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自己点検・評価報告書 
 
 
 

この自己点検・評価報告書は、一般財団法人短期大学基準協会の第三者評価

を受けるために、東海大学福岡短期大学の自己点検・評価活動の結果を記した

ものである。 
 

	 平成 28 年 6 月 28 日	

 
	 	 	 	 	 	 	 	 	  

理事長 
松前	 義昭 

学長 
神山	 高行 

ALO 
 赤井	 ひさ子 
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1．自己点検・評価の基礎資料 
（1）学校法人及び短期大学の沿革	

東海大学は、創立者松前重義の提唱に基づき、元日本電信電話公社総裁梶井剛、元

企画院次長宮本武之輔、元科学技術庁次官篠原登、元本学理事山田守らがこれに協力、

わが国科学技術教育の革新を目指し、全国第一線の科学技術者の拠金によって創設さ

れた。	

1943 年静岡県清水市（現在静岡市）三保の地に航空科学専門学校、1944 年東京都中

野に電波科学専門学校を設立、1945 年に両校を合併して東海科学専門学校と改称、1946

年旧制大学（理工・経文学部）が認可され、1950 年学制改革により新制東海大学（文・

工学部）の設立を見た。1955 年東京代々木に移転、以来施設設備の建設を図ると同時

に、新時代に即応する斬新な学部・学科の拡充編成を断行して急速に発展し、現在、

大学（8 キャンパス、大学院 18 研究科 34 専攻、18 学部 77 学科・専攻）、米国ハワイ

州にハワイ東海インターナショナルカレッジ、短期大学（部）3 校、高校 14 校（提携

校含む）、中等部 7 校（提携校含む）、小学校 1 校、幼稚園 4 園、各種研究所、熊本に

宇宙情報センター、医学部付属病院 4 病院、海洋調査研修船「望星丸」、デンマークに

ヨーロッパ学術センター、ハワイにパシフィックセンター、静岡市清水区三保の社会

教育センター等、幾多の付属施設を有している。	

東海大学福岡短期大学（以下本学という）の設立の経緯については、次のとおりで

ある。	

本学の開学は 1990 年であるが、その歴史は 1966 年 4 月、福岡県宗像市に本学の前

身である東海大学工学部福岡教養部が開設されたことに始まる。当教養部は、地元に

おける大学誘致の懇請もあり、また、地元高校の生徒が引き続き当地において勉学が

できることによる保護者の経済的な負担の軽減をも考慮して、東海大学工学部の一組

織として設置されたものであり、福岡教養部開設の翌年北海道にも札幌教養部の開設

が行われている。しかし、開設から 20 余年が経過し、福岡県内出身者が全体の 20％

にすぎなくなったこと、専門課程を持たないため、研究体制に支障をきたしているこ

と、地元での就職機会が少なくなったこと、さらに地域社会の要請に応えることが難

しくなったことなどから、福岡教養部の見直しが急務となった。このような状況にお

いて、福岡教養部設置の当初の目標は概ね達せられたと判断し、教養部を廃止して、

新たに地域社会に密着し、地元に貢献できる実践的な人材育成を目的とした教育機関

として、情報処理学科と国際文化学科の 2 つの学科から構成される短期大学を創設し

た。	

1990 年	 3 月	 東海大学福岡教養部廃止	

1990 年	 4 月	 東海大学福岡短期大学設置（1989 年 12 月 22 日設置認可）	

（情報処理学科：定員 140 名・国際文化学科：定員 140 名）	

1996 年	 4 月	 観光文化研究所を設置	

2008 年	 4 月	 入学定員を「情報処理学科：100 名・国際文化学科：100 名」に変更	

現在に至っている。	
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（2）学校法人の概要	

n 学校法人が設置するすべての教育機関の名称、所在地、入学定員、収容定員及

び在籍者数	

n 平成 28 年 5 月 1 日現在	

教育機関名 所在地 
入学 

定員 

収容 

定員 

在籍 

者数 

東海大学（学部）	

神奈川県平塚市北金目 4-11	

東京都渋谷区富ヶ谷 228-4	

東京都港区高輪 2-3-23	

静岡県沼津市西野 317	

静岡県静岡市清水区折戸 3-20-1	

神奈川県伊勢原市下糟屋 143	

熊本県熊本市東区渡鹿 9-11	

熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽	

北海道札幌市南区南沢 5 条 11-1	

6,758	 27,299	 28,847	

東海大学短期大学部	 静岡県静岡市葵区宮前町 101	 200	 400	 404	

東海大学医療技術短期大学	 神奈川県平塚市北金目 4-12	 80	 240	 265	

東海大学福岡短期大学	 福岡県宗像市田久 1-9-1	 200	 400	 168	

東海大学付属浦安高等学校	 千葉県浦安市東野 3-11-1	 370	 1110	 1244	

東海大学付属望星高等学校	 東京都渋谷区富ヶ谷 210-1	 他	 1000	 3,000	 1554	

東海大学付属相模高等学校	 神奈川県相模原市南区相南 3-33-1	 600	 1800	 1671	

東海大学付属高輪台高等学校	 東京都港区高輪 2216	 420	 1260	 1386	

東海大学付属静岡翔洋高等学校	 静岡県静岡市清水区折戸 3-20-1	 360	 1080	 967	

東海大学付属熊本星翔高等学校	 熊本県熊本市東区渡鹿 9-11	 400	 1200	 1527	

東海大学付属諏訪高等学校	 長野県茅野市玉川 675	 360	 1080	 872	

東海大学付属札幌高等学校	 北海道札幌市南区南沢 5 条-11	 280	 920	 875	

東海大学付属福岡高等学校	 福岡県宗像市田久 1-9-2	 320	 960	 920	

東海大学付属仰星高等学校	 大阪府枚方市桜丘町 60-1	 400	 1120	 1117	

東海大学付属市原望洋高等学校	 千葉県市原市能満 1531	 370	 1110	 973	

東海大学付属甲府高等学校	 山梨県甲府市金竹町 11	 320	 960	 803	

東海大学付属浦安高等学校中等部	 千葉県浦安市東野 3-11-1	 120	 360	 326	

東海大学付属相模高等学校中等部	 神奈川県相模原市南区相南 3-33-1	 160	 480	 496	

東海大学付属高輪台高等学校中等部	 東京都港区高輪 2216	 80	 240	 227	

東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部	 静岡県静岡市清水区折戸 3-20-1	 120	 360	 389	

東海大学付属仰星高等学校中等部	 大阪府枚方市桜丘町 60-1	 120	 360	 275	

東海大学付属静岡翔洋小学校	 静岡県静岡市清水区折戸 3-20-1	 60	 360	 173	

認定こども園	東海大学付属静岡翔洋幼稚園	 静岡県静岡市清水区折戸 3-20-1	 165	 165	 99	

認定こども園	東海大学付属本田記念幼稚園	 神奈川県伊勢原市下糟屋 111	 240	 240	 216	

認定こども園	東海大学付属自由ケ丘幼稚園	 福岡県宗像市田久 19-3	 350	 350	 343	
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認定こども園	東海大学付属かもめ幼稚園	 熊本県熊本市中央区帯山 7-13-41	 405	 405	 362	

東海大学山形高等学校（別法人）	 山形県山形市成沢西 3-4-5	 －		 －	 738	

東海大学菅生高等学校（別法人）	 東京都あきる野市菅生 1817	 －	 －	 1392	

東海大学菅生高等学校中等部（別法人）	 東京都あきる野市菅生 1468	 －	 －	 239	

合計	 	 14,258	 47,259	 48,868	

 
（3）学校法人・短期大学の組織図	 	

n 組織図	

n 平成 28 年 5 月 1 日現在	

＜学校法人東海大学＞	

	

	

＜東海大学福岡短期大学＞	
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東海大学・東海大学短期大学部・東海大学医療技術短期大学 
高等学校・中等部・小学校・幼稚園 

直 轄 機 関 

企画調整会議 

法人本部 

経営戦略会議 

常務理事会 

学長 

情報処理学科 

国際文化学科 

事	 務	 室 

情報システム室 

図	 書	 館 

健康推進室 

観光文化研究所 
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（4）立地地域の人口動態・学生の入学動向・地域社会のニーズ	

n 立地地域の人口動態（短期大学の立地する周辺地域の趨勢）	

＜所在地＞福岡県宗像市田久 1-9-1	 	 	

＜交通＞		鹿児島本線「赤間駅」から徒歩約 10 分	

九州自動車道：古賀インターより車約 20 分、若宮インターより車約 20 分	

国道 3 号線「朝野団地入口交差点」より車約 10 分	

本学が位置する宗像市は、豊かな自然が残る「学術・文化都市」である。北九州・

福岡の両政令指定都市の中間にあり、北を除く 3 方向を山に囲まれ、南は筑豊地方と

接する交通・文化の要衝であったため、数多くの歴史を有してきた。	

	 北の海岸線一帯は玄海国定公園に指定され、好漁場である玄界灘に面し、七夕伝説

発祥の地と言われる県内 大の島・筑前大島や、遣唐使も立ち寄った海の正倉院・沖

ノ島が沖合 60 キロにある。また、中央を市の水源でもある釣川が貫流し、玄界灘に

注いでいる。このため保全活動には早くから取り組み、全国でも有数の高度下水処理

など、水質浄化に努めている。	

	 市内を東西に横断する JR 鹿児島本線や国道 3 号線・495 号線により、福岡・北九

州への通勤などの交通アクセスが充実し、住宅団地や大学（本学をはじめ、福岡教育

大学、日本赤十字九州国際看護大学の 3 大学）、大型商業地などが相次いで進出。活

気あふれる学術・文化都市として、発展している。これに伴い、農村から急激な都市

化が進み、学童保育や保育園の充実、医療費補助などの子育て支援や教育・文化の充

実、環境衛生などの生活基盤が整備された。人口は現在も伸び続けている。	

	 2003 年に旧宗像市と旧玄海町が合併し、新生「宗像市」が誕生した。2005 年には

旧大島村と合併。現在では、市民と行政がともに、地域コミュニティや市民参画・協

働によるまちづくりが進んでいる。	

（参考資料：宗像市公式ホームページ：http://www.city.munakata.lg.jp/index.html） 
 
宗像市の人口推移	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （人）（各年 9 月末日現在）	

	 平成 23 年	 平成 24 年	 平成 25 年	 平成 26 年	 平成 27 年	 備考	

宗像市	 95,578	 96,194	 96,454	 96,753	 96,623	 	

 
n 学生の入学動向：学生の出身地別人数及び割合（下表：次頁） 
平成 24 年度に入学定員の 37％しか充足できない状況となったため、九州管内に分

散し行っていた広報活動（高校訪問）を福岡県内重視と付属高校 2 校（隣接する東海

大付属五高※現在東海大福岡高校、及び東海大付属熊本星翔高校）にシフトし広報力

を集約した。	

その結果、着実に福岡県内及び付属高校からの入学生増加が見られ、ほぼ全体の

増加へとつながってきた。ただし、平成 27 年度現在、50％と定員充足へは程遠い状

況となっている。	
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地域 
23 年度	 24 年度	 25 年度	 26 年度	 27 年度	

人数 
割合 
％ 

人数 
割合 
％ 

人 数 
割合 
％ 

人数 
割合 
％ 

人数 
割合 
％ 

九州 
・ 

沖縄 

福岡 48	 55.17	 38	 5135	 48	 64.00	 59	 67.82	 66	 66.00	

佐賀 1	 115	 4	 5.41	 3	 4.00	 2	 2.30	 1	 100	

長崎 4	 4.60	 2	 2.70	 2	 2.67	 0	 115	 0	 0.00	

熊本 12	 13.78	 14	 18.92	 7	 9.33	 13	 14.94	 16	 16.00	

大分 4	 4.60	 2	 2.70	 2	 2.67	 2	 2.30	 1	 100	

宮崎 2	 2.30	 1	 135	 4	 5.33	 2	 2.30	 5	 5.00	

鹿児島 2	 2.30	 4	 5.41	 2	 2.67	 3	 3.45	 2	 200	

沖縄 4	 4.60	 1	 135	 3	 4.00	 3	 3.45	 0	 0.00	

中国 
鳥取 0	 0.00	 1	 135	 0	 0.00	 0	 0.00	 0	 0.00	

広島 1	 115	 0	 0.00	 0	 0.00	 0	 0.00	 0	 0.00	

山口 5	 5.75	 1	 135	 1	 133	 0	 0.00	 5	 5.00	

近畿 
京都 0	 0.00	 1	 135	 0	 0.00	 0	 0.00	 0	 0.00	

三重 0	 0.00	 0	 0.00	 1	 133	 0	 0.00	 0	 0.00	

中部 長野 0	 0.00	 0	 0.00	 0	 0.00	 1	 115	 0	 0.00	

関東 東京 0	 0.00	 1	 135	 0	 0.00	 0	 0.00	 0	 0.00	

北海道 0	 0.00	 0	 0.00	 1	 133	 0	 0.00	 1	 100	

その他 
（留学生含） 

4	 4.60	 4	 5.41	 1	 133	 2	 2.30	 3	 3.00	

合計 87	 100.0	 74	 100.0	 75	 100.0	 87	 100.0	 100	 100.0	

入学

定員 
％ 200	 43.5%	 200	 37.0%	 200	 37.5%	 200	 43.5%	 200	 50.0%	

 
n 地域社会のニーズ 
本学が位置する宗像市は、豊かな自然が残る「学術・文化都市」である。北九州・

福岡の両政令指定都市の中間にあり、北を除く 3 方向を山に囲まれ、南は筑豊地方と

接する交通・文化の要衝であったため、数多くの歴史を有してきた。	

また、市内を東西に横断する JR 鹿児島本線や国道 3 号線・495 号線により、福岡・

北九州への通勤などの交通アクセスが充実し、住宅団地や、大型商業地などが相次い

で進出。活気あふれる学術・文化都市として、発展している。これに伴い、高等学校

も本学と法人を同じくする東海大学付属福岡高等学校、福岡県立宗像中学校・高等学

校、またお隣の福津市や古賀市まで含めると、近郊に 5 校、JR 鹿児島本線沿線を通

学圏に捉えると加えられる高等学校は佐賀県や熊本県にまで及び、高等教育へ進学す

る地域的な下地は十分にあると言える。また、本学は「情報処理学科」と「国際文化

学科」という教養系の 2 学科を持つ短期大学であるため、様々な分野への就職希望者

や 4 大進学者、また学びなおしを考える者等の受入れが可能であり、社会的ニーズも

十分にあると言える。	
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n 地域社会の産業の状況 
宗像市（特に本学が位置する赤間駅周辺）は、JR 鹿児島本線や国道 3 号線・495

号線が結ぶ「福岡市」と「北九州市」という 2 つの政令指定都市の丁度中間に位置し

ており、新興住宅地として発展してきている。特に近年では、隣の宮若市にトヨタ自

動車が進出しており、グループ企業も含め多くの会社員やその家族が閑静で利便性が

高い住宅地として宗像市を居住地にしている。そのため、24 時間営業の大型商業施

設が数多くあり、九州で売り上げナンバー１、集客力日本一と言われる「道の駅むな

かた」が存在し、漁業と農業も盛んな商業都市である。	

	

n 短期大学所在の市区町村の全体図 
 
 

本学所在地 

福岡市 

北九州市 
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（5）課題等に対する向上・充実の状況	

① 前回の第三者評価結果における三つの意見の「向上・充実のための課題」で指摘

された事項への対応について（領域別評価票における指摘への対応は任意）	

改善を要する事項	

（向上・充実のための課題）	
対策	 成果	

評価領域Ⅳ	 財務	

短期大学部門及び学校法人全体の収支

バランスにおいて支出超過となってい

るので、学園全体の将来計画の中で、短

期大学の位置づけを明確にした上で、定

員充足率の改善を含め、財務の改善を図

ることが望まれる。	

支出超過のバランスを保つため、経費の

節約は勿論のこと、収入に見合った経費

支出の予算化を図る。また、収入安定化

のため、学生数確保並びに、補助金等外

部資金を確保する。なお、入学生だけで

なく退学者数を減少させる。短期大学の

位置づけの明確化と学科改編を模索す

る。隣接の高等学校・幼稚園を巻き込み、

キャンパスを活性化し、地域での位置づ

けを高める。	

消費支出については消費増税の影響が

あったものの、予算編成時に一定の達成

値を設け、これに基づいて編成した予算

に対して徹底した執行管理を行うこと

で、収支バランスに影響を与える程の上

昇は抑制することができ、その結果帰属

収支差額は平成 22 年度より継続して収

入超過となっている。この間、学科改編

に至らず平成 29 年度閉校を目指すこと

になった。キャンパス連携の成果は、本

学の復興までに、間に合わなかった。	

	

② 上記以外で、改善を図った事項について	

改善を要する事項	 対策	 成果	

特になし	 －	 －	

	

③ 過去 7 年間に、文部科学省の設置計画履行状況等調査において留意事項が付され

た短期大学は、留意事項及びその履行状況を記述する。 
履行状況調査時 留意事項等 履行状況 

平成 24 年 2 月 
東海大学福岡短期大学情報処理学科，国際文化学
科の定員充足率が 0.7 倍未満となっていることか
ら，学生確保に努めるとともに，入学定員の見直
しについて検討すること。 

東海大学福岡短期大学情報処理学科 
	 平成 24 年度における定員超過率の平均（過去 2 年間）は 0.29
倍であった。（平成 23 年度平均：0.37 倍） 
東海大学福岡短期大学国際文化学科 
	 平成 24 年度における定員超過率の平均（過去 2 年間）は 0.52
倍であった。（平成 23 年度平均：0.57 倍） 

平成 25 年 2 月 
東海大学福岡短期大学情報処理学科，国際文化学
科の定員充足率の平均が 0.7 倍未満となっている
ことから，学生の確保に努めるとともに，入学定
員の見直しについて検討すること。 

東海大学福岡短期大学情報処理学科 
	 平成 25 年度における定員超過率の平均（過去 2 年間）は 0.20
倍であった。（平成 24 年度平均：0.29 倍） 
東海大学福岡短期大学国際文化学科 
	 平成 25 年度における定員超過率の平均（過去 2 年間）は 0.55
倍であった。（平成 24 年度平均：0.52 倍） 

平成 26 年 2 月 
東海大学福岡短期大学情報処理学科、国際文化学
科の定員充足率が 0.7 倍未満となっていることか
ら、学生の確保に努めるとともに、入学定員の見
直しについて検討すること。 

東海大学福岡短期大学情報処理学科 
	 平成 26 年度における定員超過率の平均（過去 2 年間）は 0.20
倍であった。（平成 25 年度平均：0.20 倍） 
東海大学福岡短期大学国際文化学科 
	 平成 26 年度における定員超過率の平均（過去 2 年間）は 0.62
倍であった。（平成 25 年度平均：0.55 倍） 

平成 27 年 2 月 
既設学部等（東海大学福岡短期大学情報処理学
科、国際文化学科）の定員充足率が 0.7 倍未満と
なっていることから、学生の確保に努めるととも
に、入学定員の見直しについて検討すること。 

東海大学福岡短期大学情報処理学科 
	 平成 27 年度における定員超過率の平均（過去 2 年間）は 0.23
倍であった。（平成 26 年度平均：0.20 倍） 
東海大学国際文化学科 
	 平成 27 年度における定員超過率の平均（過去 2 年間）は 0.70
倍であった。（平成 26 年度平均：0.62 倍） 
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平成 28 年 2 月 
既設学部等（東海大学福岡短期大学情報処理学
科）の定員充足率の平均が 0.7 倍未満となってい
ることから、学生の確保に努めるとともに、入学
定員の見直しについて検討すること。 

東海大学福岡短期大学情報処理学科 
平成 28 年度における定員超過率の平均（過去 2 年間）は 0.23

倍であった。（平成 27 年度平均：0.23 倍） 

 
（6）学生データ（学校基本調査のデータを準用）	

① 入学定員、入学者数、入学定員充足率、収容定員、在籍者数、収容定員充足率	

学科等の名称	 事項	 24 年度	 25 年度	 26 年度	 27 年度	 28 年度	 備考	

情報処理学科	

入学定員	 100	 100	 100	 100	 100	

平成 29 年

度 よ り 募

集停止	

入学者数	 20	 20	 19	 27	 20	

入学定員	

充足率（％）	
20	 20	 19	 27	 20	

収容定員	 200	 200	 200	 200	 200	

在籍者数	 60	 44	 39	 46	 46	

収容定員	

充足率（％）	
30	 22	 19	 23	 23	

国際文化学科	

入学定員	 100	 100	 100	 100	 100	

平成 29 年

度 よ り 募

集停止	

入学者数	 54	 55	 68	 73	 49	

入学定員	

充足率（％）	
54	 55	 68	 73	 49	

収容定員	 200	 200	 200	 200	 200	

在籍者数	 102	 110	 121	 140	 122	

収容定員	

充足率（％）	
51	 55	 60	 70	 61	

	

② 卒業者数（人） 
区分	 23 年度	 24 年度	 25 年度	 26 年度	 27 年度	

情報処理学科	 32	 34	 18	 17	 14	

国際文化学科	 59	 42	 52	 43	 59	

	

③ 退学者数（人） 
区分	 23 年度	 24 年度	 25 年度	 26 年度	 27 年度	

情報処理学科	 1	 3	 5	 2	 6	

国際文化学科	 8	 4	 7	 6	 11	

 
④ 休学者数（人） 

区分 23 年度	 24 年度	 25 年度	 26 年度	 27 年度	

情報処理学科	 1	 1	 1	 0	 0	

国際文化学科	 1	 0	 3	 0	 1	
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⑤ 就職者数（人） 
区分 23 年度	 24 年度	 25 年度	 26 年度	 27 年度	

情報処理学科 16	 17	 9	 6	 4	

国際文化学科 26	 18	 16	 20	 22	

 
⑥ 進学者数（人） 

区分 23 年度	 24 年度	 25 年度	 26 年度	 27 年度	

情報処理学科 7	 3	 4	 7	 3	

国際文化学科 11	 8	 16（3）	 10（5）	 23（8）	

※(	 )内は、海外の大学への進学（編入学）者内数	

 
（7）短期大学設置基準を上回っている状況・短期大学の概要	

※下記の①～⑦まで、すべて平成 28 年 5 月 1 日現在	

①	 教員組織の概要（人）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

学科等名 

専任教員数 
設置基準 

で定める 

教員数 

〔イ〕 

短期大学全体

の入学定員に

応じて定める

専任教員数

〔ロ〕 

設置基

準で定

める教

授数 

助
手 

非
常
勤
教
員 

備
考 教

授 

准
教
授 

講
師 

助
教 計 

情報処理学科 3	 2	 2	 0	 7	 7	
	

3	 0	 7	
工学

関係	

国際文化学科 6	 3	 2	 0	 11	 7	

	

3	 0	 9	

社会

学・社

会福

祉学

関係	

（小計） 9	 5	 4	 0	 18	 14	 	 6	 0	 	 	

〔その他の組織等〕 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

短期大学全体の入学定

員に応じて定める専任

教員数〔ロ〕 

	 	 	 	 	 	 4	 2	 	 	 	

（合計）	 9	 5	 4	 0	 18	 18	 8	 0	 	 	
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②	 教員以外の職員の概要（人）	

 専任 兼任 計 

事務職員	 7	 1	 8	

技術職員	 1	 0	 1	

図書館・学習資源センター等の専門事務職員	 1	 0	 1	

その他の職員	 0	 0	 0	

計 9	 1	 10	

 
③	 校地等（㎡）	

校
地
等	

区分	
専用

（㎡）	

共用

（㎡）	

共用する

他の学校

等の専用

（㎡）	

計	

（㎡）	

基準面

積（㎡）	

在籍学生

一人当た

りの面積	

（㎡）	

備考（共用

の状況等）	

校舎敷地	 5,569	 	 	 5,569	

4,000	 136.30	

	

運動場用地	 17,330	 	 	 17,330	 	

小計	 22,899	 	 	 22,899	 	

その他	 54,816	 	 	 54,816	 	

合計	 77,715	 	 	 77,715	 	

［注］基準面積（㎡）＝短期大学設置基準上必要な面積	 収容定員数×10 ㎡	

 
④	 校舎（㎡）	

区分	 専用（㎡）	 共用（㎡）	
共用する他の学

校等の専用（㎡）	
計（㎡）	

基準面積

（㎡）	

備考（共用

の状況等）	

校舎	 11,605	 	 	 11,605	 4,400	 	

［注］基準面積（㎡）＝短期大学設置基準上必要な面積	

	 	 	 収容定員［工学 200 名（2,500 ㎡）、社会学・社会福祉学 200 名（1900 ㎡）］	

	

⑤	 教室等（室）	

講義室 演習室 実験実習室 情報処理学習室 語学学習施設 

31	 講義室に含む	 	 5	 	

	

⑥	 専任教員研究室（室）	

専任教員研究室	

18	
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⑦	 図書・設備	

学科・専攻課程 

図書	

〔うち外国書〕	
学術雑誌	

〔うち外国書〕（種）	

視聴覚資料	

（点）	

機械・器具	

（点）	

標本	

（点）	

77,702	

（6,078）	

498	

(56)	

電子ジャーナル〔う

ち外国書〕	

	 	 	

計 77,702	 498	 0	 2,738	 17	 0	

 

図書館 
面積（㎡）	 閲覧座席数	 収納可能冊数	

845	 103	 80,000	

体育館（福岡コモ

ンホール） 
面積（㎡）	

体育館（福岡コモンホール）以外の	

スポーツ施設の概要	

1,646	 －	 －	

 
（8）短期大学の情報の公表について	

平成 28 年 5 月 1 日現在	

①	教育情報の公表について	

 事項 公表方法等 

1	
大学の教育研究上の目的に関
すること	

http://www.ftokai-u.ac.jp/gakka/index.html	

2	
教育研究上の基本組織に関す
ること	

http://www.ftokai-u.ac.jp/annai/soshiki/index.html	

3	
教員組織、教員の数並びに各教
員が有する学位及び業績に関
すること	

http://www.ftokai-u.ac.jp/annai/soshiki/index.html	

http://www.ftokai-u.ac.jp/gakka/im/kyoin.html	

http://www.ftokai-u.ac.jp/gakka/ic/kyoin.html	

4	

入学者に関する受け入れ方針
及び入学者の数、収容定員及び
在学する学生の数、卒業又は修
了した者の数並びに進学者数
及び就職者数その他進学及び
就職等の状況に関すること	

http://www.ftokai-u.ac.jp/annai/gakuseisu/index.html	

http://www.ftokai-u.ac.jp/shinro/job_jokyo/index.html	

5	
授業科目、授業の方法及び内容
並びに年間の授業の計画に関
すること	

http://www.ftokai-u.ac.jp/gakka/SyllabusMenu/index.html	

6	
学修の成果に係る評価及び卒
業又は修了の認定に当たって
の基準に関すること	

http://www.ftokai-u.ac.jp/annai/gakusoku/index.html	

7	

校地、	
校舎等の施設及び設備その
他の学生の教育研究環境に
関すること	

http://www.ftokai-u.ac.jp/annai/campus/index.html	

http://www.ftokai-u.ac.jp/facility/index.html	
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8	
授業料、入学料その他の大学が
徴収する費用に関すること	

http://www.ftokai-u.ac.jp/life/gakuhi/index.html	

9	
大学が行う学生の修学、進路選
択及び心身の健康等に係る支
援に関すること	

http://www.ftokai-u.ac.jp/shinro/index.html	
http://www.ftokai-u.ac.jp/life/campusinfo/index.html	

 
② 学校法人の財務情報の公開について 
事項 公開方法等 
財 産

目録、

貸 借

対 照

表、収

支 計

算書、

事 業

報 告

書 及

び 監

査 報

告書 

http://www.ftokai-u.ac.jp/public_information/pdf/2014/08_earnings_summary.pdf	
http://www.ftokai-u.ac.jp/public_information/pdf/2014/01_general.pdf	
http://www.ftokai-u.ac.jp/public_information/pdf/2014/02_balance.pdf	
http://www.ftokai-u.ac.jp/public_information/pdf/2014/03_cash_flow.pdf	
http://www.ftokai-u.ac.jp/public_information/pdf/2014/04_consumption.pdf	
http://www.ftokai-u.ac.jp/public_information/pdf/2014/05_revenue.pdf	
http://www.ftokai-u.ac.jp/public_information/pdf/2014/06_auditor.pdf 

［注］ 
 

（9）各学科・専攻課程ごとの学習成果について（平成 27 年度）	

n 学習成果をどのように規定しているか。	

ディプロマポリシーで掲げている【卒業時期待される能力】を「教育目的・目標」

における学習成果の到達点としている。4 月のガイダンス時に、毎年、全学生に配布

するキャンパスガイドの中で示し、かつ学科別ガイダンス時には学科主任よりこれに

関する説明も行い、各学科の教育目標を達成することが学習成果につながるよう努力

している。学習成果の測定は、定期試験、レポート課題、授業姿勢等を判断材料とし、

各科目の成績評価、全体の GPA、さらに各学科の推奨資格に合格することを量的・質

的データとして活用している。	

	

n どのように学習成果の向上・充実を図っているか。	

「学生カルテ（SRMS）」及び「リアルタイム授業評価」システムを活用して、各授業

における学生個々の理解度や成果を把握できる体制をとっている。学生カルテでは、

各科目において教員からの視点による学生の理解度や成果を毎授業時間単位でリアル

タイムに全教員が共有している。また、リアルタイム授業評価システムでは、各科目

において学生からの視点による学理解度と成果を毎授業時間単位でリアルタイムに全

教員が共有できる。これにより、学生の理解度と成果に対して各科目間の横の繋がり
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をもたせることができ、これらの情報をベースに、各教員が自身の担当科目において

学習成果の向上・充実に努めると共に、毎月の学科会議においても意見交換を行い、

それに向けた検証を行っている。また、これらの情報については大学評価委員会や教

務委員会でも検証を行っている。 
また、資格取得による学習の動機づけに関しては、各資格に対応した科目を学科専

門科目としてカリキュラムに組み込み、学習成果の獲得に向け配慮している。また、

各学期のガイダンス時に他学科の資格についても紹介を行い、短大全体としてのディ

プロマポリシーの目標達成に努めている。さらん、指導教員は学生個人ごとに成績管

理・履修指導・資格取得のための相談を行い、学習成果の向上・充実に努めている。

指導教員は全指導学生と面談し、本学における生活上の不安や疑問点などの相談にの

っている。 
 

（10）オフキャンパス、遠隔教育、通信教育、その他の教育プログラム（平成 27 年度）	

	 該当なし。	

	

（11）公的資金の適正管理の状況（平成 27 年度）	

公的資金の管理については、規程を整備し、公的資金の適正な管理を行っている。

また、年 2 回公認会計士の監査を受けており、これまで指摘事項はあっていない。	

ただし、平成 27 年 7 月 24 日付にて文部科学省から「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（実施基準）」と「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」に基づく履行調査が行われたことにより、規定の整備に止まら

