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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 備考 

【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・研究科構成  
【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 該当なし 

【表 F－6】 
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） 該当なし 
【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  
【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） 該当なし 
【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）  
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【表 3－6】 事業活動収支計算書関係比率（法人全体のもの）  
【表 3－7】 消費収支計算書関係比率（大学単独）  
【表 3－8】 事業活動収支計算書関係比率（大学単独）  
【表 3－9】 貸借対照表関係比率（法人全体のもの）  
【表 3－10】 貸借対照表関係比率（法人全体のもの）  

【表 3－11】 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）  

 

 

エビデンス集（資料編）一覧 

基礎資料 

コード 
タイトル  

該当する資料名及び該当ページ 備考 

【資料 F-1】 
寄附行為 
学校法人関東学園寄付行為  

【資料 F-2】 
大学案内 
関東学園大学入学案内 2018  

【資料 F-3】 
大学学則 
関東学園大学学則  

【資料 F-4】 

学生募集要項、入学者選抜要綱 
2017 年度 学生募集要項 
2017 年度 AO 方式入試 
2017 年度 募集要項（編入学試験、転入学試験） 
2017 年度 外国人留学生のための案内 

 

【資料 F-5】 
学生便覧 
関東学園大学 2017 学生便覧 
関東学園大学 2017 学生便覧（付録）  

【資料 F-6】 
事業計画書 
平成 29 年度事業計画書  

【資料 F-7】 
事業報告書 
平成 28 年度事業報告書  

【資料 F-8】 
アクセスマップ、キャンパスマップなど 
関東学園大学ホームページ抜粋 
関東学園大学 2017 学生便覧 7 ページ  

【資料 F-9】 
法人及び大学の規程一覧（規程集目次など） 
学校法人関東学園規程 
関東学園大学規程  

【資料 F-10】 

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
議員会の前年度開催状況（開催日、開催回数、出席状況など）がわかる
資料 
役員名簿、評議員名簿 
平成 28 年度 理事会開催状況一覧 
平成 28 年度 評議員会開催状況一覧 

 

【資料 F-11】 

決算等の計算書類（過去 5 年間）、監事監査報告書（過去 5 年間） 
平成 24 年度～平成 28 年度 
計算書（資金収支、消費収支、貸借対照表） 
監事監査報告書（平成 29 年 3 月 31 日） 

 

【資料 F-12】 
履修要項、シラバス 
関東学園大学 2017 シラバス 
平成 29 年度 履修の手引き  
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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】 関東学園大学ホームページ  
【資料 1-1-2】 関東学園大学学則 【資料 F-3】と同じ 
【資料 1-1-3】 関東学園大学 2017 学生便覧 【資料 F-5】と同じ 
【資料 1-1-4】 関東学園大学 2017 学生便覧(付録)  【資料 F-5】と同じ 
【資料 1-1-5】 関東学園大学学則 【資料 F-3】と同じ 
1-2．使命・目的及び教育目的の適切性 
【資料 1-2-1】 関東学園大学学則 【資料 F-3】と同じ 
【資料 1-2-2】 関東学園大学学則 【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】 関東学園大学学則 【資料 F-3】と同じ 
【資料 1-3-2】 学校法人関東学園寄附行為 【資料 F-1】と同じ 
【資料 1-3-3】 関東学園大学ホームページ 【資料 1-1-1】と同じ 
【資料 1-3-4】 関東学園大学 2017 学生便覧 【資料 F-5】と同じ 
【資料 1-3-5】 関東学園大学 2017 学生便覧(付録)  【資料 F-5】と同じ 
【資料 1-3-6】 関東学園大学入学案内 2018  【資料 F-2】と同じ 
【資料 1-3-7】 2017 年度 学生募集要項 【資料 F-4】と同じ 
【資料 1-3-8】 中長期財務計画（平成 29 年度～平成 33 年度）  

【資料 1-3-9】 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 1-3-10】 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 1-3-11】 関東学園大学ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）  

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】 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 F-4】と同じ 
【資料 2-1-3】 高校訪問実績資料  
【資料 2-1-4】 2017 年度 学生募集要項 【資料 F-4】と同じ 
【資料 2-1-5】 特待制度および学習支援金制度  
【資料 2-1-6】 学部、学科別の在籍者数（過去 5 年間） 【表 2－2】と同じ 
【資料 2-1-7】 就職の状況(過去 3 年間)  【表 2－10】と同じ 
2-2．教育課程及び教授方法 

