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基準 2．学修と教授 

2－1 学生の受入れ 

≪2－1 の視点≫ 

2-1-① 

2-1-② 

2-1-③ 

入学者受入れの方針の明確化と周知 

入学者受入れの方針に沿った学生受入れ方法の工夫 

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 

本学では、建学の精神及びアドミッション・ポリシー（入学者受入方針）について「学

生募集要項」「本学ホームページ」の入試情報に明記し、周知を図っている。さらに、

大学周辺地域である群馬県・栃木県・埼玉県の高校を中心に新潟県・長野県・福島県・

東京都の一部高校を対象として、教職員が高校訪問を実施し、本学の教育の特色やアド

ミッション・ポリシー（入学者受入方針）等の説明を行ない、周知を図っている。 

 本学は、アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）として以下のように定めてい

る。 

 

1. 本学の建学の精神と教育方針を受け入れ、勉学、スポーツ、地域との連携活動等多
岐にわたる活動を通して、自己を開発し向上させる意欲をもっていること 

2. 高等学校において国語、数学、英語、社会などの科目を主に学んでくること 
3. 社会に関心を持ち、経済学・経営学を学ぶ意欲があり、将来、地域社会の第一線で
活躍したいと希望していること 

4. 自ら主体的・積極的に学ぼうという意欲があること 
5. 多様な意見を尊重し、他の人と協力して学習や課外活動に取り組めること 
 

入学者選抜においては、「多様な試験方法を採用し、学力だけではなく、さまざまな

問題を発見し解決策を探求する強い意欲や資質・能力を持った学生を広く受け入れる」

ことを基本方針とし、勉学や課外活動に主体的・積極的に取り組む姿勢を持ち、経済学・

経営学の学びを通して地域社会の第一線で活躍することを希望する学生を選抜し、受け

入れている。 

 

【エビデンス集・資料編】 

 【資料 2-1-1】関東学園大学ホームページ 

 【資料 2-1-2】2017 年度 学生募集要項 

 【資料 2-1-3】高校訪問実績資料 

 

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 

本学の入学者選抜においては、受験生の多様な資質・能力や学習意欲を適切に評価す
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るために、指定校推薦入学試験、AO 入学試験、公募制推薦入学試験、スカラシップ入学

試験、一般入学試験、附属校推薦入試、大学入試センター試験利用入学試験といった入

学試験を実施している。これらの入学試験のうち、選考方法に面接を実施する試験にお

いては、大学での学びや受験生が考える将来像などについて対話を通して十分に聞き取

り、本学で学ぶ意義を確認する機会を設けている。これにより互いの意思を十分に確認

できることに加え、受験生自身が高校での学習や生活、これからの進路を再確認する場

となっている。 

また、本学の入学者選抜においては、「特待制度」及び「学習支援金給付制度」を設

けている。特待生は、入学試験の結果や高等学校在籍時の評定平均値、取得した資格に

よって選考している。特待生として認定された者は、入学金または納入する授業料の減

免を受けることができる。学習支援金給付については、日本学生支援機構奨学金の予約

採用者、または日本学生支援機構奨学金の家計基準とおおよそ同等の家計状況である者

の中から、特に学習意欲の高い学生として認定された者は、学習支援金の給付を受ける

ことができる。 

 

【エビデンス集・資料編】 

 【資料 2-1-4】2017 年度 学生募集要項 

 【資料 2-1-5】特待制度および学習支援金制度 

 

2-1-③ 入学者定員に沿った適切な受入れ数の維持 

本学では、2 学科 5 コースを設置しており、教育の魅力向上を図り広報を進めている。

さらに「地域社会の要望に応えうる人材を養成する」という人材養成の目的を達成すべ

く、就職支援にも力を入れており、内定率、就職率共に高い実績を上げている。 

過去3年間における入学定員充足率の推移は、70％前半から90％程度で推移しており、

十分な人数の学生を受け入れるには至っていない。平成 28(2016)年度入試からは入学定

員を 2 学科 190 名とし、平成 29(2017)年度の入学定員充足率は 73.6％となっている。 

 

【エビデンス集・資料編】 

 【資料 2-1-6】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） 

 【資料 2-1-7】就職の状況(過去 3 年間) 

 

（3）2－1 の改善・向上方策（将来計画） 

今後も受験生・高校教員・保護者等に対し、各種広報による情報発信の機会を増やし、

建学の精神、アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）、教育内容などのさらなる

周知・理解がされるよう努めていく。入学者数の確保については、従来、教育の特色も

さることながら各種特待制度を強調する面もあった。しかし、これまでの教育力向上の

取り組みにより、資格取得、就職率などの面で成果が出ており、今後は、本学の特色あ

る教育や成果の適切な情報発信を強めていく。 

本学の募集広報活動は、学長のリーダーシップの下、募集広報委員会を中心とした全

学的な取り組みとなることを目指し、推し進めている。大学では、まず、平成 29(2017)
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年度募集の問題点・改善点についての検討を行なった。そこで、明らかとなった点は、

教育の特色についての学内の教職員による正しい共通理解が得られていないこと、高校

側に必要とされる情報を適切な時期に提供できなかったこと、高校訪問数が少なかった

ことなど、募集広報活動の質そして量の両面での改善が必要であることであった。昨年

度までの課題を踏まえ、今年度の募集広報活動は、高校訪問の質の向上と高校訪問数の

確保をしていくこととしている。 

これまで入学定員未充足となった問題点を踏まえ、今年度は、改めて伝えるべき教育

の特色についての議論を重ね、本学の特色（コンピテンシー教育、コース制、フィール

ドワーク等）、強み（就職率、資格取得等）についての共通理解を深めることができた。

こうした特色を明確に打ち出した大学案内を昨年度より早期に完成させ、4 月より高校

訪問を開始している。 

その上で、募集広報活動の質と量の改善の取り組みとして、高校訪問においては①過

去の入学者実績、高校の特徴、地域等を鑑み分析し、高校訪問先の状況と関係性の方針

を明確にした 150 校を選定、②訪問に際し本学の魅力を適切に伝えられる教員を選抜し、

③１つの高校に対し適切な状況を見極め、担当職員と連携し、繰り返し訪問することと

している。加えて、昨年度まで不十分であった高校訪問担当者間の情報共有を徹底し、

活動の質を均一化する取り組みも行なっている。高校訪問においては、本学の特色を十

分に伝え、大学見学会やオープンキャンパスの案内をしている。 

また、受験生に直接説明ができる場の確保を重視し、その場をより効果的に活用でき

るよう工夫する。特にオープンキャンパスでは、教職員、在学生が参加者とのコミュニ

ケーションを通して、参加者に寄り添ったきめの細かい対応で、リピーター数増加・入

学歩留率の向上に努める。受験生に年齢の近い学生の広報スタッフを活用し、在学生の

声を聞いてもらえるようキャンパスライフ紹介を一層洗練させていく。また、ミニ講義

では、高校生の身近にあるテーマを取り上げ、自身の生活に経済学・経営学がどのよう

に関わっているのかを体感できる内容の工夫を続ける。さらに、学生食堂でのランチ体

験では、教員や学生が参加者と同じテーブルで食事をとることで、率直な意見交換や質

問ができるようになり、参加者の本学への理解と関心の向上につなげる。 

その他、受験生への対面説明の場の確保として、進学説明会や教員による出張講義に

積極的に取り組んでいく。近隣の重点エリアのみではなく、広報の範囲を広げることで

より多くの受験生に本学を知ってもらい、そこで接触した受験生にオープンキャンパス

に足を運んでもらえるように努める。 

 

 

2－2 教育課程及び教授方法 

≪2－2 の視点≫ 

2-2-① 

2-2-② 

教育目的を踏まえた教育課程編成方針の明確化 

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。」 
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（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 

 本学では、教育目的を踏まえ、学科ごとにカリキュラム・ポリシー(教育課程編成・実

施の方針)を平成 25(2013)年度に制定、平成 28(2016)年度に一部内容を改め定めている。

また、これらのカリキュラム・ポリシー(教育課程編成・実施の方針)は、大学ホームペ

ージにて明示している。 

 

（経済学科） 

経済学科においては、本学の教育方針を踏まえた経済学科のディプロマ・ポリシー(学

位授与の方針)として以下のように定めている。 

 

1． 教養教育を通じて、幅広い教養とコミュニケーションスキル、情報リテラシーなど
の汎用的技能を身に付けていること 

2． 経済学の基本的な知識を修得し、自ら主体的・積極的に社会で生起する経済的課題
を幅広い視点から発見し解決できる能力を身に付けていること 

3． 少人数のゼミナール教育やさまざまな活動を通じて、協業、リーダーシップ、論理
的思考力などのコンピテンシー（社会対応力）及び国際的協調の態度を身に付けて

いること 

4． 経済学科に設置するコースのカリキュラムにおいて専門的知識を深め、キャリア教
育で職業観を形成し、地域社会の現実的要請に応じることのできる実践力を身に付

けていること 

 

また、このようなディプロマ・ポリシー(学位授与の方針)に則して、以下のようなカ

リキュラム・ポリシー(教育課程編成・実施の方針)に沿ってカリキュラムを編成してい

る。 

 

1. 本学の教育方針及び本学科のディプロマポリシーを実現するために、基礎科目、一
般教育科目、専門教育科目を１年次より体系的に配置する。 

2. 幅広い視野と豊かな人間性を培うために、多様な一般教育科目を設置する。 
3. 社会人としての意識、態度や行動力を養い、コミュニケーションスキルや情報リテ
ラシーを高めるための基礎科目、一般教育科目を設置する。また、社会人として活

