方で、安易な単位認定は国家試験の合格を危ういものとしてしまう。そこで、本学

部では最終的な成績決定に先立ち、専任教員が集まって各教科における成績状況を確

認することとしている。このことは、決して授業担当教員の最終評価を左右するもの

ではないが、試験の難易度や授業の仕方そのものに至るまでを確認することとなり、

ひいては公平な評価につながるものと考えている。  

理学療法士・作業療法士教育における臨床実習は、それぞれの学生が異なる医療福

祉施設に割り振られて行われることが多い。この場合、学生は異なる実習指導者から

成績評価を受けることになり、その結果は公平さに乏しいといわざるを得ない。作業

療法学科では 1 年次から複数の外部施設において臨床実習が行われているため、その

最終評価は実習指導者からの評価のみに頼らず、独自に客観的臨床能力試験（OSCE）

を施している。（資料 4-3-17、資料 4-3-18、資料 4-3-19、資料 4-3-20）この OSCE は、

多くの作業療法学科の教員が、個々の学生の臨床能力を多面的に捉えることにより、

公平かつ客観的な評価を導き出そうとするものである。理学療法学科の 1 年次・2 年

次の臨床実習は、常葉学園関連施設である常葉リハビリテーション病院 1 箇所のみで

行われているため、OSCE は行っていない。実習指導者と綿密な打ち合わせを行うこ

と、学科指定の課題を提出させることで評価の公平さを保つよう努力している。ただ

し、3 年次からは外部施設で臨床実習が行われるため、理学療法学科でも OSCE を導
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入していくことを検討している。  

 

 〈10〉社会環境学部  

  全学の「成績評価規程」（5 段階評価基準）基づき評価を行っている。（資料 4-3-13）

これらを学生に明示するとともに、各授業科目における成績評価の方法については、

各科目のシラバスの「成績評価の方法及び基準」に掲載している。また、全学で定め

た「成績評価に関する取り扱い」に則り評価と単位認定を行っている。  

なお、成績評価に疑義のある場合には、「成績に関する質問・異議申し立て」を受け

付けている。  

 

 〈11〉保育学部 

全学の「成績評価規程」（5 段階評価基準）基づき評価を行っている。（資料 4-3-13）

これらを学生に明示するとともに、各授業科目における成績評価の方法については、

各科目のシラバスの「成績評価の方法及び基準」に掲載している。また、全学で定め

た「成績評価に関する取り扱い」に則り評価と単位認定を行っている。  

なお、成績評価に疑義のある場合には、「成績に関する質問・異議申し立て」を受け

付けており、教員には試験やレポートの保管を義務付けている。  

 

 〈12〉国際言語文化研究科  

各科目における成績評価と単位認定はそれぞれの担当教員に一任されている。ただ

し、本研究科の目標・目的に添って、それぞれが、学問の独立と神聖の意識に立って

厳正に実施していることは言うまでもない。とくに、受講生の大多数が現職教員また

は未来の教員であることを考えるとき、右の点はおろそかにはできないとの自覚に立

っている。 

形式は｢秀｣｢優｣｢良｣｢可｣｢不可｣の 5 段階評価である。基準は学部の成績評価基準に

準ずるが、少人数の全員参加型の授業にあっては、試験の点数による一律的な評価と

いうようなことにはなり難い。多くは単位レポートと授業参加内容との複合評価とな

る。それらは、各担当教員によって、先のシラバス｢評価方法｣にあらかじめ示されて

いる。 

 

 〈13〉初等教育高度実践研究科  

シラバスに評価方法を示したり、オリエンテーションでさらに説明を加えたりして

院生に明確に評価基準や評価方法を示し、大学の方針を遵守して、成績評価と単位認

定は厳格に行われている。 

 

 〈14〉健康科学研究科  

本研究科では、授業科目の成績評価は、科目ごとにシラバスに明示されており、そ

の方法に従って適切に行われている。 
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 〈15〉環境防災研究科  

成績評価については、大学統合に伴い平成 25 年度に制定された「成績評価規程」

に基づき、成績評価並びに単位認定を行っている。（資料 4-3-13）成績評価について

は、シラバスに評価内容と方法をその割合とともに記し、学生に周知している。  

 

（４）教育成果について定期的な検証を行い、その結果を教育課程や教育内容・方法の改

善に結びつけているか。 

 〈1〉大学全体 

これまでは、学部に属する授業方法・改善委員会の委員を中心に、「公開授業日」、

「FD 研修会」等を定め、相互に教育成果の検証を行い改善に努めてきた。また、非

常勤教員を含めた学生による授業アンケートを行い、この結果を検証し、改善に役立

てるとともに、結果をホームページ上に公開してきた。これらに加え、大学統合に伴

い平成 25 年度より「カリキュラム改善プロジェクトチーム」を立ち上げ、教育改革

のための新たな PDCA サイクル手法の構築に向けた取組をしているところである。 

なお、これまで実施されてきた「公開授業日」、「FD 研修会」、「学生による授業ア

ンケート」については FD・SD 委員会により継続して実施している。（資料 4-3-21、

資料 4-3-22、資料 4-3-23、資料 4-3-24） 

 

 〈2〉教育学部 

  大学全体の記述と同様である。 

また、教育学部の各課程・学科の学科会議や専攻会議等で教育課程の適切性や教育

効果の検証を行い、授業改善へと結びつけている。 

 

 〈3〉外国語学部 

大学全体の記述と同様である。  

また、外国語学部に特徴的なこととしては、外国語学部 1～3 年生に年 2 回の TOEIC 

TEST を行って教育成果を検証し到達度別クラス編成などに生かしている。  

 

 〈4〉造形学部 

他学部と共通に行っていることと、さらに、学部独自の検証として、複数の担当教

員による授業内容・方法のチェックが挙げられる。  

造形学部では「専攻科目」の演習、実習・実技科目の大半で、1 科目を複数の教員

が担当する方法をとっている。学生の作品制作における多様な技法や発想を促すため

だが、この運営方法により教員相互で教育効果の検証が行われ、授業を改善すること

につながっている。  

また「学部共通科目」における演習、実習・実技科目では、進行に応じて担当教員

が学科・コース打合せ等で状況を報告し、相互に検討を行っている。  

 

 〈5〉法学部 

  法学部は、学部設置 2 年目であるため、現在、それぞれの授業等、教育内容につい
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て教員間で情報交換を密にするなど、教育成果についての情報を収集するとともに、

その適切な検証方法について検討をおこなっているところである。  

 

 〈6〉健康科学部 

  学年進行中の本学部における教育課程の検証は、全学的な「カリキュラム改善プロ

ジェクトチーム」のメンバーである各学科の「教育コーディネーター」を中心とした

学科内ワーキンググループにおいて定期的に検討し、その内容を各学科会議で協議す

ることで、教育内容・方法の改善に結びつけている。 

 

 〈7〉経営学部 

経営学部では、平成 26 年度後期以降、今後の授業改善に役立てるべく、全学の委

員会で作成された授業アンケートを実施している。また、全学におけるカリキュラム

改善の取り組みの一環として、経営学部では富士キャンパスと浜松キャンパスにそれ

ぞれ教育コーディネーターを置き、カリキュラムマップの作成とカリキュラムポリシ

ー、ディプロマポリシーの点検を行ってきている。 

 

 〈8〉健康プロデュース学部  

毎年度大学全体で行う FD 研修会や教員相互による授業参観に加え、平成 26 年度

に統一した全学授業アンケート等を通して、定期的な検証を実施している。また、各

学科では学科会議等で教育課程や教育内容・方法の適切性や教育効果についての話し

合いの場を定期的に設けている。  

 

 〈9〉保健医療学部 

  保健医療学部は開設 2 年目であり、成績不振に陥っている学生はまだごく一部に留

まっている。しかし、今後益々困難度を増す専門教育科目に移行し、理学療法士・作

業療法士としての多くの能力が試される長期臨床実習が始まると、その教育成果がよ

り鮮明に現れることになるであろう。最終的な教育成果は、卒業率および国家試験の

合格率により決定されるが、それを待たずして教育内容・方法の改善に取り組む体制

を整えていく計画である。  

 

 〈10〉社会環境学部  

本学部では、平成 25 年度より全学的に立ち上げられた「カリキュラム改善プロジ

ェクトチーム」の下、従来から実施してきた「他教員の授業参観」「公開授業日」、「FD

研修会」、「学生による授業アンケート」等を活用し、学部の「教育コーディネーター」

を中心に、教育成果の検証、教育課程・教育内容の点検を行っている。  

 

 〈11〉保育学部 

保育学部では、平成 25 年度より全学的に立ち上げられた「カリキュラム改善プロ

ジェクトチーム」の下、従来から実施してきた「他教員の授業参観」「公開授業日」、

「FD 研修会」、「学生による授業アンケート」等を活用し、学部の教育コーディネー
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ターを中心に、教育成果の検証、教育課程・教育内容の点検を行っている。  

 

 〈12〉国際言語文化研究科  

教育、授業の内容および方法の改善を図るための組織的研修・研究は、学部におい

て実施される FD 研修会等で行っている。 

 

 〈13〉初等教育高度実践研究科  

「公開授業日」や「FD 研修会」等において、教員が相互に授業を見合い、効果的

な授業方法や教育成果の検証、改善に努めている。また教職大学院独自の評価委員会

による院生の授業アンケートからの分析や学生委員会における院生ヒアリング、さら

には外部評価委員会による評価及び指導・助言を参考にして、結果を個々の教員にフ

ィードバックしたり、教員会議で検討したり、積極的に公表したりして、常に改善を

図るように努めている。 

 

 〈14〉健康科学研究科  

  健康康栄養科学専攻の教育成果については、2 年間にわたり指導教員のもと研究指

導が行われた上で作成される修士論文に集約される。修士論文の一定の水準が確保さ

れているか否かの検証が教育成果の検証につながると考えている。同時に授業評価も

導入して、その検証結果を教育課程や教育内容・方法の改善に結びつけるシステムを

強化する必要がある。  

臨床心理学専攻の教育成果は、大学院生にケースを持たせて週に一回のカンファレ

ンス（実習授業）でのプレゼンテーションで定期的に検証がなされる。検証結果は総

合的な教育成果として全ての教員にフィードバックされその後の教育指導の改善に活

かされる。また、修士論文の水準が教育成果の検証につながるため、修士論文発表会

後に会議を持ち専攻教員全体で教育成果の評価と次年度への改善の抱負を検討してい

る。 

 

 〈15〉環境防災研究科  

大学全体の記述や基礎学部である社会環境学部での記述と同様に、授業参観や FD

研修会等を活用し、教育課程や教育方法・内容の改善に取り組んでいる。 

 

２．点検・評価 

  ①効果が上がっている事項  

大学統合に伴い、全キャンパスにおいてシラバスを冊子体から電子化したことによ

り、入力の効率があがり、閲覧確認がしやすくなった点が挙げられる。なお、授業内

容の理解がさらに進むように、より一層のシラバスの充実を図って平成 26年 2月には、

シラバスの記載方法に関する研修会を行った。 

造形学部では、学修成果の基準としての GPA の平均数値が向上していることが挙

げられる。 

経営学部は浜松市と富士市の両キャンパスに設置され、1 学部 1 学科 2 キャンパス
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制をとっている。両キャンパスでは、各授業が統一シラバスに基づいて進められてい

る。統一シラバスの作成時において、両キャンパスの科目担当者が協議し、授業内容

とシラバスの整合性についても確認した。  

 

  ②改善すべき事項  

  教育学部生涯学習学科においては、市町村職員、警察官・消防士になる者に対して、

社会教育施設に就職する者は現状では少ない点が挙げられる。学科の目的にそった人

材の育成に努めるためにも今後は、社会教育施設での実習の拡大、キャリアサポ－ト

センタ－との協力により、公務員講座の増設等の学生支援を推し進めていく。  

   造形学部においては、実技系科目の課題（作品等）における客観的な基準を示すこ

とと、科目間の統一性を持たせることが非常に困難であることが挙げられる。 

   法学部においては、演習科目を手厚く配置しているものの、講義科目（半期 2 単位）

に比して単位数が少ない（演習科目は半期 1 単位）ため、報告準備・議論参加等、授

業科目より重い負担と単位数のバランスが適切であるか再考する必要がある。現状の

各教員による熱意を持った取り組みを考慮すると、講義科目と同程度か、それ以上の

単位数とすることが適切と思われる。また、講義・演習等において教員を支えるサポ

ート体制が整っておらず、早急に整える必要がある。  

   経営学部においては一期生がまもなく本格的な就活に入り、学部教育と就職活動と

の整合性が試される。そのことを念頭に置きながら、カリキュラムや授業方法につい

て点検していく場が必要と思われる。  

健康プロデュース学部においては、入学時段階で一定水準の学力を有する学生を確

保すること、すなわち、ＡＯ入試合格者数と一般入試合格者数のバランスの考慮や入

学選考基準の見直しをすること、また進路変更希望者への適切な対応や制度の検討が

必要と考えている。 

保健医療学部においては、「理学療法・作業療法評価法」等の演習科目で学生数に応

じた数の機械器具が必要となる。しかし、経年劣化による破損に加え、例年いくつか

の機械器具が紛失しているのが現状である。年度が替わるごとに数を確認し補充して

いるが、授業の遂行に支障をきたすことのないように、徹底した管理が必要と考えて

いる。 

   初等教育高度実践研究科においては、現職教員学生と学部卒学生それぞれの特性等

に応じた指導内容・指導方法の検討を進めていく。 

   健康科学研究科においては、履修規程の明示について、改善すべきである。前身の

浜松大学大学院では履修規程を専攻ごとに詳細に明示していたが、統合後、常葉大学

大学院では履修規程が明示されていない。  

 

３．将来に向けた発展方策 

  ①効果が上がっている事項  

   カリキュラム改善の企画に加えて、他教員の授業参観、公開授業、FD 研修会、授

業アンケート等を活用し、より質の高い教育を目指していく。  

また、大学統合に伴い、電子化されたシラバスについて、シラバス研修会での講習
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内容を活かし、フォーマットを含め記載内容の充実を図り、学生にとって見やすいシ

ラバス作成に努めていく。 

 

  ②改善すべき事項  

法学部においては、完成年度における、法学部教育の効果を見て、必要な改善をお

こなっていく予定である。  

   経営学部においても完成年度に向けて、4 年次の開講科目についても担当教員間の

協議により統一シラバスを再度点検していく。またカリキュラムポリシーとディプロ

マポリシーの観点から各授業科目を点検する。  

健康プロデュース学部においては、授業内容の理解がそのまま国家試験や就職試験

の結果に直結するための土台となる教育内容および教育方法の検討を継続して行う必

要がある。また、最新の報告や知見を盛り込んだ、大学ならではの教育内容を加え、

かつ新たな発見や創造を学生と協働して研究・追究するような学生の意欲向上に資す

る体制の改善が必要である。  

   健康科学研究科においては、現在、授業評価アンケートが実施されていないので、

今後、授業評価を実施していくべきであると考えている。 

 

４．根拠資料 

4-3-1 常葉大学公式サイト 3 つのポリシー（既出 資料 4-1-7） 

4-3-2 自己チェックシート（既出 資料 4-2-8） 

4-3-3 常葉大学履修規程 

4-3-4 平成 26 年度 常葉大学大学院 学生便覧（国際言語文化研究科）  

（既出 資料 4-1-8） 

4-3-5 平成 26 年度 常葉大学教職大学院 学生便覧（初等教育高度実践研究科） 

（既出 資料 4-1-9） 

4-3-6 常葉大学大学院初等教育高度実践研究科履修規程（既出 資料 4-1-17） 

4-3-7 平成 26 年度 常葉大学大学院 学生便覧（健康科学研究科）（既出資料 4-1-10） 

4-3-8 常葉大学公式サイト 電子シラバス（成績評価の方法及び基準）  

     http： //www.tokoha-u.ac.jp/university/disclosure/public-info/05/index.html 

4-3-9 全学統一の授業アンケート調査の実施について  

4-3-10 平成 26 年度 常葉大学 学生便覧 静岡キャンパス（既出 資料 1-3） 

4-3-11 平成 26 年度 常葉大学 学生便覧 浜松キャンパス（既出 資料 1-19） 

4-3-12 平成 26 年度 常葉大学 学生便覧 富士キャンパス（既出 資料 4-1-3） 

4-3-13 常葉大学成績評価規程  

4-3-14 成績評価に関する取り扱い  

4-3-15 成績に関する質問・異議申し立て（成績確認申請書）  

4-3-16 常葉大学編入及び転入学規程  

4-3-17 臨床見学実習 OSCE 

4-3-18 臨床見学実習 OSCE 評価用紙 

4-3-19 臨床評価技術実習 OSCE 
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4-3-20 臨床評価技術実習 OSCE 評価用紙 

4-3-21 平成 26 年度公開授業 Week および授業力向上強化月間について（6 月） 

4-3-22 平成 26 年度公開授業 Week および授業力向上強化月間について（11 月） 

4-3-23 FD・SD 研修会（11 月）の参観希望調査のお願い  

4-3-24 2014 年度 常葉大学浜松キャンパス FD・SD 研修会報告集  
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成果 

 

１．現状の説明 

（１）教育目標に沿った成果が上がっているか。  

 〈1〉大学全体 

地方の私立大学にあって志願者数が増加傾向にあるということは、本学の教育理

念・目的の実践主体である在学生・卒業生が地域で活躍し、成果を上げている何より

の証拠であると言える。加えて、在籍者数が増加しているにも関わらず、退学率が全

体で 2％台に収まっていることも成果の表れと言える。（資料 4-4-1） 

なお、「学長表彰」の制度を設けており、毎年全学的な行事の折に、学内外での活動

について他の学生の範となる活動について表彰し、併せて、卒業時にあたっては、各

学部より極めて優秀な学生については表彰あるいは学位授与代表としての役割を与え

ている。 

学生の自己評価については、「授業アンケート」の中において学生自身の授業に臨む

態度、自己評価などを質問項目として設定し、学生自身が授業に対する自己評価や授

業の振り返りを行うようになっている。  

また、一部の学部に対しては「キャリアポートフォリオ」を配布し、そこに自己の

目標、目標に対する到達度などについて自己点検するように指導を行っている。  

卒業後の評価については、卒業先、あるいは卒業生自身の評価について明確に調査

し、把握する機会はこれまでなかった。しかしながら本学の卒業生が就職した企業か

ら引き続き求人の依頼があるということは就職先の評価を得ているということである。

（資料 4-4-2） 

平成 22 年 11 月から始めた卒業生を招くホームカミングデ―の実施によって卒業生

と話す機会ができつつあり、その機会を通じて卒業生からも本学に対する期待を少し

ずつ把握することができるようになってきている。 

 

 〈2〉教育学部 

概ね大学全体の説明と同様である。また、教員養成が所期の目標である本学部にと

って、志願者数の増加傾向及び教員採用者数の増加は成果の表れと言える。 

 

 〈3〉外国語学部 

大学全体の説明に加えて以下の事項がある。  

成果の測定は難しいが、教員免許を取得した者や教員に採用された者がいることか

ら教育目標の達成の一つの目安になっていると考えている。  

さらに、外国語学部 1～3 年生全員に TOEIC TEST を年 2 回行い、成績の伸び率な

どから学習（教育）成果を検証している。また、教員免許状取得・教員採用者に加え、

不況下においても静岡県下の有力な貿易・物流関連の会社へ数多くの卒業生が採用さ

れ、外国語力・国際交流力を持った学生を育成できていると考えている。  
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 〈4〉造形学部 

大学全体の説明に加えて以下の事項がある。  

学部の科目の中核をなす「専攻科目」の演習、実習・実技科目のすべてで、その科

目の最終に作品講評が行われる。  

ここでは多くの場合、学生によるプレゼンテーションが行われ、最終形に至る過程

と作品の講評がなされる。したがって、授業の成果が作品のかたちとなって如実に現

れることとなる。こうした作品の最たるものが 4 年次必修の「卒業制作」であり、次

項に述べるような評価がなされる一方、作品は評価および講評を兼ねた学内展示が実

施されるとともに、卒業制作展として一般に公開される。あわせて作品集等のデジタ

ル・コンテンツ化とともに専用サイトを立ち上げ、情報化社会に対応した新たな公開

方法を実施している。 

 

 〈5〉法学部 

大学全体の説明に加えて以下の事項がある。  

  法学部は平成 25 年度に設置されたものであり、最初の卒業生が出るのは、平成 28

年度であるため、現時点では卒業後のキャリア等を基にして成果を語ることはできな

い。 

  ただし志願者数が増加傾向にあることから、新設された法学部が大学進学を望む県

内外の受験生、および地域社会からの認知において存在感を高め、その教育目標に対

しても一定の評価が得られているものと考える。  

 

 〈6〉健康科学部 

  学部開設 2 年目であり、卒業生の評価ができない現況の中での、本学部の教育目標

の達成度の判断は困難である。  

 

 〈7〉経営学部 

  教育の成果は就職状況まで見なくては最終的判断ができないが、1 年次に TOEIC

で高得点を獲得する学生も出てきており、経営学部の英語教育の成果が表れ始めてい

る。また、自治体の公共施設マネジメントへの提案や、大学近隣の商工会と連携した

プロジェクトを開始するなど、地域の課題に対する取り組みも進んでいる。さらにそ

の内容を浜松・富士両キャンパスの経営学部の学生交流会で発表する学生も育ってき

ており、経営学部生は地域社会に貢献する課題解決能力を徐々に修得してきている。 

 

 〈8〉健康プロデュース学部  

  大学全体の説明に加えて以下の事項がある。 

志願者数が増加傾向にあり、各学科の就職内定率は高水準を維持している。一方で

中途退学者の数は減少傾向にあることから、教育の成果が出ていると推察できる。 

 

 〈9〉保健医療学部 

保健医療学部の教育目標は、「基準 1」の項で述べたように「倫理観と使命感に溢
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れ、幅広い教養と高度な専門知識及び技術を合わせもった理学療法士・作業療法士を

育成し社会に送り出すこと」である。「幅広い教養と高度な専門知識及び技術」はも

とより、「倫理観と使命感」についても、年次進行に伴って育まれていくものと考え

ている。したがって、開設して 2 年の現時点で教育目標の達成度を評価することは困

難であると考えている。 

 

 〈10〉社会環境学部  

  社会環境学部では、教育が成果を上げている証として、平成 26 年 3 月の卒業生の

就職内定率は、95.8％と高い実績を上げている。また、平成 26 年度入試については、

入学定員 100 人に対して、志願者数 818 人、受験者数 808 人、合格者数 705 人、入

学者数 115 人であり、その前年度を大きく上回り、教育成果の向上が募集結果にも反

映している。  

 

 〈11〉保育学部 

保育学部では、教育が成果を上げている証として、幼稚園教諭一種免許状・保育士

資格免許取得率が高い数値となっている。さらに平成 26 年 3 月の卒業生の就職内定

率は 100％と高い実績を上げており、そのうち保育者としての就職率は 9 割を超え高

い数値を示している。  

 

 〈12〉国際言語文化研究科  

院生の学修成果を測定するための評価指標の開発は、組織的に行わず、各授業にお

いて、それぞれ担当者が工夫して教育を行ってきた。 

成果としてこれまでの修了生の進路を次の表に示す。この状況から、一定の成果が

上がっていると推察される。  

 

大学院修了生・進路（第 1 期生～8 期生、平成 10 年 3 月修了～22 年 3 月修了） 

大学･短大等教員 24名 

中学･高校教員  44名 

小学校教員    32名 

公務員  7名 

学校職員 6名 

報道機関 3名 

医療機関   3名 

会社員･自営 20名 

進学（留学） 6名 

その他 25名 

不明   6名 

計   176名 

 

 〈13〉初等教育高度実践研究科  

現職教員修了生は、学校現場へ復帰後管理職をはじめ行政職、校内での重要ポジシ

ョンに抜擢され、教育現場に大きく寄与する立場で活躍している。また学部卒修了生

は 100 パーセント教職に就いている。教育目標・目的の成果は上がっていると考えて

いる。 

 

 〈14〉健康科学研究科  

  修了生の進路から成果を評価すると、健康栄養科学専攻では、1 名が大学教員、4

名が管理栄養士（病院 3 名、学校 1 名）といった専門職に就いており、概ね設定した

教育目的・目標を達成していると考える。  
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臨床心理学専攻では、修了者 22 名のうち、臨床心理士資格試験合格者は 18 名に及

び、「臨床心理の専門家」を養成するという目標に沿った大きな成果を上げていると考

える。一方で中途退学する学生（5 期生まで 11 名）も少なくないことは今後の課題で

ある。 

 

 〈15〉環境防災研究科  

  本研究科の修了者は、社会人入学の場合は、元々環境・防災分野に関連する企業・

組織に所属している場合が多く、高度な専門知識を身に付けた上で、元の職場に戻り、

当該知識・技術を活かした仕事に就くケースが多い。また、留学生の場合は、帰国後

に修士課程で得た知識・技術を活かし公務員や民間企業に就職しており、本研究科の

教育目標に沿った成果が上がっている。 

 

（２）学位授与（卒業・修了認定）は適切に行われているか。  

 〈1〉大学全体 

学位授与についての手続きは、「学位規程」に基づき、各学部教授会、各研究科会議

において厳格に運用している。また、学部においては各学科・課程において「履修規

程細則」を規定し、学生便覧に明示している。 

（資料 4-4-3 P42,73,93,106,130,153,171,176,182、資料 4-4-4 P39,48,60,74,84,88,92,96、 

資料 4-4-5 P41,51,68、資料 4-4-6） 

学則に学位授方針を明示するとともに所定の単位等を履修できない場合は、卒業・

修了の認定をしないとしている。  

 

 〈2〉教育学部 

卒業認定は、学則第 39 条により 3 月の教授会で既習得単位を合算し厳格になされ

ている。 

 

 〈3〉外国語学部 

卒業認定は、学則第 39 条により 3 月の教授会で既習得単位を合算し厳格になされ

ている。 

 

 〈4〉造形学部 

卒業認定は、学則第 39 条により 3 月の教授会で既習得単位を合算し厳格になされ

ている。 

これ以前の段階として造形学部に特徴的なのは、4 年次必修の「卒業制作」の単位

認定である。この科目では学部共通の制作締切日、成績評価日および評価のための学

内展示期間、評価ルールを定め、これを授業開始時のガイダンスで履修学生に周知し、

これに従って学生は制作を進め教員は指導を行う。  

このことは、学位授与方針に基づく教育課程の編成・実施方針で「卒業制作」を 4

ヵ年の専門的な学修の集大成と位置づけているためである。  
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 〈5〉法学部 

  法学部は、平成 28 年度に最初の卒業生を出すものであり、まだ学位授与は行って

いない。学則第 39 条により、大学全体で述べた通りの手続で学位授与を行うことと

定めている。  

 

 〈6〉健康科学部 

学部開設 2 年目の本学部においては、卒業認定は未実施である。  

 

 〈7〉経営学部 

  卒業認定は、前述の卒業要件に照らして行われる。すなわち、本学部を卒業するた

めには学部の授業科目のみで 124 単位を満たす必要があり、その意味で学士（経営学）

が授与されるためには、経営学を確実に修得していることが求められる。  

  平成 25 年度に発足した本学部は現在、在籍者が 2 年次生までであるので、実際の

学位の授与は完成年度（28 年度）となる。  

 

 〈8〉健康プロデュース学部  

  統合前の浜松大学での卒業認定は、3 月の教授会において既修得単位を合算し、適

切に認定されている。  

こども健康学科では平成 25 年度入学者より学位名称を一般的な「健康学」から、

より学科特性を表した「こども学」に変更し、健康栄養学科では平成 25 年度入学者

より学位名称を「健康栄養学」から認知度の高い「栄養学」に変更した。平成 25 年

度に発足した本学部は現在、在籍者が 2 年次生までであるので、実際の学位の授与は

完成年度（28 年度）となる。学則第 39 条により、平成 28 年度に学位授与を行う。  

 

 〈9〉保健医療学部 

保健医療学部ではまだ卒業生を輩出していない。平成 25 年度に発足した本学部は

現在、在籍者が 2 年次生までであるので、実際の学位の授与は完成年度（28 年度）と

なる。学則第 39 条により、平成 28 年度に学位授与を行う。  

 

 〈10〉社会環境学部  

社会環境学部では、学位授与の手続きは、全学の「学位規程」に基づき、学部教授

会において慎重に審議し運用している。（資料 4-4-6）また、学部の「履修規程細則」

を規定し、学生便覧に明示するとともに厳格に運用している。平成 25 年度に発足し

た本学部は現在、在籍者が 2 年次生までであるので、実際の学位の授与は完成年度（28

年度）となる。学則第 39 条により、平成 28 年度に学位授与を行う。  

 

 〈11〉保育学部 

保育学部では、学位授与の手続きは、全学の「学位規程」に基づき、学部教授会に

おいて慎重に審議し運用している。（資料 4-4-6）また、学部の「履修規程細則」を規

定し、学生便覧に明示するとともに厳格に運用している。平成 25 年度に発足した本
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学部は現在、在籍者が 2 年次生までであるので、実際の学位の授与は完成年度（28

年度）となる。学則第 39 条により、平成 28 年度に学位授与を行う。  

 

 〈12〉国際言語文化研究科  

国際言語文化研究科の修士課程を修了した者に授与される学位は、英米言語文化専

攻は修士｢英米言語文化｣、国際教育専攻は修士｢国際教育｣である。（本大学院学則第

16 条） 

修士の学位は、「大学院に標準 2 年以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要

な研究指導を受けた上、修士論文の審査及び最終試験に合格」した者（同 15 条 1 項）

に与えられる。  

修士論文は、本研究科で定める「修士論文要項」に基づいて作成される。論文は仮

製本して 3 部提出し、主査 1 名及び副査 2 名で審査し、口述審査は「主査 1 名、副査

2 名によって日本語を用いて行う。なお、合格した修士論文は製本して本学図書館に

所蔵し、一般の閲覧に供するとともに、毎年度「常葉学園大学大学院修士論文論集（要

旨集）」（Ａ4 版、1 論文は 10～15 頁に要約）  を刊行し関係機関等に配付している。  

修士論文の審査基準に関しては、前回の認証評価で指摘があり、「審査基準」として

明文化し、公表した。  

 

 〈13〉初等教育高度実践研究科  

大学院学則の第 6 条 4 項に本研究科の目的が明示され、学則第 16 条において学位

の授与について規定している。  

なお、単位の履修、認定等は厳格に行われている。  

 

 〈14〉健康科学研究科  

健康栄養科学専攻における修了の認定及び学位の授与は大学院学則第 15 条および

16 条に基づき、2 年以上在学し、30 単位以上を修得し、さらに修士論文の審査及び

最終試験に合格した者に、修士（健康栄養科学）の学位が授与される。（資料 4-4-7 P.7）

常葉大学大学院学位規程に従い、提出された修士論文は、主査（1 名）、副査（2 名）

による審査を受け、最終試験として公開の発表会を行い、合否を判定する。（資料 4-4-7 

P.21） 

臨床心理学専攻では、学位授与方針の項目に記載したように規程の科目を 30 単位

以上習得しさらに修士論文の審査に合格した者に修士（臨床心理学）の学位が授与さ

れる。この修士論文の審査は、常葉大学大学院学位規程に従い、提出された修士論文

は主査（1 名）、副査（2 名）による審査により合否を判定する。これらの様に両専攻

とも学位授与は厳正かつ適切に行われている。  

 

 〈15〉環境防災研究科  

  大学院学則第 15 条に基づき修了認定を行い、同学則第 16 条に基づき学位の授与を

行っており、研究科会議において厳格に運用している。また、本研究科履修規程に修

了の要件を示し、学生便覧に明示している。（資料 4-4-6、資料 4-4-8 P8）修了・学位
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授与の認定は、2 月の研究科会議上で厳格になされている。 

 

２．点検・評価 

  ①効果が上がっている事項  

   法学部では、設置からこれまでの 2 か年間、法学部志望者は増加しており、受験生

及び地域社会から一定の信頼感が得られている。  

   経営学部では、地域と連携したプロジェクトが複数立ち上がっており、学生たちが

率先して参加している。 

   健康プロデュース学部では、志願者数は増加傾向にあり、各学科の就職内定率は高

水準を維持し、中途退学者の数も減少傾向にある。  

   国際言語文化研究科では、修士論文の審査基準を明文化し、公表し、審査の透明性、

公平性を確保した。  

   初等教育高度実践研究科では、「課題研究」成果報告書作成の方法を見直し、発信力

があり今後の研究実践の基盤となる活用しやすい成果物とした。  

 

  ②改善すべき事項  

   法学部においては、平成 28 年度の最初の卒業生送り出しに向け、上記の成果を拡

充すべく、教育目標のさらなる実現に向け一層努力を行う。  

   経営学部においては、日商簿記検定や税理士、販売士などの資格試験や語学の検定

試験に挑戦する学生が多くなるように、授業等の場における学生への働きかけを強め

ている。 

   また、常葉大学が統合したことを踏まえ、大学院の修士論文の審査基準について、

統一化を図ることを検討する必要がある。  

 

３．将来に向けた発展方策 

  ①効果が上がっている事項  

   法学部では、キャリアサポートセンター（CSC）との連携により、将来の就職に向

け、学生の意識向上に努め、実践的な能力涵養をも進めている。  

   経営学部では、経営学部の第 1 期生の卒業状況を見た上で、卒業要件の適切性を検

証し、判断する。 

 

  ②改善すべき事項  

   法学部においては、平成 28 年度の最初の卒業生送り出しに向け、CSC との連携を

一層強化し、学生の意識と実践的な能力をさらに向上させる。また、地域社会におけ

る認知を一層広めさらなる信頼を得ることで法学部の存在感を高める。  

   経営学部においては、資格取得や公務員試験のための課外講座を受講する学生の人

数を増加させることにより、課程外での学修を一層推進させていく。 

   また、大学院の修士論文の審査基準の統一化を図ることを検討していく。  
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４．根拠資料 

4-4-1 平成 25・26 年度退学者数一覧  

4-4-2 教授会キャリアサポートセンター就職率資料  

4-4-3 平成 26 年度 常葉大学 学生便覧 静岡キャンパス（既出 資料 1-3） 

4-4-4 平成 26 年度 常葉大学 学生便覧 浜松キャンパス（既出 資料 1-19） 

4-4-5 平成 26 年度 常葉大学 学生便覧 富士キャンパス（既出 資料 4-1-3） 

4-4-6 常葉大学・大学院学位規程（既出 資料 4-1-12） 

4-4-7 平成 26 年度 常葉大学大学院 学生便覧（健康科学研究科）（既出 資料 4-1-10） 

4-4-8 平成26年度 常葉大学大学院 学生便覧（環境防災研究科）（既出 資料4-1-11） 
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基準５．学生の受け入れ  

 

１．現状の説明 

（１）学生の受け入れ方針を明示しているか。  

 〈1〉大学全体 

  本学は大学としての入学者受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）を建学の精

神と教育理念に基づき定めている。この方針を踏まえて、学部、学科、研究科ごとに

入学者受け入れ方針を定めている。これらの入学者受け入れ方針は、大学のホームペ

ージの「公式サイト（資料 5-1、資料 5-2）」や「受験生サイト（資料 5-3）」で公表す

るとともに、印刷物として配布している「入試ガイド（資料 5-4 P.41～42）」や「入

学試験要項（資料 5-5 P2～3、資料 5-6 P1,19,29）・教職大学院パンフレット（資料

5-26 P.11）」にも掲載し周知を図っている。  

  大学全体としては入学者受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）を以下のよう

に定めている。  

  常葉大学の教育理念である「知徳兼備」・「未来志向」・「地域貢献」を踏まえ、本学

では次のような人材を求める。  

   ①自らの責任において主体的に学習しようという意欲と向上心を持っている人  

   ②物事に果敢に挑戦しようという意欲を持っている人  

   ③地域社会に貢献したいという希望と意欲を持っている人  

なお、本学へ入学するにあたり、修得しておくべき知識等の内容・水準を理解して

もらうため、入学試験における学部・学科ごとの必須科目と選択科目、出題範囲、実

技・面接内容、出願資格、入試結果なども大学のホームページの「公式サイト（資料

5-8、資料 5-9）」や「受験生サイト（資料 5-10）」で公表するとともに、印刷物として

配布している「入試ガイド（資料 5-4）」や「入学試験要項（資料 5-5、資料 5-6、資

料 5-7）」にも掲載している。さらに、入学試験の過去問題・解答例（資料 5-11）も制

作し配布している。オープンキャンパス・進学相談会・高校内ガイダンス等では受験

生に対し、高校で修得しておくべき知識等の内容・水準を説明しつつ、基礎学力以外

にも文章理解力や表現力及び他者とのコミュニケーション能力などの基本的な社会適

応能力も身に付けてほしいと説明している。  

また、障がいのある学生の受け入れについては、「入学試験要項（資料 5-5 P.17）」

の「入学試験当日の注意」に、「受験上の配慮を必要とする方（視覚・聴覚障害、肢体

不自由、病弱、発達障害、その他）は事前に入学センターへお問い合わせください。」

と記載している。入学センター宛に問い合わせがあった場合、志願者本人から具体的

に必要な配慮事項を記載した書類等を提出するよう依頼している。その特別措置の要

望に基づき、志願者の障がいレベルに応じた入試実施時と入学後における対応につい

て、当該志願者に不利益が生じないよう考慮の上、大学及び学部・学科として可能な

限り対応できる態勢を志願者本人に伝えている。必要があれば、志願者本人や家族に

大学の施設を見学して就学が可能かどうか事前に確認してもらうよう勧めている。  
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 〈2〉教育学部 

