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Ⅰ．建学の精神・大学の基本理念、使命・目的、大学の個性・特色等
１．建学の精神･大学の基本理念、使命･目的、大学の個性･特色等
本学の前身である静岡学園大学予備校とその後設立された静岡学園高等学校は、創立者
牧野賢一の提唱した“孝友三心”
（服する心、感謝する心、全うする心）を教学の基本理念
に掲げて人間教育を実践してきた。本学設立後も、引き続きこの“孝友三心”を基本理念
としてきたが、激変する社会や時代に対応した新たな大学像を模索する中で、大学発展の
基盤をより明確にするため、平成 12(2000)年、当時の学長大坪檀が中心となってこの基本
理念をベースとした新しい理念を構築した上で、理念を具体化するためのミッションを制
定した。
爾来本学では、理念として次の 2 項目を、ミッションとして以下の 8 項目を掲げている。
【理念】
１

「東海に静岡産業大学あり」といわれる、小粒だがキラリと光る個性ある存在にな
る。新しい大学を創造し、大学の新しいモデルとなる。

２

豊かな教養と、高潔な倫理観、人間愛、社会に対する広い貢献意識を備えた職業人､
社会のリーダーの育成に努める。21 世紀の産業社会と国際社会の求める専門的職業教
育を推進することに徹する。

【ミッション】
１

時代の先端的な教育を行うことを第一義的な使命とする。そのために先端的な水準
の研究を行う。教育の品質と生産性を重視し、教育の質を保証する場とする。入学す
るには易しいが卒業するには難しいとされる大学を目指す。

２

自由、自主自立、自己責任、自己管理を尊重するとともに、積極性、チャレンジ精
神を重視し、行動とボランティア精神を求める。公平さ、フェアネス、合理、人間愛
を常に判断の基準とする。

３

学ぶ学生の能力を偏差値に求めず、偏差値では測定できない個々の学生の潜在能力
を引き出し、開発することを重視する。個々の学生の夢、志が達成、成就できるよう
支援、サポートする。

４

教員には教育のプロに徹することが求められる。少人数教育、個別指導をモットー
とする。

５

新しい教育法、教育内容、教育水準により本大学の社会的地位を確立する。

６

地域社会の発展に寄与する教育、研究、情報、アイディア、サービス等の提供を通
じて広く社会貢献を行う。社会一般と積極的にかかわり地域と住民、産業とともに発
展、成長することを目指す。

７

人種、国籍、性、宗教、年齢等をベースにした制度、支援策、教育、評価などを導
入しない。

８

教職員、学生全員が本学に属することに誇りを抱き、各自が高い質の生活と人生を
享受できるよう互いに努力する。

この理念とミッションを達成する上で本学では、常に時代の先端的な教育を行うことを
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目的として、学部・学科の編成等に留意するのみならず、個々の学生の潜在能力を引き出
し、開発することを重視し、学生が“大化け”することを念頭に置いた人材教育に力を入
れている。教員には教育のプロに徹し、新しい教育法、教育内容の開発に努めるよう求め、
毎年定期的に全学的な「ラーニングメソッド研究会」を開催するなどして、本学独自の新
しいラーニングメソッドの開発にも取組んでいる。
本学は、大学のミッションとして地域社会の発展に貢献することを謳い“人材と知識の
地産地消”をベースに、地域社会との協働による人材教育を推進している。本学の理念に
賛同した有力企業､行政機関､団体が本学に寄附提供している「冠講座」は 23 講座に及ぶ。
本学では、この講座を、学生には最先端の実学を学ぶ正規の授業として、一般社会人には
無料で公開されている常設の公開講座として位置付けている。
２．本学が目指す大学像
本学が目指す大学像は、本学の理念とミッションで明確に描き出しているが、更に、平
成 18(2006)年には次に示す「静岡県民大学宣言」を公表し、地域社会に貢献する大学像を
より鮮明にさせた。
県民大学宣言
１

静岡産業大学は、静岡県、磐田市、藤枝市、県内有力企業と多くの市民の支援の下に
誕生し、静岡県、地域社会の為に貢献し得る有為な人材を育成、輩出することを付託さ
れた公器であることを常に念頭に置き、高水準の先端的な教育研究活動を展開します。

２

静岡産業大学は、大学の有する人材、教育力、研究力、知識、情報、アイディア、施
設を広く提供し、静岡県、地域社会の発展に積極的に貢献します。

３

静岡産業大学は、静岡県、地域社会の発展に必要な知識、情報、アイディア、新産業
の創造に積極的に取り組みます。

４

静岡産業大学は、産官学民各層の連携のもとに協力し合いつつ行動します。

５

静岡産業大学は、県民や、地域社会の住民が誇れる大学、
“東海で小粒だがきらりと光
るユニークな存在”になるよう常に進化、発展に努力します。
本学の教職員は、一体となって大学の理念とミッションを着実に具現化するため、
「方針

管理制度」を全学的に展開して本学のマネジメントシステムのベースとしている。学長は、
本学の理念とミッションに基づいて、中期及び年度における「学長方針」を示し、学部長
はその年度方針に従って学部独自の「学部長方針」を策定している。事務局長はこれらの
方針を役割分担化し、教学組織と連携しながら、事務組織を通じて、各部門で数値目標、
実施行動計画、スケジュール等を具体化し、主体的に実施計画書にまとめて学長に提出し
ている。この計画書に基づいて学部、委員会､事務局が業務の進行を毎月自己点検し、報告
する体制ができている。
また、教員は、年度のはじめに「教育研究目標」を作成し､年度末には自己評価した報告
書を提出する仕組みになっている。
本学では、理念とミッションに基づき大学が運営されるよう、また、時代の要請に応じ
た変化と進化を絶えず続けていくため、不断の自己点検、自己評価が不可欠であると確信
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している。今回の大学評価のための自己点検活動を本学の更なる発展のための起爆剤とし
て捉え、全学一体となって取組んでいるところである。
Ⅱ．沿革と現況
1．本学の沿革
昭和 28(1953)年 4 月

静岡学園大学予備校設立

昭和 30(1955)年 4 月

学校法人静岡学園大学予備校認可

昭和 40(1965)年 12 月

学校法人第二静岡学園寄附行為認可

昭和 41(1966)年 4 月

静岡学園高等学校開校

昭和 53(1978)年 4 月

静岡学園中学校開校

昭和 63(1988)年 4 月

静岡学園短期大学［経営情報科・英語科］開学

平成 6(1994)年 4 月

静岡産業大学［経営学部

平成 8(1996)年 4 月

静岡学園短期大学英語科を［英語コミュニケーション学科］

経営環境学科］開学

に名称変更
平成 10(1998)年 4 月

静岡産業大学［国際情報学部

平成 11(1999)年 3 月

静岡学園短期大学廃止

平成 13(2001)年 4 月

静岡産業大学経営学部［情報マネジメント学科］開設

国際情報学科］開設

静岡産業大学国際情報学部［教職課程（高校一種

英語・情

報）］開設
平成 15(2003)年 4 月

静岡産業大学教職課程
経営学部［教職課程

（高校一種

国際情報学部［教職課程
平成 16(2004)年 4 月

公民・商業）］開設

（中学一種

英語）］開設

静岡産業大学国際情報学部
［学校図書館司書教諭課程・博物館学芸員課程］開設

平成 17(2005)年 4 月

静岡産業大学
経営学部［経営学科・スポーツ経営学科］開設
情報学部［情報デザイン学科・国際情報学科］開設
静岡産業大学情報学部
［教職課程 （中学一種 英語

高校一種 英語・情報）］開設

［学校図書館司書教諭課程・博物館学芸員課程］開設
平成 18(2006)年 4 月

静岡産業大学経営学部
［教職課程

平成 21(2009)年 3 月

（中学一種・高校一種

保健体育）］開設

静岡産業大学
国際情報学部廃止
経営学部［経営環境学科・情報マネジメント学科］廃止

平成 22(2010)年 3 月

静岡産業大学情報学部
［教職課程

（中学一種

英語

高校一種

英語）］廃止

［学校図書館司書教諭課程・博物館学芸員課程］廃止
平成 23(2011)年 4 月

法人名を新静岡学園に変更

平成 24(2012)年 4 月

静岡産業大学経営学部［心理経営学科］開設
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平成 27(2015)年 4 月

静岡産業大学経営学部［保育士養成課程］開設

2．本学の現況〔平成 27 (2015)年 5 月 1 日現在〕
・大学名
静岡産業大学
・所在地
磐田キャンパス（経営学部）
静岡県磐田市大原 1572 番地 1
藤枝キャンパス（情報学部）
静岡県藤枝市駿河台 4 丁目 1 番 1 号
・学部構成
学 部 名

学

科

経 営 学 部

経営学科

情 報 学 部

情報デザイン学科

名

スポーツ経営学科

心理経営学科

国際情報学科

・学生数、教員数、職員数
学生数
学

部

学

経営学部

情報学部

科

編入学

入学定員

定員

収容定員

経 営 学 科

78

2

316

スポーツ経営学科

120

2

484

心理経営学科

60

－

240

情報デザイン学科

140

6

572

国際情報学科

100

4

408

計

498

14

2,020

合

在
1 年次
319

165
484

籍

部

専 任 教 員 数
教授

准教授

講師

3 年次

4 年次

60

89

97

150

128

121

59

66

50

100

129

182

67

58

51

436

470

501

兼任
教員数

計

経 営 学 部

22

4

10

36

116

情 報 学 部

17

10

3

30

74

計

39

14

13

66

190

専任職員

嘱託職員

合
職員数

53

パート職員
2

合計

34

89

4

生

2 年次

教員数
学

学

数
計
1,139

752
1,891

静岡産業大学

Ⅲ．評価機構が定める基準に基づく自己評価
基準 1．使命・目的等
1－1 使命・目的及び教育目的の明確性
≪1－1の視点≫
1-1-①

意味・内容の具体性と明確性

1-1-②

簡潔な文章化

（1）1－1の自己判定
基準項目 1－1 を満たしている。
（2）1－1の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
1-1-①

意味・内容の具体性と明確性

2 項目からなる理念により大学の大きな方向性を示し、8 項目からなるミッション（使
命）によって、具体的な大学の使命・目的を明確に定義し、これらを大学案内書やウェブ
等に明記し、広く社会に周知している（【資料 1-1-1】
【資料 1-1-2】
【資料 1-1-3】
【資料 1-1-4】
を参照）。更に、この理念とミッションに基づき、地域に貢献する大学としてのスタンスを
「県民大学宣言」によって明示し、大学の使命・目的を明確にしている（【資料 1-1-5】を
参照）。
教育目的については、理念の中で「専門的職業教育」を推進することを掲げ、更にミッ
ションの中で「教育を大学の第一義的な使命とする」
「教育によって社会的地位を確立する」
「個人指導をモットーとする」など教育の位置付けを明確に示すとともに、
「静岡産業大学
学則」の第 2 条の 2 に、各学部で以下のように明記している（【資料 1-1-6】を参照）。
（経営学部）
経営学部は、経営理論を学ぶことにより、今日の企業経営における組織運営の原理原則、
組織の効率性等の専門的知識を修得し、さらには実践的な学習を通して経営感覚とマネジ
メント能力を身につけ、広くあらゆる組織の運営に貢献しうる人材を育成することを目的
とする。
[1] 経営学科は、多様化・複雑化する現代の企業経営に関する「理論的学習」と産業界
との連携による「実践的学習」により、実際のビジネスの現場で応用し活用できる
能力を修得するとともに、人格的に優れ、ビジネス感覚と幅広い教養を身につけた
次世代のビジネスリーダーを育成することを目的とする。
[2] スポーツ経営学科は、「人づくり」「まちづくり」におけるスポーツの果たす役割の
重要性を認識し、スポーツと経営に関する理論的・実践的な学習により専門的能力を
養い、経営感覚とスポーツの両面に優れ、将来広くスポーツ関連企業や地域における
スポーツ指導者の担い手となる有為な人材を育成することを目的とする。
[3] 心理経営学科は、心理と経営に関する理論的・実践的学習により、消費者心理を理
解し、それをマーケティング活動に応用し企業の成果に結びつけることができる能力
を養うとともに、企業組織やスポーツ団体における人間関係のストレス問題の解決に、
心理的手法を用いて貢献しうる人材を育成することを目的とする。
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（情報学部）
情報学部は、情報を人間の本質的な営みである「伝える」ための表現された媒体と位置
付け、社会の中で情報の果たす役割や影響を理解するとともに、情報を活用・創出するた
めの専門的な知識や技能を修得し、さまざまな分野の問題解決に応用できる力を身につけ
ることにより、広く社会に貢献できる人材を育成することを目的とする。
[1] 情報デザイン学科は、情報デザインの制作プロセスのすべてにわたる深い見識と幅
広い表現力を養い、情報をわかりやすく的確に伝えるための知識や技能を修得する
ことにより、情報社会において問題解決するための企画立案や、具体的な表現媒体
として「伝える」ことのできる人材を育成することを目的とする。
[2] 国際情報学科は、グローバル化する社会において必要とされる「コミュニケーショ
ン能力」「異文化対応能力」「情報活用能力」を養い、さらには実践的な経営学を学
ぶことによりビジネス感覚も身につけ、地域と世界を結ぶビジネス社会や国際交流
の分野において活躍できる人材を育成することを目的とする。
1-1-②

簡潔な文章化

本学の使命・目的と教育目的は、理念やミッションの中で、平易な文章を用い、簡潔な
文章で具体的に明記している。これらは、大学案内書、ウェブ、学生便覧等に明示し、周
知している（【資料 1-1-7】【資料 1-1-8】を参照）
。
（3）1－1の改善・向上方策（将来計画）
学科等の改編など教育内容の変更があるときにも、引き続き、使命・目的及び教育目的
については、具体的かつ明確に定義し、その意味がうまく伝わるように簡潔な文章化を心
がける。また、地方創生やグローバル化が叫ばれる中にあって、大学を取巻く環境が大き
く変化し、それに伴って進学希望者や地域が求める大学に対する存在意義や期待も変化し
ている。これに応えるためにも、適宜、使命・目的及び教育目的を見直し、時代の変遷に
対応できるものにしていく方針である。
1－2 使命・目的及び教育目的の適切性
≪1－2の視点≫
1-2-①

個性・特色の明示

1-2-②

法令への適合

1-2-③

変化への対応

（1）1－2の自己判定
基準項目 1－2 を満たしている。
（2）1－2の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
1-2-①

個性・特色の明示

使命・目的及び教育目的を達成する上で本学では、常に時代の先端的な教育を行うこと
をミッションとして、学部・学科の編成等に留意するのみならず、
「個々の学生の潜在能力
を引き出し、開発することを重視し」、学生が“大化け”（大きく成長）することを念頭に
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置いた人材教育に力を入れている。「教員には教育のプロに徹することを求め」「個人指導
をモットーとし」「常に新しい教育法、教育内容の開発に努め」、毎年定期的な「ラーニン
グメソッド研究会」を開催するなどして、本学独自のラーニングメソッドの開発にも取組
んでいる（【資料 1-2-1】【資料 1-2-2】を参照）。
また、本学は、大学のミッションとして地域社会の発展に貢献することを掲げ、
“人材と
知識の地産地消”をベースに、地域社会との協働による人材教育を推進している。本学の
理念やミッションに賛同した有力企業、行政機関、団体が本学に寄附提供している「冠講
座」は 23 講座に及ぶ。本学ではこの講座を、学生には最先端の実学を学ぶ正規の授業と
して、一般社会人には無料で公開されている常設の公開講座として位置付けている（【資料
1-2-3】を参照）。
更に、大学の理念・ミッションの中で「地域産業の振興と地方文化の発展に貢献する」
ことを明確にしている本学は、地域社会と連携した人材づくりを明確にするために、次の
ような「県民大学宣言」において、本学の地域との関わり方を鮮明に打ち出している（【資
料 1-2-4】を参照）。
１

静岡産業大学は、静岡県、磐田市、藤枝市、県内有力企業と多くの市民の支援の下に
誕生し、静岡県、地域社会の為に貢献し得る有為な人材を育成、輩出することを付託
された公器であることを常に念頭に置き、高水準の先端的な教育研究活動を展開しま
す。

２

静岡産業大学は、大学の有する人材、教育力、研究力、知識、情報、アイディア、施
設を広く提供し、静岡県、地域社会の発展に積極的に貢献します。

３

静岡産業大学は、静岡県、地域社会の発展に必要な知識、情報、アイディア、新産業
の創造に積極的に取り組みます。

４

静岡産業大学は、産官学民各層の連携のもとに協力し合いつつ行動します。

５

静岡産業大学は、県民や地域社会の住民が誇れる大学、
“東海で小粒だがキラリと光る
ユニークな存在”になるよう常に進化、発展に努力します。
1-2-②

法令への適合

大学の使命・目的は、前述したミッションに示した通りであるが、「静岡産業大学学則」
第 1 条に、「本学は、教育基本法及び学校教育法に則り、本学園創立の精神に基づく人間
教育を行い、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養すると共に
深く専門学術の理論および応用を教授研究することにより、高邁な識見と実践力に富む人
材を育成し、地域産業の振興と地方文化の発展に貢献する」と定められており、これは学
校教育法第 83 条が定める大学の目的に適合している（【資料 1-2-5】を参照）。
また、各学部の教育研究の目的は、学科ごとに学則で定めており、これは大学設置基準
第 2 条に適合している。
1-2-③

変化への対応

本学は、常に時代の変遷に伴う地域のニーズを視野に入れ、使命・目的及び教育目的に
沿って、学部・学科のカリキュラムを中心に教育内容を見直し修正を図っている。その際、
適宜、使命・目的及び教育目的も検討するようにしている。今後も、時代の変遷に対応し
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た使命・目的及び教育目的になるように積極的に検討し、必要に応じて見直しを図ってい
く。
（3）1－2の改善・向上方策（将来計画）
引き続き、個性・特色の明示と法令への適合性を常に念頭に置いて、環境の変化や地域
のニーズ等を踏まえ、必要に応じて適宜、使命・目的及び教育目的を検討し、見直しを図
っていく。
1－3 使命・目的及び教育目的の有効性
≪1－3の視点≫
1-3-①

役員、教職員の理解と支持

1-3-②

学内外への周知

1-3-③

中長期的な計画及び 3つの方針等への使命・目的及び教育目的の反映

1-3-④

使命・目的及び教育目的と教育研究組織の構成との整合性

（1）1－3の自己判定
基準項目 1－3 を満たしている。
（2）1－3の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
1-3-①

役員、教職員の理解と支持

教育目的の有効性を保つ組織の頂点に、理事会が設置されている。理事会では、学則等
の改変や教員人事等の決議をはじめ、本法人及び本法人が設置する学校の管理・運営に関
する基本方針等が決議される（【資料 1-3-1】を参照）。理事会に付議する事項や、日常の
重要課題については、理事長の招集によって常任理事会が原則毎月開催され、議論がなさ
れている。
大学運営に関わる重要事項を審議し、かつ各学部との連絡・調整を図るために「大学協
議会」を設置し、原則として毎月開催している。ここには、学長を議長として、理事長、
副理事長、学部長、事務局長及び教職員の幹部が出席している（【資料 1-3-2】を参照）。
また、大学協議会へ上程する事項について、事前に意見交換を行うために「大学運営会
議」を設け、議論している（【資料 1-3-3】を参照）。
教授会は各学部の学部長を議長とし、各学部の専任の教授、准教授、専任講師で構成さ
れる。各学部の教育課程に関する事項、教育の改善に関する事項、学生に関する事項等の
審議機関であり、教育の使命・目的の理解・再確認の場としての機能も果たしている。
以上のように、「理事会」「常任理事会」「大学協議会」「大学運営会議」「教授会」、更に
は各学部の教務委員会をはじめとする各種委員会等の審議や議論の場を設けることにより、
本学の使命・目的及び教育目的に対する役員・教職員の理解と支持が得られている。
1-3-②

学内外への周知

使命・目的及び教育目的については、大学案内書やウェブ等により、大学の内外に周知
を図っている。特に、学内では、年度当初に「教育・運営方針」としてまとめた冊子を全
教職員に配付し、内部的な周知の徹底を図っている（【資料 1-3-4】を参照）。
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教育目的等が記載されている学則は、毎年発行される学生便覧にも掲載し、これをウェ
ブ上で公開している。
1-3-③

中長期的な計画及び 3つの方針等への使命・目的及び教育目的の反映

加速度的に変化する社会情勢のもとで進学希望者や地域の期待やニーズに応えるために、
平成 22(2010)年度より、使命・目的及び教育目的に沿った中長期的な計画を策定している
（【資料 1-3-5】を参照）。
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の 3 つの方針に
ついては、学部・学科の改編等があるたびに、それぞれの学部ごとに使命・目的及び教育
目的に沿ったものであるかどうかを検討し、前述した「理事会」「大学協議会」「大学運営
会議」「教授会」で階層的にその整合性をチェックしている（【資料 1-3-6】を参照）。
各学部の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は、以
下の通りである。
（経営学部）
１

アドミッションポリシー（入学者受入れ方針）
経営学部は、本学の建学の精神と理念とミッションを理解し、必要な基礎学力と経営現

象に関する専門的知識を習得することにより、自立して社会に貢献しようとする意欲をも
つ学生を求める。
２

カリキュラムポリシー（教育課程編成・実施の方針）
経営学部の教育課程は、基礎教育科目（教養科目、外国語）と専門教育科目から構成さ

れている。
基礎教育科目によって自然や人間および社会の在り方についての知識、考え方を習得し、
それを土台として、(1)経営学科においては経営学および会計学ならびに経営関連専門知
識を身につける。同時に演習ならびに実践的学習によって実践的な能力を習得すると共に
学科共通科目によってそれらを補完する。(2)スポーツ経営学科においては、経営学およ
びスポーツ基礎理論ならびにスポーツ関連専門知識を身につける。同時に演習ならびに実
践的学習によって実践的な能力を習得すると共に学科共通科目によってそれらを補完する。
(3)心理経営学科においては、経営学および心理基礎理論ならびに心理学専門知識を身に
つける。同時に演習および実践的学習によって実践的な能力を習得すると共に学科共通科
目によってそれらを補完する。
３

ディプロマポリシー（学位授与の方針）
経営学部は、以下の要件を満たす学生に対して、経営学科においては「学士（経営学）」、

スポーツ経営学科においては「学士（スポーツ経営学）」、心理経営学科においては「学士
（心理経営学）」を授与する。
[1] 経営学科においては経営学ならびに会計学の基礎理論および経営関連専門知識・実
践力、スポーツ経営学科においては経営学ならびにスポーツ関連専門科目の基礎理
論および応用理論・実践力、心理経営学科においては経営学ならびに心理学専門科
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目の基礎理論および応用理論・実践力を習得し、理解している。
[2] 社会で活躍するために不可欠となる専門知識や技能を身につけている。
[3] 自立して社会に貢献する意欲を身につけている。
（情報学部）
１

アドミッションポリシー（入学者受入れ方針）
情報学部では、現代の情報ネットワーク社会における情報の創造・伝達に関して理論的・

実践的に学び専門性を身につけるとともに、社会で情報の果たす役割を十分に考慮し、情
報を活用して企業や地域社会に貢献できる人材を育成することを目標としている。
情報と企業・地域社会との関わりに問題意識を持ち、その観点から今後のよりよい情報
社会を構築していくことに興味・関心を持っている方々の入学を希望する。
２

カリキュラムポリシー（教育課程編成・実施の方針）
情報学部の教育課程は、大きく基礎教育科目と専門科目で構成されている。基礎教育科

目によって幅広い教養を身につけ、それを土台に専門科目を学ぶ。専門教育においては、
コースの履修モデルを提示し、年次進行の体系的な学びができるようにしている。
基礎的な情報とマーケティングを中心とした経営学関連知識を身につけながら、情報デ
ザイン学科においては情報デザイン関連専門知識、国際情報学科においてはマーケティン
グやマネジメント関連専門知識を身につける。いずれも演習を組み合わせて、実践的な知
識が習得できるようにしている。
３

ディプロマポリシー（学位授与の方針）
情報学部では、変化の大きい情報化社会において、情報を多面的な視点で捉え、社会の

問題解決に情報を有効に活用できる人材の育成を目指している。
幅広い教養をベースに、情報デザイン学科においては情報デザインに関する知識、国際
情報学科においては情報を活用したマーケティングやマネジメントに関する知識を習得し、
それを社会のさまざまな問題解決に応用できる専門性を身につけた人に、学士（情報学・
国際情報学）の学位を授与する。
1-3-④

使命・目的及び教育目的と教育研究組織の構成との整合性

本学の使命・目的及び教育目的を達成するために、経営学部に 3 学科（経営、スポーツ
経営、心理経営）、情報学部に 2 学科（情報デザイン、国際情報）を設置している（【資料
1-3-7】を参照）。それぞれの学科では、機能的かつ効果的な教育が期待し得る適切な数の
教員を確保し、少人数制を基本としたクラス編制を行い、教育目的の実現にあたっており、
整合性が図られている。
研究に関しては、「静岡産業大学総合研究所」を中心に、経営学部に「経営研究所」「ス
ポーツ教育研究所」
「応用心理学研究センター」、情報学部に「O-CHA 学研究センター」
「日
本語リテラシー研究センター」「情報デザイン研究センター」「アジアビジネス研究センタ
ー」
「地域学（しずおか学）研究センター」を設置し、使命・目的及び教育目的を達成する
ための組織的な研究体制を整えている（【資料 1-3-8】を参照）。各研究所・センターは、
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外部研究者を招いた講演会・研究会やシンポジウムなどの活動を活発に展開し、本学の研
究・教育の強化、支援に大きく寄与している。
（3）1－3の改善・向上方策（将来計画）
本学は、加速度的に変化する大学を取巻く環境の変化を踏まえた上で、進学希望者や地
域の求める大学への期待とニーズを的確に把握し、使命・目的及び教育目的に沿って、こ
れらに応えていく。そのために、常に使命・目的及び教育目的の有効性を検討し、必要な
らば適宜見直しを図り定義し直すとともに、それらを具体的に実現できる実行体制と教育
内容を作っていく。
［基準 1の自己評価］
本学では開学以来、その建学の精神である“孝友三心”及び理念・ミッションをベース
とした教育研究を実現できる体制を整備してきた。大学での教育目的、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、入学案内書やウェブなど
を通して公表・周知を図るとともに、それに基づく各学部（経営学部・情報学部）の教育
目標を明示し、本学の教育内容の理解を深めるように努めている。
理念・ミッションで強く謳われている「地域に貢献できる大学」として、常に「地域に
貢献できる人材づくり」を念頭に入れ、地域と積極的な交流ができるような教育内容を考
え実行している。今後は、PBL（Project Based Learning：課題解決型学習）などのアク
ティブラーニングの教育内容を今まで以上に取入れ、理念・ミッションの実現に向けた「地
域と連携した人材づくり」に力を注いでいく。

11

静岡産業大学

基準 2．学修と教授
2－1 学生の受入れ
≪2－1の視点≫
2-1-①

入学者受入れの方針の明確化と周知

2-1-②

入学者受入れの方針に沿った学生受入れ方法の工夫

2-1-③

入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持

（1）2－1の自己判定
基準項目 2－1 を満たしている。
（2）2－1の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
2-1-①

入学者受入れの方針の明確化と周知

両学部ともにそれぞれの入学者受入れ方針（アドミッションポリシー）を明確に定め、
学生募集要項、ウェブ等で明記して周知を図っている（【資料 2-1-1】
【資料 2-1-2】を参照）。
学生募集要項は、受験生、高校生及びその保護者を対象としたオープンキャンパスや進学
ガイダンス、高校教員を対象とした大学説明会や高校訪問等において配布し、入学者受入
れ方針について詳細な説明をしている。
2-1-②

入学者受入れの方針に沿った学生受入れ方法の工夫

本学の入学試験は、平成 26(2014)年度までは、学長を委員長とする全学入試委員会で入
学者選抜方針を決定し、各学部入試委員会と学務グループが連携して公正に実施していた
が、平成 27(2015)年度からは、インターネットによる出願を取入れて入試に関する受付業
務を入試広報課に一本化するのに伴い、従来の方法を変更することにした。具体的には、
各学部入試委員会を廃止し、入試選抜方針や合否判定を含めた入試に関わる事項を全学入
試委員会で審議するようにした（【資料 2-1-3】を参照）。
アドミッションポリシーに沿った学生を受入れるため、
「特待生入試」
「推薦入試」
「一般
入試」「センター利用入試」「アドミッションオフィス入試」「オオバケ入試」「外国人留学
生入試」と各種の入試形態を取入れて入学選抜を行っている【資料 2-1-1】を参照）
。更に、
平成 28(2016)年度からは、「スペシャリスト入試」を追加して、受験者のニーズに応えて
いくことになっている。
2-1-③

入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持

入学定員に対する学生受入れ数及び定員充足率は、下記の表 2-1-1 に示す通りである（詳
細はエビデンス集・データ編【表 2-1】を参照）。経営学部は、定員を満たしており、定員
充足率は、1.02～1.24 と適切となっている。一方、情報学部においては、ここ 5 年間は定
員割れを起こしており、定員充足率は、0.66～0.94 となっているため、学部改善を図って
いるところである。学部一括入試であるので、学科別の入学者数はデータとしては出てい
ないが、2 年次以降の学科選択の学生数を見る限り、情報デザイン学科は定員を満たして
いるが、国際情報学科が定員を大きく下回っている。今後は、両学科の相乗効果が出るよ
うな学部の改編を進めて行くことになっている。
なお、このような両学部の募集状況を踏まえ、平成 28(2016)年度の各学部の募集定員を、
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経営学部 300 人、情報学部 200 人とする予定である。
表 2-1-1

年度別入学者数と定員充足率
募集定員 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
258

経営学部
（充足率）

304

271

306

262

319

（1.18）

（1.05）

（1.19）

（1.02）

（1.24）

225

219

205

158

165

（0.94）

（0.91）

（0.85）

（0.66）

（0.69）

529

476

511

420

484

（1.06）

（0.96）

（1.03）

（0.84）

（0.97）

240

情報学部
（充足率）

498

合計
（充足率）

（3）2－1の改善・向上方策（将来計画）
両学部ともに、これまで以上に入学者受入れ方針の周知を図り、これに賛同する入学者
を増やすことを目指す。特に、情報学部においては、第三者の意見に耳を傾け、それらの
意見を取入れながら定員確保を目指す。
2－2 教育課程及び教授方法
≪2－2の視点≫
2-2-①

教育目的を踏まえた教育課程編成方針の明確化

2-2-②

教育課程編成方針に沿った教育課程の体系的編成及び教授方法の工夫・開発

（1）2－2の自己判定
基準項目 2－2 を満たしている。
（2）2－2の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
2-2-①

教育目的を踏まえた教育課程編成方針の明確化

経営学部では、学部の教育目的・目標を達成するために、教育課程を以下の通り編成し
ている。
Ａ．経営学部の教育目的
経営学部では、経営学科、スポーツ経営学科、心理経営学科の 3 学科を設置しており、
学部・学科のそれぞれの目標は以下の通りである（【資料 2-2-1】を参照）。
経営学部は、経営理論を学ぶことにより、今日の企業経営における組織運営の原理原則、
組織の効率性等の専門的知識を修得し、さらには実践的な学習を通して経営感覚とマネジ
メント能力を身につけ、広くあらゆる組織の運営に貢献しうる人材を育成することを目的
とする。
1.

経営学科は、多様化・複雑化する現代の企業経営に関する「理論的学習」と産業界と
の連携による「実践的学習」により、実際のビジネスの現場で応用し活用できる能力を
修得するとともに、人格的に優れ、ビジネス感覚と幅広い教養を身につけた次世代のビ
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ジネスリーダーを育成することを目的とする。
2.

スポーツ経営学科は、「人づくり」「まちづくり」におけるスポーツの果たす役割の重
要性を認識し、スポーツと経営に関する理論的・実践的な学習により専門的能力を養い、
経営感覚とスポーツの両面に優れ、将来広くスポーツ関連産業や地域におけるスポーツ
指導の担い手となる有為な人材を育成することを目的とする。

3.