躍できる行動特性の獲得・向上を図るため、コンピテンシー育成プログラムを用意

する。 

4. 経済学の基礎を広く学ぶために、理論、歴史、政策の三分野に概論的な専門教育科
目を設置する。その上で、さらに専門性を高めるため、各コースの特徴に応じた専

門教育科目を設置する。 

5. ビジネスパーソンとして有用な知識・技能の修得に向けた専門教育科目と課外講座
を設置する。 

6. 経済に関する問題発見・解決能力を、自主的・実践的・総合的に向上させるために、
プロジェクト型研究を行う専門演習を設置する。 
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（経営学科） 

経営学科においては、本学の教育方針を踏まえた経営学科のディプロマ・ポリシー(学

位授与の方針)として以下のように定めている。 

 

1. 教養教育を通じて、幅広い教養とコミュニケーションスキル、情報リテラシーなど
の汎用的技能を身に付けていること 

2. 経営学の基本的な知識を修得し、自ら主体的・積極的に企業やその他の組織体の経
営に関わる問題を幅広い視点から解決できるようなマネジメント能力を身に付けて

いること 

3. 少人数のゼミナール教育やさまざまな活動を通じて、協業、リーダーシップ、論理
的思考力などのコンピテンシー及び国際的協調の態度を身に付けていること 

4. 経営学科に設置するコースのカリキュラムにおいて専門的知識を深め、キャリア教
育で職業観を形成し、地域社会の現実的要請に応じることのできる実践力を身に付

けていること 

 

また、このようなディプロマ・ポリシー(学位授与の方針)に則して、以下のようなカ

リキュラム・ポリシー(教育課程編成・実施の方針)に沿ってカリキュラムを編成してい

る。 

 

1． 本学の教育方針及び本学科のディプロマポリシーを実現するために、基礎科目、一
般教育科目、専門教育科目を１年次より体系的に配置する。 

2． 幅広い視野と豊かな人間性を培うために、多様な一般教育科目を設置する。 
3． 社会人としての意識、態度や行動力を養い、コミュニケーションスキルや情報リテ
ラシーを高めるための基礎科目、一般教育科目を設置する。また、社会人として活

躍できる行動特性の獲得・向上を図るため、コンピテンシー育成プログラムを用意

する。 

4． 経営学と会計学の基礎を広く学ぶために、経営管理、マーケティング、簿記・会計
の三分野に概論的な専門教育科目を設置する。その上で、さらに専門性を高めるた

め、各コースの特徴に応じた専門教育科目を設置する。 

5． ビジネスパーソンとして有用な知識・技能の修得に向けた専門教育科目と課外講座
を設置する。 

6． 経営に関する問題発見・解決能力を、自主的・実践的・総合的に向上させるために、
プロジェクト型研究を行う専門演習を設置する。 

 

【エビデンス集・資料編】 

 【資料 2-2-1】関東学園大学アドミッション・ポリシー(入学者受入方針) 

 【資料 2-2-2】関東学園大学カリキュラム・ポリシー(教育課程編成・実施の方針) 

 【資料 2-2-3】関東学園大学ディプロマ・ポリシー(学位授与の方針) 
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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 

○教育課程の体系的編成 

経済学部の教育課程は、「基礎科目」、「一般教育科目」、「専門教育科目」の 3 つの科

目群に大別されている。これらの科目群は、次のように体系的に編成されており、その

内容は適切である。 

基礎科目は、主に 1・2 年次に履修する授業科目により構成され、大学での学修に必

要な基本的素養や社会に出て役に立つスキルを身に付けるための科目群として編成して

いる。基礎科目の授業科目としては、1・2 年次の必修科目であるセミナー科目、情報関

連科目、キャリア関連科目、外国語科目、保健体育科目の 5 つの科目群に体系的に編成

している。 

一般教育科目は、主に 1・2 年次に履修する授業科目により構成され、現代人として

の基本的教養や専門分野への導入となる科目群として編成している。一般教育科目とし

ては、人文科学、社会科学、自然科学の各分野の科目、教養基礎科目、及びキャリア関

連科目が中心となる特殊講義科目といった科目群に体系的に編成している。 

専門教育科目は、学科が対象とする学問領域を、より専門的に学ぶための科目群とし

て編成している。専門教育科目については、広範囲にわたる経済・経営科目の履修を通

じて専門的な知識を身に付けるとともに、必修としている少人数での演習科目によって、

学生のコンピテンシーを高め、幅広い視点から経済・経営に関わる問題を、論理的及び

実践的に解決できる能力を修得できるよう編成している。 

専門教育科目については、経済学・経営学においてそれぞれコアとなる科目を必修科

目とすることで、学生がいずれのコースに所属しても、経済学・経営学において中心的

な役割を担う専門知識を修得することができるよう編成している。経済学科の専門教育

科目においては「経済学入門ⅠおよびⅡ」「ミクロ経済学」「マクロ経済学」の計 4 科目

16 単位を必修科目に指定し、経済学の基礎理論全般を学修できるよう編成している。ま

た、経営学科の専門教育科目においては「企業と仕事ⅠおよびⅡ」「組織と経営Ⅰおよび

Ⅱ」「マーケティング基礎ⅠおよびⅡ」「会計基礎ⅠおよびⅡ」の計 8 科目 16 単位を必修

科目に指定し、経営学の基礎理論全般を学修できるよう編成している。 

 

○教育内容・方法等の工夫 

経済学部の基礎科目・一般教育科目の教育内容・方法について、本学では、 次のよう

な工夫を取り入れている。 

必修の「英語Ⅰ」、「英語Ⅱ」は、高校まで英語が苦手であった学生でも、無理なく講

義が受けられるように工夫されており、国際協調に必要な基礎的学力の育成を考慮して

いる。 

本学では、専任教員が中心となり担当している様々な「エクステンション(課外対策講

座)」を開講している。目指す資格や公共団体や教員などへの就職の実現に向け、学生に

時間的・経済的な負担をかけることなく、合格をサポートする講座を実施している。 

本学ではコース制を採用しているが、各コースでは、基礎科目・ 一般教育科目の履修

による基礎的教養の獲得を目標の一つとしており、コース修了条件として一定の基礎科

目・ 一般教育科目を履修することを推奨し、偏りのない教養が身に付く教育を目指して
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いる。 

経済学部では、教育内容・方法について、次のような工夫を取り入れている。少人数

教育を基本とし、通年のセミナー・演習系科目を 1 年次から 4 年次まで設置すること

で、学生の学習面だけではなく、生活面に関しても担当する教員と密接にコミュニケー

ションが図れる場を確保している。3 年次、4 年次の演習系科目については、少人数のメ

ンバーで様々なテーマを題材として専門知識や応用力を高める実践的な学習の場として

いる。4 年次では、論文作成の指導を行なっており、さらに、コミュニケーション能力、

プレゼンテーション能力の向上も目指して、きめ細かい指導を心がけている。セミナー・

演習系科目は、「フレッシュマンセミナー」（1 年次）、「ソフォモアセミナー」（2 年次）、

「演習Ⅰ」または「キャリア演習Ⅰ」（3 年次）、「演習Ⅱ」または「キャリア演習Ⅱ」（4 

年次）とし、少人数教育を行なっている。なお、3 年次、4 年次の演習系科目については

選択科目としているが、毎年ほぼ全ての学生が履修している。 

1 年次必修の「フレッシュマンセミナー」では、コンピテンシーの育成とともに、本

学独自に作成した共通の教科書「フレッシュマンセミナー 大学生の学びのガイド」を

用いた初年次教育を重点的に行なっている。学生は、「フレッシュマンセミナー 大学生

の学びのガイド」により、図書館の利用方法、IT の活用方法、ラーニング・コモンズで

の学び方などを身につける。 

2 年次必修の「ソフォモアセミナー」は、一般教育から専門教育への橋渡しの役割を

担っており、ディベート大会への参加等により、学生のコンピテンシー育成を図ってい

る。3 年次の「演習Ⅰ」または「キャリア演習Ⅰ」では、プロジェクト型授業を採用し、

専門的な内容の学習に挑ませており、地域経済への関心を引き出す工夫が行なわれてい

る演習も見られる。学習プロセスとしては、まず演習クラスごとに担当教員の指導のも

とテーマを決め、次にテキストの輪読、データ収集、企業へのヒアリング、見学等を行

なった上で、最終的にレポートを作成し発表している。そのプロセスの中では、秋にプ

ロジェクトの中間発表を行ない、年度末に「研究成果発表会」を全学的に開催して、一

年間の研究成果を報告している。 

本学では、5 つのコースによるコース制を設置しており、各コースには、従来の教授

陣に加えて、実務界での豊富な経験を有し、かつ実践的な教育指導ができる実務家教員

を配置している。本学のコース制においては経済学科に 2 コースを設置しており、各コ

ースの内容は、次のとおりである。 

「地域経済デザインコース」は、地域経済の活性化の根本である「食と農」・「観光」・

「地場産業」の 3 つの分野を、座学とフィールドワークの両面から学び探究し、地域経

済やまちづくりの現場で確実に活躍するビジネスリーダーを育てることを目標とする。

また、学生は、フィールドワーク学習による地域活性化についての検討や立案を通じて

地域で活躍できる力を培うことを目指す。1・2 年次では、経済学の基礎であるミクロ経

済学・マクロ経済学を学び、土台の形成を目指す。さらに、「地元」をキーワードとして

着地型観光、食と農、伝統的地場産業について理解を深める。3 年次では、地元企業へ

のインターンシップ、プロジェクト型授業に参加して、地域経済の問題に関する調査・

研究及びその研究成果の発表を行なう。4 年次では、学びの集大成として卒業論文の作

成を行なう。 
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「公共政策コース」は、自ら学び・考える力と態度を身につけ、経済学を基礎とした