  教育学部は入学者の受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）を以下のように定

めている。 

 

  教育学部は、幅広い教養、豊かな人間性、実践的な指導力を兼ね備え、教育という

視点から社会に貢献したいという意欲を持つ学生を求めます。 

①初等教育課程  

    初等教育課程では、具体的に次のような学生を求めます。 

    ア．基礎的文章表現の理解や構築能力、及び基礎的数理能力や推理能力を持っ

た者 

    イ．専門的知識や広い教養を獲得しうる全般的な基礎学力と意欲的な姿勢を持

った者 

    ウ．教師となる夢を持ち、実現していく情熱と根気を兼ね備えた者  

    エ．人と人との融和を図り、広い視野にたって人間関係を構築できる者  

    オ．自ら考え、自ら行動し、己を客観的に評価できる資質を持った者  

   ②生涯学習学科  

    生涯学習学科では、具体的に次のような学生を求めます。 

    ア．生涯学習の支援・推進に関わる専門家・指導者となることへの熱意を持っ

ている者  

    イ．専門的知識や教養を習得するための基礎的な学力と高い学習意欲を持って

いる者 

    ウ．強い責任感を有し、社会人としてのルールを尊重し、より良い人間関係を

築くことに努める者  

    エ．学業に励むとともに、進んで文化・スポーツ活動、ボランティア活動など

に参加する者  

   ③心理教育学科  

    心理教育学科では、具体的に次のような学生を求めます。 

    ア．人の心や行動の、「働き」や「違い」に関心や疑問を持ち、それを理解し、

疑問を解明するためには努力を厭わず、主体的に学習し、探究しようとい

う意欲と向上心、知的好奇心を持っている者  

    イ．特に「発達」や「カウンセリング」について探究し、教育現場（特別支援

教育を含む）やカウンセリング等の領域において、他者の成長や支援に関

わりたいという熱意を持った者  

 

  なお、求める学生像の明示方法、当該課程・学科に入学するにあたり修得しておく

べき知識等の内容・水準の明示方法、障がいのある学生の受け入れ方針については、

大学全体の記述と同様である。  

 

 〈3〉外国語学部 

  外国語学部は入学者の受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）を以下のように
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定めている。  

 

  外国語学部は、本学部で学ぶのに十分な外国語学習能力を担保するために、基礎的

な英語力（読む、書く、聞く、話す）が備わっている者、外国の社会、文化、歴史等

に広く関心を持ち、自ら積極的に情報を取得しようとする姿勢が見られる者、大学卒

業までに、他者の発する種々の情報を正確に理解し、また、自らの見解や意見を分か

り易く、論理だててアウトプットできるようになるために必要となる基礎的な日本語

読解力、文章作成能力の備わった学生を求めます。 

   ①英米語学科 

    英米語学科では、具体的に次のような学生を求めます。 

    ア．英語の習得、ブラッシュアップに意欲的な者  

    イ．持続的に学習が継続できる者  

   ②グローバルコミュニケーション学科  

     グローバルコミュニケーション学科では、具体的に次のような学生を求めま

す。 

    ア．英語に加え、2つの言語の外国語習得に意欲的な者  

    イ．社会人基礎力の獲得に積極的に取り組む者  

    ウ．持続的に学習が継続できる者  

 

なお、求める学生像の明示方法、当該学科に入学するにあたり修得しておくべき知

識等の内容・水準の明示方法、障がいのある学生の受け入れ方針については、大学全

体の記述と同様である。 

 

 〈4〉造形学部 

造形学部は入学者の受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）を以下のように定

めている。 

 

  造形学部は、造形的な専門性以上に、社会人として求められる基礎・基本、人間力

を身につけ、造形芸術を通して社会に貢献しようとする高い志と意欲を持つ者、自立

した人間として、他社や取り巻く環境と協調・協働しながら、芸術的創造活動の展開

ができる基本的な素養を備える者、そして、造形芸術を学ぶ意欲にあふれ、使命感を

持って社会貢献を目指す学生を求めます。 

   ①造芸学科 

    造形学科では、具体的に次のような学生を求めます。 

    ア．造形活動に情熱を持って取り組む姿勢を持つ者  

    イ．多種多様なアートとデザインの分野に興味を持ち制作する者  

    ウ．教員と共に目的意識を持ち切磋琢磨する者  

    エ．創り出すことが好きであり、物事に対して真摯に向き合うことのできる  

      者 
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なお、求める学生像の明示方法、当該学科に入学するにあたり修得しておくべき知

識等の内容・水準の明示方法、障がいのある学生の受け入れ方針については、大学全

体の記述と同様である。 

 

 〈5〉法学部 

  法学部は入学者の受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）を以下のように定め

ている。 

 

  法学部は、幅広い教養と高い公益性・倫理性に加えて法的知識やリーガルマインド

を身に付けることにより、積極的に社会を支え、あるいは改善に導くことに意欲を持

ち、自らも向上心を持つ学生を求めます。 

   ①法律学科 

    法律学科では、具体的に次のような学生を求めます。 

    ア．人権に対して尊厳の気持ちを持っている者  

    イ．社会のルールや秩序の仕組みに関心を持っている者  

    ウ．地域社会へ貢献したいという希望と意欲を持っている者  

    エ．自らの責任において主体的に学習しようという意欲と向上心を持っている

者 

    オ．周囲の人々と協力して物事を成し遂げようとする協調心を持っている者  

    カ．物事に果敢に挑戦しようという意欲を持っている者  

 

なお、求める学生像の明示方法、当該学科に入学するにあたり修得しておくべき知

識等の内容・水準の明示方法、障がいのある学生の受け入れ方針については、大学全

体の記述と同様である。 

 

 〈6〉健康科学部 

  健康科学部は入学者の受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）を以下のように

定めている。  

 

  健康科学部は、看護学及び理学療法学それぞれの専門分野の枠を超えて医療専門職

として求められる知識や技術、人間性を備え、保健医療福祉の場での活動を通して、

地域社会に貢献したいという意欲を持つ学生を求めます。 

   ①看護学科 

    看護学科では、具体的に次のような学生を求めます。 

    ア．看護師としての人々の健康生活に貢献したいという気持ちを持っている  

      者 

    イ．人権や生命に対して尊厳の気持ちを持っている者  

    ウ．他者に対する思いやりの気持ちがあり、人と関わることが好きな者  

    エ．主体的に学習しようという意欲と向上心がある者  
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   ②静岡理学療法学科  

    静岡理学療法学科では、具体的に次のような学生を求めます。 

    ア．理学療法士として人々の健康生活に貢献したいという気持ちを持っている

者 

    イ．地域社会に対して貢献する意欲を持っている者  

    ウ．人権や生命に対して尊厳の気持ちがあり、人と関わることが好きな者  

    エ．専門分野に対する探究心と向上心がある者  

  

なお、求める学生像の明示方法、当該学科に入学するにあたり修得しておくべき知

識等の内容・水準の明示方法、障がいのある学生の受け入れ方針については、大学全

体の記述と同様である。 

 

 〈7〉経営学部 

  経営学部は入学者の受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）を以下のように定

めている。 

 

 経営学部では、本学の教育理念のもと、経営学の基礎理論や応用理論を修得するこ

とを通しその専門能力と応用実践能力をもって将来、企業や自治体等における活躍や

地域社会への貢献に意欲のある学生を求めます。  

①経営学科  

   経営学科では、具体的に次のような学生を求めます。  

   ア．経営、会計、情報、経済の専門分野を学び、地域の企業や自治体での働き

を通じて地域社会に貢献したいという意思を持っている者  

   イ．高い専門性を目指し在学中に各種の資格を取得しながら、それらを将来の

自己実現に役立てたいという意思を持っている者  

   ウ．経営学部の学びを通して広い世界を視野に入れて、将来グローバルに活躍

したいという意志を持っている者  

 

なお、求める学生像の明示方法、当該学科に入学するにあたり修得しておくべき知

識等の内容・水準の明示方法、障がいのある学生の受け入れ方針については、大学全

体の記述と同様である。 

 

 〈8〉健康プロデュース学部  

  健康プロデュース学部は入学者の受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）を以

下のように定めている。 

 

健康プロデュース学部は、各学科が健康というキーワードを共有し、専門分野を追

究している。各学科の特性を十分に理解し、意欲と能力を備えた学生を求めている。  
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   ①健康栄養学科  

    健康栄養学科では、具体的に次のような学生を求めます。  

    ア．管理栄養士、栄養教諭の資格に関心があり、資格を取ることに意欲があり、

地域に貢献したい者  

    イ．人とのコミュニケーションをとることができ、保健・医療・福祉・食品産

業などの分野で食を通した健康づくりの専門家として教育や指導、栄養管

理に貢献したい意欲のある者  

    ウ．食と健康や疾病について科学的に研究したい者  

   ②こども健康学科  

    こども健康学科では、具体的に次のような学生を求めます。  

    ア．子どもの健康な生活や遊びに興味関心や問題意識を持ちながら、子どもに

関わる職業に就くことを熱望し、その夢の実現に向けた不断の努力を惜し

まない者  

    イ．他者とのコミュニケーションを積極的に取ろうとする意欲があり、そのた

めのスキルアップに努めることができる者  

   ③心身マネジメント学科  

    心身マネジメント学科では、具体的に次のような学生を求めます。  

    ア．「身体」「心理」とそれを補完する「社会」の3分野を健康学の視点から幅広

く学び、それらを基盤として、将来、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、自己の活躍の場を探し出し、

見極めることができるようになりたい者  

   ④健康鍼灸学科  

    健康鍼灸学科では、具体的に次のような学生を求めます。  

    ア．鍼灸師の仕事・国家資格に関心があり、その知識・技術の習得と資格取得

に意欲のある者  

    イ．現代医学と東洋医学の基礎知識、鍼灸の知識と技術を、生きていく術とし

て活用したい者  

    ウ．鍼灸を基軸として健康・運動・疾病について科学的に研究したい者  

   ⑤健康柔道整復学科  

    健康柔道整復学科では、具体的に次のような学生を求めます。  

    ア．柔道整復師という国家資格に関心が深く、資格取得及び質の高い教育を受

けることに意欲のある者  

    イ．運動器の障害や損傷に対する伝統的医術の進化、発展や社会貢献に努力す

ることを惜しまない者  

    ウ．国民の健康のあり方を学び、柔道整復を基軸として健康・運動・疾病につ

いて科学的に研究したい者  

 

なお、求める学生像の明示方法、当該学科に入学するにあたり修得しておくべき知

識等の内容・水準の明示方法、障がいのある学生の受け入れ方針については、大学全

体の記述と同様である。 
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 〈9〉保健医療学部 

  保健医療学部は入学者の受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）を以下のよう

に定めている。  

 

保健理療学部は、医療技術への強い探求心と人間への広い関心を持っており、医療

を通して地域と社会に貢献したいと思う学生を求めます。  

  ①理学療法学科  

   理学療法学科では、具体的に次のような学生を求めます。  

   ア．理学療法学を学ぶ意欲があり、理学療法士をめざす意思のある者  

   イ．人間の生活とその障害に対する関心を幅広く持っている者  

   ウ．理学療法の専門家として、身体に障害を持つ人の機能を回復させること、

そして生活を支援し拡大・充実させることを志す者  

  ②作業療法学科  

   作業療法学科では、具体的に次のような学生を求めます。  

   ア．作業療法学を学ぶ意欲があり、作業療法士をめざす意思のある者  

   イ．人間の生活とその障害に対する関心を幅広く持っている者 

   ウ．作業療法の専門家として、心身に障害を持つ人の機能を回復させること、

そして生活を支援し拡大・充実させることを志す者  

 

なお、求める学生像の明示方法、当該学科に入学するにあたり修得しておくべき知

識等の内容・水準の明示方法、障がいのある学生の受け入れ方針については、大学全

体の記述と同様である。 

 

 〈10〉社会環境学部  

  社会環境学部は入学者の受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）を以下のよう

に定めている。  

 

社会環境学部は、環境問題の解決や社会の安全確保のための社会システムの構築に

貢献できる人材の育成を目的としています。そのため、環境や防災の問題に興味を持

ち、持続可能な社会の実現に貢献することを目指し、社会の抱える課題の解決のため

的確な知識と判断力を身につけたいという意欲のある学生を求めます。  

   ①社会環境学科  

   社会環境学科では、具体的に次のような学生を求めます。  

   ア．私たちの身近な生活環境から地球環境までの様々な現象に何かしら問題点

や疑問を抱く感受性があり、持続可能な社会の実現に貢献することを目指

し、現代の社会が抱える課題の解決のための的確な知識と判断力を身に付

けたい者  

   イ．社会心理学、社会学、社会人類学、社会情報学といった社会科学の分野に
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興味を持ち、それらの知識・技術を習得し、積極的に人や社会に関わり「環

境問題の解決」や「安全・安心な社会」の構築に貢献したいと志している

者 

   ウ．環境再生学、環境科学、生態学等に興味を持ち、環境教育、環境と野生生

物の保全、自然再生などについても学び、自ら実践することで人と自然の

共生を目指した社会の構築に貢献したいと志している者  

   エ．地震学・地質学・火山学・防災工学、もしくは地域防災・企業防災・防災

教育等に興味を持ち、安全安心な社会システムづくりに貢献したいと志し

ている者  

 

なお、求める学生像の明示方法、当該学科に入学するにあたり修得しておくべき知

識等の内容・水準の明示方法、障がいのある学生の受け入れ方針については、大学全

体の記述と同様である。 

 

 〈11〉保育学部 

  保育学部は入学者の受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）を以下のように定

めている。 

 

保育学部は、子どもの心を理解し、創造的で感性豊かな保育者の育成を目指してい

きます。意欲や将来展望などの学びの姿勢、幼児教育、保育職への志望の強さ、情緒

面における安定性、保育者の資質としての他者への包容力など、人格面の育成を目指

す保育者としての実践力を培いたいという意欲の高い学生を求めます。  

   ①保育学科 

   保育学科では、具体的に次のような学生を求めます。  

   ア．子どもが大好きで、子どものより良き理解者になれる者  

   イ．困難を抱える、幼児期の子どものために尽くしたい者  

   ウ．子ども達に豊かな感性と夢を与えたい者  

   エ．子ども達と共に、自然の中で、歌い・踊り・語り・製作し、身体ごと全身

で活動したい者  

   オ．保育の専門知識・技術の習得に対して積極的で意欲のある者 

 

なお、求める学生像の明示方法、当該学科に入学するにあたり修得しておくべき知

識等の内容・水準の明示方法、障がいのある学生の受け入れ方針については、大学全

体の記述と同様である。 

 

 〈12〉国際言語文化研究科  

  国際言語文化研究科は入学者の受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）を以下

のように定めている。  
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  英米言語文化専攻では、本学の教育の目的・理念・目標に即して幅広い視野と柔軟

な思考をもって、外国語の能力はもちろんのこと、他国の文化理解力を備えた真の国

際理解を促進する人材の育成を目指している。そのため、外国語や外国の文化等に興

味関心が強く、勉学意欲の旺盛な人材を入学者として受け入れる。  

  国際教育専攻では、本学の教育の目的・理念・目標に即して幅広い視野と柔軟な思

考をもって、国際理解を通して人間観や文化観の理解を深めるとともに、外国語の能

力の備わった教員等を目指している。そのため、国際理解教育や外国語等に興味関心

が強く、勉学意欲の旺盛な人材を入学者として受け入れる。  

 

なお、求める学生像の明示方法、当該専攻に入学するにあたり修得しておくべき知

識等の内容・水準の明示方法、障がいのある学生の受け入れ方針については、大学全

体の記述と同様である。 

 

 〈13〉初等教育高度実践研究科  

  初等教育高度実践研究科は入学者の受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）を

以下のように定めている。  

 

  初等教育高度実践研究科は、学部段階で小学校教諭一種免許状を取得し、教員とし

ての基礎的・基本的な資質能力を修得した者の中から、さらに理論的・実践的な知識・

技能に磨きをかけ、指導力・展開力を備えた教員を目指す強い意欲を有する者を「学

部卒学生」として入学させる。入学者の受け入れにあたっては、2年間の学修を経た

のち、教職大学院の修了生にふさわしい即戦力の新人教員となるための専門性、向上

心、協調性、自制心を含む資質・能力、人間性・将来性などを書類審査ならびに筆記・

面接試験において確認する。  

  また、一定の教職経験を有する現職教員を対象に、学校現場や地域において指導的

役割を果たすことのできる資質能力と使命感を有する者を「現職教員学生」として受

け入れる。入学者の受け入れにあたっては、教科指導・教材開発、学級経営・生徒指

導などに関する確かな指導力・問題解決能力を有することを書類審査ならびに筆記・

面接試験において確認し、おおむね10年以上の教職経験（校務分掌歴、研修歴など）

を有する者に対して、「学校における実習」の一部免除による1年修了課程への入学を

許可する。 

 

なお、求める学生像の明示方法、当該研究科に入学するにあたり修得しておくべき

知識等の内容・水準の明示方法、障がいのある学生の受け入れ方針については、大学

全体の記述と同様である。  

 

 〈14〉健康科学研究科  

  健康科学研究科は入学者の受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）を以下のよ

うに定めている。  
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  いまわが国では、少子高齢化や生活スタイルの多様化が進展している。これにとも

ない、健康づくりに欠かせない「食・身体」「心」のケアについて、疾病の治療だけ

でなく「生活の質（Quality of Life）の向上」を提案できる専門家が求められるよう

になってきている。  

  このような時代の要請に応えて、本研究科では「食・身体」「心」のケアについて

先端的・実践的な教育研究を行うことで、保健・医療・教育・福祉などの幅広い分野

の課題に取り組むことができる高度な知識と技術を備えた人材を育成する。  

  そのため、以下のような入学者を求める。  

   ①本研究科の基礎となる健康プロデュース学部の基礎的知識を基に、より専門的

な技量を磨き、実践力の習得を志す者  

   ②他分野からの進学希望者で、本研究科のアドミッション・ポリシーを理解し、

教育研究内容に強い関心をもつとともに、情熱的に専門性を追求する意思のあ

る者 

   ③健康栄養科学専攻においては、食のケアにあたる栄養専門家として実践現場の

諸問題解決に意欲が高い者、健康栄養科学領域に関わる研究者を目指す者  

   ④臨床心理学専攻においては、心の専門家として強い責任感を持ち、困難な時代

背景に地域の人々とともに生きる気概を持つ、誠実で情熱的な者  

 

なお、求める学生像の明示方法、当該専攻に入学するにあたり修得しておくべき知

識等の内容・水準の明示方法、障がいのある学生の受け入れ方針については、大学全

体の記述と同様である。 

 

 〈15〉環境防災研究科  

環境防災研究科は入学者の受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）を以下のよ

うに定めている。  

 

  環境防災研究科では、環境や防災など現代社会が直面するさまざまな課題を解決し

ていく高度な専門的知識を備えた職業人の育成を目的として、複数専門分野の教員に

よる学際的な授業と研究指導を展開していく。そのため、アドミッション・ポリシー

に基づき入学者の選抜において求める学生像は以下のとおりである。  

   ①環境問題など人間活動が自然に与える影響、安全性などに興味と関心を持ち、

専門的職業人として持続的に発展可能な社会の形成、人間社会と共生できる環

境の実現などに貢献したい者  

   ②緊急の事態に対する危機管理、災害復旧復興等の行政・社会制度などに興味を

持ち、専門的職業人として安全・安心な社会システムの形成に指導的役割を果

たしたい者  

   ③専門的職業人として活動できるための豊かな教養、十分な学力とコミュニケー

ション能力を持ち、学び研究する姿勢と論理的で柔軟な思考能力を持つ者  

 

  なお、求める学生像の明示方法、当該専攻に入学するにあたり修得しておくべき知
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識等の内容・水準の明示方法、障がいのある学生の受け入れ方針については、大学全

体の記述と同様である。 

 

（２）学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に学生募集および入学者選抜を行って

いるか。 

 〈1〉大学全体 

  本学における学生募集および入学者の選抜は、入学者の受け入れ方針や入学者選抜

方法の趣旨に基づき、各学部・研究科と入学センター・大学院事務室が連携し、学士

課程、修士課程および専門職学位課程への学生受け入れに関して、教授会、研究科会

議、入試委員会、部長会の議を経て、公正かつ適切に実施している。  

  学部・学科における学生募集の主な活動内容は以下のとおりである。  

   ①入試広報印刷物 

    「ガイドブック（資料 5-12）」、「学部魅力ブック（資料 5-13）」、「トコハスタ

イルブック（資料 5-14）」、「入試ガイド（資料 5-4）」「入学試験要項（願書セット）

（資料 5-5）」等の印刷物を制作し、資料請求者、高等学校、予備校への送付や、

進学相談会等の各種イベントや高校内ガイダンス等でも配布している。これらの

資料は、本学のホームページの「公式サイト（資料 5-15）」や「受験生サイト（資

料 5-16）」は勿論のこと、受験業者のポータルサイトや受験情報誌を通じて誰で

も請求できるようになっている。  

 

   ②テレビ・新聞・受験雑誌等の広告  

    テレビ・新聞・受験雑誌等に積極的に広告展開を行っている。特に、現在大学

のブランディングには力を入れており、大学の認知度とイメージアップを図るた

め、静岡県内のみならず中部圏の近県にも大学広報を行っている。  

 

   ③ウェブによる情報発信  

    ウェブによる広報については、本学のホームページとして「公式サイト（資料

5-17）」と「受験生サイト（資料 5-18）」を立ち上げており、コンテンツや発信す

る情報を区分し、閲覧対象を分けることで、分かり易くしている。「公式サイト（資

料 5-19）」では毎日新しいニュースを発信しており、タイムリーな情報提供を心

がけている。また、近年の高校生のスマートフォン保有率の上昇に鑑み、「受験生

サイト（資料 5-20）」はレスポンシブルの仕様でページ制作し、スマートフォン

やタブレットでもストレスなく閲覧できるようにしている。併せて、受験業者が

運営するポータルサイトにも数多く広告を出している。さらに、スマートフォン

用のアプリ（資料 5-21）も開発し、オープンキャンパス情報や学部・学科におけ

る学びの情報も提供している。  

 

   ④進学相談会、高校内ガイダンス、出前授業、大学見学  

    高校や受験業者から依頼のある進学相談会、高校内ガイダンス、出前授業につ

いては、入学センターが窓口となり、各学部の教員と入学センターの職員が分担
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して、可能な限り参加している。また、高校や中学校からの大学見学も可能な限

り受け入れており、大学・学部・学科説明やキャンパスツアー、授業見学、学食

体験などを通じ、大学生活をイメージできるようなプログラムをキャンパスごと

に行っている。  

 

   ⑤オープンキャンパス・入試説明会  

    本学の 3 キャンパス（静岡・浜松・富士）の雰囲気を直に味わってもらえる場、

本学の教員や学生たちと直接交流できる場として、3 キャンパスで各々オープン

キャンパスを開催している。「常葉大学」として大学統合してから、来場者数は年々

増えており、平成 26 年度は 3 キャンパスで 1 万人弱（生徒・保護者を含む）と

いう過去最高の来場者数を達成することができた。（資料 5-22）なお、毎年 5 月

には常葉大学および常葉大学短期大学部が主催して、高校教員および受験生を対

象とした入試説明会を静岡県内 3 会場（静岡市・浜松市・沼津市）で開催してい

る。（資料 5-23） 

 

   ⑥高校訪問等 

    入学センターには、高校や予備校、美術研究所への訪問を専門に行う「募集担

当チーム」を組織として設置している。募集担当は年間計画に基づき、訪問目的

を明確にした上で、高校側にアポイントを取って高校訪問を行っている。高校側

が必要とする情報を必要な時期に提供することを前提に年間計画を策定しており、

静岡県内はもとより県外（愛知、岐阜、長野、山梨、石川、富山、福井など）へ

の高校訪問、時期によっては教員が同行する高校訪問も行っている。  

 

学部・学科ごとに入学者の受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）に基づいた

学生を獲得するため、多様な入学者選抜方法を設け、適切に行っている。具体的な入

試区分は以下のとおりである。  

   ①一般入試 

    全学部統一方式で行う試験で、大学として統一された試験問題を全学部・学科

が利用する。学部・学科ごとに志願可能な教科型と合否判定に利用する科目が定

められている。学力試験の成績、実技試験（一部のみ）の結果、調査書等の出願

書類を総合的に評価して合否を判定する。  

 

   ②センター試験利用入試  

    大学入試センター試験の結果を利用する入試で、造形学部の鉛筆デッサン以外

は大学独自の個別試験は課さない。学部・学科ごとに志願可能な教科型と合否判

定に利用する大学入試センター試験の科目が定められている。大学入試センター

試験の成績、実技試験（一部のみ）の結果、調査書等の出願書類を総合的に評価

して合否を判定する。  
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   ③奨学生入試 

    全学部統一方式で行う試験で、大学として統一された試験問題を全学部・学科

が利用する。学部・学科ごとに志願可能な教科型と合否判定に利用する科目が定

められている。学力試験の成績、実技試験（一部のみ）の結果、調査書等の出願

書類を総合的に評価して合否を判定する。学部・学科ごとに定められた入学定員

において、成績上位者を奨学生とし、奨学金として年額 34 万円を給付する。  

 

   ④特待生入試 

全学部統一方式で行う試験で、大学として統一された試験問題を全学部・学科

が利用する。学部・学科ごとに志願可能な教科型と合否判定に利用する科目が定

められている。学力試験の成績、実技試験（一部のみ）の結果、調査書等の出願

書類を総合的に評価して合否を判定する。学部・学科ごとに定められた入学定員

において、成績上位者を特待生 A または B とし、特待生 A は授業料を全学免除、

特待生 B は授業料を半額免除する。  

 

   ⑤一般推薦入試  

    学部・学科ごと行う試験で、学校長の推薦書を提出の上、本学を専願として志

願する公募制推薦入試である。筆記試験や小論文の成績、面接の結果、実技試験

（一部のみ）の結果、推薦書や調査書等の出願書類を総合的に評価して合否を判

定する。 

 

   ⑥指定校推薦入試 

学部・学科ごと行う試験で、本学が指定校と認めた高校が学校長の推薦書を提

出の上、本学を専願として志願する推薦入試である。筆記試験や小論文の成績、

面接の結果、実技試験（一部のみ）の結果、推薦書や調査書等の出願書類を総合

的に評価して合否を判定する。  

 

   ⑦スポーツ推薦入試  

    学部・学科ごと行う試験で、学校長の推薦書を提出の上、本学を専願として志

願する公募制推薦入試である。スポーツ能力試験（セレクション・実技・書類審

査）の結果、面接の結果、推薦書や調査書等の出願書類を総合的に評価して合否

を判定する。  

 

   ⑧自己推薦入試  

    学部・学科ごと行う試験で、自己推薦書を提出の上、志願する公募制推薦入試

である。筆記試験や小論文の成績、面接の結果、実技試験（一部のみ）の結果、

自己推薦書や調査書等の出願書類を総合的に評価して合否を判定する。  

 

   ⑨AO（アドミッションズ・オフィス）入試  

    本学および学部・学科のアドミッション・ポリシーを理解し、本学を専願とし
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て志願する者に対し、入学後の勉学意欲、専門分野に対する興味・関心、志望学

科への適性、高校時代の取り組み（学業、部活動、ボランティア活動など）等を

多面的、総合的に評価する入試である。「体験授業」や「面談」における積極性・

学ぼうとする意欲・取り組み姿勢、エントリーシートの記載内容、面接の結果、

志願理由書や調査書等の出願書類を総合的に評価して合否を判定する。  

 

   ⑩社会人入試 

    2 年以上の社会人経験を持つ、20 歳以上の社会人を対象とした特別入試である。

小論文の成績、面接の結果、実技試験（一部のみ）の結果、志願理由書や調査書

等の出願書類を総合的に評価して合否を判定する。  

 

   ⑪外国人留学生入試  

    外国において、学校教育による 12 年の課程を修了した外国の国籍を持つ人を

対象とした特別入試である。筆記試験や小論文の成績、面接の結果、志願理由書

等の出願書類を総合的に評価して合否を判定する。  

 

   ⑫帰国生入試 

帰国生または高校在学中の長期留学の生徒を対象とした特別入試である。リス

ニング試験や小論文の成績、面接の結果、実技試験（一部のみ）の結果、志願理

由書等の出願書類を総合的に評価して合否を判定する。  

 

  学部・学科の入学者選抜における入試日程、募集人員、出願資格、試験科目、選抜

方法については、静岡キャンパス・浜松キャンパス・富士キャンパスにそれぞれ置か

れた副入学センター長を委員長とした入試委員会分会で協議し、入学センター長を委

員長とした入試委員会（全学）で決定する。その決定に基づき、入学センターにおい

て入学試験要項（資料 5-5）を作成している。  

入学試験の実施にあたっては、学長を全体の総括責任者、副学長・入学センター長・

副入学センター長を各キャンパス試験場の実施総務として置き、公正かつ厳正な入学

試験を 3 キャンパスで連携して適切に実施している。  

入学試験の合否判定にあたっては、教授会、入試委員会、部長会の議を経て学長が

決定しており、公正な判定が行われるよう二重三重のチェック体制を整えている。  

入学試験が終了した後、入試結果や入学試験問題等を受験生サイト（資料 5-24）や

入学試験問題・解答例（資料 5-11）等で広く公表し、入学者選抜の透明性を確保して

いる。 

 

 〈2〉教育学部 

教育学部の学生募集および入学者の選抜は大学全体の記述と同様である。なお、教

育学部の各学科が実施している入試区分を以下のとおり表にまとめた。 
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学科 一般 
ｾﾝﾀｰ 

利用 
奨学生 特待生 

一般 

推薦 

指定校 

推薦 

ｽﾎﾟｰﾂ 

推薦 

自己 

推薦 
AO 社会人 

外国人

留学生 
帰国生 

初等 ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ － ○ － ○ 

生涯 ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ － ○ － ○ 

心理 ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ － ○ － ○ 

 

 〈3〉外国語学部 

外国語学部の学生募集および入学者の選抜は大学全体の記述と同様である。なお、

外国語学部の各学科が実施している入試区分を以下のとおり表にまとめた。 

 

学科 一般 
ｾﾝﾀｰ 

利用 
奨学生 特待生 

一般 

推薦 

指定校 

推薦 

ｽﾎﾟｰﾂ 

推薦 

自己 

推薦 
AO 社会人 

外国人

留学生 
帰国生 

英米 ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ ○ ○ － ○ 

グロ ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ ○ ○ － ○ 

 

 〈4〉造形学部 

 造形学部の学生募集および入学者の選抜は大学全体の記述と同様である。なお、造

形学部が実施している入試区分を以下のとおり表にまとめた。 

 

学科 一般 
ｾﾝﾀｰ 

利用 
奨学生 特待生 

一般 

推薦 

指定校 

推薦 

ｽﾎﾟｰﾂ 

推薦 

自己 

推薦 
AO 社会人 

外国人

留学生 
帰国生 

造形 ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ － ○ 

 

 〈5〉法学部 

 法学部の学生募集および入学者の選抜は大学全体の記述と同様である。なお、法学

部が実施している入試区分を以下のとおり表にまとめた。 

 

学科 一般 
ｾﾝﾀｰ 

利用 
奨学生 特待生 

一般 

推薦 

指定校 

推薦 

ｽﾎﾟｰﾂ 

推薦 

自己 

推薦 
AO 社会人 

外国人

留学生 
帰国生 

法律 ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ － ○ － ○ 

 

 〈6〉健康科学部 

 健康科学部の学生募集および入学者の選抜は大学全体の記述と同様である。なお、

健康科学部の各学科が実施している入試区分を以下のとおり表にまとめた。 

 

学科 一般 
ｾﾝﾀｰ 

利用 
奨学生 特待生 

一般 

推薦 

指定校 

推薦 

ｽﾎﾟｰﾂ 

推薦 

自己 

推薦 
AO 社会人 

外国人

留学生 
帰国生 

看護 ○ ○ ○ ○ ○ － － － － ○ － － 

静理 ○ ○ ○ ○ ○ － － － － ○ － － 
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 〈7〉経営学部 

 経営学部の学生募集および入学者の選抜は大学全体の記述と同様である。なお、経

営学部が実施している入試区分を以下のとおり表にまとめた。 

 

学科 一般 
ｾﾝﾀｰ 

利用 
奨学生 特待生 

一般 

推薦 

指定校 

推薦 

ｽﾎﾟｰﾂ 

推薦 

自己 

推薦 
AO 社会人 

外国人

留学生 
帰国生 

経営 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

 〈8〉健康プロデュース学部 

 健康プロデュース学部の学生募集および入学者の選抜は大学全体の記述と同様であ

る。なお、健康プロデュース学部の各学科が実施している入試区分を以下のとおり表

にまとめた。 

 

学科 一般 
ｾﾝﾀｰ 

利用 
奨学生 特待生 

一般 

推薦 

指定校 

推薦 

ｽﾎﾟｰﾂ 

推薦 

自己 

推薦 
AO 社会人 

外国人

留学生 
帰国生 

栄養 ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ － － － 

こども ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ 

心身 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － 

鍼灸 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ 

柔整 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ 

 

 〈9〉保健医療学部 

 保健医療学部の学生募集および入学者の選抜は大学全体の記述と同様である。なお、

保健医療学部の各学科が実施している入試区分を以下のとおり表にまとめた。 

 

学科 一般 
ｾﾝﾀｰ 

利用 
奨学生 特待生 

一般 

推薦 

指定校 

推薦 

ｽﾎﾟｰﾂ 

推薦 

自己 

推薦 
AO 社会人 

外国人

留学生 
帰国生 

理学 ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － ○ － ○ 

作業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － ○ － ○ 

 

 〈10〉社会環境学部  

 社会環境学部の学生募集および入学者の選抜は大学全体の記述と同様である。なお、

社会環境学部が実施している入試区分を以下のとおり表にまとめた。 

 

学科 一般 
ｾﾝﾀｰ 

利用 
奨学生 特待生 

一般 

推薦 

指定校 

推薦 

ｽﾎﾟｰﾂ 

推薦 

自己 

推薦 
AO 社会人 

外国人

留学生 
帰国生 

社環 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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 〈11〉保育学部 

 保育学部の学生募集および入学者の選抜は大学全体の記述と同様である。なお、保

育学部が実施している入試区分を以下のとおり表にまとめた。 

 

学科 一般 
ｾﾝﾀｰ 

利用 
奨学生 特待生 

一般 

推薦 

指定校 

推薦 

ｽﾎﾟｰﾂ 

推薦 

自己 

推薦 
AO 社会人 

外国人

留学生 
帰国生 

保育 ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ － － 

 

 〈12〉国際言語文化研究科  

  国際言語文化研究科の学生募集の主な活動内容としては、「パンフレット（資料

5-25）」、「入学試験要項（願書セット）（資料 5-6）」等を印刷し、学内・学外における

入試説明会を開催して、その際に配布している。  

国際言語文化研究科において、入学者の受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）

に基づいた学生を獲得するため、多様な入学者選抜方法を設け、適切に行っている。

入試区分としては一般入試、社会人入試を行っている。  

 