ず、教育研修を行う次のような新たな手順・体制が敷かれ、平成 27 年度末までに向け

て実施された。	

以下の URL に、視聴用 DVD 並びに関係書類を保管している。	

URL 紹介：http://info.ftokai-u.ac.jp/info/info.php?mode=rsaudit	

（ただし、学内からのみアクセス可能）	

なお、外部からアクセスした場合、Web 上どのようなページなのかを参考までに下

記に示す	

URL 紹介：http://cms.ftokai-u.ac.jp/educationandresearch/FD/140-2015.html	

１．文部科学省作成ガイドラインの紹介	

○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（実施基準）	

○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	

2．学園方針の紹介	

○学校法人東海大学：教育および研究に携わる者の行動指針	

URL 紹介：http://www.u-tokai.ac.jp/effort/compliance/action.html	

○東海大学福岡短期大学研究活動の不正防止対策委員会規程	

○東海大学福岡短期大学研究活動の不正に関する調査委員会規程	

○東海大学福岡短期大学研究活動の不正告発相談窓口規程	

3．研究倫理教育	

○東海大学が平成 27 年 9 月 24 日に実施した「研究倫理講習会」の DVD 視聴	
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〇研究倫理書籍：科学の健全な発展のために（日本語版、英語版）の紹介	

4．教職員誓約書の提出	

〇東海大学福岡短期大学：研究活動の公正性の確保及び適正な研究費の使用につい

て確認・遵守すべき事項	

〇東海大学福岡短期大学：研究倫理に関する誓約書	

	

12）理事会・評議員会の開催状況（平成 25 年度～平成 27 年度）	

【平成 25 年度】	

区

分	

開催日現在の状況	
開催年月日	

開催時間	

出	席	者	数	等	
監事の出席

状況	定	 員	
現	員

（a）	

出席理事

数（b）	

実出席率						

（b/a）	

意思表示	 	

出席者数	

理

事

会	

15～21 人	

20 人	

平成 25 年 5 月 28 日	

①1100～1120	

②1215～12：40	

18 人	 90.0％	 2 人	 3／3	

20 人	

平成 25 年 9 月 27 日	

①15：00～15：07	

②15：50～16：15	

20 人	 100％	 0 人	 3／3	

20 人	
平成 25 年 12 月 24 日	

13：00～13：10	
19 人	 95.0％	 1 人	 3／3	

20 人	

平成 26 年 1 月 31 日	

①1100～1107	

②1155～1225	

20 人	 100％	 0 人	 3／3	

20 人	
平成	26 年 3 月 28 日	

16：00～17：00	
19 人	 95.0％	 1 人	 3／3	

評

議

員

会	

39～43 人	

42 人	
平成 25 年 5 月 28 日	

1125～1210	
38 人	 90.5％	 4 人	 3／3	

42 人	
平成 25 年 9 月 27 日	

15：10～15：45	
41 人	 97.6％	 1 人	 3／3	

42 人	
平成 26 年 1 月 31 日	

11：15～1147	
40 人	 95.2％	 2 人	 3／3	

42 人	
平成 26 年 3 月 28 日	

15：00～15：55	
38 人	 90.5％	 4 人	 3／3	
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【平成 26 年度】	

区

分	

開催日現在の状況	
開催年月日	

開催時間	

出	席	者	数	等	
監事の出席

状況	定	 員	
現	員

（a）	

出席理事

数（b）	

実出席率						

（b/a）	

意思表示	 	

出席者数	

理

事

会	

15～21 人	

20 人	

平成 26 年 5 月 28 日	

①10：00～10：25	

②11：17～1152	

20 人	 100.0％	 0 人	 3／3	

20 人	
平成 26 年 5 月 30 日	

1100～11：10	
17 人	 85.0％	 3 人	 12	

20 人	

平成 26 年 9 月 26 日	

①15：00～15：05	

②15：55～16：28	

18 人	 90.0％	 2 人	 22	

20 人	

平成 27 年 1 月 30 日	

①1100～1106	

②1150～1218	

19 人	 95.0％	 1 人	 22	

20 人	

平成	27 年 3 月 27 日	

①15：00～15：06	

②16：25～17：25	

20 人	 100％	 0 人	 22	

評

議

員

会	

39～43 人	

42 人	

平成 26 年 5 月 28 日	

①10：30～11：15	

②1155～1205	

40 人	 95.2％	 2 人	 3／3	

43 人	
平成 26 年 9 月 26 日	

15：15～15：50	
37 人	 86.0％	 6 人	 22	

43 人	
平成 27 年 1 月 30 日	

11：15～1148	
39 人	 90.7％	 4 人	 22	

43 人	
平成 27 年 3 月 27 日	

15：15～16：21	
37 人	 86.0％	 6 人	 22	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 17 

【平成 27 年度】	

区

分	

開催日現在の状況	
開催年月日	

開催時間	

出	席	者	数	等	
監事の出席

状況	定	 員	
現	員

（a）	

出席理事

数（b）	

実出席率						

（b/a）	

意思表示	 	

出席者数	

理

事

会	

15～21 人	

19 人	
平成 27 年 5 月 27 日	

15：30～16：32	
18 人	 94.7％	 1 人	 3／3	

20 人	
平成 27 年 7 月 24 日	

15：50～16：34	
19 人	 95.0％	 1 人	 3／3	

20 人	
平成 27 年 9 月 25 日	

15：30～15：54	
18 人	 90.0％	 2 人	 3／3	

20 人	

平成 28 年 1 月 29 日	

①1100～1105	

②1156～1228	

19 人	 95.0％	 1 人	 3／3	

20 人	

平成	28 年 3 月 29 日	

①15：00～15：03	

②16：25～17：43	

20 人	 100％	 0 人	 3／3	

評

議

員

会	

39～43 人	

42 人	

平成 27 年 5 月 27 日	

①14：30～15：27	

②16：35～16：39	

37 人	 88.1％	 5 人	 3／3	

43 人	
平成 27 年 7 月 24 日	

15：00～15：46	
35 人	 814％	 8 人	 3／3	

42 人	
平成 27 年 9 月 25 日	

15：00～15：27	
34 人	 810％	 8 人	 3／3	

41 人	
平成 28 年 1 月 29 日	

11：15～1153	
37 人	 90.2％	 4 人	 3／3	

41 人	
平成 28 年 3 月 29 日	

15：05～16：23	
37 人	 90.2％	 4 人	 3／3	

	

（13）その他	
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2．自己点検・評価の組織と活動	

■大学評価委員会（担当者、構成員） 
学	 長：神山	 高行 
委員長：真下	 仁 
委	 員：赤井	 ひさ子、八尋	 剛規、 

 
■自己点検・評価の組織図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■組織が機能していることの記述（根拠を基に） 
本学における自己点検・評価活動は、日常的には個々の教職員及び運営委員会等で

行われており、年度ごとに「教育年報」を作成し、自己点検・評価活動を行っている。

教育年報作成では、数多くの教職員が記入箇所を分担し、前年度の記述や課題に対し

てその年度を振り返りながら年報への記述を作成し、さらに次年度への課題や改善策

について記述している。大学評価委員会はその作成をお手伝いしながら集約し、課題

があればその改善計画について議論し、必要に応じて改善策を講じている。 
特に、大学評価については、学生へのアンケートを行っており、各学生窓口や委員

会、各機関に対し１年間の振り返りの場を提供している。年報の中の記述にも生かさ

れている。なお、毎年度同じ項目で実施しており、中でも自由記載の項目が設けられ

ているなど、意識調査としては年度を越えて広く捉えることができるため、すぐに対

応すべきことやじっくりと対応できることなどを含め、それぞれの委員会や学生窓口、

また学生生活環境の向上へと繋がっている。 
大学評価委員会が実施しているアンケートでは、この他に学生一人ひとりへ春学期

や秋学期末に行っている「授業アンケート」がある。この授業アンケートの実施によ

り、先生方個々の科目はもちろんのこと、講義形態あるいは学科専門科目や教科系で

の振り返りが可能となり、次年度のシラバスあるいはカリキュラムへと生かされてい

る。 
大学評価委員会は、平成4年に発足しており、平成21年度に第1回の第三者評価を受

けたことにより、その後さらに機能を充実し活動を行ってきている。 
 

平成 26 年度大学評価委員会の動き	

開催日 主要事項 

平成 26 年 5 月 21 日 

平成 25 年度申し送り事項の検討について 

平成 26 年度方針の決定について 

第三者評価に向けての体制つくりについて 

平成 26 年 7 月 7 日 
定期試験未実施科目について検証（教務委員会要望事項）について 

平成 25 年度教育研究年報作成について 

学長 
 

大学評価委員会 
 

ALO 
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平成 26 年 11 月 12 日 

基礎学力試験の変更について 

年報実績評価項目の検証について 

授業評価アンケートの検討について 

年報の進捗状況について 

人を対象とする研究について報告 

平成 27 年 3 月 11 日 

平成 25 年度教育研究年報の進捗状況について 

平成 26 年度の大学評価について 

基礎学力試験の改正について 

平成 26 年度秋学期成績評価の問題について 

次年度への申し送りについて 

 
平成 27 年度大学評価委員会の動き	

開催日 主要事項 

平成 27 年 10 月 6 日	

平成 26 年度教育研究年報作成について	

平成 27 年度春学期授業評価アンケートの検証について	

自己点検・評価報告書作成への提案について	

自己点検・評価報告書作成への連携について	

平成 28 年 1 月 26 日	
平成 26 年度教育研究年報について確認	

大学評価委員会として、第三者評価報告書作成に向けての意見の取りまとめ	

平成 28 年	2 月 18 日	

平成 26 年度教育研究年報作成状況について	

第三者評価と自己点検・評価報告書作成について	

自己点検・評価報告書作成に向けての説明会開催について	

平成 28 年	4 月 2 日	

平成 27 年度大学評価アンケート集計結果について	

平成 27 年度秋学期授業評価アンケート結果について	

平成 28 年度への申し送りについて	

 
■	 自己点検・評価報告書完成までの活動記録（自己点検・評価を行った平成27年

度を中心に） 

開催日 主要事項 

平成 26 年 5 月 21 日	 大学評価委員会にて、体制つくりの検討を開始する	

平成 27 年 10 月	6 日	 大学評価委員会にて準備に入る	

平成 28 年 1 月 26 日	 大学評価委員会にて意見の取りまとめ	

平成 28 年 2 月	18 日	 大学評価委員会にて自己点検評価報告書作成について確認	

平成 28 年	3 月	2 日	 第三者評価報告書作成のための説明会の開催	

平成 28 年 3 月 12 日	 3 短期大学事務室長打合せにて、各短大の準備状況を確認	

平成 28 年 3 月 15 日	 高等教育室との打合せ	
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平成 28 年 3 月 24 日	 教員個人調書作成依頼（平成 28 年 5 月 1 日現在）	

平成 28 年 4 月 2 日	 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について確認	

平成 28 年	5 月 31 日	 基準Ⅰ、基準Ⅱ、課題、改善計画、行動計画等について	

平成 28 年	6 月 8 日	 基準Ⅰ、基準Ⅱ、課題、改善計画、行動計画等について	

平成 28 年	6 月 10 日	 基準Ⅲ～Ⅳについて	

平成 28 年	6 月 15 日	
基準Ⅰ、基準Ⅱ、課題、改善計画、行動計画等について	

法人主計課より、決算が終了していない連絡あり。	

平成 28 年	6	月 24	日	 基準Ⅰ～Ⅱ、課題、改善計画、行動計画等について	

平成 28 年	6 月 25 日	 基準Ⅲ～Ⅳ、課題、改善計画について	

平成 28 年	6 月 26 日	 基準Ⅰ～Ⅳ、課題、改善計画、行動計画等について	

平成 28 年	6 月 27 日	 第三者評価報告書確認作業	

平成 28 年	6 月 28 日	 第三者評価報告書確認作業、	

平成 28 年	6 月 29 日	 自己点検・評価報告書、提出資料完成（短大基準協会へ送付）	
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3．提出資料・備付資料一覧	

＜提出資料一覧表＞ 
報告書作成マニュアル記
載の提出資料	

資料番号・資料名	

基準Ⅰ：建学の精神と教育の効果	

A	建学の精神	

建学の精神・教育理念に
ついての印刷物	

1.2015 キャンパスガイド	
7.ホームページウェブサイト「情報公開」	

http://www.ftokai-u.ac.jp/houjin/seishin/index.html	
3.募集要項 2015（巻末）	

B	教育の効果	

学則	
1.2015 キャンパスガイド	
7.ホームページウェブサイト「情報公開」	
			http://www.ftokai-u.ac.jp/annai/gakusoku/index.html	

教育目的・目標について
の印刷物	

1.2015 キャンパスガイド	
7.ホームページウェブサイト「情報公開」	

http://www.ftokai-u.ac.jp/annai/tokushoku/index.html	

学生が獲得すべき学習成
果についての印刷物	

1.	2015 キャンパスガイド	
＜別冊＞8.	シラバス（2015 年度入学生）［平成 27 年度］(web 公開)	

http://www.ftokai-u.ac.jp/gakka/SyllabusMenu/2015.html	

C	自己点検・評価	

自己点検・評価を実施す
るための規程	

9.	東海大学福岡短期大学自己点検・評価に関する規程	
10.東海大学福岡短期大学大学評価委員会規程	

基準Ⅱ：教育課程と学生支援	

A	教育課程	

学位授与の方針に関する
印刷物	

1.	2015 キャンパスガイド	
11.東海大学福岡短期大学学位規程	

教育課程編成・実施の方
針に関する印刷物	

1.2015 キャンパスガイド	
＜別冊＞8.	シラバス（2015 年度入学生）［平成 27 年度］(web 公開)	

http://www.ftokai-u.ac.jp/gakka/SyllabusMenu/2015.html	

入学者受け入れ方針に関
する印刷物	

1.2015 キャンパスガイド	
3.募集要項 2015	
5.キャンパスガイドブック 2015（広報用メインパンフ）	

カリキュラムに対応した
授業科目担当者一覧	

12.教員一覧表[平成 27 年度]	
13.2015 年度カリキュラム担当者一覧	
14.時間割表［平成 27 年度］	

シラバス	
＜別冊＞8.	シラバス（2015 年度入学生）［平成 27 年度］(web 公開)	

http://www.ftokai-u.ac.jp/gakka/SyllabusMenu/2015.html	

B	学生支援	

学生便覧等（学則を含
む）、学習支援のために配
付している印刷物	

1.2015 キャンパスガイド	

様式 5－提出資料・備付資料一覧 
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報告書作成マニュアル記
載の提出資料	

資料番号・資料名	

短期大学案内（2 年分）	
1.2015 キャンパスガイド	
2.2016 キャンパスガイド	

募集要項・入学願書（2
年分）	

3.	募集要項 2015（入学願書を含む）	
4.	募集要項 2016（入学願書を含む）	
5.	キャンパスガイドブック 2015（広報用メインパンフ）	
6.	キャンパスガイドブック 2016（広報用メインパンフ）	

基準Ⅲ：教育資源と財的資源	

D	財的資源	

「資金収支計算書の概
要」［書式 1］、「活動区分
資金収支計算書（学校法
人）」［書式 2］、「事業活
動収支計算書の概要」［書
式 3］、「貸借対照表の概
要（学校法人）」［書式 4］、
「財務状況調べ」［書式
5］、「資金収支計算書・消
費収支計算書の概要」［旧
書式 1］及び「貸借対照
表の概要（学校法人）」［旧
書式 2］	

15.	資金収支計算書の概要	
16.	活動区分資金収支計算書（学校法人）	
17.	事業活動収支計算書の概要	
18.	貸借対照表の概要（学校法人）	
19.	財務状況調べ	
20.	資金収支計算書・消費収支計算書の概要	
21.	貸借対照表の概要（学校法人）	

資金収支計算書・資金収
支内訳表（過去 3 年間）	

22.	資金収支計算書・資金収支内訳表［平成 25 年度～平成 27 年度］	

活動区分資金収支計算書
（過去 1 年間)	

23.	活動区分資金収支計算書［平成 27 年度］	

事業活動収支計算書・事
業活動収支内訳表（過去
1 年間）	

24.	事業活動収支計算書・事業活動収支内訳表［平成 27 年度］	

貸借対照表（過去 3 年間）	 25.	貸借対照表［平成 25 年度～平成 27 年度］	

消費収支計算書・消費収
支内訳表（過去 2 年間）	

26.	消費収支計算書・消費収支内訳表［平成 25 年度～平成 26 年度］	

中・長期の財務計画	 27.	中・長期財務計画書	

事業報告者（平成 27 年
度）	

28.	事業報告書「平成 27 年度」	

事業計画／予算書（平成
28 年度）	

29.	事業計画書「平成 28 年度」	
30.	予算書「平成 28 年度」	

基準Ⅳ：リーダーシップとガバナンス	

A	理事長のリーダーシップ	

寄附行為	
31.	学校法人東海大学寄付行為	
32.	学校法人東海大学寄付行為施行細則	
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＜備付資料一覧表＞ 
報告書作成マニュア

ル記載の備付資料	
資料番号・資料名	

基準Ⅰ：建学の精神と教育の効果	

A	建学の精神	

創立記念、周年誌等	 該当なし	 	

C	自己点検・評価	

過去 3 年間（平成 25 年
度～平成 27 年度）に行
った自己点検・評価に
係る報告書等	

1.	教育年報 2014［平成 27 年度に実施］	
2.	教育年報 2013［平成 26 年度に実施］	
3.	教育年報 2012［平成 25 年度に実施］	

http://cms.ftokai-u.ac.jp/educationandresearch/nenpo.html	

第三者評価以外の外部
評価についての印刷物	

該当なし	

基準Ⅱ：教育課程と学生支援	

A	教育課程	

単位認定の状況表	
	 （B4 生 2 ヵ年）	 4.	単位認定の状況表	

学習成果を表す量的・
質的データに関する印
刷物	

5.	GPA 一覧表	
6.	検定試験結果[平成 26～27 年度]	

B	学生支援	

学生支援の満足度につ
いての調査結果	

7.	大学評価アンケート（2015 春学期、2015 秋学期）	
8.	大学評価アンケート調査結果	

就職先からの卒業生に
対する評価結果	

該当なし	

卒業生アンケートの調
査結果	

該当なし	

入学志願者に対する入
学までの情報提供に関
する印刷物等	

9.	入学手続き要項[平成 27 年度]	
10.	入学生の皆様へ[平成 27 年度]	

入学手続きに関する入
学までの学習支援のた
めの印刷物等	

10.	入学生の皆様へ[平成 27 年度]	
11.	学園内推薦入学者への課題[平成 27 年度入学生]	

学生の履修指導（ガイ
ダンス、オリエンテー
ション）等に関する資
料	

12.	キャンパスガイド（2014、2015、2016）	

学生支援のための学生
の個人情報を記録する
様式	

13.	学生カード	
14.	指導教員カード	
15.	学生カルテ SRMS について	

進路一覧表等の実績に
ついての印刷物（過去 3
年間）	

16.	キャンパスガイドブック 2016[平成 24～26 年度]	
	 （募集停止のため平成 25～27 年度分の印刷物なし）	

GPA 等の成績分布	 17.	GPA 一覧表	 	

学生による授業評価票
及びその評価結果	

18.	授業評価アンケート票	
19.	授業評価アンケート結果	
20.	リアルタイム授業評価（科目一覧）	
21.	リアルタイム授業評価（入力画面）	
22.	リアルタイム授業評価（評価結果）	
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報告書作成マニュア

ル記載の備付資料	
資料番号・資料名	

社会人受け入れについ
ての印刷物等	

23.	募集要項 2016	
24.	科目等履修生募集要項（問合せ時に印刷）	

海外留学希望者に向け
た印刷物等	

25.	シラバス	
短期留学（ハワイ、韓国 A・B、中国）	

26.	韓国交換留学募集説明会掲示文書	
27.	東海大学派遣留学プログラム	
28.	東海大学研修航海（研修学生募集）	

FD 活動の記録	 29.	FD・SD 活動の報告	

SD 活動の記録	
29.	FD・SD 活動の記録	
30.	SD 活動の記録	

［報告書作成マニュア
ル指定以外の備付資
料］	

	

［報告書作成マニュア
ル指定以外の備付資
料］	

	

基準Ⅲ：教育資源と財的資源	

A	人的資源	

教員の個人調書	[書式
1]	[書式 2]	

31.	専任教員個人調書	

非常勤教員一覧表	[書

式 3]	
32.	非常勤教員一覧表	

教員の教育活動につい
て公開している印刷物
等（過去 3 年間）	

1.	教育年報 2014［平成 27 年度に実施］（Web 公開）	
2.	教育年報 2013［平成 26 年度に実施］（Web 公開）	
3.	教育年報 2012［平成 25 年度に実施］（Web 公開）	

http://cms.ftokai-u.ac.jp/educationandresearch/nenpo.html	

専任教員の年齢構成表
（平成 28 年 5 月 1 日現
在）	

33.	専任教員一覧表[平成 28 年度]	
34.	専任教員年齢構成表[平成 28 年度]	

科学研究費補助金等、
外部研究資金の獲得状
況一覧表（過去 3 年間）	

35.	外部研究資金申請採択状況一覧表	

研究紀要・論文集（過
去 3 年間）	

36.	東海大学短期大学紀要（第 47,48,49 号）	
37.	観光文化研究所所報（第 17,18,19 号）	

教員以外の専任職員の
一覧表（氏名、職名）	
平成 25 年 5 月 1 日現在	

38.	専任職員一覧表[平成 28 年度]	

報告書作成マニュアル
指定以外の備付資料］	

39.	事務室業務分担	
40.	人事制度のしおり	
41.	目標管理ガイド	

B	物的資源	
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報告書作成マニュア

ル記載の備付資料	
資料番号・資料名	

校地、校舎に関する図
面（全体図、校舎等の
位置を示す配置図、用
途（室名）を示した各
階の図面、校地間の距
離、校地間の交通手段
等）	

12.	キャンパスガイド 2016	
42.	東海大学福岡短期大学校舎見取図	
20.	募集要項 2016	

図書館、学習資源セン
ターの概要（平面図、
蔵書数、学術雑誌数、
AV 資料数、座席数等）	

1.	東海大学福岡短期大学教育研究年報 2014	

［報告書作成マニュア
ル指定以外の備付資
料］	

43.	災害発生時における初動対応マニュアル	

C	技術的資源	

学内 LAN の敷設状況	 44.	学内 LAN の敷設状況一覧	

マルチメディア教室、
コンピュータ教室等の
配置図	

42.	東海大学福岡短期大学校舎見取図	

D	財的資源	

寄附金・学校債の募集
についての印刷物等	

45.	学校法人東海大学松前重義記念基金募集についての印刷物	
46.	学校法人東海大学建学 75 周年記念事業募金についての印刷物	

財産目録及び計算書類
（過去 3 年間）	 47.	事業報告書・財務報告書（平成 25～27 年度）	

基準Ⅳ：リーダーシップとガバナンス	

A	理事長のリーダーシップ	

理事長の履歴書（平成
28 年 5 月 1 日現在）	

48.	理事長の履歴書	

学校法人実態調査表
（写し）（過去 3 年間）	

49.	学校法人実態調査（写し）（平成 25～27 年）	

理事会議事録（過去 3
年間）	

50.	学校法人東海大学理事会議事録（平成 25～27 年）	

【諸規程集】	
（組織・総務関係）	

組織規程、事務分掌規
程、稟議規程、文書取
扱い（授受、保管）規
程、公印取扱規程、個
人情報保護に関する規
程、情報公開に関する
規程、公益通報に関す
る規程、情報セキュリ
ティポリシー、防災管
理規程、自己点検・評
価に関する規程、SD に
関する規程、図書館規
程、各種委員会規程	
（人事・給与関係）	

就業規則、教職員任免
規程、定年規程、役員
報酬規程、教職員給与
規程、役員退職金支給
規程、教職員退職金支
給規程、旅費規程、育

	
	
	
	
	
	
	
	
	
51.	学園規程集	
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報告書作成マニュア

ル記載の備付資料	
資料番号・資料名	

児・介護休職規程、懲
罰規程、教員選考基準	

（財務関係）	
会計・経理規程、固定
資産管理規程、物品管
理規程、資産運用に関
する規程、監査基準、
研究費（研究旅費を含
む）等の支給規程、消
耗品及び貯蔵品管理に
関する規程	

（教学関係）	
学則、学長候補者選考
規程、学部（学科）長
候補者選考規程、教員
選考規程、教授会規程、
入学者選抜規程、奨学
金給付・貸与規程、研
究倫理規程、ハラスメ
ント防止規程、紀要投
稿規程、学位規程、研
究活動不正行為の取扱
規程、公的研究費補助
金取扱に関する規程、
公的研究費補助金の不
正取扱防止規程、教員
の研究活動に関する規
程、FD に関する規程	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
51.	学園規程集	

B	学長のリーダーシップ	

学長の履歴書・業績調
書	

31.	専任教員個人調書（学長履歴書・業績調書）	

教授会議事録（過去 3
年間）	

52.	東海大学福岡短期大学教授会議事録（平成 25～27 年）	

委員会等の議事録（過
去 3 年間）	

53.	企画調整会議議事録（平成 25～27 年）	
54.	情報処理学科会議議事録（平成 25～27 年）	
55.	国際文化学科会議議事録（平成 25～27 年）	
56.	教務委員会議事録（平成 25～27 年）	
57.	学生委員会議事録（平成 25～27 年）	
58.	国際交流委員会議事録（平成 25～27 年）	
59.	キャリア委員会議事録（平成 25～27 年）	
60.	広報委員会議事録（平成 25～27 年）	
61.	FD・SD 委員会議事録（平成 25～27 年）	
62.	入試企画委員会議事録（平成 25～27 年）	
63.	大学評価委員会議事録（平成 25～27 年）	

C	ガバナンス	

監事の監査状況（過去 3
年間）	

64.	監査報告書	

評議員会議事録（過去 3
年間）	

65.	評議員会議事録	

選択的評価基準	

教養教育の取り組みに
ついて	

該当なし	

職業教育の取り組みに
ついて	

該当なし	
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【基準Ⅰ	建学の精神と教育の効果】	

n 基準Ⅰの自己点検・評価の概要	

建学の精神と教育効果に関しては、本学では、学園との連携も含めて、定期的な検

証(PDCA サイクル)が明確に行われており、課題、改善計画及び行動計画は特にない。

現状の維持に引き続き努めていきたい。	

	

［テーマ基準Ｉ－A 建学の精神］	

[区分	 基準Ⅰ-A-1	 建学の精神が確立している。］	

n 基準Ⅰ-A-1 の自己点検・評価	

(a)		現状	

東海大学の創立者松前重義（1901～1991）は、青年時代に「人生いかに生きるべき

か」について思い悩み、内村鑑三の研究会に参加するに至ってその思想に深い感銘を

受けた。その後、特にデンマークの教育による国づくりの歴史に啓発され、教育がも

つ使命の重大さを痛感することとなり、真に求められるべき教育とは、人づくりであ

ると同時にそれを通じての社会・国家への働きかけであり、人類の福祉と平和の追求

であると考えた。そして教育こそが、後世に伝えられるべき貴重な遺産であるとの信

念を抱き、生涯を教育に捧げようと決意して 1936 年東京武蔵野に私塾「望星学塾」を

開設した。ここに東海大学の学園の原点がある。創立者松前はこの「望星学塾」に、4

つの言葉「若き日に汝の思想を培え」、「若き日に汝の体躯を養え」、「若き日に汝の智

能を磨け」、「若き日に汝の希望を星につなげ」を掲げた。ここで松前は、身体を鍛え、

知能を磨くとともに、精神文明と物質文明の調和を目指した文理融合教育に根差す、

人間、社会、自然、歴史、世界等に対する幅広い視野をもって、一人ひとりが人生の

基盤となる思想を培い、人生の意義について共に考えつつ希望の星に向かって生きて

いこうと語りかけられている。東海大学は、このような創立者の建学の精神と教育の

理想を受け継ぎ、明日の歴史を担う強い使命感とバランスの取れた豊かな人間性をも

った人材を育てることにより、「調和のとれた文明社会を建設する」という理想を高く

掲げて歩み続けている。	

こうした創立者の建学の精神と教育理念は、学園傘下の短期大学である本学におい

ても明確に継承されており、本学の確固たる教育の礎となっている。創立者の建学の

精神と教育理念は「2015 キャンパスガイド」、「学生募集要項 2015」等の冊子体及び本

学ホームページウェブサイト（「本学 HP」と略称）といった媒体を通じて、学内外に

広く周知されており、短大行事（入学式、ガイダンス、建学記念式典、後援会、学位

授与式等）における学長や学科主任等の講話や説明においても折に触れ、紹介されて

いる。特に「若き日に」に始まる 4 つの言葉は、建学の精神と教育理念をわかりやす

く明確に伝える学園共通の教育の指針となっており、本学においても目に触れやすい

構内の各所（1 号館玄関ホール、2502 教室、福岡コモンホール）に掲示されて周知が

されている。また図書館では、創立者松前重義の著作や関連した書籍を展示ケースに

て常時紹介しており、学園の歴史、建学の精神、教育理念等への関心と周知が図られ

ている。さらに短大の様々な行事においては、学生・教職員共に建学の精神を反映し

た「建学の歌」と「校歌」を斉唱し、東海大学及び本学への帰属意識と連帯意識を高

様式 6－基準Ｉ 
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める取り組みがされている。学生指導においても、建学の精神を基盤に置き、全教職

員が協力して行っている。	

本学において、 も明確に建学の精神及び教育理念を伝え、理解させる取り組みと

しては、「現代文明論」の実施がある。本科目は学園全体において、教育の中心に位置

づけられており、本学においても学生（1 年生）の必修科目として開講されている。

本科目では学長及び理事等の学園関係者による、学園の歴史や建学の精神及び創立者

の教育の理想を伝える講義が数回に渡って組まれており、講義後、学生は課せられた

小レポートにおいて講義内容の確認と自らの感想を述べることで建学の精神に対する

意識づけと周知、及び理解が図られている。このように本学では、様々な機会を通し

て、学生・教職員は定期的に建学の精神に触れ確認する機会を得ており、建学の精神

への周知と理解が明確に確立されている。	

学園として全体の「現代文明論」のあり方の検討を行う部署としては、「東海大学一

貫教育センター」が所管する「現代文明論研究センター」がある。このセンターが中

核となって、本学を含む学園内の各教育機関において「現代文明論」を担当する委員

を以って構成される「現代文明論研究センター運営委員会」を年 2 回開催し、その教

育の統一性・整合性を維持するための計画案や、より効果的な授業展開の方法論等の

協議が行われ、建学の精神と教育理念の定期的な検証（PDCA サイクル）が行われてい

る。各教育機関には、本会議に参加した代表者が、見直し等の検討結果を持ち帰り、

各教育機関の教授会等を通して全教職員に報告されている。	

	

