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序 章 
 
ほとんどの若者が中学卒業後高校に進学し、その後 50％以上の高校卒業生が大学に進学
する時代をむかえた今、大学が大きく変貌をとげなければならないことは、多くの人々が

認め、要求するところであろう。「大学の中では今何がおこなわれているのか。自分の送り

込んだ子弟はそこでどのような教育をうけ、どのように成長していくのか」。こうした素朴

な問いかけにすべての大学は常に回答を用意し、情報を開示する姿勢がなくてはならない。 
平成 16年 4月に全国の国立大学はいっせいに国家機関でなくなり法人化した。このこと
を機会に、同年から国公私立すべての大学は 7 年ごとの周期で、公的に認可された評価機
関に自己点検・自己評価をまとめて提出し、認証評価をうけることが法律によって義務付

けられた。この新しい制度は、まさに上記の素朴な問いかけに対応するために出来たもの

と思われる。 
上武大学は、創立 41年を迎え群馬県内の私立大学として最も長い歴史を持っている。そ
の歴史的背景を基に地方に位置する一私立大学として独自の研究を基に、いかにして学生

に対し特徴ある高等教育を用意していくか、今般の自己点検・評価に際して一貫したテー

マはこの命題につきるように思う。そのための到達目標が立てられ、現状説明が続き、そ

の現状を自己点検し、そして将来の改革・改善を具体的に記述するという書式にしたがっ

て各章は構成されているが、その中で本学は大学としての基盤的基準を満たすことが点検

されると同時に、本学独自の特徴が動的に立体的に示されていなくてはならない。 
上武大学創設の理念として「雑草精神（あらくさだましい）」がうたわれていることは、

理念目標に記すとおりである。この理念には、あらゆる境遇・環境に適応して力強く生き

抜く精神と同時に、学ぶ意欲をもった若者を高等教育により育成し、社会に必要とされる

人材として世に送り出す教育理念も包含されている。単に多数の学生を講義室に集めて一

方的に講義をし、試験を行って単位認定を行うワン・パターンの作業だけに頼っていては、

彼らを育成し、一定の完成度を付して世に送り出すことはできない。 
上武大学は、41 年前の創立当初からこのことを意識し、教員と個々の学生との密接な接
触と対応を、入学後 4 年間にわたって継続させる方針を現在に至るまで実践してきた。最
初は本学の大きな特徴となっていたこの教育方針も今では、多くの大学が採用することと

なり、本学独自の教育方針とは言えない時代となった。しかし、教養・専門ゼミナールな

どを、基本的に学生一人ひとりに対応する形をとって 40年間にわたって進めてきた本学に
は、それなりの伝統が築かれたはずであり、各章においてその点を自己評価してみること

は有意義なことと思われる。 
 大学においては教員の進める研究が原動力となって命ある教育がなされることが基本で

ある。19 世紀になって何世紀もの間、古典的な大学の伝統を維持してきたヨーロッパにお
いて、専門職業教育機関として単科大学が発足することになり、総合大学においても学部

の専門化が進んだが、一方においてあくまで原則論、本質論を追求する伝統的な大学の概

念も維持されてきた。 



上武大学は研究においていずれの立場を取るべきか。個々の研究は無論教員各自の考え

に従って進めるべきであるが、大学全体の教育指針はこの際明白に立てておく必要がある。

上武大学は設立以来、商学部を維持してきた歴史がある。商学部は時代の変化にしたがっ

てビジネス情報学部、経営情報学部の 2 学部に編成され、さらに看護学部が加わって 3 学
部の総合大学となった。この経緯から、本学は、創立以来、実践的な職業人の育成機関の

立場をとって教育研究をおこなってきたことがわかる。一地方大学として「雑草精神」を

もとに個々の学生に対する教員の密接な対応により大学教育を進める本学は、今後も同じ

の立場をとり続けていくことは変わりないことと思われる。各章においては、その視点か

ら自己点検・評価を進めることになるであろう。 
 本学の進める社会貢献は、多くの本学教員によってさまざまな形をとって地域連携を推

進させつつ行われてきた。この姿勢は現在の大学の在り方を考えた場合さらに強化されて

いくはずであり、各章においても記載される。大学のはたす社会貢献として本学は学生に

よる課外活動を特にとりあげたいと考えている。創部 5 年目にして駅伝部が果たした平成
21年正月の箱根駅伝初出場、平成 22年も連続出場がはたせたこと、さらにまた第 40回明
治神宮野球大会での準優勝、文化部活動では平成 20年度全国大学吹奏楽部演奏会における
銀メダル獲得などこの 1 年間だけでも顕著な実績がみられた。それらの結果は全国的にも
大きく報道されたため、大学の位置する伊勢崎、高崎をはじめ群馬県民に大きな自信と喜

びをもたらした。その成果は単に地元の知名度をあげた点での評価に止まらないはずであ

る。社会が細部にわたって組織化され無機的になっていく中で生きていかなければならな

い現代人に、スポーツが生き甲斐感、達成感を与える効果が一般に理解され、従来の大学

スポーツの概念が今大きく変わり、社会全体に対する影響が研究課題として注目されてき

た。本学のスポーツマネジメント学科には、学生のあげた実績をもとに大学を中心とした

新しいスポーツの在り方を、特に社会貢献の観点から追求していくべき使命も課せられて

いる。 
 

  上 武 大 学   
学長  鈴木 守 
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第 1章 理念・目的 
 

Ⅰ．大学の理念・目的・教育目標等 

 
上武大学の理念・目標 

上武大学には、創立者故三俣貞雄の提唱した建学精神、「雑草精神(あらくさだましい)」を刻した

記念碑がある。本学では「雑草精神」は、学園祭をはじめ、会館や、さまざまな催しなどに冠せられ、

教職員・学生の間に定着している。この「雑草精神」はいかなる境遇にも耐えて発展する強靭な精神

力・体力・生命力を表現しているが、創立者は、さらに雑草が広く大地に根を張り続けている様子に

着目し、今を生きる若者たちにすべからく教育の根を広げていこうという発想のもと、学びたいとい

う意欲を持つ若者に広く門戸を開き、人間教育に立脚した学生中心の普遍的・専門的教育を施し、い

つの時代にあっても、どのような環境におかれても、実社会において即戦力となる幅広い職業人の育

成を図ることを志して「雑草精神」を建学の理念とした。 

創立当初こうした理念の下に入学した学生たちは、共に語らい、共に学ぶという、人と人との繋が

りを根幹とした教育方針にやがて共鳴し、啓発され、教職員と一体となって大学発展のため邁進して

いこうという気概を持つようになった。まさに力強く根を張る雑草のごとく、自立心とチャレンジ精

神にあふれた、新しい時代を切り開いていく人間形成の象徴として、この雑草精神は今日に至るまで

本学の教職員や学生たちに服膺されてきたのである。 

このような理念の下、学則第 1章総則第 1節第 1条には「本学は、北関東における学術の一中心と

して人文・社会・自然の諸科学にわたる幅広い専門的教育と豊かな人間形成の場として、均衡のとれ

た総合的、学術的・研究・教育を推進すると共に創造力に富み、国際的感覚豊かな積極性のある人材

を育成することを目的とし、もって地域社会の文化の向上と産業経済の発展に寄与することを使命と

する」ことが謳われている。このことを具現化し教育研究活動を推進させていくため、建学の理念「雑

草精神」と相俟って導き出された具体的目標は以下に挙げるとおりである。 

教育目標 

①学生一人ひとりの個性を尊重した教育 
②創造力豊かな人間形成を重視した教育 
③理論と実践の融合を目指した教育 
④地域社会や国際社会に貢献できる人材教育 
研究目標 
①グローバルな視点に基づく研究の遂行 
②柔軟で斬新な発想に基づく研究の遂行 
③社会還元可能な研究の遂行 
④連携に基づく実学重視の研究の遂行 
上述した建学の理念のもと、これらの教育研究活動の目標を達成していくことにより、本学が高等

教育機関としての固有の役割を担い、多様な人材の創出が求められる現代社会において、本学の果た

すべき使命を全うできるものと確信する。それはいかなる社会においても、いかなる立場にあっても、

自己に備わった実力を基に逞しく生きて、地域社会や国際社会において、多種多様な考え方や職業を

持った人びとと共存し、ともに社会の発展に貢献する優れた人材を育成することである。 
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Ⅱ．学部の理念・目的・教育目標等 

 
1．ビジネス情報学部 

 
1)理念・目的等 

大学・学部・大学院研究科等の理念・目的・教育目標とそれに伴う人材養成等の目的の適切性 

大学・学部・大学院研究科等の理念・目的・教育目標の周知の方法とその有効性 

〔現状説明〕 
 本学部は、本学創立(昭和 43 年)とともに開設された商学部が前身であり、本学の建学の精神であ
る「雑草精神」を最も強く継承している。当時の教育方針は「商学部が目指す教育は、経済における

商品流通組織の科学的研究を基礎とする知識の修得を通じて、流通業界をはじめとする経済界・企業

経営等の多方面で活躍できる能力を備えた専門的職業人の養成を目的にしている。また、本学の教育

理念である人間教育に立脚して、視野の広い教養、すなわち基礎的能力としての教養を持ち、かつ実

社会が要請する専門的知識を兼ね備えた人材の育成を目指している」と定められ、社会の人材要請に

合わせた「幅広い職業人の育成」を学部の理念・目的としてきた。 
しかし、企業を取り巻く環境が複合化していく変化に鑑みて、平成 15年に学部・学科の名称を「商
学部・商学科」から「ビジネス情報学部・ビジネス情報学科」と改称した。ビジネス情報学部では、

ビジネス社会で活躍できる実践的な人材を育成する基本目的は変わらないが、さらに国際化や高度情

報化に対応できる人材の育成を目指すことになった。 
 そして、平成 19年にビジネス情報学科を廃止し、新たに会計ファイナンス学科、アジア地域ビジ
ネス学科、スポーツマネジメント学科を新設し現在に至っている。日本のビジネスにおいてアジア諸

国との関係が欧米との関係以上に重要になり、日本企業が成長を続けていくには、アジア地域での活

動なしにはあり得ない状況が明白になった。そのため、中国を中心に数多くの留学生が日本に滞在す

るようになり、本学でも勉学に励んでいる。アジア地域の知識・情報は留学生にとって必要かつ魅力

ある領域であると同時に、日本のビジネス界での活躍を志す若者にとって今や必要不可欠な勉学の対

象となった。 
また、スポーツが産業として飛躍的に成長している現状が顕著となって、今後もスポーツや健康産

業の成長を見込むことが可能である。こうした産業領域はそれに関する専門知識やマネジメント能力、

情報技術を修得した人材を求めている。このような状況下にあって実学を志す本学にあっては、商学

部以来の伝統である簿記・会計などを会計ファイナンス学科としてまとめる一方、ビジネスの新しい

分野に挑戦するため、アジア地域ビジネス学科とスポーツマネジメント学科を設置した。 
学部としては、国際化や情報化に対応できる幅広い職業人の育成を目的とするとともに、職業に結

びついた専門資格を授業や課外指導などによって取得できるようカリキュラムを編成してある。「雑

草精神」には環境の変化に対応できるチャレンジ精神に富んだ個性の育成の意味も含まれている。新

学科は新しいビジネス分野であり、建学の精神「雑草精神」を基盤において設置された。以下各学科

の教育目的・目標について述べる。 
①会計ファイナンス学科 
 本学科では会計の基本原理を学び、ビジネスにおいて会計的思考により、情報の分析・判断が適切

に行える人材を育成することを目的としている。 
目標⇒ 企業経営の血液にもあたる資金の流れを把握できる人材は、規模の大小、おかれた場所の中

央、地方を問わず企業で強く求められている。本学科には会計コースとファイナンスコースがある。
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会計コースは簿記を中心に学び、会計全般の知識を修得する。特に 1年次後半に設置する「会計アド
バンスクラス」では、税理士などの資格取得を目標とし、4年間専門的な学修を行う。一方、ファイ
ナンスコースは金融関係の専門分野を総合的に学ぶことで、金融機関や製造業、販売業などをはじめ

とするサービス業などの業種で経理・財務のスペシャリストとして活躍できる人材の育成を目標とし

ている。 
②アジア地域ビジネス学科 
 日本とアジアの関係が極めて重要になっている実情を踏まえ、日本を取り巻くアジアのビジネス環

境に精通する人材の育成を目的としている。 
目標⇒ コミュニケーション能力や情報処理能力などの基礎能力を身につけると共に、アジア地域の

文化やアジアビジネスの基本原理、異文化コミュニケーション、言語コミュニケーションなどの特色

ある科目を用意し、アジア地域と日本の橋渡しとして、様々なビジネスシーンで活躍できる技量を学

生が身につけることを目標としている。 
 本学科では、留学生を積極的に受け入れており、中国、ベトナム、ネパールなどその国籍も多岐に

わたる。留学生同士、あるいは日本人学生と留学生との日常的交流を深めることにより、アジア的な、

ひいては国際的な視野を持って、アジアのビジネスシーンで活躍できる人材を留学生の中にも育てて

いくことも視野に入れている。 
③スポーツマネジメント学科 
 高齢化社会の到来を一つの契機に、すべての世代でスポーツに対する関心が高まっている。同時に

健康増進・維持のためのスポーツの実践、スポーツ観戦、スポーツ用品の製造・販売などスポーツ産

業は急成長している。地域のスポーツチームをまとめ、地域全体でスポーツの輪を形成して、調整し

地域の生きがい感を高揚させることをビジネスとする動きは多くの地域で定着、拡大の傾向をみせて

いる。本学科はスポーツとそのマネジメントに関わる専門的な知識を身につけ、その資格を取得でき

る素養を与えて、スポーツや健康にかかわるビジネスを創生し発展させる人材の育成を目的としてい

る。 
目標⇒ 本学科にはスポーツマネジメントコースとスポーツコーチング・トレーナーコースがある。

前者は、ビジネスとしてスポーツをとらえ、スポーツビジネスにおける企画や運営、営業などの能力

を養い、スポーツ・健康ビジネスの分野で必要な知識を修得する。後者は、スポーツの実践的な能力

を高めると共に、運動測定、体力測定、健康管理に必要な機器を使用し、スポーツそのものを分析で

きるようにする。本学には、人工芝野球場、屋内練習場、人工芝サッカー場、全天候型の陸上競技場、

テニスコートなどの体育施設が完備されている。これらの施設を有効に活用することで理論と実践の

教育が展開できる。また、トレーニング論、スポーツ医学なども学び、資格取得によって裏打ちされ

たスポーツ指導者やトレーナーを育成することを目標としている。 
こうした理念・目的・教育目標の周知については、対外的には大学ホームページで伝えている。入

学前の受験生に対しては大学案内で説明しているほか、高校に対しては高校訪問の際に説明する。入

学後は、入学式、入学直後の学外研修で詳しく説明しているほか、1 年次の対話ゼミなどを通じて、
大学の建学の理念、教育目標などについて周知している。 
 
〔点検・評価〕 
 企業社会における国際化や情報化にも対応しうる幅広い職業人の育成という本学部の目標に照ら

して、現状の 3学科体制におけるカリキュラムは充実しており、評価できる。しかしながら、後にも
ふれるように会計ファイナンス学科が定員を充足していない点については、留意しなければならない。 
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〔改善方策〕 
 会計ファイナンス学科において定員が充足されていないことは、学科内容が社会のニーズに十分応

えていないことを示しており、学科あるいは学部改組も含めて検討を進めていきたい。アジア地域ビ

ジネス学科とスポーツマネジメント学科の教育理念や人材育成の目標についても絶えず点検し、地域

社会の要請に応え、また広報活動も引き続き積極的に行っていく。 
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2．経営情報学部 

 
1)理念・目的等 

大学・学部・大学院研究科等の理念・目的・教育目標とそれに伴う人材養成等の目的の適切性 

大学・学部・大学院研究科等の理念・目的・教育目標の周知の方法とその有効性 

〔現状説明〕 
 まず本学部の沿革を述べると、本学部は昭和 61年の学部創立以来、経営学とこれを支える情報処
理技術を合わせて学修し、ビジネス社会でリーダーシップを発揮できる人材の育成を目的とし、経営

情報学科を設置して教育・研究活動を進めてきた。目的達成のため、経営学及び情報理論のカリキュ

ラムを充実させ、コンピュータセンターの開設、AV 教室の拡充、構内主要部分への無線 LAN の設
置など情報関連設備の充実を進めてきた。また、情報処理関係の資格取得を支援するための科目をカ

リキュラムの中に設けた。 
平成 17年にはゼミ「ITアドバンスクラス」を設け、1年次から 4年次まで情報分野を専門とする
一人の教員が一貫してゼミを担当し、情報処理能力の向上、情報関連の資格取得を支援する体制を整

えた。 
平成 19年になって、経営を取り巻く環境の変化が著しい社会状況を考慮して新学科が編成された。
その背景として、インターネットをはじめとするデジタルメディアの普及で、「ITから ICT」という
フレーズに代表されるように、企業経営において様々な情報を受信・発信するコミュニケーションの

観点からのアプローチの重要性が指摘されるようになったことがあげられる。経営とコミュニケーシ

ョンツールとしてのメディアとの係わりが深くなっている状況を考え、コミュニケーションの手段と

してのメディア関連・応用部門の強化を意図し、簿記・会計、マーケティング、経営学を基礎とした

学部が構成された。 
新学科のカリキュラムの特徴としては、まず 1 年次から 4 年次まで少人数によるゼミ教育を実施
している点が挙げられる。1年次のゼミでは、大学生としての目標設定、将来像の確立、学修方法な
どを指導する。また、社会人になった際、コミュニケーション能力が欠かせないことから、1・2 年
次ではコミュニケーション力の向上、人間力のアップに努める。3・4 年次では専門知識の修得に力
を入れるとともに、就職指導も合わせて行う。こうした一貫した指導を通じて、学部として目標とす

る人材の育成を図っている。個別の科目としては、2年次の必修科目として「プレゼンテーション」
を設置し、チームとして与えられた課題を議論し、解決策を見出したうえで、プレゼンテーションで

きるよう指導している。 
 また、ビジネス社会ではより専門的な知識が求められる。その証としての資格取得を積極的に支援

するため、資格取得支援制度を導入している。そして、情報関連の基礎的な資格については、授業を

受けることで取得できるように設定している。また、課外セミナーも実施し、資格取得者に対しては

奨学金を支給している。IT アドバンスクラスの成果と合わせて、近年は、大学生にとっては難関と
いわれる「ソフトウェア開発技術者」の資格を取る者も出ている。 
また、施設としてメディアセンターが平成 20年 4月に完成した。これはメディアマネジメント学
科の教育目標を達成する上での重要なツールとなる。ここには、全学生が自由に利用できる自習室や

コンピュータ教室のほか、授業や専門ゼミなど利用するためのスタジオやプレゼンテーションルーム、

研究用の映像処理室などが設けられている。オープンキャンパスや高校生の大学訪問、クラブ活動、

さらに自習などに利用されている。学部が教育目標を達成するうえでは、学生がこうした施設を自由

に使いこなし、情報技術を修得していくことが重要になる。 
 本学の教育理念は建学の精神「雑草精神」を基盤として、「自立心とチャレンジ精神にあふれ、



- 6 - 

新しい時代を切り拓く人間形成」にある。その理念を踏まえ、経営情報学部の教育理念は基本的に従

来から継承されてきた「情報技術を活かした経営学の学修により、斬新で柔軟な発想を兼ね備えた、

実社会の問題解決に貢献可能な人材を育成すること」が目的となっている。以下、学科ごとの目標を

記述する。 
①経営デザイン学科 
情報処理能力を活かすことによってビジネス社会で自主性と行動力を発揮できる人材を育成する

ことを目的とする学科である。経営を自らデザインする能力をはぐくむという狙いから、経営デザイ

ン学科と命名したが、基本的には経営情報学部経営情報学科が掲げた目標を受け継いでいる。 
目標⇒ 本学科を志望する学生の将来の目標は企業人になる道だけではなく、公務員、起業家、NPO
の従事など多岐にわたる。こうしたニーズに対応するため、ソリューションコースとビジネスキャリ

アコースを設けた。前者は IT 技能を生かし、ビジネス社会で IT に関するコンサルティングまでの
業務を将来的にはこなせる人材の育成を目標とする。その中核として ITアドバンスクラスを継続し
た。これは 10人以内のゼミで、1年次から 4年次まで一貫して一人の情報関係の教員が指導するこ
とで、個性に合った能力開発を進め、IT関連の資格を取得するなどITのスペシャリストを育成する。 
 一方、後者では、ビジネスに関わることを希望してはいるが、具体的な目標がまだ明確でない学生

を受け入れ、これからの自分のキャリアアップを図り、将来を設計していくための教育を進める。ビ

ジネスにおいて、あるいは人生設計においても自らデザインできる技量を修得することを目標とする。

経営デザイン学科という名称にはこうした意味も込められている。 
②メディアマネジメント学科 
企業経営において情報の発信・受信機能の強化が課題になっている。企業に関わるステークホルダ

ー、とりわけ消費者との関係を良好に保つことがますます重要となった現在、各種メディアは、その

関係を取り持つツールの中核的な機能を担うことになった。企業はメディアを有効に活用し、情報を

受発信できる人材を求めており、メディアマネジメント学科では、こうした要望にこたえられる人材

の育成を目的としている。 
目標⇒ 本学科には、デジタルメディアコースとメディアコミュニケーションコースが置かれている。

前者は、デジタルコンテンツを作成する技術を修得することを目標としている。インターネットは、

企業が情報を受発信するうえで、より有力なメディアに成長しつつある。そこで発信するコンテンツ

の質の高さが企業の発展にとって極めて重要になっている。こうしたコンテンツの制作などの技術を

学ぶ。またアニメーションや CG分野は日本の産業として急成長を続けている。この分野の人材不足
も著しいことから、コンテンツを制作でき、将来的には管理職となり得る人材を育成することも目標