 〈13〉初等教育高度実践研究科  

教職大学院である初等教育高度実践研究科における学生募集の主な活動内容として

は、「パンフレット（資料 5-26）」、「リーフレット（資料 5-27）」、「チラシ（資料 5-28）」、

「ポスター（資料 5-29）」「入学試験要項（願書セット）（資料 5-7）」等を印刷し、学

内・学外における入試説明会を開催して、その際に配布している。また、受験雑誌や

受験業者の運営するポータルサイトにも広告を出している。なお、教職大学院につい

ては、教員養成系統の学部を持つ近隣県へ大学訪問も行っており、一部の大学では訪

問先の大学で入試説明会も行っている。  

初等教育高度実践研究科において、入学者の受け入れ方針（アドミッション・ポリ

シー）に基づいた学生を獲得するため、多様な入学者選抜方法を設け、適切に行って

いる。具体的な入試区分は以下のとおりである。  

①特別選抜Ⅰ 

  小学校教諭一種免許状を有し、かつ 10 年以上の教職経験を有する現職教員及

び教育関係諸機関に在籍する者で、都道府県教育委員会及び政令指定都市教育委

員会等から派遣された者（私立学校の場合は、学校法人から派遣された者）を対

象とした入試である。なお、修業年限は原則 1 年である。  

 

②特別選抜Ⅱ 

  小学校教諭一種免許状を有し、かつ 10 年以上もしくは 10 年未満の教職経験を

有する現職教員及び教育関係諸機関に在籍する者で、「大学院修学休業制度」によ

って入学を希望する者を対象とした入試である。合格者のうち教職経験が 10 年

以上の者は 1 年間の授業料・施設設備費が免除され、教職経験が 10 年未満の成

績優秀者には年額 36 万円の奨学金を給付する。なお、修業年限は教職経験が 10

年以上の場合は原則 1 年、10 年未満の場合は 2 年である。  



128 

 

③一般選抜Ⅰ 

  小学校教諭一種免許状を有する者または取得見込みの者を対象とした入試であ

る。合格者のうち成績優秀者には年額 36 万円の奨学金を給付する。なお、修業

年限は 2 年である。  

 

④一般選抜Ⅱ 

  小学校教諭一種免許状を取得見込みの者で、教員採用試験に合格し、2 年間の

「採用猶予制度」によって入学を希望する者を対象とした入試である。合格者は

2 年間の授業料・施設設備費が免除される。なお、修業年限は 2 年である。 

 

⑤学内推薦 

  小学校教諭一種免許状を取得見込みの者で、常葉大学教職大学院を専願とする

常葉大学在学生（学内教員による推薦書が必要）を対象とする入試である。合格

者のうち成績優秀者は 1 年間の授業料・施設設備費が免除される。なお、修業年

限は 2 年である。  

 

 〈14〉健康科学研究科  

健康科学研究科の学生募集の主な活動内容としては、「パンフレット（資料 5-25）」、

「入学試験要項（願書セット）（資料 5-6）」等を印刷し、学内・学外における入試説

明会を開催して、その際に配布している。また、受験雑誌や受験業者の運営するポー

タルサイトにも広告を出している。  

健康科学研究科において、入学者の受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）に

基づいた学生を獲得するため、多様な入学者選抜方法を設け、適切に行っている。入

試区分としては一般入試、社会人特別入試、学内推薦入試を行っている。  

 

 〈15〉環境防災研究科  

環境防災研究科の学生募集の主な活動内容としては、「パンフレット（資料 5-25）」、

「入学試験要項（願書セット）（資料 5-6）」等を印刷し、学内・学外における入試説

明会を開催して、その際に配布している。また、受験雑誌や受験業者の運営するポー

タルサイトにも広告を出している。  

環境防災研究科において、入学者の受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）に

基づいた学生を獲得するため、多様な入学者選抜方法を設け、適切に行っている。入

試区分としては一般入試を行っている。  

 

（３）適切な定員を設定し、学生を受け入れるとともに、在籍学生数を収容定員に基づき

適正に管理しているか。 

 〈1〉大学全体 

  本学における現在の入学定員および収容定員については、教育の質保証、教育環境、

施設状況などの観点からほぼ適正数であると考えている。社会情勢の変化や学部学科
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の改組等に対応して、定員の変更を必要に応じて教授会等で検討し、研究科会議、部

長会の議を経て、理事会で決定することとしている。 

  入学者の選抜においては、各入試の合否判定について教授会、入試委員会、部長会

の議を経て学長が決定するなど、適切に管理している。 

  大学全体の学部における平成 26 年度収容定員 4,410 名に対する在籍学生数は 4,667

名であり、収容定員充足率は 1.06 であるので適切と言える。しかしながら、大学院の

修士課程および専門職学位課程においては、収容定員 130 名に対する平成 26 年度の

在籍学生数は 53 名であり、収容定員充足率は 0.41 であり収容定員を確保できていな

い。（資料 5-30、平成 26 年 5 月 1 日基準）社会人や他大学からの入学者が確保しにく

い厳しい社会情勢においては、当面は定員確保に向けて本学の学部に在籍する進学希

望者の確保が最重要課題であり、そのための募集戦略を立てて実行している。  

 

 〈2〉教育学部 

  教育学部の平成 26 年度収容定員 1,060 名に対する在籍学生数は 1,264 名であり、

収容定員充足率は 1.19 である。（資料 5-30、平成 26 年 5 月 1 日基準）また、大学統

合後の過去 2 年間における入学定員に対する入学者比率は 2013 年度が 1.53、平成 26

年度は 1.03 である。（資料 5-31）平成 25 年度入試は、大学統合後の初めての入試で

あったため、合格者の歩留り率を見誤り、入学者比率が 1.53 となった。（1.3 を超過）

しかし、平成 26 年度入試においては定員管理に細心の注意を払いつつ入学者選抜を

行った結果、適正な入学者比率となっている。今後も平成 26 年度入試同様に適切な

定員管理を行っていく。 

 

 〈3〉外国語学部 

  外国語学部の平成 26 年度収容定員 700 名に対する在籍学生数は 676 名であり、収

容定員充足率は 0.97 である。（資料 5-30、平成 26 年 5 月 1 日基準）また、大学統合

後の過去 2 年間における入学定員に対する入学者比率は平成 25 年度が 0.94、平成 26

年度は 1.11 である。（資料 5-31）今後は収容定員で 1.0 を満たせるよう適切な定員管

理を行っていく。  

 

 〈4〉造形学部 

 造形学部の平成 26 年度収容定員 330 名に対する在籍学生数は 367 名であり、収容

定員充足率は 1.11 である。（資料 5-30、平成 26 年 5 月 1 日基準）また、大学統合後

の過去 2 年間における入学定員に対する入学者比率は平成 25 年度が 1.15、平成 26

年度は 1.36 である。（資料 5-31）平成 26 年度入試は、入学者比率が僅かではあるも

のの 1.3 を超過したため、今後は適切な定員管理を行っていく。  

 

 〈5〉法学部 

  法学部の平成 26 年度収容定員 320 名に対する在籍学生数は 374 名であり、収容定

員充足率は 1.17 である。（資料 5-30、平成 26 年 5 月 1 日基準）また、大学統合後の

過去 2 年間における入学定員に対する入学者比率は平成 25 年度が 1.3、平成 26 年度
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は 1.07 である。（資料 5-31）平成 25 年度入試は、学部を開設して初めての入試であ

ったため、合格者の歩留り率を見誤り、入学者比率が 1.3 を超過したが、平成 26 年

度入試においては定員管理に細心の注意を払いつつ入学者選抜を行った結果、適正な

入学者比率となっている。今後も平成 26 年度入試同様に適切な定員管理を行ってい

く。 

 

 〈6〉健康科学部 

  健康科学部の平成 26 年度収容定員 280 名に対する在籍学生数は 309 名であり、収

容定員充足率は 1.10 である。（資料 5-30、平成 26 年 5 月 1 日基準）また、大学統合

後の過去 2 年間における入学定員に対する入学者比率は平成 25 年度が 1.04、平成 26

年度は 1.17 である。（資料 5-31）今後も適切な定員管理を行っていく。  

 

 〈7〉経営学部 

  経営学部の平成 26 年度収容定員 600 名に対する在籍学生数は 514 名であり、収容

定員充足率は 0.86 である。（資料 5-30、平成 26 年 5 月 1 日基準）また、大学統合後

の過去 2 年間における入学定員に対する入学者比率は平成 25 年度が 0.82、平成 26

年度は 0.91 である。（資料 5-31） 

このように、1 年目 8 割、2 年目 9 割と上向いてきている。今後も入学定員、収容

定員ともに 1.0 を満たせるよう適切な学生募集、定員管理を行っていく。  

 

 〈8〉健康プロデュース学部  

健康プロデュース学部の平成 26 年度収容定員 600 名に対する在籍学生数は 621 名

であり、収容定員充足率は 1.04 である。（資料 5-30、平成 26 年 5 月 1 日基準）また、

大学統合後の過去 2 年間における入学定員に対する入学者比率は平成 25 年度が 1.1、

平成 26 年度は 1.01 である。（資料 5-31）今後も適切な定員管理を行っていく。  

 

 〈9〉保健医療学部 

保健医療学部の平成 26 年度収容定員 160 名に対する在籍学生数は 166 名であり、

収容定員充足率は 1.04 である。（資料 5-30、平成 26 年 5 月 1 日基準）また、大学統

合後の過去 2 年間における入学定員に対する入学者比率は平成 25 年度が 1.0、平成

26 年度は 1.09 である。（資料 5-31）今後も適切な定員管理を行っていく。  

 

 〈10〉社会環境学部  

社会環境学部の平成 26 年度収容定員 200 名に対する在籍学生数は 193 名であり、

収容定員充足率は 0.97 である。（資料 5-30、平成 26 年 5 月 1 日基準）また、大学統

合後の過去 2 年間における入学定員に対する入学者比率は平成 25 年度が 0.82、平成

26 年度は 1.15 である。（資料 5-31）今後は収容定員で 1.0 を満たせるよう適切な定員

管理を行っていく。  

 

 



131 

 〈11〉保育学部 

保育学部の平成 26 年度収容定員 160 名に対する在籍学生数は 183 名であり、収容

定員充足率は 1.14 である。（資料 5-30、平成 26 年 5 月 1 日基準）また、大学統合後

の過去 2 年間における入学定員に対する入学者比率は平成 25 年度が 1.26、平成 26

年度は 1.03 である。（資料 5-31）今後も適切な定員管理を行っていく。  

 

 〈12〉国際言語文化研究科  

国際言語文化研究科の平成 26 年度収容定員 40 名に対する在籍学生数は 4 名であり、

収容定員充足率は 0.1 である。（資料 5-30、平成 26 年 5 月 1 日基準）また、大学統合

後の過去 2 年間における入学定員に対する入学者比率は平成 25 年度が 0.15、平成 26

年度は 0.1 である。（資料 5-31）まずは入学定員を 1.0 に少しでも近づけることを当

面の目標とし、収容定員で 1.0 を満たせるよう適切な定員管理を行っていく。  

 

 〈13〉初等教育高度実践研究科  

初等教育高度実践研究科の平成 26 年度収容定員 40 名に対する在籍学生数は 24 名

であり、収容定員充足率は 0.6 である。（資料 5-30、平成 26 年 5 月 1 日基準）また、

大学統合後の過去 2 年間における入学定員に対する入学者比率は平成 25 年度が 0.95、

平成 26 年度は 0.65 である。（資料 5-31）現職教員の入学者の修業年限が 1 年である

ため、収容定員で 1.0 を満たすことは難しい状況ではあるが、まずは入学定員で 1.0

を確保することを目標とし、今後は収容定員で 1.0 を満たせるよう適切な定員管理を

行っていく。  

 

 〈14〉健康科学研究科  

健康科学研究科の平成 26 年度収容定員 30 名に対する在籍学生数は 23 名であり、

収容定員充足率は 0.77 ある。（資料 5-30、平成 26 年 5 月 1 日基準）また、大学統合

後の過去 2 年間における入学定員に対する入学者比率は平成 25 年度が 0.93、平成 26

年度は 0.6 である。（資料 5-31）課題は健康栄養科学専攻の入学定員を確保すること

であり、今後は収容定員で 1.0 を満たせるよう適切な定員管理を行っていく。  

 

 〈15〉環境防災研究科  

環境防災研究科の平成 26 年度収容定員 20 名に対する在籍学生数は 2 名であり、収

容定員充足率は 0.1 である。（資料 5-30、平成 26 年 5 月 1 日基準）また、大学統合後

の過去 2 年間における入学定員に対する入学者比率は平成 25 年度が 0、平成 26 年度

は 0.2 である。（資料 5-31）まずは入学定員を 1.0 に少しでも近づけることを当面の

目標とし、収容定員で 1.0 を満たせるよう適切な定員管理を行っていく。  

 

（４）学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に実施

されているかについて、定期的に検証を行っているか。  

 〈1〉大学全体 

本学における学生募集及び入学者選抜が、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ
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適切に実施されているかについては、入学センター・大学院事務室を中心に毎年度検

証を行っており、教授会、研究科会議、入試委員会等で協議し、部長会に報告してい

る。 

特に、学部における学生募集及び入学者選抜については、本学の接触者データを一

元管理している学生募集マーケティングシステムの中に、その年度の全ての入試デー

タを取り込み、データを付け合わせして分析を行っている。（資料 5-32）結果として、

募集活動別、広報媒体別、高校別、都道府県・市町村別に接触者数・志願者数・入学

者数・歩留り率などを分析することが可能であり、これらのデータを基礎として次年

度の募集計画・広報計画の策定、入学者選抜制度の見直し等を行っている。  

入学者選抜の制度や学生の受け入れ方針は、学部・研究科ともに恒常的に入試委員

会で協議しており、制度や方針を変更する際は教授会、研究科会議、部長会の議を経

て学長が決定している。さらに、入学試験の実施体制、作問体制、日程、試験科目な

どについても、次年度の入学試験に向けて検証を行い、改善点などを入試委員会で検

討し、教授会、研究科会議の議を経て決定している。なお、入試委員会において学部

や研究科の意見や要望を吸い上げられるように、各学部長・学科長・研究科長・専攻

長が委員として選出されている。 

 

 〈2〉教育学部 

  大学全体の記述と同様である。 

 

 〈3〉外国語学部 

  大学全体の記述と同様である。 

 

 〈4〉造形学部 

  大学全体の記述と同様である。 

 

 〈5〉法学部 

  大学全体の記述と同様である。 

 

 〈6〉健康科学部 

  大学全体の記述と同様である。 

 

 〈7〉経営学部 

  大学全体の記述と同様である。 

 

 〈8〉健康プロデュース学部  

  大学全体の記述と同様である。 

 

 〈9〉保健医療学部 

  大学全体の記述と同様である。 
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 〈10〉社会環境学部  

  大学全体の記述と同様である。 

 

 〈11〉保育学部 

  大学全体の記述と同様である。 

 

 〈12〉国際言語文化研究科  

  大学全体の記述と同様である。 

 

 〈13〉初等教育高度実践研究科  

  大学全体の記述と同様である。 

 

 〈14〉健康科学研究科  

  大学全体の記述と同様である。 

 

 〈15〉環境防災研究科  

  大学全体の記述と同様である。 

 

２．点検・評価 

  ①効果が上がっている事項  

  ア．大学のブランドイメージの向上 

    本学では、平成 25 年 4 月の大学統合に向けて、平成 24 年度から学生募集・広

報計画の抜本的な見直しを行った。大学統合を機に平成 24 年 4 月入学センター

を設置し、学生募集・広報の一本化を行い、当該事業に係る予算の選択と集中に

よって大学統合前の 3 大学が弱かったブランディングを強化し、テレビとウェブ

を組み合わせたマルチメディアを活用して、積極的な広報を行った。  

    さらに、新設学部の法学部と健康科学部を加えたことで、3 キャンパス 4 校舎、

10 学部 19 学科という私立では静岡県内最大規模となる総合大学として、大学の

認知度を高めることに成功し、ブランドイメージを大幅に向上させることができ

た。 

    なお、平成 26 年度からはブランディング強化の一環として大学広報誌も発行

している。  

 

イ．志願者数・入学者数の増加 

    大学統合を機に、学生募集・広報計画の抜本的な見直しと同時に入試制度改革

を行った。受験者の多様なニーズに応えるため、大学統合前には学部ごと個別に

行っていた入試を全学部統一入試制度へ移行した。さらに、受験者の利便性を図

るため、ネット出願、コンビニエンスストアやクレジットカードによる入学検定

料決済システムを導入した。これらにより、大学全体の志願者数が大学統合前の
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約 4 倍となり、入学定員の充足率も改善した。（資料 5-31） 

ⅰ）大学統合前平成 24 年度入試の 3 大学志願者数計：4,263 名 → 

平成 26 年度入試の志願者数：17,278 名 

ⅱ）大学統合前平成 24 年度の入学定員充足率：0.87 → 

平成 26 年度の入学定員充足率 1.05 

 

  ②改善すべき事項  

   ア．全学部統一入試制度導入による弊害 

    全学部統一入試制度を導入したことにより、学内併願が大幅に増えた。各学部

の志願者に学内併願者が存在するため、合否判定の際、合格者の入学率（歩留率）

が読みづらくなり、入学定員の管理が難しくなった。制度導入の 1 年目は過去の

実績が全く無かったため、2 つの学部において入学定員の 1.3 倍を超過してしま

った。当該学部は 2 年目には改善したが、別の 1 学部で入学定員の 1.3 倍を超過

したこともあり、今後も定員管理には細心の注意を払う必要がある（資料 5-31）。 

    さらに、全学部統一入試制度により学内併願ができることとなったため、アド

ミッション・ポリシーを理解していない安易な併願が促進され、入学後のミスマ

ッチを引き起こす可能性がある。また、本学は類似学部が多いため、学部・学科

への理解度が低い場合、間違った学部・学科を選択する可能性も考えられる。こ

れらを防ぐため、大学案内（ガイドブック（資料 5-12））に加えて学部パンフレ

ット（学部魅力ブック（資料 5-13））も活用して、学部・学科の理解を深めてお

り、オープンキャンパス・進学相談会・高校内ガイダンスにおいて、各学部・学

科のアドミッション・ポリシー、学びの違い、取得できる資格や免許、キャリア

イメージ等について丁寧に説明を行っているが、今後、学生募集・広報を行って

いく上でさらなる工夫が必要である。  

 

  イ．全学部における入学定員確保 

    学生募集・広報計画の抜本的な見直しと入試制度改革を同時に行ったことで、

大学全体の志願者数は大幅に増え、大学全体の入学定員充足率は改善した。しか

しながら、その効果は学部間によって格差があり、学部ごとに定員充足率を見た

場合、入学定員を満たしていない学部も一部ある。（資料 5-31）よって、全学部

における入学定員確保が当面の課題である。  

 

  ウ．大学院における入学定員確保  

    大学院においては、学部とは異なり大学統合の効果は期待したようには得られ

ず、依然として入学定員が全ての研究科において未充足となっている。（資料

5-31）先にも記述したとおり、社会人や他大学から大学院への進学者が確保しに

くい厳しい社会環境の中で、当面は本学の学部卒入学生（ストレートマスター）

の確保が最重要課題であり、そのための募集戦略や入試制度改革を実行していく

必要がある。  
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３．将来に向けた発展方策 

  ①効果が上がっている事項  

  大学統合で総合大学化したことにより、大学全体のブランド力が向上し募集状況は

大学統合前と比較して大幅に改善した。入試を重ねるごとに、入学定員が未充足であ

った学部もその充足率を回復しつつある。将来においても安定的に志願者を確保し、

全学部において入学定員を充足できるよう、今後も大学広報を強化し、地域における

ブランド力 No1 大学の地位を確立することを目指している。 

 

  ②改善すべき事項  

  静岡県内における大学名の認知度は、大学統合を機にかなり高まっていると言える。

しかしながら、大学における教育・研究の中身については、まだまだ発信力が不足し

ており、地域への浸透度も低いと思われる。今後は大学の教育力や研究力を積極的に

広報し、産官学・地域連携を実施していくことで、さらなるブランド力向上に繋げた

い。 

  また、本学においては現在入学者の約 9 割が静岡県内の高校出身者である。平成 30

年から始まる 18 歳人口減少時代を乗り切っていくためには、静岡県外の志願者・入

学者を増やしていくことも方策の一つと考えている。そのため、静岡県外、特に近隣

県である長野県・山梨県・愛知県（東三河地区）を中心に岐阜県、石川県、富山県、

福井県への高校訪問回数を増やし、ガイダンスへの参加も検討していきたいと考えて

いる。 

 

４．根拠資料 

5-1 常葉大学公式サイト 常葉大学アドミッション・ポリシー（既出 資料 4-1-7） 

http://www.tokoha-u.ac.jp/university/policy/index.html 

5-2 常葉大学公式サイト 常葉大学大学院アドミッション・ポリシー 

http://www.tokoha-u.ac.jp/entrance/graduate-school/intl-language/index.html 

http://www.tokoha-u.ac.jp/entrance/graduate-school/elementary/index.html 

http://www.tokoha-u.ac.jp/entrance/graduate-school/health/index.html 

http://www.tokoha-u.ac.jp/entrance/graduate-school/env-disaster/index.html 

5-3 常葉大学受験生サイト 常葉大学アドミッション・ポリシー  

http://info.tokoha-u.ac.jp/admission/admission-policy/ 

5-4 常葉大学入試ガイド 2015 

5-5 常葉大学 平成 27 年度奨学生入試・特待生入試・一般入試・センター試験利用入試  

入学試験要項  

5-6 常葉大学大学院  国際言語文化研究科・健康科学研究科・環境防災研究科  

平成 27 年度入学試験要項 

5-7 常葉大学大学院 初等教育高度実践研究科  平成 27 年度入学試験要項  

5-8 常葉大学公式サイト 入試結果 

http://www.tokoha-u.ac.jp/university/disclosure/entrance_result/index.html 

 

http://www.tokoha-u.ac.jp/university/disclosure/entrance_result/index.html
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5-9 常葉大学大学院 入試情報 

http://www.tokoha-u.ac.jp/entrance/graduate-school/index.html 

5-10 常葉大学受験生サイト 入試情報 

http://info.tokoha-u.ac.jp/admission/ 

5-11 常葉大学 2014 入学試験問題・解答例  

5-12 TOKOHA UNIVERSITY 2015 GUIDE BOOK（既出 資料 1-4） 

5-13 TOKOHA UNIVERSITY 2015 学部魅力ブック（既出 資料 1-5） 

5-14 常葉大学 2015 TOKOHA STYLE BOOK 

5-15 常葉大学公式サイト 資料請求（※トップページバナー）  

http://www.tokoha-u.ac.jp/ 

5-16 常葉大学受験生サイト 資料請求（※トップページバナー）  

http://info.tokoha-u.ac.jp/ 

5-17 常葉大学公式サイト 

http://www.tokoha-u.ac.jp/ 

5-18 常葉大学受験生サイト  

http://info.tokoha-u.ac.jp/ 

5-19 常葉大学公式サイト ニュース＆トピックス  

http://www.tokoha-u.ac.jp/news/ 

5-20 常葉大学受験生サイト（スマートフォン専用ページ）  

http://info.tokoha-u.ac.jp/ 

5-21 常葉大学受験生サイト 公式アプリ 

http://info.tokoha-u.ac.jp/app/ 

5-22 常葉大学 2014 オープンキャンパス来場者集計（過年度比較）  

5-23 常葉大学・常葉大学短期大学部  平成 27 年度入試説明会  チラシ 

5-24 常葉大学受験生サイト 入試結果 

http://info.tokoha-u.ac.jp/admission/result/ 

5-25 GRADUATE SCHOOL OF TOKOHA UNIVERSITY GUIDE（既出 資料 1-30） 

5-26 常葉大学教職大学院パンフレット（既出 資料 1-10） 

5-27 常葉大学教職大学院リーフレット（既出 資料 1-10） 

5-28 常葉大学教職大学院チラシ  

5-29 常葉大学教職大学院ポスター  

5-30 常葉大学・大学院  2014 年度入学者・在籍者数  

5-31 常葉大学統合前後における志願者・入学者の推移（2012～2014 入試） 

5-32 GMS 追跡調査 2014 年度入試：結果分析および 2013 年度接触状況分析  
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基準６．学生支援  

 

１．現状の説明 

（１）学生が学修に専念し、安定した学生生活を送ることができるよう学生支援に関する

方針を明確に定めているか。  

本学の学生が教育理念に沿って学修に専念し、安定した学生生活を送ることができ、

学生の満足度の向上が図られるよう、特に下記の方針に沿って学生支援を行うことと

している。 

① 3 大学から 1 大学 3 キャンパス制への移行にともない、全学的な学生支援体制

の確立とその安定的運営を進めていく。静岡県東・中・西部のそれぞれに位置す

る 3 キャンパスは、大学統合以前の歴史や立地条件も異なっているため、学生生

活支援に当たっては、全学的な標準化に加え、キャンパス特性にも配慮した対応

を進める。  

② 学生の課外活動に対する相談・支援や自学自習の学習環境整備等の向上を図る。 

③ 近年の社会経済情勢に鑑み、経済的理由により学業の継続を断念する、あるい

は修学に専念できないといったことをできる限り防ぐため、経済的困難のある学

生に対して、奨学金やその他の多面的な経済的支援を効果的に行う。  

④ 学生が心身の健康を保持し、安全で快適な環境下において修学に専念できるよ

う、生活相談、カウンセリング、健康相談等のシステムを有効に機能させる。  

⑤ 進路支援については、単に卒業時の就職先だけを考えるのでなく、将来にわた

るライフプランを視野においた学生のキャリア形成の契機となるよう配慮する。  

⑥ 学生生活に関する学生の声をアンケート等で積極的に収集し、その結果を学生

生活と学修環境の改善に役立てる。  

 

（２）学生への修学支援は適切に行われているか。  

 学生への修学支援に関しては、教務課による教学関連の業務を中心に、全教員の参

画による指導教員制度、オフィスアワー制度などが補完する形で組織的に進められて

いる。特に修学面で困難を抱える学生（留年者、休・退学者など）については、教務

課、指導教員及び学生相談窓口などが多角的に学生の状況把握に努め、学生個々に応

じた対応を行っている。キャンパス、学部・学科等により差は見られるものの、概し

て在籍率・卒業率が高く、留年率・休学率・退学率が低いという本学の特徴は、この

修学支援の体制に依るところが大きい。（資料 6-1） 

本学の修学支援の特色をなす指導教員制度ならびにオフィスアワー制度の概要につ

いて、以下に示す。  

① 指導教員制度  

全ての学生に対して、当該学部・研究科の教員 1 名を指導教員として配置している。

1 年生については、平成 17 年度（浜松・富士キャンパスにおいては平成 25 年度）か

ら開設されている「人間力セミナー」（1 年生の必修科目）の担当者が指導教員を務め、

2～4 年生については、学科・専攻の専任教員を指導教員として割り振っている。4 月

の履修指導、9 月の後期ガイダンスにおける成績表の配布などのほか、随時行われる
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指導教員によるゼミや懇親会などを通して、すべての学生に対する日常的な修学支援

が行われるとともに、教員・学生間ならびに学生同士の交流が図られている。  

9 月には保護者懇談会を開催して、指導教員と保護者の個別面談の機会を設定し、

学修ならびに学生生活の状況を伝えるとともに、進路支援に関する情報交換の機会に

もなっている。 

 

② オフィスアワー制度 

指導教員と指導学生との関係を中心とする指導教員制度を補うため、平成 14 年度

後期からオフィスアワー制度を導入している。これは、専任教員が学生の自由な来室

に対応するため、あらかじめ登録してある時間に研究室に待機しておく制度であり、

科目担当教員に授業に関する質問を行うとともに、所属学部・学科以外の教員から専

攻分野以外の幅広い情報・教養に触れることを可能としている。 

 平成 21 年度に実施された静岡キャンパスの教員対象の調査結果によると、オフィ

スアワー以外に訪問する学生も多く、教員も都合のつく限り対応していること、また、

来訪者は授業の履修者など面識のある学生が多いという傾向が見られた。このことは

他のキャンパスでも同様であり、さらに積極的な本制度の活用が進むよう、周知を図

る必要がある。  

 

（３）学生の生活支援は適切に行われているか。  

 〈1〉大学全体 

学生の生活支援については、奨学金等の経済的支援、健康管理や健康増進等の保健・

衛生管理、学生相談業務、セクハラ・アカハラ等のトラブル防止や防災訓練などの安

全確保、学友会やクラブ・サークル等に関する課外活動支援など多岐にわたる。これ

ら多くの事務・事業を学生課が所掌するとともに、学生相談ならびに保健・衛生に関

する業務については、専門の部署を設けて対応している。 

静岡キャンパスでは、学生に対する様々な支援の総合窓口として、平成 23 年度よ

り「学生生活支援センター」を設けており、指導教員や学内の各部署、学外の専門機

関などとの連絡・調整機能を果たしている。なお、同センターは平成 27 年度より「学

生支援センター」と名称変更するとともに、他キャンパスへの導入方策等のあり方に

ついて検討を進める予定である。 

学生生活に対する大学の配慮および指導は、父母（保護者・保証人）の理解と協力

の下に進める必要がある。そのため、例年 9 月下旬に保護者懇談会を実施しており、

大学の教育ならびに学生指導の方針に関する説明を行い、保護者の意見・要望等を聞

く機会としている。（資料 6-2） 

① 経済的支援 

学生に対する経済的支援については、日本学生支援機構の奨学金制度を中心に業務

を行っており、多くの学生が利用している。新入生を対象とするガイダンスを行うほ

か、家庭の経済状況が急変した学生を対象とする相談業務を行い、学生の経済的ニー

ズに対応している。また、本学独自の授業料減免ならびに奨学金給付の制度もあり、

入学試験における成績に応じて経済的支援が行われている。  
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② 保健・衛生 

 学生の保健・衛生面の支援は、各キャンパスの保健室（学則第 67 条における「医

務室」）が担っており、応急処置に必要な物品や薬品等が整備され、身長・体重・血圧

等の測定も可能となっている。看護師もしくは保健師が平日の授業時間帯に常駐する

ほか、大学行事や入学試験等においても臨時に開室している。このほか、健康増進指

導や健康への啓発・注意喚起、学内外の医療機関との連絡・情報交換等の業務も行っ

ている。 

さらに受動喫煙防止の観点から、平成 16 年度から校舎内の禁煙化、指定喫煙箇所

の整備・分煙化を徹底している。ガイダンス等において、喫煙による健康被害を解説

し、映像資料の提示やパンフレットの作成・配布などを行っている。特に喫煙者の学

生に対しては、禁煙に向けての専門的な相談を行っている。 

衛生面に関しては、平成 21 年度に新型インフルエンザが流行したことを機に学内

の全トイレにアルコール消毒液を配備するとともに、全学生・教職員に配布可能な数

量の使い捨てマスクを備蓄している。 

また、定期健康診断を、4 月のガイダンスと併せて実施している。  

 

③ 学生相談 

学生相談に関しては、カウンセリングルーム（浜松キャンパス及び富士キャンパス

では「学生相談室」）が対応している。 

静岡キャンパスにおいては、毎日 9 時 30 分～17 時にカウンセラー（臨床心理士）3

名が交代で相談にあたっており、不定期ではあるが、教育学部心理教育学科教員（臨

床心理士）も相談・指導にあたっている。また、カウンセリングルームを周知するた

め、リーフレットを作成し、年 2 回のガイダンスで説明している。  

 浜松キャンパスにおいては、カウンセラー（臨床心理士）3 名が交代で勤務し、月

～金の 9 時～16 時の間、開室している。平成 25 年度の利用状況は、相談者実数 43

名、延べ 140 回である。 

富士キャンパスにおいては、前期（4 月から 8 月まで）と後期（9 月から 1 月まで）

の期間において、週 2 回カウンセラーが勤務し、火曜日は 10 時から 17 時まで、水曜

日は 9 時から 17 時まで開室している。 

 

④ トラブル防止、安全確保  

 学生のトラブル防止に関しては、前期・後期ガイダンス等の機会を通じて情報提供

ならびに啓発を行っている。痴漢や悪徳商法などの犯罪被害に遭わないための心がけ

や、違法薬物・危険ドラッグの恐ろしさ、交通事故防止など、各キャンパスの実情に

応じたテーマを設定して実施している。また、ハラスメント等に関する啓発パンフレ

ットを利用して、ガイダンスの機会に防止を呼びかけるとともに、解決のための相談

窓口の周知を図っている。  

予想される東海地震危険対象地域内に位置する本学は、安全な学修環境として、地

震対策を含めた消防計画を策定し、防災の対策を講じてきた。地震についての心構え
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を周知するとともに、毎年各キャンパスにおいて防災訓練と消防署による防災講習等

を実施し、防災意識の向上と緊急時の迅速・適切な対応方法を指導している。  

 

⑤ 課外活動への支援  

 学生生活を充実させるため、課外活動への支援を行っている。部活・サークルに対

して活動場所の提供、活動費の補助など、様々な支援を行っている。特に適切な課外

活動を促すための手段として、定例の部長会（部活・サークルの代表者会議）に学生

課職員が出席し、必要な指導ならびに情報提供を行っている。また、学友会活動の活

性化のために、大学祭や交流会等、様々な学生主体の活動を支援している。  

 なお、静岡キャンパスにおいては、DO-ing プロジェクトを通じて、学生のグルー

プによる自発的な社会貢献活動等に対して助成金を交付している。また、浜松キャン

パスにおいては、ボランティアセンターを設置し、学生のボランティア活動に対する

支援を行っている。  

 

（４）学生の進路支援は適切に行われているか。  

 就職支援は社会に貢献できる有能な人材を創出する重要な活動であり、本学の教育

理念の一つである「地域貢献」にも資するものである。学生の就職指導については、

キャリアサポートセンターが中心となって、キャリアサポート委員会との連携・協力

の下に実施しており、学生・大学・父母が三位一体となった進路支援を行っている。 

 教育課程においては、社会に出るために必要なコミュニケーション力、チームワー

ク力等の社会人基礎力を養うキャリア教育科目に加え、学部・学科等の特性に応じた

働き方や社会との関わりを学ぶ科目を配置し、キャリア形成支援を行っている。教育

課程外では、公務員試験受験や資格取得等の支援講座を設置し、公務員を目指す学生

などへの支援を行っている。また、キャリアサポートセンターにキャリアコンサルタ

ントを配置し、学生に対する指導を行うとともに、進路に悩む学生の相談に応じる一

方、就職活動に必要な履歴書の書き方から面接までの具体的な指導も行っている。  

学生の進路支援の内容は、キャンパスの地域性や学部・学科等の特性により大きく

異なっているため、ここではキャンパスごとの取り組みについてその状況を述べる。

（資料 6-6） 

 

（静岡キャンパス）  

静岡キャンパスでは、進路選択に関わる指導やガイダンスについては、キャリアサ

ポートセンターがキャリアサポート委員会静岡分会との協力体制により実施している。

特に、学生全員にキャリア・ポートフォリオを配布し、4 年間を見据えたキャリアサ

ポートを実践している。キャリア・ポートフォリオは一般企業等の就職のみならず、

教職や公務員を志望する学生の活用も想定しており、学生自身がキャリア・アップに

関わる資料等の整理に利活用するとともに、教職員が指導ツールとして共有化を図り、

学生個々の特性に応じた指導ができることが期待されている。なお、教員志望の学生

への支援については、教職支援センターが教員養成カリキュラム委員会との協働のも

と進めている。また、保護者の理解促進を目的として、保護者懇談会において就職に
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関わる説明や学生による体験談を聞く場を設けており、保護者から好評を博している。

最近 3 年間の就職決定率は、平成 23 年度 85.6％、24 年度 90.5％、25 年度 93.1％と

推移している。  

 

（浜松キャンパス）  

浜松キャンパスでは、平成 21 年度からはゼミ担任や指導教員による「就職担任制シ

ステム」を導入し、キャリアサポートセンター及びキャリアサポート委員会浜松分会

と連携し就職支援体制を強化している。1 年次から自己発見、自己分析、能力対策・

就職対策、個別対応・就職活動について重点的に指導している。キャリアサポートセ

ンターでは、就業体験の提供、各種の資格取得や公務員職を中心とした筆記試験対策

講座、SPI、履歴書やエントリーシートの記入指導等を専門家と共にきめ細かく実施

している。保護者に対しては、全学年を対象にした就職説明、個別面談を行っている。

また、浜松市周辺地域の企業 100 社による合同企業説明会や近隣 8 大学との合同企業

説明会を行っている。（就職内定率の推移は、資料 6-3 の通りである） 

 