(b)		課題	

本学では、建学の精神と教育効果についての検証(PDCA サイクル)が明確に行われて

おり、課題、改善計画、行動計画は特にない。現状の維持に引き続き努めていきたい。	

 
n テーマ	 基準Ⅰ-A	建学の精神の改善計画	

特になし。	
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［テーマ基準Ｉ-B	教育の効果］	

[区分	 基準Ⅰ-B-1	 建学の精神が確立している。］	

n 基準Ⅰ-B-1 の自己点検・評価	

(a)		現状	

本学は、東海大学の建学の精神と教育理念を基に、短大及び学科の教育目的・目標

を明確に設定している。本学では、「現代文明論」を中心とした人文科学と自然科学の

融合によるバランスの取れた文理融合教育を教育の根幹に置いて、確固たる歴史観、

国家観、世界観を把握できる幅広い視野と柔軟な発想力を有した、明日の歴史を担え

る強い使命感と豊かな人間性をもった人材を育てることにより「調和のとれた文明社

会を建設する」ことを教育の理想に掲げる東海大学の建学の精神を継承し反映させな

がら、以下の三つの点を短大全体の基本的な教育目的・目標として表明している。	

・幅広い視野と教養を身に付け、ヒューマニズムに立脚した総合的な汎用性と豊かな	

人間性を獲得すること	

・基本となる専門性を実践的に学び、実社会で役立つ基礎力と応用力を習得すること	

・将来や進路を視野に入れ、資格取得やキャリアに対し向上心と積極性を醸成するこ

と	

	

以上の教育目的・目標のもと、二学科が設置される本学では、情報処理学科に 4 つ

の分野（Web デザイン、デジタルアート、オフィスマネジメント、医療情報）、国際文

化学科に 3 つの分野（英語・韓国語・中国語、観光ビジネス、スポーツマネジメント）

を設けて教育を行っている。学科のそれぞれの教育目的・目標においては、情報処理

学科では、情報通信技術(ICT)の革新的発展によって高度に情報化した現代社会におい

てビジネスの実務者として柔軟に対応できる人材の育成を 終的な教育目標として掲

げている。詳細については、21 世紀の ICT 社会おいて一層のデジタル化・モバイル化・

ネットワーク化が進展し、様々な分野の知識融合によって新しい事業分野が創出され、

産業・経済・社会のパラダイムを大きく変革していくと予想される中で、ICT スキル

はシステム開発やディジタルコンテンツ制作などの情報メディアの分野はもとより、

事務・営業・財務・医療など広範な領域における実務処理といった様々なビジネスの

現場の現状に対応し、即戦力として活用できる実務的な ICT スキルとビジネス知識の

修得、及びそれらの活用力・応用力を養成することにより、変化の激しい ICT 社会の

中で柔軟に対応ができる人材を育成することを目指すと同時に、実践的なプロジェク

ト研究を中心とする情報系の専門教育を通して社会人としての基礎的なスキルである

コミュニケーション能力、行動力、企画力を養成することを教育目標に置いている。	

国際文化学科においては、昨今のグローバル化が進展する国際社会で、特に語学、

観光ビジネス、スポーツマネジメントの分野で活躍できる人材の育成を教育目標に置

いている。21 世紀の国際社会では、文化や言語の異なる国々・地域との共生が重要な

課題となり、本学科では、国際的な視野を持つことや異文化理解に対する知識や教養

を養いながら、国際言語である英語を核として、本学が位置する東アジアの地域で生

かせる語学力を考慮して中国語と韓国語にも語学教育の重点を置いている。一方、グ

ローバル化が進む産業の代表とも言える観光・レジャー分野やスポーツマネジメント
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の分野においては、即戦力として対応できる人材の育成が急務となっている。こうし

た現状に対応すべく、国際文化学科では、需要度の高い 3 カ国語（英語・中国語・韓

国語）の教育を核としながら、観光・レジャー産業の分野とスポーツ産業の分野につ

いての専門教育とともに、資格対応の科目や異文化・国際理解に関する様々な教養科

目を多く設けて、国際文化についてバランスよく学べるカリキュラムを配し、これか

らの真の国際人となるための基礎的な知識と教養とスキルを身に付けてもらうことを

教育の主な目標としている。	

以上の本学の全体及び各学科の教育目的・目標は、東海大学の建学の精神と教育理

念との関連を明確に表明しながら、入学生に配布される「2015 キャンパスガイド」、

あるいは受験広報用の「キャンパスガイドブック 2015」（以降、「広報用メインパンフ」

と称す）といった冊子体、及び Web 上の「本学 HP」を通じて、学生、保護者及び教職

員を始め、学内外に対して広く表明されている。また他にも、（保護者も含めて）学生

に対しては、オープンキャンパスを始め、入学時のガイダンスや短大行事等、様々な

機会においても学長、学科主任等から随時説明がなされている。なお、授業科目の教

育目的・目標については、各科目のシラバス（Web 上）にそれぞれ明記され示されて

いる。	

本学の教育目的・目標の自己点検・評価については、東海大学の建学の精神と教育

理念に関する自己点検・評価は、既述したように全学的に行われている「現代文明論」

について検証する東海大学の「現代文明論研究センター」が中心となって、本学を含

む学園内の各教育機関において現代文明論を担当する委員から構成される「現代文明

論研究センター運営委員会」を年 2 回開催し、各教育機関は、東海大学の建学の精神

と教育理念とそれぞれの教育機関との教育目的・目標、教育内容との整合性を確認、

検証しながら、効果的な授業展開の方法論等の協議が行われ、建学の精神と教育理念

の定期的な検証（PDCA サイクル）が行われている。本会議に参加した本学の代表者は、

改善策・見直し等の検討結果を持ち帰り、学科会議、教授会等を通して全教職員に会

議内容が報告されている。		

本学の教育目的・目標の自己点検・評価については、大学評価委員会が実施する「大

学評価アンケート」並びに「授業評価アンケート」を全学生に実施しており、定期的

な点検が行われており、一部の科目では、より即時性と学習効果へのレスポンスが期

待できる「リアルタイム授業評価」も活用され、自己点検・評価が行われている。ま

た、教育目的・目標についての改定や改善及び関連したカリキュラム等の変更につい

ての案件は、適宜、各学科の学科会議や大学評価委員会及び教務委員会を中心とする

各種委員会が連携を取りながら、検討・審議されている。これらは、学長、両学科主

任、事務室長及び事務室長補佐によって構成される学内の「企画調整会議」での確認・

調整を経て、 終的に教授会において審議及び報告がされている。なお教育目的・目

標については、学則の改定等、理事長の決裁が必要な案件に関しては、短大を所轄す

る東海大学の「大学運営本部高等教育室」との連携と確認を図りながら、自己点検を

行っている。	
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(b)		課題	

特に課題はない。本学は 2016 年度の入学生を以って学生募集を表明しており、現教

育体制の維持に努めたい。	

 
[区分	 基準Ⅰ-B-2	 学習成果を定めている。］	

n 基準Ⅰ-B-2 の自己点検・評価	

(a)		現状	

本学では、建学の精神と教育理念に基づいた教育目的・目標を定めており、教育目

的・目標に対する学習成果については、本学の教育方針を理解し、所定の単位を修得

し卒業した学生に対し、短期大学士（情報学、国際文化学）の学位を授与することを

ディプロマポリシーとして示している。	

学習成果を数値として測定する 終的な成績評価については、本学ではより精密な

成績評価が可能といわれる「GPA(Grade	Point	Average)」制度を導入しており、	100

点法の評点を 90～100：「A1」、80～89：「A2」、70～79：「B」、60～69：「C」、0～59：「D」

と 5 段階評価で表示し、評点 60 点以上の C 評価以上を合格、D 評価を不合格としてい

る。またその他の合格の評価には「S」と「P」があり、S 評価については、（外国を含

む）他の短期大学または大学等の高等教育機関で取得した単位（30 単位を超えない範

囲）、あるいは本学入学前または在学中に取得した検定資格を本学の教育内容に有効と

認めて本学の科目に置き換えた場合の評価となっている。P 評価については、成績評

価に上下を設けない特殊な科目（例えば、海外研修航海等）に対して与えられる評価

となっている。評価のそれぞれの GP 値に関しては、A1＝4.0、A2＝3.0、B＝20、C＝10、

D＝0 とし、全体の GPA 値は、履修登録科目それぞれの総和（GP×単位数	 ※D 評価含

む）を履修登録単位数の総和（※D 評価含む）で割り出して算出している（小数点第 2

位以下は四捨五入、なお S 評価と P 評価に関しては、GPA 値の計算の対象外となって

いる）。	

また、本学では、全科目の学習内容や到達目標、成績評価の判断基準等を Web 上の

シラバスに予め公開（プリント可能）しており、以上については、全学生を対象とし

た学期初めの履修ガイダンスや各科目の担当教員の初回授業等においても説明が行わ

れている。学習成果を測る判断基準に関しては、担当教員の判断や科目の授業形態、

あるいは分野の専門性等によって異なるが、まずは定期試験、臨時試験、追試験とい

った試験の結果を基本としており、これに加えて、（定期試験等を実施しない場合は）

授業期間中に実施するテスト、提出物（レポートや論文、作品等）、プレゼンテーショ

ンや発表、受講姿勢、出席状況等によって、総合的に学習成果が判断され、成績が評

価されている。	

学習成果に関しては、学期末に全科目を対象に実施される「授業評価アンケート」

において、受講した学生の満足度や理解度の統計をとっており、これは学習成果を測

る一つの指標としている。これと併せて、本学には毎回の授業ごとの学習成果を確認

できる「リアルタイム授業評価」システムがあり、より精密な学生の理解度・目標達

成度を測ることも可能となっている。	

また、本学では、在学中の検定資格等の取得を卒業後の進路（就職、大学編入、留
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学等）につながる重要な学習成果の一つとして目標に掲げている。情報処理学科では

4 つの分野（Web デザイン、デジタルアート、オフィスマネジメント、医療情報）の学

習内容と関係の深い、検定試験を重点資格として以下の資格の取得を推奨している。	

「基本情報処理技術者試験」（※本学は九州における認定校となっており、一部試

験が免除されている）、「ITパスポート試験」、「CG検定」、「フォトマスター検定」、	

「日商 PC 検定（文書作成）」、「日商 PC 検定（データ活用）」、「日商簿記検定」、	

「秘書検定」、「保険請求事務技能検定」等	 	

	

一方、国際文化学科では 3 つの分野（英語・韓国語・中国語、観光ビジネス、スポ

ーツマネジメント）の学習内容と関係の深い、以下の検定試験を重点資格として取得

を推奨している。	

「実用英語技能検定」、「TOEIC」、「韓国語能力検定」、「ハングル能力検定」、	

「中国語検定」、「漢語水平考試（HSK）」、「国内旅行業務取扱管理者」（国家資格）、	

「総合旅行業務取扱管理者」（国家資格）、「「国内旅程管理主任者」、	

「スポーツクラブマネージャー」、「中高老年期運動指導士」等	

	

以上の各学科が推奨する検定資格については、「2015 キャンパスガイド」、「キャンパ

スガイドブック 2015」（広報用メインパンフ）、「本学 HP」の他に、オープンキャンパ

ス、あるいは入学後のガイダンスでの説明等を通して周知されている。また学習成果

に対するインセンティブとして在学中に資格取得及び検定合格し、顕著な成果を収め

た学生に対して、給付の奨学金制度として「資格取得奨励奨学金」を設けている。	

	

(b)		課題	

課題については、本学では、科目ごとの学習成果は明示されているが、より明確な

学習成果につなげるためには、学科全体での学習成果としての各科目の位置づけやそ

れぞれの科目の関係性を考慮した学習成果の設定し、またそれに対する学生への意識

づけ等を再確認し、強化することが必要である。より精密な学習成果を測る方法とし

て「リアルタイム授業評価」システムの活用法やその活性化への再認識、あるいは一

部の科目で現在実施されているポートフォリオの活用等、学習成果につながるシステ

ム作りを全学的に取り組むことが課題である。本学は 2016 年度の入学生を以って、学

生募集を停止しているが、閉校まで自己点検・評価体制のさらなる改善に努めたい。	

	

	

[区分	 基準Ⅰ-B-3	 教育の質を保証している。］	

n 基準Ⅰ-B-3 の自己点検・評価	

(a)		現状	

本学では、短期大学設置基準等の関係法令に則り、短期大学としての教育活動を展

開している。短大教育に関わる法令などの変更や関係省庁からの通達に対しては、短

大を所轄する東海大学の大学運営本部高等教育室との連携を取りながら、適時確認と

学内への周知を行い、常にこれらの順守に努めている。また教育の質の保証という点
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では、その明確な数値を測ることは難しいが、本学の教育全般に関しては、総合的に

単位認定状況、GPA 分布、「大学評価アンケート」、「授業評価アンケート」、「リアルタ

イム授業評価」等、具体的な学習成果・教育効果を示すものを活用しながら、本学で

は教育目標の到達度を定期的に確認している。	

本学では、東海大学の建学の精神と教育理念及び本学の教育目的・目標との整合性

を維持しながら、教育内容のニーズや近年の入学してくる学生の多様化に対応して適

時カリキュラムの変更や改善を行ってきた。中でも本学の教育の特色として、特に小

規模な短期大学における学生一人ひとりへのきめ細かい教育の保証という観点を重視

して、ここ数年その体制作りに取り組んできた。その体制作りとは、初年次教育と少

人数指導体制に重点を置いた体制である。まず本学では、入学直後の高校とは異なる

教育環境に慣れることを目的とした「フレッュマンゼミナール」を初年次教育におけ

る必修科目として開講している。「フレッシュマンゼミナール」では、履修登録方法、

講義の聴き方、ノートテイク・レポートの書き方、グループディスカッション、学内

の施設・設備（コンピュータ実習室、図書館、コモンホール、学生支援室、健康推進

室等）の利用・活用案内等といった高等教育への入り口としてきめ細かいガイダンス

と指導を行い、教職員との信頼関係や仲間づくりの構築も考慮して、入学当初からス

ムーズに本学での学修に移行できる工夫を行っている。	

また、この「フレッシュマンゼミナール」と連携する体制として、本学では学生 10

名程度につき指導教員 1 名を配置した少人数指導体制を敷いている。指導教員の役割

については、本学「学修に関する規則」第 3 章（「キャンパスガイド」参照）に規定さ

れているように、学生の学修、生活、進路等全般に渡っての指導や支援を行うことに

ある。第 1 セメスターでは、特に本学の教育に慣れるための指導（履修指導、生活指

導、その他の個別相談等）に重点が置かれた指導が行われ、第 2 セメスター以降は、

「ゼミナール」（国際文化学科の場合）または「プロジェクト研究」（情報処理学科の

場合）といった各学科の専門科目と連動しながら、学修面や生活面の指導に加え、指

導教員による、進路（就職、大学編入、留学等）についての個別指導を行っている。	

以上のように、本学では初年次教育と少人数指導体制を教育の質の保証の重点項目

に置く中で、教育活動における個別指導へのサポートと教育の質の維持していく上で

欠かせない大きな役割を果たしているのが Web 上のシステムとなっている。本学では、

2005～2006 年度に「学びの自由化と個別教育の推進」を教育目標とした取り組みが文

部科学省の「現代 GP」に採択されて以来、本学の専任教員によって開発された

e-learning 教材や「学生カルテ」（Student	Relationship	Management	System：略称

SRMS）システム、「リアルタイム授業評価」システムといった教育支援ステムを web 上

で運用してきた。まず、e-learning については、「いつでも」「どこでも」「だれでも」

が受講できる教育環境になることを目指して、様々な事情により、通常の授業を受け

られない学生のケースや遠隔地からの通学者等への対応も考慮しながら、教育の質の

保証する一つのシステムになるよう、その開発と整備に努めている。因みに 2015 年度

は、正規科目のうち 8 科目（計 13 単位）を e-learning 履修可能科目として開講した。

これらの科目については、e-learning のみで単位取得が可能であるだけでなく、通常

の対面授業も実施しており、学生は科目担当教員と相談の上、受講の形態を選択する
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ことができる。この e-learning 履修可能科目の取り扱いについては学則上も明記して

おり、学生に不利益が生じないようにしている。	

また、「学生カルテ（SRMS）」については、学生一人ひとりの様々な情報を集約し、

全ての教職員が共有するために、既に 1999 年度から運用され、以降、継続的な改善・

改良が施され今日に至っている。この「学生カルテ（SRMS）」によって、学生の様々な

個別情報（学習状況、生活状況、進路状況、資格取得、その他）が、迅速且つ的確に

把握され、教職員の間で情報の共有化が可能になり、個別指導の現場において、日々

の学生の情報が直接反映されることにより「学生一人ひとりに一対一で向き合う」こ

とを目指す、本学のきめ細かい個別指導の基盤を構成するサポートシステムとなって

いる。	

「学生カルテ（SRMS）」が学生生活全般の包括的な個別指導をサポートするシステム

として活用される一方で、学期末に実施する紙媒体の「授業評価アンケート」とは別

に、学修面に特化し、学生からの即時のレスポンスによって授業改善につながってい

るシステムが「リアルタイム授業評価」である。こちらも「学生カルテ（SRMS）」と同

様、学修状況（出席、受講姿勢、理解度等）についての情報が他の教職員と共有が Web

上で可能となっており、学生への個別指導等に役立てられている。	

以上、本学の教育の質の保証について、初年次教育に対応した「フレッシュマンゼ

ミナール」、個別指導を重視した指導教員制度、Web 上の教育支援システム（e-learning、

「学生カルテ（SRMS）」及び「リアルタイム授業評価」）の観点から、その概要を紹介

してきたが、 後に、教育の質を保証する上では、教職員による教育に対する不断の

努力が必要と考えている。そのため、教育手法の研究や多様な学生への対応等、様々

な教育に関する問題点や 新のスキルに関する情報や知識を知る必要があり、その活

動として本学では FD・SD 委員会が研究会を開催し、教育の質の保証に努めている。こ

れまで、学習障がいを持った学生へのケアと対応方法、授業手法の紹介、 新の ICT

機器の教育への活用方法、成績評価方法、等々様々な教育に関する研究会を行ってき

た。なお、2015 年度は、以下の FD 研究会を開催した。	

・第 1 回 FD／SD 研究会実施	

期	 日：2015 年 5 月 25 日（月）15：40-16：30	

場	 所：コンピュータ実習室 2	

テーマ：学生カルテ（SRMS）の初心者向け利用講習会	

講	 師：八尋剛規（本学情報処理学科教授）	 	

参加者：教員 3 名、職員 1 名	

	

・第 2 回 FD 研究会実施 TV 会議参加（東海大学教育支援センター第 1 回 FD 研修会）	

期	 日：2015 年 6 月 30 日（火）17：15-19：00	

場	 所：第１会議室（TV 会議）	

テーマ：「アクティブラーニングを活用した授業改善～実践と教職協働の事例～」	

講	 師：秦	 敬治（追手門大学	 副学長・教授）	

参加者：教員 6 名、職員 1 名	
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・第 3 回 FD 研究会実施	

期日：2015 年 10 月 6 日（火）17：15-19：00	

場所：第 1 会議室（TV 会議）	

テーマ：「JMOOC の現状と大学での MOOC 活用についての展望」	

講	 師：福原美三（明治大学特任教授）、千賀康弘（東海大学海洋学部長・教授）	

参加者：教員 4 名、職員 1 名	

	

・第 4 回 FD 研究会実施	

期	 日：2015 年 12 月 22 日（火）17：15-19：00	

場	 所：第１会議室（TV 会議）	

テーマ：「中東・アラブ・イスラムの世界	 そこが知りたい！」	

講	 師：アブドーラ	 アルモーメン（東海大学国際教育センター・准教授）	

参加者：教員 3 名、職員 1 名	

	

・第 5 回 FD／SD 研究会実施	

期	 日：2016 年 3 月 9 日（水）13：00-15：00	

場	 所：コンピュータ第１実習室	

テーマ：第 1 部	 GoogleDrive の活用方法について	

	 	 	 	 第 2 部	 ECO 化のための Moodle の利用について	

講	 師：第 1 部	 八尋剛規（本学情報処理学科教授）	

第 2 部	 宮川幹平（本学情報処理学科准教授）	

参加者教員 11 名、職員 10 名	

 
(b)		課題	

課題としては、「学生カルテ（SRMS）」システムへの教職員の活用を活性化すること

が大きな課題と言える。その背景として、「学生カルテ（SRMS）」へ書き込む情報量が

教職員間で大きな格差が生じており、十分な情報を把握できない学生も出てきている

ことがある。学修面の指導はもとより、学生生活における生活指導、就職・進学に向

けた進路指導、あるいは精神的なケアも含めてまで、これらの指導を包括的に教育の

質の保証と捉えて、しっかりとした学生指導を行う上で、この「学生カルテ（SRMS）」

システムは、情報共有の重要なツールとしてもっと教職員間で効果的に活用される必

要がある。コンピュータの活用に不慣れな教職員や「学生カルテ（SRMS）」システムに

ついて無関心な教職員、または周知されていない教職員に対しては、FD・SD 等を通し

て、利用に関する技術的な説明会を随時実施し、書き込みに関する目的や内容に関す

る目安等についても、再度、学内での十分な理解とコンセンサスを諮っていきたい。

本学は 2016 年度の入学生を以って学生募集の停止を表明しており、閉校となるまで、

以上の学生個々の的確な状況把握と組織的対応の構築、及び教育の質の保証と維持に

努め、教育の使命と責任を果たしていきたい。	
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n テーマ	 基準Ⅰ-B	教育の効果の改善計画	

本学は、2016 年度の入学生を以って学生募集の停止を表明しており、2016 年度の入

学生が本学にとっての 後の卒業生となる。従って、 後の卒業生に対して、教育の

質の保証を提供し、その学習成果を満足なものにしていくためにも、効果的でより一

層きめ細かい改善が必要であると考えている。現在本学で行われている「授業評価ア

ンケート」の欠点は、学期末に実施していることから、どうしても学期期間中の改善

には繋がりにくい傾向がある。そこで、その改善策として、本学には、学生の学習効

果を即時に測ることができ、なお且つ教員の教育改善にも利用できる「リアルタイム

授業評価」システムがあり、現在、このシステムは一部の教員、一部の授業で利用さ

れているが、毎回の授業での学習成果の把握が可能なこのシステムの利用を、学長以

下、学科、大学評価委員会、教務委員会等と連携しながら、全学的に広めていく計画

である。また、「リアルタイム授業評価」システムと併せて、学生の学習履歴等の情報

が Web 上で共有できる「学生カルテ(SRMS)」についても、教員間の書き込みの差異の

是正に努めながら、一定のルール等を設けて、教育効果に向けた改善の中核に据えた

いと計画している。 
 

[提出資料]		

特になし	

[備付資料]		

7.	大学評価アンケート票	

8.	大学評価アンケート調査結果	

15.	学生カルテ SRMS について	

18.	授業評価アンケート票	

19.	授業評価アンケート結果	

20.	リアルタイム授業評価（科目一覧）	

21.	リアルタイム授業評価（入力画面）	

22.	リアルタイム授業評価（評価結果）	
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[テーマ	 基準Ｉ－Ｃ	自己点検・評価]	

[区分	 基準Ⅰ-C-1	 自己点検・評価活動等の実施体制が確立し、向上・充実に向けて努力

している。］	

n 基準Ⅰ-C-1 の自己点検・評価	

	(a)		現状	

本学においては、既述してきたとおり、学内の教育活動に関する自己点検・評価の

ための組織として「大学評価委員会」があり、本学の学則第2章第2条（「キャンパスガ

イド」に掲載）において「本学は、教育水準の向上を図り、前条の目的及社会的使命

を達成するために、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を公表する。」と

自己点検・評価についての組織と規程を明確に定めている。本委員会は、短期大学設

置基準の大綱化（改定）に伴い、1992年4月より自己点検・評価体制の構築が検討され、

同年11月に短期大学学長の諮問機関として東海大学福岡短期大学	「大学評価委員会」

を発足された。1993年4月より同委員会は実質的にも正式な委員会として活動を開始し、

下記の項目についての審議及び点検・評価を行っている。		

1)	自己点検・評価のあり方に関する基本的事項		

2)	自己点検・評価項目及び評価基準の設定		

3)	教育･研究・組織・管理運営の点検･評価に関する事項及び｢東海大学福岡短期大学

教育年報｣の発行		

4)	そのほか本委員会において必要と認めた事項	

	

以上において、大学評価委員会の活動として現在実質的に本学の教育目的・目標に

関する自己点検・評価に直結しているものに、項目の 2）として実施している「大学

評価アンケート」及び「授業評価アンケート」がある。両アンケーとともに全在学生

に対して無記名で実施している。「大学評価アンケート」については、本学の教育活

動全般（教育、学生・進路、施設・設備、福利厚生、教職員、学友会・クラブ活動、

校風・イメージ、その他等）に対する自己点検・評価を検証する役割を担っており、

結果は大学評価委員会で分析・検証され、問題点、改善に向けての意見等が学長、学

科会議、教授会等で報告されている。「授業評価アンケート」については、基本的に

非常勤教員も含めて全教員、全科目を対象に学期ごとに実施されており、本学の教育

目的・目標に対する効果を測る上で、学生が教員の教育活動を実質的に点検・評価す

る重要なアンケートとなっている。アンケートの項目は、教員・教科に対する満足度

を測ることに重点をおいているが、学生自身の努力度（出席、受講姿勢、予習・復習）

を申告する項目もあり、学生の学習姿勢に対する意識づけにも工夫がされている。ア

ンケート結果（アンケートの回収は学生が行い、事務室へ提出する）は、回収後にデ

ータが解析され、科目（講義科目、語学、演習科目、ゼミナール）ごとに全体のデー

タと個々のデータとの比較された結果が各科目の担当教員へフィードバックがされ、

授業改善への参考資料として活用されている。なお、大学評価委員会は「授業評価ア

ンケート」の集計結果について、分析と検証を行い、学科会議、教授会等において結

果の報告と教育効果、授業改善に向けての提言・助言等を行っている。	

もう一つの大学評価委員会の教育目的・評価活動に関する重要な活動としては、項
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目 3）における本学の教育･研究・組織・管理運営の点検･評価に関する事項及び｢東海

大学福岡短期大学教育年報｣（以降、「教育年報」と略す）の発行がある。本年報は、

本学の教育活動全般の自己点検・評価を行う上で 重要の資料の一つとして活用され

ており、現在、毎年 CD-ROM の形態で発行され、全内容は Web 上の「本学 HP」にて公

表されている。	

以上のように、本学における教育目的・評価活動等の実施体制としては、大学評価

委員会が中心となって行っているが、本学の教育目的・目標の確認と検証、東海大学

の建学の精神・教育理念との整合性についての自己点検と評価は、教育の現場である

学科が中心となって教務委員、現代文明論委員会、FD・SD 委員会等と横断的に連携を

取りながら、全学的に取り組む体制となっていることを付言しておきたい。	

なお、本学は、2009 年度に、短期大学基準協会による第三者評価を受け、「適格」

の評価結果を獲得した。その際、本学が独自に取り組んだ、電子「学生カルテ（SRMS）」、

「リアルタイム評価システム」、e-learning 教材等の開発について高い評価を得てい

る。これらのシステムは、その後改良が加えられながら、現在も Web 上で活用され、

本学の教育活動及び評価活動を向上させていく上で重要且つ不可欠なシステムとなっ

ている。	

 
(b)		課題	

特に課題はない。本学では、組織として教育目的・評価活動等の実施体制が確立し、

向上・充実に向けて継続的に努力してきた。本学は 2016 年度の入学生を以って学生募

集の停止を表明しているが、引き続き、授業改善に関する研究会の開催や教員間の授

業参観等、自己点検につながる活動及び実施体制の継続と維持に努めていきたい。 
 

n テーマ	 基準Ⅰ-C	自己点検・評価の改善計画	

特に改善計画はない。現教育体制の維持に努めたい。	

 
n 基準Ⅰ	 建学の精神と教育の効果の行動計画	

特に計画していない。	

 
◇	 基準Ⅰについての特記事項	

特になし。	
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【基準Ⅱ	教育課程と学生支援】	

n 基準Ⅱの自己点検・評価の概要	

本学は、2016 年度の入学生を以って学生募集の停止を表明しており、2016 年度入学

生への教育課程と学生支援の維持に努めていきたい。これに向けて、改善を計画して

いる検討課題としては、学生支援の情報共有の促進と強化を第一に図りたい。教職員

が一丸となって学生生活、学習成果、進路支援等の学生支援を行う上で必須となる情

報共有の中核を担う「学生カルテ（SRMS）」の利用に関しては、その使用頻度に教職員

間の格差が生じているが現状であり、企画調整会議で業務的観点における「学生カル

テ（SRMS）」の位置づけを再度明確にして教職員への周知徹底を図るとともに、FD・SD

委員会や大学評価委員会を中心として、その活用方法及び支援効果について検討を行

う計画である。次に、授業における習熟度の格差への対応については、学科会議、教

務委員会等で議論を始め、現在、ある程度効果的に機能している e-learning 教材の充

実等の支援策を検討する。第三に、現在メンタルヘルスケアやカウンセリングを必要

とする学生数が増加している傾向にあり、これに対処するための組織的対応策を健康

推進室及び安全衛生委員会を中心として検討する。これに加えて、近年、大学・短大

における学生と教員、あるいは教職員間のハラスメントが頻発している社会状況を鑑

み、チェック機能と組織的な対応への強化も検討する必要がある。	

	

[テーマ	 基準Ⅱ-A 教育課程]	

[区分	 基準Ⅱ-A-1	 学位授与の方針を明確に示している。］	

n 基準Ⅱ-A-1 の自己点検・評価	

(a)		現状	

本学のディプロマポリシーは、全学共通部分と各学科の専門性に関する部分から構

成されている。全学共通のディプロマポリシーについては、「汎用性と人間性」、「基礎

力と応用力」、「向上心と積極性」の三つを基本として、ICT 社会とグローバル化社会

に対応した人材育成を学位授与の方針として身につけるべき方向性を示している。各

学科の学位授与の方針は、社会から要求されている知識とキルに伴う能力や人間性を

育成するよう策定されており、実用性を視野に入れながら、社会的にも通用性のある

ポリシーとなっている。しかしながら、本学のディプロマポリシーは、目指すべき方

向性を示したものであり、学則とは切り離した内容で作成しているため、この中に「卒

業の要件」、「成績評価の基準」等の具体的文言は示されていない。「卒業の要件」につ

いては、本学「学則」第 28 条（2 年以上の在学と 62 単位以上の単位取得）と「学則」

第 29 条 1 項（教授会の議を経ること）及び第 2 項（学位の授与）において規定されて

おり、「成績評価」については本学「学則」第 24 条、「成績評価の基準」については本

学「学修に関する規則」第 7 条にそれぞれに明記されている。また、本学の全学共通

のディプロマポリシーは、「本学 HP」に公表されている。	

本学に設置されている情報処理学科並びに国際文化学科の二学科における学習成果

に対応した学科ごとのディプロマポリシーについては、検証と改定を経て、2015 年度

から新たに運用を開始している。まず ICT 分野において即戦力となる人材の育成を

終的な目標と掲げている情報処理学科のディプロマポリシーについては、Web 上の「本

様式 7－基準Ⅱ 
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学 HP」や受験生向けの「キャンパスガイドブック 2015」（広報用メインパンフ）を通