である。 
一方、後者では、いまや企業の広報や広告部門だけに限らず、多くの部門でこうした人材が必要に

なっている社会情勢を踏まえ、マスメディアを始め各メディアの特性を理解し、メディアを自由に駆

使し、企業の情報受発信ができる人材の育成を目標とする。 
理念・教育目標の学生への周知に関しては、入学式をはじめ、大学祭である「雑草祭」など多くの

行事で、とりわけ建学の精神である「雑草精神」を中心に周知されている。学部としても各学年の最

初に実施されるガイダンスでの説明、各ゼミでの指導などを通じて徹底される。特に 1年次生に対し
ては、入学直後に行われる学外研修(1泊 2日)で丁寧に説明する。また、ガイダンスの際に実施され
る学部長講話でもこのことに触れている。 
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〔点検・評価〕 
前述したように、経営を取り巻く環境の変化が著しい社会情勢を踏まえ、学科改組を行い新たなニ

ーズに基づく学科構成をとったことは評価できよう。 
 一方問題点としては、近年退学者がやや目立つことが挙げられる。新入学生の中には、きちんとし

た目的意識を持たないままに大学に進学するケースが多く、本学部の学科の選択に当たっても、すべ

ての学生が内容を十分検討した上で選択しているとは必ずしも言えない状況といえよう。経済的理由

で退学する者も少なくないが、大学に入ったものの自分がどう対応したら良いのか分からず勉学意欲

を失う者や、教員や他の学生とのコミュニケーションがうまくとれない学生もいる。こうした学生が

なじめないままに離脱することもある。少なくとも大学で学修しようという意欲を持って入学した学

生に、本学部の教育目標を理解させ、大学生活での目標を考えさせ、学修意欲を持たせることが必要

であるといえよう。 
 
〔改善方策〕 
 新入学生が大学生活でもっぱら指導を受けることになるのは、1年次のゼミ「フレッシャーズゼミ」
である。本学部で何を学ぶかについての最初のガイダンスは、入学直後の学外研修だが、その中で自

分が所属するフレッシャーズゼミが紹介される。フレッシャーズゼミは、いわば高大連携の役割も担

っている。このゼミが統一して的確に機能しないと、1年次生を引き付けていけないことになる。こ
れまでは各ゼミ担当教員が独自に指導内容を決めてきたが、ゼミ担当者間の議論を経て、平成 21年
度からはある程度統一したテーマに基づいて指導していくことにした。そこでは、大学での目標、個

人での学修の仕方、大学での授業の受け方あるいは授業中の態度など、学生生活を送る上で基本とな

ることを指導し、大学で何をどのように学ぶかを理解させることにした。 
また、1年次の各科目でも大学で学ぶことの意義、学ぶ姿勢などについて指導することで、できる
だけ脱落者を出さないように努力する。平成 21年度の状況を見て、さらに新入学生への対応を検討
する。 
 このほか、メディアセンターの利用率を上げることについては、まず平成 21年度から利用規則を
簡略化し、学生が自由に使えるようにするとともに、機器の貸し出しも実施することにした。また、

新学科の専門ゼミが平成 21年度から始まることで、利用率が高まると考えられるが、学部の教育目
標に合った人材を育成するためには、1年次から日常的に画像処理、映像の撮影などに慣れ親しむこ
とが必要といえる。フレッシャーズゼミでの利用方法の紹介などを実施し、メディアセンターの利用

を奨励したい。 
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3．看護学部 

 
1)理念・目的等 

大学・学部・大学院研究科等の理念・目的・教育目標とそれに伴う人材養成等の目的の適切性 

大学・学部・大学院研究科等の理念・目的・教育目標の周知の方法とその有効性 

〔現状説明〕 
 本学の設置者である学校法人学文館(昭和 38年創設)には、昭和 41年に学校法人学文館新町高等学
校(昭和 38年～昭和 54年)に衛生看護学科が設置された歴史がある。本学は、昭和 43年 4月 1日に
開設されたが、開設に至るまでの検討において将来医学関係の学部を設置する未来像が審議された

(『上武大学 25年史』平成 5年刊)。本学部は上記のような経緯を経て平成 16年 4月に設置され、看
護学科 1学科の規模のもと、1学年 60名の学生を迎えて発足した。本学部は設置後日も浅いが、教
職員・学生共に力を合わせ、平成 20年度の国家試験では 100％の合格率が記録され、全学の励みと
なり今日に至っている。 
本格的高齢化社会の到来や社会保障費の増大、患者ニーズの多様化、生命科学研究のパラダイム、

基礎医学研究の目覚しい進歩や、医療機器および医薬品の開発の進歩などに伴い、病院をはじめとす

る医療現場は様々な要因が複合的に絡み合い変化を余儀なくされてきている。また地域社会において

も、人々がノーマライゼーションの考え方に基づき、どのような状態であっても QOLの高い生活が
送れるよう整備が進められている。このような背景の中で看護の役割が非常に重要となってきている。

学部設置の趣旨は、看護学は健康の保持増進に基づく疾病予防から治療、終末期に至るまで人間のあ

らゆる過程において貢献可能な領域であるという前提のもと、さまざまな分野で活躍できる質の高い

看護職者の育成と看護学の発展に寄与することを目的として設置された。 
設置時の本学部の教育研究上の理念および目的は以下の通りである。以下の教育目的等については

履修要項等で明示し、学生への周知およびオリエンテーション時に説明を行い、共通理解を深めて学

修を開始することにしている。 
理念 
 生命の尊厳を基盤とした豊かな人間性を形成し、かつ高度な専門的知識・技術・科学的判断力、

幅広い視野を持ち、主体的な看護を展開することにより、人々の健康と福祉の向上に貢献できる人

材を育成する。 
目的  
 ①生命の尊厳を理解し、倫理観と責任感、幅広い視野を持った心豊かな人間性を養う。 
 ②専門的知識、技術を修得し、科学的根拠に基づいた看護を主体的に実践できる能力を養う。 
 ③保健・医療・福祉制度を統合的に理解し、地域の関連領域の人々と連携しうる管理調整能力を養

う。 
 ④国際的な視野を持って活動できる能力を養う。 
 ⑤自ら研究する姿勢を持ち、看護学及び関連する学問領域の発展に貢献できる能力を養う。  
  
 指定規則の変更に伴い、旧カリキュラムの実施における時間的な問題や科目構成および到達目標な

どを検討した結果、平成 21年度より新カリキュラムに移行することとし、現在は旧カリキュラムと
新カリキュラムが同時に進行中である。新カリキュラムの考え方は、最終的な看護の統合能力の修得

を目指し、①人としての教養、②看護の対象の理解、③看護提供のあり方―看護の基盤、④看護提供

のあり方―人間の発達と看護、⑤看護提供のあり方―生活基盤と看護と、階層的に積み上げていくこ

とで、基礎分野および専門基礎分野、専門分野における知識や技術を修得することとしている。結果
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として学修した知識や技術のすべてを統合し、卒業後臨床現場に円滑に適応できるようにすることを

目的としている。 
 
〔点検・評価〕 
 新カリキュラムが進行していく中で、個々の教員のそれぞれの教育内容の質的向上はもちろんであ

るが、卒業時までの学部全体の履修課程の中で、具体的にどのような知識や技能を学生が身につけて

巣立っていくかという点は非常に重要である。現在検討中の卒業時の到達目標の具体的活用方法を検

討する必要がある。 
また、本学部は、学生の学修状況の把握や生活支援も含めた教員による指導を行うチューター制を

取り入れているが、これまでの実施においては、メリット・デメリット双方が見受けられる。今後は

チューター会議などの充実や指導体制のあり方なども含めて再検討をしながら、改善していく必要が

ある。 
さらに、学内演習室の更なる充実が必要である。本学部の入る 4号館には各領域の演習室が充実し
ており、学内において十分に演習を行い、確実な技術の修得やより実践の場に近い演習の実施が可能

な環境が整備されている。担当者による考え方の違いもあり、活用方法には若干の差が見られるが、

基本的には学生達が十分に演習を行える環境が整っていることは、教育目標の理論と実践の融合を目

指した教育にも合致しており、今後も継続して整備していく必要がある。 
また、連携を強化した病院における臨地実習の実施が必要である。開設当時は臨地実習施設を絞り

込んで、特定の病院との連携での実施を目指したが、時間の経過とともに、かなり複数の病院に細分

化された現状となっている。このことについては改善する必要があると思われる。本学の教育目標で

ある理論と実践の融合を目指した教育を、充実した演習との連続性の中で発揮するためにも臨地実習

施設との連携の強化および相互の理解に基づく質の高い実習教育を行うことが望ましい。 
加えて、FD活動の更なる充実を図っていく必要がある。これまでピアレビューの実施をはじめと
する学部および全学的な FD活動が展開されてきた点は評価できるが、本学に入学してくる現代の学
生の学力の実情に応じた、特色ある教育の更なる工夫については、個々の教員の責任にゆだねられる

のみではなく、学部全体による十分な分析や研修の活性化が重要である。 
一方、他学部との横断的な連携による教育研究双方の質的向上が求められる。本学は他にビジネス

情報学部と経営情報学部および大学院経営管理研究科とがある総合大学である。総合大学の中に存在

する看護学部の強みを十二分に生かした、カリキュラムの構築および教育課程の展開を目指し、広い

視野に立った地域社会および国際社会で活躍可能な人材の育成を図っていく必要がある。また、本学

部の他学部への貢献についても検討する必要がある。 
 
〔改善方策〕 
 点検で明らかにされた諸課題について検討を進め、改善していく。ますます看護職の社会的ニーズ

が高まる中で、時代のニーズに合った看護職の育成ができているかについての検証を、これまでに引

き続きさまざまな角度から行う。教育内容および評価方法について、学生指導および支援について、

国家試験対策支援の充実について、臨地実習指導における施設との連携について、学生の自発的な 

学修意欲の向上への支援について、若手教員の能力開発について、教員個々人の教育力の向上および

研究活性化について等、積極的な委員会活動および FD活動をはじめとし、あらゆる学部活動を通し
て学部が活性化され、教員個々人の能力開発および満足度や高まり、学生に最大限還元される仕組み

づくりを行っていく。 
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Ⅲ．大学院研究科の理念・目的・教育目標等 

 

1．大学院経営管理研究科 

 
1)理念・目的等 

大学・学部・大学院研究科等の理念・目的・教育目標とそれに伴う人材養成等の目的の適切性 

大学・学部・大学院研究科等の理念・目的・教育目標の周知の方法とその有効性 

〔現状説明〕 
 本研究科の志望者は、学部から進学する学生に加えて企業人や公務員、起業家を将来目指す者など

多様である。このようなニーズに対応するために、本研究科は教員にシラバスを具体的かつ詳細に明

記させて、学生の科目選択と履修が円滑に進むべく便宜を図っている。また、修士論文の指導教員を

入学後間もなく開催される教員会議で決定し、科目選択の指導や修論作成のオリエンテーションなど

を修士課程の早期に行っている。 
修士論文の最終段階に至る前には、全学に公開して研究発表会を開催し、院生各自の発表内容につ

いて専門の枠を取り払って討論をおこない、論文の最終段階のまとめに具体的に役立つ方策を取り入

れている。本研究科には留学生が多いので、留学生に対しては特に授業料の減免措置についての情報

の提供や、勉学に支障をきたさない程度のアルバイトの指導などを徹底するように心掛けている。 
時代の背景と地域社会の要請に基づき、会計と経営の分野でのより高度な専門知識を有し、情報化

社会の IT技術を修得して、国際競争に対応できる力を維持できる人材を育成することを目標として
いる。 

 
〔点検・評価〕 
 入学式後に行われる学長の新入生に向けての講話や、学長及び研究科長による本学の理念・目的・

教育目的に関連した院生向けの説明会でも、本研究科の教育目的を理解させるのに役立っている。研

究発表会は全学に公開されるため、専門性の高い研究内容を互いに理解しあう上に有益である。互い

の理解の上に立った共同研究がなされること、学部学生が参加し本学で進められている研究内容を広

く理解する機会とすることを今後の課題としたい。 
 
〔改善・方策〕 
 教育理念や目的の院生への徹底は、教員が教育の場で実践していくことが基本となる。このほか学

生便覧やホームページなどを充実させ、さらに大学広報にも大学院に関するニュース、論説などを載

せる欄を設けることなどを検討していきたい。 
学部学生が研究科に対する理解と関心を深める機会をさらに増やすべく大学院研究発表会に出席

し、積極的に発言できるための方策を検討することが課題となる。 
本研究科には留学生が多い。留学生の中で日本語の能力が十分でない者がみうけられるが、その配

慮が必ずしも行き届いているとはいえないので、FD研修や学内教育討論会などの機会をとらえてよ
り具体的な方法を実施することを考えなければならない。 



 
 
 
 
 

第２章 教育研究組織 
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第 2章 教育研究組織 
 
1)教育研究組織 

当該大学の学部・学科・大学院研究科・研究所などの組織構成と理念・目的等との関連 

〔現状説明〕 

本学にはビジネス情報学部、経営情報学部、看護学部、大学院経営管理研究科、図書館が設置され、

学術研究活動を中心において学生・院生の教育にあたっている。大学院経営管理研究科、経営情報学

部、看護学部は高崎キャンパスに位置し、ビジネス情報学部は伊勢崎キャンパスに位置している(両
キャンパスは車で 15分ほどの距離)。法人本部は高崎に、大学本部は伊勢崎におかれて機能している。 
それぞれの学部は下に示す学科によって構成されている。また、大学院経営管理研究科には、下記

のコース科目が用意されている。それぞれの入学定員は以下に示す通りである。 
  
①学部・学科構成 
ビシネス情報学部(学部定員  260名) 

  会計ファイナンス学科      入学定員  60名 
  アジア地域ビジネス学科     入学定員  100名 
  スポーツマネジメント学科    入学定員  100名 
経営情報学部  (学部定員  140名) 

  経営デザイン学科        入学定員   70名 
  メディアマネジメント学科    入学定員   70名 
看護学部     (学部定員  60名) 

  看護学科            入学定員  60名 
   
②大学院の構成 
経営管理研究科  (定員   20名) 

  経営管理コース 
  情報システムコース 
  会計システムコース 
  流通・経済システムコース 
     
各学部では学部長が教授会を、研究科においては研究科長が教員会議をそれぞれ月 1回招集し総意
を取りまとめ、教育研究の管理運営にあたっている。また学部においては専任教員が必ず各種委員会

に所属し、学部長からの諮問を受け担当案件を検討審議している。さらに毎月開催される大学協議会

は、学長が議長をつとめ各学部、研究科、図書館および各種委員会の報告と提案を協議し大学全体と

しての教育研究推進を図っている。大学協議会の議決は法人の執行部が招集する法人運営協議会並び

に常任理事会に付され、理事長が最終決定を行う。このうちとりわけ重要な審議事項については、評

議員会の議を経て理事会において審議決定を行っている。 
 
③図書館の構成  
以上の教育研究組織を支えるため図書館が設置されている。図書館は、図書館長の下に分館長が置

かれ、司書室には室長をはじめとする職員が配置されている。図書館の管理運営には各学部から選出
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された図書委員が毎月委員会を開き、図書館の管理運営にあたるほか、購入図書の選定を進めている。 
 
④その他の教育研究を推進するための組織 
自己点検・評価、FDに関わる事項、産官学連携に関する企画、公開講座の立案などを担当する組
織として、平成 19年度に教育研究センターを設置した。この組織では教育・研究の支援を積極的に
行うことを使命としており、各学部および学科内における検討および発展の支援はもちろんのこと、

大学全体としての情報交換の機会や研鑽の機会の提供を行っている。すでに学内研究発表会や教育討

論会を実施し成果を収めている。 
 
⑤教育研究上の管理運営に関する会議等 
 前述したように大学における審議検討の場としては、各学部における委員会から教授会、それぞれ

の学部を横断的に俯瞰し審議する場の大学協議会、さらには理事長の諮問機関である常任理事会や法

人の最高の意思決定機関である理事会にいたるまで、付議される内容によりそれぞれの会議等におい

て検討を行っている。これらのことに関する詳細は「12．管理運営」の部分において述べる。 
なお、看護師・保健師の国家試験合格を目指す看護学部においては、学部長の諮問機関である委員

会組織に国家試験対策委員会を置いていることが、他の 2学部の委員会組織とは異なる点である。 
 
〔点検・評価〕 
上に示した諸会議は、いずれも学内の連絡を図るために機能している。常任理事会構成員の間では

定期的な正規の会議以外にも随時連絡を密にして、大学の未来、現在の大学内の問題等を自由に話し

あっている。正規の常任理事会においては、各学部などからの要求、提案などのほか、メンバー自身

の意見なども自由に審議に付されている。常任理事会以外の会議は主として学部や組織間の連絡調整

のつとめをはたしている。 
本学の事業については、平成 17 年度までに施設設備の拡充は一通り終えることができた。また、
教育面での改革も平成 16 年度に看護学部を開設し、平成 19 年度には新学科の設置も終えている。
活動状況は学科ごとに若干の差が認められる。スポーツマネジメント学科、看護学科、アジア地域ビ

ジネス学科は学生定員も充足し、教員の指導のもとに学生は活発に学修に励んでいる。会計ファイナ

ンス学科、経営デザイン学科、メディアマネジメント学科では、定員割れがまだ克服できていない。

多額の経費をかけてメディアセンターも設置されたが、まだ十分に有効活用されていないきらいがあ

る。定員が充足し活発な教育活動が明らかな学科と、定員割れの学科が並立している現況は本学にと

って大きな問題であり、常任理事会などにおいても常時審議されている。早急に改善案をまとめ、定

員割れの問題を解決しなければならない。会計ファイナンス学科においては公認会計士などの資格を

得るための教育の取り組みなども具体的に検討することが必要である。メディアマネジメント学科に

ついても、地方においてはじめて可能な特徴あるメディア教育の取り組みを図ることを考えていかな

ければならない。 
スポーツや音楽・文化活動が活発に進められるための体制作りや設備整備について積極的な取り組

みが行われていることは、私立大学である本学の特徴といえる。陸上競技・駅伝部の箱根駅伝出場(群
馬県初)、硬式野球部の神宮野球大会出場 4 回目にして準優勝をはたすなどの事例は課外活動の成果
とはいえ、たとえばスポーツマネジメント学科との関連性は大きく入学志願者数の動向にも影響する。

文化的活動における吹奏楽部の活躍もめざましく、全国大会での銀賞受賞(平成 20 年度)、西関東地
区での金賞受賞(平成 21 年度)などの快挙があった。これらの運動部・文化部の課外活動は全学に積
極的な機運を盛り上げたほか、地域の活性化にも貢献した。学生の課外活動を大学として応援するこ



- 13 - 

とは、特に地方に位置する私立大学にとって必要かつ重要な課題である。就職においても大学におい

て部活動で活躍してきたことが有利な条件となることは、課外活動での活躍を社会が積極的に評価し

ていることを意味している。今後課外活動と正規の学科カリキュラムとの関連を真剣に考えるべき所

にきているのではないかと思われる。 
 
〔改善方策〕 
上記の各種会議はいずれも審議にあてられる時間が限られている。今後、各会議における審議の活

性化をはかり、教員間および職員間の連携をさらに推進させ、教育改革・改善へ向けた取り組みを強

化させることが必要である。そのためには教育研究センターの機能を充実させて FD、SD 活動の企
画と実践を進めることが効果的であると考えられる。 
学内教育討論会(平成 20年 12月実施)、学内研究会(平成 21年 2月実施)などの開催においては、
教員・職員のほとんどが参加し、研究会には教員・職員の他、大学院生も積極的に参加して研究の最

終段階での成果を発表した。教育研究への改善へ向けた案がいくつか提出され、具体的な改革へむけ

ての取り組みも新しく発足した。さらにいずれにおいても活発な取り組みが行われ、学内の交流を深

める機会ともなった。 
研究費の配分に関しては、一般研究費として基盤的経費を配分するほか、副学長を中心に審査委員

会を設置し、特別研究費、三俣記念基金研究費のそれぞれを申請に基づいて理事長、学長、学部長、

相談役、監事も加わって審査する仕組みが平成 21年度から発足し、外部委員も加わった研究倫理委
員会の審査も行われるようになった。これらはいずれも最近発足した仕組みであり、教員の教育・研

究に関わる積極的な姿勢も伺うことができる。これらの新しい企画の中に、将来に向けての重要な構

想も芽生えるはずである。研究費の審査に使う書式が科学研究費の書式を模して作成され、科学研究

費の申請も強く奨励されるため、近い未来においては科学研究費の取得例も増えていくことが期待さ

れる。 
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第３章 教育内容・方法 
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第 3章 教育内容・方法等 
 
〔到達目標〕 

本学 3学部においては、高等教育機関として幅広い職業教育を学生に施す一方、豊かな個性と柔軟
な発想を持つことで、実社会の問題解決に貢献可能な人材を育成することを教育理念としている。 
一方、大学院経営管理研究科では、会計や経営の専門分野での知識を有し、情報化社会に対応でき

る専門性を身につけた人材の育成を目ざして教育が行われている。 
これらの目標を個々の学生・院生が達成できるよう、各学部・大学院でのカリキュラム体系がその

学修を充足するに足るように整えられているか否かを常に検証することでその改善に務め、学修者と

しての学生・院生、教授者としての教員がともに満足しうる教育内容・方法を有し、充実した教育環

境をつくりあげることを到達目標とする。 
 

Ⅰ.学士課程の教育内容・方法 

 

1．ビジネス情報学部 
〔到達目標〕 

本学部は、在学生に対し幅広い職業教育を高等教育機関のレベルで施し、卒業までに社会を理解し、

社会に貢献できる学術・技量を身につけることを目指している。すなわち、「ビジネス社会で活躍で

きる『幅広い職業人』の育成」「職業に結び付いた専門資格の取得」「環境の変化に対応できるチャレ

ンジ精神に富んだ個性の育成」を目標に、現代ビジネスの基礎理論を基に IT技術の活用を基礎的素
養として、現場で即戦力となる学力の修得を進めている。 
その上で、IT に関する基本的スキルの修得、経営や経済、経理に関する基本原理の修得、アジア
地域をはじめとする国際社会への対応、スポーツマネジメントの理解を深めるなど、各学科で特徴を