（富士キャンパス）  

 富士キャンパスでは、キャリアサポートセンター、キャリアサポート委員会富士分

会、ゼミナール担当教員が連携を図りながら就職支援を行っている。本キャンパスで

は、J-NET 求人 NAVI システムを導入しているため、学生がインターネットを通じて

学外から求人情報を入手できるとともに、ゼミナール担当教員も随時利用可能となっ

ている。4 月のガイダンス時には、学年別にキャリアガイダンスを実施し、3･4 年生

向けには具体的な就職活動のステップと手続きを説明する「キャリアガイド」を配布

している。インターンシップについては、事前相談や事前指導を実施したうえで、企

業等で 2 週間程度の実務体験や研修を実施している。さらに、TOEIC、PC 検定（文

書作成・データ活用）、システムアドミニストレータ、日商簿記検定等、各種の資格取

得につながる支援科目を開講している。なお、保育学部の就職支援は，主として保育

学部合同研究室のキャリア担当が行っている。各園からの募集要項等は合同研究室前

のパネルに掲示し，学生が閲覧できるようになっている。また，保育職に限定した公

務員受験対策講座やキャリア支援講座を学部独自に開講し，面接対策や実技試験対策

を行っている。特に公務員試験のための面接指導は，各市町の試験日時に合わせて対

策を立て，個別に実施している。  

 

２．点検・評価 

  ①効果が上がっている事項  

a) 学生への褒賞・懲戒  

従来の 3 大学における学生を表彰（褒賞）する制度は、学生に対するインセンテ

ィブとして機能していたが、統合後、全学的公平性の観点から、統一的な制度の制

定に着手した。「常葉大学 学生表彰規程」（資料 6-4）を制定し、平成 26 年度から

その運用を開始している。この表彰制度は学生の学修への一層の励みになっている。

また、学生の不祥事に関しても、「常葉大学 学生懲戒規程」（資料 6-5）を制定し、
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平成 26 年度から全学統一の体制がとられている。  

 

b) 学生への経済的支援  

学生への経済的支援としては、「常葉大学 奨学生規程」（資料 6-6）に定める本

学独自の支援（6 種類）もあるが、受給者の比率においては日本学生支援機構の奨

学金制度が大きな役割を果たしている。希望者は一種、二種のいずれかをほぼ全員

が受給できている状況である。さらに家計急変の場合に、緊急・応急の申請を促す

ことにより、経済的理由による退学者の割合は少なく、効果があがっているものと

判断できる。  

なお、静岡キャンパスにおいては、外国語学部の長期留学生、教職大学院の学部

卒学生などに独自の奨学金が用意され、各学部・研究科の特色を伸ばす奨励的な役

割を果たしている。また、富士キャンパスにおいては、経済的に就学困難な学生の

ため、担当教員と保護者と事務局との連携を密にした上で、授業料の延納・分納の

相談に応じるとともに、低利融資制度の紹介等の配慮を行っている。  

 

c) 学生相談、保健・衛生 

学生の様々な相談に対しては、指導教員、保健室、カウンセリングルーム（学生

相談室）などがそれぞれの基本的役割を分担しながら効果的に機能しているものと

判断される。なかでも、指導教員制度は学生と教員間の距離を縮める役割を果たし

てきた。またカウンセリングルーム、保健室との連携も進み、より一層の協力体制

が築かれている。とくに、浜松キャンパスにおいては、学生の健康管理や悩みごと

の相談については、保健室と学生相談室が連携して対応することで、制度・組織が

基本的役割を十分に果たすことに成功している。 

カウンセリングルームは、学生の心身の健康について、保健室と緊密に連携しな

がら業務にあたっている。周知・広報の結果、カウンセリングルームの存在が学生

にもよく認知されている。  

保健室についても、学生の健康管理の役割を果たしてきた。定期健康診断は、4

月のガイダンスにおいて時間枠を設定する工夫をしていることも功を奏して、高い

受診率が実現されており、診断結果に基づく個別指導も行われている。また、トレ

ーニングルームにおいては、設備と機器の充実により、利用率も上がり、学生の健

康管理の意識が高まっている。  

その他、「健康増進法」に基づく学生の健康増進、安全確保、学生生活に伴う様々

な被害や危険等についても、文書・ガイダンスの両面から周知徹底が図られている。

また、静岡キャンパスにおいて、教職履修者が教育実習、介護等体験などに臨むに

あたっては、「健康自己管理表」の作成を義務づけ、実習校等から学生の健康管理意

識の高さが評価されている。  

 

d) ハラスメントの防止 

ハラスメントの防止については、学生への広報に努めるとともに、相談窓口を設

置し適切に対応できている。組織としては、関連業務全般を所掌するハラスメント
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委員会のほか、窓口業務を行う学生課、被害者保護にはカウンセリングルームなど

があたっている。  

なお、静岡キャンパスにおいては、ハラスメント防止のためのリーフレットを作

成し、毎年 4 月に全教職員・学生に対し説明を行っている。ハラスメント委員会で

の対応を要する案件は、ほとんど発生しておらず、一定程度の効果が認められる。  

 

e) キャリア支援  

学生の進路選択に関わる指導は、多くの側面から学生の実態とニーズに合わせて

行われてきている。その指導内容は学生の高い就職決定率に反映されており、キャ

リア支援科目やガイダンスなどに積極的に参加する学生ほど高い成果を上げている

ことは、指導内容が有効かつ適切であることの証左と言える。 

特に浜松キャンパスにおいては、1 年次から自己の発見分析により目標を決める

ように指導し、それに向けた能力の涵養等を強力に支援していく方法や就職担任制

システムが成果を上げている。  

 

f) 学生のニーズの把握  

学生アンケートは、これまで 3 大学が独自に行ってきたが、学生生活に関するニ

ーズを全学的に収集し、その結果を学生支援の改善に役立てることを目的に、平成

26 年度から全学統一項目による学生アンケートを実施している。学生生活に関する

全学的な評価情報を継続的に調査・分析する中から、各キャンパス、学部・学科等

の現状と課題を抽出する仕組みが構築されつつある。  

特に富士キャンパスでは、学生課の職員が学友会執行部と話し合う機会を設けた

り、キャンパス長を囲む昼食会を開催して学生からの要望を継続的に集めている。

また、「授業評価アンケート」、「学生生活に関するアンケート」による意見の収集も

実施している。  

 

g) 学生の課外活動への支援  

学生生活の一部である学友会活動にも大きな効果があった。平成 25 年度の大学統

合と同時に、3 大学の学友会は「常葉大学学友会」に統合され、各キャンパスは「支

部会」組織となった。学友会長統括の下、各キャンパス支部会は協力しながら入学

式、大学祭、連合体育祭など各種イベントの計画・実施に当たっており、キャンパ

スの垣根を超えた、学生間の幅広い交流の基盤が整備されつつある。  

 

  ②改善すべき事項  

a) 指導教員制度、オフィスアワー制度  

学生指導に対する指導教員の取組姿勢については、4 月の履修届確認、9 月ガイ

ダンス等における制度上必須の部分は全教員が対応しているが、学生との日常的関

わりや指導の密度についてはかなりのばらつきがある。このばらつきは、専任教員

数と学生数の比率が学科・専攻ごとにかなり異なること、授業で顔を合わせる機会

のない指導教員と学生との組み合わせが存在することなどに起因しており、教員の
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意欲・姿勢だけの問題ではないと考えられる。そのため、それぞれの実態の把握に

努め、対応を検討する必要がある。  

静岡キャンパスでは、教員の指導・支援を求める学生は、オフィスアワー以外の

時間帯（昼休み等）に訪問することが常態化しており、オフィスアワー制度がねら

い通りに機能しているとは言いがたい。また、卒業研究等のゼミの実施に関しても、

学生と教員の全員が空いているコマを探して実施するのが難しく、何回かに分けて

実施する必要があるなど、教員負担の面で課題が存在する。また、浜松キャンパス

では、オフィスアワー制度に関する教員と学生間での時間調整の課題があり、これ

は学生の学内滞在時間が短いことが要因となっている。教員と学生の意識醸成、学

生の学内滞在時間の確保方策等を検討する必要がある。  

オフィスアワー制度については、その意義と一定の役割は認めることはできるが､

指導教員制度と相補的に機能するという初期の目的は十分には達成できていない。

そのひとつの原因は、教員と学生双方の都合の良い時間が、現状の時間割の下では

容易には見出せないという現実にあるように思われる。  

 

b) キャリア支援  

キャリア指導に参加しないもしくは消極的な学生が、結果的に全体の就職決定率

を下げている。このような学生を就職活動にいかに主体的に関わらせるかが課題で

ある。キャリアサポートセンターの業務の有効性を最終的に評価するには時期尚早

であるが、センターの理念に沿って積極的に学生への働きかけを続けなければなら

ない。 

 

c) 部活動の取扱い  

大学統合にあたり十分な検討ができなかった課題の一つに、「部活動（強化クラブ

を含む）の取扱い」がある。学生委員会においてこの問題を喫緊の課題として集中

的に審議を行った結果、「部活動のキャンパス完結型運用」を暫定案として決定し、

部長会の承認を受けた。これにより、3 大学が培ってきた部活動の実績・伝統は新

大学へと継承されたが、全学的・長期的な運営方針は未だ策定されていない。部活

動の取扱いを大学運営戦略のひとつとして位置づけ、全学的な議論を進めていく必

要がある。  

 

d) 保健室の管理運営  

前述のように、学生の生活支援における保健室の役割はますます重要になってき

ている。各キャンパスはこれまで適切な保健室の運用に努めてきたが、その基準と

なる保健室の管理運営に関しては、全学的に統一された規程は未だ整備されていな

い。全学の学生サービスの公平性の観点からも、今後、統一的な保健室の運用が望

まれる。 

また、メンタルヘルスを必要とする学生への支援方策についても統一的な運用の

検討が必要である。  
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e) 国際交流 

本学における学生の国際交流は、これまで語学留学及び研修や中国からの留学生

受け入れを中心として、各キャンパスが個別に交流を推進してきた経緯がある。本

学と海外大学間の今後の国際交流を踏まえれば、国際交流に関する全学的な基本方

針と交流協定締結等取扱要綱に基づいて推進することは必要不可欠なものである。

国際交流委員会は、これを喫緊の課題として、「常葉大学の国際交流に関する基本方

針」（資料 6-7）及び「常葉大学の海外の大学等との交流協定の締結に関する取扱要

綱」（資料 6-8）を制定、平成 26 年 12 月の部長会において承認された。今後は、こ

の基本方針に基づき統一的な国際交流を実践・推進することにより、国際社会に役

立つ人材の育成に寄与していく必要がある。 

 

f) キャンパスの立地の問題  

浜松キャンパスの所在地が JR 浜松駅から遠く、交通手段も路線バス 1 路線と学

園バスのみであり、浜松駅までの所要時間と運行本数に制約があることがあげられ

る。今後は、学園バスの運行を含め、交通アクセスの調査を行い、学生生活向上の

ための有効な通学方法を検討していく必要がある。  

また、富士キャンパスでは、キャンパスの敷地が狭く、運動部の練習にキャンパ

スから離れた場所を使用している。また、いくつかの運動部は、市営の施設を利用

しているため、その費用も必要となっている。施設を充実させることは容易ではな

いが、できる範囲で円滑な部活動ができるように周辺施設との連携を模索していく

必要がある。 

 

   g) 学生相談等の窓口  

    学生からの相談や問い合わせ等を総合的に受付けと窓口を設置し、学生の相談へ

の的確な対応及び利用しやすい体制の構築を図る必要がある。  

 

   h) 学生の安全・安心への対応  

    不審者等に対する防犯体制、地震発生時等における安否確認や備蓄材の確保、海

外渡航における安全確保体制など、学生の安全・安心への対応をより一層図ってい

く必要がある。  

 

３．将来に向けた発展方策 

  ①効果が上がっている事項  

a) キャリア支援  

静岡キャンパスでは、就職指導に参加していない学生を一人でも減らすための工

夫として、キャリア支援科目を時間割に位置づけ、毎週同じ曜日・時限に就職指導

を行っている。また、採用者側から求められている自立した大人へと学生を教育す

るという考えに立って、1 年次より独自の「キャリアサポート・ポートフォリオ」

を全員に配布し、4 年間の修学とキャリア指導を兼ね備えたプログラムを実施して

いる。 
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一方、富士キャンパスでは、就職指導につながる学修支援について、学生個人の

到達状況をデータ化し、計画的に資格取得などを進めていくための「キャリアデザ

インシート」の運用を開始した。これにより、個人データの集積（いわゆる学習ポ

ートフォリオ作成）を進め、適切な指導が実施される仕組みが整いつつある。  

 

b) 指導教員制度  

 浜松キャンパスでは、指導教員制度により、学生に対する修学、生活相談等多面

的な状況を把握できており、学生個々に応じた多様な対処を可能にしている。就職

担任制システムや授業を通した就職活動の指導、支援体制は就職内定者の拡大に寄

与している。  

 

  ②改善すべき事項  

a) 学生相談、保健・衛生 

指導教員制度とカウンセリングとの有効な連携は今後の学生相談の鍵である。そ

のためにはまず指導教員である本学の専任教員が学生相談についての理解を深め、

意識を高めなくてはならない。「学生対応ガイダンス」、「学生対応ワークショップ」

などの開催によって、教職員の学生理解を深めることが今後必要である。  

これからの保健室の任務として、「健康増進法」に基づき、健康教育をより広範に

進めること、健康相談、健康管理その他学生の健康増進のために必要な事業を積極

的に推進するよう努めなくてはならない。そのためには、人事上の難題が存在する

と考えられるが、専任常勤職員の配置が必要である。また健康教育を学生指導ある

いは教育課程の中に位置付け、総合的に学生の健康対策を進める必要性について、

学生部、学生委員会等において検討する必要がある。またカウンセリングルームと

の緊密な連携の下に、就職活動に伴う学生の心の問題に対応することも、今後ます

ます重要になってくる。そのための体制整備も視野に入れておく必要がある。  

 

b) ハラスメント防止  

セクシャル・ハラスメント以外にも、様々なハラスメント、特にアカデミック・

ハラスメントを含めたキャンパス・ハラスメントという視点、さらには差別、人権

問題という視点まで含めて考える最近の動向にも考慮する必要がある。大学が訴訟

の対象となることもしばしば起こる最近の現実を踏まえて、真剣な検討が必要であ

る。ハラスメントに係る規程等の更なる整備と並行して進めるべきこととして、大

学の構成員の意識改革が挙げられる。外部講師を招いた特別講演会、研修会等も含

めて、ハラスメントの防止・啓発活動に力を入れる必要がある。  

 

c) 施設・設備の充実・改善 

 静岡キャンパスでは、障がいのある学生の受け入れを考えた場合、施設・設備の

改善が喫緊の課題となる。特に 1 号館及び図書館について、車いす使用者への対応

が図られておらず、必要に応じて補助職員を充てることによって対処している。エ

レベーターの設置を含む抜本的な対策が不可欠となっている。  
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 浜松キャンパスでは、障がいのある学生の受入れは、1 号館昇降口階段スロープ

の設置、地盤沈下箇所の段差解消、障がい者トイレの増設などの対応が必要である。

地震・台風災害対策については、災害発生時の滞在学生数を想定し、これら災害に

備えた飲料水、食料品及び資器材等を早急に整える必要がある。  

富士キャンパスでは、商店街が近くにないため、キャンパス内のアメニティーの

充実、交通手段の整備等を着実に進める必要がある。  

また、学生の安全・安心対策として、不審者等に対する防犯体制、地震発生時等

での学生の安否確認、海外渡航における安全確保体制などを構築していく。  

 

４．根拠資料 

6-1 学生の退学・留年者数の状況表  

6-2 保護者懇談会アンケート表  

6-3 就職状況表 

6-4 常葉大学学生表彰規程  

6-5 常葉大学学生懲戒規程  

6-6 常葉大学奨学生規程 

6-7 常葉大学の国際交流に関する基本方針  

6-8 常葉大学の海外の大学等との交流協定の締結に関する取扱要綱  
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基準７．教育研究等環境  

 

１．現状の説明 

（１）教育研究等環境の整備に関する方針を明確に定めているか。  

 【学生の学習及び教員による教育研究環境整備に関する方針の明確化】  

本学の教育理念を達成するためには、教育研究組織及び教員組織並びに教育研究

等の環境整備の充実を図ることが肝要であり、このような観点に立って、次の方針

により整備を進めてきたところである。  

 

  ア 施設及び設備等については大学設置基準を満たすともに、教育課程の特徴、

学生数及び教育方法等に応じて教育研究効率を上げるために必要となる情報シ

ステムの整備及び更新をする。  

    具体例としては、常葉大学の統合に伴い、テレビ会議システムを導入し、大

学本部及び 3 キャンバス(4 校舎)間の効率的な連絡調整等を図っており、平成

27 年度には更に本数を増やす予定である。  

  イ 障害者等への配慮をはじめとする多様な観点からのキャンパス・アメニティ

ーの一層の充実を図る。 

    特に、障害者基本法の改正及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する

法律の制定に伴い、身体障害及び発達障害をもつ学生等に対する必要かつ合理

的な配慮をどのようにしていくのかについて、検討を進めている。  

  ウ 図書館及び学術情報サービスの充実を図る。   

  エ 平成 26 年 2 月に常葉大学研究推進基本方針（資料 7-1）を制定し、研究推進

組織及び研究支援に係る方策等を計画的に実施する。  

    なお、平成 26 年に文部科学省からの「研究活動における不正行為」及び「研

究費の不正使用」等に関するガイドラインの改正に伴い、本学の研究倫理に関

する規程の改正及びコンプライアンス教育に関する研修会の開催等を予定して

いる。 

 

  具体的には、学部・学科及び研究推進委員会等の各委員会からの予算要望等を踏

まえ、緊急度・優先度の高いものから計画的に整備をしている。（資料 7-2） 

なお、常葉大学の統合に伴い、平成 25 年 4 月に新設した水落校舎(法学部及び健

康科学部)については、平成 25 年度末に段階的な整備が完了したところである。  

  また、大学院については、学部を基礎としている大学院であることから、学部と

一体的に整備をしている。  

 

 【校地・校舎・施設・設備に係る大学の計画】  

  本学は、静岡市・浜松市・富士市にキャンパスを設置しており、全校地面積は 359，

267 ㎡、校舎は計 31 棟あり全校舎面積は 110，949 ㎡である。また、収容定員数は

10 学部 19 学科で 6,860 名であるので、大学設置基準第 37 条（校地の面積）及び

第 37 条 2 項（校舎の面積）の基準を十分に充足している。  
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  静岡キャンパス瀬名校舎は、静岡市葵区瀬名に位置している。校地面積は、55,123

㎡であり、校地内には 22,461 ㎡の人工芝運動場を擁している。また、校舎面積は、

本館、1 号館、2 号館、3 号館、サテライトビルを合わせて 31,240 ㎡である。  

校舎内の施設は、概ね本館は教育学部、1 号館には外国語学部、3 号館には造形学

部が配置され、そこには学部講義室・研究室が配備されている。研究室と講義室が

近い位置にあるため、教員と学生とのコミュニケーションもとりやすくなっている。 

施設の整備・改善については、建設からおおよそ 30 年を経過している本館・1 号館

については外壁及び空調機器の改善工事を行うとともに、今後多様化する授業形態

への対応に引き続き改修を進めている。  

 

  静岡キャンパス水落校舎は、本学園発祥の地である静岡市葵区水落町に位置して

おり、平成 25 年 4 月に法学部と健康科学部を新たに設置したことによる新校舎で

ある。同校地（校地面積 1,126.28 ㎡）は同一学校法人常葉学園高校と一部を共用し

て新校舎（静岡キャンパス水落校舎）を建築した。また、水落校舎から徒歩 2 分に

近接する鷹匠校舎（校地面積 1,032.61 ㎡、校舎 3,180.56 ㎡）を主に健康科学部静

岡理学療法学科が使用している。  

法学部及び健康科学部 1 年生は、週の月曜日と金曜日の 2 日間は瀬名校舎にて、

全学共通の教養教育科目のうち、語学、体育、情報を中心とした授業科目を受講し

ている。また、2 年生以上は水落校舎もしくは鷹匠校舎で授業を受講することにな

るため、1 年生のうちに瀬名校舎で行われている課外活動等に積極的に参画させる

ことにより、2 年次以降も円滑に課外活動ができるよう配慮している。（資料 7-3 Ｐ

140、7-4 P12～15） 

 

 浜松キャンパスは、浜松市郊外の閑静で豊かな自然に恵まれた浜松市北区都田町

に位置している。校地面積 208,490.35 ㎡、校舎面積 29,217.75 ㎡、運動場用地面積

77,118.42 ㎡である。昭和 63 年に常葉学園浜松大学として開学して以来、学部・学

科の新増設にあわせて多様な施設・設備を整備してきた。  

本キャンパスは大きく分けて 3 つの校地・校舎で教育研究活動を行っている。教

育研究や学生活動の中心である都田校舎には 7 つの校舎棟と 2 つの体育館、情報教

育施設を併設した多目的ホール、そして 4 つのグランドが配置されている。野球場、

サッカー場、陸上競技場、クラブハウスを有する有玉グランドは、平成 14 年に取

得し、授業やクラブ活動の他、地元クラブチームや中学生、高校生等地域社会へも

広く開放している。半田山校舎は、平成 21 年度の浜松大学大学院健康科学研究科

開設にともない整備され、同研究科臨床心理学専攻の教育研究と学内実習施設であ

る臨床心理教育実践センターとして利用されている。（資料 7-3 P.137） 

 

  富士キャンパスは、富士市大淵に位置している。校地面積は 77,627 ㎡、校舎面

積は 1 号館、2 号館、3 号館、学生ホール、体育館をあわせて 15,508 ㎡、また 48,672

㎡の丸火総合グランドを擁している。運動場用地面積 59,165 ㎡である。  
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平成 2 年に富士市との公私協力方式により常葉学園富士短期大学として開学し、

平成 12 年に富士常葉大学に発展改組した。キャンパスの隣接に富士市の総合運動

公園と県富士水泳場がある。その他、教職員用駐車場、学生用駐車場･駐輪場、グラ

ンド（サッカー練習場、テニスコート 1 面）がキャンパス内に配置されている。（資

料 7-3 P.138） 

 

（２）十分な校地・校舎および施設・設備を整備しているか。  

 【校地・校舎等の整備状況とキャンパス・アメニティーの形成】  

静岡キャンパス瀬名校舎は、教育学部、外国語学部、造形学部の 3 学部と国際言

語文化研究科、初等教育高度実践研究科の 2 研究科で構成されている。  

校舎内の施設は、学長室、副学長室、会議室、事務室、研究室、講義室、演習室、

実験・実習室、図書館、医務室、カウンセリングルーム、教職支援センター、学生

支援センター、外国語学習支援センター、学生自習室、学生ホールがあるとともに、

コンピュータ室等情報処理学習施設、ＬＬ教室等語学学習施設も整備している。ま

た、校舎のほかに、体育館及びトレーニング室がある。なお、教育学部の附属施設

として、校舎南側に教育学部附属橘小学校がある。  

器具類は、普通教室の中に、プロジェクターが 38 台、ビデオデッキが 54 台、情

報処理学習施設の中に、コンピュータが 479 台、ディスプレイ・モニターが 583 台、

プリンターが 71 台等、その他美術関係機器が 571 台、音楽関係機器が 284 台、体

育関係機器が 85 台、理科関係機器が 67 台、心理学関係機器が 58 台を整備してい

る。また、標本類は、動物の標本や石膏像等 502 点を保有している。  

また、キャンパス・アメニティーの向上の一環として、構内に喫煙ボックスを整

備し、建物内での禁煙を行なっている。  

平成 25 年度においては、グランドの人工芝化、本館講義室一部の机・椅子の入

れ替えを行なった。今後も計画的に他教室の机・椅子の入れ替えを行っていく。  

平成 26 年度においては、体育施設（3 号館屋上のハンドボールコート、テニスコ

ート）のラバーの取替え工事を行なった。(資料 7―4 P11～13) 

 

静岡キャンパス水落校舎及び鷹匠校舎は、法学部及び健康科学部の 2 学部で構成

されている。   

 水落校舎は、JR 静岡駅から徒歩で 15 分（静岡鉄道「新静岡駅」からは徒歩 10

分）という交通の利便性が高く、近隣に官公庁や文教施設が集中する中心市街地に

新築した。   

 水落校舎内の施設は、事務室、守衛室、学生ホール、講師控室、保健室、学友会

室、大講義室、中教室、小教室、演習室、看護実習室、ロッカー室、パソコン自習

室、図書館、キャリアサポートセンター、地域法政策研究・実践センター、会議室、

研究室、合同研究室、カウンセリングルーム、印刷室がある。大教室及び中教室等

には、教育効果が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。また、学生の食事や語らいの場として活

用してもらうために、同校舎では最も広いスペースを学生ホール（322 人収容）と
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して確保したほか、学生同士の交流となる場所として、4 階以上の各階には談話コ

ーナー、7 階には屋上ガーデン、8 階には屋上広場を設置している。校舎全体とし

て、ノーマライゼーションの観点に立脚し、バリアフリー対応となっている。   

一方、主に健康科学部静岡理学療法学科の 2 年生以上が利用する鷹匠校舎内の施

設は、普通教室以外に水治療室、機能訓練室、日常動作訓練室、装具加工室、治療

室等の特別室があり、専門科目等の授業を開講している。   

水落校舎及び鷹匠校舎では、限られたスペースの中で、高等教育機関としての教

育・研究に支障を来たすことのないように配慮し、施設の整備計画を策定した。  

(資料 7―4 P14～15) 

 

浜松キャンパスは、経営学部、健康プロデュース学部、保健医療学部の 3 学部と

経営学研究科（浜松大学大学院）、健康科学研究科の 2 研究科及び留学生別科で構成

している。  

都田校舎には 8 つの教育研究棟、2 つの体育館、図書館、情報教育施設を併設し

た多目的ホール及び運動場がある。教育研究棟は概ね学部学科ごとに配置されてお

り、学生と教員の交流を高めている。校舎内の施設は、講義室、演習室、実験・実

習室、情報処理実習施設、語学学習施設、研究室、図書館、事務室、学生食堂、売

店、学生ホール、保健室、学生相談室、会議室、印刷室がある。また本キャンパス

は管理栄養士、理学療法士、作業療法士、はり師・きゅう師及び柔道整復師の各国

家資格の養成校として、指定基準を満たす施設設備・備品等を備えている。  

校舎内は無線 LAN が整備され、ほとんどの講義室には教育効果の高いマルチメ

ディア装置を備えており、視聴覚教材やインターネットを利用した授業が可能とな

っている。（プロジェクター43 台 プラズマディスプレイ 13 台 ビデオデッキ 37 台 

書画カメラ 10 台） 

情報教育センターには 200 台のパソコンを設置し、情報教育に活用される他、講

義に使用していない時間は自習室として学生に開放している。  

体育施設としては、真和体育館（コート 2 面、武道場、ロッカー室、シャワー室、

講師控室）、トコハアリーナ（バスケットコート 1 面、ウェイトトレーニングルーム、

リコンディショニングセンター、ロッカー室、シャワー室、講師控室）の 2 つの体

育館がある。また、運動場は都田校舎にサッカーコート（天然芝）、野球場、ラグビ

ー場、テニスコート、フットサルコート、有玉グランドには野球場、サッカーコー

ト（人工芝）、陸上競技場、クラブハウスを備え、いずれも夜間照明が配備されてい

る。 

学生寮は敷地内に 5 棟（あわせて 71 室）の他、浜松市内に 3 棟（あわせて 114

室）を有し、スポーツクラブに所属する学生や留学生が利用している。  

バリアフリーについては、障害者に対応したエレベーター（4 基）の他、車いす

用のスロープ、トイレを各所に設置している。  

アメニティーの配慮については、本キャンパスが浜松市郊外の市街地調整区域に

あることから、学生がキャンパス内で有意義で快適に過ごすことができるよう便宜

に努めている。図書館、情報教育センターとも平日は 19:00 まで開館し、授業終了
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後も利用できるように配慮している。また学生食堂はひとり暮らしの学生や寮生が

夕食をとれるよう 17：30（売店部 18:00）まで営業しており、平成 26 年度からは

試行的に朝食も提供している。トコハアリーナのウェイトトレーニングルームには

様々な運動機器が設置されており、授業やクラブ活動の他、一般学生や教職員の健

康と体力づくりにも一役買っている。その他、自然豊かな環境を活かして、ビオト

ープ園、自然体験園、日本庭園を設置し、学生の憩いの場となるよう工夫を凝らし

ている。（資料 7－5 P.16～17） 

  今後は、竣工後 27 年を超える校舎をはじめ、既存の建物及びグラウンドを含む

設備等のメンテナンスを中心として、恵まれた自然環境との調和をはかりながらキ

ャンパス全体の一層の環境整備・安全対策・アメニティーの充実を進めていく。  

 

富士キャンパスは、経営学部、社会環境学部、保育学部、環境防災研究科で構成

している。校舎内の施設として講義室、演習室、実験・実習室、コンピュータ室等

情報処理学習施設がある。講義室については、すべての大講義室及び主要講義室に

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。  

AV 機器（プロジェクター、DVD デッキ等）設置普通教室は 15 部屋、情報処理

学修施設はコンピュータ教室 7 部屋、学生自習室（オープンコンピュータ室）、図書

館、キャリアサポートセンターの 10 か所に合計 293 台の PC を保有している。  

このほか、教員研究室、事務室、学生部、キャリア開発センター室、体育館及び

丸火総合グランド、1 号館北側グランド、クラブ部室、学生寮を設置しており、附

属機関として図書館と環境防災研究所、社会災害研究センターを設置している。  

なお、バリアフリーの一環として、各棟に障害者専用車椅子対応トイレやエレベ

ータを完備している。  

体育施設としてはバスケットコート 1 面（バレーボールコート 2 面）を持つアリ

ーナがあり、一般体育実技、保育学部幼児体育等の授業とバスケットボール部･バレ

ーボール部･フットサル部等運動部の活動場所として利用している。また、体育館内

2 階にはトレーニング機器を設置、3 階には華道部・琴部・茶道部の活動の和室（40

畳）があり、部活等の合宿施設を兼ねている。  

その他にもサッカーコート、野球場、400ｍトラック擁する丸火総合グランドが

整備され、主にクラブ活動に利用している。このグラウンドは、富士市中学校体育

連盟等地域への開放も行っている。（資料 7―6 P18～23） 

1 号館北側グランドは、サッカーやフライングディスクの練習場及びテニスコー

ト 1 面があり、「スポーツ科学（実技）」、「スポーツサッカー」、「スポーツテニス」

の授業やクラブ活動で利用している。  

クラブ部室は 3 号館北側にブラスバンド部、弓道部等の 18 の部室と丸火総合グ

ランドに野球部、サッカー部等の 7 の部室と男女のシャワー室を設け、部室使用心

得で運営している。（資料 7－7） 

学生寮はスポーツ(一般)学生向け「東山寮」と留学生向け｢広見寮｣の 2 棟があり、

平成 26 年度は、東山寮は 41 人が入寮し、広見寮は 28 人が入寮している。また、2
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つの寮とも寮監を職員が兼務し管理している。（資料 7－8） 

 

【校地・校舎・施設・設備の維持・管理、安全・衛生の確保】  

校地・校舎等の維持・管理については、資格を有する委託業者等による消防設備

等の定期点検を実施し、保全作業を行うなど、施設・整備の機能・動作に支障を来

さないよう万全を期している。  

校地・校舎等の安全確保については、各キャンパスに防火管理者を置き、その下

に火元責任者を適宜配置する等の防火管理体制を組織している。また、定期的に防

災訓練等を実施し、学生及び教職員に対する意識の向上に努めている。  

衛生の確保については、学校保健安全法、建築物における衛生的環境の確保に関

する法律及び労働安全衛生法等に基づき、室内空気・照度・飲料水等の検査・測定

を定期的に実施し、良好な環境の保全に取り組んでいる。      

  なお、労働安全衛生法の規定に基づく衛生委員会が設置されていないため、この

委員会を早急に設置しなけらればならないという課題がある。（資料 7－9） 

 

（３）図書館、学術情報サービスは十分に機能しているか。  

常葉大学附属図書館は、3 キャンパス 4 校舎に設置されている 4 つの図書館（瀬名図書

館、水落図書館、浜松図書館、富士図書館）により構成されている。 

  常葉大学附属図書館に全体の業務を統括する図書館長を置き、各図書館には副館長を置

いている。副図書館長は各図書館の管理・運営や資料の選択・管理、及びその他の図書館

業務に関する事項を管理している。また、全学の委員会組織として図書・紀要委員会を設

けており、学園内の図書館の連携と円滑な運営のために図書館運営協議会が設置されてい

る。 

(A) 資料 

常葉大学附属図書館の機能について、所蔵する資料の現状からみてみると、蔵書数と

視聴覚資料の詳細は表 7-1 と表 7-2 に掲げた通りである。各図書館の図書・雑誌・視聴

覚資料の所蔵量はその歴史の長さを反映しているが、電子書籍は浜松図書館が、データ

ベースは水落図書館が他館よりも多く収集しており、各図書館の個性も若干表れている。 

各図書館の蔵書は、キャンパス毎に設置されている学部の関連図書が多い。瀬名図書

館は、教育関係が約 106,700 冊、外国語関係が約 79,600 冊、造形関係が約 28,400 冊で

ある。水落図書館は、法学関係が約 6,400 冊、健康科学関係が約 8,500 冊である。浜松

図書館は、栄養関係が約 11,300 冊、教育・保育関係が約 26,000 冊、心身マネジメント

関係が約 22,600 冊、鍼灸・柔道整復関係が約 25,000 冊、理学療法・作業療法関係が約

24,600 冊、経済・経営関係が約 67,900 冊である。富士図書館は、環境関係が約 8,300 冊、

防災関係が約 2,600 冊、経済・経営関係が約 16,700 冊、教育・保育関係が約 4,500 冊

である。なお、富士図書館には｢飯島文庫｣があり、日本の環境社会学のパイオニアであ

った故飯島信子教授から遺贈された環境関連の資料約 4,300 冊（前掲冊数の内数）が所

蔵されている。  
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【表 7-1】蔵書数（図書、定期刊行物、視聴覚資料、電子情報資源）   （冊、誌、点） 

 瀬名 水落 浜松 富士 合計 

図書 276,713 14,918 176,149 95,575 563,355 

雑誌 2,505 244 2,726 1,110 6,585 

視聴覚資料 13,672 273 5,171 3,035 22,151 

電子ジャーナル  52 35 26 0 113 

電子書籍 0 1 3,552 15 3,568 

データベース  8 13 6 7 34 

 

【表 7-2】視聴覚資料                          （個、枚） 

 瀬名 水落 浜松 富士 合計 

マイクロフィルム  4,375 0 0 0 4,375 

マイクロフィッシュ  0 0 96 0 96 

カセットテープ  1,239 0 41 58 1,338 

ビデオテープ  3,551 0 2,671 1,485 7,707 

CD/LD/DVD 3,911 273 2,025 1,492 7,781 

レコード  396 0 0 0 396 

その他  200 0 338 0 538 

注：表 7-1 と表 7-2 の「瀬名」「水落」「浜松」「富士」とは、瀬名図書館、水落図書館、 

浜松図書館、富士図書館を示している。以下、同じ。  

 

 表 7-1 のデータベースについては、以下のような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。4 つの図書館に共通するデータベースとして｢静岡新聞デー

タベース plus 日経テレコン｣があり、「聞蔵Ⅱビジュアル」と「PsycINFO」が瀬名図書

館と浜松図書館で、「医中誌 WEB」と「メディカルオンライン」が水落図書館と浜松図

書館で、｢magazineplus｣が水落図書館と富士図書館で、「日経テレコン 21」が浜松図書

館と富士図書館で利用できる。その他、瀬名図書館では「官報情報検索サービス」、

「JapanKnowledge」、「ERIC」、水落図書館では「D1-Law.com」、「Lexis AS ONE」、「Web

版  最新行政大事典」、「判例秘書 INTERNET」、「最新看護検索 web」、「CINAHL 

Complete」、富士図書館では「朝日新聞デジタル版」、｢JDreamⅢ｣も提供されている。 

 平成 25 年度の図書・雑誌受入数は、表 7-3 に掲げている。各図書館では各キャンパ

スの学部数及び学生数に応じて、図書や雑誌を収集してきている。  

 

【表 7-3】図書・雑誌受入数                       （冊、誌） 

 瀬名 水落 浜松 富士 合計 

図書 7,073 1,832 2,477 2,180 13,562 

雑誌 366 217 959 370 1,912 
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（B）国内外の教育研究機関との学術情報相互提供システム  

 常葉大学附属図書館は国立情報学研究所の ILL文献複写等料金相殺サービスに加入す

るとともに、同研究所の｢CiNii(NII 論文情報ナビゲータ)｣に利用登録しており、利用者

の便宜を図っている。紀要については、保健医療学部がメディカルオンライン・医中誌

Web・J-GLOBAL に、健康プロデュース学部や経営学部が J-GLOBAL に提供しており、

研究者の学術研究に寄与している。  

 