して、以下のように学内外に公表されている。	

＜情報処理学科:ディプロマポリシー＞	

1.	実社会の中でモバイルを中心とした ICT 機器やクラウドサービス、ソーシャルネ

ットワークなどを総合的に活用し、新たなコンテンツを創出できる能力	

2.	オフィスや医療事務等の業務をこなすための道具として ICT を使いこなす能力	

3.	新たな技術や情報あるいはニーズに敏感に対応し、新しい方向性を見つけ出すこ

とのできる能力	

	

以上のように、情報処理学科のディプロマポリシーの中には、学位授与の方針とし

て身に付けるべき能力や方向性が示されている。但しこれらは、平易で明快な標語と

して受験生や入学生に伝えたものであり、ディプロマポリシーに関わる「卒業要件」

や「成績評価・評価基準」及び「学位授与」については、別途に学則等の規程に明確

に定めている。学則規程は、Web 上の「本学 HP」に公開され閲覧が可能となっており、

入学後の全学生に配布されるキャンパスガイドにおいても、これらの学則規程は記載

され、学生への周知が図られている。また、GPA による成績評価についても同様に、

キャンパスガイドに説明を記載している。これに加えて、学位授与、卒業要件、成績

評価等については、学科主任や教務担当の教員及び職員により、入学後のガイダンス

等でも口頭で説明がされている。	

なお、科目ごとの成績評価・評価基準については、各科目担当の教員によって、定

期試験、課題レポート・作品提出、プレゼンテーション、出欠席、受講姿勢等を基に

した成績評価基準が「本学 HP」上のシラバスに入学年度ごとに明示され、閲覧と印刷

が可能となっている。また、ディプロマポリシーとの関連性のある「資格取得」につ

いては、情報処理学科は、国家資格である「情報処理技術者試験」の一部試験免除の

認定校となっており、その他、「日商 PC 検定」や「CG-ARTS 検定」、「医療事務検定」

等の資格取得のための要件がシラバス上に明記されている。各種検定資格取得につい

ては、学科の学習成果を具体的な結果として社会に提示にするものとして位置付けて、

奨励するとともに、難易度の比較的高い資格については、取得した資格に対応した関

連科目に読み替えて単位認定を行っている。	

情報処理学科のカリキュラム編成については、「現代文明論」と一般教養、語学等を

中心とする両学科共通科目と専門分野の実践力習得のための知識とスキルを養う学科

専門科目により構成され、教育目標やディプロマポリシーに沿った科目が配置されて

いる。また、東海大学及び本学全体の教育方針でもある、幅広い視野と教養を身に付

けること、またグローバル化する国際社会への対応も考慮して、他学科である国際文

化学科の専門科目も 20 単位まで履修が可能となっている。	

情報処理学科のディプロマポリシーは、時代の趨勢や社会のニーズへの変化にも柔

軟に対応する必要もあって学則に規定することが前提ではないと考えるため、現在は

学則には規定していない。これまで情報処理学科は、情報ビジネス系の学科として、

特にオフィス業務や情報処理業務等において地域社会に貢献できる多くの人材を輩出

してきた。これは、学科の教育が、建学の精神と教育理念を基として、ICT の「知識」
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や「スキル」のみに偏重することなく、「学士力」や「社会人基礎力」を重視した育成

を展開し、社会的に通用性があることを意味している。情報処理学科では、現在のデ

ィプロマポリシーを次年度も継続していく方針である。	

	

一方、実社会・地域社会・国際社会で貢献できる人材の育成を 終的な目標として

掲げている国際文化学科のディプロマポリシーについては、情報処理学科と同じく、

以下のように明示されており、Web 上の「本学 HP」や受験生向けの「キャンパスガイ

ドブック 2015」（広報用メインパンフ）を通して、学内外に公表されている。	

＜国際文化学科：ディプロマポリシー＞		

1.	3 カ国語を活かし、ビジネスや実社会で貢献できる人にします	

2.	韓国語を活かし、アジアで活躍する人にします	

3.	中国語を活かし、アジアで活躍する人にします	

4.	観光業界で活躍できる観光ビジネス分野のエキスパートにします	

5.	スポーツ界で活躍できるスポーツマネジメント分野のエキスパートにします	

	

以上のように、国際文化学科のディプロマポリシーにおいても、ディプロマポリシ

ーの中に学位授与の方針として身に付けるべき能力や方向性が明確に示されている。

但し、これらは、情報処理学科と同じく、平易で明快な標語として受験生や入学生に

伝えたものであり、ディプロマポリシーに関わる「卒業要件」や「成績評価・評価基

準」及び「学位授与」については、別途に学則等の規程に明確に定めており（以上、

前頁の情報処理学科における説明を参照のこと）、各科目の成績評価基準についても、

定期試験、授業内の試験、レポート・提出物、出席状況、受講姿勢等を基に適正に設

定されている。	

また、国際文化学科においても「資格取得」に関しては、卒業までの在学中の一つ

の学科の達成目標として、取得や受験することを学生に推奨しており、キャンパスガ

イド、広報用の各種パンフレット等、あるいは入学時のガイダンス、関連する資格に

対応する科目の授業等を通して、随時、学生に対して説明されている。国際文化学科

のディプロマポリシーと関連性がある資格については、本学科では、実社会、地域社

会、国際社会において活躍し、貢献する人材の育成を目指していることから、グロー

バル化が進む国際社会及び国内においても、世界共通語としてその活用度がますます

高まる英語の検定資格（「実用英語技能検定」、「TOEIC」）を中心に、本学が位置する北

部九州から地理的に近く、経済関係、文化交流等でますます需要が高まっている、中

国語と韓国語の検定資格（「中国語検定試験」、「HSK」、「韓国語検定試験」、「ハングル

能力検定試験」）への受験を学生に推奨している。また、本学科では、観光関連へ就職

を考えている学生も多くいることから、旅行業務に必要な「総合旅行業務取扱管理者

試験」、「国内旅行業務取扱管理者試験」（ともに国家資格）、及び「国内旅程管理者主

任試験」の取得を奨励しており、難易度の高い前者 2 つの資格試験については、対応

した授業科目を設け、後者のツアーコンダクターに必要な「国内旅程管理者主任試験」

については、取得のための集中講座と実習を設けている。また 2020 年の東京オリンピ
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ック・パラリンピックの開催、あるいはスポーツ指導と健康スポーツに対する関心か

ら 2015 年度よりスポーツマネジメント分野の推奨資格として「スポーツクラブマネー

ジャー」と「中高老年期運動指導士」を設けている。（なお、2016 年度には、さらに

「スポーツクラブインストラクター」、「子ども身体運動発達指導士」、及び「介護予防

運動スペシャリスト」の 3 つの推奨資格が加わる予定である）。	

国際文化学科のカリキュラム編成については、情報処理学科と同様に、「現代文明論」

と一般教養、語学等を中心とする両学科共通科目と専門分野の実践力習得のための知

識とスキルを養う学科専門科目により構成され、教育目標やディプロマポリシーに沿

った科目が配置されている。また、東海大学及び本学全体の教育方針でもある、幅広

い視野と教養を身に付けること、また ICT 社会への対応も考慮して、他学科である情

報処理学科の専門科目も 20 単位まで履修が可能となっている。国際文化学科のディプ

ロマポリシーについては、情報処理学科と同様に、学則には規定しておらず、時代の

ニーズや趨勢に柔軟に対応していくことを考慮して策定している。国際文化学科では、

建学の精神と教育理念を基として、本学科が目指す、実社会、地域社会及び国際社会

で活躍し、貢献できる人材をこれまで輩出してきた。国際文化学科としては、この方

針を堅持し、現在のディプロマポリシーを次年度も継続していく方針である。	

	

(b)		課題	

情報処理学科、国際文化学科共通の課題として、ディプロマポリシーの達成度を具

体的な数値として測定する方策が必要であると考えている。	

また、成績評価の基準については、シラバスにも明確に示されているが、「社会人基

礎力」をどのように評価していくかは各授業担当者に委ねられているため、今後、両

学科で共通した認識が求められる。そのために学科会議や教務委員会で議論していく

ことが必要である。	

 
[区分	 基準Ⅱ-A-2	 教育課程編成・実施の方針を明確に示している。］	

n 基準Ⅱ-A-2 の自己点検・評価	

(a)		現状	

本学では、教育課程編成・実施の方針を全学共通のカリキュラムポリシーとして、

明確に示しており、「本学 HP」及び冊子体（「2016 キャンパスガイド」）にて公表して

いる。全学共通カリキュラムポリシーについては、以下のように設定されている。	

＜全学共通：カリキュラムポリシー＞	

本学の教育方針を実践するため、教養、語学、ICT、スポーツ、資格、キャリアとい

った幅広い分野を学習できるカリキュラムを提供し、文理融合に根差したバランスのと

れた教育を行います。また学科を越えて他学科の専門科目の修得を柔軟に認め、多様な

学びのニーズと幅広い選択に対応した教育を展開します。	

1.	「現代文明論」を核とした総合的で幅広い教養教育を実践しています	

2.	プロジェクト活動やゼミナールを核として実社会で求められる総合力や応用力	

のつく専門教育を実践しています	
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3.	資格やキャリア教育を通して、将来や進路について考え、学びの継続を視野に	

入れた教育を実践しています	

	

この全学共通カリキュラムポリシーの下に、各学科のカリキュラムポリシーは学科

の専門性と教育目標を考慮しながら、策定されている。本学の二学科のうち、まず、

情報処理学科においては、ICT とビジネスに関する理論・実務を中心に学び、「社会人

基礎力」と「専門性」を兼ね備え、ビジネスの事務者として柔軟に対応できるだけで

なく、総合的なデジタル教養を有する人材を育成する学科であり、そのカリキュラム

内容は学位授与の方針を反映している。また、教育目的を達成するために、前述の全

学共通部分に加え、学科の専門性に関するカリキュラムポリシーを明示し、「本学 HP」

及び「キャンパスガイドブック 2015」（広報用メインパンフ）を通して、学内外に公

表されている。以下が情報処理学科のカリキュラムポリシーである。	

＜情報処理学科:カリキュラムポリシー＞	

1.	ICT の先端技術にふれることを通じて、興味関心へと導きます	

2.	ICT の知識とスキルを基礎からしっかりと教育します	

3.	実践的な学びを重視し、実体験を通じて情報活用能力を身につけます	

4.	プロジェクト活動を通して、実社会で求められる ICT の総合的な活用術を身につ

けます	

5.	ソーシャルネットワークやゲーム作成など遊びを通じて情報技術の向上を目指

します	

	

情報処理学科としては、以上のカリキュラムポリシーを実現するため、一般教養を

中心とした「両学科共通科目」、ICT の学科共通基礎を学ぶ「情報共通」を基礎に置き、

将来の進路を踏まえた 4 つの学びの分野である「Web デザイン」、「デジタルアート」、

「オフィスマネジメント」、「医療情報」に対応したそれぞれの専門科目を配して、こ

れらを有機的にむすび付けながら、実践力と社会人基礎力を養う「プロジェクト」、加

えて、情報国家資格及びその他資格支援のための「情報処理技術者」、「キャリア資格」、

四年制大学編入学の支援のための「情報数理」といった科目群を設定しており、それ

ぞれの分野の学習成果に対応した体系的な教育課程を編成している。特に「プロジェ

クト」に関しては、学科教育課程の中核をなす科目として位置づけ、全ての学科専門

科目がプロジェクトに連動するとともに、学習・演習系科目を多く配置することで、

単なる知識とスキルの修得にとどまることなく、実践力と実務能力の修得に重点を置

いた教育課程となるよう配慮している。	

全ての授業は 15 回で行われ、2006 年度からは成績評価として GPA 制度を導入し、定

期試験、レポート、出席・受講状況等により総合的な評価を厳正に行っているが、科

目間での成績評価の明確な基準は設けられておらず、その基準は各担当教員に委ねて

いる。そのため、科目によっては、成績評価に偏りが生じるケースも生じている。そ

れを是正する一つの解決策として、学科会議での意見交換やセメスターごとに教務委

員会で成績評価バランスの検証を行い、結果を教員にフィードバックすることで、そ

の改善に努めている。なお、本学では、学生の過剰な科目履修による学習効果の低下
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を防ぎ、学習成果の向上と教育の質の保証を担保するために、2009 年度よりセメスタ

ーごとの履修上限単位数を原則として 24 単位までに定めている。学生が科目を選択す

る上で重要な判断材料となるシラバスについては、その科目の「概要」を始め、「目的・

達成目標」、「履修のポイント」、「毎回の授業内容」、「成績評価方法」、「使用テキスト・

参考図書等」、「準備学習の内容」、「他の科目との関連」、「オフィスアワー」等の項目

を設定しており、履修に際して、シラバスを通して、できるだけ科目内容が学生に伝

わるように詳細な説明に努めている。2015 年度から各回の授業内容については、より

詳細に記述して理解しやすくすることを各担当教員に依頼するとともに、準備学習の

内容についても記載することとした。	

情報処理学科では、通信による教育は行っていないため、放送授業等は実施してい

ないが、両学科共通科目に 4 科目、学科専門科目に 4 科目の e-learning 対応科目を設

けて、通常授業が受けられない学生のニーズにも対応できるカリキュラム編成の構築

に努めている。また、情報処理学科において科目を担当する教員については、専門分

野の教員配置に若干の偏りがあるものの、学歴、専門分野、研究業績、資格、教歴、

実務経験等を基に選任されており、適正な配置となっている。	

これまで情報処理学科では、ICT の技術やサービスの革新やそれに伴う社会情勢の変

化等において、教育課程の見直しを行い、2014 年度より現在の教育課程を適用してい

る。4 つの専門分野に核となる専任教員を配置し、各分野の教育課程に関する点検を

行う体制を整えてきた。しかしながら、本学は 2016 年度を以って学生の募集停止が発

表されたこともあり、情報処理学科としても今後は大幅な教育課程の変更はせず、現

状の教育課程の中でより効果的な運用方法を探っていく方針である。	

	

国際文化学科については、「英語・韓国語・中国語」、「観光ビジネス」、「スポーツマ

ネジメント」の 3 つの学習分野を設け、それぞれに対応した専門科目を編成している。

3 つの学習分野は、それぞれに連携して横断的に学習できるように、カリキュラム編

成がされている。国際文化学科では、実社会、地域社会、国際社会において貢献や活

躍ができる人材の育成を 終的な教育目的としており、カリキュラム内容は学科の学

位授与の方針を反映したものとなっている。また、この教育目的を達成するために、

前述の全学共通部分に加え、学科の専門性に関するカリキュラムポリシーを明示し、

「本学 HP」及び「キャンパスガイドブック 2015」（広報用メインパンフ）を通して、

学内外に公表されている。	

＜国際文化学科:カリキュラムポリシー＞	

1.	語学科目は、3 カ国語を自由に組み合わせて取れるように工夫しています	

2.	学修した語学を実践できる舞台として、多様な留学制度を完備しています	

3.	観光やスポーツマネジメントの専門的な知識や技術をしっかり学修できます	

4.	他学科履修制度を整え、ICT スキルやビジネス系資格も学修できます	

5.	しっかりとした進路（就職・編入・留学）指導体制を用意しています	

	

国際文化学科では、学科のカリキュラムポリシーを実現するため、情報処理学科と

同様、「両学科共通科目」に基礎を置き、学科の専門科目を編成している。この「両学
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科共通科目」には、本学科の学習内容と特に関連性が深い、総合教育科目や外国語科

目、スポーツ、海外留学等の科目が多く含まれていることもあり、国際文化学科にと

って、「両学科共通科目」の科目群は、情報処理学科以上に学科の専門科目と有機的な

結びつきがより強い重要な科目群となっている。特に特徴と言えるのは、本学が独自

に設けている「海外留学」における 4 つの短期留学（「ハワイ短期留学」、「韓国短期留

学 A」、「韓国短期留学 B」、「中国短期留学」）である。これらの短期留学への参加は、

両学科を問わないが、実質的に国際文化学科の学生が圧倒的に多く、参加に際しては、

各言語の科目履修が必須条件となっており、期間はいずれも約 2 週間程度と設定され、

異文化理解・体験も含めた語学学習への入り口としての短期留学制度となっている。

また、この他には、学園の留学・研修システムである「海外短期・中期・長期留学」、

「海外研修航海」にも本学からの参加が可能となっている（参加には、一定の語学力

や選抜選考などの条件が設けられている）。	

以上に加えて、国際文化学科では、学科が標榜する韓国語学習を強化することに対

応して、短大として 2013 年度より韓国の 2 つの大学（東義科学大学校、白石大学校）、

さらに 2014 年度より 2 つの大学（培材大学校、水原大学校）が加わり、現在、計 4 つ

の韓国の大学と交流協定を提携しており、3 月から 6 月にかけての第 3 セメスターの

約 4 ヶ月間、交換留学として韓国への留学を実施している（短期留学と同様に、参加

者のほとんどが国際文化学科の学生となっており、参加に際しては、事前に本学での

単位の取得状況や学習目的等が確認され、留学した後、韓国の大学で取得した単位を

本学での科目に読み替えて単位認定を行っている）	

一方、学科の専門科目としての特色としては「国際共通」を設け、本学及び国際文

化学科で開講している外国語の背景にある文化や歴史を学習する上で欠かせない地域

文化圏研究（アメリカ、ヨーロッパ、中国、韓国、日本）の科目を配し、各地域への

異文化理解とともに、多角的に語学学習への関心とつながるよう工夫がなされている。

また、「英語・韓国語・中国語」分野おける、会話を中心としたコミュニケーション科

目は、ネイティブの教員がそれぞれ担当し、週 2 回授業、クォータ制の導入等、語学

学習において大切である繰り返しと継続性を重視した授業運用を行っている。「観光ビ

ジネス」分野においては、旅行業界で長年経験のある専任教員を配し、理論と実践の

両面から教育を展開しており、本学が設置されている宗像市との観光市場調査（委託

事業）をテーマとした「プロジェクト活動」や授業で策定した旅行商品等の机上の理

論を実際に現地で試してみる「観光実習」（2015 年度ハワイで実施）等を通じて、実

社会とのつながりのある教育の展開を行っている。「スポーツマネジメント」分野にお

いても、学外における実習科目や研修を配し、こちらも実社会、地域社会でのスポー

ツの有用性と健康とスポーツの関係等を通じて、社会生活におけるスポーツの重要性

を学生に認識させることに重点を置いた科目を編成している。	

以上、国際文化学科の専門科目の特色とポイントについて紹介したが、学科の 3 つ

の学習分野に対応し、進路に向けた資格検定「キャリア資格」や四年制大学編入学へ

の指導等、国際文化学科においても、情報処理学科と同様に、学びの継続を視野に入

れた教育を展開している。	

授業の運用、成績評価、シラバスの運用、学科教員の配置等に関しても、重複を避
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けるため、詳述しないが、既述した情報処理学科と同じく、それぞれを適正に行い、

学科の教育活動、教育支援体制を維持することに努めている。なお、国際文化学科に

おいて科目を担当する教員については、学歴、専門分野、研究業績、資格、教歴、実

務経験等を基に選任されており、適正な配置となっている。	

これまで国際文化学科では、学生のニーズや社会情勢の変化等への対応や、あるい

は学内の教育改善を考慮して、若干のカリキュラムの改定（2014 年度）や特に語学科

目の授業運用の改革を行ってきた。しかしながら、本学は 2016 年度をもって学生の募

集停止が発表されたこともあり、情報処理学科と同様、国際文化学科としても今後は

大幅な教育課程の変更はせず、現状の教育課程の中でより効果的な運用方法を探って

いく方針である。	

	

(b)		課題	

情報処理学科では、「プロジェクト」を教育課程の中核と位置づけて 2011 年度より

実践してきた。しかし、実践力と実務能力を中心とした「社会人基礎力」の修得を目

的とする学習成果をどのように判断するかは難しいため、e-ポートフォリオの活用な

ど、策定した学習成果を測定する様々な方法を活用しながら検証し、判断基準を設定

していくことが必要となる。また、国際文化学科では、特に語学学習や海外留学に対

する関心が高いこともあり、この点において、在学生への教育体制を堅持していく必

要がある。	

 
	[区分	 基準Ⅱ-A-3	 入学者受け入れの方針を明確に示している。］	

n 基準Ⅱ-A-3 の自己点検・評価	

(a)		現状	

学習成果に対応する入学者受け入れの方針については、アドミッションポリシーと

して、Web 上の「本学 HP」において公表している。また、オープンキャンパス、広報

用メインパンフレット（「キャンパスガイドブック 2015」）や「2016 キャンパスガイド」

等を通じて、受験希望者や保護者等に対して周知がされている。アドミッションポリ

シーについては、各学科で策定されたものと、それを包括し、二学科共通のものとし

て策定された全学的内容のものとから成り立っている。本学の学習成果に対応する、

全学共通、及び各学科のアドミッションポリシーについては、順に以下のように表明

されている。	

＜全学共通：アドミッションポリシー＞	

本学では、東海大学の建学の精神・教育理念、及び本学の教育方針に共鳴し、本学

の教育に対して積極的に取り組む姿勢を有する以下の者を国内外より広く受け入れて

います。	

1. 学ぶことに関心と意欲があり、心身を豊かに育み、将来において使命感をもって

社会に貢献する志のある者	

2. ICT 分野（Web デザイン、デジタルアート、オフィスマネジメント、医療事務）

で活躍したい者・貢献したい者	

3. 語学（英語・韓国語・中国語）、観光ビジネス、スポーツマネジメントの分野で
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活躍したい者・貢献したい者	

	

＜情報処理学科：アドミッションポリシー＞	

1. パソコンを使いこなせるようになりたい人	

2. インターネット、携帯電話などのモバイル機器、デジカメなどのデジタル家電等

の新しい流れに関心のある人	

3. パソコンやインターネット等の仕組みや新しい技術を深く学んでみたい人	

4. コンピュータグラフィックスやアニメーション、ムービーに関心のある人	

5. オフィスや医療事務の現場で 先端の ICT 機器を活用して活躍したい人	

6. 学んだ知識を生かし四年制大学への進学を希望する人	

	

＜国際文化学科：アドミッションポリシー＞	

1.	語学力を生かし、より価値のある人生を歩みたいと願う人を歓迎します	

2.	観光ビジネス分野で夢を実現したいと願う人を歓迎します	

3.	スポーツ活動において、マネジメントの重要性に共鳴している人を歓迎します	

4.	本学での学修を生かし、さらなる学びを考えている人を歓迎します	

	

以上のように、全学共通のアドミッションポリシーの部分では、まずポリシーの前

文と項目 1）において、学園の建学の精神と教育理念に共鳴し、本学の教育に積極的

に取り組む姿勢を有する者や将来において社会で貢献することを目指す者へ広く呼び

掛け、その上で、項目 2）と項目 3）では、本学の情報処理学科並びに国際文化学科の

それぞれ学習分野をそのままアドミッションポリシーとして提示することにより、求

める方向性を明確に伝えるポリシーとなっている。さらに、この全学共通のアドミッ

ションポリシーを各学科の学習内容や将来性、あるいは更なる学びの継続性と対応さ

せて、具体的に示したものが、各学科のアドミッションポリシーとなっている。	

また、本学のアドミッションポリシーは、入試方法にも対応しており、AO 入試、給

付奨学金入試、推薦入試（公募制、指定校、社会人）、一般入試、留学生入試、それぞ

れの入試での受験希望者に対して、入学前の学習成果の把握と評価を行っている。例

えば、オープンキャンパスや進学相談会において、入学前の学習成果（一定の学力、

またはそれに相当する資質・能力、興味・関心・意欲）に関する説明等を行い、受験

希望者との個別面談等を通じて、入学前の学習成果を把握し、評価することを明確に

している。なお、学力試験を課している給付奨学金入試と一般入試以外の受験生につ

いては、入学前の学習成果を正確に把握することが難しいため、入学直後に全入学生

に実施している「基礎学力試験（英語、数学、国語）」の結果を入学前の学習成果を測

る補完資料として活用している。	

本学においては、入学希望者の選考・選抜に際して、学力だけでなく、エントリー

シートや面接、作文、入学前の資格取得（推薦入試と連動）等、多様な方法によって

選考・選抜を行っている。また、選考・選抜についてはアドミッションポリシーに対

応して行われており、その入学希望者の適正については、全ての入試形態において面

接を実施し、入学希望者の学習意欲や目的意識、あるいは人間性や適性等を確認して
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いる。	

	

(b)		課題	

特に課題はない。本学は2016年度の入学生を以って学生募集の停止を表明しており、

現教育体制の維持に努めたい。	

	

[区分	 基準Ⅱ-A-4	 学習成果の査定（アセスメント）は明確である。］	

n 基準Ⅱ-A-4 の自己点検・評価	

(a)		現状	

本学の学習成果は、「汎用性と人間性」、「基礎力と応用力」、「向上心と積極性」の 3

つを基本として、各学科の専門性に対応した ICT 社会とグローバル化社会に対応した

人材育成を達成目標として表明されている。具体的には、幅広い視野と教養を身に付

け、ヒューマニズムに立脚した総合的な汎用性と豊かな人間性の獲得、基本となる専

門性を実践的に学び、実社会で役立つ基礎力と応用力の習得、将来や進路を視野に入

れ、資格取得やキャリアに対する向上心と積極性の醸成を基本的な教育目標としてい

る。また、各学科においては、より専門的な視点から学習成果が設定されており、2

年間で達成できるようカリキュラムが編成されている。	

本学の二学科のうち、まず、情報処理学科においては、その学習成果は「育成され

る力」と「達成目標」として具体的に示されており、学びの 4 つの分野「Web デザイ

ン」、「デジタルアート」、「オフィスマネジメント」、「医療情報」の学習目的に照らし、

具体性を持っている。その学習成果は、ビジネス情報系における「専門性」の枠組み

において、「専門基礎力」（ビジネス社会における ICT 活用方法の知識やスキルを理解

し、適切に活用することができる）、「創出力」（ICT 機器やクラウドサービス、ソーシ

ャルネットワーク等を総合的に活用し、新たなコンテンツを創り出すことができる）、

「感知力」（新たな時代のニーズに敏感に対応し、新しい方向性をみつけだすことがで

きる）という 3 つの「力」を学習成果（「育成される力」と「達成目標」）として定め

ている。また、各授業担当者は授業の目標や授業内容に照らし合わせて学習成果が設

定されているため、それらの学習成果は達成が可能である。なお、情報処理学科の 4

つの分野のカリキュラムは、理論やスキルだけでなく、「プロジェクト」へとつながる

実践力と実務能力を養うように内容設定がなされている。そのため、「学士力」や「社

会人基礎力」と共通する能力やスキルを日頃の教育活動を通じて醸成しており、学習

成果の到達目標の実現に向けて対応できていると言える	

情報処理学科の学習成果の査定については、まず、各セメスターの学期末に行われ

る定期試験を中心に、授業内で行われる各試験、レポート・課題提出等、発表、出席

状況、受講姿勢等から総合的に適正に成績評価が行われている。その他の査定として

は、「授業評価アンケート」、「リアルタイム授業評価」、「学生カルテ（SRMS）」、「Moodle」

による課題評価とコメント等の情報から多角的に行っている。学生が回答する「授業

評価アンケート」、「リアルタイム授業評価」においては、教員がそれぞれ設定した学

習成果を身につけることができた、と回答した学生が多く見受けられた反面、到達目

標に達することができなかったと回答した学生も見られた。この結果は、成績評価に
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も反映されており、学習成果の達成度に対して二極化が進んでいることを示している。

また、情報処理学科に関しては、実習科目が多く、実習を通じて専門的な知識やスキ

ルの他、ICT に関連する別の分野にも関心を広げたと回答する学生も見られた。なお、

情報処理学科の学習成果の測定に用いられる査定内容については、以下のようなもの

がある。	

＜学生による査定＞	

①「授業評価アンケート」による査定（授業査定）	 	 	

セメスター終了時に科目ごとに実施し、各教員が自由に設問を設定できる項目及

び自由記述項目を設けており、策定した学習成果の達成度を確認できるようにな

っている。	

②「リアルタイム授業評価」による査定（自己査定）	 	 	

毎授業時間終了時に Web システムを活用して実施し、その結果はリアルタイムに

教員にフィードバックされる。設問項目は各教員が自由に設定できるようになっ

ており、自由記述にも対応している。学生は、毎回の授業の設定目標に到達でき

たかをアンケートや自由記述で回答し、記名式となっているため学生個々の学習

成果を確認するとともに、次回の授業運営等に反映することができる。	

＜教員による査定＞	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

③	授業前後、途中での試験、見取り等による査定（学生査定）	

授業の早期、中期、後期に、レポートや筆記試験、発表等を行い、その成長度を

比較して、学生の学習成果の到達度を測定する。または、毎回の小テスト等で学

生の学習成果の到達度を測定する。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

④	学習成果に焦点をあてた「プロジェクト」における査定（学生査定）	

	 	 	毎回の活動報告会、質疑応答、プロジェクトごとの個別指導を行い、実践力と実

務能力を中心とした「ICT の総合的活用力」と「社会人基礎力」を目標とする学

習成果の達成度を測定する。	

	 ⑤「学生カルテ（SRMS）」による査定（学生査定）	

	 	 	各授業、プロジェクト等の学生の日々の活動状況や理解度等をデータベース化し、

かつ教員間で情報共有することにより、他教科における学習成果の達成度と照

らし合わせながら、自身の担当教科の達成度を測定する。	

＜外部による査定＞	

⑥	インターンシップにおける査定（学生査定）	 	 	 	

	 	インターンシップ先に、学生の学習成果到達度の査定を依頼する。	

⑦	卒業後の状況による査定（学習成果／卒業生査定）	

就職先、進学先への訪問、あるいは卒業後に本学を訪ねてくる卒業生への面談を

通じて学習成果の査定を行う。	

	

一方、国際文化学科においても、その学習成果の査定については、まず、各セメス

ターの学期末に行われる定期試験を中心に、授業内で行われる各試験、レポート・課

題提出等、発表、出席状況、受講姿勢等から総合的に適正に成績評価が行われている。

その他の査定（＜学生による査定＞、＜教員による査定＞、＜外部による査定＞）に
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ついては、情報処理学科と同様の方法（詳細については上記を参照）で行われている。	