持ったカリキュラムを整えている。教学委員会、教学課を中心に、このカリキュラム体系が所期の目

標を達成しているか検証し、よりよき教育環境の提供が行えるよう改善を加えていくことを目標とす

る。 
 

(1)教育課程等 

1)学部・学科等の教育課程 

教育目標を実現するための学士課程としての教育課程の体系性 

〔現状説明〕 

本学部の教育目標である「ビジネス社会で活躍できる『幅広い職業人』の育成」「職業に結び付い

た専門資格の取得」「環境の変化に対応できるチャレンジ精神に富んだ個性の育成」を達成するため

に、必修科目(区分：基礎演習・専門演習・基礎必修・情報必修・必修語学・キャリア必修)と専門科
目(区分：選択語学・一般選択・専門固有選択・専門共通選択・キャリア選択)が設置されている。 
本学部は、平成 19年度入学生から、それまでのビジネス情報学科を会計ファイナンス学科、アジ
ア地域ビジネス学科、スポーツマネジメント学科の 3学科に改組した。3学科には現代ビジネスの基
礎理論と現場における即戦力の修得を目途として p.2～4に記載した目的・目標にしたがった教育が
行われている。 
本学部の卒業要件単位数は 124 単位である。そのうち「必修科目」として会計ファイナンス学科
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は 38単位、アジア地域ビジネス学科は 40単位、スポーツマネジメント学科は 36単位を修得しなく
てはならない。 
一方、「選択科目」は、それぞれの学科で最低単位数が決まっている。アジア地域ビジネス学科の

み「異文化コミュニケーション選択」の区分が設定されており 4単位を修得しなければならない。 
さらに、各学科の教育体系は、いずれも 1年次から一般教養的科目に相当する「一般選択科目」、
「必修語学」「選択語学」「キャリア必修」の科目と、専門科目の基礎的科目として位置づけられてい

る「基礎必修」「情報必修」の科目を履修することになる。そして 2年次以降、「専門固有選択」「専
門共通選択」の科目と主に専門科目を履修するようになっている。つまり、教養教育、情報教育、専

門教育、外国語教育等全ての分野において、基礎科目から専門科目へと教育内容が積み上げられてい

く、十分バランスの取れた授業体系となっている。また、演習科目は全て必修とし、1年生の「対話
ゼミ」と 2年生の「教養ゼミ A・B」では文章力・基礎学力を高め、一般常識や一般教養を身に付け
させることをねらいとしている。3年生の「専門ゼミ」では専門教育に進み、4年生の「卒業研究」
でその成果をまとめるという体制をとっている。各学科の教育上の特徴は以下の通りである。 
会計ファイナンス学科 
「会計アドバンスクラス」を設けたことで、会計関係の資格取得の可能性が高くなった。4年間
一貫して資格取得を中心に指導することで、学生の高度な資格への意欲が高まる。また、専用

の学習室も用意している。 
 アジア地域ビジネス学科 

海外研修も含めて、広くアジアのことが学べるようカリキュラムが組まれている。また、留学

生も含めた学生間の交流もこの学科の特徴を活かすうえで重要になる。ただ本学科に限ってみ

ると、日本人学生が少なく、圧倒的に留学生が多い。在籍者数を入学年度別にみると、平成 19
年度入学は日本人 4名、留学生 92名、平成 20年度は同じく 11名と 112名、平成 21年度は 2
名と 130名になっている。これを克服し、交流を活発にするために、1年次の対話ゼミ、2年
次の「教養ゼミ A・B」に関しては、アジア地域ビジネス学科とスポーツマネジメント学科の
学生を混合する形で構成した。このことは、スポーツマネジメント学科の学生にとっても、留

学生との交流を通じて国際性を身につけることができるというメリットがある。 
 スポーツマネジメント学科 

体力測定室を設置し、運動能力の分析などより科学的な取り組みが可能となるように、現在準

備を進めている。このことは、新しい分野の人材を育成するうえでの必須の施設が動き出した

といえるだろう。また、育英メディカル専門学校との提携により、鍼灸学、柔道整復学なども

同時に修学できるプログラムが発足したことは、学生が新しい進路を志向する上に有効な企画

と考えられる。 
 
〔点検・評価〕  
学部の目標および各学科の目標に合わせて、授業科目が幅広く用意されている。会計ファイナンス

学科とスポーツマネジメント学科はコース(前者は、会計コース、ファイナンスコース。後者は、ス
ポーツマネジメントコース、スポーツコーチング・トレーナーコース)を設けることにより、学生が
各学科の専門性に対する興味や自覚を高めて学修できるカリキュラムとなっている。また、各学年に

必修のゼミを設けることで、親身な指導を行うことのできる環境が確保されている。 
一方、どの学科においても専門共通選択の科目が多いため、学生にとってはどのように科目を履修

していけば良いのか理解しにくい状況になっており、またスポーツマネジメント学科スポーツコーチ

ング・トレーナーコースについては、コースについての学生の関心が高い一方、関連の科目がやや不
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足している点に問題が残る。また、運動部に所属する学生の多くは、体系的ではなく、時間表や自己

の都合により履修科目を選ぶ傾向がある。 
そして、最も大きな問題点は、学科によって定員充足率に差があることである。スポーツマネジメ

ント学科の人気は高いが、会計ファイナンス学科の学生数は少なく、これは、企業にとって重要な資

金の流れを学修するという教育目的が必ずしも理解されておらず、税理士などの専門職を目指すとい

う資格取得の狭い目標が一般的に理解されている可能性が考えられる。また、アジア地域ビジネス学

科においては、日本人学生が少ないことが学科の目的を達成する意味では課題となる。数多くの留学

生が在籍するということを、日本人の学生にとってもプラスの要因であることを訴えていく必要があ

る。 
 
〔改善方策〕 
学生が履修の体系性に対する自覚を高めてゆけるよう、ゼミの担当教員を通じてより指導していき

たい。と同時に、履修要項にいくつかの履修モデルを示し、各学科・コースの学生が最終的にどのよ

うな専門知識を身に付けるべきか示すことを行いたい。 
会計ファイナンス学科については、会計アドバンスクラスの指導強化を梃子に、会計に興味のある

学生に本学科についての理解を高める提案を考えていきたい。 
スポーツマネジメント学科については、平成 21年度より教職課程で中学・高校の保健体育科の教
員免許が取得できるようになるため、実技を含めた履修科目が増えることになる。これを機に、2コ
ースの科目の充実を図りたい。 
アジア地域ビジネス学科では留学生の日本語能力が問題となる。現状では、1年次の留学生の日本
語能力は必ずしも十分とはいえない。このことは、特に非漢字圏の国からの留学生に顕著といえよう。

教育効果を挙げるためには、日本語能力の底上げがまず必要である。授業科目でも日本語は当然学修

するが、それ以外に留学生センターを中心に日本語のコミュニケーション能力を高める方策を検討し

ていきたい。 
 
教育課程における基礎教育、倫理性を培う教育の位置づけ 

〔現状説明〕 
基礎教育や倫理性を培う教育に関しては、その役割を担う科目としてそれぞれ位置付けは異なるが、

「対話ゼミ」や「トップ・マネジメント講話」「教養ゼミ A・B」「キャリア・デザイン」「コンピュ
ータ・リテラシ A・B」が挙げられる。 
「対話ゼミ」は、高校でいうロングホームルームにあたるものと位置づけられており、教員はクラ

ス担任としてゼミを運営する。このゼミの時間において、履修指導や自己紹介に始まり、文章力を身

に付けたり基礎学力を向上させるための訓練や作業を行う。また、学業や学生生活、進路についての

個別面談を行っている。 
「トップ・マネジメント講話」は、主に地元企業の経営者を講師として招き、経営現場の声を生で

聞くことができる。「キャリア・デザイン」では、4 年間の大学生活を充実して送るためのプログラ
ムを各自が作成できるように様々なテーマを掲げてその機会を提供している。 
「教養ゼミ A・B」は、2年次にクラス分けを行い、さらに文章力を高め基礎学力をつけていく作
業や訓練を強化する。また、社会人として身に付けるべき常識や一般教養についても学んでいく。 
「コンピュータ・リテラシ A・B」は、現代社会に必要不可欠なコンピュータをさまざまな知的活
動の道具として活用できるよう手ほどきを行っている。 
また、法律、哲学、倫理、歴史、企業社会、環境問題、自然科学の分野など多岐にわたる教養科目
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が設定され、1年次から 4年次にかけて履修するよう置かれている。これらの授業を履修することに
より、卒業後社会人として求められる基礎的な教養や、職業人としての倫理性を身に付けることがで

きる。 
 
〔点検・評価〕 
多様な分野におよぶ講義科目やゼミなどの授業が行われることにより、基礎的な教養や倫理性を身

に付けることができる。 
「対話ゼミ」においては、ゼミ担当教員が大学生活により早く慣れるための手助けをしてくれるた

め、1年生のゼミは大変有効的なものとなっている。 
一方、2年生の「教養ゼミ A・B」については、現在クラス換えを行っているが、その必要性を巡
っては FDの話題の一つとなっている。また、両ゼミとも具体的な内容についてはいまだ教員同士の
共通認識のすり合わせが行われていないため、担当教員による指導の格差が懸念されている。 
 
〔改善方策〕 
 FD 活動の一環として、「対話ゼミ」「教養ゼミ A・B」の内容を検討して、具体的な共通マニュア
ル的なものを作成し、指導担当教員ごとの格差をなくす方向で改善を考えていきたい。 
 
｢専攻に係る専門の学芸」を教授するための専門教育的授業科目とその学部・学科等の理念・目的、学問

の体系性並びに学校教育法第 83 条との適合性 

〔現状説明〕 
本学部では、経営、経済、会計、マーケティング、マネジメントそして情報処理に関連する科目が

「専門の学芸」として位置づけられる。 
まず、専門分野の入門的・基礎的な科目として学科ごとに基礎必修科目が設けられている。 
会計ファイナンス学科では、「経済学基礎」「経営学基礎」「アカウンティング基礎」「ファイナンス

入門」「初級簿記論」「会計学」、アジア地域ビジネス学科では、「経済学基礎」「経営学基礎」「マーケ

ティング基礎」「国際経済入門」、スポーツマネジメント学科では、「経済学基礎」「経営学基礎」「マ

ーケティング基礎」「スポーツ概論」を 1年生で履修する基礎必修科目として開設している。 
また、2年生以上については、より進んだ専門教育的授業科目を履修するように、情報処理に関す
る科目として、「プレゼンテーション」「図形と画像の処理」「アルゴリズムとプログラム」「Web ア
プリケーション」など、簿記・会計に関する科目として「中級簿記論」「上級簿記論」「管理会計論」

「原価計算論」など、マーケティング・マネジメントに関する科目として「マーケティング・リサー

チ入門」「マーケティング戦略論」「消費者と流通」「スポーツマネジメント論」など、経営学に関す

る科目として「経営学総論」「経営管理論」「日本的経営論」「中小企業論」など、経済学に関する科

目として「ミクロ経済学」「マクロ経済学」「金融論」「財政学」「世界経済論」「地域経済論」などが、

幅広い分野にわたって設けられている。 
そして、専門演習においては、3 年生より、「専門ゼミ」に所属し、演習形式の授業に参加するこ
とにより自分の興味がある課題について調べ考えをまとめ発表することができるような訓練を行う。

さらに 4年生の「卒業研究」では、3年生の「専門ゼミ」から引き続き行う研究について論文やレポ
ートの形で研究成果をまとめることになっている。 
 
〔点検・評価〕 
専門科目は、経営、経済、会計、マーケティング、マネジメント、情報処理の幅広い分野にわたっ
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ており、3年生における専門ゼミの履修条件として、基礎必修科目の単位を修得していることを条件
としているので、基礎的な科目から専門的な科目へと体系的に学べるようになっている。 
従って、これらのカリキュラムは、学校教育法第 83条にも十分適合しているといえよう。 

 
〔改善方策〕 
学問の体系性について今後さらに検証し、改善を考えていきたい。特に、各学科、各コースにおい

てそれぞれの特徴を打ち出す科目の設定について、一層の充実を図っていきたい。 
 
一般教養的授業科目の編成における「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」するための配慮の適切性 

〔現状説明〕 
本学部の一般教養的授業科目は、「基礎演習」「情報必修」「必修語学」「キャリア必修」「一般選択」

に位置付けられている科目群が該当する。「基礎演習」は、1年次「対話ゼミ」2年次「教養ゼミ A・
B」、「情報必修」は「コンピュータ・リテラシ A・B」、「キャリア必修」は「キャリア・デザイン－I」
で、これらはいずれも必修科目として位置付けている。 
一般選択の科目群は、人文「哲学入門」「日本史」「ヨーロッパ文化史」など、社会「企業と社会」

「民俗経済学」「民法と生活」など、自然「日本列島の自然」「環境問題の科学」など、スポーツ「ス

ポーツ社会学」「健康とスポーツ」「スポーツと文化」などの分野にまたがっており、基礎的な教養を

身につけ、幅広い人間性を培うことを眼目としている。すべて 1年次から履修可能で、それぞれの興
味に応じて多くの科目のなかから自由に選択できる。3学科ともに一般選択は、最低 16単位の取得
が卒業の要件となっている。 
 
〔点検・評価〕 
基礎演習の「対話ゼミ」「教養ゼミ A・B」では、いずれも 1ゼミ 20名程度の少人数制をとってい
る。いずれのゼミにおいてもコミュニケーションをとりながら行うので、個々の学生の能力や性格に

配慮できる態勢ができている。また一般選択の科目群は、上述のように幅広い分野にまたがっており、

総合的な教養が深く身につけられるようになっている。 
「キャリア・デザイン－Ⅰ」は、「広く浅く」を指向して授業計画をおこなったため、現状はやや

体系性に欠ける内容となっており、受講生に対するキャリア教育として充実させる余地があるといえ

よう。 
一方、例年、基礎必修、情報必修の科目については、単位を修得できない学生が少なくないため、

再履修クラスを開講している科目も存在する。これは、再履修者を新規の履修者と混ぜることで、後

者の意欲が削がれることを防ぐ目的も持っている。今後も必要に応じて再履修クラスの設置を行う必

要がある。 
 
〔改善方策〕 
 今後、一般教養的授業科目のありかたに検証を重ね、科目の設置についてさらなる充実を図ってい

きたい。例えば、国際的に活躍するための語学能力の向上に寄与する科目、国際理解を深める科目が

その候補となろう。 
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外国語科目の編成における学部・学科等の理念・目的の実現への配慮と「国際化等の進展に適切に対応

するため、外国語能力の育成」のための措置の適切性 

〔現状説明〕 
本学部においては、必修語学として「必修英語 A・B」4単位が必修となっている。アジア地域ビ
ジネス学科においては、必修語学として「必修英語 A・B」4単位の他に「中国語 A・B」(日本人学
生)4単位、「日本語 A・B」(留学生)4単位を取得しなければならない。その他の選択語学として「ビ
ジネス英語」「ドイツ語」「中国語」「日本語(留学生)」が設けられている。 
英語教育については、外国語教育センターが設置されており、国際化社会に対応できるようにネイ

ティブな英語を身に付けさせることを目的に、外国人の教員(兼担教員 2、非常勤講師 1)に、「必修英
語 A・B」の 9クラスのうちの 7クラスとビジネス英語 8クラスのうちの 4クラスを担当している。 
 
〔点検・評価〕 
英語の授業には、ネイティブである外国人講師を配置していることにより、学生に英語をより親し

みやすいものにし、国際感覚の醸成に役立っている。また、特にアジア地域ビジネス学科では、アジ

ア地域と日本の相互理解のための知識修得・能力育成とする教育目標を達成すべく、日本人学生に「中

国語 A・B」を必修とし、アジア地域の国際的コミュニケーション能力を備えることが図られている。 
また、「必修英語 A・B」は入学後直ちにプレイスメントテストを行い、その結果により能力別ク
ラス分けを行っているため、学生は自分の能力にあった授業を受けることができている。 
資格合格奨学金は学生の英語力向上意欲を高めており、平成 21年には TOEICで 715点と 640点
を取った学生が奨学金の給付を受けている。 
一方、中国語を母国語としない留学生の中に「中国語 A・B」の履修を希望する者がいるものの、
現行ではそれに応えられていない。また、本来、習った外国語を普段の生活や他の授業においても活

用できることが望ましいが、現実には外国語科目の授業以外には外国語を使用する機会が限られてい

る。 
 
〔改善方策〕 
 英語をほとんど学修した経験を持たない留学生に対しては、初歩的な段階の講義が行われているが、

大学の授業としての質を上げるためには補講授業等の検討も必要といえよう。 
中国語を母国語としない留学生が、「中国語 A・B」を選択語学として履修することについては、
実施の可能性を検討していきたい。 
 
教育課程の開設授業科目、卒業所要総単位に占める専門教育的授業科目・一般教養的授業科目・外国

語科目等の量的配分とその適切性、妥当性 

〔現状説明〕 
卒業所要総単位数は 124 単位である。このうち、必修科目と選択科目をあわせて、専門教育的授
業科目は、56または 60単位以上(学科により異なる)、一般教養的授業科目は、30または 34単位以
上(学科により異なる)、外国語科目 8または 12単位以上(学科により異なる)を要件としている。 
なお、専門教育的授業科目は、3学科については、基礎必修科目および情報必修科目として位置付
けられているものが 10 または 12 単位あり、専門選択科目は、各学科の特色に照らして専門固有選
択科目と専門共通選択科目に分け、いずれの学科ともそれぞれ 16単位以上の取得を要件としている。 
 3学科それぞれの卒業要件を、次ページ以降の表に示す(表 3－1～3)。 
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表 3－1 会計ファイナンス学科 
卒業要件単位数 

区分 科目名称 
配当

年次 
単位数 必要とする 

単位数 
小計 合計 

対話ゼミ 1 2 
トップ・マネジメント講話 1 2 
教養ゼミ A 2 2 

基礎演習 

教養ゼミ B 2 2 

8 

専門ゼミ 3 4 
専門演習 

卒業研究 4 4 
8 

経済学基礎 1 2 
経営学基礎 1 2 
アカウンティング基礎 1 2 
ファイナンス入門 1 2 
初級簿記論 1 2 

基礎必修 

会計学 1 2 

12 

コンピュータ・リテラシ A 1 2 
情報必修 

コンピュータ・リテラシ B 1 2 
4 

必修英語 A 1 2 
必修語学 

必修英語 B 1 2 
4 

必 
 

修 
 

科 
 

目 

キャリア必修 キャリア・デザイン－Ⅰ 1 2 2 

38 

＊選択語学 
ビジネス英語 , 日本語 , 
ドイツ語, 中国語 

1～4 2単位／科目 4 

一 般 選 択 1～4 2単位／科目 16 
専 門 固 有 選 択 1～4 2単位／科目 16 
専 門 共 通 選 択 1～4 2単位／科目 24 

選 

択 

科 
目 

キャリア選択 キャリア・デザイン－Ⅱ 3 2 0 

26 
以上(自
由選択 
単位) 

86 
以上 

124 
以上 

 ＊ 母国語以外の語学を選択する。 
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表 3－2 アジア地域ビジネス学科 
卒業要件単位数 

区分 科目名称 
配当

年次 
単位数 必要とする 

単位数 
小計 合計 

対話ゼミ 1 2 
トップ・マネジメント講話 1 2 
教養ゼミ A 2 2 

基礎演習 

教養ゼミ B 2 2 

8 

専門ゼミ 3 4 
専門演習 

卒業研究 4 4 
8 

経済学基礎 1 2 
経営学基礎 1 2 
マーケティング基礎 1 2 

基礎必修 

国際経済入門 1 2 

8 

コンピュータ・リテラシ A 1 2 
コンピュータ・リテラシ B 1 2 情報必修 
情報社会とコンピュータ 1 2 

6 

必修英語 A 1 2 
必修英語 B 1 2 

4 

中国語 A 1 2 
中国語 B 1 2 
日本語 A 1 2 

＊必修語学 

日本語 B 1 2 

4 

必 
 

修 
 

科 
 

目 

キャリア必修 キャリア・デザイン－Ⅰ 1 2 2 

40 

＊＊選択語学 
ビジネス英語, ドイツ語, 
中国語 

1～4 2単位／科目 0 

異文化コミュニケーション選択 1～4 2単位／科目 4 
一 般 選 択 1～4 2単位／科目 16 

専 門 固 有 選 択 1～4 2単位／科目 16 
専 門 共 通 選 択 1～4 2単位／科目 24 

選 

択 

科 

目 

キャリア選択 キャリア・デザイン－Ⅱ 3 2 0 

24 
以上(自
由選択 
単位) 

84 
以上 

124 
以上 

＊  留学生は日本語, 日本人学生は中国語を履修する。 
 ＊＊ 母国語以外の語学を選択する。 
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表 3－3 スポーツマネジメント学科 
卒業要件単位数 

区分 科目名称 
配当

年次 
単位数 必要とする 

単位数 
小計 合計 

対話ゼミ 1 2 
トップ・マネジメント講話 1 2 
教養ゼミ A 2 2 

基礎演習 

教養ゼミ B 2 2 

8 

専門ゼミ 3 4 
専門演習 

卒業研究 4 4 
8 

経済学基礎 1 2 
経営学基礎 1 2 
マーケティング基礎 1 2 

基礎必修 

スポーツ概論 1 2 

8 

コンピュータ・リテラシ A 1 2 
コンピュータ・リテラシ B 1 2 情報必修 
情報社会とコンピュータ 1 2 

6 

必修英語 A 1 2 
必修語学 

必修英語 B 1 2 
4 

必 
 

修 
 

科 
 

目 

キャリア必修 キャリア・デザイン－Ⅰ 1 2 2 

36 

＊選択語学 
ビジネス英語 , 日本語 , 
ドイツ語, 中国語 

1～4 2単位／科目 4 

一 般 選 択 1～4 2単位／科目 16 
専 門 固 有 選 択 1～4 2単位／科目 16 
専 門 共 通 選 択 1～4 2単位／科目 24 

選 

択 

科 

目 
キャリア選択 キャリア・デザイン－Ⅱ 3 2 0 

26 
以上(自
由選択 
単位) 