（C）設備 

 各図書館の面積は、表 7-4 に掲げた通りである。総延面積からみて、水落図書館が相

対的に狭いが、立地が静岡市の中心地区であることによる。書庫については富士図書館

が相対的に狭いことも見てとれるが、平成 25 年に可動式書架を増設したことにより書

架収容力を高めたため、蔵書の収納面では問題となってはいない。その一方、表 7-1 と

表 7-5 から読みとれるように、瀬名図書館と浜松図書館において、蔵書数に比して書架

収容力が低いという問題が浮かび上がっている。  

 

【表 7-4】図書館面積                           （単位 ㎡） 

  瀬名 水落 浜松 富士 合計 

サ
ー
ビ
ス 

閲覧 681 275 246 817 2,019 

視聴覚・情報端末  38 10 35 61 144 

その他 19 5 40 10 74 

管
理 

書庫 929 206 764 90 1,989 

事務 79 31 55 62 227 

その他 75 0 45 0 120 

総延面積 1,821 527 1,185 1,040 4,573 

 

【表 7-5】座席数・書架収容力                      （個、冊） 

 瀬名 水落 浜松 富士 合計 

座席数 286 121 223 166 796 

書架収容力(万冊) 22.4 5.8 10.9 10.3 49.4 

 

瀬名図書館では平成 23 年度に改修し、館内のエリア別閲覧席を見直し、アクティブ・

ラーニング・スペースの設置、キャレル席の増席、AV・情報検索コーナーの整備等を行

った。アクティブ・ラーニング・スペースについては、水落図書館でも設置しており、

浜松図書館も設置する方向で検討中である。浜松図書館には閲覧席から仕切られたグル

ープ学習室が設けられている。富士図書館では、平成 25 年には視聴覚機器の一部を更

新し、ブルーレイ資料も閲覧可能となった。  

 

（D）職員の配置  

各図書館の職員数は、表 7-6 の通りである。図書館職員はレファレンス･サービス（文
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献調査･相互貸借･検索指導等）を行っており、すべての図書館に司書の資格を有する職

員を配置している。表の職員とは別に、学生アルバイトも雇用しており、職員を補助し

て学生へのサービスを提供している。なお、安全面に配慮して、学生アルバイト一人だ

けでの勤務体制は避けており、4 館とも常時複数の人が勤務するようにしている。  

 

【表 7-6】職員数                              （人） 

 瀬名 水落 浜松 富士 合計 

専任 2 1 2 2 7 

臨時 3 1 1 1 6 

計（司書） 5（4） 2（1） 3（2） 3（2） 13（9） 

注：司書の人数は内数である。  

 

（E）開館時間・日数  

 「常葉大学及び常葉大学短期大学部附属図書館利用規程」は、開館時間を次のように

定めている。平日について、授業期間（授業実施期間及び補講・試験期間）中は 9 時か

ら 19 時まで、その他の期間は 9 時から 17 時まで開館しており、土曜日は 9 時から 13

時 30 分まで開館している。但し、館長等は必要により開館時間を変更することができ、

授業期間中、瀬名図書館では土曜日は 18 時まで、水落図書館は平日が 20 時まで、土曜

日が 9 時 45 分から 13 時 15 分まで、浜松図書館は土曜日が 15 時まで、富士図書館は大

学院環境防災研究科が月曜日に 6 時限目まで授業を行っているので月曜日は 20 時まで

開館している。  

 年間の開館日数と開館時間数を一覧にまとめたものが表 7-7 である。休業期間中の開

館日数は表 7-8 の通りであり、夏季・春季休業期間は開館日数が多い。  

 

【表 7-7】開館日数・開館時間数                    （日、時間） 

 瀬名 水落 浜松 富士 

開館日数 257 216 247 254 

開館時間 2,388 2,197 2,211 2,280 

うち時間外開館  488 550 395 393 

平日の開館時間数  10 11 10 10 

土曜日の開館時間数  9 5 6 5 

休日の開館時間数  0 11 0 8 

 注：平日・土曜・休日の開館時間数は、通常の 1 日当たりの開館時間数である。  
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【表 7-8】休業期間中開館日数                      （日） 

 
夏季 冬季 春季 合計 

瀬名 15 0 39 54 

水落 24 0 35 59 

浜松 15 0 41 56 

富士 29 0 39 68 

合計 83 0 154 237 

 

（F）利用状況 

 附属図書館では、貸出については、常葉大学に在籍する学生が 10 冊（2 週間以内）、

常葉大学大学院に在籍する大学院生が 15 冊（1 ヶ月以内）、常葉大学に所属する教職員

が 30 冊（1 ヶ月以内）、常葉大学に在籍する科目等履修生が 3 冊（2 週間以内）と定め

られている。  

 図書館の利用状況について幾つかの観点から見たものが、表 7-9～表 7-12 である。表

7-9 に表れているように、瀬名図書館と浜松図書館は近年入館者が増加している。富士

図書館の入館者数は減少傾向にあるが、これには富士キャンパスの学生数の減少が続い

ていることが大きく影響している。  

 

【表 7-9】入館者数の推移（４か年分の比較）                 （人） 

 瀬名 水落 浜松 富士 合計 

平成 25 年 73,079 11,956 25,682 20,625 131,342 

平成 24 年 69,406 --- 20,675 26,081 116,162 

平成 23 年 66,817 --- 22,255 26,919 115,991 

平成 22 年 68,133 --- 25,202 32,197 125,532 

 

【表 7-10】館外貸出（教職員、学生、学外者）                 （冊） 

 瀬名 水落 浜松 富士 合計 

教職員 1,686 322 1,436 695 4,139 

学生 22,692 925 7,825 3,088 34,530 

学外者 69 17 0 0 86 

計 24,447 1,264 9,261 3,783 78,755 

 

【表 7-11】図書館間相互協力 図書・雑誌の貸借                （件） 

 瀬名 水落 浜松 富士 合計 

貸出 55 2 84 21 162 

借受 22 3 87 16 128 
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【表 7-12】図書館間相互協力 文献複写                    （件） 

 瀬名 水落 浜松 富士 合計 

受付 214 7 106 59 386 

依頼 197 99 341 231 868 

 

（４）教育研究等を支援する環境や条件は適切に整備されているか。  

 【教育課程の特徴、学生数、教育方法等に応じた施設、設備の整備】  

〈１〉 教育学部 

教育学部は附属橘小学校を有しており、初等教育課程の「初等教育実習」や「授業

実践演習」等の授業で臨床的教育研究の場として活用している。また本館 3 階には教

職支援センター・教育相談室が設けられ、教職指導及び教師教育研究に大きく貢献し

ている。  

 初等教育課程の施設設備としては、本館 1 階に理科関係の実験室・準備室がそれ

ぞれ 4 室と、家庭科の実験室・準備室が 1 室ある。また 4 階には地学実験室・準備室

が 1 室、5 階には美術室が 1 室、10 階には音楽室が 1 室とレッスン室が 17 室ある。  

 生涯学習学科では平成 24 年度の「生涯スポーツ専攻」設置に伴い、天候に左右され

ることなくスポーツ実技の実習及び研究が行えるよう人工芝のグランドに改修した。

また既存の施設としては、2 号館 1 階にトレーニング機器を配したトレーニング室、3

号館屋上にハンドボールコートが 1 面、瀬名キャンパス内にはバスケットコートとバ

レーボールコート各 1 面と剣道場・柔道場を備えた体育館がある。   

 心理教育学科の施設設備としては、3 号館 4 階に面接室、プレイルーム、それらの様

子を観察・分析するための観察室、シールドルームを含んだ特殊実験室、そして、前

述の部屋で得られたデータを分析するためのデータ処理室がそれぞれ 1 室整備されて

いる。(資料 7―4 P12～13、20～21） 

 

〈２〉外国語学部  

外国語学部では語学力向上の有効な方法として、外国語に触れる様々な機会を提供

している。語学の実習科目では、外国人教員による少人数クラスを開講して、学生が

実際に外国語を運用する訓練の場を提供するため、各授業において音声教材、映像教

材を使用するための AV 機器を整備した教室を用意している。  

さらに高機能機器を備えた LL（CALL を含む）教室を整備し、授業での活用を図

っている。 

また、3 号館４階にある映像撮影機能を備えた多機能教室では、事後に検討を行う

ために学生間での「教師―学生」のロールプレイングを撮影・録画できるようになっ

ている。なお、この多機能教室では海外とのリアルタイム双方向の授業ができるシス

テムもインストールされており、アメリカやオーストラリアの提携校との間で「e-ラ

ーニング（海外遠隔授業）」を実施している。（資料 7―10） 

学生が課外で自主的に外国語を学習する機会を提供するため、「外国語学習支援セン

ター」を設けている。ここでは、専属のディレクター（教員）だけでなく、海外留学

帰国生が支援スタッフとして後輩学生に指導し、適宜相談に応じている。   
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〈３〉造形学部  

造形学部はカリキュラムポリシーに則り、社会との関係を考え発信していく能力を

育むため、少人数による「演習および実技・実習」を根幹におき、実技と理論科目を

バランスよく配置している。また授業運営は専門性を生かした内容を展開させるため、

複数教員で担当している。そのことは、教員の研究時間等の確保にもつながっている。

近年は教員の連携が整い、共同研究も盛んである。（資料 7―11）  

しかし、平成 26 年度入学生が定員の 1.3 倍を超えたことと、近年のステイクホル

ダー及び社会ニーズによりデザイン系の志願者が多く、在籍学生においてもコースの

偏りが生じている。また学部と直結した大学院がないため、ティーチング・アシスタ

ント等の支援体制は備えられていない。ただし、特殊技能を要する設備（木工など）

については、技術指導員を非常勤として配置している。   

なお、施設・設備に関しても各分野・領域において知識、技能、技術の修得に充分

なものを備えている。  

  

〈４〉法学部   

法学部は、各授業において音声教材、映像教材を使用するために、AV 機器を整備

した教室を用意している。また、教育研究等を支援するために水落校舎 5 階に地域法

政策研究・実践センターを設けている。 本学部では、地方公務員や法律専門職等の地

域貢献型職業を目指す学生のために、社会人基礎力を涵養する少人数教育を入学直後

の１年次から専門教育の一環として展開することを特徴としており、これを実践する

場として 10 名程度を収容する演習室を本校舎 2 階及び 4 階に合わせて 12 室配置して

いる。 

法学部教員は全員が個人研究室を与えられて研究活動を展開できる環境にある。(資

料 7―4 P22）新設学部である故に、2 年後の完成年度に至るまでは、認可された授

業科目のうち未開講科目分の授業時間については、その担当予定専任教員において研

究時間へと繰り入れることが可能な状況にある。また、図書館に導入されつつある各

種の法律情報データベースによる研究資料収集作業の効率化は、その導入数に比例し

て教員の研究専念時間の漸増をもたらしている。  

 

〈５〉健康科学部   

健康科学部は、各授業において音声教材、映像教材を使用するために、AV 機器を

整備した教室を用意している。   

看護学科独自の施設・設備としては、水落校舎 3 階に主として基礎看護、成人看護

及び老年看護が使用する実習室 2 室と、同 5 階に主として母性看護及び小児看護が使

用する実習室１室、主として在宅看護が使用する実習室 1 室を設けている。   

静岡理学療法学科独自の施設・設備としては、鷹匠校舎に専門基礎科目及び専門科

目で使用する基礎医学実習室等の特別教室を設けている。また、教育研究等を支援す

るために臨床教育センターを設けている。(資料 7―4 P22～23） 
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〈６〉経営学部  

経営学部は 2 キャンパス制をとっている。  

浜松キャンパスにおいては、主に都田校舎の本館、3 号館及びコンピュータ室を設

置する情報教育センターを使用している。教育課程における授業形態は、講義・演習

科目が中心であり、講義室と演習室の使用が大部分である。教育内容の特性上、設置

は必要とされる特殊な機器や専門的な設備等が少ない半面、教育課程で扱うコンピュ

ータ関係設備については年次計画で更新を行う一方、教育ソフトの更新等、時代の変

化に即したソフト面での整備を進めている。また、本学部では１年次から基礎教育科

目を開設し、クラス担任制を導入していることから、教員研究室は主として本館及び

3 号館に配置され、学生とのコミュニケーションへの配慮もなされている。（資料 7―5 

P16～17、20～22 ） 

  富士キャンパスにおいては、大学の特徴的な教育システム｢ゼミナール｣において、

地域連携として、商品企画開発や、観光による地域の活性化をテーマに取り組み、現

代のビジネスの現場を自分で体験し、実践的に学ぶことを重視しているため、施設･

設備としては、コンピュータ室 7 部屋(各部屋 34 台) オープンコンピュータ室(自習室

72 台)を設けている。また、次の 4 ヶ所で、無線ＬＡＮが利用できる。(2 号館 1 階図

書室、学生食堂、学生ホール 2 階、3 号館 1 階カフェテリア) （資料 7―6 P18～22） 

 

〈７〉健康プロデュース学部  

健康プロデュース学部はそれぞれ特性の高い 5 つの学科を擁することもあり、都田

校舎のすべての校舎棟を使用している。本学部の授業は学科の特性により、講義、演

習、実験・実習科目で構成され、それぞれに応じた教室及び設備を配置している。  

健康栄養学科は、大学院健康科学研究科の基礎学部（学科）となっていることもあ

り、主として使用する 5 号館は 1 階の給食実習スペースから 4 階の実験室フロアまで

の各教室に専門機器・設備を配した専用教室が多く、真空調理機、スチームコンベク

ションオーブン等の調理器具や分光高度計、高速液体クロマトグラフィ等の実験機器

を設置している。  

こども健康学科が主として使用する 2 号館及び 5 号館には音楽室、創作活動・音楽

表現活動系の学習室等が配置され、ピアノ、オルガン、紙芝居等を設置している。  

心身マネジメント学科においては、体育館、リコンディショニングセンター等の専

用施設にバイオデックス、インボディ、トレッドミルなどの専門機器が整備されてい

る。 

また、臨床心理系のカウンセリング室には各種心理検査用の備品が整備されている。

学部共通科目の教養教育科目等で使用する講義室は、主に本館と 3 号館に配置されて

おり、学科内での相互利用及び他の学部学科との相互利用も多い。  

健康鍼灸学科と健康柔道整復学科は 7 号館及び 8 号館を主として使用している。資

格取得にかかる指定規則により専用の講義室及び実習室等が整備され、人体解剖模型、

筋電計、超音波画像診断装置、サーモグラフィ等を設置している。  

さらに附属施設として「とこは鍼灸接骨院」を敷地内に併設しており臨床実習等に

活用できるよう整備している。なお、本学部は 1 年次から基礎教育科目を開設し、ク



161 

ラス担任制を導入していることから、教員の研究室は講義等が行われる 2、3、5 及び

7 号館を中心に配置されており、学生とのコミュニケーションへの配慮もなされてい

る。 (資料 7―5 P16～17、20～22) 

 

〈８〉保健医療学部  

保健医療学部が学部共通科目等教養科目で使用する講義室は、主に本館と 3 号館に

配置されている。専門基礎科目・専門科目においては、主に 7 号館の校舎を使用する。

理学療法学科が演習に使用する水治療室や機能訓練室、また作業療法学科が演習に使

用する陶工木工金工室、織物手工芸絵画室、そして両学科が演習に使用する治療室、

装具加工室、日常動作訓練室はすべて 7 号館に設置されている。  

7 号館 4 階には個人研究室と共同研究室からなる研究室エリアを設置し、学生との

コミュニケーションへの配慮もなされている。  

 研究室エリアの中央ホールにはプロジェクター・スクリーン、イス・テーブル等を

配置し、教員間及び教員・学生間の日常的なコミュニケーションやミーティング等の

場として利用している。(資料 7―5 P16・17、20～22) 

 

〈９〉社会環境学部  

社会環境学部独自の施設・設備としては、環境･自然再生コースにおいて 2 号館 1

階に環境測定ができるさまざまな実験装置がそろった分析室 (元素、大気･水質、熱 )

には波長分散型蛍光Ｘ線分析装置やガスクロマトグラフ質量分析計、嫌気性微生物分

解評価装置、気象観測装置を設置している。(資料 7－12 P100) 

2 階に石工実験室、分析電子顕微鏡室、透過電子顕微鏡室がある。また、環境･自然

再生コースで中学･高等学校の理科教員免許状が取得できるので、理科 (物理,化学,生物,

地学)関係の実験室・準備室がある。 

3 階にはラットの解剖等を行う動物飼育室があり、教育環境整備の支援を行ってい

る。また、太陽光発電装置や風力発電装置が設置され、電力を学内で使用している。  

(資料 7－6 P21) 

 

〈10〉保育学部 

保育学部独自の施設・設備としては、３号館 1 階に小児栄養実習室、2 階には図画

工作室、子育て支援ルーム、3 階にはお遊戯やダンスの練習室として壁一面鏡の多目

的演習室、4 階には音楽室 1 部屋、アップライトピアノレッスン室 6 部屋、グランド

ピアノが 2 台設置している練習室 3 部屋がある。学生練習用アップライトピアノが 10

台設置してあり、学生の教育環境整備の充実を図っている。また、1 階には学生カフ

ェと屋外テラスがある。(資料 7－6 P22) 

 

〈11〉国際言語文化研究科  

国際言語文化研究科では、個別の院生自習室やコンピュータ室を設け、学内ネット

に接続したパソコン等を配置するなどして、院生の居場所を確保し、勉学スペースの

提供を行っている。  (資料 7―4 P20・21) 
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〈12〉初等教育高度実践研究科  

初等教育高度実践研究科では、院生室 2 室、大学院（瀬名校舎）独自のコンピュー

タ室 1 室、講義室 1 室、演習室 3 室、教材準備室を設けるとともに、情報・AV 機器

や印刷機器等を院生室の他、講義室等に配備し、院生が研究活動に利用できる環境を

整えている。  

 また、2 号館 4 階の研究ロビーには院生の個別メールボックスや伝言・掲示板、研

究図書の配架等を整備し、院生が個別あるいは相互に研究活動を展開したり教員から

指導を受けたりすることができるフリースペースを確保すると共に、同階には大学院

事務室を配置し、院生の指導・相談等の窓口となるとともに、教員に対する支援等も

行っている。(資料 7―4 P20～21) 

 

〈13〉健康科学研究科  

健康栄養科学専攻の教育研究に必要な施設・設備は都田校舎の 5 号館に置き、講義

室をトコハホール 2 階の C11 号室及び C12 号室に、演習室を同 C10 号室に専用に設

け、既設学部等で開講される授業に支障のないよう配慮している。特別研究の実験等

に用いるための教室は、基礎学部（学科）である健康栄養学科と共用している。特別

研究の指導については上記実験室に加え、各教員の研究室を併用する。本専攻の教育

に必要な機械・器具等については、健康栄養学科と共用することに加え、近年の分子

生物学の手法を取り入れた最新の栄養学や、今後、進展が予想されるテーラーメイド

医療及び栄養指導に対応した機器としてリアルタイム PCR、超遠心機などの機器をす

でに整備している。  

また、大学院生の専用自習室をトコハホール 2 階の C9 号室（面積 73.3m2）に設け、

収容定員分の机とインターネットに接続したパソコンを整備している。さらに資料印

刷、文献複写などに共同利用可能な複合機を設置し、大学院生の教育研究に活用でき

るよう配慮している。  

臨床心理学専攻の教育研究に必要な施設・設備は半田山校舎に置き、教室 2 室、演

習室 2 室及び臨床心理実習ができる学内実習施設「臨床心理教育実践センター」を整

備し、それぞれに必要な心理テスト、玩具、面接用備品、実験関連備品等を準備して

いる。特別研究の指導については、合同研究室に加え、演習室、教室・実験室を併用

する。本専攻における教育研究に必要な備品、文献等については、本研究科の設置に

あわせて整備し、十分な教育・研究ができるように配慮している。大学院学生用の専

用自習室には収容定員である 20 名分の座席と資料整理用の作業台を配置し、面接資

料、画像、研究データ解析、資料作成などに使用できるよう配慮している。さらに資

料印刷、文献複写などに共同利用可能な複合機を設置している。(資料 7-5 P16～17、

20～22、資料 7-13 P45～46) 

 

〈14〉環境防災研究科  

環境防災研究科では設備として、波長分散型蛍光 X 線分析装置、ガスクロマトグラ

フ質量分析計(GC-MS)、嫌気性微生物分解評価装置、NOAA(気象衛星)受信システム
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及び気象観測装置、透過型電子顕微鏡(TEM)などが基礎学部である社会環境学部と共

に併用し、大学院生の研究支援を行っている。(資料 7－12 P100) 

 

【ティーチング・アシスタント、リサーチ・アシスタント、技術スタッフなど教育研究

支援体制の整備】  

情報処理に係る技術者(助手または事務員)を配置し、情報処理関係の授業のサポー

ト及び教育関係システム管理等を担当させるとともに、造形学部等においては学内演

習授業の準備等を行う専門職員を配置して円滑な授業運営ができるような支援体制を

整備している。  

  なお、ティーチング・アシスタント及びリサーチ・アシスタントの配置については、

検討課題となっている。 

 

【教員の研究費・研究室および研究専念時間の確保】  

  教員の研究については、平成 26 年に常葉大学研究推進基本方針を制定して、効果

的な研究推進が図ることができるような学内研究費の充実や研究環境の整備等をし

ているところである。  

① 学内研究費の充実  

研究費については、次のような学内の制度を設け、研究推進を図っている。また、

科学技術研究費等の競争的研究資金を獲得できるようにするため、その説明会や研

修会を開催するとともに、メンターの配置を検討している。  

a 教員の個人研究に対する助成  

常葉大学個人研究費規程及び常葉大学特別研補助費規程 (特別研究補助費及

び学長研究奨励費)による個人研究に対する助成 (助成限度額  600 千円/件) 

    b  複数教員による共同研究に対する助成  

常葉大学共同研究費規程による複数の学部教員等による共同研究に対する

助成 (助成限度額  2,000 千円/件) (資料 7―14、資料 7―15、資料 7―16) 

 

② 研究室の配置  

教員の教育研究に必要な研究室については、教員個室の研究室及び共同研究室を

配置し、その環境整備を図っている。  

 

③ 研究専念時間の確保  

授業等に支障のない範囲内において、学長の許可を得て、学術研究のための学外

研修(週 2 日以内)ができる制度を設けるなどにより、教員が研究に専念できる時間

を確保している。(資料 7―17) 

 

（５）研究倫理を遵守するために必要な措置をとっているか。 

【研究倫理に関する学内規程の整備状況】  

【研究倫理に関する学内審査機関の設置・運営の適切性】  

平成 20 年に学校法人常葉学園公的研究費補助金取扱規程 (資料 7―18)を制定し、公
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的研究費に係る責任体制、研究費の執行方法、監査方法等を定め、適正な執行に努め

ているところである。  

また、浜松大学及び富士常葉大学においては、研究に係る行動規範、研究活動に不

正防止規程等を定め、的確な運営をしてきたところである。更に、常葉大学研究倫理

規程を制定し、臨床関係の研究に関する適正な執行をしている。  

文部科学省において平成 26 年に「研究機関における公的研究費の管理・監査のガ

イドライン」及び「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」の

見直しがされ、また、平成 25 年 4 月に常葉大学に統合したことから、現在、研究推

進委員会が中心となって、学校法人常葉学園公的研究費補助金取扱規程の全面的な見

直しと、統合後の常葉大学の研究行動規範、研究活動等に関する不正防止計画及び研

究活動に関するコンプライアンス教育実施要領等の制定を検討しているところである。 

 

２．点検・評価 

 本学の基準 7 の充足状況は、施設及び施設等については、3 キャンパスの学部や立地

条件の特性を生かし、大学設置基準を上回る校地・校舎を配備すると共に、キャンパス

アメニティの充実にも取り組んでいる。  

 また、教育研究の支援については、図書館、情報教育の環境を整備し、教員の研究費・

研究専念時間の確保のために研修日制度等を設けている。  

 このような取り組みにより、教育研究活動を行うための環境整備は概ねできている。 

 

  ①効果が上がっている事項  

様々な教育研究施設を整備することにより学生の満足度を高め充実した大学生活を

送ることができるよう努めている。教育研究棟は概ね学部学科ごとに分かれて配置さ

れており、学生と教員間における交流の質を高めることに役立っている。また、高度

化する教育研究に対応するため、情報教育センター(浜松キャンパス)が中心となり最

新の情報基盤の構築・開発・保守等の整備を行っている。本センター内にはネットワ

ーク接続のコンピュータが 200 台設置されていて、授業や自習用として利用できると

ともに、常駐スタッフからの指導も受けることができ、学生からは好評を得ている。

施設設備の安全対策も進めており、教室、研究室および事務室内に設置する棚・書架

等の什器類を固定し、地震等による転倒を防止する工事を行った。またキャンパスの

夜間の安全性を高めるために駐車場や外周部に環境太陽灯などを増設した。学生活動

の拠点である学友会室についても改修を行ない、新たに会議室を設置するとともに、

快適に活動ができるよう冷暖房を完備するなどの整備を行なった。  

常葉大学附属図書館では、前述のように各キャンパスの学部に必要な図書や学術雑

誌がそれぞれの図書館に所蔵されており、電子情報も収集できるように情報検索設備

等が整えられている。各図書館には司書の資格を有する職員が配置され、開館時間も

利用する学生の必要性に合わせて設定されている。  

各図書館の設備や図書の充実化について順次ふれると、瀬名図書館では、平成 23 年

度にラーニングスペースの設置等を含む改修を行った。その結果、入館者数は年々増

加傾向にある。また、教科・教職に関する図書について教員養成カリキュラム委員会
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と連携して、平成 25 年度から 3 ヵ年かけて計画的に受け入れをし、充実を図ってい

る。 

平成 23 年度に大学基準協会から和学術雑誌が少ないとの指摘があったが、毎年、図

書・紀要委員会で検討し、より実践的な情報を得られる学術雑誌を購入している。  

水落図書館では、すべての書架が開架のため、利用者が自由に資料を閲覧できる。

図書館の規模に比してデータベースや利用者端末の充実化が進んでいる。  

浜松図書館では、平成 24 年度に旧常葉学園医療専門学校図書室と合併し、専門的な

資料を一括で管理しており、これにより特定の学部学科に限らず資料の利用が活性化

したため、近年、利用者数も増加傾向にある。また、教職カリキュラム委員会と連携

し、図書館に常備すべき検定教科書や指導書の豊富化に取り組んできている。  

富士図書館では平成 23 年度に無線 LAN 環境を整え、閲覧室でのノートパソコンの

使用が可能となった。平成 25 年にはブルーレイを視聴できる視聴覚機器を設置し、

利用者への便宜供与が向上した。  

 

  ②改善すべき事項  

教育の高度化やカリキュラムの改革にあわせ、ソフト・ハード両面において対応で

きる教育環境の整備を継続的に行なう必要がある。例えば、教室をはじめ研究室等学

内に高速 LAN が整備されているが、全てにマルチメデイア機器が設置されているわ

けではなく、これらの整備を進める必要がある。無線 LAN システムについても、経

年劣化によりインターネット接続に支障を来たしているため、平成 27 年度には関連

機器類の入れ替えを予定している。 

図書・紀要委員会は構成員の関係上、図書館関係者への委員会決定の伝達が不十分

な場合があるため、このような組織体制の難点を克服する必要がある。  

瀬名図書館と浜松図書館では蔵書の収納面での問題が表面化しているため、狭隘化

している書架に適正な配架ができるように、重複資料等の除籍に向けた整備を進めて

いくことが求められている。水落図書館では蔵書数の一層の増加に努めることが重要

であり、富士図書館では利用者数の増加に向けた対策を講じることが課題である。  

 

３．将来に向けた発展方策 

  ①効果が上がっている事項  

教育研究施設について設置計画に基づいた環境整備を着実に行っていくとともに、

耐用年数も考慮に入れた年次計画を実行していく。旧式のトイレについては年次計画

に沿って、内装の改修、給排水や換気の改善、洋式便器および温水洗浄便座への更新

を行ない、今後も衛生面や快適性の改善を図っていく。また、校舎の屋上および外壁

防水工事についても、年次計画により建築時期の古い号館より順に改修を進めていく。 

常葉大学附属図書館の『図書館報』を全学的な協力体制の下で発刊し始めることが

できている。また、平成 26 年度には瀬名図書館が中心となって、ビブリオバトルに

取り組んだ。今後も継続して取り組んでいく。  
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  ②改善すべき事項  

浜松キャンパスは、浜松市の郊外に立地しているため、学生の通学手段としてスク

ールバスを運行している。現在は大型バス 9 台を保有し、浜松駅と都田校舎の間を業

務委託により運行しているが、学生のバス利用の増加に対応するため増車を計画して

いる。これにより運行に幅を持たせ学生の利便性向上を図ることができる反面、運行

経費の増大にも繋がるため、課題は多い。また都田校舎では、従前から地盤沈下によ

り各所に段差が生じ、また駐車場や道路には陥没箇所がみられる。平成 21 年度大学

機関別認証評価においても指摘された点であるが、これについては対処的に補修を行

っていく必要がある。  

図書館は必要に応じて、図書・紀要委員会に副館長が出席する「拡大図書・紀要委

員会」［仮称］を開催することが望ましい。  

 国内外の教育研究機関との学術情報相互提供システムの整備はまだ十分とは言えず、

今後は、機関リポジトリの構築を図る計画である。 

 

４．根拠資料 

7-1 常葉大学研究推進基本方針  

7-2 常葉大学各種委員会等の運営に関する細則、 研究推進委員会要綱 

7-3 常葉学園要覧(平成 26 年度版) 

7-4 平成 26 年度 常葉大学 学生便覧 静岡キャンパス（既出 資料 1-3） 

7-5 平成 26 年度 常葉大学 学生便覧 浜松キャンパス（既出 資料 1-19） 

7-6 平成 26 年度 常葉大学 学生便覧 富士キャンパス（既出 資料 4-1-3） 

7-7 富士常葉大学部室使用心得  

7-8 富士常葉大学東山寮の設置及び管理に関する規程  

   富士常葉大学広見寮の管理に関する規程  

7-9 特殊建築物定期調査報告書、エレベータ保守管理点検表、産業廃棄物処理管理表  

7-10 e ラーニング シラバス(平成 26 年度) 

7-11 共同研究一覧表  

7-12 TOKOHA UNIVERSITY 2015 学部魅力 BOOK（既出 資料 1-5） 

7-13 TOKOHA UNIVERSITY 2015 GUIDE BOOK（既出 資料 1-4） 

7-14 常葉大学個人研究費規程  

7-15 常葉大学特別研究補助費規程 

7-16 常葉大学共同研究費規程  

7-17 平成 26 年度教員研修日一覧 

7-18 学校法人常葉学園公的研究費補助金取扱規程  
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基準８．社会連携・社会貢献  

 

１．現状の説明 

（１）社会との連携・協力に関する方針を定めているか。  

本学は、地域に根ざした教育研究を特色とする地方にある私立大学である。キャン

パスは静岡県の東部地区に富士キャンパス、中部地区に静岡キャンパス、西部地区に

浜松キャンパスがあり、静岡県全域に所在している。また、静岡県下幅広く入学者が

あることから、地域社会の期待に応えることを本学の最重要使命として位置づけ、地

域社会を構成する諸機関・団体などに多数の卒業生を送り出している。 

本学の教育理念にも掲げている地域貢献を果たすためにも、社会との連携・協力を

重要視している。（資料 8－1） 

社会との連携・協力に関わる諸活動は、平成 25 年度より「エクステンション委員

会」（全学委員会）ならびにキャンパスごとに組織される同委員会の「静岡分会」「浜

松分会」「富士分会」を中心に進めている。各分会は、当該キャンパス内の学部から選

出された委員により組織され、また全学委員会は各分会長で構成される。全学委員会

ならびに各分会では、年度ごとに「年間計画書」を策定している。「年間計画書」には、

全学共通ならびにキャンパス個別の重点事業が示されており、各キャンパスの合同教

授会において報告され、全教職員の共通理解を図っている。平成 26 年度の重点事業

は以下のとおりである。 

 

【静岡キャンパス】  

① 地域住民に大学の資源を生かした生涯学習機会を提供する。  

・常葉大学（静岡キャンパス）公開講座 2014（資料 8－2） 

各学部主催により、後期にそれぞれ 2～3 講座開講 

 ②静岡市内の他大学とともに、静岡市の大学連携事業への協力を行う。  

・市民大学リレー講座の共催（「静岡市に関する講座」への出講）  

このほか、各学部・学科、キャリアサポートセンター、教職支援センター（静岡キ

ャンパス）、外国語学習支援センター（静岡キャンパス）、附属図書館などでも様々な

社会連携・社会貢献活動が行われており、それぞれが年度ごとの活動方針を定めて取

り組んでいる。なお、浜松キャンパスにおいてはエクステンションセンターが設置さ

れ、公開講座の企画・運営に当たっている。  

 また、施設開放については、教室やグラウンドなど、本学が保有する施設を大学の

教育研究活動に支障のない範囲で学外の諸機関・団体等（学会や研究会、資格認定機

関等）に対して使用を認めることとしている。利用を希望する機関・団体には、大学

指定の「施設設備物品使用許可申請書」（資料 8－3）の提出を求めている。  

 社会との連携・協力の方針について、大学院としてはこれまで改めて｢方針｣を検討

したことはないが、ただ教育という現代社会と深く結びついた学問である以上、この

問題がおろそかにされたこともない。つねにその成果が、とくに教育界にどう還元さ

れるかということが、教員の使命でありその意識によって指導がなされてきたところ

であり、とくに教職大学院では、平成 20 年度の開設以来、「教育フォーラム」（資料 8
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－4）を毎年開催し、地域の教育関係者に対する研究・交流機会を提供している。  

 大学院生の研究成果（修士論文等）の発表は、｢大学院論集｣ならびに「教職大学院

課題研究報告書」に、また教員の論文については、「教職大学院研究紀要」｢教育学部

研究紀要｣｢外国語学部研究紀要｣等に発表される。社会還元という観点では、修了生の

教育現場での生きた活動が最も重要な成果と考えている。  

 

【浜松キャンパス】  

浜松キャンパスでは、エクステンション委員会浜松分会並びに社会貢献・ボランテ

ィアセンター(HUVOC) を中心に、それぞれの規定に基づいて要綱を定め、社会連携・

社会貢献の活動をおこなっている。エクステンション委員会は、地域貢献・社会貢献

に資する教育・研究活動を通して、本学の教育・研究成果を広く社会に開放・還元す

ることを目的としている。一方、社会貢献・ボランティアセンター  は、学生・教職員

のボランティア活動を通して、学生・教職員の創造性、自主性及び社会性を育み、地

域社会に貢献することを目的としている。  

 

〇エクステンション委員会浜松分会 

エクステンション委員会浜松分会は「常葉大学学則第 60 条」（資料 8－5）の規定並

びに「常葉大学エクステンション委員会・分会要綱」（資料 8－6） に基づいて年間計

画を立て取組んでいる。25 年度・26 年度の重点事業の概略は以下のとおりである。  

 

【表 8-1-4】平成 25・26 年度 エクステンション委員会浜松分会 重点事業 

年度 項目 実施時期 概要 

25 年度 

公開講座（健康寿命

を延ばす）  

10 月～ 

11 月 

浜松キャンパスの教育・研究成果を市民

に還元するため公開講座を開催する。  

ポッケ（親子教室）  通年 

未就園児の保護者が、子育てのヒントに

なるような親子遊びを、親子一緒に体験

できるよう、浜松キャンパスのプレイル

ームに毎週通う子育て支援講座を開催

する。会員制。  

26 年度 

公開講座 
9 月～ 

11 月 

「生涯現役をめざそう！」をテーマに浜

松キャンパス 3 学部から講師を選出し、

健康に関する公開講座を開催する。  

ポッケ（親子教室）  通年 

未就園児の保護者が、子育てのヒントに

なるような親子遊びを、親子一緒に体験

できるよう、浜松キャンパスのプレイル

ームに毎週通う子育て支援講座を開催

する。会員制。  
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〇社会貢献・ボランティアセンター  

社会貢献・ボランティアセンター  は「社会貢献・ボランティアセンター規定」（資

料 8－7）「社会貢献・ボランティアセンターにおけるボランティア情報に関する基本

方針」（資料 8－8）に従って運営している。25 年度・26 年度の主な事業は以下のと

おりである。 

 