実践的知識や政策立案能力の学習・修得とコンピテンシー（社会対応力）の練磨・修得

に取り組み、地域社会の抱えるさまざまな問題に対処できる人材を育成することを目標

とする。また、学生は、エクステンション(課外対策講座)によって、県や市町村の職員

や警察官・消防官となることを目指す。1・2 年次では、経済学の基礎を身につけるとと

もに、採用試験を突破するための基礎学力の向上を課外講座により図っていく。また、

公職研究、校外研修、ボランティア活動等を通して、公職への理解を深め、志望する職

種を決定する。3 年次では、地元企業へのインターンシップ、プロジェクト型授業への

参加により経済学を問題解決・政策立案に応用していく力を身につける。4 年次では、

卒業論文の作成を行なうとともに、国・都道府県・市町村の職員、警察官、消防官等の

採用試験合格を目指して、受験に挑む。 

経営学科には、3 つのコースを設置しており、各コースの内容は次のとおりである。 

「経営・会計コース」は、企業経営や会計に関する知識と問題発見・解決能力を持ち、

企業で活躍できる人材を育成することを目標とする。また、学生は、エクステンション(課

外対策講座)によって、実務に役立つビジネス系資格の取得を目指す。1・2 年次では、

経営学・会計学の基礎を幅広く学び、学生がより専門的に学びたい分野を見出せるよう

に促していく。また、エクステンション(課外対策講座)によって、「日商簿記検定」、「販

売士検定」、「秘書検定」等の各種資格の取得を目指していく。3・4 年次では、各学生が

興味を持った分野を中心に学習を進めるとともに、演習科目での活動等を通じて、身に

付けた知識を実践的に活用できる能力を養うことを目標としている。 

「国際ビジネスコース」は、経営学の基礎を学び、グローバルな異文化理解力・コミ

ュニケーション能力の高い国際的なビジネス感覚を身につけた人材を育成することを目

標とする。また、学生は、エクステンション(課外対策講座)によって、実用語学力の向

上を目指していく。1・2 年次では、経営学の基礎を学ぶとともに、日本人学生と世界各

国から来日した留学生で構成される多文化的な環境の下で、国際交流イベントへの参加

等の異文化体験を通して、コミュニケーション能力と実用語学力を深める。また、エク

ステンション(課外対策講座)によって、日本語能力試験、TOEIC の受験を通じて実用語

学力を養成する。3 年次では、インターンシップ、プロジェクト型授業への参加を通じ

てコンピテンシーを高めるいことを目指す。4 年次では、卒業論文の作成を行なうとと

もに、希望する就職、進学の目標達成を目指していく。 

「スポーツマネジメントコース」は、スポーツビジネスを素材とした経営学の学びを

通じて、マネジメント能力を活かし幅広い分野で問題発見や課題解決ができる人材を育

成することを目標とする。本学では、平成 19(2007)年度に、経営学科に中学・高校の保

健体育教職課程を設置した。これは従来の保健体育教員に求められる能力とスポーツマ

ネジメントコースで身に付けたスポーツ指導者の能力に加え、経営学の知識を基礎とし

たマネジメント能力のある保健体育教員の養成を目的に設置したものである。また、学

生は、エクステンション(課外対策講座)によって、教員採用試験の合格に必要な能力の

向上を図っていく。 

なお、本学のコースには、2 年次以上の学生が在籍するコースがあるが、こうした学

生の新規募集を停止しているコースについても、教員の配置やカリキュラム等において
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学生に不利益が生じることがないよう配慮している。 

 

【エビデンス集・資料編】 

 【資料 2-2-4】関東学園大学学則(別表 授業科目表) 

 【資料 2-2-5】平成 29 年度 履修の手引 

 【資料 2-2-6】「フレッシュマンセミナー 大学生の学びのガイド」 

 【資料 2-2-7】平成 29 年度時間割 

 【資料 2-2-8】平成 28 年度プロジェクト型授業・学生プロジェクト研究成果発表会 

スケジュール 

 【資料 2-2-9】教職課程資料 

 

（3）2－2 の改善・向上方策（将来計画） 

 本学の教育目的を踏まえたカリキュラム・ポリシー(教育課程編成・実施の方針)は明

確に定められており、今後もこの編成方針に沿って、教育課程を体系的に編成していく

ことに努める。また、教育内容・方法等の工夫については、これまでに実践しているコ

ンピテンシー育成プログラムを継続し、特にセミナー・演習系科目及びプロジェクト型

授業において、学生のコンピテンシーをより効果的に伸長させることに取り組んでいく。 

 本学で導入しているコース制については、それぞれのコースが掲げている人材育成の

目標を達成することができるよう、必要なカリキュラムの見直しや教育方法の検討・改

善に努めていく。また、現行のコースの内容についての検討・改善にとどまらず、地域

社会や高校生のニーズを踏まえ、より魅力的な新たなコースの設置について検討を行な

っていく。 

 

 

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(Teaching Assistant)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(Teaching Assistant)等の活用による学修支援及

び授業支援の充実 

○教員と職員の協業 

全学の教育に関する基本的事項を審議・総合調整する機関として設置されている「教

務委員会」は、委員長及び委員に加え、教務グループ職員により組織されている。教務

委員会の下には「経済学部教務検討委員会」、「教養教育教務検討委員会」が置かれ、そ

れぞれ、基礎科目及び一般教育科目、専門教育科目について、教職課程科目は「教職課

程指導委員会」にてカリキュラム、単位、試験と評価方法、履修方法等教務に関する事
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項や学生の履修状況及び問題点、学生の要望等について教員、職員それぞれの立場から

検討している。検討結果は、全学的視野に立って教務委員会で審議され、事項により、

学長主催会議を経由して教授会に付議されることになる。 

 

○オフィスアワー 

 本学のオフィスアワーについては、全教員の研究室のドアに週 1 回以上のオフィスア

ワー開設時間が掲示されている。教員ごとに設定されているオフィスアワーについては、

学内ネットワーク学生向け総合ポータルシステム（eSquare）を通じて学生への周知を徹

底している。なお、オフィスアワー以外の時間帯においても、各教員は研究室において、

学生の学修支援に積極的に取り組んでいる。 

 

○インストラクターによる情報系学習の支援 

 本学では、インストラクターが情報系授業である「情報基礎実習」の補佐を行なって

いる。学生に対する実習のフォローや授業内、授業外での学生からの質問に対する回答

などを行なっている。また、課外講座の「IT パスポート試験対策講座」についても学習

支援を行なっている。 

 授業の補佐以外には、毎年 4 月、学生向け総合ポータルシステム（eSquare）の講習会

を新入生全員に実施している。平成 22(2010)年度より新入生全員が MOS（Microsoft 

Office Specialist）資格が取得できるよう、講習会の実施や学生個人の学習進捗状況の

把握、モチベーションンの向上等のフォローも行なっている。 

 

○中途退学者 

 本学では、退学防止策として、全授業を対象として学生の出欠状況を把握しており、

セミナー・演習系科目の担当教員は、学生の授業への欠席が増えてきた場合には連絡を

取って状況を把握し、適切な指導や助言を行なうよう努めている。 

平成 26(2014)年度から全ての授業において学生の出席状況を学生向け総合ポータル

システム（eSquare）の出席情報管理システムより一括管理をし、出席不良学生の早期発

見・指導の実施に利用しておりきめの細かい修学指導を行っている。 

平成 27(2015)年度は一時的に退学者が増加したが、平成 28(2016)年度については退学

率が約 3.6％となり、平成 26（2014）年度より下がる成果が現れた。 

 

退学者（除籍者含む） 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

退学者（人） 

（除籍者含む） 
33 58 26 

退学率 4.3％ 7.1％ 3.6％ 

 

○休学者 

 休学者は下表のとおり、毎年 0、1 名程度で安定している。休学理由については、例年

同様の傾向であり、進路あるいは心の問題である。 



関東学園大学 
 

20 
 

休学者数（人） 

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

1 1 0 

 

○留年生 

 留年生の人数は、下表にあるとおり、減少傾向にある。平成 26(2014)年度は 8.6％に

あたる 17 人、平成 27(2015)年度は 5.0％にあたる 10 人、平成 28(2016)年度は 7.2％に

あたる 11 人である。 

 

留年者数（人） 

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

対象者 卒業 

不可能者 

対象者 卒業 

不可能者 

対象者 卒業 

不可能者 

197 17 8.6％ 199 10 5.0％ 153 11 7.2％ 

 

○学生の意見を汲み上げる仕組み 

 本学では、学修及び授業に対する学生の意見を調査するため、毎年 2 回（前期・後期）、

全授業科目を対象として「授業評価アンケート」を実施し、学生の授業に対する意見を

汲み上げている。調査結果の一部を学内に公表するとともに、調査結果の詳細について

は担当教員に通知し、授業の内容等についての改善に活用している。 

 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 2-3-1】教員別オフィスアワー時間割 

【資料 2-3-2】MOS 取得学生数 

【資料 2-3-3】退学者，休学者，留年者の推移 

【資料 2-3-4】授業評価アンケート 

 

（3）2－3 の改善・向上方策（将来計画） 

大学に対する学生のニーズは多様化しており、教育研究体制とその支援のための事務

体制は、その機能を向上させていくことが重要となっている。そのため、これまで以上

に、教職員の連携を密にし、学生支援を行なっていく。 

 オフィスアワーやインストラクターの活用については、今後も学生支援のために有効

活用していく。 

 平成 28(2016)年度は、前年度と比べ、退学者数は半数以下、退学率では 3.5 ポイント

下回る結果となった。この成果は、全学的な学生の出欠状況の管理と、授業への欠席が

目立ってきた学生に対する早期・適切なセミナー・演習系科目の担当教員による対応に

よるものと考えられ、今後も全学的に退学者の減少に取り組んでいく。 

授業評価アンケートについては、今後も継続して行ない、調査結果の検証作業と検討

を通じて、学習支援体制の改善を進めていく。 
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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 

[経済学部] 