国際文化学科では、以上の学習成果に対する各査定方法を備えているが、全学的に

行われている「授業評価アンケート」を除いては、各科目、各教員の査定に委ねられ

ているため、必ずしも、全学科を網羅した形での査定は行われていないのが現状であ

る。また、国際文化学科では、「英語・韓国語・中国語」、「観光ビジネス」、「スポーツ

マネジメント」の各学習分野の専門科目とともに、総合教育科目や語学といった、い

わゆる教養を中心とした学習が核となっており、専門性を重視した履修から教養を中

心とした履修等、履修する学生の目的に合わせ、様々な履修が可能な自由度の高いカ

リキュラム編成となっているため、ディプロマポリシー対する学習成果を数値として

査定する方法は、難しいと言わざるをえない。しかしながら、学習効果を測る一つの

査定方法として。「社会力」につながるスキルとして資格取得の獲得（例えば、韓国語

や中国語の語学検定試験や国内旅程管理主任者試験の合格者等）、あるいは、本学がデ

ィプロマポリシーの一つとして標榜する「学びの継続」としての希望進路の達成（四

年制大学への編入学、海外留学）が、学習効果を示す一つの査定方法であると捉えて

いる。	

 
(b)		課題	

本学では、いくつかの手法を用いて、学生、教員、学科、全学による多角的な査定

を行っているが、明確な査定基準を策定できているとは言えないため、その評価は個々

の教員に委ねられている状況である。また、査定情報収集のための「リアルタイム授

業評価」や「学生カルテ（SRMS）」は、その利用頻度に教員間格差（特に国際文化学科

の教員の利用率が低い）が生じており、査定のための十分な情報の網羅はなされてい

ない。明確な査定基準の策定とともに、情報収集のあり方を検討し、学生にとってよ

り有益な学習成果とは何かを見出していくことが必要である。 
 

[区分	 基準Ⅱ-A-5	 学生の卒業評価への取り組みを行っている。］ 

n 基準Ⅱ-A-5 の自己点検・評価	

(a)		現状	

本学の学生の卒業後評価への取り組みについては、就職した学生については、進路

担当の教職員が学生の就職した企業を中心に企業訪問を随時行うことによって、就職

した学生の卒業後の状況と社会での評価等の聴取に努めている。また、四年制大学に

編入した学生については、学生及び編入先の大学と随時連絡を取り、編入後の学生の

学修状況、成績評価、生活状況などの情報収集を行っている。今後の課題としては、

多くの卒業後の学生の動向を把握することによって、在学生への一層の進路指導の強

化と社会での評価の向上へと繋げていきたい。	

また、卒業後に日常的に本学を訪れる卒業生をはじめ、卒業生の同窓会や建学祭へ

の参加、あるいはまた進路担当の教職員を中心とした学生の勤務先や大学編入先への

訪問など、卒業後の学生と接触する機会は様々ある。こうした機会を通じて、卒業後

の学生の動向についての情報収集を行っている。	

就職先や進学先といった卒業生の進路決定状況は、卒業生の社会からの評価をはか
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る一つの指標となるが、本学では教育のいわゆる出口となる学生の進路に対して、全

学で取り組んでおり、中でも進路担当の教員と学生支援室の職員が中心となってきめ

細かい指導と教育を行っている。就職に関しては、昨今企業側が求めている学生の能

力として、即戦力としての実務能力に加えて、社会人としてのしっかりとしたマナー

や人とのコミュニケーション能力を重視する傾向がみられることから、本学としても、

開講しているキャリア支援の科目の中だけではなく、普段の学生生活の中でのマナー

アップやコミュニケーション力のアップに繋がるような取り組みを全学で行っている。

また進学については、本学は毎年、東海大学を始め、国公立大学や県内外の私立大学、

あるいは専門学校などに多くの進学者を輩出しており、毎年ほぼ 100％の決定率を獲

得している。特に、大学編入に関しては、本学への入学者の中に本学の大学編入の実

績や編入指導の体制を理由に入学してくる学生も少なからずいることから、これまで

の卒業生の大学編入の実績が一つの社会的評価として認知されたこととみなすことが

できる。	

	

(b)		課題	

企業訪問に参加した学生や四年制大学に編入した学生の卒業後の評価に関しては、

担当する教職員の数的限界もあり、全ての企業先、及び全ての大学編入した学生から

の情報を収集しているわけではない。しかしながら、これまでの実績を踏まえ、引き

続き、卒業後の評価、出口につながる取り組みに努めていきたい。 

 
n テーマ	 基準Ⅱ-A	教育課程の改善計画	

本学は、2016 年度の入学生を以って、募集停止を表明しており、教育課程の維持が

学生に対する教育の質の保証につながると考えている。従って、今一度、全教職員が

本学の教育課程における活動や各関係組織の役割について再認識しなおし、残りの年

度に向けての教育課程の改善に努めなければならない。具体的には、学生の学習成果

の査定については、全学的に行われている授業評価アンケートをともに、学生からの

即時の評価と教員の授業改善が同時に行うことが可能な「リアルタイム授業評価」シ

ステム、及び「学生カルテ(SRMS)」の活用を教員に対してできるだけ広めていく計画

である。また、学生の卒業後の動向については、組織・体制の再構築を図り、情報収

集に努めていく計画である。	

	

[提出資料]  
1.	2015 キャンパスガイド	

7.	ホームページウェブサイト「情報公開」（学則）	

http://www.ftokai-u.ac.jp/annai/gakusoku/index.html	

9.	東海大学福岡短期大学自己点検・評価委員会規程	

10.	東海大学福岡短期大学大学評価委員会規程	

8.	シラバス（2015 年度入学生）(web 公開)	

http://www.ftokai-u.ac.jp/gakka/SyllabusMenu/2015.html	
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4. キャンパスガイドブック 2015（広報用メインパンフ）	

	

[備付資料]  
1.	教育年報 2014	

http://cms.ftokai-	u.ac.jp/educationandresearch/nenpo.html	

7.	大学評価アンケート票	

8.	大学評価アンケート調査結果	

15.	学生カルテ SRMS について	

18.	授業評価アンケート票	

19.	授業評価アンケート調査結果	

20.	リアルタイム授業評価（科目一覧）	

21.	リアルタイム授業評価（入力画面）	

22.	リアルタイム授業評価（評価結果）	
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［テーマ	 基準Ⅱ-B	学生支援］	

[区分	 基準Ⅱ-B	 学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて教育資源を有効に活用して

いる。］ 

n 基準Ⅱ-B-1 の自己点検・評価	

(a)		現状	

学位授与の方針に対応した成績評価基準による学習成果の評価については、本学で

は 2006 年度以降の入学生を対象に成績評価の客観性及び厳格性を確保するために GPA

制度を導入した。また、科目ごとに設定された学習成果に関しては、授業において随

時、筆記試験、レポート・提出物、発表等を行い、学生の学習成果の到達度を測定し

ている。	

学生による授業評価については、全教員、全科目に対して各セメスターの終わりに

「授業評価アンケート」を実施しており、結果は集計・分析後、教員へフィードバッ

クされており、全教員は定期的に授業評価の結果を認識している。授業評価を基にし

た授業改善は基本的に教員個々に委ねられているが、著しく評価に問題があったり、

注意点等があったりした場合は、大学評価委員会が中心となって、教務委員会、学科

主任と連携をとり、当該教員に授業改善を依頼する体制をとっている。また、本学独

自の教育支援システムである「リアルタイム授業評価」を利用している教員は、学生

からのリアルタイムなレスポンスにより、学習効果・理解、出席状況、学生からの学

習に関する質問・感想等を随時把握することによって、迅速な学習効果の把握と授業

改善を行っている。	

授業内容に関する授業担当者間での意思の疎通、協力・調整については、学科内、

学科間、各分野において必要に応じて行っている。特に、複数担当の教員が担当する

初年次教育科目である「フレッシュマンゼミナール」やキャリア教育に関連する科目、

あるいはレベル分けしている語学科目では、役割分担、授業スケジュールの確認、学

生の理解度、授業の進行状況、学生状況等について適宜確認する場を設けている。	 	

FD 活動については、本学では FD・SD 委員会が中心となって、研究会を随時開催して

おり、授業事例、教授法、成績評価方法等の学習効果につながる研究会を重ねており、

また本学では学園の TV 会議システムを利用して、FD 研修にも参加している。	

本学では指導教員制度を設けており、指導教員の職務として本学「学修に関する規

則」（第 21 条）において、履修方法・履修成績等への指導を定めており、指導教員が

中心となって各セメスターの始めに履修指導を行い、学期内においても、オフィスア

ワーの時間等に履修指導を随時行っている。また、履修指導・卒業要件等に関しては、

セメスター初めの全体ガイダンス、学科ガイダンス等おいても学生に周知を図ってい

る。なお、学生の履修に関する変更や質問が生じた場合は、指導教員、科目担当、教

務担当の事務職員が連携し適正に対応する体制をとっている。学生の成績に関しては、

春セメスター終了後に保護者を交えての後援会を本学及び（佐賀県を除く）九州各県、

山口県、沖縄県で開催しており、単位の履修状況・学修状況については、学生の生活

状況についての報告や進路希望等の相談も含めて、家庭との連携も図っている。	

事務職員は、教務におけるシラバスの確認作業や、学生の成績、「授業評価アンケー

ト」等の確認作業、あるいは、学生相談や広報活動等の職務を通して、学生の学習成
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果を認識しており、教授会、学科会議、教務委員会や大学評価委員会等の議事録の配

信や会議資料の配布等と併せて、認識の共有化が構築されている。以上に加え、事務

職員は、資格取得やキャリア関係の職務を通して、学習成果獲得に向けた取り組みを

サポートすることで学生の学習成果に貢献している。	

本学は学内において単独での SD 活動を実施していないが、事務職員は学園内の指定

された研修及び学外の職務上のスキルアップを目的とした研修会等への参加を通して、

職務の向上と充実に努めている。また、事務職員は、教員主体で行われている FD 活動

にも参加することにより、研究会を通して、学習効果に対する手法や知識を獲得にも

努めている。	

本学では、事務職員も教員とともに学生に対する教育活動を担う一翼であるという

認識を以って、履修及び卒業に至る支援を行っており、学生対応において直接指導を

する際には、単なる事務的なものにならないように努めている。	

学習成果の獲得に向けて施設設備及び技術的資源に関しては、まず図書館であるが、

図書の貸し出し、レファレンスサーヴィス、新着図書紹介及び学科や教職員からの推

奨図書の紹介といった通常の業務に加え、入学生に向けたガイダンスやフレッシュマ

ンゼミナールの中での図書館紹介を通して、図書館が学習成果のサポートを行ってい

る重要な施設であることの啓蒙と周知を学生に対して行っている。また、本学の図書

館は東海大学が運用する図書館情報システム（iLiswave:TIME）とリンクしており、東

海大学中央図書館とのインターネット VPN 接続を介して利用がきるシステムとなって

いる。なお、蔵書検索には OPAC を用いている。地域との連携では、本学の所在する宗

像市における市民図書館、同市内の福岡教育大学、日本赤十字九州国際看護大学との

間で図書館相互貸借を実施している。	

近年、初聴覚資料による学習が学習効果に大きな影響を与えていることから、本学

に設置されている画像図書室を刷新し、学生による主体的なグループ学習に適したテ

ーブル配置と、ホワイトボード、大型 TV・レコーダーなどを備える多目的ルームとし

て活用できるようにした。利用には事前の申し込みが必要であるが、軽食を許可する

など、図書閲覧室よりも自由な学習環境として、多くの学生に活用されている。その

他の図書館に設置している設備として、コピー機 1 台があり、学生は法律に反しない

範囲において、図書・図書資料の複写に活用されている。利用者の図書検索用として

パソコンが 1 台を学生に常時開放しており、いずれも学内 LAN に接続している。その

ほか、個人所有のノート PC やスマートデバイスから利用できる無線 LAN アクセス環境

を全館に整備し、インターネットを利用した学習の促進を図っている。	

学内のコンピュータ等の ICT 機器の活用については、大半の教員が授業等で活用し

ており、プロジェクター、タブレット、DVD、CD 等画像と音声を活用した授業は、全

学的に行われている。特に、情報処理学科を設置している本学では、情報教育の向上

のため、設備・機器関係の更新を定期的に行っており、2014 年度は、基幹スイッチの

一部、サーバ、クライアントの大規模な更新を行った。実習用 PC（学生用のみ・教員

用除く）については、第 1 実習室（50 台）、第 2 実習室（30 台）、第 3 実習室（24 台）、

第 5 実習室（8 台）設置し、学生数に。第 3 実習室は一部の PC をマルチモニター形式

とし利便性の向上を図った。第 5 実習室は、他の部屋よりも高性能な PC 構成とし、液
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晶タブレットも利用でき、マルチメディア関係の実習が行えるようにしている。5 つ

あるコンピュータ実習室は授業優先で利用され、その他空き時間は学生が自由に利用

できる。この間の利用サポートは情報システム室職員により行われる。特に、MS-Office

をはじめ学生たちのレポート作成にかかわるサポート、プリンター出力時のトラブル

に関するサポートを中心に行っている。	

また、コンピュータ実習室及び情報設備・機器・機材の維持管理、またについては、

教育システムの教育環境の改善と安定稼働に関しては、情報システム室の担当教員を

中心に学内に常駐している委託業者が行っている。なお、コンピュータ実習室の活用

の仕方、学内メール設定等を含めたシステムについての説明は、入学後のガイダンス

やフレッシュマンセミナール等を通して、学生へ周知されている。	

無線 LAN については、学内にアクセスポイントを 39 か所設置し、学生・教職員に開

放し、快適な情報環境が構築されている。	

	

(b)		課題	

特に課題はない。本学は 2016 年の入学生を以って学習募集の停止を表明しており、

教育活動に支障がないよう、現教育体制・システムの維持に努めていきたい。	

 
[区分	 基準Ⅱ-B-2	 学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて学習支援を組織的に行っ

ている。］ 

n 基準Ⅱ-B-2 の自己点検・評価	

(a)		現状	

本学では、入学後の 1 年生及び在学生である 2 年生に対して、春学期と秋学期にガ

イダンスを行っており、全体ガイダンス、学科別ガイダンス、指導教員別ガイダンス

と階層的に分けてそれぞれ実施している。全体ガイダンスでは、主に履修の事務手続

き上の留意点等が説明され、学科ガイダンスでは、学年ごとの学習成果への動機付け

や目標について、また、指導教員別ガイダンスでは、成績確認、履修指導、その他、

進路に関する相談等のきめ細かいガイダンスを行っている。なお、秋学期のガイダン

スにおいて、以上に加えて、2 年生向けに別途、進路ガイダンスも設けている。	

本学では、基礎学力の不足している学生に対する補習授業として正式にカリキュラ

ムに入れていないが、一部の語学（英語、韓国語）や情報リテラシー等の科目では、

習熟度別のクラス編成をとっており、英語に関しては、習熟度別の英語クラスとは別

途に基礎英語の科目も設けている。進度の早い学生、優秀学生への配慮に対する体制

については、担当教員が別途に課題を与えたり、授業外の勉強会等を設けたりする等

の個別指導で対応している。また本学では、1 年次終了時において学習成果に著しい

成果を残し、且つ人物とも値する学生へ奨学金（「優秀学生奨学金」）を設けている。

またこの他に、資格取得に対するインセンティブになるよう、本学が指定する検定資

格を取得した学生への奨学金として（「資格取得奨励奨学金（1 種・2 種・3 種）」）を

設けている。さらに、セメスターごとにセメスターアワードを設け、学業、資格取得、

課外活動等の分野で顕著な成果を収めた学生を学科で推薦し、セメスター初めのガイ

ダンス等で全学生、教職員の前で表彰しその成果を称えている。 
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学習上の悩み相談については、指導教員が中心になって相談と指導に当たっている。

この際、全教職員で情報共有が Web 上で可能な「学生カルテ」が活用されており、学

生の学修、生活、進路、その他、様々指導や相談についての情報が指導教員を中心に、

科目担当の教員、事務職員等を通じて記録され、学習支援を行う上でも効果的なシス

テムとなっている。また本学では、通信教育を行っていないが、通常の対面授業が苦

手であったり、何らかの理由で、通常の授業の時間帯に受けられなかったりする場合

に対応するために、e-learning に対応した科目（8 科目）備えており、こうした学生

への学習支援を行っている。	

留学生の受け入れに関しては、現在本学独自の留学制度としては、本学は、韓国と

の 4 つの大学（東義科学大学校、白石大学校、水原大学校、培材大学校）と学生の交

換留学を主とした交流協定を提携している。本学では、韓国からの学生の受け入れは、

短期の約 1 カ月、中期の約 4 カ月の受け入れを行っており、留学生は、日本語学習や

日本文化・事情に関する科目や学科の専門科目を中心に学習している。またその他に、

九州の観光地等での文化体験や工場見学等の日本の企業文化を視察するプログラムも

組まれている。一方、本学の学生の韓国の 4 つの大学への派遣に関しては、交換留学

として、約 4 カ月の派遣留学を行っており、韓国の大学で取得した単位については、

留学終了後に本学の科目に読み替え単位認定を行っている。	

	

(b)		課題	

特に課題はない。本学は 2016 年度の入学生を以って、学生募集の停止を表明してお

り、学習支援体制ときめ細かい指導体制の維持に努めていきたい。 
 

[区分	 基準Ⅱ-B-3	 学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて学生の生活支援を組織的

に行っている。］ 

n 基準Ⅱ-B-3 の自己点検・評価	

(a)		現状	

学生生活を有意義なものに充実させるために本学では、学生生活に対応した組織が

整備されている。まず、事務組織としては、「事務室」及び「学生支援室」が学生生活

全般に関する相談を始め、学生に対する各種サービスの窓口となっている。その他、

「健康推進室」に保健師を、「学生相談室」には専門のカウンセラーを配置し、健康に

ついて心身共にケアが行えるよう支援体制を整えている。また本学では、1 年次から

のゼミ制と指導教員制度を導入していることにより、学修上の問題や学生生活が円滑

に営まれるよう生活全般に渡ってきめ細かな指導と助言を行っている。 
課外活動においては、学生の自主的な組織として、自治会活動を行う「学友会」、ま

たスポーツや文化芸術を通じて心身の錬磨に努め活動する「有志会」があり、自主的

な活動を行っている。こうした活動の活性化に向けて、本学では年度末（2 月）に新 2

年生となる学友会の学生、及び有志会の学生リーダーが、学長も含む、学生委員会の

教職員の参加のもと、リーダース研修会を行っている。リーダース研修会の趣旨は、

学生が自主的に学生生活を活性化させ、学生間、学生と教職員が親睦を図れるような

企画を策定、実行していくことにあり、新入生歓迎会を始め、ボーリング大会、BBQ、
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建学祭、クリスマス会、学内美化活動等の様々な催しが実行されている。 
	 アメニティー等の福利厚生施設においては、2011 年度より、学生支援室を 3 号館 2

階に設置し、見晴らしのよい 2 階フロアーを「学生ラウンジ」として学生に開放した。

学生同士の憩いの場として、2012 年度にかけて様々な備品を整備した結果、自販機、

アルバイト情報などの案内板、遊具（ビリーヤード台、サッカー台、ダーツ）、大型テ

レビ、ソファー・テーブル、グランドピアノ、電子レンジ、給湯ポット等の設置を行

った。その後も学生ラウンジは、常時学生たちの憩いの場所として機能している。中

でも、インターネット接続のテレビ利用が活発であり、2015 年度においても多くの学

生が K ポップや外国ドラマ等を楽しんでいる。本学には、学生食堂があり、昼食の提

供を行っているが、売店も設置されておらず、その他の食事等の提供はされていない。

また、本学は。学生寮等の宿泊施設を有していないため、リーダース研修等、学内で

宿泊して行う研修の場合は、貸出寝具、寝袋等を利用している。自動車、二輪自動車、

自転車での通学者については、交通安全講習会の受講を義務づける許可条件のもと、

車両通学を認めており、本学のゲート付近に駐車場・駐輪場を設置している。	

経済的な支援に関しては、本学では以下の奨学金制度を設けている。	

・「東海大学福岡短期大学	学習奨励奨学金」（2014 年度新規）	

※対象：給付奨学金入試に合格し、入学した者のうち成績、人物ともに優秀な者	

・「東海大学福岡短期大学	入学前チャレンジ奨学金」（2014 年度新規）	

※対象：推薦入試、または留学生入試に合格し、指定の資格を取得し、他の学生

の模範となる優秀な者	

・「東海大学福岡短期大学	優秀学生奨学金」（2014 年度新規）	

※対象：1 年次各学科において、勉学に励み、優秀な成績を収め、且つそれに値

する人物と評価された者	

・「東海大学福岡短期大学	資格取得奨励奨学金」	

※対象：在学中に指定の検定資格を取得した者（資格のポイント制により第 1 種、

第 2 種、第 3 種とある）	

・「東海大学福岡短期大学	遠隔地奨学金」	

	 	 ※対象：沖縄県及び離島からの者	

	

本学では、学生の生活支援あるいは学習意欲へのインセンティブを与えることを視

野に入れた、以上のような、様々な奨学金制度を設けており、特に 2014 年度に新規に

設けた 2 つの奨学金「東海大学福岡短期大学入学前資格チャレンジ奨学金」、「東海大

学福岡短期大学学習奨励奨学金」については、入学前の学習成果を評価しての奨学金

制度となっている。以上の他に、学園内の奨学金として「松前重義記念基金	留学生奨

学金」、「松前重義記念基金	短期大学（部）派遣留学奨学金」、「松前重義記念基金自己

研鑽奨学金」、「松前重義記念基金	建学記念論文」等の給付奨学金制度がある。このう

ち、本学においては「松前重義記念基金	留学生奨学金」（本学の外国人留学生に対し

て授業料の 70％を減免）、及び「松前重義記念基金	短期大学（部）派遣留学奨学金」

（本学のハワイ、韓国、中国への短期留学に参加した者に一律、参加費補助として与

えられる）が、これまで継続して本学が学園から獲得している奨学金となっている。	
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また、貸与型の奨学金である「日本学生支援機構奨学金」においては、近年、多く

の学生が申し込む傾向が続いており、学生支援担当の職員と指導教員が常に連携をと

りながら、学生の学費納入状況や家庭の経済的状況等の把握に努めている。またこの

他の経済的支援としては、図書館、情報システム室、コモンホール等でアルバイトと

して学生スタッフや学内の美化活動等に際しての学生のアルバイト等も随時募集して

いる。なお、本学に入学生の在学中の保険としては、「学生教育研究災害障害保険（財

団法人	日本国際教育支援協会）」を適用している。	

留学生に対する支援としては、カリキュラムに日本語と日本事情や文化に関する科

目を設けており、特に中国や韓国からの留学生に対しては、中国語、韓国語のネイテ

ィブの教員が学習や生活面での指導と支援に当たっている。また留学生へは、本学で

の学生生活に歓迎会・親睦会等を随時設け、日本人学生や教職員との交流を深める取

り組みも行っている。留学生に対する経済的な支援制度としては、上記の「松前重義

記念基金留学生奨学金」の他に、「文部科学省私費外国人留学生学習奨励費」等の公的

な給付奨学金制度がある。	

学生相談については、2010 年度より e メールによる相談受付など、健康推進室との

連携を図りながら運用したが、メールによる相談はほとんどなく、現実には学生の直

接の健康推進室への訪問による相談に集中している状況が続いている。	

 
(b)		課題	

現在、学生相談に関しては、担当の指導教員と健康推進室及びカウンセラー室が連

携をとりながら、問題を抱えた学生への対応を行っているが、年々、心の病や不安を

抱える学生の比率が高まってきており、健康推進室の負担が大きくなってきている。

また経済的に厳しい状況を抱えた学生の比率も増加してきており、学費納金制度や奨

学金制度の見直しなども今後の検討課題の 1 つとなっている。なお、2014 年度より廊

下に「学長への意見箱」を設置し、学生の投書を可能にしたが、活用者は現在まで出

ていない。	

また、学内での喫煙の問題がある。本学では、短期大学ということもあり、未成年

者が多数を占めており、社会情勢に照らし合わせて敷地内完全禁煙を実施しているが、

一部のベランダや部室近辺、キャンパス内敷地周辺で年間を通じて吸殻が見受けられ

るなど、前年度と比較すれば減少したものの喫煙者の違反が継続して起こっている。

学則で厳しい対応をしていくことも視野に入れながら、教育的指導の中でどこまで対

応していけるかがここ数年の課題となっている。	

 

[区分	 基準Ⅱ-B-4	 進路支援を行っている。］ 

n 基準Ⅱ-B-4 の自己点検・評価	

(a)		現状	

本学では、教職員が連携して学生の進路支援を行っており、学生の進路支援全体を

統括する組織として、「キャリア委員会」を設けている。同委員会は、学生の進路全般

を支援し指導することを目的とし、進路を担当する専任の教員と事務職員で構成され

ている。2014 年度の同委員会の組織は、7 名の委員で構成され、内訳は国際文化学科
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教員 3 名、情報処理学科教員 2 名、事務職員 2 名の体制なっている。同委員会の主な

進路支援としては、以下のものがある。	

① 進路（就職・進学）についての情報収集と分析	

② 進路指導（進路相談、進路の斡旋、書類作成指導、面接指導など）	

③ 両学科共通科目：初年次教育「キャリアプラニング」、補助科目：キャリア教育「キ

ャリア研究 A・B」（就職コース・編入コース）の立案と実施	

④ 企業訪問・企業開拓の実施	

⑤ 企業実習の企画と実施	

⑥ 保護者との進路相談会の企画と実施	

⑦ 学校推薦による就職希望者・大学編入指定校推薦希望者の選考	

⑧ その他、進路についての支援全般	

	

また、本学では学生生活全般における支援活動を全般的に担う部署として、キャリ

ア委員の教職員が常駐する学生支援室を設けている。学生支援室の機能としては、主

に企業からの求人や大学編入などの情報の公開、就職の斡旋、就職相談と指導、学生

の進路動向調査、学生情報（進路登録カード、進路アンケート調査、受験報告など）

の保管といった支援業務を行っている。なお、学生の就職活動状況やその結果（内定・

合格等）、学生支援室での指導内容等については、本学が運用する「学生カルテ（SRMS）」

を通じて関係する教職員に配信され、教職員間における進路情報の迅速な共有化が図

られている。	

就職支援については、学生の職業観の確立とともに、幅広い基礎学力と教養を身に

つけることにより「将来の人生設計を自分で考えることのできる能力」と「目標達成

に向けた就職活動のノウハウ」を、「キャリアプランニング A・B」、「キャリア対策 A・

B」の授業を通じて養成している。具体的内容としては、就職状況や雇用環境などの理

解、自己分析、小論文や作文の書き方、一般常識などの基本知識習得、就職活動のた

めの企業研究、情報収集法、履歴書・志望動機などの書類作成支援、面接対策などで

ある。希望する企業への内定を勝ちとるためには、短大の支援を待つのではなく、早

期に就職活動を開始し、自主的な活動を積極的に展開できるかが極めて重要である。

上記授業等を通じて、自主的な活動をフォローすると共に、学生支援室、キャリア委

員会、指導教員等による学生個々へのきめ細かな支援を行っている。また、求人情報

については、定期的に実施する希望調査アンケート及び学生カルテ（SRMS）の情報を

ベースに、個々の学生に応じた適切な紹介を行っている。	

進学については、東海大学を始めとした国内四年制大学への編入学や、海外留学（海

外の大学への編入学や語学学校進学等）、専門学校への進学など、進学全般に対する学

生指導・支援活動に関しては、就職支援と同様、組織としてはキャリア委員会が統括

している。キャリア委員会の下、実質的な教育指導を担当する進路対策科目群、ある

いは、四年制大学や各種学校に関する情報の提供、募集要項や受験記録の保管、書類

の発送などの支援業務を担う学生支援室と学生個々の希望や適性に関する情報収集と

個別指導に責任を持つ指導教員が、連携を図りながら進学への支援を行っている。	

また、進路対策科目群のうち、「キャリアプラニング A」及び「キャリアプラニング
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B」では、短大卒業後もさらに学びを続けることを目指すにあたって必要な知識や姿勢

を身につけることを目指している。特に授業プログラム中盤からは国内進学クラス（国

大大学編入学・専門学校等）、海外留学クラスに分け、大学・留学先研究、目的意識の

醸成、書類作成、学科試験対策、小論文対策、面接指導といった、実践的な指導がな

されている。また、各学生が希望する進路に応じて、各専門の教員が自主的に開講し

ている勉強会（小論文・英語・数学・情報・会計等）に誘導し、主体的な学修意識の

向上を図っている。さらに、キャリア委員及びゼミの指導教員が、ゼミやオフィスア

ワーの時間を利用して学生個別の指導にあたっている。特に、卒業後の進路として海

外留学を希望する学生に対しては、上記進路対策科目群のほか、キャリア委員会及び

学生支援室が窓口となって、学内の外国人教員や留学経験の豊富な日本人の教員との

協力のもと、海外留学へのアドバイスや個別の指導を行っている。	

 
(b)		課題	

特に課題はない。本学は 2016 年度の入学生を以って、学生募集の停止を表明してお

り、現進路支援体制の維持ときめ細かい進路指導に努めていきたい。 
 
[区分	 基準Ⅱ-B-5	 入学者受け入れの方針を受験生に対して明確に示している。］ 

n 基準Ⅱ-B-5 の自己点検・評価	

(a)		現状	

入学者受け入れについては、本学では、広報委員会が入試に関わる広報全般を行う

組織となっており、入学試験に関する業務の組織的かつ合理的な運営を図るため、1997

年に入学試験運営組織及び業務分掌規程を制定し、学長の指揮監督の下に入試企画委

員会、入試実施本部、入試審査採点委員会及び入試判定委員会を置いて適正に処置し

ている。また、入試業務に関しては、事務室が中心となり、学長以下、原則として全

教職員体制で組織され、受験生に対応している。 
本学の入学者受け入れの方針については、受験生に対して、受験生が本学の基本理

念である建学の精神、教育方針を十分理解し、かつ、入学者選抜方針及び多様な選抜

方法を理解できるよう、「本学 HP」、「学生募集要項」（2015，2016）、「キャンパスガイ

ドブック 2015」（広報用メインパンフ）等で周知を行っており、明確に示されている。

これらの受験生用資料と併せて、（保護者も含めて）受験生に対しては、オープンキャ

ンパス、学校見学会、進学相談会、高校訪問等の機会を通じて、学長、学科主任、及

び担当する教職員より、入学者受け入れの方針が説明され、示されている。その他、

電話や e メール等での問い合わせについては、学生支援室に広報・入試担当の職員を

置き、本学独自のシステム（SRMS）を用いて資料請求者情報を管理し、本学 HP 上の受

験生向けの Web ページ、問合せ窓口、フリーダイヤル及びメールアドレスを設置して、

受験生からの問合せに対して適切に対応している。	

本学では「東海大学の建学の精神・教育理念、及び本学の教育方針に広く共鳴し、

本学の教育に対して積極的に取り組む姿勢を有する者」を前提として、アドミッショ

ンポリシーを以下のように示している。	
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1. 学ぶことに関心と意欲があり、心身を豊かに育み、将来において使命感をもって社

会に貢献する志のある者	

2. ICT 分野（Web デザイン、デジタルアート、オフィスマネジメント、医療事務）で

活躍したい者・貢献したい者	

3. 語学（英語、韓国語、中国語）、観光ビジネス、スポーツマネジメントの分野で活

躍したい者・貢献したい者	

	