【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 1-3-9】と同じ 

【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 1-3-10】と同じ 

【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)  【資料 1-3-11】と同じ 

【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 F-12】と同じ 

【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  
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【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  
2-3．学修及び授業の支援 
【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  

   
2-4．単位認定、卒業・修了認定等 
【資料 2-4-1】 関東学園大学学則 【資料 F-3】と同じ 
【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 F-5】と同じ 
【資料 2-4-4】 関東学園大学 2017 学生便覧(付録)  【資料 F-5】と同じ 
2-5．キャリアガイダンス 
【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  
2-6．教育目的の達成状況の評価とフィードバック 
【資料 2-6-1】 授業評価アンケート 【資料 2-3-4】と同じ 
【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 2-2-6】と同じ 

【資料 2-6-4】 「FD ハンドブック」  
【資料 2-6-5】 授業評価アンケート 【資料 2-3-4】と同じ 
2-7．学生サービス 
【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 F-4】と同じ 
【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  

2-8．教員の配置・職能開発等 
【資料 2-8-1】 全学の教員組織(学部等)  【表 F－6】と同じ 
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【資料 2-8-2】 専任教員の学部、研究科ごとの年齢別の構成 【表 2－15】と同じ 
【資料 2-8-3】 FD 研究会実施状況  
【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  
2-9．教育環境の整備 
【資料 2-9-1】 校地、校舎等の面積 【表 2-18】と同じ 
【資料 2-9-2】 講義室、演習室、学生自習室等の概要 【表 2-20】と同じ 
【資料 2-9-3】 図書、資料の所蔵数 【表 2-23】と同じ 
【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  
【資料 2-9-7】 授業科目別履修者数  
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】 学校法人関東学園寄附行為 【資料 F-1】と同じ 
【資料 3-1-2】 関東学園経理規程  
【資料 3-1-3】 関東学園内部監査規程  
【資料 3-1-4】 関東学園大学学則 【資料 F-3】と同じ 
【資料 3-1-5】 安全、衛生に関する規程  

【資料 3-1-6】 キャンパス・ハラスメント防止に関するガイドライン 【資料 2-7-10】と同じ 

【資料 3-1-7】 個人情報の保護に関する規程  
【資料 3-1-8】 危機管理基本マニュアル 【資料 2-9-5】と同じ 
【資料 3-1-9】 関東学園大学消防計画  
【資料 3-1-10】 関東学園財務情報の等の公開に関する内規  
【資料 3-1-11】 関東学園大学ホームページ（事業と財務の概要）  
3-2．理事会の機能 
【資料 3-2-1】 学校法人関東学園寄附行為 【資料 F-1】と同じ 
【資料 3-2-2】 関東学園寄附行為細則  
【資料 3-2-3】 役員名簿、評議員名簿 【資料 F-10】と同じ 
【資料 3-2-4】 平成 28 年度 理事会開催状況一覧 【資料 F-10】と同じ 
【資料 3-2-5】 平成 28 年度 評議員会開催状況一覧 【資料 F-10】と同じ 
【資料 3-2-6】 関東学園内部監査規程 【資料 3-1-3】と同じ 
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】 関東学園大学学長主催会議規程  
【資料 3-3-2】 学長主催会議開催状況一覧  
【資料 3-3-3】 関東学園大学学則 【資料 F-3】と同じ 
【資料 3-3-4】 関東学園大学教授会規程  
【資料 3-3-5】 経済学部教授会開催状況一覧  
【資料 3-3-6】 関東学園大学評議会規程  
【資料 3-3-7】 大学評議会開催状況一覧  
【資料 3-3-8】 平成 29 年度 学務分掌 【資料 2-8-4】と同じ 
3-5．業務執行体制の機能性 
【資料 3-5-1】 関東学園事務組織規程  
【資料 3-5-2】 関東学園事務分掌規程  
【資料 3-5-3】 関東学園就業規則  
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【資料 3-5-4】 関東学園稟議規程  
【資料 3-5-5】 事務職員研修参加状況一覧  
3-6．財務基盤と収支 
【資料 3-6-1】 中長期財務計画（29年度～33年度） 【資料 1-3-8】と同じ 
【資料 3-6-2】 平成 29 年度予算書  
3-7．会計 
【資料 3-7-1】 関東学園経理規程 【資料 3-1-2】と同じ 
【資料 3-7-2】 支出等決済区分規程  
【資料 3-7-3】 関東学園内部監査規程 【資料 3-1-3】と同じ 
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】 関東学園大学自己点検・評価及び認証評価規程  
【資料 4-1-2】 関東学園大学自己点検・評価実施組織規程  
【資料 4-1-3】 平成 29 年度 学務分掌 【資料 2-8-4】と同じ 
【資料 4-1-4】 自己点検・評価実施委員会開催状況一覧  
【資料 4-1-5】 全学会議開催状況一覧  
4-2．自己点検・評価の誠実性 