心理経営学科は、心理と経営に関する理論的・実践的な学習により、消費者心理を理
解し、それをマーケティング活動に応用し企業の成果に結びつけることができる能力を
養うとともに、企業組織やスポーツ団体における人間関係のストレス問題の解決に、心
理学的手法を用いて貢献しうる人材を育成することを目的とする。

Ｂ．経営学部の教育課程の編成と編成方針
経営学科には、流通・マーケティングコース、地域マネジメントコース、会計・ファイ
ナンスコースがある。スポーツ経営学科には、スポーツ経営コース、スポーツ教育コース、
スポーツ保育コースがある。心理経営学科には、産業心理コース、消費者心理コース、ス
ポーツ心理コースがある（【資料 2-2-2】を参照）。
（１）経営学科
①流通・マーケティングコース
経営学の基礎知識をもとに、社会で実際に起きたケーススタディを通して実用的な知識
を学ぶ。どの商品をどのように市場へ投入するのか、商品を効率よく流通させるにはどう
すればいいのか、といった実践的な課題を考えることで、
「流通システム」や「マーケティ
ング」分野で活躍するプロフェッショナルを養成する。
②地域マネジメントコース
実際の地方自治や地域ビジネスなどを、経営や経済の基礎知識を切り口に理解していく。
具体的な事例を通じて地域マネジメントを学び、地方行政や地域活性化のアイディアや企
画を提案、実現できる力を養う。卒業後は公務員として働く、地域で起業するなど、社会
で幅広く活躍できる人材を育成する。
③会計・ファイナンスコース
会計・財務のエキスパートを目指す。最新の会計知識を体系的に学ぶとともに、実践的
な学びとして企業の財務分析も実施する。資金調達や投資の実例を取入れ、今の経営状態
は健全なのか、この先どうなることが予想されるのか、といった企業を見る本質的な視点
を獲得し、社会で求められる専門性を身につける。
（２）スポーツ経営学科
①スポーツ経営コース
「プロチームをどう運営するか？」
「観客をもっと集めるには？」など、スポーツビジネ
スを通して経営学やマーケティングの基礎を学ぶ。さらに一般教養や経営理論、ビジネス
マナーを習得することで、スポーツビジネスはもちろんのこと、スポーツ産業以外でも社
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会で幅広く活躍できる人材を育成する。
②スポーツ教育コース
スポーツ指導者に必要な知識と実技能力、そしてチームや組織をマネジメントするため
の経営学について学ぶ。経営理論と指導の実践経験をバランスよく身につけることで、す
ぐれた経営感覚と指導能力を備えた人材を育成する。また、保健体育教員など指導者の資
格取得支援も充実している。
③スポーツ保育コース
幼児のスポーツ指導は、健全な心身の発達や人間形成の観点などから、近年注目を浴び
ている。本コースでは、スポーツ指導、スポーツを活用した保育活動に加え、経営学の基
礎を学ぶことで子どもに関わるビジネスの開拓を目指す。また、保育士資格取得を目指す
学生を積極的に支援する。
（３）心理経営学科
①産業心理コース
人事管理や組織マネジメントといった経営学の基礎を学び、同時に心理学を学修するこ
とによってビジネスに直結する、実用的なスキルを修得する。本コースでは、
「ビジネス心
理学」
「産業組織心理学」
「集団の心理学」
「職場のメンタルヘルス」
「心理療法概論」
「産業
カウンセリング概論・演習」等を学び、企業・組織内で働く人々の心理を理解するととも
に、人材育成・能力開発やメンタルヘルスを支援する産業カウンセラーの育成を目指す。
②消費者心理コース
経営学と心理学の両方を学ぶことで、ビジネスに活用できる、実用的なスキルを習得す
る。
「対人関係の心理学」
「性格心理学」
「消費者心理学」等を学ぶことにより、消費者の心
理を理解し、また「経営心理学」「マネジメント心理学」等を学び、「なぜヒット商品が生
まれるのか」等を検証する。消費者心理の知識を身につけ、企業の成果に結びつけること
ができる人材を育成する。
③スポーツ心理コース
経営学の知識を基礎に、運動とメンタルヘルスとの関係、やる気を高める動機づけ、緊
張時の不安を和らげるメンタルケアなど、さまざまな角度からスポーツと人間行動につい
て学ぶ。カウンセリング技術等の実用的なスキルも習得する。人の心を理解し、スキルア
ップを促す人材として、スポーツ関連の仕事はもちろん、あらゆるビジネスシーンでの活
躍が期待される。
教育課程の編成方針は、教育効果、学生の履修状況、社会情勢などをもとに、学部長を
委員長とし、教務委員を委員とするカリキュラム委員会で審議される（【資料 2-2-3】を参
照）。また、各コースのカリキュラムについては、教務委員会より指名された各コース担当
者が案を作成（【資料 2-2-4】【資料 2-2-5】を参照）、カリキュラム委員会及び教授会の審
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議を経て、学長（学部長）が決定している。
各科目の履修にあたっては、適切な予習復習が行えるよう過度な履修登録を防ぐため、
1～3 年次生半期 26 単位、4 年次生半期 30 単位の履修登録単位数の上限を定めている。
ただし、
「基礎ゼミナール A・B」
「ゼミナール A・B」
「専門ゼミナール A・B」
「卒業研究」
「プロスポーツ企業研究」
「海外研究 A・B・C・D」
「キャリアデザイン論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」
「社会実践講座 A・B」「ビジネス資格講座 A～K」「スポーツ資格講座 A～D」「経営特別
講座 A～H」
「教職に関する科目（32 単位）」は、授業形態の特殊性、科目の目的の違いか
ら上限数には含まれない（【資料 2-2-6】を参照）。
情報学部では学部の教育目的・目標を達成するために、教育課程を以下の通り編成して
いる。
Ｃ．情報学部の教育目的
情報学部では、情報デザイン学科、国際情報学科の 2 学科を設置している（【資料 2-2-1】
を参照）。情報学部の教育目標は、以下に示す通りであり、情報デザイン学科及び国際情
報学科の教育課程に対応している。
1. 情報を活用する
コンピュータや情報ネットワークに関する知識や技能の習得を通して、情報を収集、
整理・分析、発信するための情報活用能力を育てる。
2. 問題を解決する
高度情報化社会において情報を適切に処理・加工し、さまざまな社会の問題を実践的
に解決する能力（問題解決能力）を育てる。
3. 情報をデザインする
人々の生活やビジネスに有用な情報を効果的に伝えるために、さまざまなメディアに関
する知識や、分かりやすく的確に表現するための技能を育てる。
4. 企画・立案する
新しいアイディア、企画などを自ら提案する力及びマーケティングなどを活用する力
を具えた、マネジメント能力を育てる。
5. コミュニケーションする
現代社会が求める対人コミュニケーション力及びますます国際化する社会に必要な異
文化理解力と交渉力を育てる。
Ｄ．情報学部の教育課程の編成と編成方針
情報デザイン学科には、ビジュアル表現コース、広告デザインコース、システムデザイ
ンコース、公務員養成コース（公共マネジメントコース）がある。国際情報学科には、地
域ビジネスコース、観光ビジネスコース、国際ビジネスコース、公務員養成コース（公共
マネジメントコース）がある（【資料 2-2-7】を参照）。
（１）情報デザイン学科
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①ビジュアル表現コース
CG やアニメーションなどの映像表現、印刷物やポスターなどのグラフィックデザイン
を通して、伝えるべき情報を視覚的な形にする知識と技術を学ぶ。また、表現スキルに限
らず、自ら思考し、説明できる力を養うことで、デザイナー的視野を持ち、情報の創出者
として活躍できる人材を養成する。
②広告デザインコース
広告制作に関する技法や知識をはじめ、マーケティング理論や消費者心理など、ビジネ
スの視点からも理解を深めることで、広告の作り手としての力を身につける。また、企画
力やコミュニケーション力を高めることで、広告制作だけでなくさまざまなビジネス分野
の広報活動でも活躍できる人材に育成する。
③システムデザインコース
ネットショッピングやチケット予約など、私たちの生活を支えているさまざまなシステ
ムを理解し、設計や開発のためのプログラミング技術などを幅広く学ぶ。ゲームや携帯ア
プリなど具体的な作品づくりにも挑戦。その実践を通じてシステム開発・運用の即戦力と
して活躍できる人材を養成する。
④公務員養成コース（公共マネジメントコース）
企業だけでなく自治体にとっても情報化が当たり前となった今、公務員においても情報
に強い人材が求められている。そのニーズに応えられる、地域の情報化やシステム設計の
知識や実務能力を身につけ、地域社会の課題に情報を活用し、マネジメントの視点を持っ
て対応できる人材に育成する。
（２）国際情報学科
①地域ビジネスコース
地域に脈々と根付いてきた自然、文化、産業を徹底的に考え、それらをどう活かせば地
域に貢献できるかをさまざまな角度から学ぶ。学外でのフィールドワークも特徴的。課題
を抱えた地域へ足を運び、現地調査、原因分析、解決策の提示までを学生自身が行うなか
で、実践的なビジネススキルを磨く。
②観光ビジネスコース
旅行業、航空・鉄道業、ホテル・旅館業などの観光ビジネスに不可欠な国内外の観光地
に関する知識、ホスピタリティ、マネジメント、外国語などを身につける。また、主に外
国人観光客を迎えるための静岡県の観光資源の魅力について学ぶことで、社会に出た後も
役立つ実用的な力を養う。
③国際ビジネスコース
経済的に急成長するアジア・オセアニアを軸に企業のグローバルなビジネス戦略を学ぶ。
今日のビジネスに必要な言語・文化、社会、環境などに関する幅広い知識も身につけ、言
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葉の壁を超えて交渉や主張が行えるコミュニケーション能力を備えた、世界のビジネスシ
ーンを生き抜く人材を育成する。
④公務員養成コース（公共マネジメントコース）
地域社会が直面する課題に、マネジメントの視点を持ち、リーダーシップを発揮して対
応できる人材の育成を目指す。座学に留まらず、地域の自治体との連携事業等を通じて、
理論から実務までを系統的に学ぶことで、地域社会や地域の人々の生活を支える公務員な
ど、公的部門の担い手を養成する。
教育課程の編成方針は、経営学部と同様に、学部長を委員長とするカリキュラム委員会
及び教授会の審議を経て、学長（学部長）が決定している（【資料 2-2-3】を参照）。
各科目の履修にあたっては、適切な予習復習が行えるよう過度な履修登録を防ぐため、
1～3 年生において半期 22 単位、4 年生において半期 26 単位の履修登録単位数の上限を定
めている。
ただし、必修科目、卒業研究、集中講義、企業研究、教職課程、資格検定講座は、授業
形態の特殊性、科目の目的の違いから上限数には含まれない（【資料 2-2-8】を参照）。
2-2-②

教育課程編成方針に沿った教育課程の体系的編成及び教授方法の工夫・開発

本学の教育課程は、本学の建学の精神・理念及び教育目標に沿って体系的に編成されて
いる。本学では、各学部の学科内にコースを設置、学生の将来の目標に合わせてコースに
配属し、学生が主体的に学びやすい環境を構築、学生を支援している。
Ａ．経営学部の教育課程の体系的編成
経営学部の授業科目は、大学での学問の学び方や教養を習得する「基礎教育科目」と、
学生が進路に合わせて高度な専門知識・技能を習得する「専門教育科目」に分けられ、そ
れぞれ教育課程編成方針を具現化するように科目体系がある。以下にその体系と特色を示
す（【表 2-5】【資料 2-2-9】を参照）。
基礎教育科目
導入科目

「基礎ゼミナール A」（前期）、「基礎ゼミナール B」（後期）を 1 年次必
修として開講している。
「基礎ゼミナール A」では、大学生活と大学の学
習に慣れることを目的とし、周囲の人々と良好な人間関係を築くための
コミュニケーション演習、図書館、スポーツ施設、就職支援室など各施
設のツアー、大学での学習に必要な読書学習やレポート作成、発表と討
論の方法について学ぶ（【資料 2-2-10】
【資料 2-2-11】を参照）。
「基礎ゼ
ミナール B」では、大学における自分のキャリア形成について考えるこ
とを目的とし、キャリアデザインガイダンス、学科・コース説明会など
を実施している。また、卒業後の進路を考慮しながら、学科・コースの
選択、更には「専門ゼミナール A・B」（3 年次）、「卒業研究」（4 年次）
の選択の参考となるように、毎回、異なる教員の教室に行き、各教員の

18

静岡産業大学

専門分野について学ぶ専門導入ゼミ（巡回ゼミ形式）を「基礎ゼミナー
ル B」内で実施している（【資料 2-2-10】【資料 2-2-11】を参照）。
人文・社会系科目
社会の諸現象及び歴史的現象を体系的に捉える能力とともに文化的､芸
術的感性を育む科目であり、以下のような科目が設置されている。
「倫理学」
「歴史学」
「宗教と哲学 A・B」
「文学」
「言語学」
「文化学」
「社
会科学入門」
「社会学 A・B」
「国際関係論」
「国際政治論」
「日本国憲法」
「法学概論 A・B」
「心理学」
「心理学概論」
「学習心理学」
「青年心理学」
「スポーツとこころ」「コミュニケーションと音声表現」「コミュニケー
ションと文章表現」
自然科学系科目 自然科学系の諸現象を体系的に分析、把握する能力を育む科目であり、
「科学史」
「基礎数学」
「基礎統計学」
「生命科学 A・B」の 5 科目が設置
されている。
情報系科目

これからの高度情報化社会を生きる上で必要不可欠な情報技術の知識を
身につけるため、「IT 概論 A・B」を設置している。

総合教養科目

豊かな人間性を育み、総合的な判断能力を涵養することを目的に、
「教養
講座 A」「教養講座 B」「特別共同講義」などの科目を設置している。

健康・スポーツ系科目
スポーツは、生活習慣病の予防やストレスの発散、及び良好な人間関係
の形成のために役に立つ。そこで、「健康とスポーツ A・B」「運動健康
論」を設置し、健康とスポーツに対する意識を高める教育をしている。
資格対策科目

将来自立した高度職業人として豊かな社会生活を送ることができる実用
知識の基礎を涵養することを目的に、以下の科目を設置している。
「ビジネス資格講座 A～K」（日本商工会議所簿記検定試験 2 級、3 級、
リテールマーケティング（販売士）検定試験 3 級、秘書技能検定試験 2
級、3 級、国内旅行業務取扱管理者試験、ファイナンシャル・プランニ
ング技能検定 3 級、ビジネス能力検定（B 検）ジョブパス 3 級、環境管
理 士 （ ※1 ）、 Microsoft Office Specialist Word 、 Microsoft Office
Specialist Excel）
「スポーツ資格講座 A～D」
（健康運動実践指導者認定試験、保育士試験
〔そのうち筆記試験〕
（※2）、JFA 公認 C 級コーチ、JFA 公認 D 級コー
チ）
※1 環境管理士の認定は平成 26(2014)年度まで。
※2 対象は平成 26(2014)年度入学生まで。

語学系科目

各科目には、実践的な語学力の習得を目指し、ネイティブスピーカーと
日本人教員を配置している。また、アジアに展開する地元企業が多いこ
とから、「中国語」「ハングル」も開講している。また、留学生の日本語
能力向上のために「日本語Ⅰ－1・Ⅰ－2」「日本語Ⅱ－1・Ⅱ－2」の 4
科目を設置し、レポート・論文作成、プレゼンテーションに必要な語学
力を習得させている。
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専門教育科目
学科共通科目

学科共通科目は、経営学部全体として必要な知識・技能を習得させる科
目である。例えば、「経営学入門」「経済学入門」「心理学入門」「簿記原
理Ⅰ－1・Ⅰ－2」
「情報基礎演習 A・B」は必修科目であり、経営学部の
学生として初年次に必ず履修すべき科目として設置している。また、
「経
営学総論 A・B」「会計学入門」「商学入門」「スポーツ科学入門」「経済
原論 A・B」「情報処理演習 A・B」などビジネス分野で活躍するために
必要な科目、各教員の研究室に所属して専門分野を学ぶ「専門ゼミナー
ル A・B」（3 年次）、更に専門を追求する「卒業研究」（4 年次）を設置
している。

経営学科専門科目
専門科目は、流通・マーケティングコース、地域マネジメントコース、
会計・ファイナンスコースの教育目標を満たすように科目設定が行われ
ている。なお、各科目はコースごとに独立したものではなく、学生は自
分の進路に合わせて、横断的に科目を選択する。科目選択にあたっては、
学生が目標とする進路や研究にどのような科目を履修していけばよいか
を示したコース体系図を作成し、ガイダンス等で説明をし、学生からの
相談を受けている（【資料 2-2-12】を参照）。
スポーツ経営学科専門科目
専門科目は、スポーツ経営コース、スポーツ教育コース、スポーツ保育
コースの教育目標を満たすように科目設定が行われている。なお、各科
目はコースごとに独立したものではなく、学生は自分の進路に合わせて、
横断的に科目を選択する。科目選択にあたっては、学生が目標とする進
路や研究にどのような科目を履修していけばよいかを示したコース体系
図を作成し、ガイダンス等で説明をし、学生からの相談を受けている（【資
料 2-2-13】を参照）。
心理経営学科専門科目
専門科目は、産業心理コース、消費者心理コース、スポーツ心理コース
の教育目標を満たすように科目設定が行われている。なお、各科目はコ
ースごとに独立したものではなく、学生は自分の進路に合わせて、横断
的に科目を選択する必要がある。科目選択にあたっては、学生が目標と
する進路や研究にどのような科目を履修していけばよいかを示したコー
ス体系図を作成し、ガイダンス等で説明をし、学生からの相談を受けて
いる（【資料 2-2-14】を参照）。
Ｂ．経営学部の教授方法の工夫・開発
経営学部では、教育目標に沿って、さまざまな体験を通して学生が主体的に学ぶための
教授方法の工夫や新しい試みを施した特色ある科目がある。
「経営特別講座 A～H」
県内の企業、自治体、公益団体が実施する冠講座であり、地域の産業、
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金融、行政など、最新の動向を当事者から学ぶことができる（【資料
2-2-15】を参照）。
「海外研究 A～D」（スポーツ）
日本におけるスポーツ文化は、その他の国々と比べて「特殊」であると
形容されることが多い。そのひとつの要因として、スポーツの楽しみや、
競技、健康づくりのみならず、教育としても役割を持っていたことがあ
げられる。本講義では、他の国でどのようにスポーツが行われているか
を体感することによって、今後、多様化していくと考えられる、スポー
ツに対するニーズに応えられる視野の形成を目的とする（【資料 2-2-16】
を参照）。
※授業科目名は「海外研究」である。その中のスポーツに関する実践型
研究である。
「ビジネスゲーム」
この科目の目的は、経営の環境を擬似的に作り出し、情報を集めて意志
決定をしていくという側面の体験をすることを目標とする。授業ではま
ずビジネスゲームの目的や意義を学び、実際に価格を決めてみることに
よって市場での取引について理解する。その次にレストラン経営のゲー
ムを行いサービス業の経営について学習する。続いてベーカリー経営の
ゲームを行う。ここではパンを作って売るという生産－販売を行う経営
について学習する。最後に経営の意志決定についてワークショップ形式
で自分なりの考え方を見つけ整理する（【資料 2-2-17】を参照）。
「まちづくり論」
まちづくりという言葉がさまざまな分野で使われるが、まちには、多く
の切り口があり、自然、歴史、文化、産業、福祉など、どれを切り離し
ても成り立たない。道路のようなハード面のまちづくりから、経済の振
興、福祉の充実、スポーツの振興などのソフト面のまちづくり、まちの
範囲についても、自分の身の回りの空間から、都市全域にわたるものま
で、さまざまな局面でまちづくりを考えるための授業を行う（【資料
2-2-18】を参照）。
「スポーツ保育実習」
スポーツ保育実習は、スポーツ保育教育士の資格の取得を希望する者の
必修科目である。子どもの発育発達に合った運動あそびについて、内容
を決定・計画し、幼児へのスポーツ指導を実践していく。具体的には、
キッズスクールでのスポーツ保育指導、ジュビロ磐田が行う幼児への巡
回指導への補助実習、実際に保育園や幼稚園に出向いてのスポーツ保育
指導などを行う（【資料 2-2-19】を参照）。
「ジュニアスポーツ実習」
実習・演習を中心に行い、幼児を含めたジュニア期のスポーツ指導にお
ける総合的な学びの場とする。実際のスポーツ指導現場における実践（補
助を含む）などを通して、自身の不足に気づき、それを補う。また、ス
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ポーツ指導においては、直接的な指導だけでなく、準備や後片付け、記
録の作成などが必要になってくるため、それらの業務も実践する。加え
て、スポーツ指導において必要とされる基本動作ができるかの確認も行
う（【資料 2-2-20】を参照）。
「ビジネス心理学」
経営を一言で表すと「コミュニケーションの連鎖」に他ならない。経営
者、従業員、顧客の三者の対話だけでなく、商品やサービスを媒介とし
てコミュニケーションしている。経営を改善する際、すべてのコミュニ
ケーションを洗い出して確認し、断裂や齟齬が起こっていないかを確認
する作業が必須である。どうすれば相手が納得し、満足し、ファンにな
ってくれるかを探る上で、心理学が果たす役割は大きい。本授業では、
実際の企業活動に関するビデオ映像を観ながら、ビジネスのプロセスを
いったん分解していく。それぞれの行程で各企業が現在どのようなコミ
ュニケーションを取っているかを紹介し、どうすれば相手に誤解を与え
ずに満足してもらえるかについて解説する（【資料 2-2-21】を参照）。
「社会心理学調査演習」
本演習では、主に小売店の販売現場と広告の心理学的影響度合いについ
て学ぶ。ポップアップ広告やシャワー効果など、小売店におけるマーケ
ティング・ミックスは数多く存在する。その大半が、受け手の心理学的
効果を狙ったものだ。実際に「売り手」の立場になった上で、どのよう
な販売手法が顧客満足度につながるかを考察する。本講義は演習形式で
行い、適宜ロールプレイングや実地調査を取入れる。さまざまな実験や
観察、考察から導き出される心理学の理論を学ぶことは重要だ。だが、
それを実社会に応用して行かなければ意味がない。本演習では、社会心
理学をビジネスの側面から捉えなおし、実際のビジネスの場面で利用す
るためのトレーニングをする（【資料 2-2-22】を参照）。
Ｃ．情報学部の教育課程の体系的編成
情報学部の授業科目は、まず大学での学問の学び方や教養を習得する「基礎教育科目」
と、学生が進路に合わせて高度な専門知識・技能が習得する「専門教育科目」に分けられ、、
それぞれに教育課程編成方針を具現化するように科目体系がある。以下にその体系と特色
を示す（【表 2-5】【資料 2-2-23】を参照）。
基礎教育科目
基礎科目

「基礎ゼミ」を 1 年次必修として開講している。「基礎ゼミ」では、周
囲の人々と良好な人間関係を築く方法を学ぶ「コミュニケーション講座」、
本学の特色である「茶の湯体験」、教員の専門分野の紹介と大学での学び
を全教員がローテーションで講義をする「プレゼミ」など、特色ある内
容を実施している（【資料 2-2-24】
【資料 2-2-25】
【資料 2-2-26】を参照）。

教養科目

従来型の教養科目の他に、
「教養講座」という科目を設置し、多くの教員
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が自分の専門科目とは別にさまざまな教養を教えている（【資料 2-2-27】
を参照）。
外国語科目

各科目には、実践的な語学力の習得を目指し、ネイティブスピーカーと
日本人教員を配置している。また、アジアに展開する地元企業が多いこ
とから、
「中国語」
「ハングル」も開講している（【資料 2-2-27】を参照）。

日本語科目

教育目標のひとつとして情報発信能力の向上があるが、これを実現する
ためには日本語教育が重要であると考え、日本人学生にも「日本語文章
表現Ⅰ・Ⅱ」「日本語スピーチ」「日本語表現総合」を必修科目として開
講している。留学生には「日本語ⅠA・B・C・D」
「日本語ⅡA・B」
「日
本語ⅢA・B」の 8 科目を必修科目とし、授業の内容や日本の生活・文化
の理解、レポート作成に必要な語学力を習得させている（【資料 2-2-27】
を参照）。

健康体育科目

自分の体力や健康の維持だけでなく、高齢者の多い社会や地域で指導的
な貢献ができるよう「レクリエーションスポーツ」「健康ウォーキング」
「健康ストレッチ」などの科目を開講している（【資料 2-2-27】を参照）。

専門教育科目
情報デザイン学科専門科目
専門科目は、ビジュアル表現コース、広告デザインコース、システムデ
ザインコース、公務員養成コース（公共マネジメントコース）の教育目
標を満たすように科目設定が行われている。なお、各科目はコースごと
に独立したものではなく、学生は自分の進路に合わせて横断的に科目を
選択する必要がある。科目選択にあたっては、学生が目標とする進路や
研究にどのような科目を履修していけばよいかを示した「コースマップ」
を制作し、ガイダンス等で説明をし、学生からの相談を受けている（【資
料 2-2-28】を参照）。
国際情報学科専門科目
専門科目は、地域ビジネスコース、観光ビジネス、国際ビジネスコース、
公務員養成コース（公共マネジメントコース）の教育目標を満たすよう
に科目設定が行われている。なお、各科目はコースごとに独立したもの
ではなく、学生は自分の進路に合わせて横断的に科目を選択する必要が
ある。科目選択にあたっては、学生が目標とする進路や研究にどのよう
な科目を履修していけばよいかを示した「コースマップ」を制作し、ガ
イダンス等で説明をし、学生からの相談を受けている（【資料 2-2-29】
を参照）。
共通専門科目

共通専門科目は学部全体として必要な知識・技能を習得させる科目であ
る。例えば、「コンピュータリテラシ演習」「情報リテラシ」は ICT（情
報通信技術）を使用したデザインやビジネスを学ぶには不可欠な授業内
容であるので、1 年時の必修科目としている。
「マーケティング入門」
「広
告と心理」
「ソーシャルメディアマーケティング」などは、デザイン分野
とビジネス分野の学際的内容であることから、全ての学生に向けて開講
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している（【資料 2-2-27】を参照）。
留学生用専門科目
留学生用専門科目には、大学での学習や日常生活に必要なタイムリーな
内容を扱う「日本語基礎 A・B・C・D」、日本の文化、地理、歴史など
を扱う「日本事情 A・B」、日本でのビジネスシーンで使用される言葉、
商慣習などを扱う「ビジネス日本語」がある。この中の「日本語基礎 A・
B」では、東京外国語大学留学生日本語教育センター開発の「e ラーニン
グシステム」 を活用し、自宅での学習指導を義務付けている（【資料
2-2-27】を参照）。
特殊研究科目

特殊研究科目には、各教員のもとで専門分野を学ぶ「ゼミ研究 A・B」
（3
年次必修）と更に専門を追求する「卒業研究」がある（【資料 2-2-27】
を参照）。

Ｄ．情報学部の教授方法の工夫・開発
本学、あるいは本学部の教育目標に沿って、教授方法に工夫や新しい試みを施した特色
ある科目がある。
「企業研究 A～H」
県内の企業、自治体、公益団体が実施する冠講座であり、地域の産業、
金融、行政など、最新の動向を当事者から学ぶことができる（【資料
2-2-27 を参照】）。
「学外デザイン研修 A・B」
映像制作、グラフィックデザイン、現代アートなど、さまざまな分野の
第一線で活躍している方を招き、ワークショップ形式で実践的な知識・
技能を学ぶ（【資料 2-2-27 を参照】）。
「海外デザイン研修 A・B」
アメリカのハリウッドに 1 週間程度滞在し、映画製作スタジオや CG 制
作スタジオを見学するとともに、実際に制作作業を行い、プロの評価も
受ける。また、韓国などアジアの大学生との共同 CG コンテストを開催
し「国境を越えた共同作業」を行う（【資料 2-2-27】を参照）。
「情報デザインプロジェクト演習、応用演習」
地元の企業がクライアントとして申し込んだ案件に対して、チームを編
成し、クライアントの現場を訪問したり、学生とクライアントが打合せ
や議論を繰り返したりする中から、より良いソリューションを探してい
く実践的な PBL 形式の演習である（【資料 2-2-27】を参照）。
「農業フィールド科学演習 A・B」
静岡大学の付属施設である「地域フィールド科学教育研究センター藤枝
フィールド」と連携して、地元農産物を実際に栽培して育成方法を理解
し、農業ビジネスについても理解を深める。（【資料 2-2-27】を参照）。
「海外セミナーA・B・C・D」
本学と協定しているニュージーランド、中国、韓国の大学への短期留学
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プログラム。所定の単位を修得した場合は、本学の単位として認定され、
奨学金も給付される（【資料 2-2-27】を参照）。
（3）2－2の改善・向上方策（将来計画）
本学の教育課程は本学の理念・ミッション、学部目標を反映すべく編成しているが、社
会情勢の変化、学生のニーズの変化を見ながら、更に改善を進めていく。
教員の教授方法の向上については、教員同士の授業参観（【資料 2-2-30】を参照）やラ
ーニングメソッド研究会（【資料 2-2-31】を参照）などを通じ、組織的に教授法の研究を
進める。
また、教育課程や教授法の評価については、教員同士での評価のみならず、学生による
「授業アンケート」の結果を活用して検証し、学生の授業満足度の向上につなげていく（【資
料 2-2-32】【資料 2-2-33】を参照）。
本学はこれら改善・向上方策を「SSU 教育マネジメントサイクル」（図 2-6-1）と呼ぶ
PDCA サイクルに体系的に位置付け、年度ベースで実行している（同サイクルについて、
2-6 で詳述する）。この PDCA サイクルによって教育活動における大学全体の点検・評価・
改善を更に発展させ、大学の理念とミッションを着実に達成できるよう不断の努力をして
いる（【資料 2-2-34】を参照）。
2－3 学修及び授業の支援
≪2－3の視点≫
2-3-①

教員と職員の協働並びに TA(TeachingAssistant)等の活用による学修支援及
び授業支援の充実

（1）2－3の自己判定
基準項目 2－3 を満たしている。
（2）2－3の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
2-3-①

教員と職員の協働並びに TA(TeachingAssistant)等の活用による学修支援及
び授業支援の充実

Ａ．教員と職員の協働
①教育課程の編成と授業運営
教育課程の編成を検討・改善するカリキュラム委員会、成績管理、進級・卒業・退学等
の判定などを審議する教務委員会には、教員と教務スタッフの職員が選任され、方針の立
案から実務まで協働で作業を行っている（【資料 2-3-1】【資料 2-3-2】を参照）。
②教務スタッフ
学務課の教務スタッフは、授業に関する多くの事務的な仕事をこなし、授業支援を行っ
ているが、その中でも経営学部の「基礎ゼミナール A・B」においては、学科・コース説
明会の開催、学内施設ツアーの企画運営などを、教員と職員が協働で進めている（【資料
2-3-3】を参照）。一方、情報学部における「基礎ゼミ」においても経営学部の事例と同様、
教員と職員との協働で企画運営などが進められている（【資料 2-3-4】【資料 2-3-5】【資料
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2-3-6】を参照）。
また、教務スタッフは、授業用ノート PC の教員・学生向け貸出し、教室のマルチメデ
ィア機器の操作に関する支援など、さまざまな授業サポートを行っている。たとえ授業中
であっても、トラブルが生じれば、廊下に設置された内線電話等の手段によって、教員と
教務スタッフが連絡を取合うことにより、即時の対応が可能となっている（【資料 2-3-7】
【資料 2-3-8】を参照）。
③スポーツ課
経営学部の体験型学習メニューのひとつである「キッズスクール」
（子供向けスポーツ教
室）の企画・運営は、スポーツ課が担当している。この「キッズスクール」では、毎週土
曜日、学生たちが先生になって、地域の子どもたちを対象に、スポーツ教室（キッズスク
ール）を開講している。学生たちが、幼児スポーツ、サッカー、バレーボール、体操、テ
ニス、バスケットボールなどを子どもと一緒に行い、子どもたちとふれあいながら、スポ
ーツの楽しさ、身体を動かすことの楽しさを伝えている。スポーツ指導者を目指す学生た
ちにとっては、授業で習った指導方法を実際に体験できる絶好の場となっており、まさに
教員と職員の協働による教育となっている。
また、「基礎ゼミナール A」のスポーツ施設ツアーの企画運営も担当している（【資料
2-3-9】を参照）。
一方、情報学部においてもキャンパス外の公共施設（藤枝市・蓮華寺池ホール）におい
て同様の「キッズスクール」が開講されている（【資料 2-3-10】を参照）。
④附属図書館
大学付属図書館では、毎年、職員がシラバスの情報をもとに、教員が授業で使用する教
科書やテキストを図書館で購入し、シラバス関連図書コーナーを設けている。また、教育
課程に合わせた図書を配架するため、教員からの推薦図書を募り、学生が「専門ゼミナー
ル A・B」「ゼミ研究 A・B」あるいは「卒業研究」で必要とする図書をできる限り購入し
たりして、授業との連携を図っている。
更に、経営学部では「基礎ゼミナール A」、情報学部では「基礎ゼミ」の図書館ツアー（図
書館利用ガイダンス）の際には、OPAC（オンライン蔵書目録）やオンラインデータベー
スを利用した文献検索の方法、図書の貸出し方法などを職員が案内している（【資料 2-3-11】
【資料 2-3-12】を参照）。
⑤就職支援課
経営学部では「情報基礎演習 A」、情報学部では「キャリアデザイン入門」の中で、本学
の学生が利用する情報システムについて説明しているが、その一環として、外部情報シス
テムである求人検索システム(J-NET)への登録を行っている。これには、就職支援課の職
員が登録案内をしている。
また、
「基礎ゼミナール A」の就職支援課ツアーの際には、就職支援課の役割やキャリア
デザイン及びインターンシップについて説明をしている（【資料 2-3-13】
【資料 2-3-14】を
参照）。
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⑥国際課
国際課では、主に留学生を対象に指導を行っている。
経営学部では、特に日本語が苦手な学生には、担当教員と連携を取りながら、
「ゼミナー
ル A」の留学生向けのコマのように、日本語の学習に役立つ科目の履修を勧めている。
また、情報学部では、
「日本語リテラシー研究センター」との連携により、日本語による
レポートや論文のライティング指導を行うとともに、日本語能力試験等の資格取得指導を
行っている（【資料 2-3-15】【資料 2-3-16】を参照）。
⑦中途退学者及び留年者への対応
経営学部では、成績表は、前期成績処理終了後には学生に郵送され、後期成績処理終了
後には次年度ガイダンスの際に手渡しされる。それと同時に、クラスアドバイザーの教員
にも成績表のコピーが配付され、成績不振の学生には個別指導を実施している（【資料
2-3-17】を参照）。また、年 2 回、6 月と 3 月に開催される保護者説明会のうち、3 月の保
護者説明会では成績不振の学生の保護者に連絡を取り、個別相談会に出席していただき、
保護者と教職員が一体となって改善策を模索している（【資料 2-3-18】を参照）。
なお、情報学部では成績表については、各学期の成績処理終了後に学生に郵送されてい
る。それと同時に、クラスアドバイザーの教員にも成績表のコピーが配付され、成績不振
の学生には個別指導を実施している（【資料 2-3-19】を参照）。また、9 月の保護者説明会
において成績不振の学生の保護者に連絡を取り、学生を含めた三者面談を行い改善策の提
案を行っている（【資料 2-3-20】を参照）。
また、離学者対策のひとつとして、経営学部では平成 25(2013)年度に出席管理システム
が導入され、教務スタッフの管理のもと、運用がスタートした。これにより、クラスアド
バイザーがいち早くクラスの学生の出席状況を把握できるため、休みがちな学生を早期に
発見し、早期対応を行う体制が確立している（【資料 2-3-21】を参照）。
更に、両学部とも経済的な理由で修学が困難な場合は、授業料の延納・分納や奨学金の
指導（【資料 2-3-22】【資料 2-3-23】を参照）、精神的な理由で欠席をする学生に対しては
カウンセラーの紹介をする（【資料 2-3-24】
【資料 2-3-25】を参照）など、学生スタッフが
相談窓口となり、教員とともに問題の解決にあたっている。
Ｂ．TA(Teaching Assistant)の活用
本学は大学院を設置していないため、TA として雇える人材を探すのが困難な状況であ
る。そこで、TA に相当するものとして学部学生をアシスタントとして活用しており、
SA(Student Assistant)と呼んでいる（【資料 2-3-26】を参照）。
経営学部では、平成 25(2013)年度実績において 157.5 時間分の SA が活用されている。
登録学生は延べ 2 人である。SA は担当教員の指導のもと、講義、演習、市民向け講座の
教育補助業務に従事している。SA は、本学学生に対し、教育的配慮のもとに授業補助業
務を体験させるとともに、本学の学部教育におけるきめ細かい授業の充実を図ることを目
的としている。平成 25(2013)年度、SA を活用した科目は、「運動生理学演習」「運動プロ
グラム概論」「補完代替療法概論」「アロマセラピー概論」「アロマセラピー演習」の 5 科
目である。なお、平成 26(2014)年度は授業形態の変化などにより、SA を配置していない。
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平成 27(2015)年度は、138 時間、SA を活用する計画である。登録学生は延べ 8 人であ
る。科目は、「心理学入門」「モチベーションの心理学」「産業組織心理学演習」「キャリア
形成論」「メンタルトレーニング概論」「ゼミナール A」の 6 科目であり、SA は主にアク
ティブラーニングの支援を行う。
情報学部では、平成 26(2014)年度実績において 765 時間分の SA が活用されている。登
録学生は延べ 28 人である。SA は担当教員の指導のもと、講義、演習の教育補助業務に従
事している。SA を活用している科目は、「3DCG モデリング基礎」「3DCG モデリング基
礎演習」「グラフィックデザイン論」「映像メディア表現基礎」「学外デザイン研修」など
22 科目にわたり、主にデザイン系科目の割合が多い。なお、平成 27(2015)年度も同様な
SA の活用を計画している。
（3）2－3の改善・向上方策（将来計画）
Ａ．教員と職員の協働
修学指導は教員と職員の協働で行っているが、残念ながら離学する学生が存在する。離
学の原因は、経済的なものから、修学意欲の低下、学習障害までさまざまであるが、早期
に学生の変化を察知し、対処することに心がけ、対象学生についての情報共有がなされる
よう方策を進める（【資料 2-3-27】を参照）。
Ｂ．TA の活用
本学は大学院を設置していないため、TA として雇える人材を探すのが困難な状況であ
る。しかし、今後は更なる教育目標の実現に向け、大卒以上の学歴を持った TA を雇う検
討をしていく（【資料 2-3-28】を参照）。
2－4 単位認定、卒業・修了認定等
≪2－4の視点≫
2-4-①

単位認定、進級及び卒業・修了認定等の基準の明確化とその厳正な適用

（1）2－4の自己判定
基準項目 2－4 を満たしている。
（2）2－4の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
2-4-①