これらの受け入れ方針に対して、本学では多様な選抜を公平かつ正確に実施するた

め、1990 年に入学者選抜関係規程を制定し、入学者選抜に関る必要事項（選抜方法、

出願資格、出願書類等、選考基準、判定・手続・入学許可）を規定した。本学では現

在、AO 入試、給付奨学金入試、推薦入試（指定校・公募制）、一般入試、社会人入試、

留学生入試、といった多様な入学試験制度を設けており、広く受験生の受け入れに対

応している。また、推薦入試においては、受験生の入学前の学習成果を評価して、本

学が指定した資格を取得している場合、入学前資格チャレンジ奨学金に申し込むこと

が可能となっている。なお、以上とは別途に、本学では付属推薦入学試験がり、これ

については、学園内共通の募集要項が法人で別に作成され各付属高校へ配布されてい

る。	

入試選抜方法に関しては、入学試験の趣旨によって、学科試験、エントリーシート、

作文、面接等により、評価し選抜を行っている。特に、面接については、全ての入学

試験で実施しており、受験生の志望動機、目的意識、勉学意欲等によって、本学の入

学者受け入れ方針との整合性を確認している。	

 
(b)		課題	

特に課題はない。 
 
n テーマ	 基準Ⅱ-B	学生支援の改善計画	

特に改善計画はないが、本学は 2016 年度の入学生を以って、学生募集の停止を表明

しており、引き続き、現学生支援体制の維持に努めていきたい。 
 
n 基準Ⅱ	 教育課程と学生支援の行動計画	

特になし。	

 
◇	 基準Ⅱについての特記事項 

特になし。 
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【基準Ⅲ	教育資源と財的資源】	

n 基準Ⅲの自己点検・評価の概要	

本学は、定員未充足のため基幹収入である学生生徒等納付金収入が、支出に対して

大幅に不足している。これを補うだけの寄付金収入、補助金収入等も期待できず、財

的資源の確保は困難である。支出面では、人件費が経常収入を上回っており、教育研

究活動の財源を短期大学単体で確保できていない。老朽化した校舎の整備等、施設設

備投資に財源が充てられない状況である。	

	 全国の短期大学をとりまく社会状況は、少子化による 18 歳人口の減少や４年生大学

への進学者増加により、入学者数は減少している。この傾向は、本学短期大学におい

ても同様の状況である。	

	 本学は、これまで定員充足を目指して、カリキュラム改訂や入試制度改革などを実

施してきたが、2011 年度以降入学定員の５割を切っている状況が続いており、2015 年

度入学生数と今後の 18 歳人口の減少期に鑑み、今後も改善する見通しが立たないこと

から、2015 年 5 月に開催された理事会・評議員会において 2017 年度からの学生募集

の停止が決議した。	

	 しかしながら、法人としては財政改革に着手した 2010 年以降安定した財政を維持で

きており、短期大学の在学生すべてが卒業するまでの、良好な教育環境の維持はでき

る見込みであり、廃止後の教職員の処遇についても準備できている。	

 
［テーマ	 基準Ⅲ-A	人的資源］	

［区分	 基準Ⅲ-A-1	 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて教員組織を

整備している。］	

n 基準Ⅲ-A-1 の自己点検・評価	

(a)	現状	

本学には、情報処理学科、国際文化学科の二学科が設置され、短大及び学科の教育

課程編成・実施の方針に基づいて教育活動を展開している。教員組織についてまず教

員数については、本学の専任教員数は合計 18 名で編成されており、内訳は情報処理学

科が 7 名（教授 3 名、准教授 2 名、講師 2 名	 ※2016 年度現在）、国際文化学科が 11

名（教授 6 名、准教授 3 名、講師 2 名	 ※2016 年度現在）となっており、短期大学設

置基準が入学定員に応じて定める専任教員数・教授数を適正に充足している。なお、

国際文化学科の 4 名の教員が学科外所属の教員を兼務しており、こちらも適正な教員

数となっている（本報告書：基礎資料 p.10	参照）。	

教員（職員も構成員に含む）の会議・委員会等の組織については、本学は東海大学

の学園組織の管理運営体制とも連携を取りながら、学内の管理運営体制の組織を運営

している。学園関連の会議・委員会については、以下のものがある。	

「短期大学（部）学長会議」、「短期大学（部）事務室長会議」	

「総合研究機構運営委員会」、「東海大学現代文明論研究センター運営委員会」	

「短期大学（部）入試企画委員会」	

	

以上で特筆すべきは、学校法人東海大学は、本学を含めて、静岡県静岡市に東海大

様式 8－基準Ⅲ 
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学短期大学（部）、神奈川県平塚市に東海大学医療技術短期大学の三つの短期大学を運

営しており、「短期大学（部）学長会議」及び「短期大学（部）事務室長会議」におい

ては、三つの短大が集い、学園の総長、理事長の参加のもと、各短大の事業報告や計

画について審議・報告する場となっている。また「東海大学現代文明論研究センター

運営委員会」においては、既述したように、建学の精神と教育理念について学園の各

教育機関を招集して検証と協議が行われている。上記以外の学務運営や法令及び規定

関連に関しては、法人高等教育部（現大学運営本部）を窓口として連携しながら、本

学の管理運営を適正に行っている。 
次に本学学内の管理運営体制として組織されている会議・委員会については、以下

のものがある（※2016 年度 4 月現在で消滅している委員会もある）。 
「教授会」、「企画調整会議」、「改組改編検討委員会」（現在消滅）、 
「情報処理学科会議」、「国際文化学科会議」、「観光文化研究所会議」、 
「図書館会議」、「情報システム室会議」、「教務委員会」、「学生委員会」、 
「国際交流委員会」、「現代文明論委員会」、「キャリア委員会」、「広報委員会」、 
「FD・SD 委員会」、「入試企画委員会」、「大学評価委員会」、「危機対策委員会」、 
「省エネルギー推進委員会」、「人権啓発委員会」、「ハラスメント防止人権委員会」、 
「ハラスメント調査委員会」、「安全衛生委員会」、「研究活動の不正防止対策委員会」、 
「研究活動の不正防止調査委員会」、「人を対象とする研究に関する倫理委員会」 

 
以上の学内の会議・委員会において、本学では、様々な審議案件の 終的な決定機

関として、全専任教員及び事務室長からなる「教授会」を頂点に置いている。また定

例の教授会に諮れない審議案件については、学長、学科主任、事務室長、事務室長補

佐によって構成される「企画調整会議」において決定がなされ、決定された案件は教

授会、学科会議等で報告がされている。	

学科全体を統括する「学科会議」については、学科主任が中心となり、学科の専任

教員との間で学科の教育活動全般に関するあらゆる案件を審議しながら、学科を運営

している。また学科会議は、学内の重要な運営委員会として定例で会議を設けている

「教務委員会」や「学生委員会」、あるいは学生の就職や進学に関わる「キャリア委員

会」等との調整と連携が図られている。この他にも、東海大学の建学の精神・教育理

念の啓蒙と文理融合教育の中心となる科目「現代文明論」を運営する「現代文明論委

員会」、本学の自己点検・評価を統括する「大学評価委員会」、また授業改善等の教育

手法や学生支援体制を研究する「FD・SD 委員会」、（学生の状況も含めて）教職員の安

全及び健康や快適な職場環境の形成を促進することを目的とする「安全衛生委員会」

等が活発に活動している。	

一方、本学の教育活動に関わる施設・設備関連については、図書・視聴覚資料等の

管理・運営とレファレンスサーヴィス等を統括する「図書館会議」、及びコンピュータ

実習室、ICT 機材・機器、サーバ等の管理・維持・運営等を統括する「情報システム

室会議」において管理・運営がなされている。また本学には研究機関として、「観光文

化研究所」が設置（1996 年度開設）されており、学内の教員が研究所の所長、所員を

兼務して運営に当たり、事業計画が「観光文化研究所会議」等を通じて策定されてい
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る。近年は、本学が所在する宗像市より委託事業である観光市場調査や地域住民への

公開講座、所報の発行（1997 年度より現在まで年 1 回発行）、といった事業を展開し

観光文化の研究と地域振興への寄与に努めている。 
以上の学内の会議・委員会に加えて、本学は、敷地を隣接する東海大学付属第五高

等学校（2016 年度、東海大学付属福岡高等学校に校名変更）及び東海大学付属自由ケ

丘幼稚園（2016 年度、幼保連携型	認定こども園	東海大学付属自由ケ丘幼稚園に校名

変更）との連携強化を目的にキャンパス間の委員会「福岡地区教育機関連絡協議会」

を 2012 年度に立ち上げた。本協議会は翌 2013 年度より本格的に始動し、法人の理事

や短大、高校、幼稚園の各教育機関の長と役職者を中心に構成される協議会委員が推

進役となって、各教育機関の教職員が参加し、教職員間の親睦も図りながら、キャン

パスとしての各教育機関の連携強化に向けて設置された対策プロジェクトチーム（キ

ャンパス広報、施設共同利用、交流イベント、教育連携、募集戦略）において活発な

活動を行っている（補足：本連絡協議会は、現在は解散している）。	

また、専任教員の昇格については「東海大学福岡短期大学教員資格審査基準」及び

「東海大学福岡短期大学教員資格審査基準細則」に準拠して適正に行われており、各

学科より推薦された教員の履歴書、研究業績書、理事長宛の学長・学科主任の所見・

推薦書が法人へ提出され、その後、東海大学が設置する 3 つの短期大学合同の人事委

員会が開催されて、昇格の適否が審査されている。一方、専任教員の採用については、

学校法人東海大学全体で統括して行われており、募集は、学科毎に公募もしくは特定

推薦にて行われ、採用候補者の選考については、応募者の履歴書・研究業績等所定の

書類を基にした書類審査、採用候補者との学長面接が行われ、その後、学長所見を添

付した採用願が法人へ提出され、理事長、副理事長、学務担当理事による協議等を経

て採用が決定されている。	

	

(b)	課題	

特になし。 
 

［区分	 基準Ⅲ-A-2	 専任教員は、学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づい

て教育研究活動を行っている。］	

n 基準Ⅲ-A-2 の自己点検・評価	

(a)	現状	

各専任教員は、カリキュラムに応じた教育活動と並行して、継続的に自分の専門分

野に関する研究に取り組み、教育実践活動に活かしている。個々の専任教員の教育活

動、研究活動、社会活動等の成果は、毎年度本学「教育研究年報」に収録されており、

本学 HP 上で公開されている。専任教員の研究成果については、関連学会等での発表を

行うとともに、学内では、発表の機会として設けている毎年度刊行の「東海大学短期

大学（部）紀要」がある。なお、専任教員の教育研究活動においては、図書館や事務

室と連携し実践している。	

専任教員の研究活動全般については、本学教育研究年報において研究業績数と項目

別の研究業績を整理し収録しており、著書、学術論文、学会発表、その他の項目別に
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テーマと研究者を明記している。	

本学における専任教員の教育研究活動は、観光、スポーツレジャー、健康科学、語

学、教育、教養、情報、工学、といった各専門分野において、論文・研究発表や地域

での社会活動等を中心とした活発な活動が行われている。過去 3 年間における、教育

研究業績は、論文や調査報告、著書、その他の文筆等を含めて、合計で年平均 20 本以

上が刊行されており、各専門分野の研究発表についても若手・中堅教員を中心に毎年

数多くの発表が行われている。これは本学教員の教育研究活動に対する旺盛な研究姿

勢の証左と言える。また、本学は、教育研究の地域社会への還元にも努めており、地

元宗像市と連携した市民向けの地域講座への講師派遣やワークショップ等への参加も

積極的に行っている。なお、特筆すべき事例として、2014 年度に国際文化学科の教員

が宗像市から 5 年間（2014 年度～2018 年度）の宗像市観光経済効果調査業務委託を獲

得したことと、同じく 2014 年度に情報処理学科の教員が博士（社会学）の学位を取得

したことが挙げられる。その他、本学では、初年次教育や情報教育に関する共同研究

も教員間で盛んに行われている。（備付資料 1,2,3,及び 31 参照）	

研究活動に関する時間の確保について、専任教員は授業、研究、学生指導、会議等

を含め原則として 1 週 4 日以上出講することが求められており、併せて平日 1 日（原

則専任教員の申請日）は研究日となることが推奨されている。また、学生の夏期休暇

等の長期休暇期間中は、業務に支障がない限り研究活動に専念できるよう配慮されて

いる。また、専任教員が研究を行う研究室については、１人１室が準備されており、

ゼミ用の部屋もいくつか整備され、すべての部屋において無線 LAN の使用が可能であ

る。専任教員の研究室の整備状況については「東海大学福岡短期大学校舎見取図」（備

付資料 42）参照。また併せて、学内にある図書館や情報システム実習室を研究支援の

ために整備している。関連する諸規程は以下のとおりである。	

○学校法人東海大学短期大学（部）教員授業担当規程	

○東海大学福岡短期大学教員授業担当規程運用内規	

	

また、専任教員が研究活動における高い倫理性を保ち実践できるように、研究倫理

指針を示し、規程に基づき倫理委員会において研究活動の承認をする組織を整備して

いる。研究活動に関わる倫理指針及び諸規程は以下のとおりである。	

○東海大学医療技術短期大学「人を対象とする研究」に関する指針	

○東海大学福岡短期大学「人を対象とする研究」に関する倫理委員会規程	

○東海大学福岡短期大学研究活動の不正防止対策委員会規程	

○東海大学福岡短期大学研究活動の不正に関する調査委員会規程	

○東海大学福岡短期大学研究活動の不正告発相談窓口規程	

	

専任教員の国際会議や学会等への参加、国内や海外での研究留学や研修派遣に関す

る規程は整備されている。研究活動のために長期間を要する場合は、特別研究休暇制

度が設けられており規程に基づいて取得でき、申請がなされ認められれば実行できる。

また、国際交流については、国際交流委員会を整備し学術交流協定の締結等の審議や

専任教員と学生の海外派遣についても検討できるようにしている。関連する諸規程は
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以下のとおりである。	

○東海大学短期大学（部）特別研究休暇制度規程	

○東海大学短期大学（部）特別研究休暇制度規程施行細則	

○学校法人東海大学国内・外研究派遣計画規程	

○東海大学短期大学（部）国内・外研究派遣計画運用規程	

○学校法人東海大学国内外派遣に伴う処遇に関する規程	

○東海大学福岡短期大学国際交流委員会規程	

	

FD	（Faculty	Development）活動については、2009 年度に東海大学福岡短期大学 FD

委員会を組織するとともに FD 委員会規程を整えた。専任教員の教育実践能力や研究能

力の向上を目指し、委員会が中心になり組織的な取り組みを行っている。	

FD 委員会は、教育の資質開発を図るための研修や研究の実施及び活動支援を目的と

し、年間計画を立て活動を行っている。主な機能としては、FD のための基本方針の策

定、具体的な研修や研究会・講習会の開催、FD の啓発と FD に関する情報収集と提供、

授業改善のための支援に関する活動である。中でも、FD 活動の中心として、本学では

FD 研究会を開催しており、本学の教育活動に必要なテーマを適時選択しながら、これ

まで、プロジェクト学習やアクティブラーニングといった教授法、e-learning 教材の

開発、ICT 機器の授業での活用例、成績評価方法の事例、学習障がいをもった学生の

対応、といった様々な FD 研究会を行ってきた。また、2013 年度からは、学園の TV 会

議システムを通じて、「東海大学教育支援センター」が開催している FD・SD 研修会に

も参加し、学園の FD 活動との情報共有も図っている。なお、本学の FD 研究会、学園

の FD・SD 研修会には、事務職員も参加しており、教員との連携を図りながら、FD 活

動に対する新しい知識の獲得と意識の向上に努めている（FD 活動の詳細：備付資料

29,30 参照）	

	

（b）課題	

	 特になし。 
 
［区分	 基準Ⅲ-A-3	 学習成果を向上させるための事務組織を整備している。］	

n 基準Ⅲ-A-3 の自己点検・評価	

(a)	現状	

学校法人東海大学組織図（本報告書：基礎資料	p.4 参照）に示すように、本学園で

は、各機関から提出される事業計画案等はまず法人本部で調整される。その後、常務

理事会にて提案・検討され、理事長より理事会及び評議員会において説明提案がなさ

れ、承認された事業計画に基づき管理運営がなされている。また、理事会、評議員会、

理事長からの諮問事項や日常的な業務は、常務理事会、法人本部を中心に検討がなさ

れ、機関を超えた委員会を組織する等、機動的な運営ができるよう心がけ、法人・教

育機関による合意形成と迅速な意思決定ができるよう心がけている。本学においては

本学事務室業務分担（備付資料 39 参照）で示しているとおり、事務室が全ての業務を

行っており、案件ごとに法人各機関と調整しながら、短期大学の運営を行っており、
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課・係・担当での責任の体制は明確である。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

事務職員は本学園が 1994 年度より導入した職能資格制度による資格に応じた各種

能力開発制度（研修制度）を受けており、職員教育は、以下のような体系・内容で実

施されている。	

	

表 1		職員教育	

教育体系	 概要	

OJT（職場内研修）	 上司が部下に対し、日常的に業務を指導する。	

OFF-JT	

（職場外教育）	

①8 ないし 9 等級に分けられた職能資格制度上の格付けに応じた職

場外での研修の実施（義務研修：数年おきに受講）	

②採用後数カ月経過後に行われる新任教職員研修（義務研修）	

③人事考課制度のための研修（義務研修）	

SD（自己啓発）	

①通信教育（本人希望）	

②課題別研修（特定の課題「コーチング等」をテーマとした	

研修：本人希望）	

派遣教育	 外部団体が主催する研修への派遣	

支援制度	 通信教育費の半額補助	

	

表 2		資格等級一覧	

＜事務職員＞	

等級	 資格呼称	 対応する業務	

1	 参与	 経営政策、経営方針の決定参画、統括管理業務	

2	 副参与	 業務方針の計画、実施、統括等上級管理業務	

3	 参事	 業務方針の計画、指示、統括運営等管理業務	

4	 副参事	 管理、計画・企画、折衝・調整業務	

5	 主事	 管理補佐、監督、複雑判断、計画・企画、折衝	

6	 副主事	 指導、監督、複雑判断、計画・企画、	折衝業務		

7	 主査	 判断、計画・企画、指導業務	

8	 職員一級	 定型熟練、判断、教示・指導業務	

9	 職員二級	 定型半熟練業務	

	

表 1 で示したように、参加が義務づけられている研修以外にも、本人が希望するこ

とにより参加できる研修も各種用意している。また、通信教育に関しては、複数の外

部研修団体と連携し、本学園独自のガイドブックを作成・配布している。通信教育に

ついては、その費用の半分を学園が補助しており、学園として個人の能力開発をバッ

クアップしている。この能力開発制度は、別途設けられている目標管理制度や昇格制

度と連動している。目標管理制度では、年 2 回所属長による面接が設けられているた

め、そこで研修受講後の有効性について確認されることになる。また、昇格のための

試験（昇格試験）においては、論文と面接が昇格対象者に課されるため、その能力に
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ついてそれぞれ審査される。	

以上のように、義務と本人希望による各種研修の機会は確保できており、その有効

性についても、制度上常に確認できるようになっている。また、事務職員の任用（採

用、役職者の任免を含む）は、法人人事部人事課により管理されており、教職員は学

園からの情報を人事部ホームページにて閲覧可能となっている。	

事務関係諸規程としては、法人全体で管理・整備されており、以下のとおりである。	

（事務関係諸規程）	

○学校法人東海大学教職員任用規程	 	

○学校法人東海大学教職員任用規程細則	

○学校法人東海大学職員人事考課規程	 	

○学校法人東海大学職能資格規程	

○学校法人東海大学給与規程	 	

○学校法人東海大学臨時職員規程	

○学校法人東海大学臨時教職員給与支給基準	

	 ○学校法人東海大学職能資格規程	

	

また、事務室の情報機器については、教務系の入試・教務・学生関係等のデータは

全て、教務事務処理用システム「キャンパスプラン」にて処理している。また、事務

系は、法人で短大以下統一して使用している会計ソフト「新会計システム」を導入し、

処理している。なお、教職員全員のコンピュータには学園グループウェア教職員ポー

タル、並びに福岡短期大学独自の教職員ポータルを整備している。特に本学独自の教

職員ポータルには、出張上申や学事伝票をシステム化、業務日報などの電子化・デー

タベース化を独自開発しており、それらは事務業務処理に大きな貢献を果たしている。	

防災対策については、災害発生時における初動対応マニュアルを整備し、東海大学

とも連携しながら対策を講じている。また秋学期初めのガイダンスにおいて、教職員

による学生のための避難訓練を実施している。情報セキュリティ対策は、個人情報保

護方針の明示、セキュリティソフトによる PC 管理等で対策を講じている。	

事務職員の SD 活動は、先に記したように学園として組織的な体系が整備されており、

各個人で通信教育や各種研修に取り組んでいる。また目標管理ガイド（備付資料 41 参

照）のとおり、毎年年度初めに目標を掲げ、日常的に業務の見直しや事務処理の改善

を検討し、能力向上に努めている。そのほか FD・SD 委員会の活動として規程を整備し、

授業やパソコン能力開発など教職員を対象とした本学独自の FD・SD 活動も実施してい

る（備付資料 26,27 参照）。	

また、事務職員は、大学を運営する各種委員会のメンバーに加わっており、学習成

果を向上させるために学科・教員と連携を図りながら、分析・評価をサポートしてい

る。また、教務係の学生を対象とした履修ガイダンスや相談、図書館職員による書籍

や文献等に関連する研究や学習のための支援、健康推進室による身体や心の健康相談

など、本学全体として連携・協働できるように進めている。	
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(b)	課題	

本学では、学生の定員を確保できていない状況が長くなっており、人員や経費の相次ぐ

削減により、教職員一人ひとりへの業務負担が大きくなっている。したがって、組織とし

ての運営が、いつしか責任担当が集中することになってしまい、組織としての体を無さな

くなってきている。	

 
［区分	 基準Ⅲ-A-4	 人事管理が適切に行われている。］	

n 基準Ⅲ-A-4 の自己点検・評価	

(a)	現状	

本学園では、基準Ⅲ-A-3 で示したとおり、教育機関としての設置基準管理や、教職

員人事、運営での重要案件対応、法的な調査、他教育機関と連携調整、高額予算の執

行、学園の施設管理、学園広報、学外からの調査対応等は、学園全体での調整・調和

を図り、法人が各機関と連携し、調整している。	

したがって、就業に関わる諸規程の整備は法人担当部署を中心に行っており、以下

のとおりである。	

（就業関係諸規程）	

○学校法人東海大学勤務規則	 	

○学校法人東海大学育児休業等に関する規則	

○学校法人東海大学介護休業等に関する規則	 	

○学校法人東海大学母性健康管理の措置に関する規則	 	

○学校法人東海大学臨時教職員勤務規則	 	

○学校法人東海大学永年勤続表彰規程	 	

○学校法人東海大学懲戒委員会規程	 	

○学校法人東海大学教職員の懲戒に関する規程	 	

○学校法人東海大学教職員の懲戒に関する規程細則	 	

○学校法人東海大学ハラスメント防止人権委員会規程	 	

○学校法人東海大学教職員任用規程	

○学校法人東海大学教職員任用規程細則	 	

○学校法人東海大学特任職員規程	

○学校法人東海大学	大学・短大特任教員規程	 	

○学校法人東海大学	大学・短大特任教員第 4 種に関する規程	 	

○学校法人東海大学	大学・短大特任教員第 5 種に関する規程	 	

○学校法人東海大学特任職員第 2 種に関する規程	 	

○学校法人東海大学発令内規	 	

○学校法人東海大学職員人事考課規程	 	

○学校法人東海大学職能資格規程	 	

○学校法人東海大学職能資格制度に関する不服申立審査会規程	 	

○学校法人東海大学職能資格制度に関する不服申立審査会規程細則	

○学校法人東海大学	大学・短大教員の兼業又は兼職に関する規程	 	

○学校法人東海大学短期大学（部）教員資格審査基準	 	
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○東海大学医療技術短期大学教員資格審査基準細則	 	

○学校法人東海大学臨時職員規程	 	

○学校法人東海大学教職員定年規程	 	

○学校法人東海大学教職員定年規程に関する細則	 	

○学校法人東海大学短期大学（部）教員授業担当規程	 	

○東海大学医療技術短期大学教員授業担当に関する細則	 	

	

以上は、法人総務部情報システム課が管理する「学園コミュニティ」において、教

職員の就業に関する諸規程の教職員への周知及び規程の制定・改訂及び人事発令を掲

載している。	

本学では年度初めに職場毎に事務職員個人が「目標設定シート」、「実行計画シート」

を作成し、管理職者との面接を通じ、指導を受けるが、その用紙は年度末に法人人事

部に送られ、目標達成能力の把握と併せて、人事異動や職場への要望等が参考にされ、

人事に活かされる。教員人事についても学園の教員資格審査基準に基づいた細則によ

り推薦し、昇格及び役職発令については高等教育室がこれを取りまとめて行っている。

なお、専任事務職員や臨時職員は、勤務管理者が規程に基づいた「出勤簿に押印する

形」で管理を行っている。なお、教職員全員、本学独自の「教職員ポータル」上で、

出勤状態が表示されるようになっている。教員については、本学教員授業担当に関す

る細則のとおり、時間割編成をし、授業に出講していることで勤務管理をしている。	

	

(b)	課題	

特になし	

 
n テーマ	 基準Ⅲ-A	人的資源の改善計画	

	 本学では、事務組織が小さいため、委員会や担当業務での教員の負担が四年制大学

に比べると極めて大きいと言え、研究業務以外の出張など、教員が引き受けできない

ケースが多々ある。したがって、TV 会議システムが導入され、出張しなくとも、学園

内での情報伝達や研修が容易に実施できるようになったことは、極めて有意義である。

平成 27 年度も実際に、FD 研修や SD 研修が実施され、本学も学園の TV 会議システム

を通じて参加することができた。今後は、こういった環境を「研究発表」や「研修会」

に活用し、さらなる人材の育成につなげたい。	

また、業務情報伝達のため、学内で開発している「教職員ポータル」の「会議情報」

や「教職員備忘録」「学生諸君へのお知らせ掲示板情報」などの情報欄の活用を促進し

「情報の共有化」を進めている。なお、「教職員ポータル」について触れたので、管理

上、以下を補足したい。本学教職員ポータルを立ち上げると「出退勤表示」のための

行先表示箇所があり、「学内」「学外」「離席」「出張」が選択でき、帰宅時には「日報」

を記入することにより、「退勤」扱いとなるシステムが運用されている。その際、自分

の名前の表示が変わる仕組みになっており、教職員の出勤（人事管理）が瞬時に他の

者にも確認できるようになっている。これは、システム上必要性があれば教職員の人

事管理に活用できるということになり得る。	



 71 

［テーマ	 基準Ⅲ-B	物的資源］	

［区分	 基準Ⅲ-B-1	 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて校地、校舎、

施設設備、その他の物的資源を整備、活用している。］	

n 基準Ⅲ-B-1 の自己点検・評価	

(a)	現状	

校地の面積、校舎の面積等（本報告書：p.72 表 1,表 2 参照）は短期大学設置基準の

条件を充足し、運動施設も体育館（福岡コモンホール）や総合グラウンド、テニスコ

ートを保有し、緑豊かな学修環境を有している。校舎は施設・設備 10 カ年計画に基づ

き、障がい者等に対応するための様式トイレ化や改修工事などを計画的に行ってきて

いる。講義室に関しては、学科の教育課程編成・実施の方針に基づき、また短期大学

設置基準に準拠して、講義室、演習室、情報処理学習室、図書館等を用意している。	

授業用の機器・備品の整備についても、毎年、各領域から提出される予算要望書を

参考に、事務室が 5 ヵ年、10 ヵ年の計画のもとに実施している。	

コンピュータ実習室では（本報告書：p.73 表 3 参照）、平成 26 年度にサーバ、クラ

イアントなどの大規模更新を行った。サーバはブレード型サーバを導入し、さらに仮

想化技術を用いてシステムの可用性・信頼性などを向上させた。実習用 PC（学生用の

み・教員用除く）は、第１実習室（50 台）、第 2 実習室（30 台）、第 3 実習室（24 台）、

第 5 実習室（8 台）設置した。第 3 実習室は一部の PC をマルチモニター形式とし利便

性を図った。また、第 5 実習室は、他の部屋よりも高性能な PC 構成とし、液晶タブレ

ットも利用でき、マルチメディア関係の実習が行えるようにしている。	

図書館は本学 2 号館の 1 階と 2 階に配置されている（本報告書：p.74 表 4 及びフロ

アガイド参照）。まず、閲覧室には、図書・図書資料が配架されており、規定分類に基

づく書庫のほか、新着図書や学科推奨図書は 2 階閲覧机のそばに専用の書架を設置し

て、学生の利便性向上を図っている。なお、専用書架に配架された図書・図書資料に

ついては、古くなったものや優先度が低くなったものから随時書庫に移動している。

そのほか、閲覧室 2 階には大型のテーブルと視聴覚資料視聴用（ヘッドホン必須）の

座席、1 階には個人学習用の座席が用意されている。	

画像図書室は、学生による主体的なグループ学習に適したテーブル配置と、ホワイ

トボード、大型 TV・レコーダーなどを備える多目的ルームである。利用には事前の申

し込みが必要であるが、軽食を許可するなど、閲覧室よりも自由な学習環境として、

多くの学生に受け入れられている。また、個人所有もしくは図書館で所蔵する視聴覚

資料を閲覧する場合にも広く利用されている。	

ブラウジングルームは、円形座席やソファ、個人学習用座席を備え、飲食・雑談可

能なスペースとして学生に原則開放しており、その利用率も高い。	

その他の設備として、コピー機 1 台があり、学生は法律に反しない範囲において、

図書・図書資料の複写が可能である。パソコンは、事務用 3 台のほか、利用者の図書

検索用として 1 台を学生に常時開放しており、いずれも学内 LAN に接続している。そ

のほか、個人所有のノート PC やスマートデバイスから利用できる無線 LAN アクセス環

境を全館に整備し、インターネットを利用した学習促進を図っている。	

図書館のシステムは、東海大学が運用する図書館情報システム（iLiswave:TIME）を、
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東海大学中央図書館とのインターネット VPN 接続を介して利用している。なお、蔵書

検索には OPAC を用いている。また、図書館 Web ページを公開しており、開館情報の確

認や図書検索が行えるようにしている。	

図書の購入と廃棄は、本学図書館資料収集・管理規程に基づき行っている。図書の

購入は、教職員の希望、学生の希望を優先しながら、適宜、ウィークリー出版情報等

の図書カタログから図書館職員が選定している。これらの選定図書については、本学

の教育及び研究活動に対する有用性について十分に留意し、また学生の希望も勘案の

上、図書館館長の承認を得て購入している。また、資格関連の図書は毎年内容が更新

されることから、教員からの希望を踏まえながら、定期的な購入を行っている。廃棄

図書については、以下に示す固定資産とした資料に関して、除籍資料明細書を作成し、

図書館館長より所定の手続を経て、学長の決裁の上、除籍する。	

（1）紛失資料で所在不明となって 3 年を経過したもの	

（2）破損・汚損・摩擦等が甚だしく補修不能なもの	

（3）資料価値を失ったもの	

（4）その他図書館館長が除籍を適当と認めたもの	 	

除籍・抹消した資料については、所定の手続により破棄している。	

	