○単位認定、成績評価 

学部における単位認定については、関東学園大学学則第 5 章、経済学部履修細則第 5

章に定められている。「定期試験は、原則として筆記試験とし、前期後期の 2 回行なう。」

（経済学部同細則第 18 条）、「単位の認定は、原則として定期試験によって行なう。」（同

20 条）と定めている。この規定に基づき、各教員が科目や教育方法の特質に応じ、試験

のほか、レポート等を加味しながら総合的に評価している。各教員の評価基準は、シラ

バスに明記している。成績は、100 点～80 点を A、79 点～70 点を B、69 点～60 点を C、

59 点以下を D とし、A・B・C を合格としている（同 19 条）。前期末の成績表は 10 月初旬

に学生に配付しており、年度末（学年末）の成績表は、3 月中旬に学生の保護者に対し

て送付している。 

また、学修の成果を評価するため、GPA(Grade Point Average)制度を運用している。

GPA は、学内表彰（学長賞）等の決定や特待制度の継続可否の判定の際、厳正に評価す

るために活用している。 

 

○進級制度（要件） 

進級要件は特に定めていない。 

 

○卒業要件 

卒業要件は、関東学園大学学則第 7 章、経済学部履修細則第 2 章に定められている。

卒業必要単位は、基礎科目 20 単位、一般教育科目 24 単位、専門教育科目 84 単位の合

計 128 単位である（経済学部履修細則第 3 条）。 

学則第 22 条第 1 項「本学に 4 年以上在学し、所定の課程を修めた者には教授会の議を

経て学長が卒業証書を授与する。」、第 2 項「卒業に必要な単位の修得に関する細則は別

に定める。」と定め、厳正に適用している。 

 

【エビデンス集・資料編】 

 【資料 2-4-1】関東学園大学学則 

 【資料 2-4-2】経済学部履修細則 

 【資料 2-4-3】関東学園大学 2017 学生便覧 

 【資料 2-4-4】関東学園大学 2017 学生便覧(付録) 
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（3）2－4 の改善・向上方策（将来計画） 

 経済学部において、単位認定及び卒業・修了認定の基準は明確に定められており、学

生への周知も図られている。また、これらの基準の厳正な適用はこれまでも行なわれて

おり、今後も厳正な適用に努めていく。 

 

 

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 

本学では、就職委員会を組織し、1 年次・2 年次セミナー科目（FS、SS）、3 年次・4

年次演習科目（演習Ⅰ、キャリア演習Ⅰ、演習Ⅱ、キャリア演習Ⅱ）担当教員と連携を

図りつつ、キャリア教育及び就職指導に当たっている。平成 28(2016)年度は、専任教員

7 名及びキャリアサポートグループ職員 2 名の 9 名により委員会を組織し、委員会は 6

月 15 日より 3 月 22 日まで計 8 回開催された。 

当該委員会の下部機関として教職員からなるインターンシップ推進室を設置し、キャ

リア教育の中のインターンシップ施策を企画・推進している。2 年次には「インターン

シップ（座学）」、3 年次には「インターンシップ実習」を実施している。平成 28(2016)

年度については、「インターンシップ（座学）」履修者は 151 名、「インターンシップ実習」

については 84 名の学生の参加があった。なお、実習者数については、コース毎に目標を

設定し座学履修・実習参加に取り組んでいる。本学の学生が社会的・職業的自立に関す

る指導のための体制は、これら就職委員会、インターンシップ推進室、セミナー・演習

系科目担当教員、キャリアサポートグループによって整備されている。 

キャリア教育として単位認定する科目は、「キャリアデザイン」（2 年次）、「キャリア

実践」（3 年次）及び上記「インターンシップ（座学）」（2 年次）、「インターンシップ（実

習）」（3 年次）であり、その他、課外講座として 3 年次後期に「就職対策講座」の企画・

運営を行なっている。夏季・春季休業中の課外講座としては教員採用試験対策講座、教

養対策基礎講座、留学生向け日本語能力試験（JLPT）対策を企画・運営している。また、

早期からのキャリア教育として、キャリアサポートグループ職員による出前ガイダンス

をセミナー・演習系科目担当教員の要請に基づき 1 年次より実施している。 

キャリアサポートグループは、職員 3 名にて組織され、履歴書指導・模擬面接・イン

ターンシップ受付・キャリア授業の課題受付等の窓口業務を行なう他、学生個々の就活

状況を把握し、求人情報を紹介している、平成 28(2016)年度の学生来室（相談）件数は、

延べ 3,236 人である。 

平成 28(2016)年度は、学内企業説明会を 3 月 3 日 45 社の参加にて実施し、学生の参
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加率は 61％であった。あわせて、企業単独にて本学で募集を行う個別企業説明会を 28

回実施し、8 名の学生が内定を獲得した。 

県内私立 5 大学共催による合同会社説明会を、平成 28(2016)年 7 月 2 日に参加企業 44

社の参加にて実施し、本学学生 6 名が参加した。平成 28(2016)年 10 月 29 日には、参加

企業 24 社にて実施し、本学学生 6 名が参加した。 

早期に企業への関心を持たせる施策として工場見学会を実施しており、平成 28（2016）

年度は、サンデンホールディングス株式会社赤城事業所への工場見学会を実施し、学生

10 名が参加した。 

就職先の内定率を業種別に見ると、「卸売・小売業」が 32.8％と最も多く「製造業」

が 10.9％とこれに次いでいる。経済学部の大学として卒業生を幅広い業界・業種に送り

出していることと、「ものつくり」が盛んな地域の特徴であり又比較的安定した業種であ

る「製造業」等に人材を送りだしている。 

大学と保護者の情報共有の機会として、平成 28(2016)年度は 11 月 19 日に保護者懇

談会を開催した。これは大学の状況を保護者に説明する趣旨であるが、希望する保護者

にはセミナー・演習系科目の担当教員との面談時間を設け、保護者の心配事や進路につ

いての相談に対応している。 

 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 2-5-1】就職委員会議事録 

【資料 2-5-2】座学履修者名簿、実習参加者・実習先・実習報告書、実習者目標実績 

【資料 2-5-3】「就職支援プログラム（人間力）」 

【資料 2-5-4】出前ガイダンス実績・出前ガイダンス資料 

【資料 2-5-5】過去 3 年の来室学生数推移 

【資料 2-5-6】合同企業説明会参加企業一覧、合同企業説明会報告 

【資料 2-5-7】学内会社説明会学生向け実施案内、学内会社説明会実績 

【資料 2-5-8】保護者懇談会案内、実施要領、アンケート結果 

【資料 2-5-9】コンピポイントと内定時期 

【資料 2-5-10】就職活動状況報告書・インターンシップ内定率 

【資料 2-5-11】コンピテンシープログラム一覧 

 

（3）2－5 の改善・向上方策（将来計画） 

平成 28(2016)年度の就職内定率 97.2％を今後は 98％以上に高め、また、学生が希望

する就職先に就職できるように就職指導をより改善していく。将来的には、9 月末時点

での内定率 80％以上を目標としていく（現在約 67.5％）。これは、早期活動により複数

内定を獲得することで就職先選択が可能となり、より満足度の高い就職先を最終的に決

定することができると考えられるからであり、早期内定獲得の施策として、次の 3 点が

ある。 

1 点目は、学生の「コンピテンシー」の向上である。「コンピテンシーポイントの獲得

数」と「内定獲得時期」の相関が明らかにあることから、学生のコンピテンシー向上を

目指す取り組みは、今後も継続実施していく。 



関東学園大学 
 

24 
 

2 点目は、インターンシップ参加学生の内定獲得時期は、不参加の学生と比較して、

より早い時期となっていることから、3 年次でのインターンシップ参加率をより高める

施策と、学生がより主体的に取り組む公募型インターンシップ参加者の増加を図ってい

く。 

3 点目は、4 年次演習系科目の担当教員による学生一人ひとりへのきめ細やかな指導を

より徹底していく。4 年次生については、担当教員による就活状況の把握・指導をして

いることが、高い就職率に寄与していると考えられるため、これを継続実施していく方

針である。この活動は、就職活動終了まで実施し、就活情報をコース長・キャリアサポ

ートグループ職員が共有することを徹底する。1～3 年次のセミナー・演習系科目の担当

教員は、コンピテンシープログラム、並びにキャリア科目の履修・参加誘導に努める。

現在のキャリアデザイン（2 年次）履修率は 38.5％、キャリア実践（3 年次）履修率は

44.9％であり、これらの履修率については、改善・向上の余地があると考えている。早

期に就職活動をするためには、早期にキャリア学習を始めることが重要であるとの認識

から、就職委員会を中心に更に向上が必要と考えている。 

 

 

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 

2-6-② 

教育目的の達成状況の点検・評価方法の工夫・開発 

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） 

2-6-①教育目的の達成状況の点検・評価方法の工夫・開発 

本学では、教育目的の達成状況を点検し、ひいては大学教育、学部、学科教育の向上・

改善を図ることを目的として、平成 16(2004)年度から継続して「学生による授業評価ア

ンケート」を実施している。 

平成 21(2009)年度からは FD 推進委員会を中心に授業改善・向上策について具体的な

検討を行っている。授業評価アンケートについては、平成 22(2010)年度、学生の意見を

より多く集めるため、アンケート項目の大幅見直しを進め、それまでの 10 項目から 22

項目へ倍増させている。 

平成 23(2011)年度に、各教員間でコメントの対象や記入内容に差が生じているという

問題、結果に対してアンケートの設問ごとにコメントを記入しているため情報過多によ

って必要な情報が埋もれてしまう問題への改善を進めるために「コメント記入ガイドラ

イン」を作成した。 

また、平成 25(2013)年度には、学修状況についてより詳しく把握するため、授業のた

めの事前の準備、事後の展開などの主体的な学びに関する質問事項を追加している。 
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【エビデンス集・資料編】 

 【資料 2-6-1】授業評価アンケート 

 