単位認定、進級及び卒業・修了認定等の基準の明確化とその厳正な適用

Ａ．履修登録単位数の上限設定
経営学部では、単位制度の実質を保つために、1～3 年次（全学科）を対象に半期 26 単
位以下、4 年次（全学科）を対象に半期 30 単位以下を履修上限単位として設定している（【表
2-7】【資料 2-4-1】を参照）。ただし、以下の科目は、科目の特性や履修を促すことを目的
に、履修登録上限単位数から除外している。
「基礎ゼミナール A・B」「ゼミナール A・B」「専門ゼミナール A・B」「卒業研究」「プロ
スポーツ企業研究」
「海外研究 A･B･C･D」
「キャリアデザイン論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」
「社会実
践講座 A・B」
「ビジネス資格講座 A～K」
「スポーツ資格講座 A～D」
「経営特別講座 A～H」
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「教職に関する科目（32 単位）」
※「ビジネス資格講座 A～K」「スポーツ資格講座 A～D」の中で、卒業要件に含めること
ができるのは 8 単位までとしている。
※「経営特別講座 A～H」は、年間 6 単位まで履修可能である。
※「教職に関する科目（32 単位）」は、教職課程履修者のみ履修可能である。
情報学部では、単位制度の実質を保つために、1～3 年次（全学科）を対象に半期 22 単
位以下、4 年次（全学科）を対象に半期 26 単位以下を履修上限単位として設定している（【表
2-7】【資料 2-4-2】を参照）。ただし、以下の科目は、科目の特性や履修を促すことを目的
に、履修登録上限単位数から除外している。
必修科目、「卒業研究」「集中講義」「企業研究」「教職課程」「資格検定講座」
Ｂ．授業時間
本学では、講義、演習科目については、1 単位を 45 時間の学習時間（授業 15 時間、予
習・復習各 15 時間）として換算し、それ以外に定期試験、レポート等を実施し、その評
価に応じて単位を付与している。また、実験、実習及び実技については、30 時間の授業を
もって 1 単位とする。
Ｃ．成績評価
成績評価は、表 2-6 の区分により実施している（【資料 2-4-3】【資料 2-4-4】を参照）。
試験、レポート、プレゼンテーション、通常の課題評価等、出席状況等、多元的な基準を
設定している。いずれの評価方法を採用するかは、授業の形態、目的などが各々の科目に
より異なるため、各科目担当教員が適切に判断し、成績を付与している。
科目ごとの評価基準については、本学ウェブ上に掲載されている電子シラバスの「成績
評価の方法」に明示しており、学生は随時ウェブ上でこれを閲覧することができる（【資料
2-4-5】【資料 2-4-6】を参照）。
経営学部における「卒業研究」については、提出期限までに卒業論文本文とその抄録の
両方を学務課に提出した学生に対してのみ、担当教員が単独で成績評価を行っている（【資
料 2-4-7】を参照）。また、提出された卒業論文抄録をまとめて製本し、学生・教員に配布
している（【資料 2-4-8】を参照）。
一方、情報学部における「卒業研究」については、提出期限までに「卒業研究の題目・
概要届」を学務課に提出した学生に対してのみ担当教員が単独で成績評価を行っている
（【資料 2-4-9】を参照）。なお、
「卒業研究」の成果報告（卒業論文・卒業作品などの制作・
提出）の手段や方法については担当教員に一任されている。また、学部全体での「卒業研
究」の成果発表・報告の手段として、デジタルコンテンツによる卒業制作作品を含めた「卒
業研究集」を DVD 形式により発行し、学生・教員に配布している（【資料 2-4-10】を参照）。
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表 2-6 成績評価基準
評価区分

基準

判定

A

80 点～100 点

合格

B

70 点～79 点

合格

C

60 点～69 点

合格

D

59 点以下

不合格

未

試験欠席

未受験

認

認定の確認

認定

また、経営学部においては、前期の成績表は各学生に郵送し、後期の成績表は次年度の
履修ガイダンスの際に直接配付している。一方、情報学部においては、各学期の成績処理
終了後に成績表を学生に郵送している（4 年次後期については、両学部とも卒業証書とと
もに直接配付している）。
これらの成績評価をもとに、GPA(Grade Point Average)に準ずるものとして次の評価指
標を算出し、特待生、卒業表彰、留学生奨学金候補選考等の基準として使用している（【資
料 2-4-11】【資料 2-4-12】を参照）。
｛（A の修得単位数×3）＋（B の修得単位数×2）＋（C の修得単位数×1）
＋（D の修得単位数×0）｝／総履修単位数
また本学では、付与された成績評価について、学生が自己の学修状況を踏まえ疑義のあ
る場合、所定の手続きを経て、科目担当教員に成績の確認を求めることができるようにし
ている（【資料 2-4-13】を参照）。そのため、教員は、最低 1 年間は成績評価の根拠となる
資料を保管しなければならない（【資料 2-4-14】を参照）。
学生の修得単位状況（前年度実績）を【表 2-7】に示す。
Ｄ．進級基準
進級基準は、全学部全学科において 2 年次から 3 年次へ進級する際に設けられており、
学生には「学生便覧」（経営学部）、「SSU 履修ガイド」（情報学部）を通じ周知している。
具体的には、進級基準「2 年次終了時点で 40 単位以上を修得していること」により進級の
可否が決定される（【資料 2-4-15】【資料 2-4-16】を参照）。
Ｅ．卒業・修了要件
卒業の認定は、4 年以上の在籍と、指定された卒業要件単位数以上を修得した場合、教
授会の審議を経て、学長が学位を認定している。卒業要件単位数は、各学科とも合計 124
単位となっている（【表 2-7】【資料 2-4-17】を参照）。
審査手続きは、在籍年数と卒業要件をもとに、成績管理システムにて学生ごとに卒業判
定を行い、当該学部教授会の審議を経て、学部長が当該学科の課程を修了したことを認定
し、学長が卒業を認証する（【資料 2-4-17】を参照）。
その後、再試験制度を利用した学生に対して、卒業判定教授会での審査を実施し、学位
授与認定を行っている。
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なお、再試験制度は全学科を対象としており、一定の条件（卒業要件不足単位数が 4 単
位以内の者のうち、当該学期の定期試験において D 評価または未受験となった科目で、か
つ担当教員が再試験を認めていること。ただし、当該学期に必修科目が開講されていない
等、やむを得ない場合は、当該学期の 1 つ前の学期まで遡って再試験の対象とすることが
できる。）を充足すれば、再試験を受験することができる（【資料 2-4-18】を参照）。
Ｆ．コース修了
本学では、卒業証書以外に、各学科の各コース所定科目の中から 20 単位以上を取得す
ると、コース修了証が授与される（【資料 2-4-19】【資料 2-4-20】を参照）。これにより、
各学生が将来の目標に向け、より専門性を深められるようにしている。また、複数のコー
ス修了証を授与することも可能にしており、学生の学習意欲を引き出すことにつながって
いる。
Ｇ．他大学等における履修単位及び入学前の既修得単位の認定
他大学で修得した単位は、他大学との協定に基づき、60 単位を上限として、卒業要件単
位として認めている（【資料 2-4-21】を参照）。
経営学部は、静岡大学農学部、名桜大学（沖縄県）、厦門大学海外教育学院（中国）、大
眞大学校（韓国）、ワイカト大学パスウェイズ・カレッジ（ニュージーランド）、浙江農林
大学（中国）と単位互換協定を、情報学部は、静岡大学情報学部、静岡大学農学部、名桜
大学、厦門大学海外教育学院、大眞大学校、ワイカト大学パスウェイズ・カレッジ、浙江
農林大学と単位互換協定を結んでいる（【資料 2-4-22】【資料 2-4-23】を参照）。
また、経営学部と情報学部間の単位互換は、
「卒業要件にカウントする単位」として教職
科目以外で 12 単位まで認めている（【資料 2-4-24】を参照）。互換単位による成績は、各
大学・学部の評価（A、B、C、D）をそのまま採用している。
編入学に関して本学では、次の項目のいずれかに該当する者に対し、編入学試験を実施
している（【資料 2-4-25】を参照）
。そして、編入学を許可した者に対し、前在籍校で履修
した科目を本学における履修によって修得したものとみなしている。
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［3 年次編入学の条件］
（1） 大学を卒業した者または卒業見込みの者
（2） 短期大学を卒業した者または卒業見込みの者
（3） 高等専門学校を卒業した者または卒業見込みの者
（4） 大学に 2 年以上（休学期間を除く。）在学し、62 単位以上修得した者
（5） 大学に 2 年以上（休学期間を除く。）在学見込みで、62 単位以上修得見込みの者
（6） 修業年限 2 年以上で、かつ、総授業時数 1700 時間以上の専修学校専門課程を修了した者
または修了見込みの者
（7） 外国において、学校教育における 14 年間の課程（日本における通常の課程による学校教育
の期間を含む。）を修了した者または修了見込みの者若しくはこれに準ずる者

［2 年次編入学の条件]
（1） 前項各号の一に該当する者（※）
（2） 大学に 1 年以上（休学期間を除く）在学し、30 単位以上修得した者
（3） 大学に 1 年以上（休学期間を除く）在学見込みで、30 単位以上修得見込みの者
※前項各号の一とは、3 年次編入学の条件である。

以上のように編入学を許可された者の既に修得した授業科目及び単位数については、本
学の教育課程と照合のうえ教務委員会が審査し、3 年次編入学生については上限 62 単位、
2 年次編入学生については上限 30 単位の上限を定めている（【資料 2-4-26】を参照）。な
お、これらの認定単位数は教授会の審議を経て学長（学部長）が決定する。
Ｈ．検定試験合格による単位の認定
経営学部では、下表の文部科学省認定の技能資格またはそれに準ずる技能資格の審査に
合格した場合、それに対応する表 2-4-1 の科目の単位が、4 年間で 8 単位を上限として認
定される（【資料 2-4-27】を参照）。
表 2-4-1
科

目

名

検定試験の種類

ビジネス資格講座 A

日本商工会議所簿記検定試験3級

ビジネス資格講座 B

日本商工会議所簿記検定試験2級

ビジネス資格講座 C

リテールマーケティング（販売士）検定試験3級

ビジネス資格講座 D

秘書技能検定試験3級

ビジネス資格講座 E

秘書技能検定試験2級

ビジネス資格講座 F

国内旅行業務取扱管理者試験

ビジネス資格講座 G

ファイナンシャル・プランニング技能検定3級
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ビジネス資格講座 H

ビジネス能力検定（B検）ジョブパス3級

ビジネス資格講座 I

環境管理士（※1）

ビジネス資格講座 J

Microsoft Office Specialist Word

ビジネス資格講座 K

Microsoft Office Specialist Excel

スポーツ資格講座 A

健康運動実践指導者認定試験

スポーツ資格講座 B

保育士試験〔そのうち筆記試験〕（※2）

スポーツ資格講座 C

JFA 公認 C 級コーチ

スポーツ資格講座 D

JFA 公認 D 級コーチ

※1 環境管理士の認定は平成 26(2014)年度まで。

※2 対象は平成 26(2014)年度入学生まで。

情報学部では、下表の文部科学省認定の技能資格またはそれに準ずる技能資格の審査に
合格した場合、それに対応する表 2-4-2 の系列科目の単位が、4 年間で 8 単位を上限とし
て認定される（【資料 2-4-28】【資料 2-4-29】を参照）。
表 2-4-2
系

列

情報デザイン・情報処理系

検定試験の種類
カラーコーディネーター検定試験2級
カラーコーディネーター検定試験3級
色彩検定試験1級
色彩検定試験2級
色彩検定試験3級
ITパスポート試験
基本情報技術者試験
パソコン検定試験3級
Microsoft Office Specialist Word
Microsoft Office Specialist Excel

ビジネス・経営系

日本商工会議所簿記検定試験2級
日本商工会議所簿記検定試験3級
国内旅行業務取扱管理者試験
ビジネス能力検定試験2級
ビジネス能力検定試験3級
秘書技能検定試験2級
秘書技能検定試験3級
電子会計実務検定試験中級
電子会計実務検定試験初級
eco検定試験
医療事務技能審査試験
調剤報酬請求事務技能認定試験
硬筆書写検定試験

語

学

系

TOEICⓇ

500点以上
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（3）2－4の改善・向上方策（将来計画）
単位認定については、今後も引き続き厳正な適用を行っていくとともに、
「修得単位状況」
（【資料 2-4-30】を参照）をはじめとする客観的なデータを用いて、4 年次生に対する上限
単位の設定を検討していく。また、GPA の活用方法について検討していく（【資料 2-4-31】
を参照）。
進級及び卒業の基準と決定方法は明確化されており公平性も担保されているが、科目
個々の単位認定の前提となる授業内容については、個々の教員に任されている部分が大き
い。授業の目標や内容についても適正か否かを判断する機会を設けるようにする（【資料
2-4-32】を参照）。
2－5 キャリアガイダンス
≪2－5の視点≫
2-5-①

教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する指導のための体制の整備

（1）2－5の自己判定
基準項目 2－5 を満たしている。
（2）2－5の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
2-5-① 教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する指導のための体制の整備
Ａ．就職と進学支援の体制
本学のキャリア教育及びキャリア支援については、選出された教授会構成員の教員と、
「就職支援課」（【資料 2-5-1】を参照）所属の職員により構成される「就職委員会」（【資
料 2-5-2】を参照）を中心に、全学体制で対応している。この委員会は、本学のキャリア
教育及び就職支援を良好かつ円滑に実施するために設置されたもので、社会に貢献できる
人材の育成を目的として、専門的職業教育を基盤により良いキャリア形成を図るためのプ
ログラムを実施している。
現在、両学部就職支援課の情報交換のため、大学事務局就職支援課統括課長のもと、進
路支援行事や進路関係資料の作成、申請資料の作成等の統一を図っている。以上のように
両学部ともに、就職支援課、就職委員会を中心に支援体制を整え、さまざまな施策を講じ
ている。
ａ．就職支援課
経営学部において、就職に関しては、就職支援課、就職委員会、ゼミナール担当教員で
対応している（【資料 2-5-2】を参照）。進学に関しては、主にゼミナール担当教員で対応
している。経営学部の就職の状況（過去 3 年間）を【表 2-10】に、卒業後の進路先の状況
（前年度実績）を【表 2-11】に示す。
就職・進学に対する支援体制の中心となる就職支援課は、課長 1 人、事務職員 4 人で構
成されている（【資料 2-5-3】を参照）
。業務内容は、就職・進学相談に対する指導・助言、
企業訪問・開拓、求人情報の提供、就職支援イベントの企画・実施のほか、実社会経験に
基づく複数のキャリア関連科目の授業等である。具体的に業界・企業を理解させ、また、
実際の就職活動や内定を得るまでのプロセスをイメージさせるため、次のような各種の就
職支援活動を実施している（【資料 2-5-4】を参照）。
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キャリア・カフェ（低学年を対象とする進路相談）
キャリアトーク会（企業出身の教職員による業種別レクチャー）
スタートアップ面談（就職活動・進学のための面談）
企業説明会（求人企業による企業ガイダンス）
履歴書・エントリーシート等添削
面接練習会（企業人による実地指導）
企業紹介（求人・求職への個別対応）
就職支援課内には 30 人を収容できるスペースがあり、必要に応じて面接指導やグルー
プディスカッションの練習、業界・企業研究会等が開催され、学生が効率よく指導を受け
られる体制が整っている。
一方、行政からの支援としては、浜松新卒応援ハローワークから定期的に求人票を送付
してもらい、学生に求人情報を提供している。また、就職活動後半には、新卒応援ハロー
ワーク職員が定期的に来校し、就職面談を開催する。また、直接求人情報を学生へ提供し
てもらうなど、きめ細かな継続的就職指導等の支援を受けている。
これら多角的な進路支援や各学科の教員、関連部署との協働体制を通じ、本学では就職
を希望するほとんどの学生の就職を実現している。また、大学院への進学や海外への留学
相談に対しては、ゼミ担当教員や国際課とも連携し、個々に具体的なアドバイス・指導を
行っている。
情報学部において、就職に関しては、就職支援課、就職委員会、ゼミナール担当教員で
対応している（【資料 2-5-2】を参照）。進学に関しては、主にゼミナール担当教員で対応
している。平成 26(2014)年度の就職率は 94.2％で、就職希望率も 76.5％に達している。
進学者は、平成 26(2014)年度は 3 人（大学院 2 人、その他 1 人）である。情報学部の就職
の状況（過去 3 年間）を【表 2-10】に、卒業後の進路先の状況（前年度実績）を【表 2-11】
に示す。
情報学部の就職支援課は、課長 1 人、事務職員 3 人で構成されており、就職全般の相談
窓口になっている（【資料 2-5-3】を参照）。
就職支援の一環として、学内企業ガイダンス、就職面談、模擬面接、保護者説明会、学
年別適性検査、就職用模擬試験、企業見学会、企業経営者との懇談会、ミニ会社説明会、
就職支援室ツアー等を実施し、入学時から就職に対する学生の意識を高めるようにしてい
る（【資料 2-5-5】を参照）。
平成 26(2014)年度には、新たに就職につながる基礎学力の養成を目指して、全学年の学
生を対象にした学習支援を実施する「リメディアル教育ルーム」を開設した。企業が求め
る基礎学力の補完に特化した個別教育を行うとともに、既存の学内施設である「日本語リ
テラシー研究センター」との連携のもと、文章作成能力、漢字力、語彙力のアップなど、
日本語力の向上に資する支援を拡充する予定である。
進学に関する指導は、主にゼミナール担当教員が行っているが、就職支援課でも、ゼミ
ナール担当教員と連携して指導している。また、情報学部では平成 18(2006)年度から「大
学院進学入門」「大学院進学指導」という科目を設けるなど、進学指導を強化している。
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本学では、公務員、信用金庫、JA などの筆記試験のある自治体や企業を志望する学生
を対象とした「公務員大化け道場」（平成 24(2012)年度から情報学部で開講）、「公務員受
験研究会」（平成 25(2013)年度から経営学部で開講）における受験指導を更に強化し、公
務員試験等の受験者、合格者の増員につなげている。
また、両学部が連携して、以下に取組む。
第 1 は「学生の就職指導の強化」である。J-NETNAVI 及びメール配信システムを導入
して学生の就職活動の支援を強化するとともに、年間 1,000 社前後の企業訪問等で得た情
報を学生にフィードバックしている。
第 2 は「個別企業説明会の充実」である。両学部の連携のもと、企業に大学に出向いて
いただき、個別にリクルート活動をしていただく「個別企業説明会」の開催回数を増加し、
就職における適切なマッチングが可能となるような支援を拡大するとともに、面接実践講
座〈個人面接・集団面接・集団討論〉等の就職活動に資する基礎的な訓練講座の充実を図
る計画である。
第 3 は「個別相談・指導・斡旋等の強化」である。平成 24(2012)年度の来室人数は、経
営学部 4,614 人、情報学部 4,780 人であったが、個別相談・指導・斡旋等を強化し、学生
を来室させるため、求人ファイルを見やすくし、掲示板への掲示の方法を工夫し、積極的
な求人開拓をする等の努力をした結果、相談件数が平成 26(2014)年度は、経営学部 4,737
件、情報学部 4,970 件と増加した（【表 2-9】を参照）。
第 4 は「留学生の就職支援」である。3 年次の「スタートアップ面談」による個別相談
をはじめ、就職活動が本格化する時期に合わせて「留学生就職ガイダンス」を開催してい
る。また、求人票記入欄に留学生受入可・否項目を設けるようにし、受入可能な企業を留
学生に公開している。更に、企業訪問等でも留学生の求人情報を収集し、学内企業ガイダ
ンスにおいては、留学生受入企業ブース（参加企業全体の 2 割）を設置している。
ｂ．就職委員会
教員と就職支援課の職員で構成し、就職の支援に関する事項を検討すると同時に学生を
直接指導するケースもある。大学の就職支援活動の全体像を設計し、各年度の計画を立て
実施を促進するなど、就職に関連するさまざまな事項について就職支援課と連携を取り、
就職支援活動を行っている。
ｃ．ゼミナール担当教員
ゼミナール担当教員は、就職支援課と連携して就職活動及び大学院進学を支援し、ゼミ
ナールなどを通じて指導助言をしている。
Ｂ．キャリア教育関連科目
経営学部においては、1 年次から 3 年次の 871 人の学生の社会的・職業的自立を目指し、
以下のキャリア関連科目を設置している。
ａ．「キャリアデザインガイダンス」……キャリア入門編として
1 年生は 2 年次より学科・コースに所属し、体系的な専門知識の修得を目指す。ここで
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はそのコース選択の基となる卒業後の進路、及びそのための学習について、分野ごとに具
体的な説明を実施する（【資料 2-5-6】を参照）。
授業名：「基礎ゼミナール B」
ｂ．「専門導入ゼミ」……キャリア入門編として
各教員が、自分の専門分野の模擬講義、及び自分が担当している「専門ゼミナール」
「卒
業研究」の説明を実施し、学生が講義科目やゼミナールを選ぶ際の参考情報を提供する。
あわせて関連分野への就職に関する情報も提供し、学科・コース選択の一助とする（【資料
2-5-7】を参照）。
授業名：「基礎ゼミナール B」
ｃ．「キャリアデザイン論」……キャリア基礎・応用編として
職業を持ち、自立した社会人として生活を送るために必要なキャリアデザインを形成し、
「働き方や生きがい」の方向性を見出し、「なりたい私」「ありたい私」にとっての社会問
題を題材に考究する。あわせて一般社会常識や時事問題の理解、基礎的言語・非言語によ
る分析能力を養い、社会人基礎力を身につける（【資料 2-5-8】を参照）。
授業名：「キャリアデザイン論Ⅰ～Ⅳ」
ｄ．「インターンシップ」……社会人基礎力の育成
夏季休暇を中心に企業や官公庁・団体で実際の業務に取組ませ、ビジネスの現場を肌で
感じる就業体験の場としている。毎年担当の教職員が定期的に受入れ企業の新規開拓を行
うと同時に、事前研修や事後研修を行うなどして学生の進路選択のツールとしているほか、
個別企業説明会等を実施し、学生と企業との接触を図っている（【資料 2-5-9】を参照）。
授業名：「社会実践講座」
資格取得に関しては、経営学部では、キャリア形成の有力な手段として特に力を入れて
いる。
「日本商工会議所簿記検定試験」
「リテールマーケティング（販売士）検定試験」
「秘
書技能検定試験」「国内旅行業務取扱管理者試験」「ファイナンシャル・プランニング技能
検定」
「ビジネス能力検定（B 検）ジョブパス」
「Microsoft Office Specialist Word(2013)」
「Microsoft Office Specialist Excel(2013)」などは「SSU ビジネス塾」
（【資料 2-5-10】を
参照）として、一方「健康運動実践指導者認定試験」
「JFA 公認 C 級コーチ」
「JFA 公認 D
級コーチ」は「SSU スポーツ塾」
（【資料 2-5-10】を参照）として開講している。企画、実
施は、教務スタッフが中心に行っている。
情報学部のキャリア教育は、本学の理念にあるように社会に貢献できる人材の育成を目
的として、専門的職業教育を基板に位置付けた上で、より良いキャリア形成を図るための
プログラムとして実施している。1 年次からキャリアデザインの科目を正規の教育課程の
中に位置付け、3 年次まで体系的にキャリア教育を実施している。キャリア教育のひとつ
として実施しているインターンシップに関しては、就職支援課、就職委員会で対応してい
る。また、資格取得等のキャリア教育に関しては、教育課程や資格取得講座等で対応して

37

静岡産業大学

いる。
ｅ．キャリアデザイン科目
1 年次の「基礎ゼミ」をはじめ、情報学部では「キャリアデザイン入門」
「キャリアデザ
イン基礎Ⅰ・Ⅱ」「キャリアデザイン応用Ⅰ・Ⅱ」を設けて学生の進路意識を高めている。
ｆ．インターンシップ
インターンシップは、就職支援課、就職委員会が中心に企画し、夏季休暇を中心に実施
している。毎年、担当の教職員が定期的に受入れ企業の新規開拓を行うと同時に、事前研
修や事後研修を行うなどして学生の進路選択の支援のひとつとしている。
平成 26(2014)年度は、情報学部 62 人（41 社）の学生が参加した（過去最高）。インタ
ーンシップ終了後、報告会を開くとともに「インターンシップ体験報告集」を発行してい
る。
資格取得に関しては、情報学部では、「基本情報技術者試験」「初級システムアドミニス
トレータ」
「TOEIC 講座」
「国内旅行業務取扱管理者試験」
「日本商工会議所簿記検定試験」
などの資格講座や「医療事務講座」
「SPI ステップアップ講座」などを開講している。これ
らの講座は、資格講座委員会が講座の種類や在り方を検討して改善を図り、教務スタッフ
を中心に企画、実施している。
Ｃ．企業と連携した科目
本学は、学生が将来の即戦力たるに相応しい、社会に応用できる知識・技能を身につけ
るため、地域や企業と密接に連携している。
経営学部では、磐田市長を議長に磐田商工会議所、自治会、磐田青年会議所と本学理事
長、学長を中心としたメンバーで参与会が開催され、学生の育成について意見交換が行わ
れ、教育・指導に反映させているほか、「軽トラ市」「市民講座」などに学生を主体的に参
加させ、地域の一員としての意識醸成に努めている。また、学内において地域の子供たち
を対象に「キッズスクール」を開講し、地域住民との直接的なつながりを体験させている
（【資料 2-5-11】を参照）。
一方、企業との間においても、学生による工場見学、企業訪問などを積極的に実施し、
学外との情報交換に努めている。
両学部は、企業と連携した科目として、以下をそれぞれ開講する。
「経営特別講座 A～H」（経営学部）、「企業研究 A～H」（情報学部）
これらは、県内の企業、自治体、公益団体が実施する冠講座であり、地域の産業、
金融、行政など、最新の動向を当事者から学ぶことができる。
また、情報学部は以下を開講する。
「情報デザインプロジェクト演習、応用演習」
地元の企業がクライアントとして申し込んだ案件に対して、 チームを編成し、 ク
ライアントの現場を訪問したり、学生とクライアントが打合せや議論を繰り返した
りする中から、より良いソリューションを探していく実践的な PBL 形式の演習。
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（3）2－5の改善・向上方策（将来計画）
本学のキャリア教育や就職支援の取組みに関し、今後、社会的・職業的自立に関する指
導をいっそう充実させるため、
「就職委員会」と「教務委員会」が中心となり、カリキュラ
ムや外部連携などキャリア形成支援のための学内体制を強化していく（【資料 2-5-12】を
参照）。
また、企業が実際に求めている基礎学力（言語能力・非言語能力）対策や「面接講座」
に更に重点を置き、より強力な指導体制で臨んでいく（【資料 2-5-8】を参照）。
他方で経営学部の「キャリア・カフェ」のように学生が気軽に相談できる機会を増やし、
よりきめ細かな進路のアドバイスを行っていくとともに、学生のさまざまな要望を汲みあ
げた支援体制づくりにも注力する（【資料 2-5-13】を参照）。
2－6 教育目的の達成状況の評価とフィードバック
≪2－6の視点≫
2-6-①

教育目的の達成状況の点検・評価方法の工夫・開発

2-6-②

教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての評価結果のフィードバック

（1）2－6の自己判定
基準項目 2－6 を満たしている。
（2）2－6の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
本学では、本学の理念とミッションを達成する上で、常に時代の先端的な教育を行うこ
とを目的として、学部・学科の編成等に留意するのみならず、個々の学生の潜在能力を引
き出し、開発することを重視し、学生が“大化け”することを念頭に置いた人材教育に力
を入れている。
教員には教育のプロに徹することを求め、新しい教育法、教育内容の開発に努め、毎年
定期的に全学的な「ラーニングメソッド研究会（旧ティーチングメソッド研究会）」を開催
するなどして（【資料 2-6-1】を参照）、本学独自の新しいティーチングメソッドの開発に
取組んでいる。その評価とフィードバックを行うため、また、教育研究活動の改善及び水
準の向上を目的として、年 1 回の「授業アンケート」を実施している（【資料 2-6-2】を参
照）。本学はこれらを PDCA サイクルに体系的に位置付け、実行している（【資料 2-6-3】
を参照）。
更に、平成 26(2014)年度から各学部の教務委員会が担当部署となり、全学的に、図 2-6-1
に示す「SSU 教育マネジメントサイクル」をスタートさせた（【資料 2-6-4】を参照）。点
検・評価・改善のそれぞれの活動の中でも、大学を改革し、発展させるために最も必要な
ことは、全学を挙げて達成しようとする改善・向上に向けた不断の努力である。この認識
のもと、本学では、大学の理念とミッションを達成すべく、教育活動における大学全体の
点検・評価・改善を目的として、1 年周期の PDCA サイクルをスタートさせた。これによ
って、「授業アンケート」「学生の学修行動把握のためのアンケート調査」「授業参観」「ラ
ーニングメソッド研究会」など教育の改善・向上に向けての活動が具体的にどのように実
施され、どのような結果につながったかを確認することができる。また、今まで、ばらば
らに実施されていた各項目が、このような PDCA サイクルの各要素となることにより、有
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機的に結びつき、それにより、それぞれの相乗効果や各項目の意義を高める狙いがある。
平成 26(2014)年度、両学部は教育改善目標を「学部、学科教育目標の教職員及び学生へ
の周知」
「教育目標に沿った教育の実施」とし、PDCA サイクルを実行した。平成 27(2015)
年度は、それを受け、教育改善目標を「学部、学科の教育目標及び 3 つのポリシーの（よ
り一層の）周知」
「シラバスの充実」とし、大学ホームページの改善やシラバス記載要項の
拡充、シラバス原稿のチェック体制の整備などを PDCA サイクルで実行しつつ、より進め
る計画である。
図 2-6-1「SSU 教育マネジメントサイクル」（学部ごと実施）

2-6-①

教育目的の達成状況の点検・評価方法の工夫・開発

毎年 1 回行う学生による「授業アンケート」は 15 回目を迎え、平成 26(2014)年度は 6
月末～7 月はじめに実施した（【資料 2-6-5】を参照）。4 段階（4=強くそう思う 3=そう思
う 2=あまりそう思わない 1=全く、そう思わない）の回答基準で、11 項目について回答さ
せた。
その結果、経営学部で 3.46（前年度:3.49）、情報学部で 3.54（前年度:3.54）と「授業
が学生自身にとって有意義であった」という好評価の指標基準である 3.0 を上回る結果が
出ており、おおむね良好である。
B4 サイズのアンケート用紙は左半ページの数値アンケートだけではなく、右半ページ
に自由記述欄を設けるなど、学生の率直な意見を取入れようと工夫している。
アンケートはカーボンコピーによる複写式になっている。そのうちの 1 つは公平性を保
つため学生が回収を行い、教務スタッフへ渡され、大学事務局学務課による集計が行われ
る。もう 1 つは教員が受取る。これは、集計に数ヶ月掛かるため、せっかくその授業に対
する評価をしても集計結果を待っていたのでは改善の機会が失われるためで、授業アンケ
ートを実施したらすぐに改善を行うように工夫している。
集計結果は、全体平均と自己成績の差、前年度成績と本年度成績の差、各質問とのバラ
ンスを見るレーダーチャートなど複数の方法で表示され、授業の改善が促されている。特
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に、「科目ごとの授業満足度」（質問「総合して、この科日は自分にとって有意義であった
か」）の質問は、学生が履修登録の際に参考にする情報なので、回答基準の 4 あるいは 3
の肯定的回答をした学生の割合を科目登録に間に合うように学生に公表している。
また、平成 26(2014)年度には、学生の学修行動の実態や意識を把握し、教育内容・方法
をより改善するため、「学生の学修行動把握のためのアンケート調査」を実施した（【資料
2-6-6】を参照）。
調査の概要は以下の通りである。
【調査方法】全数調査
【実施時期】平成 26(2014)年 7 月～8 月
【調査項目】学修の動機や自主的な学習時間、地域連携講座に関する考え、
シラバスの活用など
母集団の大きさ、構成は以下の通りである。
【調査対象】全学生（1,898 人。平成 26(2014)年 5 月 1 日現在）
〔学部〕経営学部 1,099 人（57.9％）、情報学部 799 人（42.1％）
〔学年〕1 年生 420 人（22.1％）、2 年生 520 人（27.4％）
3 年生 441 人（23.2％）、4 年生 517 人（27.3％）
〔性別〕男性 1,518 人（80.0％）、女性 380 人（20.0％）
また、得られた標本の大きさ、構成は以下の通りである。
【有効回答】396 人（回収率 20.9％）
〔学部〕経営学部 177 人（44.7％）、情報学部 219 人（55.3％）
〔学年〕1 年生 99 人（25.0％）、2 年生 99 人（25.0％）
3 年生 90 人（22.7％）、4 年生 108 人（27.3％）
〔性別〕男性 285 人（72.0％）、女性 111 人（28.0％）
調査項目について両学部の教員、職員が意見交換を重ねるとともに、その内容が学生の
実態や意識をより的確に把握するよう、事前に予備調査を実施し、そこで得た意見を反映
させた。
実査では掲示、大学ホームページ、メールなどを通じて学生に協力を依頼し、学生が回
答をインターネット上に設けた特設ページに入力した。その結果、効率的な回答の回収、
結果の集計が可能となった。
学内では両学部の教授会において本件を報告、教職員が調査への協力を学生に幅広く呼
びかけ、できるだけ偏りのない標本を得ることを心がけた。
有効回答は 396 人であった。回収率は 20.9％であるが、母比率を 50％としたときの 95％
信頼区間は 45.6％～54.4％、推定の誤差は 4.4％であった。標本は母集団よりも情報学部
生や女性の割合がやや高く、回答は実態よりもやや情報学部寄り、女性寄りである。
以下、主たる結果を整理する。
「単位修得できそうな（または単位修得できた）主な理由」を無制限複数回答で尋ねた
ところ、「①授業の内容に興味を持った」が 60.4％で第 1 位であった。次に「⑤出席しや
すい時間帯であった」が 35.9％、
「②授業の内容がやさしかった」が 34.8％、
「③卒業に必
要な科目であった」が 34.6％とほぼ同じ割合を示した。この結果から、学生に学修を促す
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ためには、内容に興味を持たせるきっかけづくりが重要であること、また、時間割にも工
夫が必要であることがわかる。
一方、
「単位修得が無理そうな（または単位修得できなかった）主な理由」を無制限複数
回答で尋ねたところ、「②授業の内容が難しかった」が 37.4％で第 1 位、次に「⑥単位修
得が無理そうな（または単位修得できなかった）科目はない」が 33.6％で第 2 位であった。
この結果から、本学の学生が二極に分化していることがわかる。高い学力を有する層には
より高度な内容を、基礎学力が不足する層にはそれに応じた内容を教育する。
「授業がある平日、一日の中で、自主的な学習（授業時間外の学習）に充てている時間」
を尋ねたところ、「30 分未満」が 57.1％で第 1 位、「30 分以上 60 分未満」が 31.1％で第
2 位であった。これは極めて残念な結果である。今後、授業外学習を促すよう、教育の改
善を検討する。
「基礎教育科目などで学ぶ教養は大学入学時と比べて、身についたと思うか」を尋ねた
ところ、
「②ある程度は身についた」が 56.1％で第 1 位、
「③あまり身についていない」が
14.4％で第 2 位であった。前者の回答と「①かなり身についた」の 6.3％を合計すれば、6
割以上の学生が教養を身につけたと答えており、本学の教養教育は一定の成果をあげてい
る。一方、後者の回答や「④まったく身についていない」という回答もあり、引き続き、
教養教育の拡充を図る。
一方、「専門教育科目などで学ぶ専門知識は大学入学時と比べて、身についたと思うか」
を尋ねたところ、「②ある程度は身についた」が 52.3％で第 1 位、「①かなり身についた」
が 21.0％で第 2 位であった。両者を合計すれば、7 割以上の学生が専門知識を身につけた
と答えており、本学の専門教育は一定の成果をあげている。もちろん、今後も状況に応じ
た改善策を採る。
「地域連携講座に関する希望」を無制限複数回答で尋ねたところ、
「①地域の企業や行政
の方の話を聞きたい（例.冠講座）」が 44.9％で第 1 位、「②地域の企業や行政組織に見学
に行きたい（例.工場見学）」が 44.2％で第 2 位であった。学生の 4 割は地域連携講座に興
味を持っていること、また、同程度の学生が企業や行政の見学を希望していることがわか
る。割合はやや少ないものの「③地域の企業や行政組織と研究してみたい（例.ゼミナール）」
という希望も 22.5％あり、より高度な地域連携講座を望む学生向けに、産学共同型のゼミ
ナールを設置・拡充を検討する。
「授業を選ぶときに、シラバスを参考にするか」を尋ねたところ、「①参考にする」が
72.2％で第 1 位であった。シラバスはある程度、参考にされているものの、当然のことな
がら、この割合をより上げる。
それに向け、「シラバスの改善に関する希望」を無制限複数回答で尋ねたところ、「①授
業の内容」が 42.2％で第 1 位、「③成績の評価方法・基準」が 41.9％で第 2 位、「⑤改善
点はとくにない」が 31.3％で第 3 位であった。本学のシラバスは一定の成果を上げている
ものの、授業の内容の説明より一層の拡充、成績の評価方法・基準のより一層の明確化を
図る。
2-6-②