【表 8-1-4】平成 25・26 年度 社会貢献・ボランティアセンター 重点事業（資料 8

－9）（資料 8－10） 

年度 項目 実施時期 概要 

25 年度 

北区・わくわく元気

プロジェクト  

7 月～ 

12 月 

浜松市北区及び本学の施設を拠点に本学

が持っている知的財産や学生のボランテ

ィア力等を活用して北区全体の地域力の

向上を図る。  

静岡県警・細江警察

署との連携  
 

ボランティア活動を通して、学生の犯罪

や事故の被害を防ぎ、社会全体の規範意

識を高めて地域社会との絆の強化を図

る。防犯広報や防犯パトロール等の活動

を実施する。 

26 年度 

北区・わくわく元気

プロジェクト  

4 月～ 

12 月 

浜松市北区及び本学の施設を拠点に本学

が持っている知的財産や学生のボランテ

ィア力等を活用して北区全体の地域力の

向上を図る。  

静岡県警・細江警察

署との連携  
 

ボランティア活動を通して、学生の犯罪

や事故の被害を防ぎ、社会全体の規範意

識を高めて地域社会との絆の強化を図

る。防犯広報や防犯パトロール等の活動

を実施する。  

 

【富士キャンパス】  

①地域防災指導者養成講座  

 この講座は、平成 22(2010)年度から社会災害研究センター・研究支援室が担当し、

社会環境学部の人的・知的資源を活用しつつ開講している。生涯学習の一環として、

日頃の防災対策推進や災害発生時の応急対応を学び、地域の防災対策指導者となるた

めの知識を身に付けることを目的としている。自主防災組織、消防団、企業防災管理

者等を対象として最新の防災情報や系統だった知識を提供しており、自治体やライフ

ライン系の公共的な企業と連携を図りながら、概ね年 1～2 回程度を目途に県内にお

いて開催している。１回当たりの講座構成は 10 コマ、受講料は無料であり、修了者

には学長名の修了書が授与される。なお、過去の開催実績は【表 8-1-1】のとおりで

ある。 
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【表 8-1-1】      過去の開催実績一覧      （開催期間：平成年・月）  

回  開催場所  開催期間  支援協力団体  参加者数  

1 静岡市ニッセイビル  H12.9～11 (社 )日本損害保険協会  130 

2 富士市民文化会館  H13.9～11 (社 )日本損害保険協会  162 

3 焼津市消防防災センター  H13.12～H14.2 (社 )日本損害保険協会  145 

4 県東部地域交流プラザ (沼津 ) H14.5～7 (社 )日本損害保険協会  128 

5 静岡文化芸術大学 (浜松 ) H14.10～12 (社 )日本損害保険協会  194 

6 袋井市総合センター  H15.11～H16.1 中部電力、ＮＴＴグループ  148 

7 三島市民文化会館  H16.9～12 東京電力、静岡ガス  128 

8 静岡市清水総合事務所  H16.11～H17.1 文部科学省、静岡ＬＮＧ  116 

9 静岡市駿河区来・て・こ  H17.7～9 日本ダクタイル鉄管協会  150 

10 裾野市市民文化センター  H18.1～3 裾野市、ＮＴＴグループ  148 

11 島田市総合施設おおるり  H18.9～12 (社 )日本損害保険協会  140 

12 富士宮市民文化会館  H19.1～3 富士宮市、東電、NTT、静岡ガス  138 

13 牧之原市健康福祉センター  H19.9～11 牧之原市、中電  120 

14 御殿場市役所玉穂支所  H20.9～20.11 御殿場市、小山町、企業  157 

15 熱海市観光会館  H20.9～20.11 熱海市、 (社 )日本損害保険協会  129 

16 富士市消防防災庁舎  H20.12～21.3 富士市  119 

17 駿東地域職業訓練センター  H21.9～21.11 御殿場市、裾野市、長泉町、小山町  106 

18 富士宮市文化会館  H22.12～23.3 富士宮市  53 

19 勝山教育会館ホール  H23.11 勝山市  198 

20 袋井市役所東分庁舎ｺｽﾓｽ館  H24.1～2 袋井市  136 

21 吉田町役場  H25.9/28～10/6 吉田町  63 

 合  計  人  数  2,805 

 

②富士市民大学ミニカレッジ  

 この講座は富士市が主催し、市内又は隣接市・町に在住する市民を対象に毎年、開

講されている。1 講座あたりの回数は 8 コマ、受講料は 3,000 円である。本学は後援

団体として開学以来毎年多くの講座を受け持ち、近年は 3 講座について 18 人程度の

教員を派遣し、会場を貸与するなどの協力をしている。学内体制としてはエクステン

ション委員会富士分会、庶務課研究支援室が担当している。受講者は概ね 60 人程度

である。 

なお、平成 25(2013)年度の実績は【表 8-1-2】、平成 26(2014)年度の実績は【表 8-1-3】

のとおりである。  
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【表 8-1-2】     平成 25(2013)年度講座一覧【本学関係】  

No. 講座名  授業方法  受講者数  講座回数  担当教員数  

１  
今、観光まちづくり基礎編～富士

市ならではを観光資源に～  

講義、フィ－ル

ドワーク  
40 8 5 

2 

防災 ～一市民として、地域社会

として災害にどう備え、どう対応

するべきか～  

講義  40 8 8 

3 

子どもの心と身体の健康と成長

を考える～これからの子どもの

育ちと子育てをともに考える～  

講義  25 8 6 

 

【表 8-1-3】     平成 26(2014)年度講座一覧【本学関係】  

No. 講座名  
授業

方法  
受講者数  講座回数  

担当  

教員数  

１  今、地域防災力を育むまちづくり？  講義  20 8 8 

 

③富士キャンパス公開講座  

教育と研究の成果を広く社会に貢献するという目的に加えて｢学び｣と｢出会い｣の場

として公開講座を実施している。経営学部、社会環境学部、保育学部の研究者がそれ

ぞれの専門分野から｢共生｣というキーワードのもとに講義を行い、次世代に残せる接

続可能な未来を標榜する為に、平成 25 年度の共通テーマは「安心･安全な共生社会」

とした。なお、10 月 26 日、10 月 27 日の 2 日にわたって実施した。 

 

（２）教育研究の成果を適切に社会に還元しているか。  

【静岡キャンパス】  

〈「常葉大学静岡キャンパス公開講座」の開設〉  

 平成 25 年度は、各種実習や研修などの参加型・体験型講座として「こどもたちの

世界～わたしたちのかかわり」（資料 8－11）という共通テーマの下に開催した。この

講座は 11 月中旬より 5 回にわたって実施した。また、平成 26 年度は各学部の特殊性・

専門性を生かした公開講座を各学部単位で企画し、9 月下旬より 2 回～4 回のシリー

ズとして設定した。教育学部及び外国語学部は静岡市生涯学習推進課生涯学習センタ

ー、造形学部は島田市との共催で講座を企画した。これにより公開講座の広報を効果

的に進めることができ、例年より早く受講者を確保することができた。受講者は無料

で講座に参加することができる。平成 25 年度及び 26 年度の公開講座内容は次の通り

である。 
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【表 8-1-5】平成 25 年度常葉大学静岡キャンパス公開講座  

共通テーマ こどもたちの世界～わたしたちのかかわり～  

開催日 学部 演題 参加人数 

11/16(土) 法学部 こどもをめぐるトラブル知っておきたい法律問題  12 

11/23(土) 教育学部 子どもと言葉  17 

11/30(土) 造形学部 子どもたちのポップカルチャー  

～戦後から今日、そしてこれから～  

11 

12/7(土) 外国語学部  現代英文学の中のこどもたち  

～ロデｲ・ドイルの小説を読む～  

11 

12/14(土) 健康科学部  子どものこころの健康  

～こころの不調サインを見逃さないために～  

11 

 

【表 8-1-6】平成 26 年度常葉大学静岡キャンパス公開講座  

＜教育学部＞  

テーマ 開催回数  

郷土の学び方講座 ～歴史編～  3 回開催（10/4,10/11,10/18） 

手書き文字の秘密を学ぶ 4 回開催（6/22,6/29,7/6,7/13） 

 

<外国語学部> 

英語を通じてその話者・文化を知る  全 3 回開催（10/4,11/8,12/6） 

 

＜造形学部＞  

島田髷文化の伝承による表現  全 2 回開催（10/2,10/21） 

 

＜法学部＞ 

災害にどう立ち向かうか -地域と大学の

課題- 

全 2 回開催（11/17,12/1） 

 

＜健康科学部＞  

健康と身体機能を高めるために  

～手軽にできる健康づくり～  

全 3 回開催（9/16,9/30,10/14） 

 

〈教員免許状更新講習の実施〉  

 本学は、30 年に及ぶ教員養成の実績の中で、平成 20 年度には教職大学院を開設し、

地域の教員養成及び教員の教育力向上への貢献を重ねている。そのような本学の強

み・専門性を生かす形で、平成 20 年度の予備講習に続いて、平成 21 年度以降、毎年

度、教員免許状更新講習を開設している。（資料 8－12） 

平成 26 年度は 8 月 11 日（月）から 15 日（金）まで実施し、内容としては、必修

講習である「教育の最新事情」（教育制度、教育課程）、「教育の最新事情」（学校経営、
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教育心理）のほか、20 の選択講習（各 6 時間）を開設した。（資料 8－12） 

なお、講習は本学（静岡市）と三島長陵高等学校（三島市）の 2 会場で行った。 

 

〈地方公共団体の審議会等への委員の派遣〉  

 毎年、地方公共団体や地域の諸団体からの委嘱を受けて、審議会や委員会等へ教員

を積極的に派遣している。大学の専門性を生かした社会貢献活動であるとともに、委

員としての経験が各教員の専門性を高め、本学の教育研究の充実にも結びつくものと

期待できる。平成 26 年度の派遣状況を表 8-3 に示す。 

 

【表 8-1-７】地方公共団体の審議会等への委員の派遣先（平成 23 年度） 

派遣先 審議会等の名称  

静岡県 

公安委員会、人権会議、人事委員会、文化財保護審議会、高校第二次長

期計画検討委員会、教育委員会道徳教育推進協議会、総合教育センター

協議会、しずおか県民カレッジ、ふじの国ユースカレッジ、環境影響評

価審査会、事業認定審議会、環境審議会、企業経営評価委員会、中山間

地域等直接支払制度委員会、県立美術館協議会、県立美術館研究活動評

価委員会、芸術祭実行委員会、芸術祭企画委員会、個人情報保護審査会、

図書館協会企画情報専門委員会、青少年問題協議会、雇用計画調査研究

会 

静岡市 

教育基本構想検討委員会、情報公開・個人情報審議会、文化財保護審議

会、精神保健福祉センター設置懇話会、男女共同参画審議会、文化振興

財団評議会、産業振興協会評議員会  

他の市

町 

浜松市文化財保護審議会、焼津市史編纂委員会、菊川町文化財保護審議

会、竜洋町史編纂委員会 

 

〈静岡市「市民大学リレー講座」の共催：静岡キャンパス〉  

静岡市文化スポーツ部生涯学習推進課の要請により、平成 21 年度より「市民大学

リレー講座」が開設され、本学も参加し講師を派遣している。本事業の企画は、市の

担当課と市内各大学から構成される「静岡市・大学連携事業協議会」によって行われ、

本学からはエクステンション委員会委員長が出席している。平成 25 年度は「事例か

ら学ぶ観光の今-新しい交流のカタチ」、平成 26 年度は「学びが支える健康な暮らし～

長寿社会を豊かに生きる～」と題して、リレー講座（資料 8－13）が開催され、本学

からも出講した。  
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【表 8-1-8】静岡市「市民大学リレー講座」の開設状況（平成 21～26 年度） 

年度 全体テーマ  本学担当テーマ  受講者 

H21 静岡を学ぶ  駿府 96 か町物語 53 名 

H22 静岡市を学ぶ  文明開化と明治の群像  61 名 

H22 お茶に注目！  お茶の建築と景観  76 名 

H23 文明と環境  エネルギー環境問題を考える  71 名 

H24 国際派しずおか人、隣国を知

る 

アジアの教科書に見る子どもた

ち 

31 名 

H25 事例から学ぶ観光の今  観光をデザインする視点  

H26 学びが支える健康な暮らし  睡眠から考える健康   

 

〈近隣の高校との連携による「オープンセミナー」の開設〉  

 オープンセミナーとは、本学の正規の授業科目のうち前後期に各 2 科目、計 4 科目

を高校生に公開し、科目等履修生として受け入れる活動である。受講する高校生には、

学生と同様に試験やレポートが課され、その評価に基づき単位認定を行う。単位取得

者が本学に入学した際には、入学前修得単位として認定することができる。  

本セミナーの実施にあたっては、曜日・時間帯を平日の 5 時限（16：20～17：50）

に設定するほか、高校が主催する体験報告会に大学教員が出席するなど、生徒を送り

出す高校側と緊密な連携を心がけている。なお、同じ科目の開講は 2 年間のみとし、

毎年 1 つを新科目に差し替えている。  

平成 26 年度の開設状況は表 8-6 に示すとおりである。  

 

【表 8-1-9】平成 26 年度「オープンセミナー」開設状況  

学

期  
曜日・時間帯  授業科目名  副題  単位数  

前

期  
火・５時限  

法学（日本国憲法を含

む）  
人権と統治を中心に  2 単位  

前

期  
木・５時限  生物学  

生物学的な視点で事象を見

る  
2 単位  

後

期  
月・５時限  環境学  暮らしと地球環境  2 単位  

後

期  
木・５時限  

法学（日本国憲法を含

む）  
人権と統治を中心に  2 単位  

後

期  
木・５時限  芸術学  西洋美術の歴史  2 単位  

 

〈県内の高校との連携による「リクエストセミナー」の開設〉  

 県内の高校に教員を派遣して開講するリクエストセミナーを例年実施している。年

度初めに出講可能な 16 テーマ（表 8-1-9）を掲載した案内書を送付し、高校からの要
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請に応じて随時教員を派遣している。  

本セミナーは、主に高校生の進路指導・キャリア教育の場面で活用していただいてい

る。平成 26 年度においては、5 校からの要請に基づき 7 テーマのセミナーを出講し、

延べ 200 名の生徒が受講した。  

 

【表 8-1-10】 平成 26 年度  「リクエストセミナー」開講テーマ  
 

総合シリーズ  仕事シリーズ  

①エネルギーって何？  

―東日本大震災を通して考えよう― 

①スポーツの世界  

―「スポーツ関連」と「体育教師」の仕事― 

②病が語る日本史  

―現代医学の源流― 

②情報拠点としての図書館  

―図書館司書の仕事― 

③世界の現状を知ろう！  

―クレオール編― 

③心理学とは何か？  

―心理カウンセラーの仕事― 

④「クマのプーさん」原作の英語表現に  

見る言葉の面白さ  

④異なる文化をつなぐ  

―外国語を生かす仕事― 

⑤スペイン・ラテンアメリカを  

知るための入門講座『多様性』とは？  

⑤日本語・日本文化を伝える  

―日本語教師の仕事― 

⑥視覚によるコミュニケーションを考える  

―ビジュアルデザイン論― 

⑥美術と長くつきあう方法  

―美術教員という仕事― 

⑦絵画の読解力を身に付ける  

―作者は何を言いたいのか？― 
⑦新しいデザインの仕事とは  

 
⑧医療に携わる仕事について  

     
〈「大学ネットワーク静岡」を通じた連携〉  

 県内他大学との連携組織である「大学ネットワーク静岡」に参加している。同ネッ

トワークは県内大学の交流と発展、学術教育水準の高度化を目的とし、県内 23 の高

等教育機関等が加盟するコンソーシアムである。国際交流・PR 事業、科学交流フォ

ーラム開催事業、広報事業、企画分科会、交流会の開催などの事業が行われている。

本学も代表者会議、役員会議に出席し同ネットワークの企画・運営に参画している。  

 

〈共同研究の推進〉  

 県内の他大学などと連携して共同研究を組織し、様々な課題解決のための方策を追

究している。例えば、平成 20～21 年度においては、同じく静岡総合研究機構の助成

研究である「アジア・太平洋におけるデザイン及び美術教育の人間力育成に関する研

究」を行った。  

 

〈静岡県高等学校英語対話弁論大会の開催〉  

高校生の生きた語学力の育成を目的として「静岡県高等学校英語対話弁論大会」を
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開催している。英語圏への留学経験 10 ヶ月未満の A 組と留学経験を問わない B 組に

分かれ、2 名 1 組の対話形式でのコンテストを行っている。平成 24 年 11 月には第 29

回大会が開かれ、県内から 10 校 15 組（A 組：10 組、B 組：5 組）の参加があり、上

位入賞者の表彰を行った。  

国際交流関係の事業としては、外国語学部が、スペイン語の講座を焼津で講座開催

しており、「第 21 回はあとふる Yaizu2014」（10 月 5 日（日）、焼津文化会館小ホー

ル、11:30〜15:30）へ外国語学部生をスタッフとして派遣した。 

「はあとふる Yaizu」は焼津市役所市民協働課内にある焼津市国際友好協会が主催

して行なう地域の外国籍住民との交流イベントであり、毎年、外国語学部生が学生ス

タッフとして企画・運営に携っている。平成 26 年は実行委員および当日ボランティ

アとして計 60 名が参加した。終了後には同市の友好協会より感謝状が届いている。  

この「はあとふる Yaizu」を通じて同市の市民協働課と友好的な協働関係を構築し

てきており、今後も同市の市民協働課との連携しつつ、国際交流や多文化共生に関す

る事業を進めていきたいと考えている。  

 

〈学生による地域活動・ボランティア活動の奨励〉  

学生による地域活動・ボランティア活動について、全学的に奨励・支援している。

学生の自主的な活動を支援するための助成事業（Do-ing プロジェクト）の選定におい

ては、地域貢献や地域活性化などを目的とする活動に活動費を助成している。平成 26

年度においては、地域の文化資源の発掘・啓発目的としたプロジェクトなどを助成し

た。 

 

【表 8-1-11】平成 26 年度 DO-ing 採択プロジェクト一覧  

   
平成 26 年 5 月 27 日現在 

№ 
タ
イ
プ 

プロジェクト名  
  

学部学科 学年 

1 d ま・あ・る  と清水をつなげ隊  
教育学部初等教育課程  2 

教育学部初等教育課程  2 

2 c シビックプライド研究会-4  
造形学部造形学科 2 

造形学部造形学科 2 

3 d 
iVamos！静岡のグローバル  

人間 2014 

外国語学部グローバルコミュ

ニケーション学科  
2 

外国語学部グローバルコミュ

ニケーション学科  
2 

4 c 万葉植物園活性化プロジェクト  
教育学部初等教育課程  2 

教育学部初等教育課程  2 
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5 c サイエンスフェスティバル 2014 
教育学部初等教育課程  2 

教育学部初等教育課程  2 

6 a 水落マッププロジェクト 
法学部法律学科  2 

法学部法律学科  1 

7 d 
がん患者・家族を支援するための

ネットワークづくり  

健康科学部看護学科 2 

健康科学部看護学科 2 

（タイプ）                                                                                               

ａ⇒大学活性化プロジェクト、ｂ⇒地域活性化プロジェクト、ｃ⇒地域貢献プロジ

ェクト、ｄ⇒地域ネットワーク構築・貢献プロジェクト  

 

【浜松キャンパス】  

エクステンション委員会浜松分会並びに社会貢献・ボランティアセンター  は、そ

れぞれの方針と年間計画に従って事業を展開して、その成果を学内・専門分野だけ

でなく広く一般社会に向け発信している。  

 エクステンション委員会浜松分会は、平成 24 年度に 3 学部 8 学科の統一テーマ

として「健康」に関する講座を企画したところ、受講生アンケートで好評を得たた

め、平成 25・26 年度も「健康」に関するテーマと講座を企画し実施した。平成 25

年度は前年度の受講生アンケート結果を踏まえて同じ統一テーマとし、『「健康寿命」

を延ばそう！』（資料 8－14）を引き続き開催する一方で、講座内容は前年に実施し

た内容と重複しないように企画した。平成 26 年度は、過去 2 年間で実施できなか

った分野や対象を中心に企画し、『生涯現役をめざそう！～すべての世代に心とから

だの健康を～』（資料 8－15）を統一テーマとして開催した。 

募集状況は、実技・実習を伴う講座では、場所や対応できる許容人数の関係で受

講の制限が必要であったため、平成 25 年度は申込者が募集定員を超えた講座に関

しては、キャンセルが出た場合に受講できる旨の連絡を行うなどの対応をとった。

平成 26 年度は講師との調整により、定員を超えた場合でも可能な限り受け付けた。 

 また、平成 25・26 年度ともに浜松市からの後援を受けており、平成 26 年度につ

いては静岡新聞社・静岡放送、中日新聞東海本社からも後援を受け、地域社会に広

く情報を提供している。さらに平成 26 年度は浜松市保健所の健康づくり支援事業

「うごく＆スマイル！～健康ポイントを貯めて特典を手に入れよう～」、静岡県教育

委員会の生涯学習推進事業「しずおか県民カレッジ」とも連携し、参加者の参加意

欲の向上に努めた。  

 そのほか、地域住民に大学の資源を生かした子育て支援を実施する親子教室「ポ

ッケ」や親子遊びのイベント「こどもむら」を開催した。  

以上についての詳細は【表 8-1-12】~【表 8-1-15】のとおりである。  
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【表 8-1-12】平成 25 年度 常葉大学浜松キャンパス公開講座 統一テーマ：『「健康寿

命」を延ばそう！』  

開講日 講座内容 学科 

10 月 2 日（水） 脳卒中にかからないための生活習慣  作業療法学科  

10 月 9 日（水） 血圧にやさしい食生活  健康栄養学科  

10 月 16 日（水） ツボ押し健康法〜東洋医学でいつまでも健

康で美しく〜  

健康鍼灸学科  

10 月 23 日（水） 簡単にできる腰痛予防〜機能解剖学的視点

より〜 

健康柔道整復学科  

10 月 30 日（水） 健康づくりは正しい姿勢から！家でできる

‘ながら運動 ’ 

心身マネジメント学科  

11 月  6 日（水） 身体を動かして生活習慣病を予防しよう！  理学療法学科  

 

【表 8-1-13】平成 25 年度 常葉大学浜松キャンパス公開講座実施状況  

開催日 募集定員（人） 申込者数（人） 定員比（％） 受講者数（人）  

10 月  2 日（水） 60 51 85 42 

10 月  9 日（水） 60 49 82 40 

10 月 16 日（水） 50 50 100 42 

10 月 23 日（水） 50 50 100 38 

10 月 30 日（水） 40 40 100 29 

11 月  6 日（水） 50 50 100 39 

 

【表 8-1-14】平成 26 年度 常葉大学浜松キャンパス公開講座  

統一テーマ：『生涯現役をめざそう！～すべての世代に心とからだの健康を～』  

開講日 講座 学科 

9 月 17 日（水） アクティブシニアの旅と健康  経営学科  

9 月 24 日（水） こころの病とこころの健康』  作業療法学科  

10 月 1 日（水） 身近にある東洋医学、ためしてみようこんな

ツボ 

健康鍼灸学科  

10 月 8 日（水） スローエアロビック～ココロとカラダのび

やかに～  

心身マネジメント学科  

10 月 15 日（水） 親子の絆・夫婦の絆・お年寄りとの絆を深め

るタッチケア（スキンシップ）  

こども健康学科  

10 月 22 日（水） 食事の工夫で元気に長生き～予防から介護

食まで～  

健康栄養学科  

10 月 29 日（水） 心の健康のために～「私」を生きてみません

か？～ 

心身マネジメント学科  

11 月 5 日（水） 老いに負けない身体づくり  健康柔道整復学科  
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【表 8‐1‐15】平成 26 年度 常葉大学浜松キャンパス公開講座実施状況  

開催日 募集定員（人） 申込者数（人） 定員比（％） 受講者数（人）  

 9 月 17 日（水） 50 43 86 34 

 9 月 24 日（水） 50 49 98 42 

10 月  1 日（水） 50 49 98 41 

10 月  8 日（水） 30 39 130 31 

10 月 15 日（水） 50 55 110 38 

10 月 22 日（水） 50 48 96 35 

10 月 29 日（水） 50 53 106 41 

11 月  5 日（水） 30 47 157 32 

 

社会貢献・ボランティアセンターについては、「北区わくわく元気プロジェクト」が

浜松市北区地域力向上事業に採択（平成 24～26 年）された。この事業の目的は、子

どもから高齢者、障がい者を対象として、北区の施設や大学を拠点とし本学が持つ知

的財産や学生のボランティア力等を広く活用し、北区全体を元気で活気ある地域社会

にすることである。事業の内容は以下のとおりである。（資料 8－16、浜大ニュース，

No7） 

 

① 都田朝市：地域の野菜や果物等を販売  

② キッズオープンキャンパス：広告づくり、実験体験、自然観察等  

③ 北区☆健康フェア：骨量等測定、健康相談等  

④ クリーンアップウォーキング：ノルディックウォーク  

⑤ スポーツフェスタ：障害者スポーツ、サッカー、陸上競技等  

⑥ 地域防犯：防犯パトロール、シンポジウム等  

 

 「北区わくわく元気プロジェクト」の 3 年間の取り組みで、7,489 人の地域住民が

来場し、1,735 人の学生・教職員がボランティアとして活動した。詳細は以下の表の

とおりである。  

 

【表 8-1-16】「北区わくわく元気プロジェクト」来場者数  

来場者数 出店数 ボランティア 来場者数 出店数 ボランティア 来場者数 出店数 ボランティア

都田朝市 800 46 86 700 30 22 600 24 36

キッズオープンキャンパス 760 141 945 167 1260 184

北区✩健康フェア 172 27 198 28 128 43

健康ウオーク 90 74 97 81 65 60

スポーツフェスタ　 238 182 193 134 201 166

地域防犯・タウンミーティング 200 258 85 13 17 10 33

小計 2260 46 2218 30 2271 34

合計

平成26年度平成25年度平成24年度

2666
768

2518
445

2305
522
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さらに、静岡県警・細江警察署との「防犯ボランティアに関する連携協定」（平成

23 年）を締結した。その目的は、ボランティア活動を通して、学生の犯罪や事故の被

害を防ぎ、社会全体の規範意識を高めて地域社会との絆の強化を図ることである。具

体的な活動は、幼稚園・小学校・中学校での防犯教室、新東名浜松サービスエリアの

防犯パトロール、振り込め詐欺防犯広報、金指地区戸別訪問、都田小学校下校見守り

「こどもの笑顔をまもろーる」であり、現在も継続的に活動している。  

 平成 24 年には「はましん地域振興財団」の助成により、振り込め詐欺防犯 DVD を

作成し、細江警察署より感謝状が授与された。平成 25 年には学生の自主的な防犯活

動を推進し、安心安全なまちづくりに貢献したことが評価され、再び感謝状が授与さ

れた。また、平成 25・26 年は県内最年少の細江警察署協議会委員として、本学の学

生（心身マネジメント学科）が委嘱されている。  

 その他、様々な行政・学校関係の活動も継続して行っている。特に、災害ボランテ

ィアでは東日本大震災復興の支援活動（資料 8－17）、丹波豪雨災害支援、静岡台風

18 号災害支援等に取り組んでいる。  

これらの多岐にわたるボランティア活動を依頼件数、活動延べ人数の面から総括す

ると以下の通りである。 

 

【表 8-1-17】外部からのボランティア要請による活動件数 （資料 8－10） 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

依頼件数（件） 116 115 111 

活動延べ人数（人） 1629 2164 1732 

 

【富士キャンパス】  

富士商工会議所ビジネス交流会「知恵の輪」(共同での事業や新しいサービス等の開

発)にアドバイザーとして本学の教員を派遣するとともに月 2 回の定例会の会場を提

供している。そのほかにも、毎年、開催されるビジネス交流フェアに大学として出展

する一方で、平成 20(2008)年度からは会に所属する企業と学生との交流会を実施して

いる。 

平成 21(2009)年度より、環境防災学部（現社会環境学部）教員が化学・生理学分野

において、民間の企業・団体と 2 件の共同研究を行うなどしており、民間企業・団体

との連携事例も徐々に生まれつつある。また、地域の防災力向上のため、静岡県内の

防災研究・教育・対策に関わる県庁、静岡大学、浜松医科大学、静岡県立大学、静岡

文化芸術大学、東海大学、静岡地方気象台、その他防災関係機関と本学が協働して事

業を実施し、静岡県内における防災教育、防災研究の振興及び防災対策の発展に資す

る事を目的とした「しずおか防災コンソーシアム」が設立され活動を開始した。（資料

8-18）加えて、庶務課研究支援室が窓口となって、知的人材育成･連携を目指す｢東海

iNET｣（17 大学･研究期間参加）に参加し、知的財産活用研究と産官学連携を推し進

め始めている。  

さらに、県東部地区にある東海大学開発工学部・海洋学部、日本大学国際関係学部、
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沼津高等工業専門学校と「東部 4 機関科研費補助金合同研修会」を開催し、情報交換

を行い、研究支援業務の水準の向上を図っている。なお、同組織による学生の研究発

表会である「富士山麓アカデミック・サイエンスフェア」（資料 8-19）に平成 20(2008)

年度から参加し、他大学の学生と交流を図っている。平成 26 年度はふじさんめっせ

で開催し、本キャンパスから 28 件のポスター発表があった。平成 25 年度はぬまづキ

ラメッセで開催し、本キャンパスから 29 件のポスター発表があった。 

地元企業である（株）旭化成による冠講座「現代社会と科学技術」を開講しており、

平成 26 年度は 95 人の学生が受講している。  

 

２．点検・評価 

  ①効果が上がっている事項  

各種講演会・研修会の講師依頼は全国から寄せられており、各学部の特徴を活かし

た分野で講演活動や講座を行っている。例えば、富士キャンパスにおいては、学生に

よる「富士山麓アカデミック＆サイエンスフェアポスター発表」「ふじとこ未来塾研究

発表会」や教員による｢産学連携共同希望テーマ説明会｣などの講演会等によって、研

究成果を継続的かつ積極的に市民へ還元している。浜松キャンパスにおいても地域社

会のニーズや時流に合わせた講座を開催しており、複数の講座を受講する受講生が多

くいる。さらに、毎年受講生アンケートにて次年度希望するテーマを調査し、その結

果を反映させつつ企画しており、継続して受講する受講生が多くいることからも高く

評価されていることがうかがえる。講座の実施状況や開催案内に当たっては、後援団

体の協力によって各種メディアを通じて地域社会に発信している。なお、地域密着型

の公開講座として地元自治会の協力を得ており、自治会の回覧板を活用した周知も行

っている。これにより多数の地元住民が参加しており、地域の生涯学習推進の一助と

もなっている。  

また、ボランティア等の社会貢献活動についても精力的に取り組んでおり、多くの

実績を残している。特に浜松キャンパスにおいては、社会貢献・ボランティアセンタ

ーを中心として組織的な活動を行っている。外部からの依頼件数や活動の延べ人数等

が直近 3 年間において定着しており、地域での活動が評価されるとともに、地域の行

政・学校・自治会との連携が深まりつつ浸透してきていることの証左であると考える。  

そのほか、本学の教員が内閣府や環境省、農林水産省などといった中央省庁の複数

の委員を務めており、国家的な政策の形成にも寄与していると言える。 

 

  ②改善すべき事項  

   ア 社会連携の在り方  

    これまで、各キャンパスごとの方針により様々な地域貢献の取り組みがされ

てきたが、常葉大学として統合したことから、今後においては地域連携・交流

の推進の基本方針を策定して、目的等を明確化・統一化して推進していく必要

がある。この方針に基づいて、地方自治体との地域連携に係る協定等を締結し

てより効率的に推進することとした。先進的に取組みをする活動への支援策を

実施することが肝要である。  
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   イ 社会連携の取組体制等の構築  

喫緊の課題として、社会連携活動等における組織体制や運営体制等の整備が挙げ

られる。旧 3 大学から継続している各キャンパス個別の活動のみでなく、全学的に

活動を広げることも今後検討するが、これに伴って全学的に取りまとめる組織体制

とすることが望ましい。また、教育理念の一つである地域貢献を実践し、推進して

いくことを鑑みても、学生や教員の活動を専門的かつ強力に支援できる体制の構築

は必須である。この体制の整備に当たっては、教職員が一体となって取り組むこと

や専門性の高い専任職員を育成し、適切な人員配置をすることが重要であるため、

このことを念頭に置いた検討を進める必要がある。  

 

   ウ 公開講座の在り方  

各キャンパスはそれぞれに講座などを開催しているが、キャンパスが所在する地

域での開催にとどまっているため、今後は全県的な開催も視野に入れて開催地域を

検討する必要がある。また、より広く社会に提供するという観点から、以下のよう

な課題が残っている。  

  ・交通の利便性という観点から、より広い地域から受講生が参加できるようにす

るため、アクセスの良い会場での開催も検討する必要がある。  

・平日夜間の時間設定で開催しているため、特定層の参加に限られている。テー

マ対象に合わせた開催日時の設定を検討する必要がある。  

・受講生の受入れに専従できるスタッフの確保が必須である。  

   

３．将来に向けた発展方策 

  ①効果が上がっている事項  

   前述の通り、本学は各学部がそれぞれの特性を生かした講座を開催しており、

地域社会から高く評価されているものと考えている。これを受けて、より広い社

会を対象とし、さらには学部にとどまらない総合大学としての特性を生かすべく、

相互に連携をとった全学的な開催を検討しつつ体制の整備を図っていく。  

   また、研究成果の地域への還元という視点に加え、企業や自治体等との連携を

さらに広げていくという視点から見ても、より広い社会に情報を発信することが

社会連携を強化するうえで肝要である。今後、より一層の情報発信力強化を検討

していく。 

 

  ②改善すべき事項  

前述の通り、組織体制や運営体制の整備が喫緊の課題であると考えている。平成 27

年度より法人に設置される将来構想検討委員会の下部組織である高等教育分科会にお

いて、本学が策定する中長期計画において、社会連携に係る組織体制や運営体制の検

証及び構築に向けた検討を行う予定である。  

また、地域連携・交流の推進に係る気泡方針を策定し、地方自治体との連携協定の

締結、公開講座の在り方の作成、先進的な取組みをする活動への支援を実施するため
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の検討を行う予定である。 
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8－4 常葉大学教職大学院平成 26 年度教育フォーラムリーフレット  

8－5 常葉大学学則（別表略）（既出 資料 1-2） 

8－6 常葉大学エクステンション委員会・分会要綱  

8－7 社会貢献・ボランティアセンター規定  
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8－10 平成 25・26 年度 社会貢献・ボランティアセンター 事業報告書  

8－11 「こどもたちの世界～わたしたちのかかわり」リーフレット  

8－12 平成 26 年度常葉大学教員免許状更新講習リーフレット  

8－13 静岡市「市民大学リレー講座」リーフレット  

8－14 平成 25 年度 常葉大学浜松キャンパス公開講座チラシ  

8－15 平成 26 年度 常葉大学浜松キャンパス公開講座チラシ  

8－16 社会貢献・ボランティアセンター報告集（2011） 

8－17 社会貢献・ボランティアセンター報告集（2012） 

8－18 「しずおか防災コンソーシアム」リーフレット  

8－19 アカデミック＆サイエンスフェア 2014 リーフレット 
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基準９．管理運営・財務  

管理運営 

 

１．現状の説明 

（１）大学の理念・目的の実現に向けて、管理運営方針を明確に定めているか。  

   ア 管理運営方針の策定と大学構成員への周知  

    常葉大学は、常葉学園大学(静岡市)、浜松大学(浜松市)及び富士常葉大学(富士市)