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 

本学では、教育目標の達成状況を確認するため、学生の意見や現状を把握し、本学で

の教育効果等を確認することを目的としたアンケート調査を、継続的または必要に応じ

て実施しており、教育目的の達成状況を点検・評価するための努力を行なっている。 

授業評価アンケートの集計結果については、教授会報告後、個々の教員へフィードバ

ックされる。教員はアンケート結果から自己分析し、教育内容・方法及び学修指導等の

改善を考えることとしている。各授業の集計データとコメントは、紙媒体で印刷し教務

グループと図書館にて学生が自由に閲覧できるようしている。また大学全体のデータに

ついては、学生向け総合ポータルシステム（eSquare）と大学ホームページにて公開して

いる。 

また、本学は、教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けて、以下のような取り組

みを実施している。 

 

1. シラバスの改善 

学生による主体的な学修を進める観点から、平成 26(2014)年度にシラバスの内容につ

いて検討を行ない、平成 27(2015)年度から、講義内容に加えて到達目標を記載したシラ

バスの作成を導入するための検討を行なっている。さらに平成 28(2016)年度から専任教

員を対象にしてシラバスの相互評価を導入し、より良いシラバスの作成のための施策を

講じている。 

 

2. 初年次教育用テキストの導入 

 初年次教育の重要性を鑑みて、平成 27(2015)年度に FD 推進室によって 1 年次フレッ

シュマンセミナーで用いる初年次教育用テキスト「FS テキスト」を作成し、平成 28(2016)

年度大学における学修の基礎を身につけるための少人数ゼミ活動のテキストとして活用

された。「FS テキスト」は、平成 28（2016）年度には内容の改善を図り、初年次教育用

テキスト「フレッシュマンセミナー 大学生の学びのガイド」として改訂された。 

 

3. 教員の力量形成のための「FD ハンドブック」の作成 

平成 27(2015)年度から導入した初年次教育用テキストの活用の方法や、教員の指導力

向上を主な目的とする「FD ハンドブック」を平成 28(2016)年度に作成している。また、

このテキストを用いた FD 研修会を実施し、学生による授業評価アンケートに基づく授業

改善を進めている。 

 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 2-6-2】「FS テキスト」 

 【資料 2-6-3】「フレッシュマンセミナー 大学生の学びのガイド」 

 【資料 2-6-4】「FD ハンドブック」 
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【資料 2-6-5】授業評価アンケート 

 

（3）2－6 の改善・向上方策（将来計画） 

本学では、継続的に実施しているアンケート調査に加え、必要に応じて各種のアンケ

ート調査を実施し、教育目的の達成状況を点検・評価するための努力を行なってきた。

今後も、教務委員会や FD 推進委員会等が中心となり、従来の取り組みを継続していく。

シラバスの相互評価については、非常勤教員も含めた実施についても検討していく。 

 また、すでに実施したアンケート調査の結果等に基づいて、教育目的の達成のための

より効果的な取り組みを全学的に実践していくことに努める。具体策としての初年次教

育用テキスト、FD ハンドブックを効果的に活用するとともに、各種調査結果から、その

内容の一層の改善を進めていく。 

 

 

2－7 学生サービス 

≪2－7 の視点≫ 

2-7-① 

2-7-② 

学生生活の安定のための支援 

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学生生活安定のための支援 

 本学では、以下のような学生生活安定のための支援を行なっている。また、本学は、

地域社会の要望を具体的に示す学生のコンピテンシー(社会対応力)を伸長させるための

コンピテンシー教育に取り組んでおり、学生がコンピテンシーを伸ばすためには、授業

以外の活動へ参加することが極めて重要なものであると位置づけており、こうした側面

も含みつつ様々な学生生活への支援を実施している。 

 

〇学生サービスのための体制 

 学生サービスは、教職員で組織する「学生委員会」を中心とする体制により運用して

いる。学生委員会は、規程に基づき定例及び臨時の委員会を開催し、学生支援、学生の

表彰及び懲戒、学生の福利厚生、学生のマナー遵守の呼びかけ、学生行事の相談・指導

や問題を抱える学生等へ対応している。 

 また、セミナー・演習系科目担当教員と学生支援センター（学生サポートグループ、

教務グループ、キャリアサポートグループ、図書館グループ及び事務グループ）及び学

内の国際交流センターが、緊密な連携の下、学生情報の共有化を図りつつ、一貫した学

生サービスを提供している。 
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○健康管理、心的支援、生活相談等 

・健康管理 

 毎年度当初に全学生を対象に定期健康診断を実施しているほか、就職活動を控えた 3

年生を対象に 1 月に健康診断を実施している。また、保健室を設置し、看護師を配置し、

怪我人・急病者への対応や健康相談を行なっている。さらに、全学生を対象に「学生教

育研究災害補償保険」の通学中事故の特約付保険に加入し、その保険料を本学で負担し

ている。 

 

・心的支援・健康相談 

 学生サポートグループに学生相談室を設置し、教職員が相談に応じている。 

 

・ハラスメント防止対策 

 平成 19(2007)年に制定した「キャンパス・ハラスメント防止に関するガイドライン」

に基づき担当教員 3 名を配置して、その未然防止と対応策を講じている。 

 

・セミナー・演習系科目の担当教員による各種相談 

 本学は、1 年から 4 年の全学年がセミナー、若しくは、演習科目に所属しており、担

当教員が学業相談のみならず、生活相談、心的支援の対応を行なっているとともに、必

要に応じて、関連部署間で情報共有など連携を図る対応を行なっている。 

 

・留学生への対応 

 国際交流センターに日本語教員 1 人、職員 2 人を配置し、留学生の各種相談に応じる

関連部署と連携を図りながら適切に対応している。 

 

〇学納金月払い制度 

 本学では、勉学意欲があるものの、経済的な理由により学納金の一括納入が困難な学

生を支援するために、学納金の月払い制度を導入している。本学の学納金月払い制度で

は、原則として、「日本学生支援機構」の奨学金貸与者を対象として、授業料及び施設維

持費を年 10 回(初年度は 8 回)に分けて納入することが可能としている。 

 

〇経済的支援 

・特待制度、学習支援金給付制度 

 平成 29(2017)年度においては、本学独自に下記の特待制度、学習支援金給付制度を設

けている。 

 

特待制度、学習支援金給付制度一覧 

特待制度 入学金免除(334,000 円) 

特待給付(250,000 円) 
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学習支援金給付制度 学習支援金給付 A(年額 250,000 円) 

学習支援金給付 B(年額 178,000 円) 

 

 上記の特待制度及び学習支援金給付制度では、対象となる入学生及び在学生は、それ

ぞれの免除・給付の種類に応じて定められた審査基準についての厳格な選考を経て、採

用された学生がそれぞれの免除や給付を受けている。 

 

・留学生授業料減免制度 

留学生への経済的支援として、定められた審査基準によって選考された留学生に対し

て原則として 4 年間、授業料を半額免除している。 

 

・奨学金 

「日本学生支援機構」の奨学金制度を中心とする 4 月募集の定期採用のほか、随時募集

できる定期外採用についても必要に応じて紹介している。 

 

○課外活動への支援 

・クラブ・同好会の活動支援 

 本学には体育会系 17、文科系 11 のクラブ（同好会を含む。）があり、それぞれのクラ

ブに対して、教員が顧問となり、部室を提供しているほか、大学後援会、学友会からの

支援を受けて活動の補助を行なっている。課外活動に係わる施設については、重要度、

優先度を勘案しつつ適切な整備を進めている。 

 

・推奨部活動 

本学のクラブのうち、体育会系の 9 クラブ（硬式野球部、柔道部、男子サッカー部、

女子サッカー部、男子ソフトボール部、女子ソフトボール部、陸上部、男子バスケット

ボール部、女子バスケットボール部）を「推奨部活動」に指定し、監督 8 人、コーチ 2

人、トレーナー3 人の指導体制の構築、連盟登録費などの活動支援を行なっている。 

 

・学友会の活動支援 

 本学では、毎年大学最大のイベントとして「三松祭」という学園祭を開催している。

この学園祭については、学友会および三松祭実行委員会という学生組織が中心となり、

企画・運営を行なっており、こうした活動についても大学が支援している。 

学友会に対しては、学友会顧問（教員 1 人）、学友会代行（学生サポートグループ長）

を配置し、学友会によるクラブ代表者会議（原則として毎月開催）の運営を支援してい

る。また、学友会によるクラブ活動を主体とした冊子「飛翔」の発行を支援している。 

 

・地域との交流支援 

 地域からのボランティア等の要請については、メールでの告知、学内掲示板及び学生

向け総合ポータルシステム（eSquare）を通じて告知と募集を行なっている。 
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〇留学生に対する支援 

 外国人留学生に対しては、本学内に平成 23(2011)年度に設立した「国際交流センター」

において、募集・入国管理業務及び福利・厚生を扱うとともに、各種相談、健康管理、

奨学金、アルバイト、住居紹介、課外活動等の支援（学務、就職活動を除く）等を行な

っている。 

本学では、他にもアルバイト情報の提供、本学「ハイツ連絡会議」による賃貸物件の

情報提供等の支援も行なっている。 

 

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 

〇学生相談箱の設置 

学生食堂内に「学生相談箱」を設置し、投稿された相談内容については、学生委員会

で内容を検討し、速やかに対応するとともに、必要により、掲示板等を通じて学生に周

知している。 

○クラブ代表者会議 

 毎月開催している「クラブ代表者会議」を通じて、各クラブからの意見・要望の把握

に努めている。 

 また、上記に加えて、セミナー・演習系科目担当教員は面談の機会などを利用した学

生の意見・要望等の把握にも努めており、担当教員と関連部署が情報共有し、学生の満

足度向上と問題の早期発見・改善に役立てている。 

 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 2-7-1】学生委員会議事録 

【資料 2-7-2】図書館ガイダンス実施状況 

【資料 2-7-3】選書ツアー実施状況 

【資料 2-7-4】ラーニング・コモンズ利用状況 

【資料 2-7-5】日本学生機構利用学生数 

【資料 2-7-6】2017 年度 学生募集要項 

【資料 2-7-7】学生ハイツ連絡協議会管理者名簿 

【資料 2-7-8】クラブハウス配置図 

【資料 2-7-9】推奨部活動指導者名簿 

【資料 2-7-10】キャンパス・ハラスメント防止に関するガイドライン 

 