教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての評価結果のフィードバック

Ａ．授業アンケート
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教員は、自己の教育活動と研究活動の達成度を意識し確認するために、年度当初に「教
育研究等実践目標」を提出している（【資料 2-6-7】を参照）。年度末に教育研究等実践目
標がどの位達成できたか報告をするが（【資料 2-6-8】を参照）、この時に、学生による授
業アンケートの集計結果が活かされる。また、授業の満足度が高い教員は、
「ベストティー
チャー」として表彰される（【資料 2-6-1】を参照）。
本学は、大学の理念とミッションを達成すべく、教育活動における大学全体の点検・評
価・改善を目的として、
「SSU 教育マネジメントサイクル」と呼ぶ 1 年周期の PDCA サイ
クルを組織的に実施する。同サイクルを図 2-6-1 に示す。これにより、教育活動の点検・
評価・改善に関する活動がひとつの体系として位置付けられ、各項目の意義や効果がより
明確なものとなる。上記の諸活動は、この PDCA サイクルに位置付けられる。
Ｂ．学生の学修行動把握のためのアンケート調査
「学生の学修行動把握のためのアンケート調査」の結果を受け、平成 26(2014)年度以降、
経営学部は以下の事項を実施する。
第 1 は、より高い基礎学力を有する学生を対象とした「選抜クラス」の設定である。前
述の通り、本学の学生には二極化の傾向が見られる。これまで通り、基礎学力が不足する
層を対象により適切な教育を行うが、それとともに、より高い基礎学力を有する学生が能
力を伸ばせる教育が必要である。そこで、平成 27(2015)年度より、一部の科目において選
抜クラスを設定、より高度な学力養成を目指すこととした（【資料 2-6-9】を参照）。
第 2 は、アクティブラーニング、地域連携型 PBL の積極的な導入である。前述の通り、
学生に学修を促すためには、内容に興味を持たせるきっかけが重要である。また、地域連
携講座に興味を持つ学生が 4 割程度存在する。更に、本学の教育上の喫緊の課題は「授業
外学習の拡充」である。経営学部はこれらの課題に対して、アクティブラーニング、地域
連携型 PBL の積極的な導入が有用と考える。そこで、平成 26(2014)年度には、それらを
テーマとした学部 FD(Faculty Development)研修会を開催した（【資料 2-6-10】を参照）。
第 3 は、シラバスの拡充である。前述の通り、本学のシラバスは一定の成果を上げてい
るものの、当然のことながら、シラバスを参考にする学生の割合をより上げること、また、
授業内容の説明を中心にシラバスの内容をより拡充することが必要である。両学部では、
シラバスが教育目的と合っているかなどを点検するため、平成 26(2014)年度より、シラバ
ス原稿のチェック体制を整備した。また、他大学の事例を参考にしながら、シラバスの内
容拡充について研究を進めている（【資料 2-6-11】を参照）。
なお、情報学部においても上記視点に関して同様な検討を進めているところである（【資
料 2-6-12】を参照）。この中で、地域連携型 PBL については科目「情報デザインプロジェ
クト演習」
「情報デザインプロジェクト応用演習」を中心に実施し、ブランド化を目指した
農産物のパッケージの作成、マスコットキャラクターの作成等、と着々と成果を上げつつ
ある（【資料 2-6-13】【資料 2-6-14】【資料 2-6-15】を参照）。
Ｃ．教員同士の授業参観
経営学部では、平成 21(2009)年度から、授業改善のために教員同士の授業参観を行って
いる。授業参観後、すぐに授業で良かった点についてレポートを学部長、及び授業担当者
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に提出し、自分の授業改善に役立てている（【資料 2-6-16】を参照）。
情報学部では、平成 24(2012)年度から、授業改善のために FD 研修会を行っているが、
その中で特に力を入れているのが授業参観である。授業担当の教員はローテーションで決
まっており、担当教員の授業を全教員で参観したあと、授業後すぐに授業の反省や情報交
換を行い授業改善に役立てている（【資料 2-6-17】【資料 2-6-18】を参照）。
Ｄ．ラーニングメソッド研究会
「ラーニングメソッド研究会」は、10 年間続いた「ティーチングメソッド研究会」を継
承したものであり、平成 24(2012)年度から続けている。
「ラーニングメソッド研究会」は、
授業改善や教材開発を行っている教員がその成果を発表する場であるが、時には学生自身
がその成果を発表する場合もある。各教員はこれらの成果を参考にして、各自の授業改善
に取組んでいる（【資料 2-6-1】を参照）。
（3）2－6の改善・向上方策（将来計画）
「授業アンケート」は、セメスター制導入時から前期と後期交互に年 1 回実施してきた。
これは、アンケート回答の学生負担と、集計に掛かる費用から、年 1 回が妥当と判断した
結果である。今後は携帯電話やスマートフォンなどの ICT を利用したシステムを導入して、
全科目の実施、より詳細で正確な意見の収集方法を検討していく（【資料 2-6-19】を参照）。
「授業アンケート」によって授業ごとの評価と改善を行ってきたが、今後は、コースや
学科の設定されている複数の授業を総合して、教育目標の達成度、学生の満足度を評価し、
改善につなげる方策を検討していく（【資料 2-6-19】を参照）。
2－7 学生サービス
≪2－7の視点≫
2-7-①

学生生活の安定のための支援

2-7-②

学生生活全般に関する学生の意見・要望の把握と分析・検討結果の活用

（1）2－7の自己判定
基準項目 2－7 を満たしている。
（2）2－7の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
2-7-①

学生生活の安定のための支援

Ａ．学生サービス、厚生補導の組織の機能
本学は学生生活の安定を導くために、組織として、学生委員会、国際交流委員会、アド
バイザー、ゼミナール、学務課、国際課、保健センター、カウンセリングルーム・談話室
を置いている。
特にその中でも教職員によって構成される学生委員会は、本学学生が充実した学生生活
を送れるよう、また、心の問題を抱える学生に対応するために、学務課学生スタッフ、保
健センターやカウンセリングルーム・談話室と連携を図りながら、良好な環境整備に努め
ている。更に担任制を採用する本学では、担当教員がアドバイザーとなり、本学学生が学
業並びに学生生活を円滑に進められるようサポートする体制を整えている。
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ａ．学生委員会
学生委員会は、教員及び学務課学生スタッフで構成し、月 1 回の委員会のほか、必要に
応じて会議を開き、学生生活全般に関わる事項について検討し、その改善を図っている（【資
料 2-7-1】を参照）。学内外の学生活動にも注目し、著しい成果、成績を収めた学生の称
揚にも努めている。学生の自治組織である学友会や他の委員会とも連携し、必要に応じて
共同会議を開くなど、学生サービスの質の向上に努めている。
ｂ．アドバイザー制、ゼミナール制、オフィスアワー制を通じての学生指導
本学では、アドバイザー制、ゼミナール制、オフィスアワー制により、教員が個々の学
生に対し個人指導のできるシステムを設けている。アドバイザー制は、教員が少人数単位
のクラスアドバイザーとなり、新入生が大学生活に速やかに入っていくことができるよう、
1 年次から履修指導をはじめ、学生生活を送る上で必要な指導を実施する制度である。経
営学部では 1 年次から 4 年次まで、情報学部では 1 年次から 2 年次まで同一の教員がクラ
スアドバイザーとして学生指導を行う。ゼミナール制は、3 年次及び 4 年次において専門
科目の少人数ゼミナール教育を行いながら、担当教員による個々の学生への大学生活全般
の諸注意や就職を見据えた指導を行う制度である。3 年次及び 4 年次のゼミナールは、経
営学部においては選択科目、情報学部においては必修科目となっている。また、本学では
オフィスアワー制を設けて、学生の必要に応じて担当教員以外の指導も自由に受けられる
体制が整えられている（【資料 2-7-2】を参照）。
ｃ．学務課学生スタッフ
学務課学生スタッフは、学業を含めた学生生活全般に関する総合窓口である。学生に対
する履修指導・相談をはじめ、保険業務、奨学金業務、証明書発行業務、生活相談業務、
学籍管理業務などに的確、柔軟、迅速に対処し、学生サービスの向上に努めている。（【資
料 2-7-3】
【資料 2-7-4】を参照）。常に学生目線に立ったサービスの提供、その質の向上に
努めている。また、心の問題を抱える学生に対応する目的から、保健センター、カウンセ
リングルーム・談話室、学生委員会と連携を図りながら、個人指導を中心とした的確な対
応に努めている。更に、学生の課外活動や学生の自治組織である「学友会」のサポートに
努め、学生自治を促しながら、大学祭等の大学イベントを実施させるなどしている。卒業
パーティーや卒業アルバムの作成管理なども学生スタッフの職掌である。そのほか、レス
トラン・売店の運営について、委託業者と緊密な連携を取りながら、充実した学生生活の
実現に努めている。
ｄ．国際交流委員会、国際課
ア

国際交流委員会
教職員で構成する国際交流委員会は、留学生の学業や生活等について、幅広く情報を収

集し、個人面談を行い、国際課スタッフと連携しながら適切な指導を行っている。また、
海外の協定大学等との学生交流についても学生選考と留学に関する諸手続きや渡航指導を
行っている（【資料 2-7-5】【資料 2-7-6】を参照）
。
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イ

国際課
国際課は、外国人留学生及び海外協定大学等学生交流の全般的な対応窓口である。専任

スタッフ（各学部 3 人）が、留学生の書類管理をはじめ、学業、生活、就職など学生生活
全般の指導や相談対応、支援を行っている。個人情報保護に配慮しつつ詳細な記録をとり、
個々の学生に対し、きめ細かな指導を実施している（【資料 2-7-7】
【資料 2-7-8】を参照）。
本学に在籍する外国人留学生総数は表 2-7-1 に見られるように、平成 26(2014)年度 80
人であり、在籍学生総数 1,898 人に対する割合は 4.2％である。
表 2-7-1

留学生在籍者数
平成 24(2012)年度

平成 25(2013)年度

平成 26(2014)年度

留学生在籍数

158 人

124 人

80 人

在籍学生数に占める割合

7.2％

5.9％

4.2%

これまで中国出身者が留学生の中で占める割合が高かったが、最近ではやや減少傾向に
ある。反対にその他地域（アセアン諸国）からの留学生が割合として増加傾向にある。平
成 26(2014)年度、外国人留学生 80 人の内、中国からの留学生は 70％であり、残る 30％
はアセアン諸国からである（【資料 2-7-9】を参照）。
ウ

海外協定校と学生交流
国際課は、海外の教育機関との提携及びそれに基づいた留学生受入れ業務を担当する。

海外教育機関との学生交流は、表 2-7-2 に示されるように、平成 27(2015)年度において、
5 カ国 14 機関との間で実施されている。国際課を通して行われる学生交流は平成 21(2009)
年度から開始、平成 26(2014)年度末までに派遣した学生数は 20 人に、受入れは 22 人に及
ぶ。またダブルディグリーで 1 人の受入れもあった（【資料 2-7-10】を参照）。本学から派
遣する留学生は、語学習得（英語・中国語・韓国語）が主な目的であるが、海外生活を通
して自己発見の端緒を掴むことができるようでもある。例えば、留学先の行事でボランテ
ィア活動に携わり、そこから自信を得て帰国した学生は、その後充実した大学生活を送り
希望通りの進路に就職した。留学はまさに本学の目標である「大化け教育」の一翼を担っ
ている。
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表 2-7-2 海外教育機関との提携

提携先機関

国籍

締結年

厦門大学
厦門大学国際学院

中国

厦門大学海外教育学院

協定等の内容

2007

学術教育交流協定書

2007

編入学

2011

短期留学、語学研修

福州第一中学校

中国

2007

学生募集（4 月入学）

浙江大学産業経済研究所

中国

2007

相互交流

2011

学生と教職員の交流

2007

語学研修

2011

短期留学

2008

語学研修

2009

留学（ＤＤ）

2009

職員交流

2014

教職員・学生交流、共同研究

2014

短期留学

韓国

2015

教職員・学生交流、共同研究

ベトナム

2010

編入学

2012

教職員・学生交流、共同研究

2012

留学、短期留学

2014

教職員・学生交流、共同研究

2014

留学（ＤＤ）、短期留学

2014

留学（ＤＤ）、短期留学

ワイカト大学
ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ
ワイカト大学ﾊﾟｽｳｴｲｽﾞ･ｶﾚｯｼﾞ
ノースカロライナ州立大学

アメリカ

大眞大学校

韓国

木浦大学
ビンドゥン大学
浙江農林大学

浙江樹人大学

大連民族学院

中国

中国

中国

（ＤＤ：ダブルディグリー）

ｅ．保健センター、カウンセリングルーム・談話室
学生の心身の健康を保持すべく、両学部に看護師並びにカウンセラーを配置し、適切に
対応している。
ｆ．レストラン・売店・自動販売機
学生の食事及び団欒の場を提供するレストラン、学内での飲食と休息を支援する売店・
自動販売機を設置している。レストラン・売店・自動販売機などは、すべて外部業者に委
託し、運営されている。委託業者の選定については、経営学部では平成 17(2005)年度から、
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情報学部では平成 19(2007)年度からプロポーザル制を採用し、実施している。これらの施
設は学生生活の充実、更にはそこから導かれる学生満足と高い相関があるので、運営にお
いては業者任せではなく、学生委員会、学生スタッフ、学友会が定期的に協議するなど、
その改善に向けて努力している。
Ｂ．奨学金などの経済的支援
学生に対する経済的支援を行う仕組みとして、奨学金制度、特待生制度、留学生授業料
減免制度、学生海外短期研修奨励金給付制度、協定校留学制度、地元出身者等の入学金減
免制度、社会人学生修学・学事奨励金給付制度、入学時奨学金貸与制度、学内外アルバイ
ト情報提供等がある。
ａ．奨学金制度
独立行政法人日本学生支援機構から、平成 26(2014)年度実績で、経営学部 470 人、情報
学部 286 人、合計 756 人（日本学生支援機構奨学金第一種及び第二種合計延べ人数）の学
生に奨学金が支給されている。また、家計急変等の経済的理由により修学が困難な者に対
し修学継続を援助する制度として、「静岡産業大学経済援助奨学金」があり、毎年 5 人以
内で支給されている（【表 2-13】
【資料 2-7-11】
【資料 2-7-12】
【資料 2-7-13】を参照）。そ
のほか、社団法人静岡県労働者福祉協議会から、毎年 3 人の学生に「ロッキー奨励金」が、
公益財団法人エンケイ財団から、毎年 5 人（留学生も含む）に「エンケイ奨学金」が支給
されている。
留学生に対する経済的支援としては、日本学生支援機構私費外国人留学生学習奨励費、
エンケイ奨学金、磐田市学術交流振興補助金、つつじの奨学金、藤枝巽ライオンズクラブ
奨学金、ロータリー米山奨学金、しずぎんアジア留学生奨学金等がある（【資料 2-7-14】
【資
料 2-7-15】【資料 2-7-16】を参照）。
ｂ．特待生制度
優れた人材の育成を目的に、種々の特待生制度を設けている。入学時における特待生制
度には、新入生特待生、特別特待生、協定校特待生があり、入学時の学業やスポーツ成績
を評価基準とし、それらの優秀者に認められる。入学試験で特待生と認められたものは授
業料の一部（年額 10 万円から 40 万円）または全額が免除される（【表 2-13】
【資料 2-7-17】
を参照）。
また、入学後に学業やスポーツで優秀な成績を収めたものに対して在学生特待生制度を
設け、人材育成を図っている。在学生特待生は 3 年次生及び 4 年次生に対し認められ、授
業料の一部（年額 10 万円から 20 万円）が免除される。在学生特待生制度に対し、各学部
で毎年、授業料免除額として総額 200 万円の予算が充てられている。平成 26(2014)年度実
績では、経営学部 13 人及び情報学部 6 人が認められている（【表 2-13】
【資料 2-7-18】
【資
料 2-7-19】【資料 2-7-20】を参照）。
ｃ．外国人留学生入学金及び授業料減免制度
入学時の入学金を 10 万円減免している。また、外国人留学生からの授業料減免申請が
あった場合には、減免基準に基づき審査を行い、授業料の 15％の減免を行っている（【表
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2-13】【資料 2-7-21】【資料 2-7-22】【資料 2-7-23】を参照）。
ｄ．海外短期研修奨励金給付制度
海外短期研修制度を奨励するため、本学の授業科目として単位が認められている海外短
期研修に参加する学生に対し、アメリカ、ニュージーランドは 5 万円、中国・韓国は 2 万
円の海外短期研修奨励金が給付される。平成 26(2014)年度実績では、経営学部 19 人、情
報学部 10 人が支給された（【表 2-13】【資料 2-7-24】を参照）。
ｅ．協定校海外留学生奨学金給付制度
協定校への留学を支援するため、協定校へ海外留学をする学生に対して、ニュージーラ
ンド 10 万円、中国・韓国 5 万円の奨学金が給付される。平成 26(2014)年度実績では、経
営学部 0 人、情報学部 0 人が支給された（【表 2-13】【資料 2-7-25】を参照）。
ｆ．地元出身者等の入学金減免制度
経営学部は磐田市出身の入学生に対し、情報学部は藤枝市出身の入学生に対し、また、
両学部とも在学生の兄弟姉妹の入学生に対し、10 万円の入学金減免を行っている。平成
26(2014)年度実績では、経営学部 21 人（磐田市出身者 18 人、兄弟姉妹 3 人）、情報学部
20 人（藤枝市出身者 19 人、兄弟姉妹 1 人）である（【表 2-13】を参照）。
更に、法人を同じくする静岡学園高校出身の入学生に対しては、入学金の全額免除を行
っている。平成 26(2014)年度実績では、経営学部 5 人、情報学部 3 人である（【表 2-13】
【資料 2-7-26】を参照）。
ｇ．社会人学生修学・学事奨励金給付制度（ルネサンス入学制度）
満 55 歳以上（入学年度の 4 月 1 日現在）の社会人が入学する場合、入学金 10 万円を減
額する。また、社会人学生のうち、学業成績、人物ともに優れ、かつ、就労経験等によっ
て培った知識・知恵を生かして、入学後一定の学業成績をあげ学生の模範となる学事活動
を行った者に対して、奨励生として認め、年間 20 万円から 40 万円の修学・学事奨励金を
給付する。平成 26(2014)年度実績では、経営学部 2 人、情報学部 1 人である（【表 2-13】
【資料 2-7-27】【資料 2-7-28】【資料 2-7-29】を参照）。
ｈ．入学時奨学金貸与制度
本学の入学試験に合格し、修学の意思があるにもかかわらず、経済的理由により入学時
の学費支弁が困難な者に対しては、入学時奨学金の一時的な貸与を行い、修学を奨励する
制度を設けている。平成 26(2014)年度実績経営学部 0 人、情報学部 0 人である（【資料
2-7-30】を参照）。
ｉ．守永国際交流資金運用制度
守永誠治名誉学長の寄付金による国際交流関連資金により、国際交流活動及び外国人留
学生に対して経済的援助を行い、国際交流活動の活性化を図る（【資料 2-7-31】を参照）。
平成 26(2014)年度実績経営学部 0 人、情報学部 0 人である。この制度は長い間実績がなく
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活用されていないため、見直しを念頭に現在協議中である。
ｊ．学内外アルバイト情報提供制度
学務課学生スタッフにより、常時、学内外のアルバイト情報が提供され、学生の便宜が
図られている。
Ｃ．課外活動への支援
課外活動は、教養を高め個性の伸長を図るとともに、協調性と自立性を養い、人間形成
の上で有益である。課外活動は学生にとって大学生活の質を高める一助となり、大学にと
っては有用な人材を社会に輩出するという果たすべき役割の一部を担う。従って、本学で
は学生の課外活動に対しては、活動費のみならず、活動環境に至るまで積極的に支援して
いる。学生委員会が常にその活動に関心を持ち、学生組織である学友会と連携を図りなが
ら、学生の声に応え、活動するに必要な環境を整えている。体育館やグラウンド等の学内
施設も、可能な限り開放している。
ａ．部・サークルの活動支援
部・サークルは、平成 26(2014)年度において、経営学部 35 団体、情報学部 34 団体、合
計 69 団体存在する（【資料 2-7-32】
【資料 2-7-33】を参照）。本学では部・サークル活動に
対して、平成 26(2014)年度実績として両学部合計で年額 1,463 万円の活動費を援助してい
る（【表 2-14】を参照）。
また、すべての部・サークルは学友会の下部組織となっていることから、学友会費、後
援会費の一部を活動費に充てている。更に、すべての部には部室を確保し、サークルにも
活動拠点となる場所を確保するよう、努めている。
ｂ．学友会の活動支援
学生の代表で組織する学友会は、大学祭・体育祭を主催し、企画・運営するほか、マン
スリーイベントなど日常の活動及び部・サークルの活動支援を行っている。学務課学生ス
タッフ並びに学生委員会は、学生主体で運営されている学友会と常に緊密な連携をとり、
主体的な学友会活動をサポートし、充実した活動成果を得られるよう、活動環境の支援を
行っている。
ｃ．特別教育奨励賞
課外活動で活躍した部・サークル、個人に対し、「特別教育奨励賞」を授与し、奨励金
として総額 1 万円から 15 万円を支給している。平成 26(2014)年度実績では経営学部 18
件、総額 115 万円支給、情報学部 14 件、総額 60 万円が支給された（【資料 2-7-34】を参
照）。
平成 25(2013)年度授与された特別教育奨励賞の一例では、
「左山桃子（サッカー女子部）
U23 日本女子サッカー代表選出に対して」「杉浦祥太郎（トランポリン部）第 29 回世界
トランポリン選手権大会タンブリング日本代表選出に対して」「杉浦隼平（トランポリン
部）第 29 回世界トランポリン選手権大会タンブリング日本代表選出に対して」などがあ
る（【資料 2-7-35】を参照）。
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ｄ．学内施設の充実と開放サービス
スポーツ施設（体育館・スポーツセンター、グラウンド、フットサル場、トレーニング
ルーム、テニスコート、クラブハウス等）の充実は計画的に進行している。近年において
は平成 23(2011)年度、テニスコート 4 面を備えた新テニス場が経営学部に完成した。また
平成 24(2012)年度同学部にて、体操場、柔道場、各部部室、心理学系研究室及び教室を備
えた「第 3 スポーツセンター」が落成した。
これらのスポーツ施設は、授業や部・サークル活動に有効利用されるほか、一般学生が
昼休みなどの自由時間に利用することもできる。スポーツ施設の管理・運営・指導には、
スポーツ教育研究所運営委員会、スポーツ課、学生スタッフが組織的に担当している。
ｅ．地域との交流活動支援
本学では、学生と地域との交流活動を積極的に支援している。経営学部では、「キッズ
スクール」や「スポーツスクール」において地域の幼児から高校生までを対象に本学のク
ラブ学生や本学 OB・OG がスポーツ指導を行っている（【資料 2-7-36】を参照）。また、
大学祭では毎年大勢の地域の方々がキャンパスを訪れ、住民参加の出し物、模擬店やフリ
ーマーケットなどを楽しんでいる（【資料 2-7-37】
【資料 2-7-38】を参照）。更には大学か
ら磐田駅までの道路清掃、大学近くの「大池」清掃、海岸清掃などのボランティア活動を
通じて、地域の方たちとの交流を深めている。情報学部でも、経営学部同様、「キッズス
クール」をはじめたばかりか、バレー部などは近隣高校のレベルアップを図るべく、バレ
ーの指導に努め、練習試合を積極的に実施したりしている。また、身体障害者のクラブチ
ームに対しても、積極的に合同練習をするなど、その能力アップに努めている。フットサ
ル場も近隣の小学生サッカーチームに開放するなどしている。
留学生の地域交流は、文化を相互理解する貴重な機会となっている。留学生は、小学校
など地元教育機関で自国の文化を紹介する講師、公民館で自国の料理を紹介する料理教室
の講師を務めている。また、各種催事に自国の民俗舞踊を披露するなど、地域の人々の外
国文化の理解に貢献している。更に、地域の祭りや体育祭、地域での献茶式やお月見の会
などの行事、ビオトープの清掃管理、海岸清掃などに積極的に参加し、日本文化の理解に
努めている。こうした地域交流は国際課を通して留学生を募集し、その活動報告を国際課
が発行する「国際センターだより」で、地域ばかりではなく、全国の日本語教育機関にも、
年に 3 回発信している（【資料 2-7-39】を参照）。
Ｄ．学生に対する健康相談、心的支援、生活相談
両学部とも、健康相談は保健センター、心的支援はカウンセリングルーム・談話室で、
学生生活一般に関する相談は教員、学務課学生スタッフ、国際課（留学生）で対応してい
る。
ａ．学生生活全般に関わる相談
学務課学生スタッフは、学生生活に関する総合窓口として学生の多岐にわたる相談に対
応している。状況に応じて保健センターやカウンセリングルーム・談話室への斡旋を行う。
留学生に対する同様の業務は国際課が行っている。
本学では、アドバイザー制、ゼミナール制、オフィスアワー制により、教員が学生の相
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談に応じ、個人指導のできるシステムを設けている。経営学部では、アドバイザー制によ
り一人の教員が少人数（10 人前後）の学生を受け持ち、1 年次から 4 年次までクラスアド
バイザーとなる。在籍中の大学生活を通じていつでもさまざまな相談にのり、個人指導を
行う。ゼミナール制は履修希望者のみで、3 年次は専門ゼミナール、4 年次は卒業研究の
科目のもと、少人数指導が行われ、学生の相談に対応する。情報学部は、1、2 年次の学生
を対象にアドバイザー制が採られ、一人の教員が 5、6 人の学生をアドバイザーグループ
として担当するなど、学生の学修支援や心的支援、生活相談がなされている。3 年次には
ゼミナール制、4 年次には卒業研究でそれは全学生に対し代行される。
そのほか両学部においてオフィスアワー制を設け、教員が学生の相談に応じ、個人指導
できる時間を設定している。学生はこの時間を利用し、必要な時に自分の希望する教員を
訪ね、相談できる環境が整っている。
ｂ．身体の健康管理
保健センターは学生の健康管理に関する中心的部署であり、看護師と校医が対応してい
る。年度はじめに定期健康診断と健康調査（1 年生対象）が行われ、結果票の手渡し、健
康面で注意を要する学生との面談などを通じて、学生一人ひとりが健康に学生生活を送り、
将来も健康であるために自己管理能力を高めるよう、サポートしている。また、日常的な
学内生活や課外活動での傷病に対処し、学生の安心安全な生活を支援している。保健セン
ターの開室日数は平成 26(2014)年度経営学部 180 日、情報学部 180 日、利用実績は経営
学部 544 件、情報学部 552 件である（【表 2-12】
【資料 2-7-40】
【資料 2-7-41】
【資料 2-7-42】
【資料 2-7-43】を参照）。定期健康診断の受診率は、両学部とも毎年 90％以上である。
また、学生委員会は、学生に対する身体の健康管理の啓発活動として、1 年次の基礎ゼ
ミナールにおいて「薬物乱用防止講習会」「喫煙健康阻害講習会」を実施している。
ｃ．心の健康管理
心の健康管理は、主として経営学部はカウンセリングルームが、情報学部は談話室が担
当している。各学部の開室は週 3 日であり、カウンセラー3 人が両学部のカウンセリング
業務を分担し、行っている。平成 26(2014)年度、開室日数は経営学部カウンセリングルー
ム 90 日、情報学部談話室 90 日、利用件数は経営学部 373 件、情報学部 258 件である（【表
2-12】【資料 2-7-42】
【資料 2-7-43】【資料 2-7-44】【資料 2-7-45】を参照）。また、カウン
セラーと保健センター及び学生スタッフ職員の意思疎通を図るため、定期的に打合せを行
っている。
ｄ．生活及びセクシャルハラスメント相談
学内教職員からなる「セクシャルハラスメント防止委員会」を組織し、学生、学生スタ
ッフ、担当教員から相談があった場合は委員会のメンバーが対応している。平成 26(2014)
年度実績では、経営学部 0 件、情報学部 0 件であった（【資料 2-7-46】を参照）。
2-7-②

学生生活全般に関する学生の意見・要望の把握と分析・検討結果の活用

学生が充実したキャンパスライフを送るための提案・意見を把握するために、本学では
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「学生の声(SSU

VOICE)」、リクエストボックス、「さわやかミーティング」、学友会代

表との定期会合等さまざまな制度を設けている。本学は常に学生の声を傾聴し、学生が有
意義な大学生活を送るための大学改善を行う意識を持ち続けている。
ａ．学生の声(SSU VOICE)
「学生の声(SSU

VOICE)」は経営学部における大学宛のウェブ上の投書箱である。学

生は大学生活に関わるさまざまな事柄について、学生の視点で気づいたことや改善に向け
た建設的な提案・意見を投書することにより、大学に意見を述べることができる。大学は
これらの意見を参考に大学の改善を行うことができる。受け付けた投書は、学部長をはじ
め関係する部署に伝えられ迅速に対応する。平成 26(2014)年度より設置された（【資料
2-7-47】を参照）。
ｂ．リクエストボックス
情報学部では平成 25(2013)年度から玄関ロビーに「リクエストボックス」を設置し、常
時、学生サービスに関する要望やハラスメントに関する意見を収集することに努めている。
リクエストボックスの開示は学生委員長立ち会いのもと、学生スタッフがそれに当たるが、
意見内容に関しては組織を改めて立ち上げるなどで対応することになっている。実行でき
ることは速やかに実行し、検討すべきことは、学友会、学生スタッフ、学生委員会と合同
会議を開いて対応することになっている。
ｃ．さわやかミーティング
経営学部では、学生がより快適なキャンパスライフを実現するために、教職員と一般学
生がフランクに意見交換を行う場として「さわやかミーティング」を開催している。その
場で解決できない学生からの要求や意見は、後日大学側で検討し、回答している。平成
25(2013)年度において 4 回実施し、多くの意見を聴くことができた。
ｄ．学友会代表との定期的な会合
学生委員会の委員や学生スタッフが、学友会の代表と年に数回ほど定期的な会合を持っ
ている。更に、上記「リクエストボックス」の内容による随時の会合を開き、学内施設や
学生サービスに関する意見の吸い上げを図っている。また、経営学部は平成 17(2005)年度、
情報学部は平成 18(2006)年度から、学食や売店の改善を目的として、学友会代表と教職員
代表からなる「学食改善プロジェクト」を立ち上げ、業者の選定や学食メニューの評価、
充実などを図っている。情報学部では、学生自らが発案した「産大ランチ」が新たな学食
メニューとして加えられたが、これなども、学友会代表と教職員代表、更には業者とがコ
ラボし、学食メニューを豊かにする活動の一環として生まれたものである。本学では学生
生活の向上を図るため、学生の声に真摯に向き合う環境が整えられ、実践されている。
ｅ．食堂・売店に関する改善活動
経営学部では、毎月 1 回、食堂・売店の運営を委託する業者との会合を開き、情報交換
及び改善の為の話し合いを行っている。会合への出席者は、学生スタッフの職員、委託業
者が中心であるが、学生部長、学友会メンバーが出席することもある。情報学部では、期
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間を限定し、食堂・売店に関するアンケート調査を実施しているほか、それを一つの資料
に、学生の声を食堂・売店運営に反映させるべく、食堂・売店を運営する業者、学友会メ
ンバー、学生部長、学生委員長、学生スタッフの職員らが一同に会する定期会合を設けて
いる。ちなみに、平成 25(2013)年 12 月 16 日から 12 月 20 日にかけて実施されたアンケ
ート調査では、1 年生から 4 年生までの 201 人の学生の声を集め、利用回数、食事の量、
味付け、料金、売店の品揃え、雰囲気、スタッフの対応などが調べられた。更にその他の
意見として自由記述欄を設け、学生の声を隈なく拾うことに努めている。
ｆ．教員、学務課、国際課による意見の吸い上げ
学生に接触する機会の多い、例えば部・サークルの顧問の教員や学務課、国際課の職員
は、学生の意見に耳を傾け、担当部署との密接な連携を図っている。
（3）2－7の改善・向上方策（将来計画）
学生が精神的にも経済的にも安定した生活が送れるような環境を設けるとともに、学生
のニーズに合致した適切な支援が行えるよう、これまでの学生サービスの体制及び「一善
二改革運動」などの改善活動を継続しつつ、更なるサービス向上と学生満足の向上を目指
す。また、学業以外の面で学生が充実した時間を過ごし、それにより一人の人間としての
成長を成し、社会で活躍する人材として卒業できるような学生育成環境の充実を目指して
いく。例えば、スポーツ及び文化面での部・サークル活動の活性化、また地域との世代を
超えた交流活動をこれまで以上に図ることにより、学生の人間性の向上を育む環境を創る。
2－8 教員の配置・職能開発等
≪2－8の視点≫
2-8-①

教育目的及び教育課程に即した教員の確保と配置

2-8-②

教員の採用・昇任等、教員評価、研修、FD(FacultyDevelopment)をはじめと
する教員の資質・能力向上への取組み

2-8-③

教養教育実施のための体制の整備

（1）2－8の自己判定
基準項目 2－8 を満たしている。
（2）2－8の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
2-8-①

教育目的及び教育課程に即した教員の確保と配置

本学は、母体である新静岡学園の基本理念「孝友三心」を継承し、更に理念の中の「21
世紀の産業社会と国際社会の求める専門的職業教育を推進する」ことを実現するために、
ミッションの中にある「学ぶ学生の能力を偏差値に求めず、偏差値では測定できない個々
の学生の潜在能力を引き出し、開発することを重視する」ことを大学の使命・目的として
いる。更に、
「時代の先端的な教育を行うことを第一義的な使命とする。そのために先端的
な水準の研究を行う」ことをミッションの第 1 に掲げ、教育重視の方針を明確にしている
（【資料 2-8-1】【資料 2-8-2】を参照）。
このような目的・使命を達成すべく、教員の確保と配置を行っている。学部別の教員数
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は、エビデンス集（データ編）表 F-6 の通りである。本学の全教育課程における講師以上
の専任教員は平成 26(2014)年度 5 月 1 日現在で、66 人であり、これは設置基準上の 66 人
を満たしている（【表 F-6】を参照）。
教授、准教授、専任講師の構成比率は、経営学部では、教授 61％、准教授 11％、専任
講師 28％、情報学部では、教授 57％、准教授 33％、専任講師 10％となっている。全学部
では、教授 59％、准教授が 21％、専任講師が 20％となっている。教授の比率が 59％で、
全体の半分を超えている。また、女性教員の構成比率は、表 2-8-1 に示す通り、経営学部
25％、情報学部 23％、全体で 24％となっている。今後は、この比率の更なる向上を目指
していく。
教養科目・専門科目を担当する教員については、各学科の目標を達成できるように、そ
の専門分野に偏りがないように採用計画を立て、必要に応じて採用している。また、理念
の中にある専門的職業教育を推進するために、キャリア教育はもちろん専門分野において
も企業等の実務経験者を積極的に採用している。
また、非常勤教員については、経営学部では、非常勤教員数 116 人で非常勤依存率 76.3％、
情報学部では、非常勤教員数 74 人で非常勤依存率 71.2％、両学部では、非常勤教員数 190
人で非常勤依存率 74.2％となっている（【表 F-6】を参照）。これは、両学部ともに幅広い
教育研究領域を有し、それに対応するために非常勤講師を積極的に活用している結果であ
る。
表 2-8-1
専任教員の学部、研究科ごとの男女別の構成（うち外国人の数を含む）