88 
以上 

124 
以上 

 ＊ 母国語以外の語学を選択する。 



- 24 - 

〔点検・評価〕  
卒業所要総単位に占める専門教育的授業科目・一般教養的授業科目・外国語科目等の量的配分はい

ずれの学科についても妥当であるといえる。また、新 3学科の専門固有科目の必要単位数も妥当なも
のである。 
全体としては科目数に過不足は生じていないが、科目間で履修人数に偏りがあり履修人数の過多な

科目と僅少な科目がいくつか生じている点は今後改善を考える必要があろう。 
 
〔改善方策〕 
学生がバランスのよい履修ができるように科目の調整を含め、科目体系の構成を検証し、改善を図

っていきたい。学部の教育目標にあったコース別の履修モデルを、学生が履修する際の参考になるよ

うに策定する必要があろう。 
 
基礎教育と教養教育の実施・運営のための責任体制の確立とその実践状況 

〔現状説明〕 
 基礎教育と教養教育に限らず、カリキュラム全般の運営のための責任は教学委員会が負っている。 
 教学委員会で審議された事項については、教授会に諮り承認されて始めて実行される。また、経営

情報学部と関連する事項については学部間の連絡会議で調整がなされる。 
 
〔点検・評価〕 
 「対話ゼミ」「教養ゼミ A・B」では、各担当教員が、学生の学力や興味を勘案して教育・指導を
行う態勢がとられている。いずれも各担当者の責任において実施・運営されている。また、「トップ・

マネジメント講話」は、年 8 回行い、企業の代表者等による講話を 1 年生全員で聴き、その内容に
ついてレポートを各対話ゼミの担当教員に提出している。対話ゼミの担当教員は、それらを添削しな

がら、丁寧にレポート作成の指導を行っている。 
「コンピュータ・リテラシ A・B」は、9クラスに分けているが、共通したテキストを用いて共通
の内容で行っており、情報分野の専任担当教員がとりまとめを行う体制がとられている。なお、コン

ピュータを取り扱ったことがあるかどうかのアンケートを入学当初行い、それを参考にクラス編成を

行っている。 
「キャリア・デザイン－Ⅰ」では、就職に必要な一般常識を視野に入れた内容となっていることか

ら、就職委員会が中心となって実施・運営している。 
以上の科目については、いずれも教学委員会の管轄のもと実施・運営されている。また、英語教育

については、外国語教育センターの責任体制のもとで、教学委員会と連絡を取り合って実施・運営さ

れている。 
専門の基礎必修科目である「経済学基礎」「経営学基礎」「マーケティング基礎」については、各科

目 2 クラスを別々の担当者が行っている。「コンピュータ・リテラシ A・B」および英語教育につい
ては、各講義担当者と教学委員会が(英語科目には外国語教育センターも加わり)連携し、学生の能力
に合わせたクラス分けや、授業内容の調整が行われている。 
 「対話ゼミ」「教養ゼミ A・B」「経済学基礎」「経営学基礎」「マーケティング基礎」については、
担当者別に授業内容・実施方法が異なっており、調整を進める余地がある。 
 
〔改善方策〕 
上記のように、同一科目を 2人以上の教員が担当している場合には、教学委員会等との連携のもと



- 25 - 

に授業内容等の調整を行い、場合によってはシラバスを統一し、内容や実施方法に著しい乖離が生じ

ないようにしたい。 
 
カリキュラム編成における、必修・選択の量的配分の適切性、妥当性 

〔現状説明〕  
本学部では、3学科で卒業に必要な単位数は 124という点で共通しており、そのうち必修科目によ
り取得する単位数は、ビジネス情報学科(平成 18 年以前入学)が 36 単位、会計ファイナンス学科が
38 単位、アジア地域ビジネス学科が 40 単位、スポーツマネジメント学科が 36 単位となっている。
卒業に必要な単位数の必修科目が占める割合は 29～32％となっている。 
 
〔点検・評価〕 
本学部の卒業生としてふさわしい基礎的な知識と教養を身に付けるための科目を主として必修科

目と位置付け、学生個々の能力や専門知識を身に付けさせるための科目を選択科目として位置付けて

いる。p.17～19で示したように、これらの量的配分は適正と考えられる。 
 
〔改善方策〕 
 語学科目、情報関連科目、それぞれの学科に固有の科目など、学生の能力やニーズに沿ったものに

なっているか、必修あるいは選択どちらが適切かといった点について、点検し改善を図りたい。 
 
2)カリキュラムにおける高・大の接続 

学生が後期中等教育から高等教育へ円滑に移行するために必要な導入教育の実施状況 

〔現状説明〕 
1年次の必修科目である「キャリア・デザイン－Ⅰ」では、大学における勉学に対する意識を高め、
必要な基礎学力や一般常識の演習を行っている。また、1年次の「対話ゼミ」、2年次の「教養ゼミ A・
B」においては、漢字の読み書きを中心とした基礎学力や一般常識の知識の強化を図っている。 
また、必修語学や「コンピュータ・リテラシ A・B」といった授業を設置し、語学や IT 技術の円
滑な導入を図っている。 
 
〔点検・評価〕 
 「キャリア・デザイン－Ⅰ」は、大学で学問を学ぶための導入教育として典型的な科目であり、こ

れからの大学生活や就職活動、卒業後の人生を視野に入れた、幅広い領域に及んだ内容となっている。

「広く浅く」を指向したため、やや体系性を欠く点は検討する必要があろう。 
「対話ゼミ」や「教養ゼミ A・B」については、講義を少人数で行うため、担当教員が学生の学力
を把握しやすく、きめ細かい指導が可能であり、導入教育にふさわしい場であるといえる。  
必修語学や「コンピュータ・リテラシ A・B」は、入試の点数や入学ガイダンス時のプレイスメン
トテストの結果等によりクラス分けを行い、効果的な学修がなされるよう配慮している点は評価でき

よう。 
 
〔改善方策〕 
「対話ゼミ」「教養ゼミ A・B」における導入教育は、各担当者別に行われ、必ずしも統一は図ら
れていないため、基礎学力を強化するために導入教育のさらなる改善を図っていきたい。具体的には

各回の内容を示したマニュアルの作成についても検討していきたい。「キャリア・デザイン－Ⅰ」は、
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就職委員会をとりまとめ役として内容の拡充を考えたい。 
 
3)カリキュラムと国家試験 

国家試験につながりのあるカリキュラムを持つ学部・学科における、カリキュラム編成の適切性 

 本項目については、本学部・学科は該当しない。 

 

4)医・歯・薬学系のカリキュラムにおける臨床実習 

医・歯・薬学系のカリキュラムにおける、臨床実習の位置付けとその適切性 

 本項目については、本学部・学科は該当しない。 

 

5)インターンシップ、ボランティア 

インターンシップを導入している学部・学科等における、そうしたシステムの実施の適切性 

〔現状説明〕  
インターンシップは、キャリア教育の一環として学生自身が職業適性や将来設計について体験を通

して考える機会を提供するものである。ビジネス情報学部では、インターンシップを希望する学生の

所属するゼミの担当教員と就職委員会と打ち合わせたうえで、対象企業を決めることになっている。 
実施の決まった学生は、ゼミ担当教員による事前研修を受け、企業でのインターンシップ終了後、

報告書を提出することとなっている。単位は 2単位を与えるが、卒業要件には含めない。 
 
〔点検・評価〕 
上記のように、制度としては確立されているものの、本制度は平成 19年以降には全く希望者がな
く、実施されていない点は問題といえよう。 
 
〔改善方策〕 
本学部の学生のかなりの割合を運動部員、留学生が占めていることから、本制度は彼らが関わりや

すい形でシステムを根本的に見直す必要がありそうである。また、大学全体としてインターシップを

どう推進していくのか、他学部とのすり合わせを行っていきたい。 
 
6)授業形態と単位の関係 

各授業科目の特徴・内容や履修形態との関係における、その各々の授業科目の単位計算方法の妥当性 

〔現状説明〕 
本学部では、1コマを 90分とし、種別は講義及び演習、外国語科目、実習・実技科目に分けられ
る。ほとんどの科目がセメスター制をとっている。講義は、半期週 1回で 15週に定期試験 1回、外
国語科目は、半期週 2回で 15週に定期試験 2回、実習・実技科目は、半期週 1回で 15週に定期試
験 1回が行われる。演習については「教養ゼミ A・B」「専門ゼミ」は半期週 1回で 15週、「卒業研
究」は通年 1コマ 90分の授業を週 1コマ実施している。「卒業研究」は論文やレポートの指導の便
宜を図り通年科目として設定されており、前期と後期を通じて 30週で 4単位が与えられる。語学を
除くほとんどの科目は、前期後期のいずれかにおいて 16 回(定期試験を含む)で完結するかたちにな
っており 2単位として計算される。 
 
〔点検・評価〕 
これらの科目の中で、「トップ・マネジメント講話」は 1年次において年 8回の講話を聴き、講話
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に関するレポートを提出することにより 2単位が与えられる。そして、「トップ・マネジメント講話」
と同一の時限に組み合わされている「対話ゼミ」は、通年で 20 回授業を行い 2 単位となっている。
各授業科目の特徴・内容や履修形態と単位計算方法の関係はおおむね妥当なものであるといえる。 
 
〔改善方策〕 
今後も各授業科目の特徴・内容や履修形態と単位計算方法の関係について検証し、改善を図ってい

きたい。 
 
7)単位互換、単位認定等 

国内外の大学等での学修の単位認定や入学前の既修得単位認定の適切性 

〔現状説明〕 
本学は、県内の群馬県立女子大学、関東学園大学、東洋大学、共愛学園前橋国際大学、放送大学お

よび群馬大学と、「単位互換に関する包括協定」を締結しており、本学とこれらの大学の学生は所定

の手続きのもとで科目を受講し単位互換ができるようになっている。 
また、他の大学等において修得した単位および本学に入学する前にすでに他大学等で修得した単位

等については、60単位を上限として(転入学・編入学を除く)本学の修得単位に相当するものとして認
定を受けることができる制度を設けている(学則第 31条、32条、33条)。 
 
〔点検・評価〕 
協定大学で単位取得を希望する学生は、定められた期日までに出願表を開設大学に提出することに

なっている。本学部において現在のところ、協定を結んではいるものの、平成 20年度までの実績は
ない。 
この協定については、本学部以外にも受けたい授業内容について学ぶことができ、同時に単位も修

得し卒業単位とみなすことができるため、学生にとっては幅広い履修の機会を確保でき、適切なもの

であるといえる。しかし同時に、各大学のキャンパスは地理的に離れた場所にあり、公共交通機関の

利便性に大幅な改善がない現状が続けば、有効に機能しないことも指摘できる。 
 
〔改善方策〕 
履修要項には記載されているが、この協定の存在を認識している学生は必ずしも多くないのが現状

である。新年度のガイダンス等で単位互換制度に関する情報を周知したい。 
 
8)開設授業科目における専・兼比率等 

全授業科目中、専任教員が担当する授業科目とその割合 

兼任教員等の教育課程への関与の状況 

〔現状説明〕  
表 3－4 からもうかがえるように、本学部の平成 20 年度の開講授業科目中で専任教員が担当する
割合は約 76％となっている。 
傾向としては、「対話ゼミ」「教養ゼミ A・B」「専門ゼミ」「卒業研究」は全て専任教員が担当して
おり、教養科目と専門科目はともに専任教員が担当する比率が高い。語学科目は、非常勤講師や他学

部(経営情報学部)に所属する兼任教員の比率が高くなっている。 
兼任教員に関して、経営情報学部・看護学部に所属している教員が本学部の授業を担当する場合に

は、カリキュラム上のことや内容等に関して調整を行いやすいが、他大学等に所属している教員につ
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いては対応が難しい。 
なお本学部の専任教員も、経営情報学部および看護学部に対して、一般教養科目や教職科目をいく

つか兼担で出講している。 
 

表 3－4 平成 20年度専任・兼担・兼任別担当コマ数・割合一覧 
教員別 専任教員担当科目 兼担教員担当科目 兼任教員担当科目  
コマ数 287コマ 22コマ 69コマ  
割合 75.9% 5.8% 18.3%  

 

〔点検・評価〕 
概ね専任教員が担当している授業科目が多く、学部内の意思疎通や学生への対応に関して問題が生

じることは少ない。語学科目について専任比率が低いのは、外国人専任教員が経営情報学部の所属で

あるためと、1クラス平均 30名程度で編成しているためクラス数が多く、非常勤講師に頼るところ
が大きいためである。 
非常勤講師については、意見交換をする場を設けるなどの改善が必要であり、平成 20年度後期に
非常勤講師等に対してアンケート調査を行い、改善すべき点などを記入し提出してもらった。その調

査結果に基づき、講師控え室のパソコンやプリンターを新しいものに換え、留学生への日本語教育の

改善を図るなどの措置を行ったことは評価できよう。しかし非常勤講師との間では、情報や意見交換

の機会はまだ少なく、必ずしも十分とはいえない。 
他学部に出講している本学部専任教員の担当科目については、各学部教学委員会を中心に内容等の

調整が図られている。中でも教職科目については、カリキュラムや時間割の調整は教学連絡会議の場

などで学部横断的に行われている。 
 
〔改善方策〕 
語学科目については、学部を越えた全学的な指導を行いやすい利点を持つが、本学部への専任教員

の配属について、今後検討する必要があろう。講義やカリキュラムに関することも含めて、情報や意

見交換の場を定期的に行っていきたい。その際には、学生による授業アンケートの結果等も参考にす

る方向で考えたい。 
 
9)社会人学生、外国人留学生等への教育上の配慮 

社会人学生、外国人留学生、帰国生徒に対する教育課程編成上、教育指導上の配慮 

〔現状説明〕 
 社会人学生については、社会人入試の制度は設けられているが、受験実績や入学実績ともにほとん

どない状態が続いている。帰国生徒はそれ向けの入試を実施しているが、これまでのところ実績はな

い。 
外国人留学生については、すでに述べたようにアジア地域ビジネス学科に各学年 100 名前後の留
学生が在籍している。留学生は中国人を中心としてアジア諸国からの学生が多くを占めている。1年
次には必修の「日本語 A・B」を設けて、留学生が早く本学部の授業に慣れ、また日本での生活に不
便がないよう配慮している。さらに、「選択日本語」の授業もできるだけ取るよう指導している。日

本語能力試験等も積極的に受け、資格を取得するよう勧めている。個人指導としては、本学留学生セ

ンターによるバックアップとともに、各ゼミで指導教員が個別に対応している。 
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〔点検・評価〕 
 最も日本語能力の劣る留学生については、日本語の補習授業を設けて対処している。しかしながら、

非漢字圏諸国からの留学生の日本語能力は低いことが多く、日本語能力の点から授業について行くこ

とが難しく、退学に至る学生も一部見られる。 
 
〔改善方策〕 
 非漢字圏の出身学生をはじめとして日本語能力が劣る学生に対しては、引き続き補習授業を開設し

ていくなど、教学の面からも厚くサポートする必要がある。日本語資格取得の支援についても、さら

に継続していきたい。 
 
(2)教育方法等 

1)教育効果の測定 

教育上の効果を測定するための方法の有効性 

〔現状説明〕 
ほとんどの授業において、その教育効果は、定期試験(レポートを含む)により測られる。授業科目
の性格等に応じてノートや資料の持ち込みが許されているものもある。科目によっては、小テスト、

授業時間中の試験、定期試験とは別のレポートを含めて教育効果を測っているものもある。また、「ト

ップ・マネジメント講話」のレポートは添削し、学生に返却している。「卒業研究」は、それまでの

学修・研究の成果を検証するために卒業研究成果物の提出を義務付けている。 
 
〔点検・評価〕 
各授業において、その必要性や有効性を考慮の上、教育効果が測られており、測定方法そのものは

妥当なものである。 
しかし、学生は、単位を取るためだけに試験やレポートに対処する傾向があり、これを回避・是正

する有効な方法を工夫する余地がある。 
 
〔改善方策〕 
学生が、単位を取るためだけに試験やレポートに臨むのでなく、知識と能力をしっかり身につける

ような意識を高めるため、FD活動を通じて教育の質の確保や、授業における学生の理解度の把握と
並び、教育効果測定に関する意見交換等を行っていく必要がある。 
 
卒業生の進路状況 

〔現状説明〕 
 平成 19年度にスタートした新カリキュラムのもとでの卒業生はまだうまれていない。 
旧カリキュラムによる平成 20年度の卒業生の進路状況(就職、進学)については、就職内定調査を 7
月以降毎月実施し、最終的には学位記授与式に出席した卒業生に進路先をアンケート調査することで

把握した。平成 20年度卒業生の進路状況は表 3－5の通りである。 
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表 3－5 平成 20年度卒業生の進路状況(平成 21年 3月現在) 

 全体 日本人 留学生 

卒業生数 194 144 50 

就職希望者 140 121 19 

内定者 137 119 18 

内定率 97.9% 98.3% 94.7% 

就職以外の進路 54 23 31 

大学院進学 8  8 

大学進学 3 1 2 

専門学校進学 6 6  

大学院再挑戦 1 1  

公務員再挑戦 2 2  

帰国(留学生) 20  20 

結婚・家族滞在 1  1 

就職希望なし 13 13  
 

表 3－6 就職内定者の業種別就職状況(平成 21年 3月現在) 

業    種 人数 業    種 人数 

農業・林業 1 金融・保険 3 

建設 4 不動産 3 

製造 13 サービス 28 

電気・ガス 2 医療・福祉 4 

情報通信 17 公 務 9 

運輸 6 その他 11 

卸・小売 36 合  計 79 
 

表 3－5に見えるように、より高度な学修を志して大学院に進学する者も目立つが、多くはビジネ
ス界へ巣立っている。経営学、情報学の知識を活かし、製造業、流通業、IT 関連に就職する者が多
いといえよう(表 3－6)。 
なお、在学中の進路指導に関しては下記のような授業や施策を講じている。 
①「キャリアデザインⅠ」(1年生必修科目)の設定 
本学入学まもなくの 1年生の前期に、15回にわたってキャリア教育を行っている。この科目では、

「大学で学ぶことは高校までの学びとどこが違うのか」をまず把握させ、あわせて将来の就職活動の

意識付けを行っている。 
②就職ガイダンス 

1年次から 3年次まで学年ガイダンスの中で就職ガイダンスを行い、進路指導やキャリア教育につ
いて知らせている。特に 3年次生に対しては、これとは別に年間 20回のガイダンスを行い、就職に
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あたっての心構え、必要な知識や就活スキルについて指導している。 
③公務員志望学生への指導 
 公務員志望の学生に対しては、「公務員試験対策ゼミ」の科目が年間を通して開設されている。希

望者は自由に参加できる。 
また専任教員による公務員採用試験対策講座(夏季及び春季)が集中講座として開講され、希望者に

は 1年次から受講するよう勧めている。定期の時間以外にも、希望者には専任教員がサークル形式で
課外での指導を行っている。 
④留学生の進路指導 
就職、進学、帰国と志望にあわせて進路指導を行っている。就職ガイダンスにおいては日本人の学

生と同じように受講することを勧めているほか、留学生雇用センターの専門官を招いて、｢日本で就

職するためには｣の講座を開き、日本で就職するための心構え、ノウハウを指導している。 
なお、4年間の課程を終えた後に、さらに学修を続けることを希望する学生に対しては、本学大学
院修士課程経営管理研究科への進学の道が開かれている。平成 21年度からは新たに「学部・修士 5
年一貫プログラム」が採用され、成績優秀な学生は、学部 4 年、大学院在籍 1 年で修士課程を修了
できるプログラムも開始された。 
 
〔点検・評価〕 
地域社会に貢献できる人材の育成を目指す本学部の教育の趣旨からすれば、中小企業を中心として、

妥当な業種と就職先に進路が決まっているといえよう。特に、平成 21年度は公務員の試験合格者が
増えている。 
 
〔改善方策〕 
上述の傾向に特別大きな問題点はないが、就職率がより高くなり、進路状況がさらに改善されるよ

うに努める。そのためには、学生が就職相談室を積極的かつ有効的に利用できるような環境作りが必

要である。また、平成 21年度「大学教育・学生支援推進事業」テーマ B学生支援推進プログラムに、
本学の取組みである「社会的ディマンドに対応した人材教育プログラム」が採択され、平成 23年度
まで文部科学省の支援を受けることが決定した。その中には、キャリア講座や就職ガイダンス、資格

取得講座の開講、プレゼンテーションやビジネスマナーの講座開講等が含まれている。このような取

り組みを通じて、キャリア活動、求人情報、企業情報等を分かりやすく学生に提供できるようにして

いきたい。 
 
2)成績評価法 

厳格な成績評価を行う仕組みと成績評価法、成績評価基準の適切性 

〔現状説明〕 
ゼミを除くほとんどの授業科目について、定期試験(レポートを含む)を行い、成績評価を行ってい
る。個々の授業科目の成績評価基準は、各担当教員がシラバスにおいて明記している。 
ほとんどの科目で出席調査を行っているため、定期試験、レポートに出席状況あるいは受講態度を

加味して成績評価を行っている。科目によっては、定期試験以外に授業時間中に行う小テスト、レポ

ートなどを行い成績評価の手段としている。 
これらをすべて総合した最終評価は、(100点満点で)80点以上を A、79～70点を B、69～60点を

C、59点以下を Dとし、A・B・Cを合格として単位を認定、Dを不合格としている。また、試験を
受けず、授業放棄したと見なされる場合には E と記し、単位の認定はなされない。なお、出席状況
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などを考慮して 59点以下の受講者について再試験を行い、その成績により合格とすることもある。 
GPA方式による評価を用いており、各学期の GPAと通算の GPAがゼミ担当教員と学生に通知さ
れている。成績を評価する手段として、有効に機能している。 
 
〔点検・評価〕 
 成績評価法・評価基準は、シラバスにも明言しており、授業中においても明らかにする体制をとっ

ている。また、成績評価については、その基準、実施した試験(小テストも含む)の問題やレポートの
課題、平均的な答案(コピー)を学長に提出してその適切性を検証できる体制をとっている。 
 
〔改善方策〕 

 成績評価の基準は統一されてはいないので、受講生にとって、科目の難易度の差が顕著に現れる場

合がある。FD活動を通じて、担当者の間で成績評価方法・基準の適切性を検討していきたい。 
 
履修科目登録の上限設定等、単位の実質化を図るための措置とその運用の適切性 

〔現状説明〕 
平成 20年度は、1～3年生に限り登録単位数の上限を、年間で 44単位、半期で 24単位と定めて
いる。4年生については、最後の 1年として卒業要件を満たす必要性を考慮して、これらの制限は設
けていない。 
 