(3) 2-7 の改善・向上方策（将来計画）  

本学の学生サービス体制については、これまで通り学生委員会がその中心となり、き

め細かな学生サービスに努めていく。 

健康管理、心的支援、生活相談等については、健康診断結果報告書をもとに、必要な

精密検査の受診督励、生活習慣病の改善指導等について、セミナー・演習系科目担当教

員と看護師が連携を図り、個別指導を継続的に行なっていく。 

また、心的支援、生活相談等については、セミナー・演習系科目担当教員と関連部署

が個人情報の取扱いに配慮しつつ情報の共有を図りながら、対応するとともに、過去の
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対応経験や実績を生かした担当者のスキルアップに努める。 

経済的支援については、本学独自の特待制度や留学生授業料減免制度、「日本学生支援

機構」よる奨学金制度と併せ、学納金月払い制度等の経済支援を継続していく。 

学生の意見・要望の把握と分析・検討結果の活用については、各種のアンケートの実

施、学生相談箱の運用を継続し、把握した意見・要望等については、速やかに学生委員

会で検討するなど、迅速的確に対応するとともに、関連部署間で情報の共有を図るとと

もに、必要により、学内掲示板等を通じて、対応状況を学生に周知することとしている。 

 

 

2－8 教員の配置・職能開発等 

≪2－8 の視点≫ 

2-8-① 

2-8-② 

 

2-8-③ 

教育目的及び教育課程に即した教員の確保と配置 

教員の採用・昇任等、教員評価、研修、FD(Faculty Development)をはじめ

とする教員の資質・能力向上への取組み 

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 

本学の専任教員は教授 19 人、准教授 6 人、講師 13 人、計 38 人であり、教育課程を運

営するための必要な教員は確保されている。 

学科別には、経済学科 13 人、経営学科 11 人を専門教育科目担当教員として配置し、

それぞれの収容定員に照らして、その配置は適切である。また、一般教育科目担当教員

は、14 人であり、専任教員 38 人に対して、兼任教員は 25 人である。 

 

【エビデンス集・資料編】 

 【資料 2-8-1】全学の教員組織(学部等) 

 【資料 2-8-2】専任教員の学部、研究科ごとの年齢別の構成 

 

2-8-② 教員の採用・昇任等、教員評価、研修、FD(Faculty Development)をはじめとす

る教員の資質・能力向上への取組み 

○教員の採用・昇任等 

教員の採用・昇進については、「関東学園大学教員資格審査委員会規程」、「関東学園大

学教員資格審査基準」及び「関東学園大学教員資格審査基準細則」を定めており、適切

に運用されている。 

教員の採用については、学長、副学長、学科長、教務委員長等によって教員採用の必

要性が協議される。教員採用の必要があると判断された場合には、他大学を含む大学関

係者に本学での教育研究を希望する研究者の紹介、推薦を依頼し採用候補者を募り、上

記の規定に基づいた「教員資格審査委員会」における教育活動・研究業績等の審査等を
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経て、法人が採用の可否を決定している。 

教育・研究業績の優れた研究者のみならず、実学志向の授業科目を効果的に実施する

ため、実務界での豊富な経験を有し、かつ実践的な教育指導ができる実務家教員の採用

にも努めている。また本学では語学科目はもちろんのこと、専門科目についても人種、

国籍、性別を問わず採用を行なっている。 

また本学では、定年を超えた年齢の者で学内及び学外から法人が特に必要と認めた教

員を特任教員として任期を定めて採用している。特任教員については、「特任教員に関す

る細則」等の規定を定めており、規定に基づいて任用の可否を決定している。 

教員の昇任については、研究能力・研究業績とともに教育能力を基本として、原則と

して一定の経験年数を有する者を対象としている。 

 

○教員評価 

本学では、賞与のうち勤勉手当については、教員から「教育・校務・研究・社会的活

動等報告書」を提出してもらい、評価者（学長）が副学長の補佐を受け、学科長の意見

を聴き、総合評価を 7 段階（㊕極めて優秀、①優秀、②極めて良好、③特に良好、④良

好、⑤やや良好でない、⑥良好でない）で行なっている。その後、理事長に提出、理事

長の決裁を経て支給される。 

なお、評価の正確性・公正性・透明性を確保する目的から評価項目、手続きについては

公開されている。 

 

○研究会への参加 

平成 28(2016)年度、FD 推進室では、次の四国地区大学教職員能力開発ネットワーク

（SPOD）が主催する研修会へ参加した。 

 

SPOD フォーラム 2016 

日時：平成 28(2016)年 8 月 24 日～26 日 

場所：愛媛大学城北キャンパス 

主催：四国地区大学教職員能力開発ネットワーク 

概要：テーマ「経験を学びに変える」 

 

○FD 等組織的な取組み 

本学では、FD に関して以下の 4 点に立脚し、組織的な授業改善の取り組みが適切にな

されている。 

（1）教員は、学生が授業をどのように評価しているのかを理解した上で授業改善に当た

る。 

（2）学生が満足できる授業を行なう。満足できる授業とは、学生が内容を理解し、知的

欲求が満たされる授業である。 

（3）教員が互いの授業を見学することを義務付ける。 

（4）参観した授業から、何が学生の満足度につながっているか、何が自己の授業に不足

しているかを考え、それを授業の改善につなげる。 
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 本学では、平成 16(2004)年度より、学生に対して「授業評価アンケート」を行なって

いる。平成 21(2009)年度より、アンケート調査の結果を授業改善につなげることを目的

とした公開授業を実施している。この公開授業は、本学の全教員（兼任教員を含む）を

対象に実施されており、専任教員は少なくとも、1 科目以上の参観が義務付けられてい

る。教員は参観の後、参観授業に対するコメントや、自身の授業に参考になる点等を提

出した上で、各教員が自身の授業の改善に努めている。 

また平成 21(2009)年度には、「FD 研究会」を立ち上げ、教員による活発な意見交換が

重ねられている。実施状況は次の通りである。 

 

年度 回 月 テーマ 

26 年度 

第 1 回 7 月 テーマ「どのように、授業に学生をひきつけるか」 

第 2 回 9 月 シラバスの活用、授業評価アンケートについて 

第 3 回 11 月 授業方法の情報交換 

27 年度 

第 1 回 7 月 セミナー・演習系科目運営の情報交換 

第 2 回 9 月 授業評価アンケートについて 

第 3 回 12 月 授業方法の情報交換 

28 年度 

第 1 回 7 月 セミナー・演習系科目運営の情報交換 

第 2 回 8 月 アクティブラーニングについて 

第 3 回 11 月 授業方法の情報交換 

 

【エビデンス集・資料編】 

 【資料 2-8-3】FD 研究会実施状況 

 

2-8-③ 教養教育実施のための体制の整備 

本学の教養教育は、「基礎科目」及び「一般教育科目」において実施されている。これ

らの区分に属する授業科目については、両学科に共通した授業科目として開講しており、

本学学生が受ける教養教育に偏りが生じないよう配慮している。 

本学は、教養教育の基礎となる初年次教育の重要性について早くから認識している。

平成 7(1995)年度より、1 年次必修のセミナー科目である「フレッシュマンセミナー」を

導入し、高校教育から大学教育への円滑な移行や、大学生活のスタートが順調に切れる

よう、セミナー担当教員が中心となり学生を指導している。 

教務に関する基本的事項を検討する「教務委員会」の下に、「基礎科目」及び「一般教

育科目」について検討する「教養教育教務検討委員会」が置かれている。「教養教育教務

検討委員会」は、「基礎科目」及び「一般教育科目」を担当する教員で組織されている。

この委員会において本学の教養教育の運営や今後の編成方針等の検討を行なう体制が整

備されている。なお、「教養教育教務検討委員会」での検討結果については、事項により、

学長主催会議を経由して教授会に付議されることになる。 
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【エビデンス集・資料編】 

 【資料 2-8-4】平成 29 年度 学務分掌 

 【資料 2-8-5】関東学園大学教務委員会規程 

 

 

（3）2－8 の改善・向上方策（将来計画） 

従来のコース制の内容を見直し、平成 29(2017)年度より、経済学科 2 コース、経営学

科 3 コースの新しいコース制を運用している。新しいコース制を展開していく上で、教

育課程の運営をより充実させていくため、必要に応じて教員配置の調整や変更を柔軟に

行なっていく。 

教員の採用においては、審査対象教員と同じ専門領域を持つ専任教員が不在の場合に

は、関連する専門領域を持つ専任教員が協力することによって、適切な審査が行なわれ

るように配慮していく。 

授業評価アンケート調査から得られた結果を、授業の改善へと繋げるための方策を考

えるとともに、本学学生が満足したとする授業が、どのような視点から評価されていた

のかについての検証を続けていく。このような問題意識を背景として実施された「FD 研

究会」は、今後も引き続き開催していく。 さらに、これまでの FD 活動から得られた授

業改善に向けた調査や論議の結果に基づき、授業改善をより有効的に実現するための取

り組みを、全学的に実践していく。 

本学の教養教育を主として担っている基礎科目及び一般教育科目については、その内

容や教育方法を、教養教育教務検討委員会を中心に継続的な検討を実施していく。教養

教育教務検討委員会は、平成 22(2010)年度より新しく設置されたものであり、引き続き

関連する他の委員会等との連携を図り、教養教育のあり方についての検討が実質的なも

のとなるよう努めていく。 

 

 

2－9 教育環境の整備 

≪2－9 の視点≫ 

2-9-① 

 

2-9-② 

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 

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 

本学の施設設備は適切に整備され、それらは有効に利用されている。本学は、下の図

のような教育研究環境を有している。 
 
 



関東学園大学 
 

34 
 

 本学の教育研究環境 

 