【資料 4-2-1】 関東学園大学の現状と課題(関東学園大学自己点検・評価報告書)  

【資料 4-2-2】 平成 22 年度 自己評価報告書  
【資料 4-2-3】 平成 26 年度 自己評価報告書  
【資料 4-2-4】 関東学園大学ホームページ  
4-3．自己点検・評価の有効性 
【資料 4-3-1】 自己点検・評価実施委員会開催状況一覧 【資料 4-1-4】と同じ 
【資料 4-3-2】 平成 29 年度 学務分掌 【資料 2-8-4】と同じ 
【資料 4-3-3】 各委員会等の年度自己点検報告（総括）  
基準 A．コンピテンシー教育 

基準項目 
コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

A-1.  関東学園大学のコンピテンシー教育 
【資料 A-1-1】 コンピテンシー資料(教員用・学生用)  

【資料 A-1-2】 2017 年度人事採用ご担当者向け広報誌「人間力」 
【 資 料
2-5-3】と
同じ 

【資料 A-1-3】 市広報誌（広報おおた）、ポスター、等  
【資料 A-1-4】 新聞掲載  

【資料 A-1-5】 
ケーブルテレビニュース（関東学園大学公式 Youtube に掲載） 

<https://www.youtube.com/watch?v=0GkSYt7h414> 
 

【資料 A-1-6】 平成 26 年度おおたスポーツアカデミー練習参加依頼書  

【資料 A-1-7】 
平成 19～27 年度おおたスポーツアカデミー関東学園支部（柔道）

活動状況報告 
 

【資料 A-1-8】 平成 26～28 年度おおたスポーツアカデミー インターンシップ実施確認書・インターンシップ参加学生リスト  

【資料 A-1-9】 平成 26～28 年度おおたスポレク祭 ボランティア参加学生リスト  

【資料 A-1-10】 おおたまちの先生見本市 平成 27 年度参加申込票・まちの先生  
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登録票、平成 28 年度パンフレット・参加申込票・まちの先生登
録票 

【資料 A-1-11】 平成 26 年度 「街頭指導」新聞掲載記事・「交通安全パレード」新聞掲載記事・その他ボランティア参加学生リスト、他  

【資料 A-1-12】 平成 26～28 年度 太田地域安全大会パンフレット・新聞掲載記事、他  

【資料 A-1-13】 平成 26 年度留学生地域交流活動関連資料  
【資料 A-1-14】 平成 27 年度留学生地域交流活動関連資料  
【資料 A-1-15】 平成 28 年度留学生地域交流活動関連資料  

【資料 A-1-16】 平成 27 年度 おおた 100 ㎞徒歩の旅ホームページ 
<http://100kmtoho.jp/> 

 

【資料 A-1-17】 
平成 28 年度 公益社団法人 太田青年会議所 

<https://www.facebook.com/otajc/> 
 

【資料 A-1-18】 おおた 100km アドベンチャーウォーク 2015 映像報告書  
【資料 A-1-19】 学友会活動成果報告書「飛翔」第 31 号 地域交流部  

【資料 A-1-20】 
平成 28 年度 おおた 100 ㎞徒歩の旅ホームページ 

<http://100kmtoho.jp/> 
 

【資料 A-1-21】 
平成 28 年度 公益社団法人 太田青年会議所 

<https://www.facebook.com/otajc/> 
 

【 資 料
A-1-17】 
と同じ 

【資料 A-1-22】 おおた 100km アドベンチャーウォーク 2016 映像報告書  
【資料 A-1-23】 学友会活動成果報告書「飛翔」第 32 号 地域交流部  
基準 B．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 備考 