表１．校地等（㎡）	

校
地
等	

区分	
専用	

（㎡）	
共用（㎡）	

共用する

他の学校

等の専用

（㎡）	

計	

（㎡）	

基準	

面積	

（㎡）	

在籍学生

一人当た

りの面積	

（㎡）	

備考（共

用の状

況等）	

校舎敷地	 5,569	 	 	 5,569	

4,000	 136.30	

	

運動場用地	 17,330	 	 	 17,330	 	

小計	 22,899	 	 	 22,899	 	

その他	 54,816	 	 	 54,816	 	

合計	 77,715	 	 	 77,715	 	

［注］基準面積（㎡）＝短期大学設置基準上必要な面積	 収容定員数×10 ㎡	

	

表 2．校舎（㎡）	

区分	 専用（㎡）	 共用（㎡）	
共用する他の学校

等の専用（㎡）	
計（㎡）	 基準面積（㎡）	

備考（共用の状況

等）	

校舎	 11,605	 	 	 11,605	 4,400	 	

［注］基準面積（㎡）＝短期大学設置基準上必要な面積	

	 	 	 収容定員［工学 200 名（2,500 ㎡）、社会学・社会福祉学 200 名（1900 ㎡）］ 
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表 3．教室の整備状況（2015 年度の設置状況）	

号

館	
階	 教室名	 整備状況	

１

号

館	

3 階	

1302 教室	 特になし	

1303 教室	 プロジェクター有、マイク・パソコン使用可、DVD 有	

1304 教室	 特になし	

1305 教室	 プロジェクター有、マイク・パソコン使用可、DVD 有	

1306 教室	 特になし	

1307 教室	 プロジェクター有、マイク・パソコン使用可、DVD 有	

4 階	

1401 教室	 特になし	

1402 教室	 特になし	

1403 教室	 特になし	

1404 教室	 特になし	

1405 教室	 特になし	

1406 教室	 特になし	

5 階	
視聴覚教室	 特になし	

LL 教室	 特になし	

2

号

館	

１階	 2102 教室	 特になし	

3 階	

コンピュータ実習室１	
コンピュータ 52 台、電子黒板システム、プロジェクター有、

マイク・パソコン使用可	

コンピュータ実習室 2	
コンピュータ 32 台、プロジェクター有、	

マイク・パソコン使用可	

コンピュータ実習室 3	

コンピュータ 26 台、プロジェクター有、	

マイク・パソコン使用可、	

DVD,VHS,DV,HDD ビデオレコーダー有	

コンピュータ実習室 4	
コンピュータ 21 台、電子黒板システム	

プロジェクター有、マイク・パソコン使用可	

コンピュータ実習室 5	

コンピュータ 8 台、MIDI コントローラ、USB ミキサー、	

ボーカルマイク、CDJ、DAW・綜合音源、	

VOCALOID 初音ミク使用可	

4 階	 ゼミ室 2・3	 移動マイクアンプ有	

5 階	

2501 教室	 プロジェクター有、マイク・パソコン使用可、DVD 有	

2502 教室	
プロジェクター有、マイク・パソコン使用可、	

DVD、VHS、MD 有（別付けデッキ）	
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表 4．図書・設備	

学科・専攻課程 

図書 

〔うち外国書〕 

学術雑誌 

〔うち外国書〕（種） 視聴覚資料 

（点） 

機械・器具 

（点） 

標本 

（点） 77,702	

（6,078）	

498	

(56)	

電子ジャーナル

〔うち外国書〕	

計 77,702	 498	 0	 2,738	 17	 0	

 

図書館 
面積（㎡） 閲覧座席数 収納可能冊数 

845	 103	 80,000	

 

2 号館２階

倉庫 Ｅ

Ｖ

男子便所

書

架

書

架

学習机 学習机

書

架

学習机

2 号館１階

書

架

書

架

書

架

２１０２教室倉庫

書架 書架

書

架

書

架

2号館入口

スポーツマネジメン

ト実習室

展示

書

架

書

架

書

架

ブラウジング

ルーム

書架

書庫

身障

者用

自

販

機

コ

ナ

女子

化粧室

学習机

書架

学習机

書

架

書架

身障

者用

マージシス

テムサテラ

イトオフィ

ス

女子

化粧室

学習机

フロアガイド

男子便所

カウンター

画像図書室

出入口

倉庫 Ｅ

Ｖ

書

架

書架

書架

雑

誌

架

閲覧

机

閲覧

机

閲覧

机

閲覧

机

閲覧

机

閲覧

机

閲覧

机

閲覧

机

閲覧

机

閲覧

机

閲覧

机

書架

雑

誌

架

図書館事務室
福岡短期

大学資料

室

新

着

図

書

架

新

着

図

書

架

書架

 

 
(b)	課題	

本学の物的資源では、校地、運動施設、食堂、体育館（福岡コモンホール）、グラン

ド、テニスコート、校舎、教室、コンピュータ実習室、図書館と何処を取っても他の

短大と比較した場合、非常に恵まれている。現実には、在籍学生数が半数以下であり、

1 人で占有する環境としては、十分すぎる。そんな中で、課題といえるのは、利用率

ということになる。少ない学生にいかに多くの利用をさせるのか。使い勝手の良い環

境に努めなければならない。	
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［区分	 基準Ⅲ-B-2	 施設設備の維持管理を適切に行っている。］	

n 基準Ⅲ-B-2 の自己点検・評価	

(a) 現状	

学校法人東海大学における財務諸規程、施設設備等の管理に関する諸規程は以下の

とおりである。	

○学校法人東海大学固定資産及び物品管理規程	 	

○学校法人東海大学固定資産及び物品管理施行細則	

○東海大学短期大学部図書館資料収集・管理規程	

○学校法人東海大学物品調達規程	 	

○学校法人東海大学経理規程	

○学校法人東海大学経理規程細則	 	

○学校法人東海大学資金運用規程	

○学校法人東海大学財産目録等の閲覧に関する規程	

○東海大学における外部資金による諸謝金に関する内規	

	

これら諸規程を順守し、施設設備の維持管理を適切に行っている。また、これと同

様に施設設備の維持管理、建築物・建築設備・火気使用設備器具・危険物貯蔵庫等の

建築基準法による検査、定期的に実施する自主検査等も行っている。しかしながら、

本学のほとんどの建物（1 号館築 50 年、2 号館築 50 年、3 号館築 26 年、体育館（福

岡コモンホール築 18 年）は老朽化し、経年劣化のための維持管理のコストが高くなっ

ている。	

火災・地震対策・防犯対策については、緊急対応マニュアルや避難訓練手順書、災

害発生時における初動対応マニュアル（備付資料 43 参照）等を作成し、現地対策本部

の立ち上げなどの必要性を周知している。	

消防計画書作成、消防法令に基づく消防用設備等、点検の実施、自衛消防隊編成、

消防計画に基づく学生・教職員の避難訓練等を定期的に実施している。地震対策につ

いては、消防訓練時に火災時との対応の違いを学生に周知している。また、警備員に

よる来校者チェック及び夜間機械監視システムによる防犯対策を行っている	

本学のコンピュータセキュリティー対策について、ネットワーク的には学外との接

続点にファイヤーウォール（不正アクセス検知を含む）を設置しているほか、事務系・

教育系とバックボーンとの接続点にもファイヤーウォールを設置しており、不用意な

アクセスを行わせないようになっている。また、OS や関連ツールの定期的な更新（セ

キュテリーアップデート）を行っている。事務系・実習室系端末にはウィルス対策ソ

フトを導入し、万一の場合には、管理者にメールで通知がいくようにしている。学生

実習用端末については、学生自身がアプリケーションなどを勝手にインストールでき

ない機構を採用しており、端末レベルでウィルスに感染する心配はない。	

省エネルギー・省資源対策、その他地球環境保全については、施設担当者と CO2 マ

ネジメント担当者を設け、冷暖房の温度設定、クールビズ期間の設定、空室の消灯、

コピー・印刷時の省資源化の工夫、ゴミの分別収集（リサイクル化）等、学内におけ

る学生、教職員に対してメールや掲示等で周知しながら、全学において地球環境保全
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に対する配慮を行っている。	

	

(b)	課題	

施設・設備の維持管理では、法人組織が十分に機能しており、教職員代表者を対象

とした災害訓練研修も行われているため、特に課題はないと言える。ただし、本件と

関連で、今回の「熊本地震」（2016 年 4 月 16 日）が起こったことにより、東海大学の

「阿蘇校舎」や「熊本校舎」が自然の脅威にさらされたが、こういった激甚災害では

現地対策本部を立ち上げるのは容易ではないことが判明した。なぜならば、現地教職

員自身が災害にあい、対策本部立ち上げが適わなかったのである。しかしながら、東

海大学ではいち早く「湘南校舎」に対策本部が設置され、救援活動や安否確認を含め

た現状把握が行われ、非常時における、本学も含めて、学園を挙げて対応をとること

ができた。	

	

n テーマ	 基準Ⅲ-B	物的資源の改善計画	

各区分の課題に対する物的資源の改善計画としては、一つに空間環境の改善が挙げ

られる。学生生活の環境を快適にし、落ち着けるような、静かに流れる BGM や、視的

空間のビジュアル化、図書館画像図書室のラーニングコモンズ化など、新鮮さや見栄

えにも気配りを行い、多くの学生の利用促進へつなげたい。	

	 また、学園が行う防災研修等への積極的な参加を行い、より現地に即したマニュア

ル（行動計画書）作成へつなげたい。	

 
[提出資料]		

特になし	

[備付資料]		

1.	 教育年報 2014	

12.	キャンパスガイド 2016	

42．東海大学福岡短期大学校舎見取図	

43.	災害発生時における初動対応マニュアル	
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［テーマ	 基準Ⅲ-C	技術的資源をはじめとするその他の教育資源］	

［区分	 基準Ⅲ-C-1	 短期大学は、学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づい

て学習成果を獲得させるために技術的資源を整備している。］	

n 基準Ⅲ-C-1 の自己点検・評価	

(a)	現状	

学習成果を獲得させるための技術的資源の整備とその向上・充実を図るために、主

に大学評価委員会・教授会・学科会議・教務委員会・情報システム室会議及び事務室

が連携し、これに当たっている。本学は、情報処理学科と国際文化学科という 2 学科

構成である。情報処理学科ではコンピュータ実習室を中心として ICT を活用した授業

が中心であることはもちろんであるが、国際文化学科においても語学系の授業を中心

にコンピュータ実習室を活用した授業が展開されている。そのため、コンピュータ実

習室では、ハードウェア及びソフトウェアの向上・充実を図っている。特に、情報処

理学科にはディジタルデザイン分野があるため、これに対応するための高度な処理を

行うコンピュータシステムも整備している。また、ICT を活用した授業を支援するた

めに電子黒板やモバイル機器、ノート PC 等も備えている。ただし、モバイル機器につ

いては十分な数量を備えているとは言えない状況である。情報関係以外の科目におい

ても、レポートやプレゼンテーション資料等の作成に実習用のコンピュータが利用で

き、技術的サービス、支援を行っている。	

新入生に対しては、入学直後のガイダンスにおいて「コンピュータ利用ガイダンス」

を実施している。また第 1 セメスターに「情報リテラシーA」、「フレッシュマンゼミナ

ール」等を開講しており、ICT スキルの向上を目指した取り組みを行っている。また、

学生が常時自由に利用できるコンピュータ実習室を確保しており、常に ICT 機器に触

れる機会を提供すると共に、学生スタッフを配置して学生からの各種質問等に対応し

ている。教職員に対しては、FD・SD 委員会が定期的に研修会を実施し、授業や業務に

おける ICT 活用スキルの向上に努めている。	

技術的資源と設備については、学科に関するものは事務室と協議しながら、学科予

算の中で計画的に維持、整備、保持が行われている。特にコンピュータに関しては、

本学の情報システム室会議で ICT 機器に関する技術資源の整備とその向上・充実を図

り、授業や学校運営に活用できるように、本学のコンピュータ（教育・研究・事務用）

導入、利用等に関する検討・提言、教育用共同コンピュータ利用についての諸問題に

関する検討・解決、将来計画等の検討を行い、必要に応じて設備を整えている。また

情報機器の発展に伴って、5 年を目途にシステムの入れ替えも行っている。ただし、

各学科のコンピュータ利用の意見等は学科の教育内容により大きく異なり、コンピュ

ータ施設に対する関心・要望に差があるのが現状である。	

教職員は授業、学校運営に活用できるようにコンピュータを各自 1 台持ち、授業の

準備、教員間の諸連絡、また、事務室からの情報提供、諸連絡に活用しており、適切

に整備されている。学内には全敷地内で接続可能な Wi-Fi を整備している。また、全

施設・教室に LAN も整備し、学内システムやインターネットの利用が可能となってい

る。このネットワーク環境を活用して、教職員は学内どこからでも学生カルテやリア

ルタイム授業評価の利用できる環境を整えている。	
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授業を行うコンピュータ実習室は、「コンピュータ第 1 実習室（50 台）」「コンピュ

ータ第 2 実習室（30 台）」「コンピュータ第 3 実習室（24 台）」があり、「コンピュータ

第 5 実習室（8 台）」がマルチメディア設備を整えている。また、第 3・第 5 実習室は

常に学生に開放しており、自己学習、予習・復習等で使用できるようになっている（オ

ープン利用）。第 1・第 2 実習室も授業がない場合はオープン利用可能としている。	

	 コンピュータ実習室以外で教員が情報技術を効果的に活用して授業を行うことに関

しては、PowerPoint を用いるケースが も多い。これに対応するため、毎年プロジェ

クターを設置した教室を増設しており、「2501 教室」「2502 教室」「2102 教室」「1303

教室」「1305 教室」「1307 教室」がある（本報告書：p.73 表 3 参照）。	

 	
(b)	課題	

ICT 機器を活用した教育に関しては教員間での格差があり、FD 研修会等を通じて全

学的に ICT 活用による教育効果の向上に努めることが重要である。 
 

n テーマ	 基準Ⅲ-C	 技術的資源をはじめとするその他の教育資源の改善計画	

	 平成 29 年度へ向けての教育資源改善計画は特にはない。 
 
 
［テーマ 基準Ⅲ-D 財的資源］ 

［区分 基準Ⅲ-D-1 財的資源を適切に管理している。］ 

n 基準Ⅲ-D-1 の自己点検・評価	

(a)	現状	

本学の財務状況は直近 3 年間を見ても定員未充足からくる学生生徒等納付金収入の

減少、100％を超える高い人件費比率により極めて厳しい。法人の支援を受けることで

教育研究の質を維持している。	

法人については、現在、学園を挙げ財務体質の改善を収入支出両面から推進してい

るところである。収入面では学生生徒等の定員確保と外部資金の積極的な獲得、支出

面では人件費抑制と経費の抜本的見直しを実施している。また、この他にも借入金依

存体質からの脱却による負債率の低減、老朽化した施設設備の積極的な取替更新、基

本金の未組入の減少等、多面的に財務体質改善に向け取り組んでいる。	

その改善の兆しが、2010 年度以降の学園全体の基本金組入前当年度収支差額（2014

年度以前は、帰属収支差額）に現れており、改善計画の途中ではあるが健全運営と財

的資源の安定確保に向け順調に推移しており、本学を維持する財源は確保されている。	

以下、財的資源について、本学と法人との関係から項目（1）～（11）について現状

を述べる。	

	

（1）資金収支及び事業活動収支は、過去 3 年間にわたり均衡している。 

本学における直近 3 年間の資金収支では、教育活動資金収支差額及び施設整備等活

動収支差額ともマイナス（赤字）となっている。事業活動収支（2014 年度以前は、消

費収支）においても、基本金組入前当年度収支差額及（2014 年度以前は、帰属収支差
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額）は、マイナスとなっている。	

2015 年度は、経常収支差額で 157,763 千円のマイナス（赤字）となった。学生は収

容定員 400 名の 0.46 倍、187 名の確保にとどまり、学生生徒等納付金収入は 2014 年

度より 28,524 千円増加しているが大幅に不足している。教員 18 名及び職員９名の人

件費を学生生徒等納付金収入で賄うことができず、経常収支において、人件費比率は

108％、人件費依存率は退職金を除き 140％となっている。	

教育研究の質を維持できるよう配慮しつつ財政状況改善に努めたが、当年度の基本

金組入前当年度収支差額は 182,275 千円の支出超過である。必要 低限の施設設備投

資に抑えても教育研究の質の維持には法人からの資金援助が必要な状況である。	

法人としての直近 3 年間の資金収支は、学生生徒等納付金収入をはじめとする基幹

収入が安定的に推移しており、2015 年度については、学生生徒等納付金収入が 2014

年度を上回り、長年減少していた学生生徒数に歯止めがかかっている。競争的資金の

積極的獲得に務めたこと等による補助金収入の確保、外部研究費の獲得等もあり医療

収入を含む収入全般で堅調に推移している。	

支出面では、人件費等の経常経費について支出の抑制をはじめとする抜本的な見直

しを実施し、一方では借入金も約定通り返済し、翌年度繰越支払資金は一定規模を確

保している。	

2015 年度については、定期昇給等により職員人件費の増加はあったが、学園として

の経費削減の取組みにより経費全般は抑制されている。なお、旭川校舎廃止による撤

去費等が生じたことから管理経費が一時的に増加した。しかしながら、翌年度繰越支

払資金の減少は 低限に抑えられており、計画的な引当特定資産の積上げはできてい

る。	

事業活動収支では、旭川校舎廃止による費用として撤去費や固定資産処分差額を計

上したことにより、2010 年度決算から５年連続でプラスとなっていた基本金組入前当

年度収支差額（旧帰属収支差額）は、マイナス計上となった。これは、この施設を維

持することで発生する今後の負担を軽減するための施策の実施による一過性のもので

あることを考慮すれば、ほぼ収支均衡であるといえる。	

今後の学園の課題は、収入超過を当年度基本金組入前収支差額から当年度収支差額

に転換していくことにある。学校会計の特殊性から基本金組入が当年度収支差額に与

える影響は大きく、事業活動収支が均衡したとしても基本金組入相当額が当年度収支

差額のマイナスとなってくる。したがって基本金組入相当額（施設設備投資額）に見

合う収入超過を産むことが経営の安定化につながり、これが実現できれば毎年引当て

ているおよそ 11,000,000 千円の減価償却相当額を内部留保することができ、計画的な

施設設備の取替更新も可能となる。	

そのために、本学の基幹収入である学生生徒等納付金収入、補助金収入及び事業収

入を現状以上に確保することと並行して人件費の抑制、更に委託費をはじめとする各

固定費の抑制が 大のポイントとなる。特に学生生徒等の定員確保は絶対条件であり、

学生生徒等納付金収入に対する人件費依存率を改善し、医療収入に依存しない財務構

造の確立が急務となる。	
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（2）事業活動収支の収入超過又は支出超過の状況について、その理由を把握している。 

本学の事業活動収支は、支出超過の状況にある。その理由は学生の定員未充足にあ

る。2013 年度から 2015 年度では、事業活動収入の基幹である学生生徒等納付金の基

礎となる学生確保は定員 400 名に対して 2013 年度 154 名、2014 年度 160 名、2015 年

度 187 名と大幅に未達である。一方、事業活動支出の過半を占める人件費は、70％近

くで推移しており、削減は困難な状況である。また、人件費依存率は退職金および退

職給与引当金を除き、2015 年度で 140％と学生生徒等納付金で賄えず、人件費比率も

108％となり経常収入を超過している状況である。	

法人においては、各教育機関の学生生徒等の定員確保と、積極的な外部資金の獲得

および医療収入をいかに高い水準で維持できるかが、法人の健全経営を左右すること

になる。	

	 現在、2010 年以降 5 年間継続した基本金組入前当年度収支差額の収入超過の維持と

負債率の減少を目標に財務体質の改善を推進しているところである。法人の収支状況

は各学校・機関の経営状況が直接反映されるため、法人として各学校・機関の予算編

成段階から積極的に関与し、赤字予算編成の回避、達成値による予算編成の順守、予

算執行の管理徹底により、支出超過を抑制し事業活動収支における収入超過につなげ

ている。	

	 しかし、現状では基本金組入額以上の基本金組入前当年度収支差額を捻出すること

ができず、事業活動収支における収入超過には至っていない。今後は更なる事業活動

収入増と人件費を含む事業活動支出の抑制はもとより計画的な基本金組入と内容精査

を実施していくことが必要と判断している。	

	

（3）貸借対照表の状況が健全に推移している。 

法人における学園の貸借対照表は、2013 年から 2015 年において固定比率は、104.6％、

104.4％、105.1％と 100％を超えているが、固定長期適合率は、90％以下で推移して

おりほぼ適正な比率となっている。また、総負債比率は、23.0％、22.2％,22.4％とな

っており全国平均からするとやや高いものの着実に減少している。	

このように、主要比率から見ると貸借対照表は、健全に推移していると判断できる。	

2015 年度においては、有形固定資産において、パシフィックセンター新校舎関連の

取得、札幌校舎体育館の取得などによる増加があり、旧旭川校舎関連の除却、教育・

管理用機器備品の棚卸徹底による除却による減少があったものの全体で増加し、概ね

減価償却額相当の取得ができたと判断する。	

有価証券は、東海大学松前重義記念基金に係る債権満期償還による 200 百万円の減

があったものの大幅な変動もなく推移している。	

償却引当資産、退職給与引当資産、施設設備引当資産、特定引当資産および松前重

義記念基金は本来の目的のため順調に運用・保有されている。	

なお、第２号基本金引当特定資産へ計画通り 4,500,000 千円積み立てを実施した上

で、建設費用として執行した 2,580,000 千円の取崩しを実施した。	

流動資産は、流動負債の２倍以上を目安としているが、2015 年度は在校生の翌年度

学費受入れに伴う預り金が増加したものの、退職資金交付金、医療経費、リース導入
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による短期未払金の減少等により流動負債が減少した結果、202％となり、流動負債の

２倍以上を確保することができた。	

固定負債は借入を抑制していることで順調に減少してきている。	

しかしながら、課題として引当特定資産等の積立不足があり、今後の改善を目指し

ている。	

	

（4）短期大学（本学）の財政と学校法人全体の財政の関係を把握している。 

学校法人東海大学では統一した経理規程にのっとり各学校・機関が運営されている。

予算編成から決算まで、各学校・機関と法人の連携が行われており、短期大学も同様

の連携によって運営されている。	

また、資金面においては人件費等法人で一括して支払い、決算期に清算するなど各

学校・機関の財政状況をみながら法人全体の運営を行っている。短期大学を含め各学

校・機関からは毎月の収支状況が「月次検算表」により法人に報告され、必要に応じ

相談・指導等が実施される。さらに「月次検算表」を集計し、学園の予算執行状況を

把握・分析し、法人が全体の予算管理を行い、常務理事会に報告することにより全体

の把握を行っている。	

さらに会計及び管財についてシステムの統合化を推進しており、情報の把握による

迅速な経営状態の把握、合理化が期待できる。	

	

（5）短期大学（本学）の存続を可能とする財政が維持されている。 

法人においては独立採算を基調としているが、法人が全体予算管理の統括を行って

いることで、何事にも柔軟に対応できる体制が整っている。法人全体の財務体質改善

は、順調に推移しており、繰越金を除きおよそ 390,000 千円の予算規模の福岡短期大

学（本学）を維持する財源は確保されている。	

 

（6）退職給与引当金等が目的どおりに引き当てられている。 

事業活動収支においては、退職給与引当金、徴収不能引当金が設定されており、規

定に従い適切に処理が行われている。しかしながら、退職給与引当金については、引

当金に見合う退職給与引当特定資産が準備されていない点が課題となっている。	

なお、退職給与引当特別繰入額として文部科学省高等教育局私学部参事官通知に基

づく変更時差異 16,274,603 千円を 2011 年度から 10 年間で毎年度均等に繰り入れてお

り、2015 年度で 5 年目となる。	

	

（7）資産運用規程を整備するなど、資産運用が適切である。 

学校法人東海大学の資産については、学校法人会計基準を順守した上で、「学校法人

東海大学固定資産及び物品管理規程」及び「学校法人東海大学経理規程」等に基づき、

適切な管理運用を行っている。また、資金の運用については、「学校法人東海大学資金

運用規程」に基づき、元本保証を原則とし、安全性を重視した運用を行っているため、

運用効率は上がりにくい状況にある。そこで、効率的な資金運用のため、各経理単位

において毎年度当初に資金計画表の作成および提出を義務付けており、これに基づき
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法人財務部において学園全体の資金管理を行い、法人全体の資金の効率的運用等の強

化を図っている。	

	

（8）教育研究経費は経常収入の 20％程度を超えている。 

本学の教育研究経費は、2013 年度、2014 年度の対帰属収入比で 59％、64％、2015

年度の対経常収入比で 51％となり、経常収入の 20％を超えている。なお、減価償却を

除く教育研究経費との比率では、30％から 40％で推移している。	

	

（9）教育研究用の施設設備及び学習資源（図書等）についての資金配分が適切である。 

本学の支出に占める教育研究用機器の構成比率は、2015 年度において 0.7％と全国

平均（2.1％）から見ても低い割合であり、厳しい状況から必要となる費用を捻出し教

育への影響を 小限にとどめるべく努力している。なお、図書支出の構成比率は、0.3％

とほぼ全国平均（0.4％）に近い割合となっている。	

なお、法人全体での構成比率は、教育研究用機器 2.6％、図書支出 0.1％となってい

る。	

	

（10）入学定員充足率、収容定員充足率が妥当な水準である。 

本学の入学定員 200 名、収容定員 400 名に対して、2013 年度から 2015 年度の充足

率は、50％以下であり妥当な水準を割り込んでいる。	

法人内の高等教育機関全体の充足率は、2013 年度から 2015 年度において 103％以上

で推移しており、学部学科により差異はあるものの安定的な水準で推移している。	

	

（11）収容定員充足率に相応した財務体質を維持している。 

本学の収容定員充足率は、50％を下回っており、事業活動収入の基幹となる学生生

徒等納付金の基礎となる学生確保は、定員 400 名に対して 2013 年度 154 名、2014 年

度 160 名、2015 年度 187 名と大幅に未達である。一方、事業活動支出の過半を占める

人件費は、70％近くで推移しており、削減は困難な状況である。また、人件費依存率

は退職金および退職給与引当金を除き 2015 年度で 140％と学生生徒等納付金で賄えず、

人件費比率も 108％となり経常収入を超過している。	

したがって、教育研究活動にかかる資金を本学単独で確保することは困難な状況で

あり、現状の事業活動収入では独立採算での経営が難しく法人からの支援により維持

している。	

	

(b)	課題	

	 本学の財的資源については、法人と連携を図りながら、今後その維持・管理、処分

等の問題も含めて検討を進めていく。	
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［区分	 基準Ⅲ-D-2	 量的な経営判断指標等に基づき実態を把握し、財政上の安定を確保

するよう計画を策定し、管理している。］	

n 基準Ⅲ-D-2 の自己点検・評価	

(a) 現状	

法人各機関や理事会は、教育機関としての設置基準管理や、教職員人事、運営での

重要案件対応、法的な調査、他教育機関と連携調整、高額予算の執行、学園の施設管

理、学園広報、学外からの調査対応等において会議、稟議書・上申書、情報交換等に

よって当該部門と「報告」「連絡」「相談」を行い、学園全体での調整・調和をはかり、

学園運営方針との確認やシンクタンクとしての調査やアドバイスを行い、学園の情報

共有とスケールメリットを活かした強力な支援を即時的に行う体制を持ち、 終決定

を行っている。年度初めの理事長の運営方針所信表明に始まり、法人が主催する会議、

連絡会、研修会等が数多く開催され、学園の運営方針などが一元的に指示される。	

また現在、法人は建学 75 周年に向けて、学園のマスタープランを策定している。そ

れに基づき法人内の各部門（人事、財務、総務）が事業計画を策定し、部門単位（法

人、高等教育、初等中等教育、医学部・病院）でのマネジメントを徹底すると共に、

計画に基づいた予算を編成する。そして、実施した事業について検証し PDCA サイクル

を回すことで、翌年度以降の事業計画に反映させている。	

	

(b)	課題	

	 2017 年度の学園マスタープラン策定に向け、法人各部門を中心に検討を重ね、策定

後、実施にあたっては学園マスタープランの硬直化を招かないよう、毎年検証を加え

ていく必要がある。	

 
n テーマ	 基準Ⅲ-D	財的資源の改善計画	

	 特になし。 
 
n 基準Ⅲ	 教育資源と財的資源の行動計画	

	 特になし。 
 
◇	 基準Ⅲについての特記事項	

（1）以上の基準以外に教育資源と財的資源について努力している事項。	

特になし。	

（2）特別の事由や事情があり、以上の基準の求めることが実現（達成）できない事項。	

	 特になし。本学は、2016 年度の入学生を以って学生募集の停止を表明しており、教 
育資源と財的資源の将来的活用に関しては、法人との連携を図りながら、検討を進 
めていく。 
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【基準Ⅳ	リーダーシップとガバナンス】	

	 基準Ⅳの自己点検・評価の概要	

理事長は、建学の精神及び教育理念・目的を理解し、学園の発展に寄与できる者で

あり、学校法人を代表する者として、建学の精神及び教育理念・目的の周知を行うと

ともに、健全な経営に向けた法人内部の業務を総理している。併せて、理事長が長を

務める理事会においても、法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督している。ま

た、理事会の事務を担当する部署として理事長室を設置しており、寄付行為、学則等

の各種諸規程を整備するとともに、適宜必要な情報を収集している。その情報等は、

特に経営戦略会議において活用され、戦略的な企画立案を組織的に行うことで、短期

大学発展に資している。	

学長は、本学国際文化学科の教員として学生の教育に尽力しつつ重責を担っている。

また、規程に基づいて開催される教授会の議長となり、教育研究上の審議事項につい

て適切に運営している。さらに、機会あるごとに建学の精神に関わる講話を行い、建

学の精神に基づく方針を策定し、学生の学習成果の獲得について全教職員に認識を促

し、実践を求めている。	

監事は、学園の理事会及び評議員会に出席し、私立学校法及び寄付行為の規定にし

たがい法人の業務及び財産の状況について監査を行い、監査報告書を作成して、理事

会及び評議員会へ提出し、学園の監査機能の役割を果たしている。また、評議員会は、

理事長からの予算及び事業計画、決算報告、事業の実績報告の諮問に適切に応えてい

る。	

	

	