校地・施設 
本学の校地面積と校舎面積等については、下記の表のとおりである。 校地面積及び校

舎面積ともに、大学設置基準を十分に上回っており、施設設備は適切に整備されている。 
 

校地・校舎面積 
 

関東学園大学 大学設置基準 

校地面積（㎡） 154,491  10,800 

内運動場用地（㎡） 61,507 － 

校舎面積（㎡） 18,724 5,883 

 

 経済学部 1 号館、2 号館、3 号館、レクチャーホール、コンピュータセンターを中心に

講義室等を配置しており、講義室 32 室(4,374.6 ㎡)、演習室 21 室(1,310.7 ㎡)を備えて

いる。教員が使用する研究室については、経済学部 3 号館と第 1 管理研究棟を中心に配

置しており、個人研究室 85 室、共同研究室 5 室を備えている。 

 主な学生の厚生施設としては、食堂、学生控室、第 1 クラブハウス、第 2 クラブハウ
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スを設置しており、さらに、スポーツ施設として、屋外の運動場 61,507.0 ㎡(野球場、

サッカー場、ソフトボール場)、第 1 体育館 2,099.8 ㎡、第 2 体育館 630.0 ㎡等を整備し

ている。各施設の詳細な内容については、以下のとおりである。 

 

1．研究室、教室  
教員が使用する研究室は、専任教員については 1 人に 1 室を備え、ノートパソコンを

貸与して、教員の教育研究環境を整えている。また、研究室は、オフィスアワーや学生

面談等にも活用している。平成 25(2013)年から研究室内の内線電話を固定電話からスマ

ートフォンに替え、学生とのコミュニケーションを図る上での利便性を向上させ、より

スムーズな学生指導が行なえるようになっている。 

また、空き研究室をコース毎の自習室として学生に利用させ、指導を行ないやすい環

境を整備している。 

教室については、多人数での講義が行なわれる講義室や、セミナー・演習系科目等が

行なわれる演習室が整備されている。平成 25(2013)年度に少人数教育対応型教室を、共

同学習によるコンピテンシー向上を主な目的として一部更新整備した。従来型は移動が

難しい机と椅子のゼミ室が多く、「自主的な問題解決学習や少人数でグループワークやミ

ーティングを行う環境づくり」が課題となっていた。 

整備の概要は、ⅰ）可動式机・椅子を配置し、様々なグループ編成での共同学習に対

応している。ⅱ）コピーボードを配置し、セミナー・演習系授業における自由なディス

カッション、特にブレーンストーミング、プレゼンテーションなどにおいて活用してい

る。 

 平成 28(2016)年度、業務の効率化と情報の共有化等を目的として第 2 管理研究棟にあ

った研究室を主として第 1 管理研究棟に集約化するとともに、逐次老朽化しつつあった

経済学部 1 号館の屋上防水工事及び外壁の改修工事を実施し、建物としての長期安定使

用に努めた。 

 
2．関東学園大学松平記念図書館の教育整備環境と適切な運営・管理 

平成 29(2017)年度現在の蔵書数は 235,665 冊、逐次刊行物 2,501 種である。平成 28

年度の開館日数は 281 日、開館時間は 9 時から 19 時（土曜日は 15 時）で、平日の最終

講義終了後(18 時 20 分)も 40 分間開館しており、学生の学習時間確保ができるような環

境となっている。 

平成 26(2014)年 4 月より、図書館 2 階にラーニング・コモンズが設置され、セミナー・

演習系科目を中心に利用者が増えている。 

 

3. 管理関係施設  

第 1 管理研究棟に学生支援センター教務グループと事務グループを設置していたが、

これに加え、平成 28 年(2016)度に経済学部 3 号館にあった広報室を集約化した。また、

第 2 管理研究棟にキャリアサポートグループを設置している。第 1 クラブハウス内に学

生サポートグループ､国際交流センターを設置し学生対応を行なっている。 

4．学生食堂、トイレ 
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学生の満足度向上のため、平成 20(2008)年 10 月に学生食堂をリニューアルした。ま

た、トイレを新設し、女子トイレ内にはパウダールームを設ける等、大学内での学生生

活を快適に過ごせるよう配慮した。 

 
5．運動場、体育館 

平成 25(2013)年 4 月に、土のサッカー場を人工芝サッカー場に改修した。天然芝に近

い人工芝化により、学生の安全性、体育実技時等の教育効果、さらに競技パフォーマン

スの向上が実現された。 

本学は、推奨部活動として、硬式野球、男女サッカー、男女ソフトボール、柔道、陸

上、男女バスケットボール部がある。野球場、サッカー場、ソフトボール場には、夜間

照明設備を備えている。平成 18(2006)年度のスポーツマネジメントコースの開設もあり

これらの設備の利用率は高い。平成 21(2009)年夏季休業中には、第 2 体育館にあった武

道場を経済学部 1 号館へ移設し第 2 体育館内改修を行い、スポーツ関連の授業並びに部

活動で有効に活用できるようにした。 

また、平成 29(2017)年度、各クラブ活動が猛暑時にでもストレッチ等もできるよう経

済学部 1 号館 111 教室の武道場としての改修を計画中である。 

なお、第1体育館においては、平成21(2009)年度に遮光カーテンを整備するとともに、

平成 24(2012)年度にアリーナ屋根の塗装、屋上防水及び外壁の塗装工事を実施して修学

環境の整備に努めた。  

太田市は全国有数の夏季に高温となる地域であり、1 年のうち 1、2 か月間は運動に適

さない時期があるため、一部のスポーツ施設には熱中症予防など学生の安全確保のため、

冷暖房を完備している。 
 
6．耐震工事 

平成 17(2005)年 12 月にすべての建物の構造部材の耐震診断を実施し、耐震整備が必

要な建物については平成 19(2007)年度に対応した。なお、非構造部材については、現在

改修工事を検討している。 

 
7．安全について 

体育館、学生控室に AED(自動体外式除細動器)を設置し緊急時に備えている。平成

23(2011)年には教職員全員を対象に、心肺蘇生法 AED 救命講習を実施した。以後新任職

員を太田地区防火安全協会主催の AED 取扱い研修会に参加させている。防災訓練は、教

職員による消防訓練を毎年実施している。平成 25(2013)年度からは学生を対象とした緊

急地震速報対応訓練を実施し、「緊急地震速報を聞いた時に、あわてずに、まず身の安全

を確保する基本行動を確認」させている。 

非常食として、乾パン等 2332 食、水 864 本（2L ペットボトル）を備蓄して、現時点

では 1 日 3 食として、777 人分を賄うことができる。次年度以降も賞味期限 5 年を考慮

し購入を継続する。また、備品消耗品として、毛布 100 枚、簡易ベッド 10 台、寝袋 10

個、担架 14 台、簡易リヤカー3 台、ヘルメット 80 個、塵挨簡易マスク 100 個、地震対

策トイレを備えている。 
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危機管理体制は、関東学園大学「危機管理基本マニュアル」に基づき、危機管理のた

めの体制を組織、緊急時の対応について細部を定めている。  

 また、本学 3 号館の 311 教室は、太田警察署施設が被災した際、災害時の治安維持、

被災者への速やかな公助を実施するための代替施設設置場所として指定されている。 

 

8. 情報サービス施設      

本学の情報サービス施設及び IT 環境は、活用に必要な整備数と適切なコスト配分を検

討した上で、経営方針・教育方針に基づき、大学の各種検討の下、整備している。 

現在整備されている教育用パソコンは、コンピュータ教室、開放端末室、マルチメデ

ィア教室、ラーニング・コモンズに設置され、授業の内容によって有効に利用されてい

るほか、空き時間には、課題調査やレポート作成に活用されている。なお、設置してい

る PC は約 6 年で計画的に順次更新し、ソフトウエアも順次更新している。 

また、貸出用のノートパソコン等による講義が可能な教室の整備や、教職員が利用で

きる教材開発室も整備している。 

開放端末室には情報相談窓口（ヘルプデスク）を設置しており、相談員が常駐し、学

生のパソコン操作及びコンピュータトラブルなどに対応している。また、問合せ等を受

け付けるだけではなく、情報発信もしている。これにより、学生の利便性向上はもちろ

んのこと、IT リテラシーの向上にも寄与する機能を果たしている。 

 

情報基盤の提供 

・ネットワーク基盤 

館林地区、太田地区、学外にあるデータセンターの 3 拠点を専用回線（WAN 回線）で

結び、イントラネット環境を構築している。また、インターネット環境においては、館

林地区からインターネット回線を結んでいる。建物間への接続は、太田地区においては

コンピュータセンター内の電算機室より、各棟に光ファイバーで LAN が接続され、各棟

内では屋内配線でクライアントノードを構成している。学内設置のどのパソコンからで

も、学内ネットワーク、インターネットの利用が可能である。 

学内無線 LAN 環境については、平成 16(2004)年に一部の施設に先駆けて導入した。導

入時は時期尚早であり学生の利用は少なかったが、平成 26(2014)年 4 月に導入したラー

ニング・コモンズの無線LAN環境は、現在、学生が活発に利用している。また平成27(2016)

年には、学生に対して無線 LAN 環境に関するアンケートを実施した。アンケートからは、

スマートフォン、ノート PC の高い保有率、及び学内無線 LAN 環境の拡張を要望する学生

が多数であることが判明した。この結果に基づき、導入済みである無線 LAN 環境に加え、

平成 29 年度(2017)にキャンパス無線 LAN 整備案を策定した。本案件による開放端末室、

PC 教室に限定されないネットワーク利用環境の整備により、授業や課題提出、就職活動

等の利便性の向上を図る。 

さらに、平成 28(2016)年度には、大学キャンパス内の光回線ネットワーク測定調査お

よび敷設状況調査を実施した。調査の結果、経年劣化に伴う指摘項目が見受けられたが、

現状ではそれが起因となるネットワーク障害は考えにくいとの診断結果となった。なお、

把握した 4 カ所の指摘点(図書館東側芝生付近のハンドホール 1 カ所、第 2 管理研究棟北
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側ハンドホール 2 カ所、経済学部 2 号館からレクチャーホール部分の架空線路上 1 カ所)