経営学部
学部・研究科

職位

男性
（人）

経営学部

女性
（%）

（人）

計
（%）

（人）

（%）

外国人
（内数）

教授

21

95.5

1

4.5

22

100.0

1

准教授

2

50.0

2

50.0

4

100.0

0

専任講師

4

40.0

6

60.0

10

100.0

0

計

27

75.0

9

25.0

36

100.0

1

情報学部
学部・研究科

職位

男性
（人）

情報学部

女性
（%）

（人）

計
（%）

（人）

（%）

外国人
（内数）

教授

17

100.0

0

0.0

17

100.0

0

准教授

6

60.0

4

40.0

10

100.0

2

専任講師

0

0.0

3

100.0

3

100.0

0

計

23

76.7

7

23.3

30

100.0

2
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全学部
男性

職位

学部・研究科

（人）

全学部

女性
（%）

（人）

計
（%）

（人）

（%）

外国人
（内数）

教授

38

97.4

1

2.6

39

100.0

1

准教授

8

57.1

6

42.9

14

100.0

2

専任講師

4

30.8

9

69.2

13

100.0

0

計

50

75.8

16

24.2

66

100.0

3

※ 統計は平成 27(2015)年 5 月 1 日現在

2-8-②

教員の採用・昇任等、教員評価、研修、FD(FacultyDevelopment)をはじめと
する教員の資質・能力向上への取組み

Ａ．教員の採用・昇任等
本学は、2-8-①で述べたような理念の具現化、使命・目的の達成に寄与できる教育研究
のできる教員を任用することを教員人事の基本方針としている。この方針に基づき、教育
研究そして組織運営という視点から、必要と認めた場合、並びに適切と判断した場合に、
新規採用及び在職教員の昇任を行っている。
専任教員の採用・昇任は、
「静岡産業大学教育職員任用及び昇任規程」、及び「静岡産業
大学専任教員資格審査基準に関する内規並びに細則」に基づいて実施している（【資料
2-8-3】を参照）。
新規採用は、公募制を原則としており、次のような手続きを取っている。各学部の採用
の要望を法人事務局総務課に提出し、稟議という形で学長、理事長に報告する。妥当であ
ると判断された場合は、法人事務局総務課はメディアを通して公募する。その後、送付書
類による審査、面接を各学部で設置した審査委員会が行い、その結果を専任教授会に上程
する（【資料 2-8-4】を参照）。専任教授会は候補者の適否を審議し、その結果を各学部の
教授会で報告する。理事長、学長をはじめとした幹部による再度の面接を経た上で、学長
の承認を得て、理事長が最終的に採用を決定する。面接においては、本学の教育研究方針
に対する考え方、特に教育に対する熱意を重視している。
昇任については、その資格に必要な論文、著書及びそれまでの研究業績、教育業績、学
内活動、社会活動等を審査するための審査委員会を専任教授会の中に設けて審査を行い、
採用と同様その結果を専任教授会に上程する。専任教授会は、その適否を審議し、その結
果を当該学部の教授会に報告し、学長の承認を得て、最終的に理事長が決定する。
教員の採用・昇任に際しては、全教員に対して 2 年の任期を文書で付している。任期更
新の審査は、専任教授会で適否の審議ののち、理事長及び学長と面接し、教育研究等に関
する意見交換を行い決定する。更新する場合は 4 年の任期を文書で付しており、以降同様
の手続で行い、「就任承諾書」を取得している。
Ｂ．教員評価
教員評価については、定期的に数値化して評価を行う制度はなく、主に学生による授業
アンケートと年度末に提出する「教育研究等実践報告」による自己評価によって行ってい
る（【資料 2-8-5】を参照）。
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授業アンケートは、毎年度 1 回実施している。実施に当たっては、開講科目の配置を考
慮して隔年ごとに前期または後期に実施している。授業アンケートの結果については、専
任教員については、本人の結果だけでなく、各学部の平均や同分野の科目群の平均との比
較などもできるように工夫し、本人にフィードバックしている。フィードバックした内容
については、後述する「教育研究等実践目標」（【資料 2-8-6】を参照）の中でどのように
生かすかを目標として掲げ、
「教育研究等実践報告」の中でその達成度を報告してもらうよ
うにしている。授業アンケートの結果は、非常勤教員にも通達され、その結果を今後の授
業にどのような形で生かすかを学部長に文書で提出することが義務付けられている。
専任教員は、年度当初に教育・研究・学務・社会貢献などの目標について「教育研究等
実践目標」としてまとめ、年度終了時に、その達成度を自己評価して「教育研究等実践報
告」としてまとめて提出することが義務付けられている。
「教育研究等実践目標」と「教育
研究等実践報告」はそれぞれ冊子にまとめられ、学内の教職員に公開されている。
アンケート結果や教育研究等実践による自己評価は、制度的に教員評価として使用され
ることはないが、昇任やベストティーチャー賞選考の参考資料として使用されている。ま
た、個人差はあるが、これらの内容が教員の自己研鑽に寄与している。
Ｃ．研修、FD(Faculty Development)
本学は、年度はじめに示す学長方針、学部長方針の中で、教員の教育研究活動の促進を
基本方針として掲げ、全教員に呼びかけている（【資料 2-8-7】を参照）。
また、本学は教員の「教育力」の向上を意識して、開学以来、授業における教育方法の
改善に取組んできた。その具体的な形としては、毎年 1 月に開催する平成 12(2000)年度か
らはじめている「ラーニングメソッド研究会（平成 23(2011)年度以前は、「ティーチング
メソッド研究会」）」がある。この研究会は、外部講師の基調講演の後、両学部から 2 人ず
つの代表が発表し、さまざまな意見交換をする場となっている。この「ラーニングメソッ
ド研究会」は毎年冊子にまとめられ、公開されている（【資料 2-8-8】を参照）。
学部単位でも授業における教育方法の改善に取組んでいる。経営学部では、FD のひと
つとして授業参観(教員が他教員の授業を参観する)、更に、教務委員会主催による学部 FD
研修会（平成 26(2014)年度においては「アクティブラーニングについて」「地域連携講座
の整理、PBL の概説」）、評価方法に関する研修会（平成 26(2014)年度において「GPA の
導入、五段階評価について」）が行われている。更にこれらが授業改善の方策として行われ
ている。情報学部でも FD のひとつとして授業参観を実施している。毎年度 3 人の教員の
特定の日の授業を授業参観日と決め、各教員はこの 3 つのうちから１つ以上に参加するこ
とが求められている。この授業では、90 分の授業を前半の 45 分を授業参観し、後半の 45
分を授業に対する意見交換の場としている。もちろん、このような授業形態にすることは
学生の同意のもとに実施している。この授業参観の結果は１つの冊子にまとめられ、全教
職員に公開されている（【資料 2-8-9】を参照）。
以上の通り、教育分野では「ラーニングメソッド研究会」等が成果を上げつつあるが、
研究分野では平成 18(2006)年度から各学部 2 人ずつの代表者を選出して、自らの専門分野
の研究発表を行う「全学研究発表大会」を実施しており、平成 26(2014)年度も 11 月に行
った（【資料 2-8-10】を参照）。異なる専門であっても学内の他教員の研究の内容や様子を
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知ることにより、自らの研究活動のヒントを得ることや連帯意識の醸成に役立っている。
また、教員の教育研究活動の活性化を促す意味から、外部委託研究、あるいは科研費の
獲得を、学長・学部長方針や教授会等を通じて促している。過去 3 年間の受託研究や科研
費獲得の実績は表 2-8-2 に示している通りである。
表 2-8-2
経営学部
科研費
平成23年度
1

2

3

4

5

佐藤和美

佐藤和美
910千円

基盤研究Ｃ
劉志宏（共同）

柯麗華（共同）
260千円

若手研究Ｂ

若手研究Ｂ

基盤研究Ｃ
牧野好洋（共同）

910千円

基盤研究Ｃ

若手研究Ｂ

1,170千円

基盤研究Ｂ

390千円 基盤研究Ｃ

基盤研究Ｃ

130千円

650千円

牧野好洋（共同）
910千円 基盤研究Ｃ

390千円

藤田依久子（共同）

390千円

基盤研究Ｃ

牧野好洋（共同）
1,820千円

丹羽由一（共同）

菊野春雄

大西孝之
780千円

平成26年度

379千円 基盤研究Ｃ

山﨑克雄（共同）

大西孝之
若手研究Ｂ

650千円

大西孝之

小栗和雄
若手研究Ｂ

基盤研究Ｃ

平成25年度
藤田依久子（共同）

小栗和雄
663千円

基盤研究Ｃ

基盤研究Ｃ

平成24年度

597千円

大西孝之

429千円

若手研究Ｂ

2,690千円

劉志宏（共同）

6

基盤研究Ｃ

130千円

共同研究等
平成23年度

1

2

3

平成24年度

平成25年度

平成26年度

館俊樹

熊王康宏

熊王康宏

赤穂化成㈱

農食事業ｺﾝｿ
ｰｼｱﾑ

農食事業ｺﾝｿ
ｰｼｱﾑ

330千円

1,500千円

1,350千円

館俊樹

熊王康宏

熊王康宏

ﾅｲｷｲﾝﾀ
ｰﾅｼｮﾅ
ﾙ

磐田市・天龍社

磐田市・天龍社

65千円

200千円

200千円

館俊樹

青木優

ﾅｲｷｲﾝﾀ
ｰﾅｼｮﾅ
ﾙ

NTT西日本 (
1/1
、27
年度ま

193千円

で)
500千円

佐藤和美
4

公益財団法人はましん地
域振興財団
100千円
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情報学部
科研費
平成23年度
1

2

3

谷口正昭

平成24年度
谷口正昭

基盤研究Ｃ

600千円 基盤研究Ｃ

北市記子

平成25年度
谷口正昭

910千円 基盤研究Ｃ

北市記子

谷口正昭
1,170千円 基盤研究Ｃ

1,600千円 基盤研究Ｃ

1,300千円 基盤研究Ｃ

永田奈央美

永田奈央美

永田奈央美

若手研究Ｂ

900千円 若手研究Ｂ

520千円 若手研究Ｂ

柯麗華

1,560千円

650千円

柯麗華

基盤研究Ｃ

650千円

北市記子

基盤研究Ｃ

4

平成26年度

柯麗華

780千円 基盤研究Ｃ

910千円 基盤研究Ｃ

渡邉志

5

渡邉志

基盤研究Ｃ

3,900千円 基盤研究Ｃ

岡谷慶子

6

910千円

挑戦的萌芽

650 千円

岡谷慶子
650千円 挑戦的萌芽

650 千円

共同研究等
平成23年度
北市記子
1 大学ネットワーク静岡
139千円

平成24年度

平成25年度

平成26年度

堀川知廣

佐野典秀・北市記子

佐野典秀・永田奈央美

寸又峡美女づくりの観光

特別養護老人ホーム愛華

(株)アクトフォー

事業協同組合

の郷

589千円

300千円

200千円

佐野典秀・小林克司
2

松本印刷(株)
112千円
佐野典秀・川又淳

3

河原崎農園
50千円

更に、研究活動を奨励するために研究活動助成制度や海外研修派遣制度等を設けて、研
究活動助成金を交付するとともに海外派遣を実施している（【資料 2-8-11】【資料 2-8-12】
を参照）。
上述したように、いろいろな形で研修・FD を実施しているが、特に、本学の大きな特
徴は、専任教員には自身の教育研究の目標を、年度はじめに「教育研究等実践目標」に記
入して、年度末にその目標がどの程度達成されたかを「教育研究等実践報告」に記入して
学長に提出報告することを義務付けていることである。
2-8-③

教養教育実施のための体制の整備

本学の教育課程は、
「基礎教育科目」と「専門教育科目」から成り立っている。教養教育
は、基礎教養教育に中に位置付けられ、本学の理念においても「豊かな教養と、高潔な倫
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理観、人間愛、社会に対する広い貢献意識を備えた職業人、社会のリーダーの育成」とい
うかたちで、その重要性を謳っている。専門領域だけに優れているのではなく、グローバ
ル化した高度に複雑化した現代社会に対応できる「幅広い視野から物事を捉え、高い倫理
性に裏打ちされた的確な判断を下すことができる人材の育成」ができると考えている。
この課題を達成するために、以下の目的を設定している。
単なる物知り的知識ではなく、専門の枠を超えて共通に求められる知識・知力とともに、
自然や人間及び社会の在り方を広い視野から正しく理解し判断できる能力及び物事を縦横
に論理性をもって考えることのできる能力育成という目的である。この目的の実現に向け
て、基礎教育科目を「人文・社会系の分野」「自然科学系の分野」「健康・スポーツ科学」
「外国語科目」
「情報科目」
「総合教養科目」
「資格免許取得（スキルアップ）のための科目」
に大別し、課題、問題を発見し、自ら考え、解決する能力を身につける、という全般的な
目標を掲げている。
教養教育の具体的な実施については、基本的には各学部のカリキュラム委員会で検討し
ている（【資料 2-8-13】を参照）。しかし、教養教育の体制を強化するために、平成 19(2007)
年度から学長を委員長とする全学教養教育委員会（学長、両学部長、両学部教務委員長で
構成。平成 26(2014)年度から、全学教学委員会に改称）を設置し、大学全体の教養教育の
方針を検討し、そこでの提案事項を各学部のカリキュラム委員会において具現化していく
体制に移行しつつある（【資料 2-8-14】を参照）。
（3）2－8の改善・向上方策（将来計画）
本学は社会のニーズに応えるべく学科やコースの改善を行っている。改善にあたっては、
教員の配置が重要となるので、教育や研究、学生指導という観点から適材適所を考慮して
両学部の人事交流も積極的に実施したい。
また、教員の新規採用については、専門分野における教育研究の実績だけでなく、学生
指導という観点も重要視するとともに、女性教員を積極的に採用し、女性教員の構成比率
の更なる向上を目指す。
教養教育も含めた教育に関しては、各学部のカリキュラム委員会や教務委員会だけでは
なく、全学教学委員会をより活性化し、全学的な教育や FD について議論し、より具体的
な施策を計画し実行していく。また、研究に関しては、現在あまり見られない両学部教員
の共同研究を推進し、これまで以上の科研費等の外部研究費の獲得を目指す。
2－9 教育環境の整備
≪2－9の視点≫
2-9-①

校地、校舎、設備、実習施設、図書館等の教育環境の整備と適切な運営・管理

2-9-②

授業を行う学生数の適切な管理

（1）2－9の自己判定
基準項目 2－9 を満たしている。
（2）2－9の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
2-9-①

校地、校舎、設備、実習施設、図書館等の教育環境の整備と適切な運営・管理
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本学は、磐田市との公私協力方式により設立された経営学部（4 年制として設立）、及び
藤枝市との公私協力方式により設立された情報学部（短期大学を改組）の 2 つの学部から
なる。両学部は、地理的に 50 ㎞以上離れているだけでなく、教育環境もそれぞれが目指
す学部教育目標に沿って整備し充実を図ってきた。以下では、このことを踏まえて教育環
境の整備について記述する。
校地面積は、経営学部 68,909 ㎡、情報学部 23,950 ㎡と、いずれも大学設置基準上必要
な校地面積（経営学部 10,400 ㎡、情報学部 9,800 ㎡）を十分満たしている。校舎面積は、
経営学部 15,219 ㎡、情報学部 13,566 ㎡と、いずれも大学設置基準上必要な校舎面積（経
営学部 8,247 ㎡、情報学部 6,886 ㎡）を上回っている（【表 2-18】を参照）。
運動場については、高いレベルのサッカー部を擁する経営学部で、天然芝・夜間照明装
置付きのサッカーグラウンドを含めて 43,643 ㎡の運動場を整備し、スポーツ関連授業と
部活動で活発に利用している。情報学部では、人工芝のフットサルコートやテニスコート
を整備し、4,149 ㎡と狭小だが部活動や授業等で活発に利用されている（【表 2-22】を参
照）。
講義室・演習室・学生自習室の総数は、経営学部 34 室（総面積 2,878 ㎡、34 室中講義
室 28 室）、情報学部 41 室（総面積 3,168 ㎡、41 室中講義室 21 室）である。特に、情報
デザイン学科を擁する情報学部においては、学部の教育目的に沿って 4 つのコンピュータ
演習室をはじめ、学内の情報教育環境を整備している（【表 2-20】【表 2-25】を参照）。
図書館は、経営学部・情報学部に各 1 館を設置している。経営学部図書館は面積 702 ㎡、
学生閲覧室の座席数 140（収容定員の 13.5％）の設備に 62,554 冊の図書が所蔵されてい
る。情報学部図書館は面積 1,164 ㎡、学生閲覧室の座席数 169（収容定員の 17.2％）の設
備に 58,211 冊の図書が所蔵されている。図書館情報システムについては、両学部図書館
とも同種のシステムにより、学内及び学外所蔵情報の検索、外部の各種オンラインデータ
ベース検索ができるなど、十分な機能を持ったシステムが稼働している。情報学部では、
図書館の 2 階にオープンカフェ形式の空間（サル・ド・ジェニ）をもち、学生のアメニテ
ィ空間としてだけでなく、ゼミや勉強会、展示会などにも利用され、図書館活性化に寄与
している（【表 2-23】【表 2-24】を参照）。
体育施設については、スポーツ経営学科を持つ経営学部に 3 棟、情報学部に１棟の体育
館を整備し、スポーツ関連の授業や部活動に利用している。トレーニングルームも両学部
に整備し、授業や部活動以外に一般の学生も利用している（【表 2-22】を参照）。
情報ネットワーク施設は、経営学部では学内 LAN を整備し、コンピュータ演習室 3 室
に PC 126 台を設置し授業等で使っている。学生の自習用情報設備としては、自習室 1 室
（PC 7 台）、図書館（PC 20 台）、貸出（PC 17 台）がある。授業に使用しない一定の時
間帯にコンピュータ演習室はすべて開放している。情報学部でも学内 LAN を整備し、コ
ンピュータ演習室 4 室に PC 160 台を設置し授業等で使っている。自習用情報設備として
は、自習室 2 室（PC 20 台）、図書館（PC 15 台、iPad 10 台）がある。また、平成 24(2012)
年度より iPad 40 台を用意し、授業などを中心に利用している。授業に使用しない一定の
時間帯にコンピュータ演習室はすべて開放している。更に、約 900 個の情報コンセントを
教室、図書館、学生ロビー、食堂などに設置し、ノート PC を保有している学生が学内 LAN
に接続して利用している（【表 2-25】を参照）。
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これらの施設については、各学部の総務課と法人事務局の施設担当者が連携し、安全性
や BCP（Business Continuity Plan：事業継続計画）を作成するなどして適切に管理・運
営している。更に、施設に対する学生の満足度を高めるために、
「中期方針」に基づく施設
に関する年度計画を策定し、より一層の充実を図っている（【資料 2-9-1】を参照）。
2-9-②

授業を行う学生数の適切な管理

授業を行う学生数は、教育効果を鑑み、原則として、経営学部においては 60 人を、情
報学部においては 80 人を定員としている。講義科目については、基本的には定員以下に
なるように努めており、演習系の科目について同時間帯に複数開講するなど、常に教育的
効果を配慮した人数になるようにしている。希望者が定員以上になった科目については、
基本的には抽選により受講生を制限しているが、定員以上でも受入れるかどうかは担当教
員の判断に委ねられている。
また、前年度定員以上になった科目については、時間割の関係によるものかなどその要
因を検討し、必要ならば複数回開講するようにして、適切な学生数になるように努めてい
る。なお、授業制限に伴う学生からのクレームについては、この制度をはじめた当初は多
少あったが、その趣旨を説明したため、最近ではほとんどなくなっている。
（3）2－9の改善・向上方策（将来計画）
Ａ．教育環境の整備
校地面積については、経営学部においては十分な広さを擁しており、将来大幅な定員増
が計画されても、学生一人あたりの基準面積に不足が生ずることは考えにくい。情報学部
においては、大学設置基準上必要な校地面積を擁しているが、経営学部と比較すると十分
とは言えないので、法人事務局との連携を図りながら、適宜対応していく。
校舎については、概ね不備はないが、設備を含め不具合が生じた場合には、学生の健全
な教育環境を保持するため、法人事務局との連携を図りながら適宜対応していく。
情報関連施設設備については、概ね整備は終了しているが、より一層の効率的な運用を
目指し、PC の利用状況の分析を行うとともに Wi-Fi 環境を整えるなどして全教室へのネ
ットワーク接続環境の整備を図っていく。同時に情報ネットワーク整備ビジョンを作成し、
授業との更なる連携を図り、教育ニーズに沿った展開を検討している。
施設設備の安全性については、日々点検を行っており大きな問題は発生していないが、
今後きめ細かい点検を行い、問題が発生した場合、即座に対応できるようにしていく。
Ｂ．授業における学生数管理
授業を行う学生数に関しては、講義科目については定員以下、演習系の科目については
同時クラス開講するなどして教育的効果を配慮した学生数（クラスサイズ）になるように
努めており、この姿勢は維持していく。しかし、定員以下にするために行う抽選には学生
満足度の面から問題があるため、時間割と関係なく毎年度多くの受講生のある科目につい
て、できるだけ複数回の開講ができるようにしていく。
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［基準 2の自己評価］
理念とミッションが示すように、本学は、個々の学生の潜在能力を引出し、開発するこ
とを重視し、学生が“大化け”
（大きく成長）することを念頭に置いた人材教育に力を入れ
ている。
それを達成するため、本学は入口（入学者の受入れ方針の明確化など）、在籍中（コース
制をはじめとする体系的なカリキュラムの編成、冠講座など地域と連携した授業の開講、
単位認定や卒業認定などの基準の明確化など）、出口（学生と企業をつなぐ就職支援など）
をそれぞれ充実させるとともに、各組織が互いに協力し、それらを有機的に連携させてき
た。
また、SSU 教育マネジメントサイクルと呼ぶ PDCA サイクルを運用し、それらの点検・
評価・改善に努めている。
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基準 3．経営・管理と財務
3－1 経営の規律と誠実性
≪3－1の視点≫
3-1-①

経営の規律と誠実性の維持の表明

3-1-②

使命・目的の実現への継続的努力

3-1-③

学校教育法、私立学校法、大学設置基準をはじめとする大学の設置、運営に関
連する法令の遵守

3-1-④

環境保全、人権、安全への配慮

3-1-⑤

教育情報・財務情報の公表

（1）3－1の自己判定
基準項目 3－1 を満たしている。
（2）3－1の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
3-1-①

経営の規律と誠実性の維持の表明

本法人は、公器性を強く意識した経営改革を進め、平成 23(2011)年 5 月理事会の承認を
得て、
「学校法人新静岡学園宣言」を表明し、本法人は、教育研究活動により、社会に必要
な知見、情報、専門知識、スキルを提供するとともに、有為な人材の育成を図り、社会に
貢献することを目的に組織化されたものであることを宣言した（【資料 3-1-1】を参照）。
その翌年の平成 24(2012)年 4 月、法人名を「第二静岡学園」から「新静岡学園」へと改
称し、同年 6 月理事会・評議員会の改選を機に、多数の学外有識者等を理事・評議員に加
え、本法人の経営、学務等全般の業務遂行に対して、常に外部的視点から厳しいチェック
を受けられるようにした。これに伴い、理事会の承認を得て「学校法人新静岡学園第三次
創業宣言」において、静岡県の発展のために貢献しうる公器としての教育研究組織、県民
の信託に応えうる組織として、独立性、公共性、透明性、信頼性を一層高め、変化と進化、
発展を遂げるべく表明をした（【資料 3-1-2】を参照）。
本学の運営・経営は、私立学校法に基づき「学校法人新静岡学園寄附行為」及び「学校
法人新静岡学園寄附行為施行細則」によって、理事会を最高意思決定機関として設置し、
理事の中から学校法人の代表者として理事長を選任し執行業務を総理している（【資料
3-1-3】【資料 3-1-4】を参照）。理事長の業務執行に関しては、理事会の決議のほかに、重
要規程を除く規程の制定・改廃を「学校法人新静岡学園常任理事会規程」に規定する常任
理事会に一部権限移譲を行っている（【資料 3-1-5】【資料 3-1-6】を参照）。そのほか稟議
に関する規程、会計に関する規程など諸々の規程に基づいて実施されている。
理事・評議員・監事の選任は、
「学校法人新静岡学園寄附行為」に基づき適切に行われて
いる。理事長には副理事長及び学長の経験者を選任し、副理事長には外部有識者を選任し
ている。理事会・評議員会は、定期的に開催されており、理事・評議員・監事の平成 26(2014)
年度における会議への出席率は、理事 100％（うち委任状 12％）評議員 97％（うち委任
状 26％）、監事 100％と高い（【資料 3-1-7】を参照）。理事会から権限を委譲されている業
務執行や経営方針に係る重要課題の審議等については、常任理事会をほぼ毎月開催し適切
に実施され、かつ理事会に報告している。監事の業務監査も毎月行われ、監査法人の会計
監査も適切に行われている。
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経営の規律は保たれ、誠実に執行されており、維持・継続性に問題はない。
3-1-②

使命・目的の実現への継続的努力

使命・目的を継続的に実現するために、教学部門においては、各学部において教授会が
原則として毎月開催され、審議の場を設けている。全学的な方針の策定や学部間の連絡・
調整については、大学運営会議において意見交換がなされ、大学協議会に上程し、審議さ
れ、学長が最終決定を行う（【資料 3-1-8】【資料 3-1-9】を参照）。
経営方針の決定、重要課題の審議にあたっては、理事長の招集によって常任理事会が原
則として毎月開催されている。常任理事会においては、教育面及び経営面の質の向上を図
るため、さまざまな重要課題について議論・審議がなされ、中長期的な経営計画の作成に
あたっている。経営における最高意思決定機関として理事会が定期的に開催され、経営に
関する重要事項について、審議の場を設けている。
本学の使命・目的の実現のために、教授会・大学運営会議・大学協議会・常任理事会・
理事会の組織のもとで継続的に努力がされている。
3-1-③

学校教育法、私立学校法、大学設置基準をはじめとする大学の設置、運営に関
連する法令の遵守

設置基準等の主要数値と対比すると、学部教員については、必要専任教員数 66 人に対
して 66 人、必要教授数 34 人に対して 39 人が在籍している。校地・校舎についても、必
要な校地面積 20,200 ㎡に対して 92,859 ㎡、校舎面積 15,133 ㎡に対して 21,429 ㎡を確保
して学生に提供している。
本学は、上記のように学校教育法ほか法令や基準等に適合している（【資料 3-1-10】を
参照）。
3-1-④

環境保全、人権、安全への配慮

Ａ．環境保全への配慮
本学の各キャンパスの施設・設備の管理については、
「建築物における衛生的環境の確保
に関する法律」に基づき、特定建築物等の維持管理会社を入札のうえ契約を締結して施設・
設備の管理を委託し、環境保全への配慮にも努めている。また、電気使用量についてはデ
マンド監視システムを導入し、空調の使用において環境省の基準に従って節約に努めてい
る。
Ｂ．人権への配慮
労働条件等については、「学校法人新静岡学園就業規則」を定めている（【資料 3-1-11】
を参照）。セクシャルハラスメント等の防止については、「セクシュアル・ハラスメントの
防止等に関する規程」を定め、各キャンパスに「セクハラ相談員」を置き、苦情相談に対
応する窓口とし、ハラスメント防止に努めている。個人情報の取扱いについては、
「学校法
人新静岡学園個人情報保護規程」を定め、対応している（【資料 3-1-12】を参照）。教職員
の懲戒処分の決定については、
「学校法人教職員懲戒手続規程」を定め、適正に手続きを行
うよう努めている（【資料 3-1-13】を参照）。
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Ｃ．安全への配慮
防災・災害対応に関して、静岡県が平成 25(2013)年 12 月に公表した第 4 次地震被害想
定によれば、本学の位置する中・西部地域で M9 級の南海トラフ地震による大規模災害が
危惧されていることから、学生、教職員の生命、身体の安全確保及び被害の軽減を図るた
めに、学部ごとの立地に合わせた「地震防災・災害応急対策マニュアル」
（経営学部、情報
学部）、
「大地震対応マニュアル」
（経営学部）を作成して、毎年実施する防災訓練に反映さ
せる取組みを行っている（【資料 3-1-14】を参照）。また、平成 26(2014)年度からはセキュ
リティ対策専門業者を入れて BCP 対応マニュアルの整備をすすめており、発災時の初動
対応に止まらず、被災後の復興計画、学校事業の継続計画を作成して全教職員、全学生に
示し、研修・訓練を通じて徹底することとしている。
3-1-⑤

教育情報・財務情報の公表

Ａ．教育情報の公表
教育情報の公表については、学校教育法施行規則に基づき対応している。公表は、大学
ホームページを中心に行っており、大学案内やその他刊行物において掲載するとともに、
在学生、保護者、受験生及び一般の方々にも閲覧できるようにしている。
Ｂ．財務情報の公表
毎年度の決算後、最新の財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告書、監査報告
書を大学ホームページに掲出するとともに、各キャンパスの総務課に備え置き、閲覧でき
るようにしている。閲覧の対象者は、学生及び保護者、卒業生、その他の利害関係者とし
ている（【資料 3-1-15】を参照）。
（3）3－1の改善・向上方策（将来計画）
経営の規律と誠実性は、問題なく保たれている。今後も、更に充実させていくよう経営
にあたる（【資料 3-1-16】【資料 3-1-17】を参照）
。
3－2 理事会の機能
≪3－2の視点≫
3-2-①

使命・目的の達成に向けて戦略的意思決定ができる体制の整備とその機能性

（1）3－2の自己判定
基準項目 3－2 を満たしている。
（2）3－2の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
3-2-①

使命・目的の達成に向けて戦略的意思決定ができる体制の整備とその機能性

Ａ．理事会の体制
本学園の理事会は、「学校法人新静岡学園寄附行為」第 5 条、第 6 条及び第 11 条、「同
施行細則」
「同理事会・評議員会運営細則」に基づき、学校法人の最高意思決定機関として、
理事の選任等、諸規程の制定・改廃、その他重要事項を決定する。
理事会は、理事総数の 3 分の 2 以上出席により成立し、定期開催は年 3 回、臨時開催は
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随時行う。理事会の構成は、静岡産業大学学長、静岡学園高等学校校長、評議員のうち理
事会で選任した者、学識経験者のうちから理事会で選任した者、理事長が指名し理事会で
承認した者で、定員は 11 人以上 15 人以内とされている。
現理事の選任区分ごとの構成は、大学の学長 1 人（寄附行為第 6 条第 1 項第 1 号）、高
校の校長 1 人（同第 2 号）評議員より 4 人（同第 3 号）、学識経験者 5 人（同第 4 号）、理
事長指名 3 人（同第 5 号）、計 14 人となっている。
理事の出席率は、100％（うち委任状 12％）である。
Ｂ．理事会の機能性
理事会の決議事項及び常任理事会への業務の決定の委任事項については、
「学校法人新静
岡学園寄附行為」「同施行細則」「同理事会・評議員会運営細則」に詳細に定められている
（【資料 3-2-1】【資料 3-2-2】を参照）。臨機応変に意思決定を行っていく必要性があるた
め、理事会の定期開催年 3 回のほか、常任理事会をほぼ毎月開催し、常任理事会で決定し
た事項については、直近の理事会に報告し、意見を聞いているが、これまで特に反対意見
もなく、法人業務の執行上の問題も生じていない（【資料 3-2-3】
【資料 3-2-4】
【資料 3-2-5】
を参照）。
（3）3－2の改善・向上方策（将来計画）
理事会は、学園内の教職員や出身者に偏らず、県内の産業界、医学界等におけるトップ
マネジメントの経験者・有識者の方々から構成されており、学園の運営に資する意見・識
見・助言等が活発に交わされ、決定しているので、理事会は問題なく機能している（【資料
3-2-6】を参照）。
3－3 大学の意思決定の仕組み及び学長のリーダーシップ
≪3－3の視点≫
3-3-①

大学の意思決定組織の整備、権限と責任の明確性及びその機能性

3-3-②

大学の意思決定と業務執行における学長の適切なリーダーシップの発揮

（1）3－3の自己判定
基準項目 3－3 を満たしている。
（2）3－3の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
3-3-①

大学の意思決定組織の整備、権限と責任の明確性及びその機能性

Ａ．学長等の権限と責任
学校教育法が改正され平成 27(2015)年 4 月 1 日施行を受け、平成 27(2015)年 3 月まで
に本学の内部規則の総点検・見直しを実施した（【資料 3-3-1】【資料 3-3-2】を参照）。本
学では、従来から運用している本学独自のガバナンス体制を再確認するものであったが、
学長等の権限と責任を次の通り明確にした。
学長は、包括的な最終責任者として校務を司り、所属教職員を統督する。従って大学運
営に係る財務状況を把握し、最終的な経営・業績責任を負う。
副学長は、学長を助け、命を受けて、校務を司ることとしているが、副学長は置いてい
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ない。
学部長は、学長の方針・指示に従い、学部における校務及び教育研究を司り、学部運営
に係る財務状況を把握し、経営・業績責任を負う（【資料 3-3-3】を参照）。
Ｂ．教授会の役割と機能
教授会は、校務に最終的な権限と責任を有する学長が決定を行う際に、意見を述べる審
議機関としての役割と機能を明確にし、原則として毎月 1 回開催している。
学長が決定を行う際に意見を述べる事項は、学生の入学、編入学、転入学、再入学及び
卒業に関する事項、学位の授与に関する事項及び教育研究に関する重要事項である。教授
会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定める事項は、教育課程の編成に関する事
項、授業科目の担当に関する事項、学生の学業成績に関する事項、学生の表彰に関する事
項、学生の転学、留学、転学部、転学科及び除籍に関する事項である。また、このほかに
学長、学部長の求めに応じ意見を述べることができる事項は、学生の厚生補導に関するこ
と、学生の懲戒に関すること、教育研究の計画及び方針に関すること及びその他教育研究
に関する事項である。
教授会の運営上必要なものとして、学部専門委員会（平成 27(2015)年度設置数 34）を
設置し、学部長から委任された事項を審議し、教授会に上程または報告している（【資料
3-3-4】を参照）。
Ｃ．大学協議会との関係
本学では、大学の運営及び教育研究に係る重要事項、学部間の連絡調整に関する事項等
について審議し、学長が決定を行う際に意見を述べる機関として大学協議会を設置してい
る。原則として毎月 1 回開催し、理事長及び副理事長も出席しているため学内の意思決定
は迅速かつ的確に行われている。
この協議会では、学内で進められる教育研究や校務に関する主要事項について進捗状況、
最終実績等が報告され学内のさまざまな情報を共有する場としての機能も有している（【資
料 3-3-5】を参照）。
Ｄ．その他
前述の A、B 及び C については、平成 27(2015)年 3 月から 4 月にかけて、理事会、評
議員会、大学協議会、教授会及び業務連絡会を通じて役員、教職員全員に対して丁寧に説
明し再確認を行った。本学では従来から運用してきたことでもあり、特段の意見・質問は
なく順調に機能し運営されている。
ただし、本学では、学長の権限が強くなることで独断的な大学運営がなされないよう、
教授会及び大学協議会で審議された意見については出来る限り尊重するよう留意している。
3-3-②