〔点検・評価〕 
履修単位の上限を設けることにより、学生は 4年間にわたり、特定のセメスターに著しく偏ること
なく、無理のないかたちで履修することができるようになっている。 
しかし、4年生に履修の上限を適用しないことは上限設定の適切な運用としては不十分であるとい
う指摘がなされているが、4年生に上限を設けると留年対象になる学生の対応が問題となってくる。 
 
〔改善方策〕 

4年生についても履修の上限を設けていく必要があるか、今後の適用を検討する。その場合、急な
適用は難しいため、新入生からの対応とし十分な説明を行う必要があろう。 
 
各年次及び卒業時の学生の質を検証・確保するための方途の適切性 

〔現状説明〕  
各セメスター終了後、各学年とも特に成績不振と見られる学生には、保護者同伴の上面談(留学生
の場合には 2者面談)を行い、ゼミ担当教員による指導を行っている。2年次終了時の段階で、3年次
から履修すべき専門ゼミの履修条件が設定されている。この条件は、1・2年次の積算総単位数が 50
単位以上(各学科で共通)であり、かつ、必修科目について所定の単位(各学科により異なる)を取得し
ていなければならないものとなっている。この条件を満たさなければ、専門ゼミを履修することがで

きず、4年間で卒業することはできなくなるが、このことについては、年度当初の「ガイダンス」、「対
話ゼミ」や「教養ゼミ A・B」を通じて指導を行っている。 
  
〔点検・評価〕  
この制度により、1・2 年次の段階から緊張感を維持しながら勉学に取り組む体制を備えている。
特に、3年次より専門ゼミを履修するためには、専門に関わる基礎必修科目の単位を修得していなけ
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ればならず、これは専門課程に進む学生の質を維持するための適切な方途といえる。 
 
〔改善方策〕 
 不登校の学生や、呼び出しに応じない成績不振者も見られるため、十分に指導が行き渡らない場合

もある。その場合は、根気強く電話、手紙等で連絡を取り続けていくことが大切である。今後とも、

一層親身な指導を行っていき、学生の勉学意欲を引き出す態勢を整えていく。 
 

3)履修指導 

学生に対する履修指導の適切性 

〔現状説明〕  
新入生に対する履修指導は、入学時 4月初めのガイダンスにて集中的に行っている。大学内におけ
るガイダンスと合わせて、1泊 2日の日程で学外研修を行い、そこでも全体指導とゼミ単位に分かれ
て履修指導を徹底している。また対話ゼミでも、担当教員により適宜指導が行われる。 
 2年次以上の学生に対しても、4月初めに学年別のガイダンスを行い、指導を徹底している。そし
て所属するゼミにおいても適宜指導している。卒業単位取得が危うい学生に対しては、適宜教学委員

会や教学課が対応している。 
 なお、2年次以上の学生のガイダンス日程についての連絡は、成績通知書の送付の際に新学期の日
程も同封することになる。 
 
〔点検・評価〕 
ガイダンスにて集中的に履修指導が行われることと、ゼミ担当教員により学生一人ひとりに即した

指導が行われている。 
上級生になるほど、ガイダンスの欠席が目立つ傾向にあるため、欠席した学生の事後指導をどのよ

うに徹底するかが例年の課題である。 
 
〔改善方策〕 
在学生については、所属ゼミの担当教員を通じてガイダンスの出席を促す指導を行いたい。同時に

ガイダンスの重要性についても周知を依頼したい。 
 
留年者に対する教育上の措置の適切性 

〔現状説明〕  
留年者に対しては、ときには保護者も交えて、担当ゼミの教員が、留年者のそれぞれの事情に応じ

た指導を行っている。ゼミの履修をすべて終えている場合には「卒業研究」担当の教員が引き続き指

導担当教員となり、もし退職等の理由で担当が継続できない場合には、教学委員会・教授会で審議し、

他の教員に指導を依頼することを行っている。 
 
〔点検・評価〕 
カリキュラム上、必修・選択を問わず、いずれの科目も再履修は問題なくできる。留年者の指導は、

普段の面談や三者面談を通じてゼミの担当者により懇切丁寧に行われている。4年生は、履修の上限
がないため卒業に向けて最大限の履修は支障なく行うことができる。 
やむを得ない事情がある場合、あるいは勉学意欲の低下など本人に帰すべき留年者には指導が困難

な面もある。 
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〔改善方策〕 
留年者をできるだけ出さないように、ゼミ担当教員による事前の指導を綿密に行いたい。また、4
年時には前期、後期登録後にその段階で単位が取りきった場合に欠けた部分がないか暫定的な確認を

行いたい。仮に登録単位に不足がある場合は、個別に追加登録の指導等を行い、卒業が可能な状況に

導きたい。 
 
4)教育改善への組織的な取り組み 

学生の学修の活性化と教員の教育指導方法の改善を促進するための組織的な取り組み(ファカルティ・デ

ィベロップメント(FD))およびその有効性 

〔現状説明〕 
学生の学修の活性化と教員の教育技術向上に取り組むための本学部の組織としては、FD委員会が
設置されている。FD委員会は学部長を委員長とし、本学部に属する 3学科の学科長、教学委員会委
員長と副委員長に加え、2名の FD委員から構成されている。そこでは、本学部における授業環境の
改善、授業効果の向上などの課題について検討を重ねている。 
平成 20 年度は、FD委員会による企画でいくつかの FD 活動を実施した。ひとつは、本学部所属
の全教員の参加のもとで、学部教育検討会を 2度実施した。ざまざまなテーマで議論されたが、中で
も学生の授業態度に対する対応が検討された。私語を防ぐための座席指定などの提案もあった。 
さらに、教員相互の授業参観の制度を整備し実施した。教員の教育技術向上を目的とした教員研修

会も実施した。 
一方、平成 19度に大学全体のパフォーマンスの向上を目的として国際教育研究開発センターが設
置され、平成 20 年度に教育研究センターと改称した。平成 19 年度に実施した学生による授業アン
ケートの改定は、この教育研究センターを通して、本学 3学部連携の下で実施された。3学部共通の
この改定によって、授業に対する学生の意見がより汲み上げられることになると思われる。汲み上げ

られた意見は、授業環境の改善、学生のやる気の喚起や満足度の向上、教育効果の向上のために活用

される見込みである。本学部所属全教員による学部教育検討会(前期・後期 2回実施)によって、各教
員が持っている教育環境の改善案など、FDに係る事項の意識の共有を図ることができたことは評価
できよう。 
平成 20度には、教員相互の授業参観が初めて実施された。本授業参観は、他の教員の授業を参考
にすることで、自らの教育技術の向上を目的とするものである。本授業参観の実施により、参考にな

った事項についての報告が実施後各教員からなされた。授業内容に関する意見、授業の技術、学生へ

の対応等をめぐり、さまざまな意見が出された。教員研修会は「IT 機器の活用による授業改善」と
いうテーマで実施された。 
 
〔点検・評価〕 
これまで、各教員において、教育指導技術の向上のための機会が少ないことが問題点として挙げら

れてきたが、平成 20年度、教育技術向上の場を多く設けることができた。各教員が教育指導技術を
向上させるための機会を増やすことを目的として、手本となる授業を参観する機会として、授業参観

や教育検討会、教員研修会などを企画、実施した。現状においては、まず以上のような計画を実践す

ることが改善に向けた第一歩であり、次の段階において具体的な改革を進めることになる。 
 
〔改善方策〕 
平成 20年度の実施結果の反省を踏まえ、次年度からより効果的な授業参観の制度の整備をすすめ
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ていきたい。同様に指導技術を学ぶ機会として、教員研修会の制度も改善していく必要がある。同時

に教育検討会をより実のあるものにすべく、議題の選定、議事の進め方の効率を上げる必要がある。

また、次の段階に向けたアクション・プログラムの作成も必要となる。 
 
シラバスの作成と活用状況 

〔現状説明〕 
シラバスは、担当教員が講義概要、講義計画、成績評価の方法、参考資料、履修条件等の項目を書

き込む形で毎年作成されている。製本され、全学生に毎年 4月に配付される。全学生に配付されるこ
とにより、講義内容等を周知させることに大きく役立っている。なお、今年度からシラバスの形式を

3学部で共通な形式に変更した。 
 
〔点検・評価〕 
すべての学生がよく履修科目の内容を理解し、講義選択の際の参考に用いているかどうかについて

は疑問がある。 
 
〔改善方策〕 
履修をするにあたり、学生にシラバスをよく読み理解して判断するよう徹底する。また、学生にと

って分かりやすいシラバスを作成することの検討も続けていく。 
 
学生による授業評価の活用状況 

〔現状説明〕 
 本学部では、科目ごとに学期の最後に学生を対象とした授業アンケートを実施している。平成 19
年度前期までは、これまで同じ内容の質問項目で実施されてきたが、同年後期からは、質問項目を全

面的に改定した質問項目の下で授業アンケートを実施した。アンケートの内容は、前者は 12項目の
5段階の選択による質問からなるものに加え、自由記述式の質問が 1項目の構成となっており、改定
された後者は、20項目の 5段階の選択による質問と自由記述式の質問が 1項目という構成になって
いる。いずれも学生自身の授業に対する取り組みを尋ねる内容のものと、授業の環境、教員の熱意や

技術などを肯定的なものから否定的なものまで 5段階で評価する内容を主としている。 
今のところ、授業アンケートは授業の改善を目的とした 2つの活用がなされている。ひとつは、学
部全体のアンケート結果の分析を実施し、その結果を自己点検報告書にまとめ、各教員に配付してい

る。もうひとつは、それぞれの授業ごとの集計結果をまとめたものを各教員に配付している。こうし

たアンケートのフィードバックを通してそれぞれの教員が授業改善に役立てている。 
 
〔点検・評価〕 
 授業アンケートの結果を分析する目的としては、学生が何を重視しているか、どのような授業が学

生のやる気を喚起するか、どこに力を入れれば学生の満足度が高まるか、などの観点から過去の集計

結果との比較や、アンケートの回答項目間の相関分析を通して把握しようというものである。 
 また、授業ごとの集計結果の配付には、教員が見落としている部分に学生が不満に感じている点は

ないか、教員が無自覚に行っていることで、学生から肯定的な評価を受けている点はあるか、教員が

力を入れていることが、学修効果の向上や学生のやる気の喚起につながっているかなどについて、教

員に自覚を促すものである。いずれも効果的なフィードバックとして、授業の改善に大幅に貢献して

いる。 
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 アンケート結果を今後さらに具体的に生かす仕組みを策案し、機能性を持たせる必要があるが、平

成 21年度において特定の教員に対する不満を記載した学生から、アンケート結果をどのように扱っ
ているのか知りたい旨の要望が寄せられた。これに対して、学長がまず当該学生(複数)と話し合いを
行い、問題点を整理して、理事長、副学長、相談役と共に指摘のあった教員と面談し、改善を要望し

た。この経緯は、今後アンケート結果を機械的に処理せず、個々の事例に血の通った方策をとって生

かす上に一つの経験となったと思われる。 
 
〔改善方策〕 
アンケートに対して、誠実に回答しない一部の学生の回答によって、アンケート結果の信頼性が低

下している。アンケートの精度をより高めるために、不誠実と思われる回答を集計から排除するべく、

調査項目を工夫するなどの措置を検討していきたい。 
 
卒業生に対し、在学時の教育内容・方法を評価させる仕組みの導入状況 

〔現状説明〕  
昨年度末、初めて卒業生に対するアンケートの実施を行った。しかし回収率が低いため、活用は今

後を俟ちたい。 
 
〔点検・評価〕 
在学中の学生には理解が難しい教育上の配慮などが、卒業後どのように評価されているかを検証し

た。その結果をフィードバックし、今後の教育に反映させることで、より有用な教育を実施できると

期待できる。 
 
〔改善方策〕 
 回収率を上げるための方策の検討を必要とする。その上で分析・評価していきたい。 
 
教育評価の結果を教育改善に直結させるシステムの確立状況とその運用の適切性 

〔現状説明〕 
学生および教員による授業評価は、前期・後期末に実施されている。今年度は、各授業のアンケー

ト結果を集計した数値を各教員におくり、教員各自の授業改善の資料としている。本年度実施した教

員による授業参観については、提出された参観報告書を学部 FD委員が整理し、報告している。 
 
〔点検・評価〕 
 教育評価の結果を教育改善に直結させるシステムの確立は、スタートの段階であるが、スタートし

たことがもっとも重要なことである。評価結果を各教員が自主的・積極的に授業改善に活かすことが

求められている。 
 
〔改善方策〕 
アンケート結果をどのように授業改善に生かしていくか、今は教員の自主性・任意性にまかせてい

る段階である。いかに評価結果を今後の教育改善に生かしていけるかが課題である。 
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5)授業形態と授業方法の関係 

授業形態と授業方法の適切性、妥当性とその教育指導上の有効性 

〔現状説明〕  
本学部の一般教養的授業と専門教育的授業の多くは、講義形式で行われている。それと並び、各学

年におけるゼミでは、ゼミ方式にて輪読、発表、議論等により行われている。「コンピュータ・リテ

ラシ A・B」など情報関連科目では、コンピュータ教室が使用され、学生一人ひとりがパソコンを用
いて授業を受けることができる。コンピュータを用いた会計科目も同様である。語学科目については、

受講生 30人以内を目安にクラス編成を行い、指導が行き届きやすいよう配慮している。スポーツの
実習が含まれる授業では、学内のスポーツ設備を適宜使用して行っている。大教室、小教室、ゼミ室、

コンピュータ教室、AV機器設置教室、学内運動設備など充実した教室・学内設備を利用し、授業内
容に即した形態が取られている。 
 
〔点検・評価〕 
学内のスポーツ施設が充実している点は評価できる。一方、コンピュータ教室、AV機器設置教室
については、機器の更新時期の問題から常に最新機種が揃っているわけではないが、現状に合わせて

講義を行っており特に問題は生じていない。また、ゼミの一斉開講など、特定の時限に同規模の教室

が不足する場合がある。 
 
〔改善方策〕 
現状で喫緊の改善を要する設備はないが、教育指導上、設備、教室を有効に使用するため、財務状

況を勘案して充実を図っていきたい。 
 
多様なメディアを活用した授業の導入状況とその運用の適切性 

〔現状説明〕  
さまざまな授業において、コンピュータや視聴覚教材などが利用されている。比較的充実した設備

環境の中で、多様なメディアにより授業が実施されている。本学部には AV機器による視聴覚教材や
パワーポイントの使用可能な大中の教室が 7 室、30～60 台のパソコンを設置した教室が 3 室ある。
「コンピュータ・リテラシ A・B」、情報系の科目、コンピュータを用いる会計科目などをはじめと
してこれらの AV教室、コンピュータ教室が積極的に利用されている。 
 
〔点検・評価〕 
時間帯によっては、教員の希望が集中し AVの機能を備えた教室が不足することがある。また、AV
教室 7室のうち 6室は LAN回線が配線されていないため、インターネットを利用することができな
い不便が指摘されている。 
 
〔改善方策〕 
財務状況を勘案しつつ、さらなる設備の充実を大学当局に働きかけていきたい。また、特定の教室

の使用希望が重ならないよう、時間割の組み方を工夫していきたい。 
 
「遠隔授業」による授業科目を単位認定している大学・学部等における、そうした制度の運用の適切性   

〔現状説明〕  
本学は、高崎市と伊勢崎市とにキャンパスが分かれているため、両キャンパスで同一の時間に同一
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の講義が開講される遠隔授業が 1 週間に 2 回実施されている。遠隔授業の科目は全学共通の教職科
目である。本学では、教員は一方のキャンパスの教室で講義を行い、他方のキャンパスの教室の大型

スクリーンに放映される講義を学生が聴講する形態で遠隔授業が進められている。現在、各キャンパ

スから毎週 1回ずつ講義が行われている。 
 
〔点検・評価〕 
キャンパスが離れていても、遠隔授業により、同一の時間に同一の講義を履修することができるた

め、学生はキャンパス間を移動する必要がなく、無理なく効率よく多くの科目を履修できる。これは、

運動部に所属する学生にとっても、授業終了後、速やかに部活へ参加できるという利点にもなってお

り、運動部所属の学生も、積極的に、教職課程に挑戦できる環境が整備されている。本学部では運動

部に所属する者も含め、毎年各学年 10～20名が教職科目を受講している。 
また、教職科目の中でも、例えば、「教職概論」や「教育制度論」といった講義形式の科目につい

ては、遠隔授業で開講し、「特別活動の指導法」や「教科教育法」といった、演習や実践的活動を伴

う教職科目は、遠隔授業ではなく、通常の対面形式の授業で開講している。このように、遠隔授業の

特性を活かした運用を行っている。 
さらに、各キャンパスで進められる講義は、遠隔授業だけでは培うことが困難な教員と学生の人間

関係の確立に役立つとともに、遠隔授業をより効果的に実施することへとつながっている。その面で

も適切な運用がなされている。 
 
〔改善方策〕 
教員と学生の対面形式の授業に比べて、遠隔授業では同一の教室に教員が学生の目の前に存在しな

いので、距離的にも精神的にも解放され、私語や居眠り等々、授業中の集中力の欠落や緊張感の低下

が見られる。双方向性遠隔授業システムを有効に利用し、対面形式の授業と同様の効果を上げるため

に、遠隔授業の方法を工夫し、学生の学修の質を高めることが重要であると考える。 
 
6)3 年卒業の特例 

4 年未満で卒業もしくは大学院への進学を認めている大学・学部等における、そうした制度の運用の適切

性 

〔現状説明〕 
 本学部履修要項の「配当年次の緩和」の項目にあるように、一定の取得単位数や GPA値の条件を
満たした学生は、教授会の承認を経て卒業研究を 3 年次に履修することにより在学 3 年間で卒業す
ることができる。しかしながら、近年この制度を利用した学生はいない。 
 
〔改善方策〕 
 本学の大学院経営管理研究科では、本学学部の 4年次に在籍しつつ単位を取得することができる制
度が開始された。3年間での卒業制度については、本学大学院との連携の下検討を行う必要があろう。 
 

(3)国内外との教育研究交流 

1)国内外との教育研究交流 

国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針の適切性 

〔現状説明〕  
国際化への対応と、国際交流の推進に関する基本方針について、教育面の交流と学術研究面での交
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流とに分けて述べる。 
教育面では、本学部は「国際化や情報化に対応できる幅広い職業人の育成」を目的としている。そ

の実現のため、 
①可能な限り学生に海外研修などの形で国際理解、国際交流の機会を与え、支援を行う。 
② カリキュラムには、語学教育を始めとした国際理解を促進する内容を取り入れる。 
③留学生を積極的に受け入れ、学内における国際交流の緊密化を図る。同時に、地域の国際交流団

体と提携し多面的な交流を促進することを目指す 
計画がある。 
学術研究面では、「外部の研究者との交流および共同研究を促進することで研究レベルの向上を図

る」ことを柱として、出張旅費の支給などの研究者に対する支援を行っている。また、交流および共

同研究を促進するための制度面での整備は、今後の課題として財務面とにらみ合わせながら検討を進

めていかなければならない。 
 
〔点検・評価〕 
本学部では教育面での国際交流の重要性を早くから認識し、1987 年以来アメリカでの海外研修を
実施してきた。また、海外研修のための奨学金制度の整備や海外研修参加に対する単位認定制度の整

備を早くから進め、学生による国際交流の推進には力を入れてきている。海外ですべて自己責任のも

とに生活する逞しさを培うことや、国際理解を通して自国文化を理解することなどが大きな成果とな

っている。 
留学生の受け入れに関して、本学部では以前から積極的に取り組み、留学生への授業料優遇措置制

度を整備し、多くの留学生の受け入れを行ってきた。平成 19年 4月にアジア地域ビジネス学科を創
設し、更に積極的な留学生受け入れを進めている。 
この方針によって、学内での国際交流について高度な緊密化が実現できている。これらの方針につ

いては、今後も継続していきたい。 
 
〔改善方策〕 
 学術研究面での交流推進を図るための制度は、現在整備を進めている段階である。国際交流に関し

ては、他大学とも比較して先進的な取り組みを早くから積極的に進めており、今後も引き続きこの方

針を継続することが重要であると考える。特に方針転換の必要性は感じていない。 
 
国際レベルでの教育研究交流を緊密化させるための措置の適切性 

〔現状説明〕 
基本方針を実現するために、国際交流事業を担当する組織として、国際交流委員会が教員によって

組織されている。同委員会は、月に一度の定例会議と不定期に開催される臨時会議での討議を通して、

海外研修を始めとした国際交流事業の企画、立案、事前研修の実施、引率、事後研修の実施を行って

いる。 
一方、国際理解を進めるためのカリキュラムの整備については教学委員会が担当している。同委員

会も教員によって組織され、月に一度の定例会議と不定期に開催される臨時会議での討議を通して、

通常のカリキュラムの一環として、国際交流に関するカリキュラムの整備を行っている。 
事務組織としては、伊勢崎キャンパス教学課、総務課によって、国際交流事業のための事務処理を

行っている。しかし、国際交流事業の多くは学内の他学部との連携によって行われるため、学部間の

連携の必要な事業については、大学本部に設置されている総務課によって、国際交流事業に係る事務
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処理が行われている。同時に、新規の国際交流事業の提案、企画、立案、実施のため、本学の設立母

体である学校法人学文館の本部に設置されている企画広報室から支援を受けている。 
学術研究については、専任教員全員に一年間で 10万円の枠の中で 2回を上限として出張旅費の支
出が可能で、海外出張にも利用できる。また、学会や研究会での座長や研究報告者となる場合には、

申請により認められることで、特別研究費等の支給を受け出張旅費に利用できる。 
国際的な研究交流の実施状況としては、大学からの特別研究費の補助による海外研修は 0件、一般
研究費からの補助による研修は 1 件、競争的外部資金による研修は 1 件、研修先の費用負担による
研修は 5件であった。具体的な内容は次の通りとなっている。 
①出張者：准教授、出張先：アメリカ、カリフォルニア大学バークレー校、出張期間：平成 19年 11