［テーマ	基準Ⅳ‐A	 理事長のリーダーシップ］	

［区分	基準Ⅳ－A－１	 理事会等の学校法人の管理運営体制が確立している。］	

(a)	現状	 	

本法人の管理運営体制は、 高議決機関である理事会を頂点とし、諮問機関である

評議員会、法人の業務及び財産を監査する監事、理事長の諮問する経営戦略に関する

事項について審議・答申する経営戦略会議、法人運営の基本に関する事項等を審議す

る常務理事会、法人の内部監査を行う監査室等で構成されている。	

理事は、私立学校法第 38 条（役員の選任）及び本法人の寄付行為の規定にしたがい

選任されており、いずれも建学の精神を理解し、健全な経営について学識及び見識を

有している。また、その長である理事長は、建学の精神及び教育理念・目的を理解し、

学園の発展に寄与できる者が選任されている。なお、学校教育法第 9 条（校長及び教

員の欠格事由）の規定については、寄付行為第 15 条第 2 項第 3 号において準用してい

る。	

本法人の寄付行為第 9 条第 2 項において「理事長は、この法人の業務を総理し、こ

の法人を代表する。」と規定されており、具体的には、「学校法人東海大学常務理事

会規程」に基づき、原則月 2 回の常務理事会を開催し、法人運営の基本に関する事項

等の審議を行っており、学校法人を代表し、その業務を総理している。また、常務理

事会には必要に応じて関係する教職員からの説明を受け、意見を聞いている。	

様式 9－基準Ⅳ 
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理事会は、5 月・7 月・9 月・１月・3 月の年 5 回開催しており、主に事業計画、予

算、事業実績、決算、寄付行為の変更等について審議している。理事会は、本法人の

寄付行為に定めるとおり、理事長が招集し議長となり、学校法人の意思決定機関とし

て適切に運営している。特に決算及び実績の報告については、本法人の寄付行為第 35

条第 2 項において「理事長は、毎会計年度終了後 2 月以内に決算及び事業の実績を評

議員会に報告し、その意見を求めなければならない。」と規定されており、会計年度

終了後の 5 月には、決算及び事業実績（財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業

報告書）について監事の監査を受けた後、理事会にて議決し、評議員会にて報告して

いる。2015 年度分においても、2016 年 5 月 27 日開催の理事会及び評議員会において

決算及び事業実績を報告し、承認が得られている。	

監査については、監査室において、法人の管理運営における公正性かつ効率性を確

保し、社会からの信頼の保持に資するために適正な業務監査・会計監査（年 2 回）を

実施している。	

認証評価機関における認証評価を受けることは、学校教育法第 109 条において規定

されていることである。一方、本法人は寄付行為第 3 条第１項において学校教育法に

従った人材育成を目的として規定しており、学校教育法の遵守を寄付行為でも規定し

ている。よって本法人の理事会は、それらの法令を遵守すべく、第三者評価に対する

責任を負っている。	

理事会の事務を担当する部署として、理事長のもとに理事長室を設置しており、関

係部署と連携し、寄付行為、学則等の各種諸規程を整備するとともに、適宜必要な情

報を収集し、円滑な理事会運営に努めている。この他、法人本部の組織として、経営

企画室を設置し、本法人の運営に必要な情報の収集及び分析等を行い、その結果を経

営戦略会議等において活用し、戦略的な企画立案を組織的に行うことで、短期大学の

発展に資している。	

本法人は、寄付行為第 3 条第１項において、教育基本法、学校教育法及び国内外の

関係諸法令に従う旨を明記しており、各教育機関の運営に関する法的責任があること

を認識している。	

学校法人東海大学財産目録等の閲覧に関する規程の第１条において、「この規程は，

私立学校法第 47 条第 2 項及び学校法人東海大学寄付行為第 36 条第 2 項に基づき、学

校法人東海大学（以下「本学」という。）の財産目録等（以下「財産目録等」という。）

の閲覧に関して，必要な事項を定め，業務の適正な運営を図ることを目的とする。」と

している。また、財産目録等は法人ホームページでも公開している。	

	

(b)	課題	

特になし	

	

［テーマ	 基準Ⅳ－A	 理事長のリーダーシップの改善計画］	

	 特になし	
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［テーマ	 基準Ⅳ-B	学長のリーダーシップ］	

［区分	 基準Ⅳ-B-1	 学習成果を獲得するために教授会等の短期大学の教学運営体制が確

立している。］	

n 基準Ⅳ-B-1 の自己点検・評価	

(a)	現状	

本学学長は、1993 年、東海大学福岡短期大学国際文化学科講師として入職、その後、

同学科准教授、教授を経て、2013 年 4 月に第八代学長に就任した。学長就任と同時に、

本学に設置されている観光文化研究所の所長を兼務し（2015 年度まで）、現在は学長

職とともに国際文化学科の学科主任を兼務するに至っている。学長は、東海大学の出

身であることから学園の建学の精神及び本学の教育理念に通じており、全学生の必修

科目である現代文明論や入学式、ガイダンス、学位授与式等の機会において、本学の

教育の礎である、東海大学の建学の精神と本学の教育理念の啓蒙と理解に努めている。

学長の協調性と公平性を重んじる、その人柄から、学生を始め、教職員、校友会関係、

地域における関係者とも良好な関係を築いている。	

学長の研究領域については、英語英文学を専門としており、これまで長年に渡って

教育活動及び研究活動に従事してきた経験から教育・研究に対する豊かな見識と学識

を備えており、これは本学おける教育活動にも生かされている。現役の教員としても、

現在、学内で英語科目や総合教育科目を担当しているため、学生への教育に直接関わ

っており、自ら本学の教育活動の一翼を担いながら、本学の教育の現状の把握に努め

ている。また、学長は、様々な学内行事や活動の他、後援会・同窓会、学園・キャン

パス関係における催しや行事への参加、あるいは、地域の様々な団体・組織との繋が

りと連携を大切にし、積極的に関わっている。	

学長は、教育研究活動を推進していく上での学内運営においては、東海大学福岡短

期大学教授会規程に基づいて、原則として月 1 回開催される、教授会の議長として、

様々な事項（教育及び研究に関する事項、学生の学籍異動に関する事項、教務及び学

生に関する事項、学長の諮問に関する事項、その他必要と認められた事項）について

審議し、適切に教授会を運営している。教授会は、全教員及び事務室長によって構成

され、書記として事務室長補佐が同席し、議事を記録している。教授会で審議された

事項及び報告事項の議事については、議事録として、後日、全教職員へ配布され、次

回の教授会において審議と承認が行われている。議事録及び議題や出席表は、事務室

にて年度別に保管されている。	

また、教授会の審議を経る時間がなく、迅速に決定が求められる事項や、その他、

教授会に際して調整が必要と認められる案件に関しては、学長を中心に、両学科主任、

事務室長、事務室長補佐から成る、企画調整会議に随時諮って審議・承認を行ってお

り、学長は円滑な学内運営に努めている。企画調整会議で審議された事項は、学科会

議や教授会で報告がされている。	

教育研究上においては、学園の 3 短大で運営する東海大学短期大学（部）紀要委員

会の本学の紀要委員会委員長として、紀要の編纂に関わり、科研費等の獲得も含めて、

学内の教員に対する積極的な研究活動とその促進に努めている。また、観光文化研究

所の所長としても、発行している所報の企画・編集に自ら関わり、活発な研究活動を
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推進している。	

建学の精神に基づく本学の教育方針については、学長が中心となって、学科や大学

評価委員会との調整を行いながら、全学共通の 3 つの方針（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）を策定した。策定された 3 つの方針に

対する学生の学習成果の獲得に向けて、学長は、少人数の教育機関の特色を生かし、

学生と教職員が一体となった、きめ細かい教育体制が学習効果に効果的に反映される

ような教育環境の構築に努力しているところである。	

なお、学長の選任については、学校法人東海大学学長及び副学長選任規程に沿って、

選任されており、学校法人東海大学組織及び業務分掌規程第 7 条において「各教育機

関は、この法人設立の建学の精神に基づきそれぞれの教育を行う。」、また、第 19 条に

おいて「この法人が設置する短期大学（部）（以下「短期大学」という。）に学校を代

表し、校務全般を掌理するため学長を置く。」と規定されている。	

	

(b)	課題	

	 特になし。	

	

テーマ	 基準Ⅳ-B	学長のリーダーシップの改善計画	

	 特になし。	

	

	

［テーマ	基準Ⅳ－C	 ガバナンス］	

[区分	 基準 IV-C-1	監事は寄附行為の規定に基づいて適切に業務を行っている。］	

(a)	現状	

本法人の監事は、本学園の規程に則り、業務状況の監査及び財産状況の監査を実施

しており、監査報告書も適切な時期に提出されている。	

本法人の評議員会の諮問事項に関しては、寄付行為第 26 条で規定（提出資料 31，32

参照）しており、私立学校法第 42 条の規定に基づき評議員会で審議がなされている。	

予算編成にあたっては、法人の予算に関する統括責任者である理事長のもとで、法

人の設置する各校舎・学校・機関の予算編成業務を行っている。予算を合理的に編成

するために予算単位（経理単位と同一）が置かれており、予算単位責任者（経理単位

責任者と同一）がそれを司る。	

はじめに、７月末までに各部門より提出され、これを取りまとめた学園の運営方針・

事業計画（案）が理事会にて承認され、各部門を通じて部門内の経理単位でそれぞれ

運営計画の策定に入り、これと並行して予算編成資料の作成準備を進める。各経理単

位が策定した運営計画については部門へ提出され、部門にて精査の上、取りまとめら

れる。予算原案については運営計画に基づき策定を進め、10 月中旬までに部門を通じ

て予算統括責任者に提出する。具体的には「予算編成趣意説明書」や「資金収支計画

書」、「事業活動収支計画書」を作成し予算事務局へ提出する。資金収支計画書、事業

活動収支計画書は、毎年度予算編成該当年度を含む 10 カ年の予算案を作成することに

なっており、その基礎となる資料も併せて作成する。提出された予算原案については、
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11 月から 12 月にかけ開催される予算会議において、各予算単位から説明が行われ、

財務計画等の妥当性や中・長期計画に基づいて編成されているか等が詳細に審議され、

これらの結果を基に予算事務局と各部門との間で調整後、法人予算原案を 1 月末日ま

でに作成し、予算委員会に提出する。予算原案作成に際しては予算事務局において、

運営方針・事業計画と各経理単位の運営計画について総合的な見地から、徹底した検

証を実施する。これらのチェック事項を基に予算会議において予算単位責任者をはじ

め関係者にヒアリングを実施し、その事業の重要性や緊急性を考慮し学園内での優先

順位を決定していく。限られた枠での有効な資金投下を心掛け、予算の適正配分に取

り組んでいる。予算委員会は、提出された予算案を 2 月末日までに審議決定し、理事

長に答申する。これを受け、理事長は評議員会の意見を聴いたうえで、理事会の審議

に諮り承認されると予算が決定する。また、予算の執行については学内において配算

された予算を基に、事務室及び図書館・各領域単位で責任者が内容を逸脱することな

く適正に執行する。経理単位責任者は、その執行状況を毎月「月次検算表」の提出を

持って理事長に報告をしなければならないこととなっている。提出された各経理単位

の「月次検算表」は、法人財務部主計課によって取りまとめられ「学園全体の月次検

算表」として理事長に報告される。なお、配算された予算を他の用途に流用せざるを

得ない場合には「経理規程細則」に則り、経理単位責任者の責において承認するか、

適切な事務処理を経て理事長の承認を得た上で執行することになっており、法人全体

の健全な財務体質維持に努めている。	

公認会計士の監査及び公認会計士と監事との連携により計算書類、財産目録は学校

法人の経営状況を適正に表示している。具体的には、監事と公認会計士が情報交換す

る場を設け、公認会計士より年間監査の結果説明書に基づき、監査状況を直接監事に

説明している。また、年間の監査計画についても書面により監事に提出することで、

監査の全容を把握できるよう配慮されている。決算及び期中監査時に受けた各経理単

位の指摘事項及び修正事項については、その内容と改善案等について各校舎・学校・

機関にて記載した上で監査法人へ報告し、監査法人より書面にて「監査指摘事項対応

報告」として法人に提出され、法人は提出された「監査指摘事項対応報告」に基づき

是正指導の徹底を図る。なお、監査法人の指摘及び修正事項は半期毎の往査時に監査

法人より是正の有無が確認される。	

公認会計士の監査意見は、書面によるものあるいは口頭によるものも含め、法人担

当部署でとりまとめ、公認会計士との協議あるいは各経理単位への是正指導等により

適切に対応している。	

学校法人東海大学の資産及び資金の管理運用については、学校法人会計基準を順守

した上で、「学校法人東海大学固定資産及び物品管理規程」及び「学校法人東海大学経

理規程」等に基づき、各管理台帳に適切に記録し、管理している。	

学校法人東海大学では、学校債の募集は行っていないが、寄付金については、理事

会の決定に基づいて「学校法人東海大学建学 75 周年記念事業募金」、「学校法人東海大

学松前重義記念基金」及び「学校法人東海大学教育振興募金」を募集し、「学校法人東

海大学経理規程」に基づいて適正に処理が行われている。	

教育情報及び財務情報については、①財産目録（学校法人東海大学）②貸借対照表
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（学校法人東海大学）③収支計算書（学校法人東海大学）④事業報告書⑤監事による

監査報告書を公開し、冊子体として各校舎・学校・機関に備え付けると共に東海大学、

短期大学部、医療技術短期大学、福岡短期大学のホームページで冊子同様の内容を公

表している。	

	

(b)	課題	

特になし	

 
［区分	基準Ⅳ－C－2	 評議員会は寄附行為の規定に基づいて開催し、理事長を含め役員の

諮問機関として適切に運営している。］	

n 基準Ⅳ-C-2 の自己点検・評価	

（a）現状	

本法人の評議員会は、理事の定数（15 人～21 人以内）の 2 倍を超える数の評議員を

もって構成しており、2016 年 6 月１日現在 42 人（定数 39 人～43 人）となっている。

なお、評議員の定数は、本法人の寄付行為第 20 条第１項、理事の定数は、本法人の寄

付行為第 8 条第１項第１号にてそれぞれ規定している。	

また、評議員会の諮問事項（予算、事業計画及び寄付行為の変更等）に関しては、

寄付行為第 26 条で規定しており、私立学校法第 42 条の規定に基づき評議員会で審議

がなされている。	

	

（b）課題	

特になし	

	

［区分	 基準Ⅳ-C-3	 ガバナンスが適切に機能している。］	

n 基準Ⅳ-C-3	 ガバナンスが適切に機能している。	

（a）現状	

中・長期計画に基づいた毎年度の事業計画と予算編成は以下の手順で行う。	

1）予算編成手順	

①学園の運営方針・事業計画(案)が７月末の理事会にて承認され、各部門を通じて部

門内の経理単位に対し示される。これを受け、各経理単位にて運営方針・事業計画に

基づく運営計画、並びに予算原案の作成準備に入る。	

②各経理単位責任者は、運営計画を 9 月初旬までに部門へ提出する。その後、部門に

よる精査を行う。	

③各経理単位責任者は運営計画に基づき作成した予算原案を 10 月中旬に部門を通じ

て予算統括責任者に提出する。	

④予算事務局は、提出された予算関係書類を精査後、11 月から 12 月に予算会議を設

定する。予算委員会は予算会議を開催し、各経理単位の事業計画及び関係部署の意向

を聴取・確認する。併せて、前年度の予算執行状況を評価し、その結果を次年度予算

編成に反映させる。	

⑤予算事務局は、部門、各経理単位及び関係部署の意向を念頭に、予算原案として
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とりまとめ、1 月末日までに法人予算原案を作成する。	

⑥予算事務局は、法人予算原案を予算統括責任者に提出し、予算統括責任者は、予

算委員会を招集し、2 月末までに法人予算原案を審議・決定し、次いで企画調整会議、

常務理事会において審議・決定する。	

⑦審議・決定された法人予算原案は、3 月下旬の理事会で承認された後、速やかに部

門を通じて各経理単位に通達される。	

2）中長期計画と単年度予算について	

①原則として、中期計画が年次進行により当該年度予算となるが、内外要因により

変更が生じる場合はその内容を慎重に審議し変更に応じる手続を取る。	

②内外要因により変更が生じる場合は、部門内での調整を行った上で必要に応じ経

営戦略会議等に諮り、その後予算委員会を経て企画調整会議、常務理事会で審議・決

定される。	

3）予算会議	

①各経理単位の予算編成の趣旨は、予算関係書類作成時に部門を通じて予算統括責

任者宛に提出される。	

・予算編成趣意説明書	

・資金収支計画書	

・活動区分資金収支計画書	

・事業活動収支計画書	

・勘定科目別	事業 10 ヶ年計画表	

・事業計画及び修繕・撤去工事計画総括表	

・当該年度予算書及び関係書類	

②予算事務局において、提出された予算関係書類の整合性・不備等を確認した後、

予算会議を設定する。	

③予算会議は、予算委員会が主催し、予算統括責任者、常務理事会並びに法人各部

（室）長のうち理事長の指名した者及び審議対象となる部門、経理単位の責任者・担

当者等で構成される。	

④予算会議では、審議される部門、経理単位責任者より当該年度の事業計画及び予

算編成趣旨等の説明を受け、次いで質疑応答の形で折衝が行われ慎重に審議された後、

予算案としての第 1 次判定が下される。	

⑤第１次判定において、否となった場合は、指摘事項等を修正後速やかに部門内に

て再調整を行った上で予算事務局に提出する。	

4）施設設備予算の立案	

①修繕を含む施設設備計画は、法人全体の財政状況を念頭に、学園全体の予算規模

を決め、各部門と施設担当部署が設定した優先順位のもと、予算事務局において各部

門に割り振る方式を取る。ただし、優先順位は施設担当部署による各部門、経理単位

からのヒアリングと実地調査により慎重に決定される。	

②施設設備予算案は 1 月末までに決定され、内定通知として部門を通じて通達し、

それを受けた部門は各経理単位と 終調整を行い、確定した予算案を予算統括責任者

へ提出する。	
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決定した事業計画と予算は以下の手順で伝達されている。	

1）予算	

各経理単位の予算は、例年 3 月下旬に開催される理事会での承認後、予算事務局よ

り部門を通じて各経理単位に速やかに示達されている。	

〔予算示達内容〕	

①資金収支予算書	

②活動区分資金収支予算書	

③事業活動収支予算書	

〔予算示達状況〕	

① 2016 年度予算	

理事会開催日	 2016 年 3 月 29 日	

予算示達日	 	 2016 年 3 月 30 日	

② 2015 年度予算	

理事会開催日	 2015 年 3 月 27 日	

予算示達日	 	 2015 年 3 月 30 日	

③ 2014 年度予算	

理事会開催日	 2014 年 3 月 28 日	

予算示達日	 	 2014 年 3 月 31 日	

2）学園運営方針・事業計画	

①学園運営方針（案）・事業計画（案）は、７月下旬の理事会において承認され、

部門を通じて各経理単位へ周知される。確定した学園運営方針・事業計画について翌

年 3 月下旬の理事会において承認され、事業報告は 5 月下旬の理事会において承認さ

れる。	

②学園運営方針・事業計画は、部門を通じて各所属長へ周知されると共に、その要

旨が学園広報誌並びに教職員専用ホームページに掲載されることにより教職員に周知

される。	

示される内容の事例	

〔2015 年度事業報告〕	

	 Ⅰ．学園共通の取組み	

	 	 １．経営企画部門	

	 	 ２．総務部門	

	 	 ３．財務部門	

	 	 ４．人事部門	

	 	 ５．校友部門	

	 	 ６．その他の推進事業	

Ⅱ．高等教育部門	

Ⅲ．初等中等教育部門	

Ⅳ．医学部・付属病院部門	

〔2016 年度学園運営方針・事業計画〕	
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	 Ⅰ．学園共通の取組み	

	 	 ・経営企画部門	

	 	 	 	 １．運営方針	

	 	 	 	 ２．事業計画	

	 	 ・総務部門	

	 	 	 	 １．運営方針	

	 	 	 	 ２．事業計画	

	 	 ・財務部門	

	 	 	 	 １．運営方針	

	 	 	 	 ２．事業計画	

	 	 ・人事部門	

	 	 	 	 １．運営方針	

	 	 	 	 ２．事業計画	

	 	 ・校友部門	

	 	 	 	 １．運営方針	

	 	 	 	 ２．事業計画	

	 	 ・その他の推進事業	

	 	 	 	 １．運営方針	

	 	 	 	 ２．事業計画	

Ⅱ．高等教育部門	

	 	 	 	 １．運営方針	

	 	 	 	 ２．事業計画	

Ⅲ．初等中等教育部門	

	 	 	 	 １．運営方針	

	 	 	 	 ２．事業計画	

Ⅳ．医学部・付属病院部門	

	 	 	 	 １．運営方針	

	 	 	 	 ２．事業計画	

	

年度予算は規程等に基づき適正に執行され、手順は以下の通りである。	

1）予算の執行にあたっては、学校法人東海大学経理規程及び経理規程細則にしたがい

適正に執行される。	

2）予算執行に係る諸規程等	

①学校法人東海大学経理規程	

②学校法人東海大学経理規程細則	

③学校法人東海大学固定資産及び物品管理規程	

④学校法人東海大学固定資産及び物品管理施行細則	

⑤勘定科目処理規則	

3)予算の遵守と流用	

予算の執行にあたっては、学校法人東海大学経理規程を遵守することとなっている
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が、やむを得ない事由等により予算の流用、追加、適正科目への振替等が発生する場

合は、速やかに理由を付して予算統括責任者に申請する規則となっている。	

4）日常からの予算の管理	

毎月、所定の期日までに各経理単位から提出される「月次検算表」により予算の執

行状況及び適正性を把握している。	

日常的な出納業務は手引書等に基づき円滑に実施し、経理責任者を経て理事長に報

告されている。手順は以下の通りである。	

1）予算執行に係る諸規程等に加え、日常的出納業務を円滑に実施するための手引きを

備えている。	

①勘定科目例示集	

②勘定科目処理 Q&A 集	

③消費税法のあらましと本学の対応策	

2）会計処理のサポート体制	

短期大学以下の各経理単位の日常の出納業務の記録は共通の財務会計システム

GrowOne を利用しており、法人のサーバーで集中的に管理されているため出納業務に

おける疑問、不測の事態等は適時に対応することができる体制をとっている。	

3）理事長への報告	

①毎月、所定の期日までに各経理責任者から提出される「月次検算表」により円滑

に出納業務が行われているかを判断する。	

②法人に提出された各経理単位の「月次検算表」は集計後、法人全体の「予算執行

状況表」として執行状況分析等を付加し、四半期毎に常務理事会を経て理事長に報告

し、他の月については理事長への報告上申を行っている。	

公認会計士の監査及び公認会計士と監事との連携により計算書類、財産目録は学校

法人の経営状況を適正に表示している。	

1）公認会計士による監査状況	

①2015 年度	

実査〔2016 年 4 月 6 日〕対象項目（本部保管全件）	

	 	 ※各経理単位は会計士が往査時に実差を実施している。	

現金・預金通帳・証書・有価証券・出資金・敷金保証金・監査	

決算監査及び期中監査等述べ日数 399 日	

決算監査〔2016 年 4 月～6 月〕	

期中監査〔2015 年 9 月～2016 年 3 月〕	

システム監査〔2016 年 2 月～3 月〕	

②2014 年度	

実査〔2015 年 4 月 8 日〕対象項目（本部保管全件）	

	 	 ※各経理単位は会計士が往査時に実差を実施している。	

現金・預金通帳・証書・有価証券・出資金・敷金保証金・監査	

決算監査及び期中監査等述べ日数 389 日	

決算監査〔2015 年 4 月～6 月〕	

期中監査〔2014 年 9 月～2015 年 3 月〕	
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システム監査〔2015 年 1 月～2 月〕	

③2013 年度	

実査〔2014 年 4 月 7 日〕対象項目（本部保管全件）	

	 	 ※各経理単位は会計士が往査時に実差を実施している。	

現金・預金通帳・証書・有価証券・出資金・敷金保証金・監査	

決算監査及び期中監査等述べ日数 371 日	

決算監査〔2014 年 4 月～6 月〕	

期中監査〔2013 年 9 月～2014 年 3 月〕	

システム監査〔2014 年 1 月～2 月〕	

2）監事と公認会計士の連携	

監事と公認会計士の連携については、双方が一同に会し情報交換をする場を設け、

公認会計士より年間監査の結果説明書に基づき、監査状況を直接監事に説明してい

る。監事監査には公認会計士が立ち合い、年間監査の結果説明書に基づき、監査状

況を直接監事に説明している。また、年間の監査計画についても書面により監事に

提出することで、監査の全容を把握できるよう配慮されている。	

3）監査時指摘事項への対応	

決算及び期中監査時に受けた各経理単位の指摘事項及び修正事項については、監

査法人より書面にて「監査指摘事項対応報告」として法人に提出され、法人は提出

された「監査指摘事項対応報告」に基づき是正指導の徹底を図る。	

［監事と会計士の連携状況］	

	 2016 年 5 月 19 日	 三様監査	

	 	 出席者：常勤監事（2 名）、新日本有限責任監査法人（2 名）、監査室（3 名）	

	 2015 年 5 月 20 日	 三様監査	

	 	 出席者：常勤監事（2 名）、監事（1 名）、新日本有限責任監査法人（2 名）、	

監査室（4 名）	

	 2014 年 5 月 16 日	 三様監査	

	 	 出席者：常勤監事（1 名）、監事（2 名）、新日本有限責任監査法人（2 名）、	

監査室（4 名）	

	 公認会計士の監査意見は、書面によるものあるいは口頭によるものも含め、法人

担当部署でとりまとめ、公認会計士との協議あるいは各経理単位への是正指導等に

より適切に対応している。	

1）公認会計士の監査意見への対応	

決算及び期中監査時に受けた各経理単位の指摘事項及び修正事項については、監

査法人より書面にて「監査指摘事項対応報告」として法人に提出され、法人は提出

された「監査指摘事項対応報告」に基づき是正指導の徹底を図る。なお、監査法人

の指摘及び修正事項は半期毎の往査時に監査法人より是正の有無が確認される。	

2）往査時の各経理単位の対応	

年 2 回実施される決算及び期中監査往査時には、各経理単位において監査終了時

に講評が行われ、即時是正できるものは、法人と連携をとり是正を実行する。なお、

検討を要すると判断されたものは、指摘事項及び修正事項の内容を記載した「監査



 95 

指摘事項対応報告書」を監査法人宛に提出し、これらを監査法人が取りまとめ「監

査指摘事項対応報告」として法人に提出される。	

	

学校法人東海大学の資産及び資金の管理運用については、学校法人会計基準を順守

した上で、「学校法人東海大学固定資産及び物品管理規程」及び「学校法人東海大学経

理規程」等に基づき、各管理台帳に適切に記録し、適正に管理している。	

また、理事長への学園預金残高状況の報告を 2012 年 6 月末預金残高より毎月実施し

ている。なお、報告については後述する予算執行状況とあわせて実施している。	

	

学校法人東海大学では、学校債の募集は行っていない。	

寄付金については、学校法人東海大学理事会の決定に基づいて「学校法人東海大学

建学 75 周年記念事業募金」、「学校法人東海大学松前重義記念基金」及び「学校法人東

海大学教育振興募金」の募集を行っており、いずれの募金も「学校法人東海大学経理

規程」に基づいて適正に処理が行われている。	

	

各経理単位は、月次検算表を以下の手順で作成し、各経理責任者から法人に提出さ

れ、予算執行状況表として、理事長に報告している。	

1）月次検算表作成の流れ【福岡短期大学他各経理単位】	

①該当月の資金収支元帳の確認〔該当月末日〕	

②法人との取引調整仕訳の取り込み〔該当月の翌月 10 日〕	

・入金通知	

・立替金通知	

③月次検算表の出力及び法人提出〔該当月の翌月 20 日〕	

2）予算執行状況表の作成【法人】	

①各経理単位から提出された月次検算表の集計〔該当月の翌月末日〕	

②法人全体の月次検算表に当月の予算執行状況他説明・分析を加え「予算執行状

況表を作成」する。〔該当月の翌月末日〕	

3）予算執行状況表の報告【法人】	

予算執行状況表の報告は、四半期毎に常務理事会を経て理事長に報告されている。

また、それ以外の月の予算執行状況表は、理事長への報告上申として該当月の翌月

末日に報告されている。	

4）報告状況	

［報告状況］	

2015 年		6 月	11 日		予算執行状況の	4 月分月次報告及び預金残高報告上申	

2015 年		7 月		6 日		予算執行状況の	5 月分月次報告及び預金残高報告上申	

2015 年		9 月		8 日		予算執行状況の	6 月分月次報告及び預金残高報告	

（常務理事会にて報告）	

2015 年		9 月		8 日		予算執行状況の	7 月分月次報告及び預金残高報告上申	

2015 年	10 月		6 日		予算執行状況の	8 月分月次報告及び預金残高報告上申	

2015 年	11 月	10 日		予算執行状況の	9 月分月次報告及び預金残高報告	
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（常務理事会にて報告）	

2015 年	12 月	11 日		予算執行状況の 10 月分月次報告及び預金残高報告上申	

2016 年		1 月	15 日	 予算執行状況の 11 月分月次報告及び預金残高報告上申	

2016 年		2 月		2 日	 予算執行状況の 12 月分月次報告及び預金残高報告	

（常務理事会にて報告）	

2016 年		3 月		8 日	 予算執行状況の	1 月分月次報告及び預金残高報告上申	

2016 年		4 月		7 日		予算執行状況の	2 月分月次報告及び預金残高報告上申	

	

法人は、私立学校法第 47 条に関する書類として、事業報告書及び財務報告書を所定

の期日までに作成し、公表している。その手順は、学校法人東海大学の財務状況を理

事会での審議・承認事項の報告として、学園新聞「東海大学新聞」と学園広報誌「学

校法人東海大学広報」を媒体とし、理事会での審議の概要と次に記す計算書類を掲載

して、教職員、学生、保護者、同窓会、一般、情報交換大学等に公開している。更に、

「学校法人東海大学事業報告書・財務報告書」を作成し、全国の本学園主要事務所に

備え置き、閲覧に対応している。また、インターネットを利用したホームページでの

情報公開に努め、ホームページでは過年度の掲載内容も閲覧可能としている。	

ア．広報誌等への掲載内容	

	 	 4 月	 新年度の資金収支予算書、活動区分資金収支予算書、事業活動収支予算書	

	 	 6 月	 前年度の資金収支計算書、活動区分資金収支計算書、事業活動収支計算書、	

貸借対照表	

	 イ．情報開示資料	

	 	 財産目録、貸借対照表、収支計算書（資金収支計算書、活動区分資金収支計算書、	

事業活動収支計算書、収益事業計算書）、事業報告書（掲載事項：設置する学校・

学部・学科等一覧、入学定員及び学生数の状況、役員の状況、教職員数、事業の

概要、財務の概要、経年比較表、その他）、監事による監査報告書	

	

◇	基準Ⅳについての特記事項	

(1)	以上の基準以外にリーダーシップとガバナンスについて努力している事項。	

特になし	

	

(2)特別の事由や事情があり、以上の基準の求めることが実現（達成）できない事項。	

特になし	

	

n テーマ	 基準Ⅳ-C		ガバナンスの改善計画	

特になし。	

	

n 基準Ⅳ	 リーダーシップとガバナンスの行動計画		

	 特になし。	

	

	



 97 

◇	基準Ⅳについての特記事項	

(1)	以上の基準以外にリーダーシップとガバナンスについて努力している事項。	

特になし。	

(2)	特別の事由や事情があり、以上の基準の求めることが実現（達成）できない事項。	

特になし	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 