大学の意思決定と業務執行における学長の適切なリーダーシップの発揮

Ａ．学長の補佐体制
大学運営に係る意思決定と業務執行において学長が適切なリーダーシップを発揮できる
よう支援・補佐する体制として、学長からの特命事項を担当する「学長室」を設置し学長
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が統括している。また、学長補佐（学長室担当理事）1 人を置き学長室運営を補佐してい
る。そのほか「企画・広報担当」「ICT 担当」及び「出版事業担当」として教授 5 人、事
務管理職等 3 人を配置している。各担当は兼務職として、それぞれの特命事項に関する調
査・企画・立案を行い、直接学長に提案・報告する。
特命事項は、将来構想（改組等）、広報戦略、情報システム再構築及び出版事業等、全学
に係る重要なプロジェクトが中心で、学長の事務面における支援体制として整備されてい
る。
なお、各学部長が、学長の方針・指示を受けて学内業務執行を司り、学長の業務執行に
おける支援体制として整備されているため、学長自身は対外的な活動を主として行うこと
ができる（【資料 3-3-6】を参照）。
Ｂ．大学運営会議
大学協議会において学長が迅速かつ的確に決定を行うため、大学協議会に上程する事項
を事前に意見交換する場として「大学運営会議」を設置し、原則として毎月 1 回開催して
いる。構成員は、学長、学部長、大学常任理事（学長室担当理事含む）、事務局長、次長、
統括課長が主要メンバーとなり、議題に応じて出席者は追加できる。大学協議会への上程
事項、学長室の提案事項、そのほか全学的方針や当面の諸課題等について幅広く意見交換、
報告を行い、学長が決定を行う際に必要な情報を提供し、学長への大学運営面での支援体
制として整備されている（【資料 3-3-7】を参照）。
Ｃ．戦略会議
本学園の各設置校及び研究所の持続・発展のための経営戦略策定を目的とした「戦略会
議」を設置し、理事長、副理事長、学長、校長、学部長、事務局長（法人･大学･総合研究
所）を主な構成員とし、原則として毎月 1 回開催している。理事長が議長となり、各設置
校及び研究所の経営戦略について議論し意見を交換する。大学の経営戦略が主要テーマで
あることから、学長への経営戦略面での支援体制として整備されている（【資料 3-3-8】を
参照）。
Ｄ．学長選考と業績評価
学長の選考に関して、静岡産業大学学長選考規程に定めている（【資料 3-3-9】を参照）。
「人格、識見ともに優れ、教育、研究等において指導力を発揮し得る能力を有し、学長と
しての職務を掌理し得る者」という選考基準に基づき、理事長が召集する学長候補者選考
委員会（理事長指名理事4人及び各学部選出教授または准教授4人）において、学長候補者
2人以内を選考し理事会に推薦した後、理事会が適任者を選出し、理事長が任命する。以
上の選考方法に基づき、学長の適切なリーダーシップの発揮に係る特性については、学長
候補者選考委員会及び理事会で充分議論し精査のうえ判断されている。
今後は、学校教育法改正の基本的な考え方に則り、学長に対する業績評価を、学長候補
者選考会議、理事会、監事等が恒常的に実施して確認できるように関係規程を改正する。
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（3）3－3の改善・向上方策（将来計画）
大学の意思決定の権限と責任が明確になったことで、大学の運営が学長の独断にならな
いよう、また教授会と対立しないように教授会などの審議による意見は、極力尊重して運
営していくことができる組織環境が望ましい（【資料 3-3-10】【資料 3-3-11】を参照）。
3－4 コミュニケーションとガバナンス
≪3－4の視点≫
3-4-①

法人及び大学の各管理運営機関並びに各部門の間のコミュニケーションによ
る意思決定の円滑化

3-4-②

法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックによるガバナンスの機能性

3-4-③

リーダーシップとボトムアップのバランスのとれた運営

（1）3－4の自己判定
基準項目 3－4 を満たしている。
（2）3－4の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
3-4-①

法人及び大学の各管理運営機関並びに各部門の間のコミュニケーションによ
る意思決定の円滑化

Ａ．常任理事会との関係
現理事のうち常任理事は 10 人。大学の学長、高校の校長をはじめ設置校及び法人の本
務教職員が中心となり、各部門の現状や課題等が討議されることで、全学的なコミュニケ
ーションが図れている。理事会に付議する事項は、常任理事会で先議している（【資料 3-4-1】
を参照）。
Ｂ．大学協議会との関係
大学協議会は理事である学長が議長となり、構成員の中に理事である学部長、事務局長
が含まれる。学長は、大学を代表し、学部長は学部を代表し、事務局長は事務部門を代表
して出席し、理事会に学則等の変更や重要事項を上申し、各学部の教授会での審議事項や
検討事項について報告を行う。理事長、副理事長及び法人事務局長も大学協議会に出席し
て報告を聞いているので、大学と理事会・法人部門とのコミュニケーションが図れている。
Ｃ．事務部門との関係
事務部門の管理職によって構成される事務連絡協議会を年 3 回定期開催している。法人
及び大学の事務局長が出席するほか、理事長も出席し、自ら方針を述べ、出席者の意見を
聴いている。各キャンパスでも業務連絡会を毎週開催し、大学事務局長が出席して理事会
や常任理事会の決定事項等を通知し、事務部門の意見集約もできていることから、事務部
門と理事会とのコミュニケーションが図れている（【資料 3-4-2】【資料 3-4-3】を参照）。
3-4-②

法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックによるガバナンスの機能性

Ａ．法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックによるガバナンス機能
理事会は最高意思決定機関であり、大学から理事会への提出議案については、学長また
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は事務局長によって説明がなされるため、教授会等での議論の内容等も適宜言及される。
そのほか法人及び大学の事務局幹部も理事会に陪席するので、各管理運営機関が情報を共
有して、相互チェックができる体制になっている（【資料 3-4-4】【資料 3-4-5】を参照）。
Ｂ．監事の役割によるガバナンス機能
監事の選任は、「学校法人新静岡学園寄附行為」に基づき、2 人となっている。監事は、
理事会・評議員会に毎回出席するほか、常任理事会及び大学協議会にも出席するので、決
算時や予算編成時には、いずれの会議においても質問をして報告を求めている。ガバナン
ス等の機能についても問題があれば、個別に監査を行うので、相互チェック体制は保たれ
ている（【資料 3-4-6】を参照）。
Ｃ．評議員の役割によるガバナンス機能
評議員の選任は、「学校法人新静岡学園寄附行為」に基づき、大学の学長 1 人、高校の
校長 1 人、学部長 2 人、副校長 1 人、法人教職員 6 人以上 10 人以内、卒業生 5 人以上 7
人以内、学識経験者 7 人以上 9 人以内の計 23 人以上 31 人以内で構成されることが定めら
れ、現在は 30 人が選出されている。学園の教職員ではない学外の評議員が過半数を超え
るよう選出されている。
委任状提出者も含めれば、毎回ほぼ全員が出席している。定期開催を年 3 回、必要があ
れば臨時開催を行っている。毎回活発に質問や意見が交わされガバナンスに問題はない。
3-4-③

リーダーシップとボトムアップのバランスのとれた運営

Ａ．方針管理制度の実施
学長が大学の教育・運営に関する方針を作成し（【資料 3-4-7】を参照）、全教職員に説
明・配付し、方針に基づいて次年度予算の編成を行っている。
教学部門及び事務部門における各委員会の委員長、事務局管理職は、この方針に基づい
て実施計画書を作成するとともに、毎月、実施計画の進捗状況等について業務報告書を作
成し、学長まで提出した後、全教職員に公開している（【資料 3-4-8】【資料 3-4-9】【資料
3-4-10】を参照）。
Ｂ．教育職員によるラーニングメソッド発表及び研究発表大会
教育職員は、アクティブラーニング、フィールドワーク等を利用した授業方法を各自で
自主的に開発・研究し、実践した事例を学部内で報告し、全学でラーニングメソッド研究
会を年 1 回開催し 4、5 人ずつ発表している。平成 23(2011)年からはじめて今年で 4 年間
実施している。また研究実績についても、平成 18(2006)年から全学で年 1 回 4、5 人ずつ
自主的に発表する研究発表大会を開催しており、両方の発表は定着しており、自己改善・
自己改革の風土づくりに努めている（【資料 3-4-11】【資料 3-4-12】を参照）。
Ｃ．事務職員による提案・改革運動の実施
事務職員は、平成 19(2007)年から業務の改革・改善運動を実施しており、1 年間の実績
報告書を各自提出し、選考の結果、優秀事例を年 1 回合同研修会の中で発表している。今
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年で 8 年目になり、「大化け提案＆ひとり一善二改革運動」として定着している（【資料
3-4-13】を参照）。
教育面、運営面のさまざまな提案・アイディアは、各部門で生かされ、大学改革の推進
に役立っている。
（3）3－4の改善・向上方策（将来計画）
法人と大学のコミュニケーションは良好で、ガバナンスも整備されている。本学は、2
キャンパスに離れてそれぞれ拠点を有するため、教職員間の連携を円滑にするため、教育
職員、事務職員ともに人事異動による交流を図っている。
全学的な教育職員、事務職員の発表、研究、研修等の実施を通じて、教職員が一丸とな
って取組む風土づくり、全学的なコミュニケーションを今後も図っていく。
3－5 業務執行体制の機能性
≪3－5の視点≫
3-5-①

権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した組織編制及び職員の配置による
業務の効果的な執行体制の確保

3-5-②

業務執行の管理体制の構築とその機能性

3-5-③

職員の資質・能力向上の機会の用意

（1）3－5の自己判定
基準項目 3－5 を満たしている。
（2）3－5の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
3-5-① 権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した組織編制及び職員の配置による
業務の効果的な執行体制の確保
Ａ．大学の組織
学園の組織は、
「学校法人新静岡学園組織規程」に基づき、大学の組織は「静岡産業大学
組織規程」に基づき整備されている（【資料 3-5-1】を参照）。また、平成 24(2012)年 4 月
に、静岡産業大学総合研究所を設置し、大学の本務教育職員全員が研究員を兼務し、大学
の教育研究を支援するとともに地域に貢献するための事業を行っている。
学長が大学の教育・運営を統括し、学長経験者が総合研究所の所長となり、研究所の運
営を統括し大学を支援する。学部長は、各学部の教育・運営について学長の方針・指示に
従い統括する。事務局運営は、事務局長が学長の命を受け掌理統括する。各学部キャンパ
スが離れているため、各々に事務局を置き、次長を配置し管理業務を委任している。
Ｂ．組織の改革
本法人は、教職員が本学園に属することに誇りを抱き、各自が高い質の生活と人生を享
受できるように、平成 21(2009)年 11 月に独自の人事基本理念を定めた。この中に、組織
文化の醸成、配置転換、昇格・昇給、業務の効率化と質の向上、給与、研修、求める教職
員像・管理職像等のあり方を示し、全教職員に説明している。
組織は機能面を重視して、必要に応じ改変してきた。平成 23(2011)年度以降の主な組織
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改変は次の通り。
・法人事務局は、各設置校の経営資源等に係る支援を行う組織として位置付け、大学キャ
ンパス内に移転（平成 23(2011)年度）。
・学園の 3 キャンパスの施設・設備の整備を支援する組織として、法人事務局内に施設整
備担当を置き、ファシリティマネジメントを推進（平成 23(2011)年度）。
・大学の教育研究の充実を支援するための総合研究所を新設（平成 24(2012)年度）。
・文部科学省の窓口となる部署を大学組織内に置いていたが、法人事務局内に移設し、法
務部門を兼務し、大学の設置に係る申請・届出、補助金申請等の業務で大学を支援（平
成 25(2013)年度）。
・学長室を設置し、学長補佐をはじめ、大学運営に係る企画、広報、ICT、出版担当の教
員及び事務職員を配置（平成 26(2014)年度）（【資料 3-5-2】を参照）。
Ｃ．事務職員の業務執行体制
事務職員は、
「静岡産業大学事務分掌規程」に基づく所属部署の業務に加えて、学部長の
求めに応じて教授会に出席し、教授会の運営上必要な専門委員会の構成員として大学の教
育活動の一端を担っている。
事務管理職は、大学協議会にも構成員として出席し、重要な意思決定にも関与し、意見
を述べている。
3-5-②

業務執行の管理体制の構築とその機能性

Ａ．大学の業務執行体制
大学における予算執行等の業務に係る事務組織の運営は、事務局長が掌理する。
事務局長は、両キャンパス（事務局）の事務を統括する。各キャンパス（事務局）には、
次長を配置してそれぞれの事務局の管理業務を委任している。事務職員は全体で、専任 53
人、嘱託 2 人、パート 31 人、受入派遣 3 人、合計で 92 人の体制となる。各学部（事務局）
にはそれぞれ 6 つの課を置き、業務を統一化するため、統括課長を配置している（【資料
3-5-3】を参照）。
Ｂ．法人事務局の役割
経営資源に係る重要な予算執行、業務執行については、各設置校に権限委譲を行ってい
る。たとえば予算執行については、理事長の決裁を要するもの、法人事務局に置く予算統
括責任者、会計統括責任者の決裁を要するものは、一定金額以上のものであり、それ以下
の金額は、設置校の事務局長の決裁で執行できるようにしている（【資料 3-5-4】を参照）。
Ｃ．業務執行に係る内部監査
予算執行、業務執行においては、権限委譲の方針に沿って、教職員が職責に応じて効率
的に職務を遂行できる環境にあるとともに、業務の執行について確実にチェックを行う監
査体制が整っている。内部監査については、監事の業務監査、理事長が任命する監査人に
よって定期的に行っている。各キャンパスの事務手続きが法令や規程に基づき適正に行わ
れているか調査し、理事長に書面で報告している。監事は、期末監事監査において、教育
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研究やガバナンス等についても意見が述べられている。
3-5-③

職員の資質・能力向上の機会の用意

Ａ．階層別研修の実施
事務職員を対象に、平成 21(2009)年度から事務局長・次長級、課長級、主任級、一般層
に分かれて、階層別の研修を毎年度実施している。課長級、主任級、一般層は、平成 22(2010)
年度から 3 年間年 2 日間の本法人の人事基本理念に基づいた集合研修を実施した。事務局
長・次長級は、順番に指名して外部研修機関の公開講座に出席させている。平成 26(2014)
年度以降は、次世代のリーダー育成研修を企画し実施している（【資料 3-5-5】
【資料 3-5-6】
を参照）。
Ｂ．合同研修会の実施
平成 15(2003)年度から、本学園 3 キャンパスの事務職員約 100 人が一堂に会して、毎年
8 月に一日の合同研修を実施している。以来、本年度で 12 回目を数える。
内容は、接客マナー、学生応対、学生募集の現状、補助金、学校会計、人事評価、改革
改善運動、事務作業の効率化、契約の基礎知識、BCP など他分野にわたっている（【資料
3-5-7】を参照）。
Ｃ．大化け提案＆ひとり一善二改革運動の実施
平成 19(2007)年度から、改善・改革運動を実施しており、毎年各自がその成果を報告書
にまとめ提出している。その中から審査して優秀事例を選考し、毎年 8 月の事務職員合同
研修会において、6 人ほどが発表し表彰されている。現在は「大化け提案＆ひとり一善二
改革運動」として事務職員一人ひとりに定着している。
Ｄ．大学院進学による修士学位取得支援
毎年、理事長が示す人事方針において、事務職員も勉強し大学教員と対等レベルで仕事
ができるようになるため、大学院へ進学し修士学位を取得するよう勧めている。勤務につ
いても柔軟な対応をするよう制度化を検討している。
平成 26(2014)年度から事務職員 2 人が県内大学の大学院に通学している。また平成
27(2015)年度から事務職員 1 人が東京都内の大学院に通学している。
（3）3－5の改善・向上方策（将来計画）
平成 24(2012)年 10 月から「戦略懇談会」
（平成 26(2014)年 10 月から「戦略会議」に改
称）を開催し、理事長の招集により常任理事及び幹部教職員が集まって中長期にわたる課
題の抽出や戦略の策定を行っている。この会議には、会議録を作成するため法務担当課長
も出席しているが、実質幹部のみで自由な発言、意見を交わし戦略立案に向けた情報の交
換・共有を行っている。今後将来計画の策定に向けて強化していく。
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3－6 財務基盤と収支
≪3－6の視点≫
3-6-①

中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立

3-6-②

安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保

（1）3－6の自己判定
基準項目 3－6 を満たしている。
（2）3－6の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
3-6-①

中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立

本学園では、教育研究活動に投下する資金を計画的に確保することを目的に、平成
19(2007)年度から当初予算編成時に併せて作成した 5 年間の「中期見通し」
（平成 27(2015)
年度から「中期方針」及び「年度別推進計画」）を理事会、評議員会に報告し、学外の有識
者からも意見や助言を求めることとしている。
本大学では帰属収入の 87％前後を学生生徒等納付金が占めており、昨今の少子化の流れ
の中で毎年度の入学者数が財政に大きく影響する傾向にあることから、各種施策の実施に
あたって「中期見通し」が極めて重要な役割を担ってきた。本学園全体として資本的投資
が集中した平成 21(2009)年度から平成 23(2011)年度にかけての中学校・高等学校移転整備
事業に際して、本大学では「中期見通し」を有効に機能させることにより、同事業への資
金支援を行った上で平成 23(2011)年度 新テニスコート、平成 24(2012)年度 第 3 スポー
ツセンター（ともに経営学部）の大規模施設整備事業及び平成 25(2013)年度のサッカーグ
ラウンド、テニスコート（同）土地購入事業等を自己資金により、実施している。
本学園では短期間に資本的投資が集中したことで、資金の蓄積を表す「運用資産余裕比
率」は 1（年）未満にとどまっているが、外部調達に頼らない自己資金による学校運営方
針を堅持することにより、
「負債比率」を 6％台の良好な水準で維持しており、中長期にわ
たる適切な財務運営が図られているものと判断している（【資料 3-6-1】を参照）。
3-6-②

安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保

就学年齢人口の減少により学生生徒等納付金収入の大幅な拡大が期待できない中、安定
した財務基盤を構築するためには、学校財政に寄与しうる収入源を学納金収入以外にも求
めること、支出においては、教学や学校運営に携わる教職員人件費を、限られた収入とい
かにバランスさせるか、が重要課題である。
本大学では財政安定化のための収入確保策の一つとして、平成 24(2012)年度に「静岡産
業大学総合研究所」を設立し、保有する知的資源を活用した各種受託事業、主催事業等の
収益化を図る取組みを開始した。地方自治体や地域の公共団体等への継続的な PR 活動の
結果、平成 26(2014)年度には 31 件、1,061 万円の事業を実施するに至っており、今後、
平成 27(2015)年度からの 3 ヵ年で累計 1 億円の受託目標を掲げて推進を強化している。
一方、帰属収入の約 6 割に相当する人件費については、平成 23(2011)年度に高等学校で
校地移転と学科改組に伴う入学定員の削減を行ったことから、一時的に「人件費比率」が
大きく上昇したが、大学部門で 50％前後を維持したことにより本学園全体での上昇を抑制
した。平成 26(2014)年度は、学生数の減少により大学部門の「人件費比率」が 59.2％に上
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昇したことから、本学園全体も 64.3％に上昇することとなった。
本学園では毎年、予算編成時に理事長が発出する「人事方針」「予算編成方針」の中で、
目的とする教育活動に見合う適正規模での人件費予算の算定を徹底し、教育の質の確保と
コストとの均衡を図ることを求めており、直近 5 年間の「人件費比率」の推移も本学園全
体として上昇に歯止めをかけていることを示している。
少子化により、多くの学校で財政の逼迫が伝えられる中、本学園も平成 26(2014)年度に
おいて 法人全体、大学部門ともに帰属収支差額がマイナスに陥ったが、募集広報から就職
支援に至る学内組織の整備、強化とともに、収支バランスの回復に向けた中期見通しを策
定し、
「年度方針」に基づいた諸施策を確実に実行することで財務改善を図ることとしてお
り、その状況を理事長、学長に月次報告する体制を整えている（【資料 3-6-2】
【資料 3-6-3】
【資料 3-6-4】を参照）。
（3）3－6の改善・向上方策（将来計画）
学生確保に一層の厳しさが増す中、これまで以上に多様な就学ニーズへのフレキシブル
な対応が求められている。本学園では、限られた資金をより効果的に教育環境整備に集中
させるため、これまで事務局が主導していた「中期見通し」の編成手順を見直し、平成
26(2014)年度から学長、校長が各学校の中長期にわたる教育施策とその実現に必要な施
設・設備の整備構想を盛り込んだ「中期方針」
「年度方針」を作成して教職員に示すことと
し、それに基づいて中期計画、年次予算に数値化する方式に改めた。平成 24(2012)年度か
ら導入した予算・会計システムを併せて活用することで、財務基盤の充実に向けた、より
精度の高い中期計画が策定できるものと考えている。
今後の収入構造の改善方策として、
「静岡産業大学総合研究所」を中心とする受託事業分
野の拡大や競争的研究資金を含む各種補助金等外部資金の獲得促進、寄付募集事業への取
組み体制の整備を進めることとしている。
財務内容の充実については、これまでも内部留保から借地購入引当特定預金等の特定資
産を設定して資本的投資に備えてきたところであるが、大学設置から 20 年以上が経過し、
既存の施設・設備に大規模な修繕や更新の必要性が高まっていることから、収入基盤の整
備と並行して大学部門に減価償却引当預金等の特定資産を設定し、継続的に財源確保を図
っていくこととしたい。
3－7 会計
≪3－7の視点≫
3-7-①

会計処理の適正な実施

3-7-②

会計監査の体制整備と厳正な実施

（1）3－7の自己判定
基準項目 3－7 を満たしている。
（2）3－7の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
3-7-①

会計処理の適正な実施

本学園の会計処理は、学校法人会計基準、
「学校法人新静岡学園会計規程」及び「同施行
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細則」に則り、適正に行われている。会計処理上判断が難しい問題については、静岡監査
法人に所属する本学園担当の公認会計士や日本私立学校振興・共済事業団等に随時質問・
相談し、指導・助言を受けて対応している。
また、本学園では平成 19(2007)年度から事業別予算による予算管理制度を導入して健全
な財政の維持に努めているが、平成 24(2012)年度には予算編成から執行申請、執行状況ま
でを一体で運用・管理できる新システムに刷新するとともに、平成 25(2013)年度に「契約
及び入札の規定の運用」、平成 26(2014)年度には「予算の弾力的運用」等、これまで部門
や担当者により取扱いにばらつきが見られた会計関連の諸手続きに統一ルールを定め、予
算管理を含む会計業務全般の一層の適正化、効率化を図っている（【資料 3-7-1】
【資料 3-7-2】
【資料 3-7-3】を参照）。
3-7-②

会計監査の体制整備と厳正な実施

本学園における監査は、私立学校振興助成法に基づく監査法人、私立学校法に基づく監
事、及び「学校法人新静岡学園会計規程」に基づき理事長に任命された内部監査人により、
以下の通り行われている。
Ａ．監査法人による監査
監査法人は私立学校振興助成法に基づく監査の他、本学園の適正運営についても財務面
を通して監査している。また、本学園の運営方針や将来構想等を直接理事長からヒアリン
グすることにより、適正な経営環境整備と内部統制が有効に機能するようリスク・アプロ
ーチも行っている。
監査は所定の手順により年間 14 回実施しており、本大学の 2 学部(2 キャンパス)にはそ
れぞれ実地監査を行い、併せて新規に取得した資産及び重要な修繕工事についての実地確
認を行っている（【資料 3-7-4】を参照）。また、監査時には本大学を含め各部門の会計事
務担当者が毎回同席し、会計処理全般にわたる事項について指導を受けており、共通の認
識を持って適切に対応していくための有効な情報交換の場ともなっている。
また、監事との意見交換会を年 2 回、定期的に実施しており、監査の実施状況や会計・
監査上の懸案事項等の情報を共有して意思の疎通を図っている。
Ｂ．監事による監査
監事は「学校法人新静岡学園寄附行為」第 7 条及び「学校法人新静岡学園監事監査規程」
第 4 条に基づき法人の業務及び財産の状況を監査するとともに理事会、評議員会、常任理
事会等重要会議に出席し、理事の職務の執行状況についても監査を行い、毎会計年度、理
事会、評議員会へ監査報告書を提出している（【資料 3-7-5】を参照）。平成 26(2014)年度
の監査結果は、前年度と同様に「学校法人新静岡学園の業務及び財産に関し不正の行為又
は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実はないことを認める。」と報告された。
平成 26(2014)年度の監事による大学 2 学部への監査は 24 回実施され、財務状況、業務
状況を中心に、幹部教職員（学長、学部長、学生部長、事務局長、事務局次長）及び学生
へのヒアリングを併せて実施し、それらを総括して問題点、課題等を指摘事項、意見に区
分して理事長に報告している（【資料 3-7-6】
【資料 3-7-7】
【資料 3-7-8】
【資料 3-7-9】を参
照）。
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年間の教育活動全般を総括する「期末監事監査」では、定員の確保や適正な予算執行、
各種業務の学部間差異の解消、事務の効率化など運営面での指摘にとどまらず、教育内容
の充実や他大学との差別化など大学全体に視点を向けたものから、学業とアルバイトとの
両立支援など学生のキャンパスライフに至るまで、教学の分野における幅広い提言を行い、
大学改革の推進、ガバナンスの向上に寄与している（【資料 3-7-10】を参照）。また、平成
26(2014)年度の業務状況監査においては、初の試みとして、各学部で実施した教職員健康
診断において再検査等の結果を受けた教職員の再受診状況を調査する、教職員健康診断受
診状況の調査も行った。
法人はこれらの監査で受けた指摘事項、意見を各部門に通知し、その措置状況を理事会
に報告するとともに、
「期末監事監査」における提言に対しては学長、学部長、事務局長が
中心となって実現に向けた対策を講じることとしている。
Ｃ．内部監査人による監査
理事長から内部監査人に任命された職員（法人事務局 2 人、監査室 1 人）が、「学校法
人新静岡学園内部監査実施基準」に基づいて内部監査を実施している（【資料 3-7-11】を
参照）。
監査は会計監査、業務監査を中心に前、後期合わせ年間 12 回実施している。会計監査
については、適正な経理処理及び帳票類、証拠書類等の整合性の確認に加え、監査法人に
よる監査、監事による監査の指摘事項に対する措置状況の確認も実施している。業務監査
については、稟議決裁手続きや各部署の業務マニュアルの整備状況の確認等とともに、日
常業務の課題についての相談や改善指導を併せて実施している。これらの監査結果や改善
指導の内容は、文書により理事長に報告している。
また、内部監査人は監査法人による監査に常時立ち会い、監査状況や指導内容を把握す
るとともに、公認会計士との意見交換による問題・課題の共有等意思の疎通を図っている。
（3）3－7の改善・向上方策（将来計画）
平成 24(2012)年度の予算・会計システム刷新により、会計担当者以外にも多くの教職員
が直接的に予算編成や執行申請に関与する体制となったことから、学内研修や OJT を通じ
て予算・会計関連諸規則の一層の理解を促すとともに、監査法人や監事による指導や指摘
の内容を具体的に周知して的確に業務改善に反映させ、本学園全体の会計事務の適正化を
推進している。
平成 27(2015)年度改正施行の新会計基準については、これまで本学園が独自に作成して
いた「固定資産収支計算書」の構成がそのまま「活動区分資金収支計算書」の区分表示に
反映していることもあり、引き続きより正確な理解のもとに新基準の浸透を図っていくも
のとする。また、本学園の財務、運営に関して大所高所からの指導を仰ぐため、学外の理
事及び監事、評議員を対象に 静岡監査法人の公認会計士による説明会を開催し、新会計基
準への理解を促す対策を講じた。
［基準 3の自己評価］
本学園は、平成 12(2000)年に「静岡産業大学の理念とミッション」、平成 18(2006)年に
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「県民大学宣言」、平成 23(2011)年に「学校法人新静岡学園宣言」と「人事基本理念」、更
に平成 24(2012)年に「学校法人新静岡学園第三次創業宣言」を宣明してきた。
それとともに一貫して、できない学生はいない、との観点から、学生一人ひとりの個性
を尊重し、やらされる勉強から自ら主体的にやる勉強の仕掛けづくりをする「大化け教育」
を提唱し取組んできた。また本学は、世界のためでも、国のためでも、東京のためでもな
く、静岡県のためにあると宣言し、地域と連携して、人材育成をはじめ、地域のさまざま
な問題を解決するために取組んでいる。
この教育を進めるための基盤は、前述してきたように、経営とガバナンスであり、健全
な財務体質と監査体制が支えている。地方の小規模な私立大学で、このように組織やルー
ルを重視し透明性の高い大学運営を 10 年以上も行うことができたのは、同族経営から脱
皮し改革のスピードを加速したことが、教育関係者の間で「地方大学のリーダー的存在」
と過大な評価をされてきた所以であると自負している。
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基準 4．自己点検・評価
4－1 自己点検・評価の適切性
≪4－1の視点≫
4-1-①

大学の使命・目的に即した自主的・自律的な自己点検・評価

4-1-②

自己点検・評価体制の適切性

4-1-③

自己点検・評価の周期等の適切性

（1）4－1の自己判定
基準項目 4－1 を満たしている。
（2）4－1の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
4-1-①

大学の使命・目的に即した自主的・自律的な自己点検・評価

本学の理念は 2 つある。1 つは、「『東海に静岡産業大学あり』といわれる、小粒だがキ
ラリと光る個性ある存在になる新しい大学を創造し、大学の新しいモデルになる。」ことで
あり、もう１つは、
「豊かな教養、高潔な倫理観、人間愛、社会に対する広い貢献意識を備
えた職業人、社会のリーダーの育成に努め、21 世紀の産業社会と国際社会の求める専門的
職業人を推進することに徹する。」である（【資料 4-1-1】を参照）。この理念を踏まえて 8
項目のミッション（使命）（【資料 4-1-2】を参照）を制定し、個々の学生の潜在能力を引
き出し、開発することを重視し、学生が“大化け”することを念頭においた人材教育に力
を入れている。
本学では、この大学の理念とミッションを具現化するため、
「静岡産業大学自己点検・評
価実施規程」
（【資料 4-1-3】を参照）、
「静岡産業大学全学自己点検・評価委員会規程」
（【資
料 4-1-4】を参照）、
「静岡産業大学学部自己点検・評価委員会規程」
（【資料 4-1-5】を参照）
を制定し、日本高等教育評価機構の定める評価基準（【資料 4-1-6】を参照）に従って、学
校教育法 109条に適合した自主的・自律的な自己点検・評価を行っている。
これ以外にも、本学独自の自己点検・評価である「方針管理制度」を全学的に展開して
おり、この「方針管理制度」を本学のマネジメントシステムの基本としている。この「方
針管理制度」は、平成 20(2008)年度の自己点検・評価（【資料 4-1-7】を参照）に対する大
学機関別認証評価（【資料 4-1-8】を参照）において、
【優れた点】として評価されている。
また教員は、年度のはじめに「教育研究等実践目標」
（【資料 4-1-9】を参照）を作成し、
年度末にはその教育研究目標に対する「教育研究等実践報告」
（【資料 4-1-10】を参照）を
提出することになっている。学生に対しては、平成 12(2000)年から毎年度１回実施してい
る学生による授業アンケート（【資料 4-1-11】を参照）と、平成 26(2014)年度から毎年度
１回実施している「学生の学修行動把握のためのアンケート調査」
（【資料 4-1-12】を参照）
により、教育研究活動の一層の改善を図っている。
更に、平成 26(2014)年度から、大学の理念とミッションを達成すべく、教育活動におけ
る大学全体の点検・評価・改善を目的として、40 ページ図 2-6-1 にあるような「SSU 教
育マネジメントサイクル」をスタートさせた（【資料 4-1-13】を参照）。
このように本学では、理念とミッションに基づいた大学運営がされるよう、また時代の
要請に応じて本学自身が絶えず変化と進化をし続けていくために、大学の使命・目的に即
した自主的・自律的な自己点検・評価を恒常的に行っている。
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4-1-②

自己点検・評価体制の適切性

自己点検・評価については、
「静岡産業大学自己点検・評価実施規程」
（【資料 4-1-3】を
参照）の第 1 条で「この規程は、静岡産業大学（以下「本学」という。）における教育研
究・管理運営の現状を自ら点検・評価することによって、これらの質的向上と効率化を図
り、本学がさらに充実発展することを目的とする。」と定めている。この実施体制として「静
岡産業大学全学自己点検・評価委員会規程」（【資料 4-1-4】を参照）第 4 条により、学長
を委員長とする「全学自己点検・評価委員会」を以下の構成で設置している。
（事務組織改
正にともない、規程改正まで、
「学生サポートセンター長」は「事務局次長」に読み替えて
運用中。）
〈「全学自己点検・評価委員会」の組織〉
（1）

学長（委員長）

（2）

各学部長

（3）

図書館長

（4）

各学部自己点検・評価委員長

（5）

大学事務局長

（6）

各学部学生サポートセンター長

（7）

法人事務局法務担当課長

（8）

法人事務局長
（「全学自己点検・評価委員会規程」第 4 条から抜粋）

また、当委員会傘下の組織として位置付けられている各学部における「学部自己点検・
評価委員会」がある。ここでは教員代表の委員と事務局代表の委員が協同で、学部長方針
のもとに学部の教育研究活動や管理運営が適切に遂行されているか、
「静岡産業大学学部自
己点検・評価委員会規程」（【資料 4-1-5】を参照）に基づいて組織的に自己点検・評価活
動を行っている。
「方針管理制度」においても、理念とミッションに基づいた教育目標の実現に向けて、
学長、学部長が、毎年度の方針を示し、学部、委員会、事務局が業務の進行を毎月自己点
検し、報告する体制が、法人事務局を中心にできている。また、教員の「教育研究等実践
目標」及び「教育研究等実践報告」に関しても法人事務局が担当している。
「SSU 教育マネジメントサイクル」
「学生の学修行動把握のためのアンケート調査」、及
び「学生による授業アンケート」については、両学部の教務委員会を中心に審議の上、実
施されている。
以上により、自己点検・評価を行う体制は整っており、適切に実施されている。
4-1-③

自己点検・評価の周期等の適切性

本学では、教職員が一体となって大学の理念とミッションを着実に具現化するため、日
本高等教育評価機構の評価基準項目に従った自己点検・評価を法令で定められた 7 年以内
に一度実施している。大学機関別認証評価については、平成 20(2008)年度に日本高等教育
評価機構において受審し、適合と判定されている。今回の第 2 回目の受審は平成 27(2015)
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年度であり、受審の周期も適切である。従って、自己点検・評価は定期的に適切に実施さ
れている。
本学のマネジメントシステムの基本である「方針管理制度」は、毎年度、全学的に展開
されている。学長、学部長は、毎年度の方針を示し、学部、委員会、事務局が業務の進行
を毎月自己点検し、報告する体制ができている。経営学部、情報学部、大学事務局で、そ
れぞれ毎月作成されている業務報告書は、製本の上、大学内で公開・回覧され、教職員全
員で業務の進行状況や学内情報の共有が行われている。問題事項は、毎月開かれる大学協
議会の場で協議・検討され、処理または次の方針にフィードバックされることになってい
る。
教員は、年度のはじめに各自の「教育研究等実践目標」を作成し、年度末には自己評価
した「教育研究等実践報告」を提出する仕組みになっている。これらを通して、教員はテ
ィーチングメソッドの改善、教育研究活動、社会貢献活動等について毎年度自己評価する
ことになっている。また、毎年度実施している学生による授業アンケートにより、自分の
授業を振り返り、教授方法の改善に取組んでいる。学生による授業アンケートは平成
12(2000)年から毎年度１回実施し、「学生の学修行動把握のためのアンケート調査」は平
成 26(2014)年度から毎年度１回実施している。
「SSU 教育マネジメントサイクル」に関し
ては、年度ごとにサイクルを回している。更に、2 年または 4 年ごとの教員任期更新時に、
理事長、学長と教育研究に関する意見交換を行っている。
以上により、法令で定められた自己点検・評価に加えて、本学独自の月ごとの自己点検・
評価と年度ごとの自己点検・評価による大学運営の改善活動を通して、本学の自己点検・
評価の周期等は適切に保たれている。
（3）4－1の改善・向上方策（将来計画）
本学では、法令で定められた自己点検・評価に関しては学内規程が整備されているが、
本学独自の「方針管理制度」に関しては組織立って運営されてはいるものの、学内規程が
未だ整備されていないので、今後は学内規程の整備を行っていく。また、「方針管理制度」
と法令で定められた自己点検・評価との関連付けも検討する。
4－2 自己点検・評価の誠実性
≪4－2の視点≫
4-2-①

エビデンスに基づいた透明性の高い自己点検・評価

4-2-②

現状把握のための十分な調査・データの収集と分析

4-2-③

自己点検・評価の結果の学内共有と社会への公表

（1）4－2の自己判定
基準項目 4－2 を満たしている。
（2）4－2の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
4-2-①