月 26日～12月 3日、費用負担：一般研究費 
②出張者：准教授、出張先：韓国、釜山大学、出張期間：平成 19年 8月 26日～9月 1日、費用負

担：科学研究費 
③出張者：准教授、出張先：台湾、成功大学、出張期間：平成 19年 12月 24日～31日、現地滞在

費負担：受入機関 
④出張者：教授、出張先：アメリカ、ジョージア州、アトランタ市、出張期間：平成 19 年 7 月 14

日～24日、費用負担：受入機関 
⑤出張者：教授、出張先：タンザニア、ダニエスサラーム、出張期間：平成 19 年 8 月 23 日～9 月

11日、費用負担：受入機関 
⑥出張者：教授、出張先：アメリカ、テネシー州、ナッシュビル市、出張期間：平成 19年 10月 23

日～28日、費用負担：受入機関 
⑦出張者：教授、出張先：中国、上海、長江証券及び複旦大学、出張期間：平成 20年 3月 27日～

30日、費用負担：受入機関 
その他、機関提携準備のための出張が 1件あり、本学部から次の 2名が随行した。 
① 出張者：学部長、講師、出張先：中国(天津)、南開浜海大学、期間：平成 19年 9月 4日～9月 9

日 
 
外部からの受け入れとしては、Laurentian大学教授の Brian MacLean氏を研究交流のため招聘
し、研究交流の他、平成 19年 7月 6日に学部学生向け科目の「社会福祉論」において「カナダの福
祉システム」というタイトルの講義を開講した。 
一方、国際交流のための学生支援制度としては、海外研修に参加する成績優秀学生には、20 万円
を上限とする奨学金が支給される。 
また、本学部アジア地域ビジネス学科所属の学生について、留学生には一律授業料のおよそ 6割を
減免する制度を設けており、成績不振者を除くほぼ全員がこの優遇措置を受けている。一方、留学生

を対象とした授業料の優遇を受けられない同学科の日本人学生を対象として、大学による費用負担で

海外研修に参加できる制度が整備されている。 
定期的に行われている海外研修事業としては、米国カリフォルニア州にあるカリフォルニア大学デ

ービス校への研修がある。この研修に参加し、規定の審査を受けることで、「海外事情」4 単位の認
定を受けることができる制度となっている。 
一方、アジア地域ビジネス学科の設立に併せて企画されたタイ研修が平成 19年度に行われている。 

 
〔点検・評価〕 
国際交流委員会を始めとする教育面での国際交流事業を推進するための組織が整備され、その活動
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を支援する事務組織も十分整備されている。学生が海外研修に参加し易くなるための費用面での支援

や事前研修の充実、単位認定などの制度はよく整備されている。しかし、様々な制度で国際交流の支

援を行っているものの、近年、学生の海外に対する興味が著しく減少している。 
一方、学術研究面での支援についても、研究者全員に一律に割り当てられる研修旅費は海外研修に

利用するには不十分であるが、申請によって認められる海外研修に利用できる費用として、2種類の
研究費の支給を本学が独自に実施している。それぞれの金額は 30 万円と 50 万円が上限となってお
り、研修費用としては十分な額である。また、科学研究費を始めとする外部研究費の取得を推奨し、

申請時に研修を実施する等の形で支援している。 
 
〔改善方策〕 
この問題に対応するためには制度の整備のみでは解決できない。近年、学生の海外に対する憧れや

興味は著しく低下しており、参加者希望者が少数に留まっている。学生の海外に対する興味を喚起す

るため、企画を充実させるなど学生にとって魅力的な内容にすることが必要である。また、早期に参

加を呼びかけることも重要である。 
今後、優遇制度や支援などの制度の整備のみではなく、国際交流に対する学生の興味を喚起するよ

うな様々な試みを充実させていきたい。 
 
(4)通信制大学等 

1)通信制大学等 

通信制の大学・学部における、実施している教育の内容、方法、単位認定、学位授与の適切性とそ

のための条件整備の適切性 

本項目については、本学部・学科は該当しない。 
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2．経営情報学部 

 
〔到達目標〕 

本学部は、昭和 61年の学部創立以来、経営学とこれを支える情報処理技術を合わせて学修し、ビ
ジネス社会でリーダーシップを発揮できる人材の育成を目的に教育・研究活動を進めてきた。 

さらに、平成 19年には、インターネットをはじめとするデジタルメディアの普及により、企業経
営において様々な情報を受信・発信するコミュニケーションの観点からのアプローチの重要性が指摘

されるようになったこと、また、経営とコミュニケーションツールとしてのメディアとの関わりが深

くなってきている状況を踏まえ、学科の改組を行った。その結果、コミュニケーションの手段として

のメディア関連・応用部門の強化を意図したメディアマネジメント学科を設けた。あわせて従来の経

営情報学科のコンセプトを受け継ぎ、簿記・会計、マーケティング、経営学の広い学修と、情報処理

の基本的能力の修得を目標とする経営デザイン学科を置き、この 2学科によって学部を構成し、今日
に至っている。 
各学科は、さらに卒業要件を異にするそれぞれ 2 つのコースに分かれるが、いずれのコースとも、

「経営学とこれを支える情報処理技術」をベースとして、さらにコースの特性を発揮しながら個々の

学生が社会人として伍していくに必要なスキルを身につけさせることが、目標となっている。 
本学部は、教務を預かる教学委員会・教学課を中心として、以上の目標を個々の学生が達成できる

よう、各コースの学修を充足するに足るカリキュラム体系(計画的に科目が開講されているか、時間
割上で無理な設定が行われていないか、カリキュラムの指針に沿った講義が行われているか等)が整
えられているか否かを常に検証することでその改善に務め、学修者としての学生、教授者としての教

員がともに満足しうる教育環境をつくりあげることを到達目標とする。 

 

(1)教育課程等 

1)学部・学科等の教育課程 

教育目標を実現するための学士課程としての教育課程の体系性 

〔現状説明〕 
本学部の教育目標である「情報処理技術を活かした経営学」の学修のため、本学部入学者に対して

は入学段階から、経営情報学の基礎教育をベースとし、将来の職業人としての要件の充足に見合うカ

リキュラム編成のもとに教育が進められる。 
従来は経営情報学科(以下旧学科)単一のカリキュラム(以下旧カリキュラム)であったが、平成 19年
度から従来の教育内容に加え、社会から要請される新たな分野の教育を考慮した学科編成(以下新カ
リキュラム。表 3－7~10参照)を行った。それは、基本的に旧学科の考え方を継承した上で、現在の
社会状況への対応にも配慮した経営デザイン学科、経営情報学の基本を押えつつも、メディア分野の

学修に重点を置いたメディアマネジメント学科の 2学科(以下新学科)である。経営デザイン学科にお
いては、ボランティア、NPO活動、観光ビジネスといった旧カリキュラムでは取り上げられていな
かった分野の科目が新たに設けられた。一方、メディアマネジメント学科では、デジタルメディア分

野の科目を増強した他、マスメディア関連の新科目を幾つか新設している。 
両学科の所属学生は、2年次の最後に翌年度に所属する専門ゼミへの配属を決める段階で、 
経営デザイン学科 
・ソリューションコース―IT を駆使して経営戦略を支援できるソリューションエンジニアの育成を

目指す。 
・ビジネスキャリアコース―企業等においてリーダーシップを発揮できる人材の育成を目標とする。
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メディアマネジメント学科 
・デジタルメディアコース―CG・アニメーションの知識・技術の修得を通して多様なデジタルメデ

ィアの創造を学ぶ。 
・メディアコミュニケーションコース―放送メディア・文字媒体などマスメディアの経営における活

用を考える。 
の 4つのコースカリキュラムに基づき、卒業要件を整えるよう教育課程が設定されている。 
 
〔点検・評価〕 

2つの新学科の中にともに、「経営」「情報」のそれぞれの分野を強調した 2つのコースを設定した
ことで、入学者は入学後の学修を通じて、自己の希望、能力によっていずれかのコースを選ぶことが

可能となっている。 
また、教養科目はもちろんのこと、4つのコースのそれぞれの専門選択科目群の中には、同一学科・
同一分野(「経営」「情報」)であれば卒業要件に該当する共通の科目が含まれており、1 年次から 4
年次まで、自己の所属とは異なる他のコースの所属学生とも同一科目を聴講することが可能である。

そのことによって、所属学生に学部・学科としての一体感を持たせることができている。また、専門

選択科目と教養科目に多くの選択科目が配置されているのは、学生の自主性の尊重・育成を慮ったた

めである。 
一方、新カリキュラムの 4つのコースは多様な学生のニーズに応えるために考えられたものである
が、その一方、学部全体として設置することができる講義科目数は限られているため、個々のコース

で考えた場合、受講できる科目数が減少し、選択の幅が狭まった点は否めない。具体例として、ソリ

ューションコースにおいてHTML(hypertext markup language)の学修の機会が減ったこと、またメ
ディアコミュニケーションコースにおいて、メディアの媒体一つひとつについての各論は、いずれも

半期 1コマの学修で対応することになっている点等があげられる。 
また、メディアマネジメント学科では、2つのコースのうちデジタルメディアに関しては所属を希
望する学生が多い一方、メディアコミュニケーションコースについては、少なくない数の科目を兼任

教員に委ねている現状もあって、所属を希望する学生数は必ずしも多くなく、それが入学者の定員割

れの一つの理由となっている点は否定できない。 
 
〔改善方策〕 
兼任教員に講義を委ねている科目のいくつかについては、今後大学当局に当該分野の専任教員の採

用を依頼するなど、専任を中心とする科目担当へのシフトを考えていきたい。 
一方、新カリキュラムが発足してすでに 3年がたち、平成 22年度には完成年度を迎えることから、
このカリキュラムが本学部に入学を希望している高校生のニーズにどれだけマッチしているのか検

証を行い、もしそれが充分ではないと判断された場合には、学科・コースの内容・構成を再考するな

ど、新たな改革を講じることも必要といえよう。 
 
教育課程における基礎教育、倫理性を培う教育の位置づけ 

〔現状説明〕 
本項目に関して、新カリキュラムでその役割を担う科目を学年別に挙げると、1年次には学年のゼ
ミである「フレッシャーズゼミ」(2単位)、近隣の優良企業のトップを講師に招いて 1時間半(1時限)
の講演をお願いする「トップ・マネジメント講話」(2 単位)、さらに「日本語の読み書き」というコ
ミュニケーションの基礎力を確立するための「言語コミュニケーションⅠ・Ⅱ」(各 2単位)が設定さ
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れている。 
2年次には、学年のゼミである「基礎ゼミⅠ・Ⅱ」(各 2単位)の他、パワーポイントによる画像を
提示しつつ、受講生が他の受講生、教員の前で口頭報告を行う「プレゼンテーション」(2 単位)の科
目が置かれている。 

3年次には、学年のゼミである「専門ゼミⅠ・Ⅱ」(各 2単位)のほか、進路決定のサポートを行う
科目として「キャリアデザイン」(2単位)が設定されており、また 4年次には、4 年間の成果を成果
物として学部に提出する「卒業研究」が置かれている。 
これらの科目のうち、「言語コミュニケーションⅠ・Ⅱ」、「プレゼンテーション」の 3科目が新カ
リキュラムの導入に伴って新たに設けられた。 
また、選択科目として人文・自然・社会・スポーツ・芸術の多岐にわたる教養科目が設定され、こ

れらを履修することで、本学卒業後社会人として求められる基礎的な教養や、職業人としての倫理性

を身につけることができるよう配慮されている。 
 
〔点検・評価〕 

1年次から4年次まで各学年にゼミ科目を配置し、ゼミ生と担当教員、またゼミ生間の絆が培われ、
そのことを通して基礎的な教養や倫理性を身につけることができるよう配慮がなされている点は評

価できる。 
また、多様な分野にわたる教養科目が設定され、最大 20単位まで卒業要件 124単位の中にカウン
トできるようカリキュラムが設定されていることは、学生の幅広い科目選択を認めたものといえよう。 
一方、主に教養科目の教員によって担当されている 1・2年次のゼミについては、それぞれの専門
性を活かした指導が行われる一方、ゼミ間での授業内容の統一性に乏しいという問題点も指摘されて

いる。 
 
〔改善方策〕 

FD活動の一環ともなろうが、教育内容の調整等を進め、各学年ゼミの基準、目標を明確化してい
きたい。このことについては、すでに平成 20 度から 1 年次ゼミ、21 年度から 2 年次ゼミの担当教
員の検討会形式による点検作業がすでに行われ、シラバスの記述内容のすり合わせ、共通化などの対

策が講じられている。 
 また、倫理性を培う教育としては、必要があれば「経営倫理」といった科目の設定を、今後のカリ

キュラム体系の見直しの中に盛り込んでいきたい。 
 
「専攻に係る専門の学芸」を教授するための専門教育的授業科目とその学部・学科等の理念・目的、学問

の体系性並びに学校教育法第 83 条との適合性 

〔現状説明〕 
本学部の教育理念に対応する専門教育的授業科目に相当するのは、各「コースの基幹科目(選択必
修)」および「専門選択科目」である。その学修の前提として、「学部の基幹科目(必修)」のカテゴリ
ーの中で「コンピュータリテラシⅠ・Ⅱ」「情報社会とコンピュータ」が 1年次に配当され、学部の
2学科 4コースにおける選択必修・選択科目として選択される科目の、より高度な専門教育に対応す
べく、その基礎を修得する仕組みとなっている。 
また、各コースに設定されている「基幹科目」(選択必修)は、いずれも、11、12科目(22、24単位)
の中から 8科目(16単位)を履修することに、専門選択科目は 31～40科目(62～80単位)の中から、25
科目(50単位)を履修することになっている。 
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基幹(選択必修)科目、専門選択科目とも、経営学系統の科目と情報科学系統の科目を、4 コースそ
れぞれの特徴に応じて配当しており、また、基幹(選択必修)科目については、規定を超えて修得した
単位は、専門選択科目にスライドしてカウントできるよう配慮している。 
 
〔点検・評価〕 
「基幹科目(選択必修)」、「専門選択科目」とも 4コースの特性に応じてコース独自の科目を設定し
ているほか、学修目標がクロスオーバーする部分については学科の垣根を越えた共通開講の科目も置

き、各コース所属の学生が学部への帰属意識を保持できるよう配慮を行っている点は評価できる。 
一方、一般教養も含めおよそ 7割の科目はセメスター制に基づき半期完結の講義形態をとるが、残
る 3割ほどの科目が科目名の後にⅠ・Ⅱを付し、前期で基本部分としてⅠを、後期で応用部分として
Ⅱを教授する形をとっている。本来は、前期でⅠが修得できなかった場合には、後期のⅡが受講でき

ないのが建前であるが、実際には個々の学生の時間割構成の点から規制を加えることが難しく、受講

を認めているのが現状である。 
一方、専門教育の要諦である 3・4年次のゼミについては、担当教員の専門分野が各自異なるため
調整が難しいものの、教育レベル、所属学生に課す学修量の違いが指摘されている。 
 
〔改善方策〕 
セメスター制の特性を活かすべく、4単位分の学修を必要とする科目については、1週 2コマの講
義を開講して半期完結を考えるなど、時間割を調整する等の工夫を行っていきたい。 
また、4年次の「卒業研究」については、平成 15年度より、成果物としての「卒業研究」(コンピ
ュータプログラム等の作成を課題として課しているゼミもあるため、あえて「卒業論文」という語を

避けている。)を、期日を設けて事務窓口に提出する方式を採用している。これは、担当教員ではな
く事務窓口へ期間限定で提出を行わせることで、学生に緊張感を持たせるためである。 
ゆくゆくは、「卒業研究」に主査・副査制を導入して「卒業研究」の評価の厳密化を図る、あるい

は同じ学科のゼミ生が相互に「卒業研究」を報告する研究会を年度末に開くことで、教員・ゼミ生相

互の意欲的な取り組みへの啓発を行っていきたい。その第一歩として、平成 21年度末に行われる本
学の教育研究会において、はじめて学部卒業生の報告が予定されている。 
 
一般教養的授業科目の編成における「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」するための配慮の適切性 

〔現状説明〕 
本学部において、一般教養的授業科目に相当するのは「学部の教養科目」および「学部の基幹科目

(必修)」中の「言語コミュニケーションⅠ・Ⅱ」である。 
 前者については、人文・自然・社会科学関係、およびスポーツ・芸術分野の科目をまんべんなく置

いている。また、本学が群馬県内に立地し、県内高校の卒業生が入学してくること、また他県出身で

あっても、アパートでの生活など、大学時代の 4年間を群馬県内で過ごす学生が少なくないことから、
「群馬の歴史と文化」「群馬の自然環境」「群馬の産業」といった地域に根ざした科目の設定も行って

いる。 
 また後者は、資料収集からレポートの作成にいたるプロセスをこなせる能力を涵養するために、国

語力のリメディアル教育を目標に置いている。 
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〔点検・評価〕 
卒業要件として、4つのコースとも「学部の教養科目」から 16単位の修得を定めているが、さら
に教養分野の学修に興味・関心を持つ学生を想定して、卒業要件中に「教職科目・キャリアアップ科

目を除くすべての学部の開講科目」から 4単位の修得を認めるという設定を行い、学修意欲を保持す
るよう配慮を行っている点は評価できる。 
また、「言語コミュニケーションⅠ・Ⅱ」で培った国語力は、学年進行に合わせて増加するレポー

ト作成を行う際に効果を発揮している。 
一方、「学部の教養科目」が広い知識を教授することを想定して設定されているために個々の科目

間の関連性が弱く、その結果として学生が作成する時間割の都合で科目を選択しているという点は否

めない。 
 
〔改善方策〕 
専門科目については、不定期ながらこれまでも科目間の内容調整が分野(経営系、情報系)別の教員
の検討会により行われてきた。教養科目についても、同様の措置を教学委員会のバックアップのもと

に行っていきたい。その前段階の作業として、各科目で具体的にどのような内容が講義されているの

か、相互の授業参観を通じて把握していきたい。 
 
外国語科目の編成における学部・学科等の理念・目的の実現への配慮と「国際化等の進展に適切に対応

するため、外国語能力の育成」のための措置の適切性 

〔現状説明〕 
 本学部は、必修語学として「必修英語Ⅰ・Ⅱ」4単位を設定し、他に選択語学として「選択英語Ⅰ・
Ⅱ」4 単位、「選択ドイツ語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」4 単位のいずれか一方を卒業までに修得することを卒
業要件としている。また、さらに上級の内容に対応する科目として、「学部の教養科目」の中に「上

級英語Ⅰ・Ⅱ」「上級ドイツ語Ⅰ・Ⅱ」を設けている。 
 英語、ドイツ語ともオーラルの能力の向上を重視するねらいから、いずれの科目も、外国人教員、

また長期の留学経験のある日本人教員が主に担当している。 
英語については、1・2年次の 2ヵ年で必修・選択両語学を学修するように学生を誘導し、大方の
学生は 1年次で「必修英語Ⅰ・Ⅱ」を、2年次で「選択英語Ⅰ・Ⅱ」を受講し、希望によって 3年次
で「上級英語Ⅰ・Ⅱ」を学修するよう図っている。また、効率の良い学修を行わせるため、Ⅰは前期

に週 2コマ、Ⅱは後期に週 2コマを配当している。 
なお、実用英語検定や TOEIC・TOEFL といった公的に認められた資格を持って入学してきた学
生については、保持する資格によって既修得単位としての認定を行うことで、下位の課程をスキップ

して上級の科目が受講できるよう配慮している。 
一方、ドイツ語の学修を望む者については、1年次に「選択ドイツ語Ⅰ・Ⅱ」を、2年次に「選択
ドイツ語Ⅲ・Ⅳ」を卒業要件の必要科目として設け、さらに希望に応じて 3年次に「上級ドイツ語Ⅰ・
Ⅱ」を受講するよう指導を行っている。 
 
〔点検・評価〕 
やや問題点となる点としては、いずれの科目もオーラルの分野に比重がかけられているため、3年
次以降の専門書の読解につながる語学力の涵養という点においてやや弱いことが、専門科目の担当者

より指摘されている。 
また、近年は英語、ドイツ語とも上級クラスへの志願者の割合が極めて少なく、「上級英語」、「上
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級ドイツ語」の講義が開かれない年も生じている。 
一方、在校生の鋭敏な国際感覚の涵養を狙って設置している「海外事情」(4 単位配当)は、夏季休
業期間を利用し、UCLA デービス校において実施されている語学研修を中心に平成 5 年以来毎年開
講されてきたが、それが米国滞在 40 日間と長期にわたり、経費がおよそ 50 万円にのぼることもあ
って、近年受講生が毎年数名程度とやや低調な状況が続いている。 

 
〔改善方策〕 
語学科目では、英語については、「選択英語Ⅰ・Ⅱ」の授業内容として、英文の文献の読解力の涵

養に資する教材を盛り込むよう科目担当者への働きかけを行っている。また、ドイツ語の場合には、

2年次までは基礎力を養成することが重視されるため、学生に「上級ドイツ語Ⅰ・Ⅱ」の受講を勧め
るとともに、その内容として、読解力の涵養に資する教材を盛り込むよう科目担当者への働きかけを

行っている。 
上級語学へのいざないについては、資格修得と連動させるなど、学生の動機づけを図れるよう科目

内容について担当教員と教学委員会が連携して改善にあたりたい。このことについては、過去にはド

イツ語検定を受験して合格した実績も存在している。 
一方、「海外事情」は、本学の国際交流連絡会議がプランニングから実施までを一貫して管轄する

本学の国際交流事業の柱であり、学部単独で運営がなされているわけではない。その点を十分踏まえ

た上で、たとえば期間を短く設定して配当単位を 2とする新たな科目の設置を考えるなど、学生のニ
ーズにあったプログラムを開発していくことも必要であろう。このことについて、平成 21年度に国
際交流連絡会議による全学の学生の意識調査 (希望する内容、希望地域、希望期間、負担金額等)が
実施されるなど、すでに具体的な動きもはじまっている。 
 