の 3 つの大学を統合し、平成 25 年 4 月から開学した大学である。  

    キャンパスは、静岡キャンパス (瀬名校舎及び水落校舎 )、浜松キャンパス及び   

富士キャンパスの 3 キャンパス 4 校舎であり、教育組織は 10 学部 19 学科及び   

大学院の 4 つの研究科により構成している。  

    常葉大学は、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をもつ有

為な人材を養成し、地域等に貢献するとともに教育及び学術文化の進展に寄与する

ことを目的とした大学である。教育理念は、知識・知能・叡智と人徳・品格・意欲

を兼ね備えた「知徳兼備」、未来志向の教育研究を目指した「未来志向」、地域社会

の発展・進行に貢献できる人材養成を目指した「地域貢献」の 3 つを掲げている。 

    上記の目的及び教育理念の実現に向けて、平成 24 年 8 月 30 日に「常葉大学の使

命と教育のあり方  (理念と実勢の一体化による統合効果を求めて) 」(現在の「常葉

大学の統合効果と具体的な活用計画」)（資料 9-1-1）を策定した。この中で管理運

営について、管理運営機能の統一化と教学面・管理面の一体化戦略の 2 つの原則を

定め、「強い大学づくりの司令塔を築く」ことを活用計画の目標に掲げている。  

    その具体的な活用計画は、統合的管理運営を目指した大学運営組織の構築に狙い

を定め、開かれた教員選考を目指した教員人事システムの構築を主眼とした教員の

任用及び昇任に関する規程の作成や任用及び昇任基準の見直し、さらには事業別会

計システムの導入などが挙げられる。 

    なお、独立行政法人化された国公立大学のような中期目標及び中期計画は策定し

ていないが、上記活用計画の方針に基づき、平成 27 年度からは「常葉大学事業方

針（重点事業及び新規事業）について」（資料 9-1-2）の年度別の計画を作成し、こ

れを構築していくこととしている。 

    「常葉大学の統合効果と具体的な活用計画」については、学長等から新規採用教

職員研修会、常葉学園管理職研修会、常葉学園教職員夏期研修会及び大学改革フォ

ーラム等において、説明をすることにより周知徹底している。 

     

  イ 意思決定のプロセス  

    大学での最高意思決定機関として、大学及び大学院学則の規定に基づき、学長、

副学長、学部長(研究科長)、及び事務局長等により構成する学部及び大学院の｢部長

会｣を設置している。（大学学則（資料 9-1-3）第 57 条等）部長会での審議事項は、

教育研究及び人事に関する基本方針等であり、大学運営に関する重要な事項を審議

している。  

学部の部長会は原則として毎月 2 回、大学院の部長会は必要な都度開催しており、
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この結果については、各キャンパスで開催するキャンパス運営会議及び教授会等に

おいて報告し、周知している。 

    意思決定のプロセスとしては、学校教育法等の法令によりプロセスが規定されて

いるもの、学則等の本学の規程によりプロセスを定めているもの、個別の決裁によ

り決定するものに区分けがされ、最終的な判断は学長が行うことになっている。  

    学長は部長会への審議事項等の提案に当たって、必要に応じて教務委員会、学生

委員会等の 19 の委員会に諮問し、その答申を求めるとともに、各種委員会自らが

調査研究を行い、部長会に建議又は学長に上申することができることとなっている。 

    なお、人事、予算及び組織などの法人運営に関わるものについては、理事会、常

勤の理事により構成する常務理事会の議決又は理事長の決裁を得ることとしている。

（資料 9-1-4） 

    また、大学を統合して間もないことから、意思決定のプロセスに係る課題等を検

証して、必要な対応をしているところである。  

 

  ウ 教学組織(大学)と法人組織(理事会等)の権限と責任の明確化  

    大学は、学長をトップとする教学組織により運営をしており、主要な事項につい

ては、部長会の議決等を経て学長が決定している。  

        一方で、学校法人常葉学園理事会運営規程第 3 条（資料 9-1-5）に規定する人事、

事業計画・予算、及び学部の新設等の重要な事項に関わるものについては、理事会

や常務理事会の議決又は理事長の決裁を得ることとしている。  

    教学組織と法人組織との円滑な連携や合意形成等を図るため、理事長等の法人役

員及び学長等の大学の主要な教職員により構成する大学運営懇談会を月 2 回開催し、

大学運営に係る意見交換等を実施している。また、常葉学園の所属長等により構成

する所属上長会議を年 3 回程度開催し、事業計画や実績報告に関する協議等を行っ

ている。 

    なお、近年、学長のリーダーシップに基づく大学運営のマネジメントを発揮でき

る体制整備が求められているが、本学においては、その規程化がされていないこと

から、その規程等を整備し、学長の教育研究等に関する権限と責任をより明確化す

る必要がある。  

 

  エ 教授会の権限と責任の明確化  

    学則の規定に基づき、学部にあっては各学部ごとに教授会 (必要に応じてキャンパ

ス単位での合同教授会)を置き、大学院にあっては各研究科ごとに研究科会議 (必要

に応じて合同研究科会議)を置いている。 

 教授会及び研究科会議の審議事項は学則で明記しており、教授会の権限と責任が

明確化されている。  

 なお、平成 26 年 8 月に学校教育法及び同施行規則の一部改正がされ、教授会の

役割が明確化されたため、平成 26 年度中に学則の改正など、この対応をすること

としている。  
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（２）明文化された規程に基づいて管理運営を行っているか。  

  ア 管理運営に関する学内諸規程の整備とその運用  

本学の管理運営は、常葉大学学則、常葉大学大学院学則（資料 9-1-6）、学校法人

常葉学園就業規則（資料 9-1-7）及び常葉学園組織規程（資料  9-1-8）等の諸規程

に基づき執行している。 

    学則等の諸規程は、学校教育法等の関係法令などに基づいて作成しており、この

作成に当たっては、各種委員会での原案の作成、規程等改正委員会での検討等を行

ったうえで、諸規程に定められる手続きにより制定又は改廃を行っている。 

 なお、毎年度、常葉学園規程集を編綴し、教職員に配布するとともに、キャンパ

ス運営会議等において、制定又は改廃した規程の報告をするなどにより、適切な運

用に努めている。 

また、大学の統合に伴い、数多くの規程の改廃等を行い、これに基づき執行をし

ているが、この実施に当たって顕在化した課題等が見受けられるため、必要な対応

が求められている。 

 

  イ 学長及び理事等の権限と責任の明確化 

    学長、副学長及び学部長等は、学則、常葉学園組織規程、常葉学園常務理事業務

分掌規程（資料 9-1-9）等に基づきその権限を行使している。 

    なお、常葉学園組織規程等において、学長等の権限又は分掌が具体的に規程に明

記されていないという課題がある。 

 

  ウ 学長、副学長及び学部長等の選考方法 

  学長、副学長及び学部長の選考については、それぞれごとの選任規程によりその 

方法を規定している。（資料 9-1-10） 

学長にあっては、専任教授の代表(2 人)の意見を聴いた上で理事会の議を経て理

事長が任命することになっている。副学長にあっては、専任教授の内から学長の推

薦に基づいて、学部長にあっては、専任教授の内から学長の内申(必要に応じて部長

会の意見を聴取)に基づいて、理事長が任命することになっている。 

   なお、研究科長等の任命については、学部長の例に準じて選考しているが、規程

化されていないという課題がある。 

 

（３）大学業務を支援する事務組織が設置され、十分に機能しているか。  

   ア 事務組織の構成と人員配置の適切性  

    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の規定に基づき大学本部事務局と各キャ   

ンパス事務局を置き、大学本部事務局は学長室、庶務課、入学センター、教務部、

学生部、キャリアサポートセンター及び図書館により構成し、各キャンハスは庶務

課、入学センター分室、教務課、学生課、キャリアサポートセンター分室、図書館

等により構成している。 
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 各組織における事務分掌及び職位ついては、学校法人常葉学園組織規程により規

定している。 

 事務職員数の定数設定はされていないが、企画立案を必要とする業務には専任職

員を配置し、また定期的・定型的な業務には非常勤職員をそれぞれの部署に業務の

内容に応じて適切な人員を配置することによって効率的な事務を行う体制としてい

る。 

平成 26 年 5 月現在における常葉大学の事務職員数は、専任職員が 88 人、非常勤

事務職員が 40 人の計 128 人となっており、業務量及び業務内容の変化や常務執行

状況を判断して、必要に応じて組織改正をするとともに、原則として 4 月及び 10

月の年 2 回の人事異動を行うなど、業務の執行に支障をきたさないように弾力的か

つ適切な運営に努めている。 

 なお、常葉大学に統合したスケールメリットを活かした組織の合理化及び効率化

をしていく必要があるが、大学本部や 3 キャンパス 4 校舎がかけ離れていることな

どから、その効果を活かすことが難しいという課題がある。  

  

  イ 事務機能の改善・業務内容の多様化への対応  

   少子化や国際化など大学を取り巻く環境の変化等により大学業務は多様化及び

複雑化しており、本学においては平成 25年 4月に大学を統合したことに伴い、PDCA

サイクル手法による事務機能の改善に努めているところである。  

 具体的には、事務職員と教員の役割と責任を踏まえた教職員協働体制による各種

委員会の運営(事務職員が委員として参画等)、事務マニュアル(会計処理等)や事務処

理フロート(危機管理及びハラスメントの発生時の事務の流れ等)の作成などである。 

 なお、今後、PDCA サイクル手法による大学運営のあり方をより具体化し、その

周知徹底が求められている。  

 

  ウ 職員の採用、昇任・昇格等に関する諸規定の整備と運用  

    職員の採用、昇任及び異動等については、学校法人常葉学園就業規則及び学校法

人常葉学園管理規則（資料 9-1-11）等により規定している。  

昇任等に当たっては、学長からの内申又は上申等に基づき、理事長 (法人本部)が

決定している。  

 

（４）事務職員の意欲・資質の向上を図るための方策を講じているか。  

 ア  人事考課に基づく適正な業務評価と処遇改善  

       常葉学園職員勤務評定実施要領（資料 9-1-12）に基づき、3 月、6 月、11 月の年

3 回、業務評価を実施している。  

業務評価は、所属長等が業務の達成度等の職務・職責の遂行状況、職務能力等に

関する勤務評定結果を理事長に上申し、理事長は、上申に内容を踏まえ総合的な見

地から勤務評定を行っている。また、毎年 6 月には、人事異動希望調査を行い、処

遇改善の参考としている。  

  なお、コンピテンシーの考え方を取り入れることなどにより、職員の意欲の向上
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を図る必要がある。  

 

  イ スタッフ・ディベロップメント(SD)の実施状況  

     常葉学園が自ら新任職員研修、管理職職員研修及び夏期研修会等を開催するとと

もに、私立大学協会等の外部機関が開催する研修会や講習会に積極的に出席してお

り、職員の資質向上を図っている。  

    また、毎年度、事務改善のテーマと事務力向上月間を設定し、事務力の向上を図  

っいる。 

    更に、FD・SD 委員会において、各キャンパス単位でテーマを設定し、研修を  

実施している。 

    なお、職員の職業人としての資質向上を図るものと業務力の向上・改善を図るも  

のを体系化し、計画的に実施する必要がある。  

 

２．点検・評価 

  ①効果が上がっている事項  

    ア 「常葉大学の統合効果と具体的な活用計画」を策定し、管理運営について、

管理運営機能の統一化、教学面・管理面の一体化戦略の原則を定め、その具

体的な取組みを精力的に行っている。その結果、開かれた教員選考を目指し

た教員人事システムを構築するため、教員の任用及び昇任に関する規程・同

細則を制定するとともに、任用及び昇任基準の見直しなどが図られてきてい

る。 

 

イ 部長会及び教務委員会等の 19 の委員会等を設置し、大学における円滑な意

思決定、情報の共有化等を図っている。  

  また、テレビ会議システムの有効活用を図り、効率的な会議等の執行をし

ている。 

 

ウ 事務職員と教員の役割と責任を踏まえた教職員協働体制による各種委員会の

運営(事務職員が委員として参画等)等がされた結果、事務マニュアル(会計処理等)、

事務処理フロー(危機管理及びハラスメントの発生時の事務の流れ等)、研究推進

基本方針（資料 9-1-13）や国際交流推進基本方針（資料 9-1-14）の制定が促進

された。 

 

  エ 学長のリーダーシップのもと、平成 26 年 1 月に授業改善の基本方針（資料 

9-1-15）を制定し、全学を挙げてカリキュラムマップ図の作成やカリキュラムチ

ェックの実施など、計画的かつ着実にその推進を図っている。  

 

  ②改善すべき事項  

    ア 大学統合に伴い、常葉大学の統合効果と具体的な活用計画を策定して今後

の大学運営の方針を作成しているが、教育研究、学生支援、予算及び財産管
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理等に係る大学運営の主要項目の運営方針をより明確化することが求められ

る。 

    また、PDCA サイクル手法による大学運営をより具体化し、効果的な業務

執行及び予算編成・執行を図っていく必要がある。  

 

  イ 学長のリーダーシップに基づく大学運営のマネジメントを発揮できる体制整

備が求められているが、本学においては、その明文化がされていない。  

 

  ウ 大学統合をしたスケールメリットを活かした組織の合理化及び効率化を図っ

ていく必要がある。  

    また、大学統合をしたこと及び大学を取り巻く環境の変化や社会のニーズが変

遷等をしていることから、これに対応した事務組織及び所属の事務分掌を見直し

する必要がある。  

 

  エ キャリア・ディベロップメント(形成)を図る観点に立った人事考課や職員研修

を構築していく必要がある。  

 

３．将来に向けた発展方策 

  ①効果が上がっている事項  

    ア 常葉大学の統合効果と具体的な活用計画に基づく管理運営を法人本部と連

携等を図りながら、計画的に実施していく。  

イ 授業改善の基本方針に基づき、今後、全学体制によるカリキュラムポリシー等

を作成し、本学に相応しい教育の質保証等を図っていく。 

 

  ②改善すべき事項  

ア 国公立大学のような 6 年間の大学運営の骨格に関する項目(教育研究、学生支援、

予算及び財産管理等 )の中期目標及び中期計画又は事業方針等を策定することを

検討し、今後の運営方針をより明確化していく。  

     また、PDCA サイクル手法に基づく大学運営フロー図等を作成し、教職員にそ

の周知徹底を行い、効果的な業務執行を図っていく。この具体策として、大学の

業務運営の施策体系を作成し、これに基づいた事業別予算システムを構築するこ

とを検討していく。  

イ 学長のリーダーシップが発揮された大学運営のマネジメントができるようにす

るため、組織規程等において、学長の教育研究等に関する権限と責任に関する事

項を明記して、その明確化を図る。  

ウ 大学統合後の業務内容と業務分担や、今後、社会に果たす使命を達成するため

に必要な業務の検証等を行い、その結果を踏まえた組織定数の設定及び業務分

担・事務分章の見直しを検討する。  

エ コンピテンシーの考え方を取り入れた人事考課及びキャリア・ディベロップメ

ント(形成)を図る観点に立った職員研修の構築を検討する。  
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４．根拠資料 

9-1-1 常葉大学の統合効果と具体的な活用計画（既出 資料 1-36） 

9-1-2 平成 27 年度常葉大学事業方針（重点事業及び新規事業）について 

9-1-3 常葉大学学則（別表略）（既出 資料 1-2） 

9-1-4 学校法人常葉学園常務理事会運営規程 

9-1-5 学校法人常葉学園理事会運営規程 

9-1-6 常葉大学大学院学則（別表略）（既出 資料 1-9） 

9-1-7 学校法人常葉学園就業規則  

9-1-8 学校法人常葉学園組織規程  

9-1-9 常葉学園常務理事業務分掌規程 

9-1-10 常葉学園 学長・短期大学学長選任規程 

9-1-11 学校法人常葉学園管理規則  

9-1-12 常葉学園職員勤務評定実施要領  

9-1-13 常葉大学研究推進基本方針（既出 資料 7-2） 

9-1-14 常葉大学の国際交流に関する基本方針（既出 資料 6-10） 

9-1-15 教育の質保証を目指したカリキュラムの改善への取組みについて  

（既出 資料 4-1-21） 
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財務 

 

１．現状の説明 

（１）教育研究を安定して遂行するために必要かつ十分な財政的基盤を確立しているか。  

      本学の教育研究活動の充実と財政の安定化を図るためには、学生の定員確保に努める

ことが重要である。本学の定員充足率は「表 9-2-1」のとおり、大学統合後は大学院

を除いて平成 25・26 年度ともに概ね定員確保ができている。  

本学の平成 26 年度の収支状況を見ると、「表 9-2-2」のとおり帰属収入は 5,999,771

千円であり、帰属収支差額は 944,922 千円の黒字となっている。また、消費収支差額

は 767,352 千円の収入超過となっている。  

       法人の財務状況は、平成 26 年度決算における消費支出超過額は 394,414 千円であ

り、翌年度繰越消費支出超過額は、5,237,218 千円となっている。  

平成 22 年度決算における前年度繰越消費支出超過額は 1,038,812 千円であったこ

とから、この 5 年間で 4,198,406 千円の支出超過となった。ただし、この要因は老朽

化により耐震性能の劣る常葉学園中・高等学校校舎及び常葉大学新学部（法学部・健

康科学部）校舎の完成に伴う基本金組入額の増加や、学園の施設整備（改築）中期計

画に基づく、短期大学部、橘中・高等学校及び菊川中・高等学校の改築資金を 2 号基

本金として総額 36 億円余を組入れるなど、資金の内部留保に努めたことによるもの

である。 

法人の収入・支出のバランスは取れており、財務状況は健全である。（資料 9-2-1） 

 

      【表 9-2-1】本学の定員充足率 

 

学部  課程・学科  平成25年度  平成26年度  

教育学部  初等教育課程  187% 115% 

生涯学習学科  149% 113% 

心理教育学科  109% 76% 

外国語学部  英米語学科  102% 110% 

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科  81% 111% 

造形学部  造形学科  115% 136% 

法学部  法律学科  130% 107% 

健康科学部  看護学科  94% 109% 

静岡理学療法学科  117% 128% 

経営学部  経営学科  82% 91% 

健康ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ学部  健康栄養学科  129% 103% 

こども健康学科  106% 110% 

心身ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学科  107% 105% 

健康鍼灸学科  80% 67% 

健康柔道整復学科  107% 100% 
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保健医療学部  理学療法学科  98% 125% 

作業療法学科  103% 93% 

社会環境学部  社会環境学科  82% 115% 

保育学部  保育学科  126% 103% 

 

研究科  専攻  平成25年度  平成26年度  

国際言語文化研究科  英米言語文化専攻  0% 0% 

国際教育専攻  30% 20% 

健康科学研究科  健康栄養科学専攻  80% 0% 

臨床心理学専攻  100% 120% 

環境防災研究科  環境防災専攻  0% 20% 

初等教育高度実践研究科  初等教育高度実践専攻  95% 65% 

 (定員充足率は、入学者数／募集定員×100%) 

 

      【表 9-2-2】本学の帰属収支差額及び消費収支差額  

（平成 22 年度～26 年度の状況）               （単位;千円） 

 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度  平成 25 年度  平成 26 年度 

帰属収入合計  2,536,947 2,518,894 2,592,479 4,451,867 5,999,771 

基本金組入額  0 0 △27,696  △550,293  △177,570 

消費収入合計  2,536,947 2,518,894 2,564,783 3,901,574  5,822,201 

消費支出合計  1,892,185 1,858,875 2,236,296 4,094,254  5,054,849 

帰属収支差額  644,762 660,019 356,183 357,613   944,922 

消費収支差額  644,762 660,019 328,487 △192,680   767,352 

 摘  要 常 葉 学 園 大 学 常 葉 大 学 

        

     （中・長期的な財政計画の立案）  

本法人の施設・設備の老朽化に伴い、修繕費の増加への対応や耐震性能の劣化した校

舎の改築のために「施設整備（改築）中期計画」を平成 23 年度に策定し、この施設整備

計画に基づいて建設経費を賄うため、平成 23 年度に 2 号基本金を創設したところであり、

以降、この計画に基づき基本金の組入れを行っている。  

今後、常葉大学の完成年度（28 年度）までに、学園全体の中・長期財政計画と併せ、 

常葉大学の中・長期の財政計画の策定を目指していく。  

   

（科学研究費補助金、受託研究費等の外部資金の受け入れ状況）  

科学研究費補助金及び受託研究費等の外部資金の受入状況は、次のとおりである。  

  科学研究費補助金の平成 26 年度の申請件数（継続を含む）は 40 件であり、採択件

数は 13 件である。このことから、いわゆる競争的資金の獲得が少ないと言える。本

学の学部構成から「研究」より「教育」にシフトしている体制が原因と思われるが、

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「社会評価」を高めるこ
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とが、志願者・入学者の増及び就職率の向上に結びつくものと考えられる。  

教職員の不断の努力の蓄積が重要であり、教職員の教育研究活動の活性化を図る教育

研究環境の整備の充実が必要である。  

 

（消費収支計算書関係比率及び貸借対照表関係比率の適切性）  

 帰属収支差額比率は、22 年度以降下落の傾向にある。入学者数の安定確保が喫緊の

課題であったが、大学統合・新学部の設置などにより、大学の 25・26 年度入学者数

は改善の方向にあり、安定的な収入確保が図れる見込みである。  

 

  【表 9-2-3】経営状況はどうか  

 比率区分  21 年度  22 年度  23 年度  24 年度  25 年度 全国平均 

帰属収支差額比率  8.2％ 9.5％ 7.2％   6.9％   4.9％   4.8％ 

 

学生生徒等納付金比率は、全国平均を 7.3 ポイント下回って 66.1％である。また、

寄付金比率も 1.2%と全国平均より低い数値であるが、これに対し、補助金比率の数値

が高くなっている。  

  学生生徒等納付金比率が低い点については、幼稚園から大学・大学院と設置学校の

構成に起因していると思われる。補助率の高い中・高校の占める割合が多いため補助

金比率が全国平均よりも高くなっているのも同じ理由によるものと思われる。  

 

【表 9-2-4】収入構成はどうなっているか  

 比率区分  21 年度  22 年度  23 年度  24 年度  25 年度 全国平均 

学生生徒等納付金比率  67.5％  65.4％  64.4％  64.3％  66.1％  73.4％ 

寄付金比率  1.0％   1.3％   1.1％   1.5％   1.2％   2.0％ 

補助金比率 17.8％  17.2％  16.5％  17.1％  15.8％  12.6％ 

 

人件費比率が全国平均よりも 8 ポイントほど高くなっていることから人件費の削減、

抑制していくことが求められるが、設置学校の構成にも起因している思われる。  

  教育研究経費率は、全国平均よりも低く、管理経費率は、全国平均に並んでいる。  

  基本金組入率は、水落校地の改築などの影響により、24・25 年度と大幅に増加し、

全国平均を大きく上回り、消費収支差額悪化の要因となっている。  

減価償却費比率は、近年は全国平均とほぼ同じ数値で推移しており、消費支出のうち

実質的には消費されずに蓄積されている資金は安定的に確保されている。  

 

  【表 9-2-5】支出構成は適切であるか  

比率区分  21 年度  22 年度  23 年度  24 年度  25 年度 全国平均 

人件費比率  60.5％  58.7％  60.2％  61.0％  61.1％  52.8％ 

教育研究経費比率   23.3％  22.5％  21.8％  22.6％  23.9％  31.2％ 

管理経費比率    7.4％   8.1％   8.1％   9.1％   9.2％   9.2％ 
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借入金等利息比率    0.3％   0.3％   0.2％   0.1％   0.1％   0.3％ 

基本金組入率  9.0％  4.8％  12.0％  17.8％  31.5％  11.7％ 

減価償却費比率   10.8％  10.6％ 10.3％  10.3％  11.0％  11.8％ 

 

人件費比率は、全国平均より高い。大学新学部の設置にあたり教職員は一部を除い

て採用済みであることから、年次進行とともに学生数が増加すれば、人件費比率は安

定すると見込んでいる。今後も人件費の削減・抑制に努めることにより経営改善され

るものと考えているが、人件費比率が全国平均に比べて高いのは、設置学校の構成に

起因していると考えられる。  

消費収支比率は、水落校地の整備等のための準備資金として２号基本金へ組入を行

ったことなどにより、消費収入が大幅に減少し、全国平均に比べ 30 ポイント以上高

くなっている。消費収支比率は 100%を超えているが、帰属収支で見た場合には概ね

収支は均衡がとれている。  

 

  【表 9-2-6】収入と支出のバランスはとれているか  

比率区分 21 年度  22 年度  23 年度 24 年度  25 年度 全国平均 

人件費比率 60.5％ 58.7％ 60.2％ 61.0％ 61.1％ 52.8％ 

消費収支比率  151.8％ 154.2％ 154.1％ 113.2％ 139.0％  107.9％ 

 

 （大学の経営状況を示す各種比率） 

本学は、平成 25 年 4 月に常葉学園大学、浜松大学、富士常葉大学の 3 大学が統合

したことから、前 5 年間の経営状況を比較することは適当でないと考えられることか

ら、平成 25 年度の常葉大学の経営状況について検討を行った。  

  法人全体の経営状況及び財政状況は、健全性を伺うことができ、本学においても定

員充足率や、収支状況からも健全な経営状態であることが分かる。  

  本学の人件費比率は 60.2％で、法人全体より 0.9 ポイント低いが、全国平均に比べ

7.4 ポイント高い。また、帰属収支差額比率は、8.0％で全国平均の 4.8％を 3.2 ポイ

ント上回っている。  

  学生生徒等納付金比率は、83.6%で、全国平均の 73.4％よりも 10.2 ポイント高いが、

寄付金比率（1.2％）と補助金比率（8.5％）は、ともに全国平均より若干下回ってい

る。 

  財政状況を示す数値は、安定して全国平均より良い数値を示しており、経営状況と

同様財政状況についても健全性は高いものがある。  

 

帰属収支差額比率は、全国平均より高く、自己資金は充実している。  

大学統合により従前の常葉学園大学の数値には及ばないが 8.0%と全国平均を大幅

に上回っている。統合による効果などもあって入学者数は確保されており、収益性の

面では健全な経営・財務状態であると言える。 
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  【表 9-2-7】経営状況はどうか  

 比率区分  25 年度 全国平均  

帰属収支差額比率   8.0％   4.8％ 

 

学生生徒等納付金比率は、全国平均より高く、学生の定員確保が大学の運営に大き  

く影響している。常に 80%台を維持し、安定的に推移している。  

  補助金比率は、入学定員の超過により、一部学部の補助金が交付されなかったこと

などにより 8.5％と全国平均より 4.1 ポイント下回ったが、学生生徒等納付金比率と

補助金比率の相対関係からみて問題はないと考えている。  

  寄付金比率は、全国平均より低い。寄付金は、私立学校にとって重要な収入源であ

り、一定水準の寄付金収入が確保できるように努める必要がある。  

 

  【表 9-2-8】収入構成はどうなっているか  

 比率区分  25 年度 全国平均  

学生生徒等納付金比率  83.6％  73.4％ 

寄付金比率   1.2%   2.0％ 

補助金比率 8.5％  12.6％ 

 

人件費は、消費支出の中で最大の部分を占めており、この比率が高くなると消費支

出全体を誇張させることになる。  

新学部設置による教職員の増加などもあって、全国平均より 7.4 ポイント高くなっ

ているが、新学部の教職員は既に配置されており、完成年度まで一部を除いて人件費

の増加は見込まれないことから、年次進行により学生数が増加していけば消費収支の

バランスは取れていくと考えられる。  

  教育研究経費比率は 21.7％で全国平均より 9.5 ポイント低く、管理経費比率は

10.1％で全国平均より 0.9 ポイント高いことから、特に教育研究経費については、一

層の充実が求められる。 

  新学部設置経費の償却が始まるのは 26 年度以降となるため、減価償却費比率は全

国平均を下回っている、この先、償却が始まっていけば、実質的には蓄積される資金

の割合が高くなり、安定した経営につながっていくと考えられる。  

 

  【表 9-2-9】支出構成は適切であるか  

比率区分  25 年度 全国平均  

人件費比率  60.2％  52.8％ 

教育研究経費比率   21.7％  31.2％ 

管理経費比率   10.1％   9.2％ 

借入金等利息比率    0.0％   0.3％ 

基本金組入率   12.4％  11.7％ 

減価償却費比率   8.5％  11.8％ 
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人件費比率は、前述のとおり、新学部設置による教職員の増加などもあって、全国

平均より 7.4 ポイント高くなっているが、完成年度まで一部を除いて人件費の増加は

見込まれないことから改善の方向にあると考えられる。   

また、消費収支比率は、新学部校舎の完成に伴う基本金組入額の増加により消費収

入が減少したため 100％を上回ったが、依然として全国平均よりも低く抑えられてい

ることから、完成年度に向け学生数が順調に増加していけば、収入・支出のバランス

は取れていくものと考えられる。  

 

  【表 9-2-10】収入と支出のバランスはとれているか  

 比率区分  25 年度 全国平均  

人件費比率  60.2％  52.8％ 

消費収支比率  104.9％  107.9％ 

 

 

（２）予算編成および予算執行は適切に行っているか。  

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

常葉学園経理規則（資料  9-2-2、資料  9-2-3）に基づいて予算編成を行い、教育研究

活動を行っている。  

予算編成は、法人本部から提示された予算編成方針により、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、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、法人本部へ予算要求をしている。  

法人本部においては、大学から要求された予算内容を詳細に精査し、理事長と学長

等との予算ヒアリングを経て、事業計画案とともに 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、例年、事業計画の変更並びに予算の執行状況により、定例(12 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、学校法人常葉学園経理規則等により適正に会計処理が行われ

ている。 

なお、平成 25 年度当初予算より、従来行っていた予算枠提示方式による予算編成

から、事業別に予算化し、それぞれの事業について実績や効果を見極めながら予算査

定を行う方式に改めた。 

この事業別の予算方式は、常葉大学の完成年度である平成 28 年度を目処に、順次

導入していくこととしている。  

現状では、全てが事業別に予算化されていないため、各キャンパスから事業別に予

算要求され、個別事業として予算の配分を受けたものと、各キャンパスの前年度実績

等を参考に法人本部が予算枠（シーリング予算）を設けて配分したものの二通りに区

分されている。  

     監査については、監事、監査法人及び監査部がそれぞれの立場を堅持しながら三様
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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（資料  9-2-4）及び監

事監査規程（資料 9-2-6）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

行っており、これに加えて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 25 年度において監事の監査は、財産状況、業務状況について 3 回実施してお

り、監査法人による監査は、財務諸表項目及び財務計算書類の確認等を 10 回実施し

た。 

   なお、法人監査部の内部監査は、学校法人常葉学園内部監査規程（資料 9-2-6）に

基づき、業務運営諸活動及び会計業務が適正に執行されているかを監査し、被監査部

署に対する指摘・提言等を通じて、管理運営及び業務効率の向上を図っている。  

  

（予算執行に伴う効果の分析・検証する仕組みの確立） 

   事業別予算を導入したことにより、一部の事業については、事業ごとの実績や効果

を分析・検証することができるようになった。このため、事業ごとにその効果を検証

しながら予算付けを行うことが可能となった。  

こうした予算査定の事務処理を円滑に行うため、事業ごとの前年度実績額や予算要

求額に加え、入学人員・就職率などのように事業を行うことによって表れた効果を併

せて表記するなど、予算査定の資料について検討していく。  

これにより、各学部及び事務局の各部署から要望される新規事業、継続事業を大学

全体の教育計画の見地からその採否を決定し、予算化することで、無駄な経費を削減

し、メリハリのある予算付けを行うことができる。  

また、継続性のみを重要視した予算編成は硬直化を招く恐れがあるので、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、

費用対効果等の視点から、評価・検証を行っている。  

 

２．点検・評価 

  ①効果が上がっている事項  

 大学の統合を契機にブランディングを強化し、様々な広報活動に努めたことなどが

功を奏し、平成 25・26 年度と一部の学部を除き、入学生の定員確保は概ね良好であ

った。 

その結果、収支状況を見ても、安定しており、本学の教育研究を安定して遂行する  

ために必要かつ十分な財政基盤は確立されている。  

なお、平成 25 年度から導入された事業別の予算編成について、事業予算があるか

ら全部使い切るというこれまでの手法を見直し、規模縮小・廃止などスクラップアン

ドビルドを行えるような仕組みづくりができた。  

監事、監査法人及び監査部による監査により、管理運営、業務効率の向上を図って

いる。 

 

  ②改善すべき事項  

各キャンパスにおいて、いわゆる競争的資金の獲得に格差が認められる。  
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浜松・富士キャンパスでは、研究分野を中心に、科研費や官民から多くの受託研究

を受けているが、静岡キャンパスでは、「研究」より「教育」に、シフトしている体制

が原因と思われるが、外部資金の獲得が少なく、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「社会評価」を高めることが必要である。  

予算執行の面で、一部に「使い切る」といった発想が残っている一方で、節約・削

減して残った予算を、計画事業以外の支出（緊急的な支出）に回すため、減額補正し

ないことから、結果的に多額の執行残を発生させている事例がある。  

これは、事業別予算システムが必ずしも確立していないことに伴うものであり、事

業計画に基づいた予算編成・執行との意識が薄いことにも起因する。執行残の利用計

画を補正時に予算要望するなど、事業計画に対する重要性についての意識改革が必要

である。   

事業別予算の導入を機に、事業成果の検証や評価に基づいた継続事業の見直しや日

常的な経費（光熱水費等）の節約に対す意識を高めるなど、改善を図る必要がある。  

 

３．将来に向けた発展方策 

  ①効果が上がっている事項  

法人の経営状況及び財政状態を示す各種比率においては、経営状況及び財政状況の

健全化を窺うことができるが、財務比率の中で、全国平均に比べ高い人件費比率の抑

制策、比率の低い教育研究経費の改善に積極的に取り組んでいく。 

今後、本学の教育組織の再編成が計画されているが、教員組織、施設設備の整備計

画等には、経費負担が伴うことから、教育計画にあわせ財務計画についても検討を続

けていく。 

 

  ②改善すべき事項  

就学人口が、減少期へ移行している中で、総合大学として規模のメリットを活かす  

よう大学統合を実施したところであり、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、安定した学生確保による学納金収入の確保、科学研究費補助金等公的

資金、受託研究費等の外部資金の獲得に努める一方、経費の節減が必要である。  

施設設備の老朽化に伴う修繕費の増加への対応として、施設設備の再取得資金の「財  

政調整資金引当特定資産」の一部として蓄積の準備を計画しているが、学園内の施設

のうち、老朽化により耐震性能の劣る校舎等の改築が優先されることなどもあって、

法人の中・長期財政計画の策定が遅延している状況にある。  

現在、学園の 3 施設の整備のため 2 号基本金の組入れを行っているが、これが平成

29 年度で完了することから、これに合わせて、学園全体の中長期財政計画を策定する

予定である。 

また、事業別予算システムの目的や意味を今一度検証して、効果的かつ効率的な予

算編成・執行を確立していく必要がある。そのためにも、事業の中長期計画を策定し、

これを生かした施策体系図の作成、年度別事業計画による事業予算執行をしていくこ

とが肝要である。  
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４．根拠資料 

9-2-1 消費収支計算書関係比率  

9-2-2 学校法人常葉学園経理規則  

9-2-3 学校法人常葉学園経理規則施行規程  

9-2-4 学校法人常葉学園寄附行為  

9-2-5 学校法人常葉学園監事監査規程  

9-2-6 学校法人常葉学園内部監査規程  
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基準 10．内部質保証  

 

１．現状の説明 

（１）大学の諸活動について点検・評価を行い、その結果を公表することで社会に対する

説明責任を果たしているか。  

 自己点検・評価及び情報公開については、本学学則に以下の通り明示している。(資

料 10-1 P.3)  

 

第3条 本学は教育研究水準の向上を図り、第1条に掲げる目的を達成するため、教育研

究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表する。  

2  前項の点検及び評価並びに検証を行うにあたっての項目の設定、実施体制等につい

ては別に定める。  

3  前2項の措置に加え、本学の教育研究活動等の総合的な状況について、政令で定める

期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者による評価を受ける。  

 

 大学院については、大学院学則第 2 条第 1 項、第 2 項、第 3 項において学部と同様

に点検評価を行うこととしている。(資料 10-2 P.1)  

 

第2条 本大学院は、教育研究水準の向上を図り、前条に掲げる目的及び社会的使命を

達成するため、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公

表する。 

2 前項の点検及び評価並びに検証を行うにあたっての項目の設定、実施体制等につい

ては別に定める。  

3 前2項の措置に加え、本大学院の教育研究活動等の総合的な状況について、政令で定

める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者による評価を受ける。  

 

以上の学則に則り自己点検・評価委員会及び部長会を中心に自己点検・評価を大学

全体で実施している。  

 本学では、毎年 9 月に「保護者懇談会」を開催し、本学の教育方針、学生の学修及

び生活状況、就職状況、その他クラブ活動など幅広く説明をし、終了後において、希

望者には個別面談の機会を作り、きめ細かく相談に乗っている。  

学生の保護者から構成される後援会に対しては、キャンパス単位で年間 3 回程度開

催する同役員会にて、本学の教育研究活動、学生支援活動など詳細に報告をし、情報

を公開するとともに意見交換の機会を設けている。  

  卒業生の同窓会に対しては、役員会を開催し、本学の状況について説明している。

役員会では、教職についている卒業生からの教職現場の状況を聴き取っていることを

はじめとして、卒業生のそれぞれの仕事と大学での学びについても意見を聴く貴重な

機会となっている。役員会に加えて毎年行われる大学祭では、「ホームカミングデ―」

として卒業生を大学に招き教職員との懇談会などの機会を設けている。  

大学祭では、卒業生との懇談の他に地域出身の市議会議員、町内会の役員の方々や
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代表者に対しては懇談会を設けて大学の現状を説明するとともに地域住民の方々の学