エビデンスに基づいた透明性の高い自己点検・評価

法令で定められた自己点検・評価においては、
「方針管理制度」のもと、各担当部署にお
いて日頃蓄積されたデータ、及び資料等に基づいて現状を自己点検・評価し、報告書を作
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成している。
「方針管理制度」においては、学長、学部長は各年度当初に示した「方針」
（【資料 4-2-1】
【資料 4-2-2】を参照）の遂行状況を、学部、専門委員会、事務局は業務の進行状況を、
それぞれ毎月自己点検し、
「業務報告書」
（【資料 4-2-3】を参照）の形で報告し、全教職員
に回覧・公表している。経営学部、情報学部、大学事務局でそれぞれ毎月作成製本されて
いる「業務報告書」によって、教職員全員で業務の進行状況や学内情報の共有が行われて
いる。解決すべき課題があれば、毎月開かれる大学協議会の場で協議・検討され、処理ま
たは次の方針にフィードバックされることになっている。
教育研究面では、各教員が当該年度の教育研究目標である「年度教育研究等実践目標」
（【資料 4-2-4】を参照）を作成し、年度末には自己評価した「年度教育研究等実践報告」
（【資料 4-2-5】を参照）を提出する仕組みになっている。これらを通して、教員はティー
チングメソッドの改善、教育研究活動、社会貢献活動等について毎年度自己評価し、結果
を報告することになっている。毎年度、教員相互による「授業参観」を全専任教員に課し、
その参観結果を報告し合うことによって、現場で実践されていることが正しく認識されて
いるか確認し、信憑性を担保するようにしている。
「SSU 教育マネジメントサイクル」に関しても、「方針管理制度」によって蓄積された
データ、
「年度教育研究等実践目標」
「年度教育研究等実践報告」、シラバス、学生による授
業アンケート結果等のデータを用いて、透明性の高い自己点検・評価が実施されている。
以上のように、法令で定められた自己点検・評価においては、「方針管理制度」のもと、
各担当部署において日頃蓄積されたデータや資料等のエビデンスに基づいて透明性の高い
自己点検・評価を行っている。
4-2-②

現状把握のための十分な調査・データの収集と分析

学生対象のアンケート（【資料 4-2-6】
【資料 4-2-7】を参照）や学生の履修状況等のデー
タは、学生ニーズの傾向や変化を示すもので、大学の教育研究上、また運営管理面におい
ても重要な情報となる。またこれらの情報は、大学の将来構想を検討する際にも非常に重
要である。
本学は小規模の大学であり、平成 26(2014)年度までは、大学の中にあるさまざまな情報
を活用し、業務改善や意思決定支援のための情報の収集・分析・評価・活用・提供などの
中核を担う IR(Institutional Research)機能をもつ独立した専門部署は存在しなかった。し
かし、平成 27(2015)年度から学長室が IR の機能を担うこととなり（【資料 4-2-8】を参照）、
学内規程の整備が進められることになっている。しかし現状では、4-2-①に示した各種情
報は、法人事務局が主体となって収集・分析し、その結果を必要とする部署や教職員に提
供している。
それ以外では、入試広報課が、入試戦略の一環として、当該部署で取扱う情報の範囲を
超えて、学生の入学から卒業後の進路までに関係する情報を収集・分析している。そのよ
うな意味では、学生募集に関しては、この入試広報課が現時点では最も IR 機能を活用し
ている部署と言える。
また、経営学部においては、学生の学習状況の把握、学生指導、及び退学者を減らす目
的で、平成 13(2001)年度から学生証をポータブルカードリーダーに通す形態の出席管理シ
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ステムを、また平成 25(2013)年度からは学生のスマートフォンを活用したクラウド型の出
席管理システムを導入している。学生の出席情報は、各クラスアドバイザー自らがリアル
タイムで入手可能なため、学生の僅かな変化に素早く対応が可能である。また保護者会の
個別相談会においても、保護者の方々へ学生の出席状況や成績などの学習情報を提供して
いる。情報学部においては、現時点では出席管理システムを導入してはいないが、経営学
部と同様の目的で、同学部学務課教務スタッフが各教員から出席情報を収集し、クラスア
ドバイザーの教員を通して学生指導に活用している。
以上により、現状では、それぞれの状況把握を目的として、部署単位、または必要に応
じて部署間の連携・協力体制により、十分な調査やデータの収集・分析が行われている。
4-2-③

自己点検・評価の結果の学内共有と社会への公表

法令で定められた自己点検・評価の結果については、全教職員に「自己点検評価書」と
「評価報告書」の印刷物を配付して学内共有を図り、更に大学のホームページを活用して、
社会に対して公表することにしている。平成 20(2008)年度に日本高等教育評価機構の認証
評価を受審した際の「自己評価報告書」（【資料 4-2-9】を参照）と同機構による「評価報
告書」
（【資料 4-2-10】を参照）も全教職員に印刷物を配付し、また本学ホームページ（【資
料 4-2-11】を参照）に掲載している。今回の認証評価に関しても、これまでと同様の方法
で、学内共有と社会へ公表を行う。
「方針管理制度」においても、学長・学部長の各年度当初「方針」は印刷の上、全教職
員に配付され、また、その遂行状況、及び学部・専門委員会・事務局については業務の進
行状況が、それぞれ「業務報告書」の形で報告され、全教職員がその内容を共有している。
また「教育研究等実践目標」
「教育研究等実践報告」についても、大学ホームページ上にパ
スワードを設定した上で掲載し、教職員にはそのパスワードを連絡して、それを閲覧する
ことができるようにしている。
以上により、自己点検・評価の学内共有と社会への公表は適切に実施されている。
（3）4－2の改善・向上方策（将来計画）
Ａ．現状把握のための十分な調査・データの収集と分析
現在、本学では、学内における現状把握のための十分な調査・データ収集・分析を担う
IR 機能を学長室に持たせたばかりであり、未だその機能を十分に果たせていない。そこで
今後は、IR に関する学内規程を整備し、学生サービスの向上、大学の管理運営、大学の将
来構想など、さまざまな目的に情報を活用していく。また同時に、IR に必要な情報環境整
備も進める。
Ｂ．自己点検・評価の結果の学内共有と社会への公表
学内における自己点検・評価の結果の共有は細部に至るまで徹底しているが、社会への
公表については、なお改善の余地がある。現在、日本高等教育評価機構の認証評価を受審
した際の「自己評価報告書」や、
「評価報告書」の結果のみが大学のホームページを通じて
学外に公表されているが、より具体的な点検・評価内容について積極的に社会に公表する
ことで、自己点検・評価の誠実性と社会的信頼性が高まると考える。
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4－3 自己点検・評価の有効性
≪4－3の視点≫
4-3-①

自己点検・評価の結果の活用のための PDCAサイクルの仕組みの確立と機能性

（1）4－3の自己判定
基準項目 4－3 を満たしている。
（2）4－3の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
4-3-①

自己点検・評価の結果の活用のための PDCAサイクルの仕組みの確立と機能性

法令で定められた自己点検・評価の結果は、年度ごとに実施されている「方針管理制度」
の「方針」
（【資料 4-3-1】
【資料 4-3-2】を参照）にフィードバックされ、実行、
「業務報告
書」（【資料 4-3-3】を参照）による毎月のチェック・改善、及び次年度「方針」における
改善反映の PDCA サイクルを、明確・誠実に回している。
また、教育研究面においては、各教員が「教育研究等実践目標」
（【資料 4-3-4】を参照）
で教育・研究・社会貢献の分野で目標を明示し、実際の教育研究活動で実行、
「教育研究等
実践報告」
（【資料 4-3-5】を参照）において教育目標の達成度、
「授業アンケート」
（【資料
4-3-6】を参照）に基づく改善結果、研究計画の達成度、社会貢献等の達成度を A～D の 4
段階で自己評価するとともに、総合的自己評価も A～D の 4 段階で示すこととなっている。
更に、平成 26(2014)年度から各学部の教務委員会が担当部署となり、大学の理念とミッ
ションを達成すべく、教育活動における大学全体の点検・評価・改善を目的として、40 ペ
ージ図 2-6-1 にあるような 1 年サイクルの「SSU 教育マネジメントサイクル」をスタート
させた（【資料 4-3-7】を参照）。これによって、今まで独立に実施されていた各項目が、
このような PDCA サイクルの各要素となることにより、有機的な結びつきが生まれ、それ
ぞれの相乗効果が引き出され、各項目の意義が高まるようにしている。
（3）4－3の改善・向上方策（将来計画）
本学では、法令で定められた自己点検・評価以外に本学独自の「方針管理制度」によっ
て自己点検・評価が行われている。今後は、この両者の関連付けを検討する。
また、平成 26(2014)年度からスタートした「SSU 教育マネジメントサイクル」につい
ては、まだ始まったばかりであるが、この PDCA サイクルによって教育活動における大学
全体の点検・評価・改善を更に発展させ、大学の理念とミッションを着実に達成できるよ
う不断の努力をしていきたい。
［基準 4の自己評価］
以下の理由により、基準 4 を満たしていると判断する。
ａ．法令で定められた自己点検・評価に関しては、本学の理念とミッションを具現化する
ため、学内規程や学内組織を整備し、日本高等教育評価機構の定める評価基準に従っ
て、学校教育法 109 条に適合した自主的・自律的な自己点検・評価をエビデンスに基
づいて行っている。
ｂ．大学の運営に関しては、大学の理念とミッションを具現化するため、自主的・自律的
に「方針管理制度」を全学的に展開し、学長、学部長は、毎年度その年度の方針を示
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し、学部、各委員会、事務局では業務の遂行状況を月ごとに業務報告書として作成し、
全教職員に回覧・公表している。このように本学独自の自己点検・評価を行う体制を
とっている。また、その中で解決すべき課題があれば、毎月開かれる大学協議会の場
で協議・検討され、処理または次の方針にフィードバックされることになっている。
ｃ．教育研究面においては、各教員が年度のはじめに教育研究目標を作成し、年度末には
その教育研究目標に対する自己評価の報告書を提出することになっている。更に、平
成 26(2014)年度から、全学的な教育の PDCA サイクルである「SSU 教育マネジメン
トサイクル」をスタートさせている。
ｄ．平成 27(2015)年度から学長室が IR の機能を担うこととなり、学内規程の整備が進め
られることになっている。しかし現状では自己点検・評価に必要な各種情報は、法人
事務局が主体となって収集・分析し、その結果を必要とする部署や教職員に提供して
いる。またそれ以外にも、入試広報課が入試戦略の一環として、当該部署で取扱う情
報の範囲を超えて、学生の入学から卒業後の進路までに関係する情報を収集・分析し
ている。
ｅ．自己点検・評価の結果については、
「自己点検評価書」と「評価報告書」の印刷物を全
教職員に配布し学内での共有を図り、更に大学のホームページを活用して、社会に対
して公表している。
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Ⅳ．大学が使命・目的に基づいて独自に設定した基準による自己評価
基準 A．地域社会との連携
A－1 地域企業体と連携した実学教育のエンパワーメント
≪A－1の視点≫
A-1-①

冠講座の拡充による企業研究や経営特別研究の充実

（1）A－1の自己判定
基準項目 A－1 を満たしている。
（2）A－1の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
1.現状と推移
本学の冠講座の特徴は、開講している地域企業・団体の数の多さである。経営学部、情
報学部ともに 10 以上の講座が毎年開催されている。始まったのは平成 13(2001)年で、磐
田市、磐田信用金庫、ヤマハ発動機、SBS 情報システムの 4 社から提供された。それ以降
平成 27(2015)年度までに提供していただいた企業・団体数は 41 社であり、その推移はグ
ラフ A-1-1 に示す通りである。また、平成 27(2015)年度開催される冠講座は表 A-1-1 に示
す通りである。
表 A-1-1

平成 27(2015)年度開催冠講座

講座提供企業・団体

講座の内容

磐田市

磐田市を題材として、地域の諸課題に対する取組みを解説・講義する。

藤枝市

全国が注目する、藤枝市における新公共経営について講義する。

磐田信用金庫

金融実務面からの考察を通して、金融取引を行うに必要な基本的知識
を身につける。

ヤマハ発動機（株）

製造業の基本機能を企画・開発、製造、販売の三つに大別し、各々の
機能を分割してその概要を講義する。

静岡県立農林大学校

県内のビジネス農業経営の実践事例を参考としながら、これからの静
岡県農業のあるべき方向を解説する。

（株）ジュビロ

ジュビロ磐田の実例を用いて、プロサッカーチームとしてのマーケテ
ィング論を解説する。

藤枝ロータリークラブ

企業にとって社会・地域貢献とは何か、ロータリー理念に通ずる企業
の倫理観を講義する。

TOKAIグループ

業界の動向と当グループの事業展開を、さまざまな角度から解説す
る。

浜松ホトニクス（株）

光技術と産業の姿を見ながら、世界の最先端技術を易しく解説する。

スズキ（株）

厳しい環境下で企業が生き残るための活動を、具体的にわかりやすく
解説する。

（株）静岡銀行

地域金融機関経営の現状と課題について学習し、金融機関の役割を認
識する。
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（株）電通東日本

広告の持つ面白さや仕事内容を伝えることで、広告業界の仕組みを理
解する。

静岡県経済産業部

静岡県の取組んでいる「健康長寿」と「青少年の健康増進」に関する
施策や考えを紹介する。

（株）ブリヂストン

ブリヂストンの国際化の歴史と戦略の紹介を通じて、企業の現実の姿
を学ぶ。

中部電力（株）

日本を取巻くエネルギー・地球環境の保全などの課題に対して、中部
電力が行っているさまざまな取組みについて、わかりやすく解説・講
義する。

（株）シャンソン化粧品

化粧品の持つ魅力と、その役割を正しく理解することにより、化粧品
の良さを認識する。

（一社）日本経営士会

経営現場での事例を紹介しながら、経営活動と経営改善を講義する。

浜松信用金庫

社会人として間違いない金融取引を行うに必要な基本的知識を身に
つける。

静岡市

静岡市の産業の目指す姿について講義する。

静岡県行政書士会

行政書士の業務を通し社会生活を営む上で必要な知識について解説
する。

静岡県中小企業団体中央会

静岡県中小企業団体中央会の組合企業によりさまざまな事業展開や
取組みについて解説する。

静岡商工会議所

静岡市の中小企業の経営支援のためのさまざまな事業展開や、活力あ
るまちづくりへの取組みについて解説する。

藤枝商工会議所

藤枝市の中小企業の経営支援のためのさまざまな事業展開や、活力あ
るまちづくりへの取組みについて解説する。
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この講座は 15 回連続して行われる正規の授業で、履修した学生には 1 科目あたり 2 単
位が与えられる。経営学部では学科共通科目の「経営特別講座 A～H」として学生は 8 科
目（16 単位）まで履修できる。情報学部でも学科共通科目として「企業研究 A～H」とし
て学生は 8 科目（16 単位）まで履修できる。また、この講座は社会人には無料で開放され
ている。参加人数の推移についてはグラフ A-1-2、グラフ A-1-3 に示す通りである。
また、この講座は寄附講座であるが、一切金銭的な寄附は受けていない。受けているの
は企業・団体の地域愛、社会貢献意識、ともに教育にかける情熱（パッション）である。
静岡県に必要な人材を、大学と地域が一緒になって育てようという精神のもとで、静岡県
と関係の深い企業、団体、行政機関が人材と先端的な情報を提供している。
グラフ A-1-2
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2.冠講座と学部教育
冠講座は本学が謳う実学教育の特徴のひとつとなっている。以下に本学における冠講座
の特徴について 3 つの点をあげる。第 1 は、平成 25(2013)年度開講講座の表（前述）にも
見る通り、その実践的な内容である。学部教育では学生は経営学や関連専門（スポーツ学
や心理学）の原理原則を学ぶが、変化の激しい時代においては、ともすればそれは現在の
ビジネスには適合していないかもしれない。冠講座の実践的な内容は、そうした部分を補
い、学生に実学的なバランスを与える貴重な機会になる。第 2 に、講師の職種の多様さに
ある。例えば、初回や最終回には社長や行政の長が来られることもある。営業、管理、開
発・技術、国際展開、ディレクター、企画など次々にいろいろな職種の講師が登壇し、親
しく学生に語りかける。学生は、これら多くの職種の人に触れることにより生きた企業や
社会を実感し、時にはその姿に自分を重ねる。このような機会を学生に与えているのであ
る。第 3 に、業種の多様さ、幅の広さである。農業、製造業、金融、その他サービス業、
公共サービスに及んでいる。従って、民間企業のみならず、地方自治体の方々によって授
業が行われている。
冠講座は大学教育と実社会を結ぶ科目として大きな価値を持っている。以下に、本学に
おける冠講座の価値について 3 つの点をあげる（【資料 A-1-1】を参照）。第 1 は、自分が
学ぶことが社会でどのように役立つかを知ることができることである。実社会でどのよう
に役立つのかを現場の方から直接聞くことが、学ぶ意欲につながる。第 2 は、冠講座を提
供されている企業や団体の役割や位置付けが、よくわかるようになるということである。
役割や位置付けを知ることは、就職に対する考え方や社会貢献の仕方の理解などに役立つ。
第 3 は、実体験に基づいた暗黙知のようなものが聴けるということである。本や資料から
は伝わってこない微妙な内容で、現場で体験している人からしか聴けないようなものであ
る。
（3）A－1の改善・向上方策（将来計画）
本学の冠講座は、平成 13(2001)年の 4 つの講座の開講以来、延べ 41 の地域企業・団体
の熱意に支えられつつ、学部教育の実学ニーズに応える目玉として、現在の形となった。
また、地域住民が無料で聴講できる講座として地域の生涯教育のニーズにも応えてきてい
る。今後も、地域企業、静岡県、磐田市、藤枝市の協力を得ながら継続させていく。
A－2 学生を主体とした地域連携
≪A－2の視点≫
A-2-①

経営学部の「キッズスクール」及び「スポーツスクール」を核とした地域との
連携

（1）A－2の自己判定
基準項目 A－2 を満たしている。
（2）A－2の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
１．キッズスクール
Ａ．キッズスクールの目的
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キッズスクールは、スポーツ経営学科が設置された平成 17 年(2005)年にスタートした。
当初の発想は、サッカーC 級・D 級ライセンス取得など、資格講座の実習の場を設けるこ
とであったが、実際に開催していくと、参加してくれた子どもたちやその保護者からの評
判が良く、地域貢献の度合いも非常に大きいことがわかってきた。現在のキッズスクール
の目的は、①学生教育（実践的教育の場）②地域貢献

③研究利用の３点である。それに

加えて運用スタッフを学生サークル化したことや、一般の運動部・サークルからキッズ指
導者を求めることにより、①主体的な参加による学生満足度の向上

②キッズスクール運

用サークル活動のサポートをすることを付随的な目的としている。
学生教育では、スポーツ指導者やスポーツ保育教育士、保育士等を養成する講義におい
て、スクールでの実習・サポート・見学を通して実践的教育を行い、教育効果を高める役
割を果たしている。平成 26(2014)年度にキッズスクールを実践の場とする講義及び履修者
数は、「スポーツ保育Ⅰ」（前期 33 人）、「スポーツ保育指導法Ⅰ」（後期 27 人）、「スポー
ツ保育実習」（後期 10 人）、「D 級サッカーコーチ」（前期 21 人、後期 12 人）、「ジュニア
スポーツ指導法」
（後期 8 人）、
「ジュニアスポーツ指導演習」
（前期 6 人）、
「ジュニアスポ
ーツ実習」（前期 39 人、後期 35 人）の 7 科目である。キッズスクールは今後ゼミや卒業
研究などで更に活用が拡大されると予想する。平成 26(2014)年度にキッズスクールに関わ
る運動部・サークルは、体操部、トランポリン部、テニス部、バスケットボール部、バレ
ーボール部、スポーツ保育サークルの 5 部 1 サークルである。
地域貢献では、本学が提唱するスポーツ保育を体現し、地域の子どもや子育てに貢献し、
地域の活性化につなげることができる。キッズスクール会員数でみると、表 A-2-1 に示す
ように、平成 19(2007)年度 215 人（小学生 134 人、幼児 81 人）、平成 20(2008)年度 231
人（110 人、121 人）、平成 21(2009)年度 153 人（91 人、62 人）、平成 22(2010)年度 196
人（130 人、66 人）、平成 23(2011)年度 157 人（87 人、70 人）、平成 24(2012)年度 131
人（87 人、44 人）、平成 25(2013)年度 115 人（76 人、39 人）である。開設当初は 200
人を超えるキッズを預かったが、徐々に人数を絞って内容を充実している（【資料 A-2-1】
を参照）。
表 A-2-1 キッズスクール会員数推移（小学生の部）
1年

2年

3年

（人）

4年

5年

6年

小計

平成 19(2007)年度

41

36

31

12

13

1

134

平成 20(2008)年度

34

22

28

21

3

2

110

平成 21(2009)年度

22

23

12

18

11

5

91

平成 22(2010)年度

37

37

29

10

8

9

130

平成 23(2011)年度

23

26

19

10

7

2

87

平成 24(2012)年度

33

17

13

15

6

3

87

平成 25(2013)年度

26

18

18

6

8

0

76

平成 26(2014)年度

24

29

15

6

0

2

76

平成 27(2015)年度

12

32

16

3

1

0

64
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（幼児の部）

（人）
年少児

年中児

年長児

小計

平成 19(2007)年度

16

29

36

81

平成 20(2008)年度

18

39

64

121

平成 21(2009)年度

9

21

32

62

平成 22(2010)年度

3

26

37

66

平成 23(2011)年度

3

31

36

70

平成 24(2012)年度

6

9

29

44

平成 25(2013)年度

5

15

19

39

平成 26(2014)年度

1

24

25

50

平成 27(2015)年度

3

33

52

88

研究利用では、子ども、スポーツ、ビジネスなどを対象とした研究、特にスポーツ保育
やチャイルドビジネスなどの研究の貴重なフィールドになる。学生満足度向上では、部活
やサークルを含め、学生の主体的なスクール参加が満足度の向上に寄与するよう図ってい
る。最後に部活動やサークル活動のサポートでは、参加した部活動やサークル活動に対し、
回数に見合った金額を予算に加えることにより、活動を金銭的にサポートする。また、運
動部においては、子どもたちに教えることにより、そのスポーツの動きの本質に気づく、
スポーツの楽しさを再確認できるなど、技術的・精神的な向上も期待できる。
Ｂ．キッズスクールの内容
平成 25(2013)年度のキッズスクールの内容について説明する。クラスには、年中、年長
～小 1、小 2～小 3 の 3 つがある。スクールは 5 月から翌年 3 月までで、その期間の土曜
日 24 回が開校日である。各クラスは、表 A-2-2 で示すように 24 回の各回について種目の
異なるスポーツを体験できるようにスケジューリングされている。
表 A-2-2 平成 25(2013)年度キッズスクール開講日
週

月

日

年長～小 1

年中

小 2～小 3

1

5

25

幼児スポーツ

幼児スポーツ

体操・トランポリン

2

6

1

幼児スポーツ

体操・トランポリン

バレーボール

3

15

幼児スポーツ

サッカー

アビリティ

4

22

幼児スポーツ

バレーボール

サッカー

5

29

幼児スポーツ

幼児スポーツ

サッカー

体操・トランポリン

サッカー

アビリティ

6

7

6

7

13

幼児スポーツ

幼児スポーツ

サッカー

8

20

幼児スポーツ

バレーボール

テニス

21

幼児スポーツ

サッカー

アビリティ

9

9
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10

28

体操・トランポリン

幼児スポーツ

テニス

5

幼児スポーツ

体操・トランポリン

テニス

12

12

幼児スポーツ

サッカー

体操・トランポリン

13

26

幼児スポーツ

幼児スポーツ

テニス

9

幼児スポーツ

テニス

サッカー

30

幼児スポーツ

体操・トランポリン

サッカー

7

幼児スポーツ

幼児スポーツ

サッカー

21

幼児スポーツ

体操・トランポリン

アビリティ

幼児スポーツ

バスケットボール

バスケットボール

体操・トランポリン

バレーボール

アビリティ

22

幼児スポーツ

幼児スポーツ

バスケットボール

1

幼児スポーツ

バスケットボール

体操・トランポリン

22

8

幼児スポーツ

体操・トランポリン

テニス

23

15

幼児スポーツ

バスケットボール

バレーボール

24

22

幼児スポーツ

幼児スポーツ

バスケットボール

11

14

10

11

15
16

12

17
18

1

11

19

2

8

20
21

3

注）幼児スポーツ：いろいろな遊びを行う。
注）アビリティ：スポーツアビリティ（スポーツセンス）を高める運動・遊びを行う。

Ｃ．キッズスクールの運営
本学のキッズスクールの特徴は、学生を中心とした運営が行われていることである。具
体的には、スクールの基礎となる部分の運営は、スポーツ保育サークルの学生が統一的に
行っており、学生の相談相手にはスポーツ課の職員があたっている。基礎となる部分の仕
事とは、年間スケジュールの作成、会員募集、指導メンバーの割り付けなど計画部分と、
スクール当日の受付や会場手配、連絡その他である。マネジメント的な側面があるので、
スポーツ保育専攻の学生だけではなくスポーツ経営専攻の学生も加わり、関心を持って仕
事を進めている。各スクールのスポーツ指導は、授業履修中の一般学生と部活の学生が行
う。すなわち、授業の場合には担当教員、部活の場合には監督の指示のもとではあるが、
指導も学生主体で行っている。例えばサッカーの場合、年中クラスと年長小 1 クラスの指
導は、ジュニアスポーツ指導法など幼児教育の授業履修中の学生が行う。小 2 小 3 クラス
では D 級サッカーコーチ履修中の学生が指導する。こちらはサッカー技術の指導が中心に
なる。サッカーの場合、サッカー部はキッズスクールの運営に関与していないが、D 級サ
ッカーコーチの履修者の多くはサッカー部員である。サッカー以外のスポーツでは、技術
指導中心の小 2 小 3 クラスは運動部の学生が指導している。学生主体の指導とは、学生自
身が指導計画の立案、内容を更に練る、実際に指導する、指導の中でいろいろな気付きを
する、反省・改善を行うという PDCA プロセスを回していることになる。その中で、当然
子供たちやその保護者と直接学生が接するわけで、そのことが地域と大学の関係を強める
ツールとしても大きな効果を発揮している。
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Ｄ．キッズスクールの統括と管理
キッズスクールは本学経営学部の「スポーツ教育研究所」の事業として行っており、本
学の統括管理下にある。具体的には学部組織として学部長の命を受け、スポーツ教育研究
所運営委員会を通じてキッズスクールの統括と管理を行っている。事務組織として大学事
務局長の管理下で、スポーツ課の職員が学生の相談に乗りながら日常運営状況をチェック
している。また、スポーツ教育研究所運営委員会の事務担当として日常運営状況をまとめ、
同委員会へ報告している。
２．スポーツスクール
Ａ．スポーツスクール運営に至る背景
スポーツ基本法（平成 23(2011)年８月施行）に基づき、スポーツ基本計画（平成 24(2012)
年３月）が策定され、平成 24(2012)年度から 10 年間のスポーツ推進の基本方針と５年間
の総合的かつ計画的に取組むべき施策が示された。
本学経営学部ではスポーツ経営学科の開設以来、スポーツ健康活動を推進しており、キ
ッズスクールの運営、静岡県健康長寿財団からの受託事業の「いきいき運動教室」及び「大
腰筋トレーニングマシン教室」の運営、更に、ジュビロ磐田、磐田東高等学校及び磐田南
交流センター等とのスポーツを通じた連携活動を積極的に推し進め定着させてきた。
本学と磐田市は、平成 25(2013)年 5 月包括連携に関する協定書を締結し、それぞれの資
源や機能等を活用し、総合型地域スポーツクラブや幼児・児童を対象とするスポーツ教育
において相互に連携及び協力するものとし、磐田市から大学への支援も受けている。
このような中で、本学経営学部では、サッカー、体操、トランポリン、柔道の学生スポ
ーツ活動の強化に力を入れてきたことで、指導者の充実、部員数の増加が進み、これらの
活動を行う施設の整備を積極的に行ってきた。
Ｂ．総合型地域スポーツクラブをへの期待
地域住民に年齢、興味・関心、技術・技能レベル等に応じたさまざまなスポーツ機会を
提供する多種目、多世代、多志向のスポーツクラブの設立・運営が、地域社会の再生と生
涯を通じた住民のスポーツ参画の基盤として期待されている。また、スポーツ基本計画で
は、総合型地域スポーツクラブの育成のため、地域の大学（特に体育系大学・学部）が持
つ種々の資産の活用が望まれている。
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図 A-2-1

実践的教育

教職員

学生

総合型地域スポーツクラブ

地域のスポーツに関する

地域

＝

住民

「アクティブラーニング」

研究を行い、地域に還元

＝

経営や指導の実践

「知の移転」の場として

の場として

大学の地域貢献の場として

Ｃ．スポーツスクール運営の目的と効果
今後の総合型地域スポーツクラブの認定を念頭に置いた本学のスポーツスクールは、サ
ッカー、体操、トランポリン、柔道の 4 競技で小学生、中学生、高校生の年代を対象とし
て運営しており、スポーツブランドを構築し競争力を高めるとともに、人材育成とスポー
ツ産業の創造につなげ、地域貢献と大学発展に寄与するものと考えている。
期待される効果について、教育研究面では、学生がクラブ運営にかかわるアクティブラ
ーニングの場の提供、教員が地域のスポーツをテーマとした研究を行い、研究成果を地域
に還元することでスポーツの知の拠点の形成ができる。地域貢献面では、本学が持つ人材、
施設・設備、情報などの資源・資産を地域に還元・活用によって地域貢献につながる。学
生募集面では、本学独自のスポーツ活動に関心を持つ高校生に対する募集力向上につなが
るとともに、本学スポーツクラブで活動した地域の子どもたちによる、将来の「デュアル
キャリア」を求めた本学進学への期待が高まる。本学認知面では、本学スポーツコンテン
ツの情報発信による認知度向上の広報メリットがある。
Ｄ．事業の運営主体
スポーツスクールの事業については、平成 25(2013)年度より「特定非営利活動法人幼少
年スポーツ健康育成研究会」で運営してきたが、総合型地域スポーツクラブ認定を視野に
入れ、平成 27(2015)年度より本学に事業を移管し、キッズスクールと同様に、「スポーツ
教育研究所」の事業として、学部組織を通じて統括管理していく（【資料 A-2-2】を参照）。
Ｅ．学内の運営体制
スポーツスクールの運営体制は、大学事務局スポーツ課の職員 3 人で構成し、指導体制
は、各競技種目の部活動指導者 8 人及び学生部員で構成している。
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表 A-2-3

会員数及び事業収支

【会員数】

（人）
Ｈ25 実績

Ｈ26 実績

合計

257

285

285

サッカー

87

131

131

150

123

123

14

25

25

6

6

6

会員

体操
ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ
柔道
【事業収支】
収入

Ｈ26 実績

Ｈ27 予算

（会費）

10,455

16,802

18,597

サッカー

3,632

7,271

8,205

体操

6,360

8,457

9,141

348

1,057

1,233

柔道

26

18

18

その他

90

0

0

9,020

14,143

14,990

人件費

7,113

12,329

12,390

経費

1,907

1,814

2,600

差 額

1,435

2,659

3,607

支出

備 考

（金額単位：千円）
Ｈ25 実績

ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ

収支

Ｈ27 予算

備 考

（3）A－2の改善・向上方策（将来計画）
キッズスクールを設置してから 10 年が経過し、当初掲げた目的に対して予想以上の成
果をあげている。そのことは参加希望者の増加、学校関係者や行政関係者からの評判など
でうかがい知ることができる。主催する立場として過去の成果に安住することなく、更に
改善して向上させるべくいろいろなアイディアや方策が出されている。これについて、こ
こでは 3 点に分けて説明する。1 点目は現状の運営面について、学生主体で行っているた
め、不明確だったり、ルーズになってしまう部分の改善である。これは、例えば受付や終
了時間を明確にさせること、参加者に購入させた用具をしっかり使わせること、当日の案
内表示や連絡事項の徹底などである。これらはサービス事業のベースの部分であるので、
教育の一環として学生にしっかり意識付ける場となっている。2 点目は種目やクラスの増
加、場所の増加などである。種目としては現在でも 7 種目あり十分な数であるが、加えて
水泳、スケート、スキーなどシーズンスポーツの要望がある。また、幼児には幼児スポー
ツとして「遊ぶ」という感覚の延長で餅つきやクリスマスなどの催しの要望もある。その
他にも、磐田市からは大学以外の他の地域に出かけてのキッズスクールの実施も要請され
ている。それら地域の要望を、学生の指導力やキャパシティ、実施時の安全性などを十分
勘案しながら、地域と大学の連携強化としてどのように発展させていくか考えていくこと
になる。3 点目は大学としてキッズスクールを研究の対象として、その成果を地域の子育
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て支援にフィードバックしていく作業を進めることである。本学では、今後、総合型地域
スポーツクラブの認定を視野に入れて、スポーツスクールの運営、
「いきいき運動教室」や
「大腰筋トレーニングマシン教室」の運営により、多種目、多世代、多志向のスポーツク
ラブとして、地域住民にさまざまなスポーツの機会を提供し、生涯を通じたスポーツ参画
の基盤づくりを本学の学生が主体となって、地域と連携し、更に進めていく。また、
「スポ
ーツ教育研究所」におけるスポーツ教育、スポーツ保育、及び応用心理学研究センターに
おけるスポーツ心理学の分野を糾合し、幼児及び小学校低学年のスポーツのあり方にスポ
ーツ保育という立場から一石を投じ、それをブランド化しようとしている。そして、その
実践を地域社会全体が享受してもらいたいと考えている。
A－3 総合研究所の取組み
≪A－3の視点≫
A-3-①

設立目的、事業計画

（1）A－3の自己判定
基準項目 A－3 を満たしている。
（2）A－3の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
A-3-①

設立目的、事業計画

「静岡産業大学総合研究所」は、静岡産業大学の研究・教育を強化、支援することによ
り、静岡産業大学のミッションである「地域社会の発展に寄与する教育、研究、情報、ア
イディア、サービス等の提供を通じて広く社会貢献を行う」を促進するとともに、静岡県
の地域社会・産業社会が求める研究、情報啓発活動を行うことを目的として、平成 24(2012)
年 4 月に創設された。
「静岡産業大学総合研究所」は、所長、所長代理、副所長、主任研究員、研究員、客員
研究員、特別研究員及び事務局で組織され、主任研究員及び研究員には静岡産業大学に在
籍するすべての教授、准教授、講師、特任教授及び特任講師が兼務するとともに、大学外
の優れた専門の経験と学識を有する者を客員研究員として招聘している。また、前述の目
的を達成するための事業として、(1)補助金、助成金等による自主研究、教材開発などの事
業、(2)調査・研究、離転職者等の研修・訓練などの受託事業、(3)学部単位認定コース、語
学・資格認定講座などの研修事業、(4)官公庁、企業、団体向けのコンサルタント事業、等
を行うことが規程により定められている。
実施した事業の例としては、平成 24(2012)年度は総合研究所の運営に必要な内規や各種
様式の制定に時間を費やしたため、3 回の総合研究所創設記念シンポジウムの開催や数回
の研修事業の実施にとどまったが、平成 25(2013)年度は「ルネサンスパソコン講座」や「宅
地建物取引主任者資格試験講座」、磐田市異業種交流会や藤枝商工会議所等と連携した各種
セミナー、更には静岡空港の活用をテーマとしたシンポジウム等を積極的に開催した。ま
た、地元企業（藤枝市㈱太晴自動車）からの新規事業市場調査の相談や静岡県人事課教育
班のプロポーサル事案等、残念ながら事業の受注には結びつかなかったものの、総合研究
所において事業の組み立てや提案を積極的に実施した。創設 3 年目となる平成 26(2014)
年度には、前年に引き続き「ルネサンスパソコン講座」や「宅地建物取引主任者資格講座」、
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磐田市異業種交流会を実施するとともに、藤枝商工会議所とは「経営力アップ道場 2014」
と題した計 8 回のセミナーを静岡産業大学の教員 8 人により開催し更に連携を深めること
となった。更に、藤枝市や静岡市産学交流センター、NPO 法人くらしまち継承機構など
の新たな外部組織からもセミナー等の事業を受託、実施することができ、より連携先を増
やすこととなった。また、加えて藤枝市の職員と民間企業社員が藤枝市の振興と発展に係
る課題意識と情報を共有する機会とする「官民連携ゼミ藤枝」と題した事業や、磐田市の
JR 新駅設置に関わる地域経済波及効果分析などの事業を実施予定であり、今後は地元自
治体との連携も強化していく（【資料 A-3-1】
【資料 A-3-2】
【資料 A-3-3】
【資料 A-3-4】
【資
料 A-3-5】【資料 A-3-6】を参照）。
（3）A－3の改善・向上方策（将来計画）
これまで実施をした事業について今後とも推進していくことはもちろんのこと、環境・
CSR(Corporate Social Responsibility)分野におけるセミナーやコンサルティングを地元
企業にアプローチしていく。また、市町管理職員に対する施策立案と提案に関する研修や
市町職員に対する政策形成ゼミナール、SNS(Social Networking Service)を活用した市
民・町民の施策満足度把握手法研修、市町産業連関表作成などの市町職員向けの研修事業
を積極的に提案、受託していくとともに、地元商工会議所に対しては SNS の活用やマー
ケティング手法研修等を連携して実施していく。このように、地元企業や行政に対してア
プローチを実施し、コンサルティングや研修等を通じて連携することで地元に貢献してい
く。
［基準 Aの自己評価］
本学は、大学の理念・ミッション、学部教育目標の中で地域社会との連携を重視し、地
域とともにある大学であることを明記し、また県民大学宣言により、それを広く周知させ
ている。地域社会との連携は、教育や研究において多様な手段で行われている。中でも、
基準 A-1 の冠講座、基準 A-2 のキッズスクールやスポーツスクールは、本学独自の目標と
アイディアでスタートし、それぞれ 14 年、10 年と継続する中で、結果に基づきさまざま
な改善が加えられてきたものであり、評価できる。また、大学運営面からも、カリキュラ
ム、規約等の形で仕組みが整備され、機能していることから評価できる。
総合研究所は、磐田市や藤枝市を中心とした行政や商工会議所、地域金融機関等との連
携が進んでいる。更に今後は連携対象を増すことにより連携範囲を広めていく。また、社
会人資格講座等を企画、開催することにより、地域の個人に対しても総合研究所の存在意
義を高めていく。