教育課程の開設授業科目、卒業所要総単位に占める専門教育的授業科目・一般教養的授業科目・外国

語科目等の量的配分とその適切性、妥当性 

〔現状説明〕 
本学部における卒業要件単位数は 124 単位である。新カリキュラムでは、そのうち一般教養的授
業科目に相当する「学部の教養科目」から 16単位以上、外国語科目である「必修英語」「選択語学」
から各 8単位以上、専門教育的授業科目である各コースの基幹科目・専門選択科目から 66単位以上、
このほかに各学年のゼミおよびコンピュータ分野・国語力のリテラシ的内容を含む「学部の基幹科目」

(必修)30単位を修得することが卒業のための基本条件となっている。 
なお、2学科 4コースの卒業要件は以下のとおりである。 
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表 3－7 経営デザイン学科 ＜ソリューションコース＞ 
区分 科目名称 配当年次 単位数 小計 合計 

フレッシャーズゼミ 1 2 
トップ・マネジメント講話 1 2 
言語コミュニケーションⅠ 1 2 
言語コミュニケーションⅡ 1 2 
必修英語Ⅰ 1 2 
必修英語Ⅱ 1 2 
コンピュータリテラシⅠ 1 2 
コンピュータリテラシⅡ 1 2 
情報社会とコンピュータ 1 2 
基礎ゼミⅠ 2 2 
基礎ゼミⅡ 2 2 
プレゼンテーション 2 2 
キャリアデザイン 3 2 
専門ゼミⅠ 3 2 
専門ゼミⅡ 3 2 
卒業研究 4 4 

34 

選択英語Ⅰ 1 2 
選択英語Ⅱ 1 2 
選択ドイツ語Ⅰ 1 1 
選択ドイツ語Ⅱ 1 1 
選択ドイツ語Ⅲ 2 1 

学
部
の
基
幹
科
目 

選択ドイツ語Ⅳ 2 1 

いずれか 1 つ
の語学で 4 

経営学総論Ⅰ 1 2 
経営学総論Ⅱ 1 2 
ビジネスマナー 1 2 
経営アドベンチャー 1 2 
情報社会と情報倫理 1 2 
統計学 1 2 
経営数学 1 2 
計算機概論 2 2 
アルゴリズムⅠ 2 2 
アルゴリズムⅡ 2 2 
経営情報システム 2 2 

コ
ー
ス
の
基
幹
科
目 

情報セキュリティ 2 2 

16 

コースの専門選択科目 50 
教養科目 16 
教職・キャリアアップ科目を除くすべての学部開講科目 4 

86 

124 
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表 3－8 経営デザイン学科 ＜ビジネスキャリアコース＞ 
区分 科目名称 配当年次 単位数 小計 合計 

フレッシャーズゼミ 1 2 
トップ・マネジメント講話 1 2 
言語コミュニケーションⅠ 1 2 
言語コミュニケーションⅡ 1 2 
必修英語Ⅰ 1 2 
必修英語Ⅱ 1 2 
コンピュータリテラシⅠ 1 2 
コンピュータリテラシⅡ 1 2 
情報社会とコンピュータ 1 2 
基礎ゼミⅠ 2 2 
基礎ゼミⅡ 2 2 
プレゼンテーション 2 2 
キャリアデザイン 3 2 
専門ゼミⅠ 3 2 
専門ゼミⅡ 3 2 
卒業研究 4 4 

34 

選択英語Ⅰ 1 2 
選択英語Ⅱ 1 2 
選択ドイツ語Ⅰ 1 1 
選択ドイツ語Ⅱ 1 1 
選択ドイツ語Ⅲ 2 1 

学
部
の
基
幹
科
目 

選択ドイツ語Ⅳ 2 1 

いずれか 1つ
の語学で 4 

経営学総論Ⅰ 1 2 
経営学総論Ⅱ 1 2 
ビジネスマナー 1 2 
情報社会と情報倫理 1 2 
統計学 1 2 
経営数学 1 2 
経営管理総論Ⅰ 2 2 
経営管理総論Ⅱ 2 2 
ビジネス文化論 2 2 
マーケティング論 2 2 

コ
ー
ス
の
基
幹
科
目 

情報セキュリティ 2 2 

16 

コースの専門選択科目 50 
教養科目 16 
教職・キャリアアップ科目を除くすべての学部開講科目 4 

86 

124 
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表 3－9 メディアマネジメント学科 ＜デジタルメディアコース＞ 
区分 科目名称 配当年次 単位数 小計 合計 

フレッシャーズゼミ 1 2 
トップ・マネジメント講話 1 2 
言語コミュニケーションⅠ 1 2 
言語コミュニケーションⅡ 1 2 
必修英語Ⅰ 1 2 
必修英語Ⅱ 1 2 
コンピュータリテラシⅠ 1 2 
コンピュータリテラシⅡ 1 2 
情報社会とコンピュータ 1 2 
基礎ゼミⅠ 2 2 
基礎ゼミⅡ 2 2 
プレゼンテーション 2 2 
キャリアデザイン 3 2 
専門ゼミⅠ 3 2 
専門ゼミⅡ 3 2 
卒業研究 4 4 

34 

選択英語Ⅰ 1 2 
選択英語Ⅱ 1 2 
選択ドイツ語Ⅰ 1 1 
選択ドイツ語Ⅱ 1 1 
選択ドイツ語Ⅲ 2 1 

学
部
の
基
幹
科
目 

選択ドイツ語Ⅳ 2 1 

いずれか1つの 
語学で 4 

メディアマネジメント 1 2 
情報社会と情報倫理 1 2 
統計学 1 2 
経営数学 1 2 
経営学総論Ⅰ 1 2 
経営学総論Ⅱ 1 2 
計算機概論 2 2 
アルゴリズムⅠ 2 2 
アルゴリズムⅡ 2 2 
画像情報学 2 2 
メディアコミュニケーション論Ⅲ 2 2 

コ
ー
ス
の
基
幹
科
目 

情報セキュリティ 2 2 

16 

コースの専門選択科目 50 
教養科目 16 
教職・キャリアアップ科目を除くすべての学部開講科目 4 

86 

124 
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表 3－10 メディアマネジメント学科 ＜メディアコミュニケーションコース＞ 

区分 科目名称 配当年次 単位数 小計 合計 
フレッシャーズゼミ 1 2 
トップ・マネジメント講話 1 2 
言語コミュニケーションⅠ 1 2 
言語コミュニケーションⅡ 1 2 
必修英語Ⅰ 1 2 
必修英語Ⅱ 1 2 
コンピュータリテラシⅠ 1 2 
コンピュータリテラシⅡ 1 2 
情報社会とコンピュータ 1 2 
基礎ゼミⅠ 2 2 
基礎ゼミⅡ 2 2 
プレゼンテーション 2 2 
キャリアデザイン 3 2 
専門ゼミⅠ 3 2 
専門ゼミⅡ 3 2 
卒業研究 4 4 

34 

選択英語Ⅰ 1 2 
選択英語Ⅱ 1 2 
選択ドイツ語Ⅰ 1 1 
選択ドイツ語Ⅱ 1 1 
選択ドイツ語Ⅲ 2 1 

学
部
の
基
幹
科
目 

選択ドイツ語Ⅳ 2 1 

いずれか1つの 
語学で 4 

メディアマネジメント 1 2 
情報社会と情報倫理 1 2 
経営学総論Ⅰ 1 2 
経営学総論Ⅱ 2 2 
マスメディア論 2 2 
統計学 1 2 
経営数学 1 2 
メディアコミュニケーション論Ⅰ 2 2 
メディアコミュニケーション論Ⅱ 2 2 
ジャーナリズム論 2 2 
メディアと現代文化 2 2 

16 

コ
ー
ス
の
基
幹
科
目 

情報セキュリティ 2 2  
コースの専門選択科目 50 
教養科目 16 
教職・キャリアアップ科目を除くすべての学部開講科目 4 

86 

124 
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〔点検・評価〕 
卒業要件の 124 単位は、大学としての標準的な卒業要件単位数であるといえよう。また、各学年
にそれぞれゼミ科目を置くほか、いくつかの必修科目を配当していることは、履修にあたって易から

難へという学修の階梯を示すとともに、学生にあまり時間・曜日の偏らない時間割編成を行わせる(特
定の曜日のみ登校すれば済むような時間割の配置を行わない)ことで、規則正しい生活態度をとらせ、
ひいては有用な社会人としての資質の涵養につながっていくことに配慮している点で評価できる。さ

らに、「学部の教養科目」については受講の制限を少なくして、学生に多くの選択肢を与え、学生に

自主的学修の方向を促している点も評価できる。 
 一方、「学部の教養科目」は最低必要単位数 16 のところ 66 単位分の科目のラインナップを持ち、
学部の定員に比べて選択の幅がかなり広くなっていることは評価できるものの、そのことによって、

学生がいささか「つまみ食い」的な履修を行いがちであることはやや問題といえよう。 
 
〔改善方策〕 
本学部の専門選択科目・教養科目数については定員を充足した場合を想定して決められたものであ

るが、現在の定員割れの状況では、学生数に対して科目数がやや多すぎる傾向となっている。そのた

め、聴講希望者がいないために開講できない科目や、当初はグループワークを行う予定であった科目

で座講中心に内容を変更せざる得ないものも出ている。また、あまりに受講人数の少ない科目の場合

には、学生相互が切磋琢磨する環境を維持することも困難であるといえよう。学生数に応じた科目数

とするため、教学委員会を中心に隔年開講科目や集中講義の形態の科目を取るなどの対応を図ること

で、よりよい受講環境が保てるよう改善を図っていきたい。 
 
基礎教育と教養教育の実施・運営のための責任体制の確立とその実践状況 

〔現状説明〕 
本学部の基礎教育科目として、「学部の基幹科目(必修)」のカテゴリーの中に、①「フレッシャー
ズゼミ」、「基礎ゼミⅠ・Ⅱ」、②「コンピュータリテラシⅠ・Ⅱ」「情報社会とコンピュータ」、③「言

語コミュニケーションⅠ・Ⅱ」、「プレゼンテーション」が配当されている。 
①のゼミ科目については、高校から大学への「橋渡し」という位置付けもあって、学部所属の教養

科目担当の専任教員が学生 10数名を単位とするゼミを担当している。また、「基礎ゼミⅠ・Ⅱ」は 1
年次のゼミが「持ち上がり」となるが、全ゼミが共通テキスト『すぐに役立つ国語表現』を用い、ゼ

ミ的要素とともに、国語のリメディアル教育という統一した内容を柱として講義を行っている。 
 ②のコンピュータ関連科目については、現代社会において、コンピュータに対するイメージが、高

度情報化杜会における特殊な機器から、業務遂行上必要不可欠かつ機能的・普遍的な機器ヘと変容し

てきたことに伴い、すでに学部創設当時からカリキュラムの中に組み込んできた。教育を行う上での

ノウハウもすでに四半世紀にわたる蓄積を持ち、現在は情報分野担当の専任教員が教科書の選定、シ

ラバスの作成を行い、授業は一部を兼任教員に依頼して実施している。 
③は、学生のコミュニケーション能力の涵養という観点から、新カリキュラムが企図された段階で

新たに基礎教育科目として組み込まれた科目である。学部所属の教養科目担当の教員が持ちコマ数の

範囲内で担当し、一部を兼任教員に依頼している。 
 
〔点検・評価〕 
「フレッシャーズゼミ」、「基礎ゼミⅠ・Ⅱ」については、全担当者が専任教員であることから、年

度の始め・終わりの時期に意見交換、授業内容の調整を行っており、年ごとに科目主任を決めること
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で責任体制が確立されている点は評価できる。 
ところで、基礎教育で必修科目としているのは、各学年のゼミ(合計 16 単位)、コンピュータに関
する基礎科目(6単位)、国語力・プレゼンテーション能力に関する基礎科目(6単位)、キャリアアップ
のための科目 2 単位、必修英語 4 単位である。さらに、基幹科目としてコースごとの科目設定を行
っている。これらは、本学部・学科の卒業生として持つにふさわしい資質の涵養には量的に適当であ

り、また学部・学科の特性に合わせた科目の構成になっているといえよう。 
一方、「企業の社会的責任」といった点については、専門科目のいくつかにおいて、講義の中で触

れられているようである。しかし、それが体系的にカリキュラムに盛り込まれる形とはなっていない

点は、新科目として置くなど改善の余地があるといえよう。 
 
〔改善方策〕 
コンピュータの基礎科目については、シラバスを専任教員が作成し、また定期テストを共通化する

などの措置により、兼任教員のフォローアップを図っている。しかし、この分野が日進月歩で進歩す

る分野であることから、情報科目の担当教員、教学委員会を中心に、これらの科目の内容・担当等に

関しては継続した議論を行っていきたい。 
 
カリキュラム編成における、必修・選択の量的配分の適切性、妥当性 

〔現状説明〕 
本学部の 2学科 4コースとも、必修となっているのは 16科目 34単位(卒業研究のみ 1科目 4単位、
他はすべて 1科目 2単位)である。これは、卒業要件単位 124の約 27.4％にあたる。必修科目の配当
年次は、1年次 18単位、2年次 6単位、3年次 6単位、4年次 4単位である。この他に、コースによ
って独自に設定された選択必修科目が 16単位、選択語学 4単位があり、124単位からこれらの合計
を除いた 70単位が選択科目となっている。 
選択科目は各コースに設定された科目群の中から 50 単位を、学部の教養科目の中から 16 を最低
修得することとされており、残り 4単位は教職・キャリアアップのための自由科目を除いたすべての
科目群から自由に受講できることとなっている。 
 
〔点検・評価〕 
 必修科目として 1 年次から 4 年次までゼミ制を採用していることは本学の大きな特徴であり、評
価できる点といえよう。また、専門選択を多くし、個々の学生の多様な希望に対応できる配慮がなさ

れていることも評価できる。さらに、2・3年次に必修科目を配置して指導していることも「中弛み」
を防止する役割を果たしているといえよう。 
一方、専任教員の担当コマ数の点から、コンピュータの基礎科目については兼任教員に担当を依頼

している。学生からの質問への対応については、兼任教員に好意的かつ真摯な対応をしていただいて

いるが、出講日以外にはその対応が手薄となっていることは否めない。 
 また、1 年次の必修科目の配当 18 単位は、年間に受講が認められている単位数の上限 44 単位の
40％にあたり、やや 1年生が時間割を構成する上での自由度の確保を困難にしているといえよう。 
 
〔改善方策〕 
新カリキュラムはいまだ完成年度を迎えていないため、上記の問題点について即応することはでき

ない。しかし、完成年度以降のカリキュラムの見直しにおいては、必修科目の学年配当・単位数の是

非について再検討を行いたい。 
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2)カリキュラムにおける高・大の接続 

学生が後期中等教育から高等教育へ円滑に移行するために必要な導入教育の実施状況 

〔現状説明〕 
前述のように、両学科とも毎年次に必修のゼミを置き、1・2 年次は主に教養科目の担当者、3・4
年次は専門科目の担当者が指導にあたっている。1年次のフレッシャーズゼミは、履修の説明をはじ
め大学生活の生活指導も含めていることで、高等教育への導入の「導き手」の役割を果たしている。 
一方、専門科目は一部 1 年次から聴講を認めている科目があるが、基本は 2 年次から、アドバン
スな内容を持つものについては 3年次からと配当学年を決め、「易から難」に自然に学修が進むよう
配慮を行っている。 
また、「必修英語Ⅰ・Ⅱ」「コンピュータリテラシⅠ・Ⅱ」「情報社会とコンピュータ」の科目につ

いては、入学者の学力に違いが見られることから、入学直後にプレイスメントテストを行い、複数ク

ラスによる能力別編成を行うことで、科目担当者・学生双方への学修上の便宜を図っている。 
 
〔点検・評価〕 
各学年のゼミは、1ゼミ 15名程度の少人数編成とし、1・2年次については全ゼミを同一時限に配
置することによって、学年全体での合同集会の実施を行うことを可能にしている。ここ数年、1年次
生については所轄の警察署に依頼して交通安全、防犯についての講話が行われ、2年次生については
群馬社会保険事務所の依頼もあって年金セミナーが持たれている。 

2年次の基礎ゼミⅠ・Ⅱでは、共通のテキストを使用した「国語的」な共通学修部分も設置するこ
とで、ゼミ的要素とともに基礎学力の向上の場としても位置づけている。なお、各学年のゼミ担当者

は個々の学生について履修内容、出席状況、成績表を綴った学部統一様式の「指導記録簿」(学生個
別ファイル)を保持し、折々、学生との面談状況を記した上で上級学年の担当者に引き継ぐことを行
っており、4年間での指導の一貫性に資する部分が多い。 
「コンピュータリテラシⅡ」(後期開講)については、「コンピュータリテラシⅠ」(前期開講)の定期
試験を共通問題とし、その成績をもとにクラスの再編成を行うことできめ細かな対応を行っている。 

1年次の「フレッシャーズゼミ」は、そのコマの一部を割く形で置かれている「トップ・マネジメ
ント講話」の回数 8を除くと、運営が各クラスの担当者に委ねられている。しかし、3・4年次のゼ
ミが成果物としての卒業研究の作成に向けて、個々の教員が立案したプランに基づいて動かされてい

ることに比較すると、ややもすると 1回限りの企画や行事の案内・連絡の場で終ってしまうことも少
なくなく、ゼミ間の差異が著しいという点が指摘されている。このことは、同一時限の開講であるこ

とから、より明確に学生にも印象付けられているようである。 
また、現段階では、能力別編成を行っている科目はあるものの、他の学生と比較して著しく能力の

劣る者に対してのケアは個々の教員に委ねられている状況にある。しかし、これらの科目の中には兼

任教員による担当コマも少なくなく、「補習」的な時間をオフィシャルにどのように設定していくか

今後考えていく必要があろう。 
 
〔改善方策〕 
学部の FD活動の一環として、平成 20年度には 1年次のゼミ科目、平成 21年度には 2年次のゼ
ミ科目の内容の平準化を行うための担当者による打ち合わせ会議を数度にわたって行った。 
改革後 1年を経て、その成果がどれほどのものであったか、FD委員会、担当者会議において検証
を行いたい。 
 また、文部科学省の通達を受けて、早期に本学部への入学が決まった高校生に対して、指定の書籍
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を読んでそれに対する意見をまとめる形のレポートを提出させ、それに添削を加えて返却する形で、

文章作成能力涵養のための指導を平成 23年度入学生から行うことが、教学・入試両者の合同連絡会
議で決定した。この取り組みは、平成 22年度の受験生から行われることになっている。 
 
3)カリキュラムと国家試験 

国家試験につながりのあるカリキュラムを持つ学部・学科における、カリキュラム編成の適切性 

 本項目については、本学部・学科は該当しない。 

 

4)医・歯・薬学系のカリキュラムにおける臨床実習 

医・歯・薬学系のカリキュラムにおける、臨床実習の位置付けとその適切性 

 本項目については、本学部・学科は該当しない。 

 

5)インターンシップ、ボランティア 

インターンシップを導入している学部・学科等における、そうしたシステムの実施の適切性 

〔現状説明〕 
 インターンシップはキャリア教育における実践編として、就労体験を通して社会や企業における実

体を知り、将来の職業選択におけるミスマッチを解消することなどを目的とした教育である。また、

ビジネス活動に必要なホウ・レン・ソウ(報告・連絡・相談)やビジネスマナーなどスキルを修得し、
就職活動にも役立てることができる。 
本学部のインターンシップは 2～3年次に｢インターンシップⅠ｣(短期：2週間)、｢インターンシッ
プⅡ｣(長期：1 ｶ月以上)と 2科目を開講している。扱いは卒業要件に含めない自由科目として、それ
ぞれ 2単位を与えている。 
「インターンシップⅠ・Ⅱ」とも、事前研修(4月～7月までに 4回)、インターンシップ実習(8月、

9月)、事後研修(インターンシップ報告書と発表会)を行い、キャリア教育の実習効果を狙って指導を
行っている。 
また夏季・春季の休業期間中に学生が自主的に実習先(地元企業や自治体)を探してインターンシッ
プを行うことや、中国・上海での日本企業における夏季 2週間の海外インターンシップも勧めている。
ただし、これらについては、単位認定は行っていない。 
 
〔点検・評価〕 
本学のインターンシップは、3 年ほどの試行期間(入試委員会が、希望学生に対して受け入れ企業
を斡旋。)を経、今後希望者が増えることを想定して制度化し、自由科目として単位を与えるように
なった。ところが、この制度で単位を取得した学生は平成 17年度に 2名いるものの、それ以降は該
当者が出ていない。理由としては、実習の多くが夏季休業期間中であること(学生は夏季休業期間を
利用してアルバイトを行う者が多い)、自由選択科目(単位は卒業要件に含まれない)であることなど、
学生のインターンシップへの理解とモチベーションが低いことが考えられる。一方、インターンシッ

プ先の選択や事前・実習・事後指導のために教職員の多くの事務量をこなすことが必要となる。 
今後、全学的にインターンシップを普及させるためにはこれらの課題を解消する必要がある。 
一方、中国・上海におけるインターンシップには、平成 16、17、18年度の 3回にわたって学生各

1名が参加した。これは、上海中小企業同友会の主催によるもので、参加した学生は海外でのインタ
ーンシップという貴重な体験をすることができた。しかし、現在は主催者側の都合により開催が中止

されており、現状では実施されていない。 



- 56 - 

〔改善方策〕 
インターンシップについてのガイダンスを開催することや、ゼミでの説明の徹底によって参加者を

増やしていきたい。また、インターシップ先の確保や現在のカリキュラムでは自由科目扱いであるが、

内容を精査し、自由科目が適当であるか否か、位置付けの再検討を行っていきたい。 
 
6)授業形態と単位の関係 

各授業科目の特徴・内容や履修形態との関係における、その各々の授業科目の単位計算方法の妥当性 

〔現状説明〕 
 本学部では、4月からはじまる前期、10月(授業回数の関係により 9月下旬開始の場合もある)から
はじまる後期の 2期からなるセメスター制を採用している。各セメスター(半年間)は、原則として週
1回(90分授業)15週の講義を行い、16週目に定期試験を行うこととなっている。 
上記の科目の受講による修得単位は基本として 2単位であり、講義科目、演習科目の大方がこの設
定となっている。この例外となっているのが語学の科目であり、このカテゴリーの科目についてのみ、