生に対する評価などを聴取し、連携をとっている。  

  さらに、具体的な自己点検・評価活動として「授業アンケート」(資料 10-3)を全学

的に実施している。このアンケート結果は、担当する教員に提示してコメントを学生

にフィードバックしている。  

また、学生課では学生アンケート(資料 10-4)を実施し、学生生活の満足度、要望な

どを把握し、機会を設けて結果について学生に回答するようにしている。このように

して本学における自己改革・改善の発展の契機となる機会を設けている。  

  その他、毎年「大学案内」(資料 10-5)及び「入試ガイド」(資料 10-6)等を作成し、

大学の基本理念から最新の学部学科の説明、カリキュラムなどを説明している。本学

において何を学べるか、その質保証について触れるとともに、志願者には何を求める

かなどきめ細かく説明している。この「大学案内」は県内の高校すべてに配布し、県

外の高校については、これまでの本学への進学者が在籍した高校に送付している。  

なお、入試相談会などにおいて進学希望者に説明する資料としても活用している。  

入試については、県内は静岡、浜松、富士、沼津で実施し、県外では、東京、名古屋、

豊橋、松本、甲府、金沢、広島で実施していることから本学の情報公開の範囲は拡大

している。 

社会への情報公開については、本学学則(資料 10-1 P.3)に以下の通り明示している。  

 

第4条 本学は、教育研究活動等の状況に関する情報について、刊行物への掲載その他

広く周知を図ることができる方法によって公開する。  

 

大学院についても大学院学則(資料 10-2 P.1)に以下の通り明示している。  

 

第3条 本大学院の情報公開については、常葉大学学則(以下「大学学則」という)第4条

の規程を準用する。  

 

  本学は、紙媒体及びインターネット上において情報の公開に努めている。紙媒体と

しての情報公開は学生、保護者との直接面談する機会である入学式、ガイダンス、保

護者懇談会などの機会に使用されるものであり、紙媒体の特性を生かしている。また、

情報量の多いもの、一般的でない情報についてはインターネット上で公開しており、

それぞれの特性に応じて分けていることは適切であると判断される。  

また、これらの本学の諸活動については日常的には広報誌、ホームページ等におい

て広報している。  

  常葉学園全体の広報紙として年 5 回発行する「常葉学園だより」(資料 10-7)があり、

これにより学園内外に広く広報している。この広報誌は、学園全教職員（約 1,800 名

余）、本学学生・保護者はもとより本学園傘下の全校園生（約 11,000 名）に配布し、

学園全体と本学の主要な情報について広報している。  

  平成 12 年には、創立 20 周年の記念誌を発行し、平成 22 年度には大学創立 30 周年

を記念して本学の歩みが分かる『常葉学園大学 30 年史』（平成 22 年 10 月 23 日発行）
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を刊行し、全教職員、在学生などに配布している。  

  自己点検・評価については、ホームページ上において、「平成 23 年度 常葉学園大

学 点検・評価報告書」、「平成 23・24 年度 浜松大学 自己点検評価報告書」、「平

成 25 年度 富士常葉大学 自己点検評価報告書」等(資料 10-8)を公開している。  

その他、本学教員の研究活動発表の場として、各学部に紀要（『常葉大学教育学部紀

要』など(資料 10-9～18)）があり、各教員は研究成果を発表する場が毎年与えられて

いる。 

  また、情報公開請求に対しては、各窓口において対応するとともに、キャンパス運

営会議又は部長会を開催して対応の内容について確認ができるような体制をとって

いる。 

 

（２）内部質保証に関するシステムを整備しているか。  

大学の教育部門の最高意思決定機関である部長会の議を経て、学長により設置され

る委員会のひとつとして「自己点検・評価委員会」が設置されている。この「自己点

検・評価委員会」は、自己点検・評価及び第三者評価の企画・実施について、全学的

に網羅する組織として、各キャンパスの代表者によって組織され、学長室が所管して

いる。また、静岡・浜松・富士の各キャンパスにおいても「自己点検・評価委員会分

会」を設けて、各キャンパスにおける自己点検・評価の運営をしている。  

また、平成 25 年 12 月よりカリキュラム改善を中心とした大学改革にも着手してい

る。このカリキュラム改善は、常葉学園の建学の精神及び常葉大学の教育理念等に則

り、本学が目指す人材を養成するため、一層の教育効果と本学の特色ある教育内容の

充実を図り、教育の質保証を達成することを目的としている。学長を中心としたカリ

キュラム改善プロジェクトチームを設置し、このメンバーには、学長室や教務部の教

職員に加えて、各学部・学科から 1、2 名の教育コーディネーターを選出して運営し

ている。(資料 10-19)  

さらには、法人本部に監査部を設置し、「学校法人常葉学園内部監査規程」 (資料

10-20)及び「学校法人常葉学園内部監査実施細則」(資料 10-21)に基づき、毎年、各キ

ャンパス単位に内部監査が実施されている。内部監査は、学園における運営諸活動の

状況を適法性及び効率性の観点から、公正かつ独立の立場で検討・評価し、その検討・

評価結果に基づく情報の提供並びに改善及び合理化のための助言・提案を通じて、学

園の社会的信頼性の保持と健全な運営を確保することを目的として実施される。  

 

（３）内部質保証システムを適切に機能させているか。  

自己点検・評価委員会による企画を部長会にて審議・決定し、キャンパス運営会議

及び教授会を通して全学に伝達され、（Plan）自己点検・評価委員会及び分会を中心

に実施される。（Do）実施状況を自己点検・評価委員会及び部長会においてチェック

し、（Check）改善に努めていく（Action）というサイクルで、点検・評価が継続的か

つ日常的に進行する仕組みとなっている。  

カリキュラム改善については、カリキュラム改善プロジェクト会議及び部長会によ

り企画され、各学部・学科やワーキンググループへと検討の指示が出される。これに
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よって各学部・学科やワーキンググループで検討された結果がカリキュラム改善プロ

ジェクト会議に提案され、取りまとめられる。取りまとめられた内容は、部長会に報

告され、必要に応じて審議が行われ、その内容はキャンパス運営会議及び教授会等を

通して教職員へと報告することになっている。  

また、年に 2 回程度全教職員を対象とした講習会やフォーラム等を開催 (資料 10-22

～25)し、「教育力ある大学を目指しての教育の質保障」及び「全学で教職協働により

取り組む」という点を意識しながら取り組んでいる。  

なお、専任教員の教育研究活動については、教育研究に係る業績等を掲載した冊子「研

究者総覧」(資料 10-26)を作成し、高校、大学等の教育機関、産業界及び行政機関等に

配布する。この研究者総覧は、本学の教育研究の PR、高大・産官学の連携の活用に資

することにより、地域貢献等を図ることを目的としている。  

法人の内部監査については、監査部により各キャンパス単位に毎年行われている。

内部監査は、業務監査、会計監査、コンピュータシステム監査を含む業務全般につい

て行われ、その結果は理事長に報告される。その後、大学に書面で監査結果が報告さ

れ、部長会又はキャンパス運営会議にて改善方法が検討される。これらを踏まえて各

関係部署が改善に努めていく。改善内容については、次年度の内部監査にて報告する

こととなっている。  

 

【文部科学省および認証評価機関等からの指導事項への対応】  

  平成 23 年度に受審した「大学基準協会」による認証評価では、大学評価基準をす

べて満たしているとの認証評価を受けた。なお、努力課題として指摘された事項につ

いての対応状況は以下のとおりである。  

 

①理念・目的の努力課題 

「各学部・研究科の教育理念・目的は、多様に表現されているので、学生なら

びに受験生を含む社会一般から十分な理解が得られるように、わかりやすく整理  

し明確にしたうえで、ホームページや大学案内などの公的な刊行物を通じて一  

層の周知・公表を図るよう、改善が望まれる。」  

 

学校法人常葉学園が設置している「常葉学園大学」、「浜松大学」、「富士常葉大

学」の 3 大学を統合し「常葉大学」として平成 25 年 4 月より新たなスタートを

きった。大学統合の趣旨の一つとして大学部門の教育理念を統一化・再構築が挙

げられていた。本学園は従来、静岡県内に 3 大学を設置し、それぞれの教育理念

と目的の下で教育活動を展開してきたが、地域社会からすれば本学園がどのよう

な教育理念に基づいてどのような人材育成を目指しているのか、必ずしも明確で

はなかったと言える。しかし、3 大学を統合することによって、大学部門の教育

理念を統一化・再構築し、明確な教育メッセージを地域社会に伝えるとともに、

本学園の大学部門が果たすべき社会的機能を判然と打ち出すことが可能になると

考えたのである。この大学統合を機に大学統合統括責任者を議長として、法人本

部役員及び旧 3 大学の代表者によって構成した「大学統合検討第Ⅰ部会（平成 23
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年 4 月 30 日から平成 25 年 3 月 25 日の期間に 41 回開催）」にて大学及び各学部

等の教育理念・目的等を整理した。整理された大学及び各学部等の教育理念・目

的については、ホームページや大学案内等において受験生を含む社会に対してわ

かりやすく具体的に説明をしている。大学統合を機に平成 24 年 4 月に入試広報

を担当する全学的組織である「入学センター」を設置し、ホームページ及び大学

案内の内容をリニューアルし、閲覧しやすいものとなっている。  

 

②教員・教員組織の努力課題  

「国際言語文化研究科と初等教育高度実践研究科において、大学院担当教員の

選考に関する規程などが定められていないので、改善が望まれる。」  

 

大学院担当教員の選考を明確にする為、常葉学園大学初等教育高度実践研究科

の研究科委員会（平成 24 年 4 月 11 日開催）及び国際言語文化研究科の研究科委

員会（平成 24 年 3 月 21 日開催）において「常葉学園大学初等教育高度実践研究

科及び国際言語文化研究科担当教員の資格審査等に関する規程」を制定し、平成

24 年 4 月 1 日より施行している。  

また、大学統合により教育職員の任用及び昇任に関しては、「常葉大学の統合

効果と具体的活用計画」によって学長が全教職員に開かれた教員選考を目ざした

教員の人事システムについて方向性を示している。 

この方針に基づき、部長会（学長が議長を務め、副学長、学部長、事務局長等

が構成員の大学における最高意思決定機関）で見直しを行った。平成 26 年 4 月

21 日の部長会で承認を経た後、平成 26 年 5 月 25 日の理事会において「常葉大

学教育職員の任用及び昇任に関する規程」を制定し、この規程に基づき教員を任

用している。  

 

③教育内容・方法・成果の努力課題  

ア 教育目標、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針  

「各学部・研究科ともに、学位授与方針については到達すべき学修内容や水

準が示されておらず、教育課程の編成・実施方針についても、教育課程を編成

する基本的な考え方が明示されていない。双方とも明確に定めるとともに、教

職員・学生はもとより、受験生を含む社会一般に周知・公表するよう、改善が

望まれる。」  

 

学長のリーダーシップの下、「教育力のある大学づくり」の実現に向けて、

平成 25 年 12 月 14 日に「カリキュラム改善プロジェクト」を設置するととも

に、各学科に教育コーディネーター（教育内容の改善等を進める学科の教育責

任者）を配置した。更に、「教育の質保証を目指したカリキュラムの改善への

取組みについて（平成 26 年 1 月 27 日部長会決定）」の取組方針に基づき、学

部・学科長及び教育コーディネーターを中心に各学部等の全教員で検討し、教

育課程の可視化を図り、全学部・研究科のカリキュラム・ポリシー及びディプ
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ロマ・ポリシーを定めた。 

なお、各学部等のカリキュラム・ポリシー及びディプロマ・ポリシーについ

ては、大学ホームページにて公開し、受験生を含む社会一般に周知・公表する

予定である。  

 

イ 成果 

「国際言語文化研究科修士課程において、学位論文審査基準が学生に明示さ

れていないので、『学生便覧』などに明記するよう、改善が望まれる。」  

 

学位論文審査基準について国際言語文化研究科の研究科委員会（平成 23 年

11 月 30 日開催）にて検討し、「常葉学園大学修士論文に関する審査基準」を

平成 24 年 1 月 31 日の常葉学園大学部長会において制定し、平成 24 年 4 月 1

日より施行している。  

なお、この基準に関しては、4 月のガイダンス時において、「履修の手引き」

により学生に明示している。  

 

④学生の受け入れの努力課題  

「編入学定員に対する編入学生数比率が教育学部では  0.25、外国語学部では

0.18、造形学部では  0.20 と低いので、改善が望まれる。」  

 

編入学の需要の低下を鑑み、平成 25 年度からの大学統合を機に編入学定員

を改める検討を常務理事会等にて行い、平成 23 年 10 月 15 日の理事会におい

て教育学部・外国語学部・造形学部の各学科の編入学定員を 5 名と決定した。

（初等教育課程は編入学定員なし）  

 

「収容定員に対する在籍学生数比率が、国際言語文化研究科修士課程で  

0.23 と低いので、改善が望まれる。」  

 

国際言語文化に関わる幅広い授業科目を設定し、学生の研究への興味・関心、

向上心を促すために、新たな教員の配置とカリキュラムの見直しと再編を行っ

た。また、経済的不安を抱えた社会状況により、経済的な理由から大学院進学

が敬遠されている現状を改善するため、大学独自の奨学金制度を設け、研究意

欲がある学生の支援体制を整えた。  

しかしながら、地域社会の経済状況に対する不安感と本学の高い就職率に見

られる就職実績が相まり、学部卒業後の進路として、やはり大多数の学生は就

職を選択している。この現状を鑑みて、広く社会人や留学生の受け入れを積極

的に試みている。特に浜松キャンパスと富士キャンパスに在籍する多くの外国

人留学生に対し、入学センターを中心に大学院案内と入学試験要項を配布し周

知を図り、関心を高めるよう尽力している。  
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⑤教育研究等環境の努力課題  

「研究倫理に関する規程が設けられていないので、改善が望まれる。」  

 

平成 24 年 11 月 30 日に「常葉学園大学研究行動規範」を作成したが、大学

統合を機に「研究倫理委員会」が設置されることに伴い、改めて見直すことと

した。 

また、常葉大学学則第 60 条に基づき、平成 25 年度に「研究倫理委員会」を

設置した。研究倫理委員会は、職員及び学生が行う科学等に関する学術研究が

適正に推進されるよう、倫理的、科学的妥当性及び安全性を確保し、ヒトにあ

っては個人の尊厳や人権が損なわれる危険性を未然に防ぐことを目的として

いる。 

常葉大学において行うヒトを直接対象とした研究について、ヘルシンキ宣言

（1964 年 6 月第 18 回世界医師会総会採択、2000 年 10 月第 52 回同会英国エ

ジンバラ総会で修正）の趣旨に添った倫理的配慮を図るために必要な事項を定

めることを目的とした「研究倫理規程」を研究倫理委員会において検討し、平

成 25 年 6 月 28 日に制定した。必要のある研究活動についてはこの委員会によ

り審査を行っている。  

なお、平成 26 年 2 月に「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイ

ドライン」及び平成 26 年 8 月に「研究活動における不正行為への対応等に関

するガイドライン」が改正等されたことを受けて、常葉大学研究行動規範の制

定及び学校法人常葉学園公的研究費補助金取扱規程の改正等を平成 27 年中に

行う予定である。  

 

⑥管理運営・財務の努力課題  

常葉大学学則第 60 条第 1 項に基づき、大学運営に必要な 19 の委員会を設置

している。常葉大学学則第 57 条第 3 項により、全学に関する各種委員会等に

関する事項は、部長会（学長が議長を務め、副学長、学部長、事務局長等が構

成員の大学における最高意思決定機関）の審議事項となっており、学長及び部

長会が各種委員会を管理運営できる体制をとっている。  

年度当初に各委員会より年間計画を部長会に報告し、その確認を行う等、的

確な運営管理に努めている。  

また、常葉大学学則第 60 条第 2 項の規定に基づき各種委員会等の運営につ

いて「常葉大学 各種委員会等の運営に関する細則」を「大学統合検討第Ⅰ部

会（大学統合統括責任者を議長として、法人本部及び旧 3 大学の代表者によっ

て構成されていた）」にて検討し、平成 25 年 3 月 25 日に制定した。この規定

では、委員会の種類、組織、委員の任期、選任方法等の委員会運営に必要な事

項を定めている。  

なお、全ての委員会について「各種委員会・分会 要綱」において委員会の

目的及び所掌事項を定めている。  

更に平成 26 年に学校教育法の一部改正等がされたことを受けて常葉大学学
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則及び常葉学園組織規程の一部改正等を行い、学長のリーダーシップの下での

管理運営を明確化した。 

 

⑦内部質保証の努力課題 

「点検・評価については、「自己点検・評価委員会」を中心に実施している

が、計画・実行・点検・改善の各段階における責任主体、権限およびプロセス

が明確でないなど、機能しているとは言えない。大学全体として、PDCA サイ

クルを実質的に機能させ、組織的・恒常的な内部質保証システムを構築するよ

う、改善が望まれる。」  

 

学長が全教職員に示した「常葉大学の統合効果と具体的活用計画」を大学運

営の指針として、各学部、委員会、教職員が事業・業務に取組んでいる。この

指針を基に「常葉大学事業方針  （重点事業等）」が部長会（学長が議長を務め、

副学長、学部長、事務局長等が構成員の大学における最高意思決定機関）にお

いて決定され、各学部、各種委員会、教職員に示している。  

各学部や各種委員会等により計画された事業が、部長会において承認され、

各学部長又は委員長等を中心に実行されている。点検・改善については、部長

会にて具体的な検討がされ、学長のリーダーシップにより実施している。  

特に全学を挙げて取組んでいる「カリキュラム改善プロジェクト」では、「教

育の質保証を目指したカリキュラムの改善への取組みについて」（平成 26 年 1

月 27 日部長会決定）によって示された取組み方針に基づき「教育力のある大

学づくり」の実現に向けて、学長を中心にカリキュラム改善を核として大学全

体を見直し、教育改革を推進している。  

また、PDCA サイクル手法を用いた大学運営管理方法の体系図を作成する等、

その構築に向けた取組みをしている。  

 

なお、これらの努力課題については、その対応状況を「改善報告書」としてとりま

とめ、平成 27 年 7 月末日までに大学基準協会に提出する予定である。  

 

２．点検・評価 

  ①効果が上がっている事項  

 学長を中心に全学で取り組んでいる「カリキュラム改善プロジェクト」により、全

学科がカリキュラムマップ作りやカリキュラムポリシー・ディプロマポリシーと各科

目の関連を検証する等の作業を通して、より良い教育を目指した検討を行っている。

これには、事務職員も参加する機会を設けて、教職協働への意識づけも行っている。  

  また、大学統合に伴い、「授業アンケート」や「学生アンケート」を全学統一で実

施するようになり、学部やキャンパスの枠を超え、大学として課題を共有し、改善に

取り組む体制になりつつある。  

   内部監査においても監査部の職員に加え、法人本部の会計課や人事課等の職員も内

部監査員として任命され、同行して監査することにより、改善の為の的確な助言、提
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案等を受けることが出来ている。  

 

  ②改善すべき事項  

大学統合により、3 キャンパスの運営について走りながら統一している部分があり、

自己点検・評価についても点検すべき項目ごとに各部署が個別に進めている節がある。

今後は、全ての項目を俯瞰して見ていく体制づくりが必要である。  

また、PDCA サイクル手法による業務執行をより円滑に進める為にも、自己点検・

評価のどの項目をいつ点検するのかを一括してスケジュール管理していく必要がある。 

さらに、自己点検・評価の重要性を鑑み、現在の自己点検・評価委員会の役割や位

置づけ、構成員について再検証する必要がある。  

 

３．将来に向けた発展方策 

  ①効果が上がっている事項  

学長より「常葉大学の統合効果と具体的活用計画・Ⅱ」が示され、具体的な活用計

画の進捗状況と今後の課題が明らかにされているので、課題の改善を着実に実行して

いく。「常葉大学の統合効果と具体的活用計画」は、単年度で完結するものではなく、

中・長期的な計画であり、今後も定期的に進捗状況と課題を検証し、更なる発展へと

繋げていく。平成 27 年度には、カリキュラム改善プロジェクトの 2 年間の成果を検

証し、中間時点でのまとめを行うシンポジウムを開催する予定である。  

 

  ②改善すべき事項  

点検すべき内容の全体像を明確にし、自己点検・評価シートを作成する等により、

全ての点検項目を俯瞰して見るシステムや体制の構築をしていく。  

また、平成 27 年度には、学外者を含めた点検・評価の実施を自己点検・評価委員

会で計画をしている。なお、年間のスケジュールについても同様に自己点検・評価委

員会を中心に検討し、明確にしていく。  

さらに、自己点検・評価委員会の役割や位置づけ、構成員を再検証し、自己点検・

評価がより効果的なものになるよう構築していく。  

 

４．根拠資料 

10-1 常葉大学学則（別表略）（既出 資料 1-2） 

10-2 常葉大学大学院学則（別表略）（既出 資料 1-9） 

10-3 授業評価アンケート仕様書  

10-4 平成 26 年度学生アンケート調査  

10-5 TOKOHA UNIVERSITY 2015 GUIDE BOOK（既出 資料 1-4） 

10-6 常葉大学 2015 入試ガイド（既出  5-4） 

10-7 常葉学園だより  

10-8 常葉大学公式サイト 自己点検・評価  

   http://www.tokoha-u.ac.jp/university/self-check/index.html 

10-9 常葉大学教育学部紀要（既出 資料 3-9） 

http://www.tokoha-u.ac.jp/university/self-check/index.html
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10-10 常葉大学外国語学部紀要（既出 資料 3-11） 

10-11 常葉大学造形学部紀要（既出 資料 3-12） 

10-12 常葉大学法学部紀要（既出 資料 3-13） 

10-13 常葉大学健康科学部研究報告集（既出 資料 3-14） 

10-14 常葉大学経営学部紀要（既出 資料 3-15） 

10-15 常葉大学健康プロデュース学部雑誌（既出 資料 3-16） 

10-16 常葉大学保健医療学部紀要（既出 資料 3-17） 

10-17 常葉大学社会環境学部研究紀要（既出 資料 3-18） 

10-18 常葉大学保育学部紀要（既出 資料 3-19） 

10-19 教育の質保証を目指したカリキュラムの改善への取組みについて  

（既出 資料 4-1-21） 

10-20 学校法人常葉学園内部監査規程（既出 資料 9-2-6） 

10-21 学校法人常葉学園内部監査実施細則  

10-22 カリキュラム改善講習会 実施計画 

10-23 シラバス作成研修会（FD・SD 研修会） 実施計画 

10-24 平成 26 年度 常葉大学改革フォーラム 実施計画 

10-25 平成 26 年度 第二回常葉大学改革フォーラム 実施計画 

10-26 2015 研究者総覧  
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終章 

 

本学はこれまで平成 18 年度、平成 23 年度と大学基準協会の点検・評価を受審し、大学

基準に適合しているとの評価を受けた。（浜松大学及び富士常葉大学は、日本高等教育評価

機構の点検・評価を受審）また、初等教育高度実践研究科（教職大学院）は平成 23 年度

に教員養成評価機構の認証評価を受け、教職大学院評価基準に適合しているとの評価を受

けた。次回は、平成 30 年度の受審を予定しているが、恒常的に点検・評価を行うことが

重要であるとの考えから平成 25・26 年度の自己点検・評価を大学独自で実施することと

した。 

本学において前回の大学基準協会の点検・評価時点と大きく変わった点として大学の統

合が挙げられる。同じ学校法人常葉学園傘下である静岡市の常葉学園大学、浜松市の浜松

大学、富士市の富士常葉大学を統合し、名称を常葉大学に改め平成 25 年 4 月に開学した

のである。これにより、従来 3 大学が各々行っていた自己点検・評価を 1 つの大学として

実施し、報告書として取りまとめた。このような背景により、今回の自己点検・評価の内

容は基本的には常葉大学における 2 年間の実績に基づく自己点検・評価となる。2 年間の

実績に基づく内容であることから、点検・評価内容が必ずしも十分ではないが、完成年度

を迎える前に改善すべきことを明らかにし、常なる改善を進める基本的資料となりうると

考えている。以下に基準ごとに総括していく。 

 

 

基準 1 理念・目的 

大学の目的は常葉学園の建学の精神と共に、学則に明示されており、学生便覧や大学

ホームページにより周知され、これに基づいて大学を運営している。 

 新生常葉大学を開学するにあたり、建学の精神を踏まえた 3 つの教育理念が明示され

た。「知徳兼備」、「未来志向」、「地域貢献」である。教育理念を明確することによって、

学生、教職員はもとより保護者、高校生をはじめ広く社会一般に本学の使命を周知する

ことが可能となった。  

 本学が目指す人材の養成、さらには一層の教育効果と本学の特色ある教育内容の充実、

そして教育の質保証を達成することを目的としてカリキュラム改善プロジェクトを設

置した。このプロジェクトは学長のリーダーシップの下、関係部長及び各学部・学科の

教育コーディネーターを中心として進めている。この作業を通じて全学部において教育

理念・目的の確認・検証を進めている。  

 

基準 2 教育研究組織  

教育研究組織は、本学さらには各学部、各研究科の理念・目的を実現するためにふさ

わしい組織であることが求められる。多様な学部・学科を持つ総合大学として、特色あ

る教育研究活動をさらに発展させることにもカリキュラム改善プロジェクトが効果を

発揮している。  

カリキュラム改善プロジェクトは、単なるカリキュラムの見直しに留まらず、大学の

管理運営の強化、教育研究の充実、社会貢献活動への波及といった真に大学改革を推し
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進めるものであり、活動内容は、組織体制の構築、規程の整備・改正、教育研究に係る

研修会の実施等、多岐に渡っている。さらに、このプロジェクトの企画は、定期的に行

われている FD 研修会や公開授業日、夏期研修会等と共に教員の資質向上にも寄与して

いる。 

しかし、各キャンパス所在地が静岡市、浜松市、富士市と離れている（学部によって

は浜松市と富士市にまたがって設置している）ことや大学統合して間もないことによる

課題がないわけではない。キャンパス間の差異や運営面での課題等を意識しつつ発展的

な組織の形成が必要である。  

 

基準 3 教員・教員組織  

本学では、建学の精神、教育理念のもと、各学部・研究科に適切な教員配置を行って

きた。また、教員の任用及び昇任に関する規程を整備し、原則として公募による教員採

用を実施してきている。これにより公平性、透明性、機密性が保たれるとともに、課題

であった年齢構成のアンバランスを是正しつつある。なお、教員組織の円滑な運営を図

るために、重要な事項を審議したり、大学の方針･意志決定を周知徹底したりする場と

して、部長会、キャンパス運営会議、教授会等の適切な組織を設け、組織運営を行って

いる。 

その一方で、教員組織の編成方針等が明確に定められていない等の改善すべき点も見

受けられる。これらについてはカリキュラムの見直しとも照合させながら検討していく

必要がある。 

そのほか、現在の FD 活動では教育の研鑽に関する研修が中心に実施されているが、

今後科学研究費の獲得や文部科学省が募集する補助金等への応募など、不正防止等を含

め、研究に対する研修等も取り入れていくことを考えている。 

 

基準 4 教育内容・方法・成果  

学位の授与については、全学的な学位授与に関する方針の下、学則及び学位規程の定

めにより学位の授与を行っている。これらは、学生便覧に掲載され、周知されている。

また、学長のリーダーシップの下、カリキュラム改善プロジェクトチームを組織し、学

位授与方針および教育課程の編成方針等について全教員が参加し検証を行っている。 

各年度における授業科目の開設については、全学的な教育課程の編成方針に基づき、

前年度の各学科会議等において学生数の変動、過年度の履修登録状況、授業の実施状況

などを考慮し、開講クラス数等を決めている。各教員レベルにおいてもシラバスの記載

方法等の研修や授業アンケート、自己チェックシート等の活用により、適切な教育方法

の実施に努めている。また、成績評価についても成績評価規程の制定やＧＰＡ制度の改

善により、適切な評価に努めている。  

教育の成果を測る事は難しいが、地方の私立大学にあって志願者数が増加傾向にある

ということは、本学の教育理念・目的を実践する主体である在学生・卒業生が地域で活

躍し、成果を上げていることの裏付けとなっている。加えて、卒業後の評価についても

卒業生が就職した企業から引き続き求人の依頼があるということは就職先から一定の

評価を得ていると推察している。今後、教育の成果についてもカリキュラム改善プロジ
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ェクトの中で検証内容や方法について検討をしていく。 

 

基準 5 学生の受け入れ  

 大学統合を機に、学生募集・広報計画の抜本的な見直しを行うため、入試広報を全学

的に統括する入学センターを大学統合１年前に設置した。全学的な入試方法の改善や広

報活動の充実に努め、大幅な志願者増加へとつながってきている。また、これらの改善

により大学の教育理念を広く周知することもできている。なお、各学部、各研究科のア

ドミッションポリシーについては、説明会や大学案内等をとおして受験生に周知してき

ている。入学者の選抜、定員管理、検証についても教授会、研究科会議、入試委員会、

部長会により公正かつ適切に実施している。  

これらにより志願者の増加に成功したが、合格者の歩留り率の予想が難しくなり、入

学者数が、入学定員の 1.3 倍を超過する学部も出てきているため、十分な注意が必要で

ある。さらに、今後においては定員の確保のみならず、本学が求める本学に相応しい入

学者を確保するため、教育研究の質を高めるとともに入学者受入方針に即した入試制度

となるよう検証していく必要がある。  

そのほか、従前からの課題である編入学と大学院の入学者数については、依然として

低水準にあり、引き続き課題として対策の検討が必要である。  

 

基準 6 学生支援 

本学の学生が、教育理念に沿って学修に専念し、安定した学生生活を送ることができ

るように 5 つの方針の下に学生支援を行っている。修学支援に関しては、教務課、指導

教員等が多角的に学生の状況把握に努め、学生個々に応じた対応を行っている。学生の

生活支援については、学生課を中心に奨学金等の経済的支援、健康管理や健康増進等の

保健・衛生管理、課外活動支援等の対応を行っている。進路支援については、キャリア

サポートセンターが中心となって、学生・大学・父母が三位一体となった支援を行って

いる。これらにより、留年率・休学率・退学率が低い状況となっている。 

学生に対する様々な支援を行っているものの、一方で多様な学生が入学してきている

ことから、個別の学生対応については課題も多い。学生と密なコミュニケーションを図

るとともに学生生活支援センター、保健室、カウンセリングルームなどを有効的に活用

し、引き続き、さらなる支援の充実を図っていく。 

また、努力義務として、障害者差別解消法の施行に伴い、障害者の就学受け入れを可

能とするソフト及びハード面での対応についても検討を進めていく必要がある。 

 

基準 7 教育研究等環境  

本学の教育理念を達成するためには、教育研究組織及び教員組織並びに教育研究等の

環境整備の充実を図ることが肝要であり、4 つの方針により整備を進めてきている。校

地・校舎等の整備やキャンパス・アメニティーの充実についても各キャンパスの実状に

合わせた取組みを行ってきている。  

図書館については、3 キャンパス 4 校舎に設置され、学術情報サービスの提供に努め

ており、全学の委員会組織である図書・紀要委員会や学園内の図書館担当者による図書
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館運営協議会の設置により、相互の連携を図り、円滑な運営を行っている。  

研究倫理については、学校法人常葉学園公的研究費補助金取扱規程を制定し、公的研

究費に係る責任体制、研究費の執行方法、監査方法等を定め、適正な執行に努めている。

また、常葉大学研究倫理規程を制定し、臨床関係の研究に関する適正な執行をしている。 

なお、文部科学省の「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」及

び「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」の見直しを受け、研

究推進委員会が中心となり、研究行動規範、研究活動等に関する不正防止計画及び研究

活動に関するコンプライアンス教育実施要領等の制定を検討しているところである。  

 

基準 8 社会連携・社会貢献  

本学は、地域に根ざした地方にある私立大学であり、静岡県の東部・中部・西部地区

にキャンパスを構えている。また、県内入学者が多く、地域社会を構成する諸機関・団

体などに多数の卒業生を送り出していることから地域社会との連携は重要な位置づけ

となっている。 

活動の計画は、年度ごとに年間計画書を策定し、全学共通ならびにキャンパス単位の

重点事業を示し、教職員の共通理解を図っている。主な活動のひとつとして、本学の教

育理念でもある地域貢献を果たし、各学部の有する知的資源を社会に還元するべく公開

講座を開設している。また、教職員だけではなく学生についても、ボランティア活動等

を含め、社会連携・社会貢献活動を積極的に行っている。 

こうした活動をさらに発展・充実させるためにも社会連携活動における組織体制や運

営体制の整備が重要となってくる。平成 27 年度には、地域連携推進委員会を起ち上げ、

将来的には社会連携センター(仮称)の設置することを検討している。  

また、今後、地域連携・交流基本方針を策定し、地域連携等の目的や在り方、公開講

座や地域連携事業の在り方を作成し、これに基づいて地方自治体との連携協定の締結、

地域連携事業を推進していく必要がある。  

  

基準 9 管理運営・財務  

常葉大学の統合効果と具体的な活用計画により、管理運営機能の統一化、教学面・管

理面の一体化戦略の原則を定め、強い大学づくりの司令塔を築くことを目標に掲げてい

る。大学の最高意思決定機関として部長会を設置し、大学運営に関する重要な事項を審

議している。部長会での検討結果をキャンパス運営会議及び教授会等により全教職員に

周知し、大学運営を行っている。なお、この運営に当たっては、PDCA サイクル手法を

用いて効果的に実施していく必要がある。 

大学運営において欠かせない事務職員の組織は、学長及び事務局長の統括の下に、大

学本部事務局と各キャンパスに事務局を置き、相互の連携を密にし、一体となって事務

機能の発揮をすることを運営の原則としている。事務職員は、学内外の研修をはじめと

し、スタッフディべロップメントにも取り組んでいる。  

経営・管理部門である法人本部と教学部門である大学との連携については大学運営懇

談会等の会議を通じて共通理解を図り、連携協力関係を図るように努めている。  

  財務については学生の定員確保が順当に進み、教育研究目的を達成するべき必要な財
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源の確保が図られている。今後においては事業別予算システムの確立を図り、効果的な

予算編成、執行、決算をしていく必要がある。施設整備（改築）についても策定した中

期計画に基づいて行っている。これに加えて、今後、常葉大学の完成年度（28 年度）ま

でに、学園全体の中・長期財政計画と併せ、常葉大学の中・長期の財政計画の策定を目

指していく。  

また、監事、監査法人及び監査部による三様監査により、管理運営、業務効率の向上

を図っている。  

 

基準 10 内部質保証 

 内部質保証については自己点検・評価委員会を設け全学的な連携が図られている。こ

れまでの自己点検・評価の状況についてもホームページなどで公開されており、受験生

を含む広く一般に公表されている。法に定められている 7 年に一度の認証機関による自

己点検・評価の他にも、大学独自で定期的に自己点検・評価する体制を試みており、全

学的に自己点検・評価に対する認識が序々にではあるが広まってきている。  

学長を中心に全学で取り組んでいるカリキュラム改善プロジェクトによって、より良

い教育を目指した取り組みも行っている。このプロジェクトの他、授業アンケートや学

生アンケートを全学統一で実施し、学部やキャンパスの枠を越え、大学としての課題を

共有し、改善に取り組む体制になりつつある。また、内部監査においても監査部の職員

に加え、法人本部の会計課や人事課等の職員を内部監査員として任命し、改善の為の的

確な助言、提案等を行っている。  

今後、学外者を含めた評価委員会の開催や自己点検・評価の在り方の検証をするなど、

客観性、妥当性が担保された質保証への取り組みを進めていく。  

 

  

今回実施した自己点検・評価が、報告書を作成するためのものになってしまっては、本

末転倒である。今回明らかになった課題については、大学の教職員のみならず、法人本部

の教員、職員にも意識の共有化を図り、いかにして改善していくかが重要である。平成 27

年度には、常葉学園全体の将来構想を検討する「学校法人常葉学園将来構想検討委員会」

を設置する予定である。その下部組織として大学の管理運営・教育研究等の長期ビジョン

や指針等を検討する「高等教育分科会」を設置する。高等教育分科会での検討をするにあ

たって、今回の自己点検・評価を含め、大学の課題を検証していき、改善及びさらなる発

展への方策を導き出していくこととする。  

 