98

静岡産業大学

Ⅴ．エビデンス集一覧
エビデンス集（データ編）一覧
コード

タイトル

【表 F－1】

大学名・所在地等

【表 F－2】

設置学部・学科・大学院研究科等／開設予定の学部・学科・大学院研究科等

【表 F－3】

学部構成（大学・大学院）

【表 F－4】

学部・学科の学生定員及び在籍学生数

【表 F－5】

大学院研究科の学生定員及び在籍学生数

【表 F－6】

備考

該当なし

全学の教員組織（学部等）
全学の教員組織（大学院等）

該当なし

【表 F－7】

附属校及び併設校、附属機関の概要

【表 F－8】

外部評価の実施概要

【表 2－1】

学部、学科別の志願者数、合格者数、入学者数の推移（過去 5 年間）

【表 2－2】

学部、学科別の在籍者数（過去 5 年間）

【表 2－3】

大学院研究科の入学者数の内訳（過去 3 年間）

【表 2－4】

学部、学科別の退学者数の推移（過去 3 年間）

【表 2－5】

授業科目の概要

【表 2－6】

成績評価基準

【表 2－7】

修得単位状況（前年度実績）

【表 2－8】

年間履修登録単位数の上限と進級、卒業（修了）要件（単位数）

【表 2－9】

就職相談室等の利用状況

該当なし

【表 2－10】 就職の状況（過去 3 年間）
【表 2－11】 卒業後の進路先の状況（前年度実績）
【表 2－12】 学生相談室、医務室等の利用状況
【表 2－13】 大学独自の奨学金給付・貸与状況（授業料免除制度）（前年度実績）
【表 2－14】 学生の課外活動への支援状況（前年度実績）
【表 2－15】 専任教員の学部、研究科ごとの年齢別の構成
【表 2－16】 学部の専任教員の1週当たりの担当授業時間数（最高、最低、平均授業時間数）
【表 2－17】 学部、学科の開設授業科目における専兼比率
【表 2－18】 校地、校舎等の面積
【表 2－19】 教員研究室の概要
【表 2－20】 講義室、演習室、学生自習室等の概要
【表 2－21】 附属施設の概要（図書館除く）
【表 2－22】 その他の施設の概要
【表 2－23】 図書、資料の所蔵数
【表 2－24】 学生閲覧室等
【表 2－25】 情報センター等の状況
【表 2－26】 学生寮等の状況

該当なし

【表 3－1】

職員数と職員構成（正職員・嘱託・パート・派遣別、男女別、年齢別）

【表 3－2】

大学の運営及び質保証に関する法令等の遵守状況

【表 3－3】

教育研究活動等の情報の公表状況

【表 3－4】

財務情報の公表（前年度実績）

【表 3－5】

消費収支計算書関係比率（法人全体のもの）（過去 5 年間）

【表 3－6】

消費収支計算書関係比率（大学単独）（過去 5 年間）

【表 3－7】

貸借対照表関係比率（法人全体のもの）（過去 5 年間）

【表 3－8】

要積立額に対する金融資産の状況（法人全体のもの）（過去 5 年間）

※該当しない項目がある場合は、備考欄に「該当なし」と記載。

99

静岡産業大学

エビデンス集（資料編）一覧
基礎資料
タイトル

コード
【資料 F-1】
【資料 F-2】
【資料 F-3】
【資料 F-4】

【資料 F-5】

【資料 F-6】
【資料 F-7】
【資料 F-8】

【資料 F-9】

【資料 F-10】

該当する資料名及び該当ページ

備考

寄附行為
学校法人新静岡学園寄附行為
大学案内
大学案内 2015
大学学則、大学院学則
静岡産業大学学則
学生募集要項、入学者選抜要綱
静岡産業大学

学生募集要項

学生便覧、履修要項
学生便覧 2015 経営学部・情報学部
シラバス 2015 経営学部・情報学部
SSU 履修ガイド 2015 経営学部・情報学部
事業計画書
平成 27 年度 学校法人新静岡学園事業計画書
事業報告書
平成 26 年度 学校法人新静岡学園事業報告書
アクセスマップ、キャンパスマップなど
大学案内 2015 (p.55、56)

【資料 F-2】と同じ

法人及び大学の規程一覧（規程集目次など）
学校法人新静岡学園法人規程目次
静岡産業大学規程目次、静岡産業大学学部規程目次
理事、監事、評議員などの名簿（外部役員・内部役員）及び理
事会、評議員会の開催状況（開催日、開催回数、出席状況など）
がわかる資料（前年度分）
学校法人新静岡学園 役員等一覧
平成 26 年度 理事会開催状況
平成 26 年度 常任理事会開催状況
平成 26 年度 評議員会開催状況

基準 1．使命・目的等
基準項目
コード

該当する資料名及び該当ページ

備考

1-1．使命・目的及び教育目的の明確性
【資料 1-1-1】

静岡産業大学の理念

【資料 1-1-2】

静岡産業大学のミッション

【資料 1-1-3】

大学案内 2015

【資料 1-1-4】

静岡産業大学ホームページ (http://www.ssu.ac.jp)

【資料 1-1-5】

静岡産業大学の県民大学宣言

【資料 1-1-6】

静岡産業大学学則 第 2 条の 2

【資料 F-3】と同じ

【資料 1-1-7】

学生便覧 2015 経営学部

【資料 F-5】と同じ

【資料 1-1-8】

学生便覧 2015 情報学部

【資料 F-5】と同じ

【資料 F-2】と同じ

1-2．使命・目的及び教育目的の適切性
【資料 1-2-1】

静岡産業大学のミッション

【資料 1-2-2】

第 4 回 ラーニングメソッド研究会

【資料 1-1-2】と同じ

【資料 1-2-3】

冠講座一覧の資料

【表 A-1-1】と同じ

100

静岡産業大学

【資料 1-2-4】

静岡産業大学の県民大学宣言

【資料 1-1-5】と同じ

【資料 1-2-5】

静岡産業大学学則 第 1 条

【資料 F-3】と同じ

1-3．使命・目的及び教育目的の有効性
【資料 1-3-1】

学校法人新静岡学園組織規程

【資料 1-3-2】

静岡産業大学大学協議会規程

【資料 1-3-3】

静岡産業大学大学運営会議規程

【資料 1-3-4】

2015 大学教育・運営方針

【資料 1-3-5】

【資料 1-3-7】

2015 中長期計画書
静岡産業大学の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
静岡産業大学学則 第 2 条

【資料 1-3-8】

静岡産業大学組織規程

【資料 1-3-6】

【資料 F-3】と同じ

基準 2．学修と教授
基準項目
コード

該当する資料名及び該当ページ

備考

2-1．学生の受入れ
【資料 2-1-1】

静岡産業大学

学生募集要項

【資料 F-4】と同じ

【資料 2-1-2】

静岡産業大学ホームページ (http://www.ssu.ac.jp)

【資料 2-1-3】

静岡産業大学全学入学試験委員会規程

【資料 1-1-4】と同じ

2-2．教育課程及び教授方法
【資料 2-2-1】

静岡産業大学学則 第 2 条の 2

【資料 F-3】と同じ

【資料 2-2-2】

大学案内 2015 (
p.31～36)

【資料 F-2】と同じ

【資料 2-2-3】

静岡産業大学学部カリキュラム委員会規程

【資料 2-2-4】

2015 年度

第 1 回教務委員会

経営学部 資料 1

【資料 2-2-5】

2015 年度

第 1 回教務委員会

経営学部 議事録

【資料 2-2-6】

学生便覧 2015 経営学部 (p.58)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-2-7】

大学案内 2015 (p.45～48)

【資料 F-2】と同じ

【資料 2-2-8】

SSU 履修ガイド 2015 情報学部 (
p.7)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-2-9】

SSU 履修ガイド 2015 経営学部（１年生用） (
p.43～51)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-2-10
】

シラバス 2015 経営学部 (p.53)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-2-11
】

2014 年度

【資料 2-2-12
】

SSU 履修ガイド 2015 経営学部（１年生用） (
p.24～29)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-2-13
】

SSU 履修ガイド 2015 経営学部（１年生用） (
p.30～35)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-2-14
】

SSU 履修ガイド 2015 経営学部（１年生用） (
p.36～41)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-2-15
】

シラバス 2015 経営学部 (p.91～102)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-2-16
】

シラバス 2015 経営学部 (p.37)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-2-17
】

シラバス 2015 経営学部 (p.303)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-2-18
】

シラバス 2015 経営学部 (p.340)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-2-19
】

シラバス 2015 経営学部 (p.244)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-2-20
】

シラバス 2015 経営学部 (p.196)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-2-21
】

シラバス 2015 経営学部 (p.314)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-2-22
】

シラバス 2015 経営学部 (p.163)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-2-23
】

SSU 履修ガイド 2015 情報学部 (
p.16～44)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-2-24
】

2015 年度基礎ゼミ実施要項

【資料 2-2-25
】

2015 基礎ゼミの手引き

【資料 2-2-26
】

2015 基礎ゼミスケジュール

【資料 2-2-27
】

シラバス 2015 情報学部

第 11 回教授会 経営学部

資料Ⅰ-（1）

【資料 F-5】と同じ
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【資料 2-2-28
】

SSU 履修ガイド 2015 情報学部 (
p.58～61)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-2-29
】

SSU 履修ガイド 2015 情報学部 (
p.62～65)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-2-30
】

2014 年度

【資料 2-2-31
】

第4回

【資料 2-2-32
】

2014 年度

教育研究等実践報告

【資料 2-2-33
】

2015 年度

教育研究等実践目標

【資料 2-2-34
】

2014 年度

第 11 回教授会 経営学部

第 5 回教授会 経営学部 資料Ⅰ-（2）

ラーニングメソッド研究会

【資料 1-2-2】と同じ

資料Ⅰ-（1）

【資料 2-2-11
】と同じ

2-3．学修及び授業の支援
【資料 2-3-1】

静岡産業大学学部カリキュラム委員会規程

【資料 2-3-2】

静岡産業大学学部教務委員会規程

【資料 2-2-3】と同じ

【資料 2-3-3】

シラバス 2015 経営学部 (p.53)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-3-4】

2015 年度基礎ゼミ実施要項

【資料 2-2-24
】と同じ

【資料 2-3-5】

2015 基礎ゼミの手引き

【資料 2-2-25
】と同じ

【資料 2-3-6】

2015 基礎ゼミスケジュール

【資料 2-2-26
】と同じ

【資料 2-3-7】

学生便覧 2015 経営学部 (p.33～34)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-3-8】

学生便覧 2015 情報学部 (p.35～36)

【資料 F-5】と同じ
【資料 F-5】と同じ

【資料 2-3-9】

学生便覧 2015 経営学部 (p.36～37)

【資料 2-3-10
】

本学ウェブページ・「キッズスクール（情報）」

【資料 2-3-11
】

学生便覧 2015 経営学部 (p.25～27)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-3-12
】

学生便覧 2015 情報学部 (p.47～48)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-3-13
】

学生便覧 2015 経営学部 (p.30～32)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-3-14
】

学生便覧 2015 情報学部 (p.39)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-3-15
】

学生便覧 2015 経営学部 (p.27～30)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-3-16
】

学生便覧 2015 情報学部 (p.43)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-3-17
】

2014 年度

第 11 回教授会 経営学部

【資料 2-3-18
】

2015 年度

第 1 回教授会 経営学部 資料Ⅰ-（1）

【資料 2-3-19
】

2014 年度

第 6 回教務委員会

【資料 2-3-20
】

2014 年度

第 4 回教授会 情報学部 資料 8

【資料 2-3-21
】

2013 年度

第 5 回教授会 経営学部 資料Ⅰ-（2）

【資料 2-3-22
】

学生便覧 2015 経営学部 (p.5)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-3-23
】

学生便覧 2015 情報学部 (p.38)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-3-24
】

学生便覧 2015 経営学部 (p.9)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-3-25
】

学生便覧 2015 情報学部 (p.41)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-3-26
】

静岡産業大学スチューデント・アシスタントに関する規程

【資料 2-3-27
】

2014 年度

第 2 回教務委員会

経営学部 資料Ⅰ（2）

【資料 2-3-28
】

2014 年度

第 6 回教務委員会

経営学部 議事録

資料Ⅰ-（1
）

【資料 2-2-11
】と同じ

情報学部 資料 6

2-4．単位認定、卒業・修了認定等
【資料 2-4-1】

学生便覧 2015 経営学部 (p.58)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-4-2】

SSU 履修ガイド 2015 情報学部 (p.7)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-4-3】

学生便覧 2015 経営学部 (p.62)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-4-4】

SSU 履修ガイド 2015 情報学部 (
p.12～14)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-4-5】

シラバス 2015 経営学部

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-4-6】

シラバス 2015 情報学部

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-4-7】

2014 年度

第 10 回教務委員会

【資料 2-4-8】

2014 年度

卒業研究抄録集 静岡産業大学経営学部

【資料 2-4-9】

2015（平成 27）年度「卒業研究」の取り扱いについて
2013（平成 25）年度 静岡産業大学情報学部 卒業研究集
(DVD)
学生便覧 2015 経営学部 (p.46)

【資料 2-4-10
】
【資料 2-4-11
】

経営学部 資料 13
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【資料 F-5】と同じ
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【資料 2-4-12
】

学生便覧 2015 情報学部 (p.24)

【資料 2-4-13
】

学生便覧 2015 経営学部 (p.63)

【資料 2-4-14
】

2014 年度

【資料 2-4-15
】

学生便覧 2015 経営学部 (p.64)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-4-16
】

SSU 履修ガイド 2015 情報学部 (p.14)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-4-17
】

【資料 F-3】と同じ

【資料 2-4-19
】

静岡産業大学学則 第 28 条、29 条
静岡産業大学成績評価基準及び追・再試験等に関する申し合わ
せ事項 (p.3)
SSU 履修ガイド 2015 経営学部（１年生用） (
p.10)

【資料 2-4-20
】

SSU 履修ガイド 2015 情報学部 (
p.57)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-4-21
】

静岡産業大学学則 第 24 条

【資料 F-3】と同じ

【資料 2-4-22
】

学生便覧 2015 経営学部 (p.66)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-4-23
】

SSU 履修ガイド 2015 情報学部 (
p.9)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-4-24
】

静岡産業大学学部間の履修に関する申し合わせ事項

【資料 2-4-25
】

静岡産業大学編入学規程

【資料 2-4-26
】

【資料 2-4-25
】と同じ

【資料 2-4-29
】

静岡産業大学編入学規程 第 8 条
静岡産業大学経営学部各種検定試験合格者の単位認定に関す
る申し合わせ事項
静岡産業大学情報学部各種検定試験合格者の単位認定に関す
る申し合わせ事項
SSU License Guide 2015 資格の手引き 情報学部

【資料 2-4-30
】

修得単位状況（前年度実績）

【表 2-7】と同じ

【資料 2-4-31
】

評価方法に関する研修会 GPA の導入、五段階評価について

【資料 2-4-32
】

2014 年度

【資料 2-4-18
】

【資料 2-4-27
】
【資料 2-4-28
】

【資料 F-5】と同じ
【資料 F-5】と同じ

第 8 回教務委員会

経営学部 資料 3

【資料 F-5】と同じ

第2条

第 8 回教授会 経営学部 資料Ⅰ-（1）

2-5．キャリアガイダンス
【資料 2-5-1】

静岡産業大学組織規程

【資料 2-5-2】

静岡産業大学学部就職委員会規程

【資料 1-3-8】と同じ

【資料 2-5-3】

学校法人新静岡学園事務組織図

【資料 2-5-4】

経営学部就職関連行事

【資料 2-5-5】

情報学部就職関連行事

【資料 2-5-6】

シラバス 2015 経営学部 (p.59～62)

【資料 2-5-7】

ゼミ巡回スケジュール

【資料 2-5-8】

シラバス 2015 経営学部 (p.59～62)

【資料 2-5-9】

シラバス 2015 経営学部 (p.166)

【資料 2-5-10
】

SSU License Guide 2015 資格の手引き

【資料 2-5-11
】

キッズスクール開催実績

【資料 F-5】と同じ
【資料 F-5】と同じ
【資料 F-5】と同じ
経営学部

2015 年度 第 2 回教務委員会 経営学部 議事録
1 年次後期から 3 年次前期の進路サポート(Career Café)につい
【資料 2-5-13
】
て
2-6．教育目的の達成状況の評価とフィードバック
【資料 2-5-12
】

【資料 2-6-1】

第4回

【資料 2-6-2】

平成 26 年度授業評価アンケート

【資料 2-6-3】

2013 年度

【資料 2-6-4】

平成 25(2013)年度

【資料 2-6-5】

平成 26 年度授業評価アンケート

【資料 2-6-6】

学生の学習行動把握のためのアンケート調査

【資料 2-6-7】

2015 年度

教育研究等実践目標

【資料 2-2-33
】と同じ

【資料 2-6-8】

2014 年度

教育研究等実践報告

【資料 2-2-32
】と同じ

【資料 2-6-9】

2014 年度

第 3 回教授会 経営学部 資料Ⅲ-（1）

ラーニングメソッド研究会

【資料 1-2-2】と同じ

調査概要報告

第 9 回教授会 経営学部 資料Ⅰ-（2）
第 1 回全学教養教育委員会 議事録
調査概要報告
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【資料 2-6-2】と同じ
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【資料 2-6-13
】

学部 FD 研修会 アクティブ・ラーニングについて、PBL 教育
の方法
2014 年度 第 8 回教授会 経営学部 資料Ⅰ-（1）
【資料 2-4-32
】と同じ
2014 年度 第 2 回学部運営委員会 情報学部 資料 2-1・2-2・
2-3・2-4・2-5・2-6
シラバス 2015 情報学部
【資料 F-5】と同じ

【資料 2-6-14
】

SSU NEWS 2014-04-Vol.22 (p.5)

【資料 2-6-15
】

大学案内 2015 (p.45)

【資料 F-2】と同じ

【資料 2-6-16
】

2014 年度

第 5 回教授会 経営学部 資料Ⅰ-（2）

【資料 2-2-30
】と同じ

【資料 2-6-17
】

2014 年度

第 2 回教授会 情報学部 資料 11

【資料 2-6-18
】

平成 26 年度

【資料 2-6-19
】

2014 年度

【資料 2-6-10
】
【資料 2-6-11
】
【資料 2-6-12
】

FD 研修会の記録 情報学部

第 6 回教務委員会

経営学部 議事録

【資料 2-3-28
】と同じ

2-7．学生サービス
【資料 2-7-1】

静岡産業大学学部学生委員会規程

【資料 2-7-2】

学生便覧 2015 経営学部 (p.9～10)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-7-3】

学生便覧 2015 経営学部 (p.9～11、p.20～23)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-7-4】

学生便覧 2015 情報学部 (p.23～34)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-7-5】

静岡産業大学学部国際交流委員会規程

【資料 2-7-6】

静岡産業大学全学国際交流委員会規程

【資料 2-7-7】

学生便覧 2015 経営学部 (p.27～30)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-7-8】

学生便覧 2015 情報学部 (p.44～46)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-7-9】

在籍外国人留学生の出身地域別人数

【資料 2-7-10
】

海外協定教育機関との学生交流

【資料 2-7-11
】

静岡産業大学経済援助奨学金給付規程

【資料 2-7-12
】

学生便覧 2015 経営学部 (p.47)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-7-13
】

学生便覧 2015 情報学部 (p.24～26)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-7-14
】

学外の奨学金受給状況(2014 年度)

【資料 2-7-15
】

学生便覧 2015 経営学部 (p.28)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-7-16
】

学生便覧 2015 情報学部 (p.44)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-7-17
】

静岡産業大学特待生規程

【資料 2-7-18
】

静岡産業大学在学生特待生規程

【資料 2-7-19
】

学生便覧 2015 経営学部 (p.46)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-7-20
】

学生便覧 2015 情報学部 (p.24)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-7-21
】

静岡産業大学外国人留学生授業料等減免規程

【資料 2-7-22
】

学生便覧 2015 経営学部 (p.27)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-7-23
】

学生便覧 2015 情報学部 (p.44)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-7-24
】

静岡産業大学学生海外短期研修奨励金給付規程

【資料 2-7-25
】

静岡産業大学留学規程

【資料 2-7-26
】

静岡産業大学入学金減免規程

【資料 2-7-27
】

静岡産業大学社会人学生修学・学事奨励金給付規程

【資料 2-7-28
】

学生便覧 2015 経営学部 (p.47)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-7-29
】

学生便覧 2015 情報学部 (p.25)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-7-30
】

静岡産業大学入学時奨学金貸与規程

【資料 2-7-31
】

静岡産業大学守永国際交流資金運用規程

【資料 2-7-32
】

学生便覧 2015 経営学部 (p.41)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-7-33
】

学生便覧 2015 情報学部 (p.29)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-7-34
】

静岡産業大学特別教育奨励賞授与規程

【資料 2-7-35
】

特別教育奨励賞(2014 年度)

【資料 2-7-36
】

磐田学舎の窓から （静岡産業大学総合研究所、2014.11）

104

静岡産業大学

【資料 2-7-37
】

蒼樹祭 2014 （経営学部）

【資料 2-7-38
】

【資料 2-7-40
】

鳳翔祭 2014 （情報学部）
静岡産業大学国際センターだより 2014 年度第 25 号～第 27
号
学生便覧 2015 経営学部 (p.9、p.35)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-7-41
】

学生便覧 2015 情報学部 (p.40)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-7-42
】

保健センター・カウンセリングルーム利用案内（経営学部）

【資料 2-7-43
】

保健センター・談話室利用案内 2015（情報学部）

【資料 2-7-44
】

学生便覧 2015 経営学部 (p.9)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-7-45
】

学生便覧 2015 情報学部 (p.41)
静岡産業大学セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規
程
学生便覧 2015 経営学部 (p.10)

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-7-39
】

【資料 2-7-46
】
【資料 2-7-47
】

【資料 F-5】と同じ

2-8．教員の配置・職能開発等
【資料 2-8-1】

静岡産業大学の理念

【資料 1-1-1】と同じ

【資料 2-8-2】

【資料 1-1-2】と同じ

【資料 2-8-4】

静岡産業大学のミッション
静岡産業大学教育職員任用及び昇任規程、及び静岡産業大学専
任教員資格審査基準に関する内規並びに細則
静岡産業大学教授会及び専任教授会規程

【資料 2-8-5】

2014 年度

教育研究等実践報告

【資料 2-2-32
】と同じ

【資料 2-8-6】

2015 年度

教育研究等実践目標

【資料 2-2-33
】と同じ

【資料 2-8-7】

2015 大学教育・運営方針

【資料 1-3-4】と同じ

【資料 2-8-8】

第4回

【資料 1-2-2】と同じ

【資料 2-8-3】

ラーニングメソッド研究会

【資料 2-8-9】

平成 26 年度

【資料 2-8-10
】

第9回

FD 研修会の記録 情報学部

【資料 2-8-11
】

静岡産業大学研究活動助成金交付規程

【資料 2-8-12
】

静岡産業大学教職員海外研修派遣規程

【資料 2-8-13
】

静岡産業大学学部カリキュラム委員会規程

【資料 2-8-14
】

静岡産業大学全学教学委員会規程

【資料 2-6-18
】と同じ

全学研究発表大会

【資料 2-2-3】と同じ

2-9．教育環境の整備
【資料 2-9-1】

静岡産業大学 B
CP基本計画書

基準 3．経営・管理と財務
基準項目
コード

該当する資料名及び該当ページ

備考

3-1．経営の規律と誠実性
【資料 3-1-1】

学校法人新静岡学園宣言

【資料 3-1-2】

学校法人新静岡学園第三次創業宣言

【資料 3-1-3】

学校法人新静岡学園寄附行為

【資料 3-1-4】

学校法人新静岡学園寄附行為施行細則

【資料 3-1-5】

学校法人新静岡学園常任理事会規程

【資料 3-1-6】

【資料 F-10】と同じ

【資料 3-1-8】

学校法人新静岡学園理事会・評議員会運営細則
平成 26(2014)年度理事会・評議員会・常任理事会開催・出席状
況
静岡産業大学大学協議会規程

【資料 3-1-7】

【資料 F-1】と同じ

【資料 1-3-2】と同じ

【資料 3-1-9】

静岡産業大学教授会及び専任教授会規程

【資料 2-8-4】と同じ

【資料 3-1-10
】

静岡産業大学校地・校舎の面積

【表 2-18】と同じ

【資料 3-1-11
】

学校法人新静岡学園就業規則

【資料 3-1-12
】

学校法人新静岡学園個人情報保護規程
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【資料 3-1-13
】

【資料 3-1-15
】

学校法人新静岡学園教職員懲戒手続規程
地震防災・災害応急対策マニュアル（経営学部、情報学部）
大地震対応マニュアル（経営学部）
学校法人新静岡学園ウェブサイトへの決算情報等の掲載状況

【資料 3-1-16
】

平成 27 年度学校法人新静岡学園事業計画書

【資料 F-6】と同じ

【資料 3-1-17
】

平成 26 年度学校法人新静岡学園事業報告書

【資料 F-7】と同じ

【資料 3-2-1】

学校法人新静岡学園寄附行為

【資料 F-1】と同じ

【資料 3-2-2】

学校法人新静岡学園寄附行為施行細則

【資料 3-1-4】と同じ

【資料 3-2-3】

平成 26 年度理事会開催状況

【資料 F-10】と同じ

【資料 3-2-4】

平成 26 年度評議員会開催状況

【資料 F-10】と同じ

【資料 3-2-5】

平成 26 年度常任理事会開催状況

【資料 F-10】と同じ

【資料 3-2-6】

学校法人新静岡学園

【資料 F-10】と同じ

【資料 3-1-14
】

3-2．理事会の機能

役員等一覧

3-3．大学の意思決定の仕組み及び学長のリーダーシップ
【資料 3-3-1】

静岡産業大学学則

【資料 F-3】と同じ

【資料 3-3-2】

静岡産業大学組織規程

【資料 1-3-8】と同じ

【資料 3-3-3】

静岡産業大学のガバナンス

【資料 3-3-4】

静岡産業大学教授会及び専任教授会規程

【資料 2-8-4】と同じ

【資料 3-3-5】

静岡産業大学大学協議会規程

【資料 1-3-2】と同じ

【資料 3-3-6】

学長室の体制（平成 27 年度）

【資料 3-3-7】

静岡産業大学大学運営会議規程

【資料 3-3-8】

学校法人新静岡学園戦略会議規程

【資料 3-3-9】

静岡産業大学学長選考規程

【資料 3-3-10
】

大学協議会議案書（平成 26 年度）

【資料 3-3-11
】

大学運営会議議案書（平成 26 年度）

【資料 1-3-3】と同じ

3-4．コミュニケーションとガバナンス
【資料 3-4-1】

学校法人新静岡学園常任理事会規程

【資料 3-1-5】と同じ

【資料 3-4-2】

学校法人新静岡学園事務連絡協議会設置に関する規程

【資料 3-4-3】

事務連絡協議会開催内容（平成 26 年度）

【資料 3-4-4】

理事長方針（平成 27 年度）

【資料 3-4-5】

人事に関する方針（平成 27 年度）

【資料 3-4-6】

予算編成方針（平成 27 年度）

【資料 3-4-7】

学長方針（平成 27 年度）

【資料 3-4-8】

方針実施計画書（平成 26 年度）

【資料 3-4-9】

業務報告書（平成 26 年度）

【資料 3-4-10
】

方針達成状況（平成 26 年度）

【資料 3-4-11
】

第4回

ラーニングメソッド研究会

【資料 1-2-2】と同じ

【資料 3-4-12
】

第9回

全学研究発表大会

【資料 2-8-10
】と同じ

【資料 3-4-13
】

大化け提案＆ひとり一善二改革運動開催内容（平成 26 年度）

3-5．業務執行体制の機能性
【資料 3-5-1】

静岡産業大学組織規程

【資料 1-3-8】と同じ

【資料 3-5-2】

人事に関する方針（平成 26 年度）

【資料 3-5-3】

学校法人新静岡学園事務組織図

【資料 3-5-4】

学校法人新静岡学園法人事務組織規程

【資料 3-5-5】

学校法人新静岡学園事務職員研修規程

【資料 3-5-6】

事務職員階層別研修実施内容（平成 26 年度）

【資料 3-5-7】

事務職員合同研修実施内容（平成 26 年度）

【資料 2-5-3】と同じ

3-6．財務基盤と収支
【資料 3-6-1】

平成 27 年度 事業計画 方針編・資料編
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【資料 3-6-2】

平成 27 年度 人事方針・予算編成方針

【資料 3-6-1】に含む

【資料 3-6-3】

平成 26 年度 静岡産業大学総合研究所 事業実績

【資料 3-6-1】に含む

【資料 3-6-4】

平成 26 年度 業務報告書 提出状況

【資料 3-6-1】に含む

3-7．会計
【資料 3-7-1】

学校法人新静岡学園会計規程・同 施行細則

【資料 3-7-2】

契約及び入札〔会計規程第 7 章〕の規定の運用について

【資料 3-7-3】

予算の弾力的運用について

【資料 3-7-4】

公認会計士監査日程について

【資料 3-7-5】

理事会・評議員会提出監査報告書

【資料 3-7-6】

様式第 1 号監査計画書

【資料 3-7-7】

平成 27 年度監査スケジュール

【資料 3-7-8】

平成 27 年度監査日程

【資料 3-7-9】

様式第 2 号監査結果について（報告）

【資料 3-7-10
】

平成 27 年度期末監事監査事項

【資料 3-7-11
】

監査人による業務改善指導について

基準 4．自己点検・評価
基準項目
コード

該当する資料名及び該当ページ

備考

4-1．自己点検・評価の適切性
【資料 4-1-1】

静岡産業大学の理念

【資料 1-1-1】と同じ

【資料 4-1-2】

静岡産業大学のミッション

【資料 1-1-2】と同じ

【資料 4-1-3】

静岡産業大学自己点検・評価実施規程

【資料 4-1-4】

静岡産業大学全学自己点検・評価委員会規程

【資料 4-1-5】

【資料 4-1-9】

静岡産業大学学部自己点検・評価委員会規程
大学機関別認証評価実施大綱 平成 27 年度版（日本高等教育評
価機構）
静岡産業大学 平成 20 年度自己評価報告書・本編（日本高等
教育評価機構）平成 20 年 6 月
静岡産業大学 平成 20 年度大学機関別認証評価 評価報告書
（日本高等教育評価機構）平成 21 年 3 月
2015 年度 教育研究等実践目標

【資料 2-2-33
】と同じ

【資料 4-1-10
】

2014 年度

【資料 2-2-32
】と同じ

【資料 4-1-11
】

平成 26 年度授業評価アンケート

【資料 4-1-12
】

学生の学修行動把握のためのアンケート調査

【資料 2-6-6】と同じ

【資料 4-1-13
】

平成 25(2013)年度

【資料 2-6-4】と同じ

【資料 4-1-6】
【資料 4-1-7】
【資料 4-1-8】

教育研究等実践報告
調査概要報告

第 1回全学教養教育委員会 議事録

【資料 2-6-2】と同じ

4-2．自己点検・評価の誠実性
【資料 4-2-1】

学長方針（平成 27 年度）

【資料 4-2-2】

学部長方針（平成 27 年度）

【資料 4-2-3】

業務報告書（平成 26 年度）

【資料 3-4-9】と同じ

【資料 4-2-4】

2015 年度

教育研究等実践目標

【資料 2-2-33
】と同じ

【資料 4-2-5】

2014 年度

教育研究等実践報告

【資料 4-2-6】

平成 26 年度授業評価アンケート

【資料 4-2-7】

学生の学修行動把握のためのアンケート調査

【資料 4-2-8】

平成 27(2015)年 1 月 28 日 常任理事会議事録
静岡産業大学 平成 20 年度自己評価報告書・本編（日本高等
教育評価機構） 平成 20 年 6 月
「静岡産業大学 平成 20 年度大学機関別認証評価 評価報告書
（日本高等教育評価機構）」平成 21 年 3 月

【資料 4-2-9】
【資料 4-2-10
】

【資料 3-4-7】と同じ

【資料 2-2-32
】と同じ
調査概要報告
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【資料 2-6-2】と同じ
【資料 2-6-6】と同じ

【資料 4-1-7】と同じ
【資料 4-1-8】と同じ

静岡産業大学

静岡産業大学ホームページ (http://www.ssu.ac.jp)
情報公開＞大学機関別認証評価
4-3．自己点検・評価の有効性
【資料 4-2-11
】

【資料 1-1-4】に含む

【資料 4-3-1】

学長方針（平成 27 年度）

【資料 3-4-7】と同じ

【資料 4-3-2】

学部長方針（平成 27 年度）

【資料 4-2-2】と同じ

【資料 4-3-3】

業務報告書（平成 26 年度）

【資料 3-4-9】と同じ

【資料 4-3-4】

2015 年度

教育研究等実践目標

【資料 2-2-33
】と同じ

【資料 4-3-5】

2014 年度

教育研究等実践報告

【資料 2-2-32
】と同じ

【資料 4-3-6】

平成 26 年度授業評価アンケート

【資料 4-3-7】

平成 25(2013)年度

調査概要報告

第 1回全学教養教育委員会 議事録

【資料 2-6-2】と同じ
【資料 2-6-4】と同じ

基準 A．地域社会との連携
基準項目
コード

該当する資料名及び該当ページ

A-1．地域企業体と連携した実学教育のエンパワーメント
【資料 A-1-1】

静岡産業大学冠講座 10 周年記念誌

A-2．学生を主体とした地域連携
2015 年度 第 3 回スポーツ教育研究所運営委員会 経営学部
【資料 A-2-1】
議題 No.5 「キッズスクール会員数年度推移」
【資料 A-2-2】
総合型地域スポーツクラブ事業全体図（本学モデル）
A-3．総合研究所の取組み
【資料 A-3-1】

静岡産業大学総合研究所案内パンフレット

【資料 A-3-2】

創設記念シンポジウムパンフレット、次第

【資料 A-3-3】

磐田市異業種交流会次第

【資料 A-3-4】

ＮＰＯ法人しずおかコンテンツバレーセミナーパンフレット

【資料 A-3-5】

㈱まちづくり藤枝共催セミナーパンフレット

【資料 A-3-6】

藤枝商工会議所共催セミナーパンフレット
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備考