について平成 29(2017)年度に修繕を実施する計画を策定している。 

 

・セキュリティ基盤 

本学ネットワーク環境を構成する機器のリプレースやソフトウェアの更新について必

要に応じた事業計画化及び対応を随時行なっている。またセキュリティパッチの適用等

のセキュリティ管理と合わせシステムへの不正アクセス、データの不正利用、漏洩、改

ざんなどセキュリティの監視を実施している。これらの対策により、機器故障時の耐性

強化による業務継続性の向上、ネットワーク不正攻撃からの防御、セキュリティレベル

の強化を図っている。また、外部からの攻撃を回避するために、ファイアウォール機を

設置し、ユーザーの不正アクセスを防ぐためのユーザー認証を行なっている。 

大学内に設置されている教員用と学生用パソコンに対して、有償のアンチウイルス対

策ソフトを導入している。また、パソコンの盗難や不正な持ち出しを防止するために防

犯対策セキュリティロックを導入している。 

物理的なセキュリティ対策だけではなく、セキュリティリスク・対策に関する、標的

型サイバー攻撃等の最新の情報・動向を学内外から収集し、標的型不審メール等による

被害を防ぐための策啓発活動なども行なっている。また、入学時オリエンテーションで

新入生向けにネットライセンス講習会を開催し、学生のセキュリティに関する知識と意

識向上に努めている。以上のように、教員と学生に安全で安定した教育環境を提供して

おり、情報教育の発展に寄与している。 

 

ユーザー利用サービス 

・ファイルサービス 

学内ネットワーク上に教員用・学生用ファイルサーバを用意し、個人ファイルの保存

ができるようになっている。また、申請によって教員や学生が共有のフォルダを作成す

ることができ、共同学習における利便性も高いものとなっている。 

 

・メールサービス 

学生を対象としたメールサービス環境は、グーグル社の G メールサービスで構築され

ている。これらのサービスは、強力な迷惑メールフィルター及びインターネットが導入

されている環境下であれば利用可能であることから、学生の利便性は高い。 

 

・グループウェアサービス 

本学では、平成 10(1998)年度に、大学内での学生・教員・職員のコミュニケーション

をより充実させるために、学生向け総合ポータルシステム（eSquare）を導入している。

平成 20(2008)年度には、新システムに移行し、継続して活用されている。なお、このシ

ステムは、学外からインターネット経由で利用することも可能である。また、近年では

多くの学生はスマートフォンでインターネットを閲覧している状況を鑑み、学生向け総

合ポータルシステム（eSquare）も一部のコンテンツ（学生掲示板等）のスマートフォン

化を検討し、平成 29(2017)年度の計画案を策定した。これにより、例えば、授業資料や
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課題の参照等のモバイルを利用した学習、安否確認やアンケート回答、就職活動等にお

けるモバイル活用の利便性を図る。 

学生向け総合ポータルシステム（eSquare）には、講義や演習の情報が掲載されており、

これらの情報は、学生が授業科目やセミナー・演習系科目を選択する際の参考となるも

のである。また、学生向け総合ポータルシステム（eSquare）では、教員側から学生に課

題の提示や参考文献の紹介などを行なうことができる。「授業資料」、学生側から教員に

質問することのできる「クラスフォーラム」、課題の提出に使うことが出来る「課題提出」

等の機能も、授業単位で備えられている。 

学生が大学時代にコンピテンシーを身につけることを支援するシステムである

「eCompetency」は、コンピテンシー育成プログラムにおいて教職員と学生が利用してお

り、学生が 1 年間の活動の目標と計画を登録し、自己管理シートにその活動の内容、行

動の記録を入力、管理している。 

学生向け総合ポータルシステム（eSquare）では、教職員から学生にメール配信するこ

とができる。学生が登録したメールアドレス（携帯電話・パソコン）から、配信情報に

直接関係ある学生を配信先として指定して、休講情報、学生呼び出しを送信することが

できる。また、電子掲示板で、履修、授業、試験に関する連絡、各課からの連絡、アル

バイト情報、ニュース解説等を随時掲示している。Web による履修登録や本学にきた求

人情報を検索・閲覧できる機能により利便性も図られた。 

また、教職員に対しても eSquare 講習会を開催し、ICT を活用した教育内容の向上を

図っている。 

 

・IT 活用状況調査(ユーザー満足度調査) 

毎年度教職員、学生に対し毎年度 IT 活用状況調査（ユーザ満足度調査）を実施し、 

システムの活用状況および要望や IT 活用の実態やトレンドに対する意識の把握をし、毎

年策定している事業計画に反映している。 

 

その他  

・トイレ  

平成 20(2008)年 3 月に 3 号館のトイレをすべて改修し温水洗浄暖房便座を設置、トイ

レ内には暖房を完備した。女子トイレにはパウダールームを設けた。3 号館以外に設置

されているトイレについても一部の和便器を洋便器に改修した。便器は節水型を採用し

従来の半分以下（13ℓ→8ℓ）の水量で処理できるようになっている。  

 

・学生駐車場  

自動車通学者のために、学生専用駐車場を完備している。4 箇所の駐車場を合わせて

607 台収容可能。使用料は無料としている。 また、部活動で来学した大型バス用の駐車

場も整備している。 
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・トレーニングルーム  

平成 18(2006)年度に推奨部活動及びスポーツマネジメントコースの発足に伴いトレ

ーニング室を整備、エアロバイク、トレッドミル等 20 種類の機器を設置した。これによ

り、スポーツマネジメントコースの実技授業や部活動でのトレーニングが実施できるよ

うになり、基礎体力の向上に成果が出ている。なお、これらの機器は、一般学生も自由

に利用することができる。 

 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 2-9-1】校地、校舎等の面積 

【資料 2-9-2】講義室、演習室、学生自習室等の概要 

【資料 2-9-3】図書、資料の所蔵数 

【資料 2-9-4】図書館利用者の状況 

【資料 2-9-5】危機管理基本マニュアル 

【資料 2-9-6】ネットワーク利用マニュアル 

 

2-9-②授業を行う学生数の適切な管理 

授業科目について同時に授業を行なう学生数は、授業の方法、設備、教育効果を考慮

して、適当な人数となるよう管理している。 

例えば、学生の安全管理の面から「スポーツ実技（柔道）」、学生のニーズの高い「心

理学」、PC を使い情報技術の技能習得を目指す「情報基礎実習」はコマ数を増やし、学

生が授業を選択できるよう配慮している。また、少人数教育のセミナー・演習系科目に

おいては、学生の希望などを踏まえた上で、適当な人数になるようにバランスを考えた

配分を行っている。教室については、履修者数に応じた適当な教室への変更、回ごとの

授業内容に応じた教室に変更するなど、臨機応変な対応を行なっている。 

 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 2-9-7】授業科目別履修者数 

 

（3）2－9 の改善・向上方策（将来計画） 

教育研究環境を補完する施設設備等は毎年度、予防保全の診断を行ない、その結果に

基づいて整備に努め、豊かで快適な空間を維持していきたい。 

情報基盤整備については計画的に実施し、学生のニーズ、システムの維持・管理、コ

スト削減、また予算を平準化するための観点から、中期の情報化計画を立て整備を行な

っていく。 学生の IT リテラシーを育成・向上するため、平成 14(2002)年度より本学の

学生をアルバイトとして採用している。作業内容としては開放端末室内の情報相談窓口

で、学生からの問い合わせへの対応や、システムセンターが教室等の PC リプレースや

OS 入れ直し作業を行う際の補佐を行なう。今後は、その担当範囲を徐々に拡大し、課外

講習である office 使い方講習の補助等、学生が課外で IT 能力を育成・向上するための

機会をさらに広げていく予定である。 

安全な教育研究環境を維持するための管理を適切に行ない、建物の改修、バリアフリ
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ー対策を進めていく。また、必要に応じて適切な整備を行なっていくとともに、学生の

満足度向上に寄与する施設整備の充実を図る。 

 

［基準 2 の自己評価］ 

学修と授業に関して、学生の受け入れ状況は、万全とはいえないが、基準を満たして

いると考えている。大学全体の収容定員（1,080 人）の充足率は（64.6％）（平成 29 年 5

月 1 日現在）である。入学者の下げ止まりの兆しがみられるものの、適切な学生数受入

れのため、募集広報委員会を中心とした全学的な募集広報活動の取り組みを推し進めて

いく。併せて安定した入学者数確保と本学のアドミッション・ポリシー（入学者受入方

針）に適した学生確保のため、それらに沿った入試制度・内容・特待生制度の検討を行

なう。 

教育課程及び教授方法、学修及び授業の支援、単位認定、卒業・修了設定等、教育目

標の達成状況の評価とフィードバック、教員の配置・職能開発等は基準通りの取組みが

行われている。近年の中教審答申を受け、授業回数の確保、自学自習を促す教育の工夫

やそのための履修単位数の制限の強化などが行われている。 

キャリアガイダンスをはじめとするキャリア教育、就職支援などはきわめて充実して

おり、本学の強みである。就職実績の数値も改善され、成果があがっている。 

教育環境の整備という点では、大学設置基準からすると、校地面積は 10 倍以上、校舎

面積は 2 倍弱の規模を有しており、緑豊かなキャンパスとして教育研究活動に適した環

境となっている。教育研究環境を補完する施設設備等の安全については毎年度、学生支

援センターが主体となり事務局管財課と連携し、維持・管理、法定点検、保守等を行い

適切に確保している。 

以上から、学生の受け入れという点で、今一歩の努力が必要とはいえるものの、入学

者の下げ止まりの兆しがあり、その他の基準も合わせて、全体として基準 2 を満たして

いるということができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