B-1. 大学が持っている人的・物的資源の社会への提供 
【資料 B-1-1】 平成 27 年度、平成 28 年度地域における委員会活動等一覧  

【資料 B-1-2】 
平成 26 年度「関東学園大学公開講座実施構想について」（教授会

資料）・ちらし・「関東学園大学公開講座実施計画」・アンケート

結果 

 

【資料 B-1-3】 
平成 27 年度「関東学園大学公開講座実施構想について」（教授会
資料）・ちらし・「関東学園大学公開講座実施計画」・アンケート
結果 

 

【資料 B-1-4】 
平成 28 年度「関東学園大学公開講座実施構想について」（教授会
資料）・ちらし・「関東学園大学公開講座実施計画」・アンケート
結果 

 

【資料 B-1-5】 関東学園大学授業受講に関する協定書（関東学園大学附属高等学校）  

【資料 B-1-6】 関東学園大学授業受講に関する協定書（太田市立商業高等学校）  
【資料 B-1-7】 平成 26～28 年度関東学園大学の公開科目について（依頼）  
【資料 B-1-8】 平成 26～28 年度商業科 3 年生の生徒の授業受講について（依頼）  

【資料 B-1-9】 教授会資料 平成 26～28 年度附属高校及び太田市立高校生受け入れについて  

【資料 B-1-10】 関東学園大学科目等履修生規定  
【資料 B-1-11】 関東学園大学授業料等諸納付金規定  
【資料 B-1-12】 連携協定書  
【資料 B-1-13】 連携協定締結経緯  
【資料 B-1-14】 平成 27～28 年度課題研究発表について(ご依頼)･発表会式次第  
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【資料 B-1-15】 商業科教員対象の検定研修会の開催について  
【資料 B-1-16】 群馬県高等学校生徒研究発表会資料  
【資料 B-1-17】 群馬県高等学校生徒研究発表会賞状  

【資料 B-1-18】 平成 26 年 免許状更新講習認定通知・教員免許状更新講習受講者募集要項・教員免許状更新講習受講者評価結果について  

【資料 B-1-19】 平成 27 年 免許状更新講習認定通知・教員免許状更新講習受講者募集要項・教員免許状更新講習受講者評価結果について  

【資料 B-1-20】 平成 28 年 免許状更新講習認定通知・教員免許状更新講習受講者募集要項・教員免許状更新講習受講者評価結果について  

【資料 B-1-21】 関東学園大学第 27～29 回（平成 26～28 年） 市民ゲートボール大会計画・同実施要項  

【資料 B-1-22】 平成 26～28 年度施設使用申請状況表  
B-2. 教育研究上において、企業・自治体や他大学等との適切な関係が構築されていること 
【資料 B-2-1】 インターンシップ推進室担当会議（平成 28 年 11 月 23 日）資料  
【資料 B-2-2】 インターンシップ推進室担当会議（平成 29 年開催予定）資料  

【資料 B-2-3】 平成 27～29 年度企業向けインターンシップ広報資料（抜粋、主な実習先）  

【資料 B-2-4】 2017 年度人事採用ご担当者向け広報誌「人間力」 
【 資料
2-5-3】
と同じ 

【資料 B-2-5】 合同企業説明会実施報告  
【資料 B-2-6】 平成 26～28 年度学内合同企業説明会参加企業一覧  
【資料 B-2-7】 平成 26～28 年度学内会社説明会開催状況一覧  
【資料 B-2-8】 平成 27～28 年度情報機密保持に関する覚書、他  
【資料 B-2-9】 平成 26～28 年度群馬県内大学単位互換制度のチラシ  
【資料 B-2-10】 単位互換制度に関する包括協定に係る覚書  
【資料 B-2-11】 単位互換制度に関する包括協定書  
【資料 B-2-12】 平成 26～28 年度県内単位互換実績表  

【資料 B-2-13】 平成 26～28 年度群馬県私立大学スポーツ大会実施計画（教授会資料）  

【資料 B-2-14】 第 25～27 回 群馬県私立大学スポーツ大会実施要領  
【資料 B-2-15】 連携協定書決済書類一式  
 