授与する単位数をその半分に設定しているが、「必修英語Ⅰ・Ⅱ」「選択英語Ⅰ・Ⅱ」はともに週に 2
回の講義を行っているため、半期の受講によって 2単位が与えられる。 
また、1 年次の「フレッシャーズゼミ」「トップ・マネジメント講話」、4 年次の「卒業研究」は、
担当教員が年間を通しての指導を行い、年度末の成果を踏まえて評価を行うことを想定して通年科目

の設定としている。 
 
〔点検・評価〕 
セメスター制度を採用することにより、学生の履修機会が増大し、半期ごとに大方の科目の評価が

決定することで、受講生の受講意識が高められているといえよう。 
しかし、長所と裏腹の関係となろうが、多くの科目が半期 2単位であることから、履修放棄による
「痛手」が少ないと考え、安易に履修を途中放棄する学生が増えた点も各科目担当者から指摘されて

いる。 
一方、「トップ・マネジメント講話」は 1年次において年 8回のゲスト(近隣の優良企業の役員、周
辺自治体の長など)による講話を聴講し、毎回その内容に関するレポートを指導担当教員に提出する
ことにより 2 単位が与えられる規定となっている(この書式については、毎年のシラバスに詳細に記
載されている。)。そして、この科目と同一時限に組み合わされている「フレッシャーズゼミ」は、
通年で 20回授業を行いながら 2単位の設定となっている。この両科目の単位配当はやや変則的では
あるが、各学生がレポート作成に費やす時間が講義の時間外であること、担当教員がゼミの時間内に

おいてもレポートの指導を行っていることを考えると、問題はないといえよう。 
 
〔改善方策〕 
現在のところ、セメスター制の利点を生かした単位認定が行われているといえよう。そのため、緊

急性を要する改善を行う必要性は低いが、強いて挙げるとするなら前期で基礎的内容、後期で発展的

内容を講義する形の科目についても、前期の科目を聴講しなかった場合、また前期の単位を修得でき

なかった場合にも後期の聴講を受け付けている点は問題といえよう。本来であれば、基礎を会得して

いない現状で発展を学ぶことは学修上無理を生じることになるが、時間割編成上やむをえず認めてい

るのが現状である。 
「易から難へ」学修を誘導する見地から、履修した科目の単位を落とさずに履修すること、および

計画的な履修を行うよう、学生指導を徹底していきたい。 
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7)単位互換、単位認定等 

国内外の大学等での学修の単位認定や入学前の既修得単位認定の適切性(大学設置基準第28条第2項、

第 29 条) 

〔現状説明〕 
 新入学者、編入学者に対して、国内の短期大学・4年制大学・専門学校の在籍を経て本学部に入学
した場合に、その在籍期間に修得した単位数を教学委員会で検討した上で本学部の卒業要件単位とし

て認定することを行っている。 
ただし、編入学者と新入学者とではその対応を異にしている。編入学の場合には、出願の時点で本

学入学センターから教学課が出願添付書類(成績証明書、単位修得見込証明書等)の写しを預かり、編
入が認められた場合に何単位を認定することができるか教学委員長と概算をし、編入学試験終了後に

その旨を受験生に伝えることを行っている。 
基本的に編入学者は 3 年次に繰り入れられるが、単位の計算によって、卒業まで残り 3 年の在籍
が必要となる可能性がある場合には、受験終了段階で本人にその条件での成業の可否について確認を

行う。この段階では、修得単位が確定しているわけではないので、合格・入学した場合には、前在籍

校の成績の確定(単位修得証明書による。)を受け、教学委員会が単位認定の本審査を行っている。 
新入学生については、入学後に本人の申請により国内の短期大学・4年制大学・専門学校の在籍が
確認できた場合、前在籍校の成績証明書をもとに審査を行うが、その際の上限を 60単位に設定して
いる。ただし、本人が編入学試験ではなく一般の入学試験を受験し、4年間の在学期間を考えて本学
部に入学していることを考慮し、これまで上限近くまで認定を行った例は存在していない。 
新入学者、編入学者、いずれの審査も学部の教学委員会が行い、認定の結果を教授会に報告して承

認を得る手続きをとっている。 
 また、本学は、群馬県立女子大学、関東学園大学、東洋大学、共愛学園前橋国際大学、放送大学お

よび群馬大学の県内所在の大学と「単位互換に関する包括協定」を結んでおり、本学とこれらの大学

の学生は、所定の手続きのもとで科目を受講し単位互換ができるようになっている。平成 20年度に
群馬県立女子大学生 1名(受講科目：音楽文化論)の受け入れ実績がある。 
 一方、一定の資格取得者に対する単位認定としては、学部の教育内容により、あらかじめ取得した

資格に対応して認める単位を定めている(日商簿記に対応して「簿記演習」、情報処理技術者試験に対
応して「情報処理演習」、英語に対応して「必修英語」「英語演習」など。)。なお、それぞれの科目
名にはⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳの番号を付し、同一のカテゴリーの中で取得した資格の難易度に応じて、付与

する単位数を変えている。 
 上記については、すでに履修要項に記載し、必要書類の提出によって行われるが、あらかじめ『履

修要項』にうたっていない資格については、学生本人から申請を受け、資格の内容が学部の教育内容

と合致、あるいは関連性が高いと教学委員会が判断した場合に、教授会の承認を得て単位を付与する

ことになる。 
 
〔点検・評価〕 
資格取得による単位認定については、「必修英語Ⅰ・Ⅱ」を除きあえて学部の開講科目とは異なっ

た科目名で認定を行っている。そのことで、当該分野の学修をさらに続けたい学生の授業受講を妨げ

ない(本学の開講科目と同一科目名で認定した場合、その科目の受講ができなくなるため。)ように図
っている。しかし、科目認定を受けた多くの学生は、認定分をあわせて卒業要件単位の 124 ぎりぎ
りの修得数で卒業していく者が多く、より高次の学修を行わせるために認定を行うという趣旨は残念

ながら浸透しきっていないようである。 



- 58 - 

一方、本学入学以前に在籍した学校で修得した単位を認める場合、詳細なシラバスが作成されてい

る場合には問題がないが、それが無い場合には、科目名や申請者自身に作成させた科目概要をもとに

判断をくだすことになる。提出される書類は、個々に内容を異にすることから、審査を担当する教学

委員会でもその認定の妥当性にいささか不安を感じる場合がある。 
 
〔改善方策〕 
個々の学生に単位認定の結果を還元する際に、本制度の趣旨を改めて説明し、より学修に励むこと

を奨励するなど意欲を喚起する方策を講じたい。 
また、編入学生の単位認定については、これまで以上に、教学委員会における審査の厳格化(入学
以前の在籍校へのデータの提出依頼など。)を行っていきたい。 
 
8)開設授業科目における専・兼比率等 

全授業科目中、専任教員が担当する授業科目とその割合 

兼任教員等の教育課程への関与の状況 

〔現状説明〕 
 本学部の、平成 20 年度における全授業開講コマ数は 253 コマ(半期、通年科目をすべて 1 とカウ
ントする。教職科目等の自由科目、集中授業で行われる科目も含む。なお、学生数の関係で開設が中

断となっている科目も含む。)であった。このうち、専任(他学部の所属教員も含む)による担当コマ数
は 210コマ、率にして 83％であり、かなりの高率を維持している(表 3－11)。なお、1年次から 4年
次まで置かれているゼミ科目は、他大学に異動した教員 1名が引き続き兼任教員として「卒業研究」
1コマを担当した他は、すべて本学部の所属教員が担当している。 
 一方、本学部の、平成 20年度における兼任教員による講義コマ数は 43コマである。その内訳は、
「学部の基幹科目」(必修科目)に含まれる科目が 11コマ、経営分野に関する専門選択科目が 26コマ、
コンピュータ技能にかかわる専門選択科目が 6(学部の基幹科目のコンピュータ関連授業除く)、教養
科目が 4、教職科目が 2となっている。 
 

表 3－11 平成 20年度専任・兼担・兼任別担当コマ数・割合一覧 
教員別 専任教員担当科目 兼担教員担当科目 兼任教員担当科目 
コマ数 187コマ 23コマ 43コマ 
割合 73.9％ 9.1％ 17.0％ 

 
〔点検・評価〕 
開講科目全般についてもさることながら、「学部の基幹科目」(必修科目)について、学部専任教員
が担当している割合が高いこと、また、専任教員が担当不可能である科目に関しては、兼任教員を依

頼することにより、学生の幅広い関心に応えるカリキュラムとなっている点は評価できる。 
一方、本学部におけるコンピュータ教育の基礎ともいえる科目で、「学部の基幹科目」(必修科目)
に含まれる「コンピュータリテラシⅠ・Ⅱ」は、専任教員では持ちコマの上限の問題もあって、兼任

教員に講義担当を依頼している。しかし、専任教員がテキストの選定、シラバスの作成、定期試験問

題の作成・実施について兼任教員との窓口となり、連絡を密に行って講義を実施している点は評価で

きよう。 
時間割表の作成は、例年教学委員会が担当して行っているが、兼担・兼任教員の都合を優先し、専
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任教員の持ちコマは兼担・兼任のコマを入れた後に調整することを心がけている。このことにより、

学生が受講したい科目がバッティングすることがないように配慮している。しかし、大学・学部・学

科の会議日である月曜日、また学会の開催予定等の理由から、金曜日に配当される科目数がやや少な

いことが問題点として挙げられよう。 
 また、「学部の基幹科目」(必修科目)中の「言語コミュニケーションⅠ・Ⅱ」については、年間 6
コマのうち 4コマを兼任教員に委嘱している。テキストの選定、シラバスの作成にあたっては、教学
委員会と兼任教員の科目担当者が綿密な打ち合わせを行っているが、個別の講義時間の内容について

は担当者一任となっている。 
 
〔改善方策〕 
本学部の教員で他学部に兼担教員として出講する教員が増えてきていること、また、受講人数の関

係で同一分野の科目のバッティングにより注意を払う必要性が増していることなど、時間割の編成を

行う上での制約は年々増えてきているといえよう。そのような状況にあって、学生がより受講しやす

いコマの配置に向けて、専任・兼担・兼任教員の出講日の調整を綿密に行っていきたい。 
また、必修、選択必修科目で兼担・兼任教員に担当を依頼している科目については、教学委員会が

担当者からの情報の吸い上げを確実に行うととともに、関連する分野の専任教員が講義内容、進捗に

ついて担当者と意見交換を行える環境整備を行っていきたい。 
 
9)社会人学生、外国人留学生等への教育上の配慮 

社会人学生、外国人留学生、帰国生徒に対する教育課程編成上、教育指導上の配慮 

〔現状説明〕 
 社会人学生については、社会人入試を用意する形で門戸を開いているものの、本学部のある高崎キ

ャンパスの立地がビジネス街から離れた郊外の住宅街に立地していることもあって、これまで受け入

れを行った実績は存在していない。 
 一方、平成 20 年度を例とすると、旧カリキュラムによる 3・4 年次生には各数十名の留学生が本
学部で学んでいた。これに対して新カリキュラムでは、平成 19年の学科改組によってビジネス情報
学部にアジア地域ビジネス学科を設置する一方、本学部での留学生の特典(学費の減免等)などの措置
を行わないことで、留学生をアジア地域ビジネス学科へ誘導する政策を行ったこともあって、留学生

数は 1・2年次あわせて 2名にとどまっている。 
また、旧カリキュラムでは、1年次に「日本語Ⅰ・Ⅱ」の授業を必修に、2年次に「選択日本語」
を開設することで、日本語力の向上を図っていた。一方、新カリキュラムでは「日本語」の科目は置

かず、日本語教育を課さなくても授業についていける学生だけを合格とする方針としたことも、留学

生数が減少した原因といえよう。 
  
〔点検・評価〕 
 新カリキュラムを設定する際に多くの新規の科目が設けられたが、留学生対応の科目を置かないこ

とでその分がスリム化できたことは評価できる。 
 しかし、高い英語力を持ち、本国を離れて外国で勉学を行おうとするバイタリティーに溢れた留学

生が、ゼミ等の科目で日本人学生の「やる気」を牽引していたこともまた事実である。その意味で、

留学生が極端に減少したことは、学部にとってマイナスになっている点は否定できない。 
 一方、新カリキュラムに対応する数少ない留学生に対しては、すでに入学段階で十全な日本語能力

を保持している者に入学を許可してきたが、やはり日本人学生と同等の力というわけにはいかず、語
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学力の問題から学修に困難を感じている者もいるように見受けられる。 
 
〔改善方策〕 
成績優秀な留学生を本学部に招くことで、活性化を図っていきたい。そのためには、学費の減免と

いった経済的な援助策を講じることを考える必要があるが、平成 22年度入試からは本学部での学費
減免策を復活するなど、すでに対応策を実施に移している。 
また、新カリキュラムでは科目として日本語力をサポートすることは難しいが、ゼミ担当教員(指
導担当教員)が折にふれ、個人的な指導・サポートをすることで、その能力の涵養を図るように心掛
け、完成年度以降、必要が感じられた場合には留学生対応科目を新たに設けることを検討したい。 
 
(2)教育方法等 

1)教育効果の測定 

教育上の効果を測定するための方法の有効性 

〔現状説明〕 
各教員の担当科目の教育効果を測定する方法としては、学生アンケートの活用があげられる(本章
「学生による授業評価」参照。)。このアンケートでは、教員の教育技能を問う設問のほか、シラバ

スに記載した内容と実際の授業内容の照応など、状況を学生に尋ねている他、教員にも同じアンケー

トへの記入を求めることで、振り返りと反省をもとめ、そのことが次の年度の授業計画につながるよ

う配慮している。 
 
〔点検・評価〕 
学生による授業評価は、平成 20 年度にそれまで 10 年近く行ってきた全学学生による授業アンケ
ートの書式を時間をかけて再検討し、新たな項目による書式を後期のアンケート実施の段階でまとめ

た。そのため、同年度は前期と後期で調査内容・方法が異なり、両者を単純に比較することは難しい。

しかし、同年度後期以降は同じ書式によるアンケート調査を実施する体制となったことから、同一科

目、同一教員について、複数年でデータを分析することが可能となった。 
また、平成 20年度は授業のピアレビューを実施し、学部 FD委員会で提出されたデータをもとに
研修会を 1回開いた。平成 21年度は、さらに全学ピアレビューが実施された。 
教育効果の測定は難しいが、教員の教育力を磨くことが教育効果を向上させることになる。また、

学生の授業評価とピアレビューを組み合わせて、教育効果向上策を構築していく必要があろう。 
 
〔改善方策〕 
各教員の担当科目の教育効果を測定については、前記のように目途がついたといえよう。今後は、

学生の目標達成状況の評価をどのように計っていくか検討していきたい。 
 

卒業生の進路状況 

〔現状説明〕 
 平成 19年度にスタートした新カリキュラムのもとでの卒業生はまだうまれていない。 
旧カリキュラムによる平成 20年度の卒業生の進路状況(就職、進学)については、就職内定調査を 7
月以降毎月実施し、最終的には学位記授与式に出席した卒業生に進路先をアンケート調査することで

把握した。平成 20年度卒業生の進路状況は表 3－12の通りである。 
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表 3－12 平成 20年度卒業生の進路状況(平成 21年 3月現在) 
 全体 日本人 留学生 
卒業学生数 169 95 74 
就職希望者 111 79 32 
 内定者 105 73 32 

内定率 94.6％ 92.4％ 100％ 
就職以外の進路 58 16 42 
 大学院進学 16 4 12 
 専門学校進学 3 3  
 公務員再挑戦 2 2  
 帰国(留学生) 27  27 
 結婚・家族滞在 2  2 
 就職希望なし 8 7 1 

 
    

表 3－13 就職内定者の業種別就職状況(平成 21年 3月現在) 
業種 人数 業種 人数 

農業・林業 2 不動産・物品賃貸 6 
建設 2 専門技術サービス 2 
製造 16 宿泊・飲食 8 
電気・ガス 2 生活関連サービス 1 
情報通信 14 サービス 8 
運輸 3 公務 1 
卸・小売 29 自営 7 
金融・保険 4 合計 105 

 
 
表 3－12 に見えるように、より高度な学修を志して大学院に進学する者も目立つが、多くはビジ
ネス界へ巣立っている。経営学、情報学の知識を活かし、製造業、流通業、IT 関連に就職する者が
多いといえよう(表 3－13)。 
なお、在学中の進路指導に関しては下記のような授業や施策を講じている。 
①「キャリアデザイン」(3年生必修科目)の設定 
就職活動を控えた 3年生の前期に、15回にわたってキャリア教育を行っている。自己分析を通し

て自らの特徴や価値観、自己資源や潜在能力を認識し、生き方や将来の職業について考え、適職を探

すためにキャリアマトリックを利用し、業界や企業の調査を行い志望する業界・企業を研究するなど、

キャリア設計能力の修得を目的とした科目である。また就職活動に必要な知識やスキルの指導も併せ

て行っている。 
②就職ガイダンス 

1年次から 3年次まで学年ガイダンスの中で就職ガイダンスを行い、進路指導やキャリア教育につ
いて知らせている。特に 3年次生に対しては、これとは別に年間 20回のガイダンスを行い、就職に
あたっての心構え、必要な知識や就活スキルについて指導している。 
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③公務員志望学生への指導 
 公務員志望の学生に対しては「公務員試験対策ゼミ」の科目が年間を通して開設されている。希望

者は自由に参加できる。これについては、平成 20年度までは単位授与の対象とはなっていなかった
が、平成 21年度からは正規の授業科目「公務員試験対策ゼミ A・B」(自由科目)として、卒業要件に
は加算されないが単位認定を行うことにした。 
また専任教員による公務員採用試験対策講座(夏季及び春季)が集中講座として開講され、希望者に

は 1年次から受講するよう勧めている。定期の時間以外にも、希望者には専任教員がサークル形式で
課外での指導を行っている。 
④留学生の進路指導 
就職、進学、帰国と志望にあわせて進路指導を行っている。就職ガイダンスにおいては日本人の学

生と同じように受講することを勧めているほか、留学生雇用センターの専門官を招いて、｢日本で就

職するためには｣の講座を開き、日本で就職するための心構え、ノウハウを指導している。 
なお、4年間の課程を終えた後に、さらに学修を続けることを希望する学生に対しては、本学部と、
本学ビジネス情報学部 2 学部の上に置かれた大学院修士課程経営管理研究科への進学の道が開かれ
ている。平成 21年度からは新たに「学部・修士 5年一貫プログラム」が採用され、成績優秀な学生
は、学部 4年、大学院在籍 1年で修士課程を修了できるプログラムも開始された。 
 
〔点検・評価〕 
就職希望者のほぼ全員が就職先を決定している。就職希望者以外も、進学(16 名)、帰国(留学生：

36名)とほぼ進路は確定している。 
学生に対して、就職委員の教員及びキャリアサポート室の職員が一体となって就職・進路指導を行

っている点は評価できる。また、公務員志望者には夏季・春季の公務員試験対策講座の受講と、授業

およびサークルでの自主的な勉強を勧め、成果をあげている点も評価できる。 
しかしながら、本学は地理的に都心から離れており、学生の出身地が群馬、埼玉、栃木、長野、新

潟に集中し、多くの学生の地元志向が強いため、都心の企業への就職活動の希望は比較的少ない傾向

がみられる。この結果、希望する企業の選択が狭まることで、内々定が遅くなっている傾向が見受け

られる。 
 
〔改善方策〕 
卒業後の進路に関しては、これまで以上に早い段階から就職について考える機会を与えていくこと

が重要となろう。1・2 年次生についても、年度当初だけでなく、定期的なガイダンスの実施を計画
して行きたい。このことについて、平成 22年度には文部科学省の学生支援推進プログラム【テーマ
B】による補助金を充当して、前後期各 1回のキャリアガイダンスを行うことを、現在就職委員会が
検討中である。 
また、出身地への就職希望の学生に対しては、地元のハローワークなどの有効的な利用の方法につ

いてガイダンスなどを通じて伝えることも必要である。 
 
2)成績評価法 

厳格な成績評価を行う仕組みと成績評価法、成績評価基準の適切性 

〔現状説明〕 
セメスター科目については、多くの科目で前後期各セメスター終了時に定期試験を行っている。一

方、通年科目については、前期セメスター終了段階で中間評価を出し、後期セメスター終了後に中間
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評価を踏まえた年間の評価を行っている。また、休講等により授業時間が不足する場合には、担当教

員に定期試験前までに補講の実施を依頼している。 
評価については、多くの科目で定期試験での評価の他に、出席状況、レポート等での評価、または

授業中の小テストの成績を加味している。出席状況については、学生指導の見地から、全科目とも担

当者に毎回の出欠の調査とその報告(学期中 3回)を依頼しているため、大半の科目担当者が出欠状況
を評価に反映させているようである。 
定期試験・その他の授業への取り組み状況から、総合的な最終評価として、〔A〕80点以上、〔B〕 

79～70点、〔C〕69～60点を合格とし、〔D〕59点以下を不合格として評価している。また、学生指
導の見地から、定期試験を欠席した場合には〔E〕で報告を受けることとし、安易な履修放棄を指導
担当教員がチェックできるように図っている。なお、評価に関しては、シラバスにおいて担当教員が

各科目について明確に示している。 
 
〔点検・評価〕 
上記に示した成績評価に関しては、シラバスにおいて科目ごとに評価基準を明示しており、また、

授業時間中に説明も行われている点は評価できる。 
また、定期試験を実施した科目については、全科目担当者が、試験問題とともに、平均的な点数を

取った解答用紙のコピー(学籍番号、氏名等個人情報はマスキングの上でコピー)、成績分布状況を学
長へ提出することが義務付けられている。この制度は、本学ではすでに 10年以上にわたって行われ、
定着している。過去には、極端な成績分布を示す科目(受講者全員がＡ、あるいは受講者全員がＤ)に
ついて、科目担当者に学長サイドよりその事情について照会があった例も存在したようであるが、こ

こ数年はそのような事例は見られないようである(個々の教員と学長の信頼関係に基づく指導である
ため、非公開となっている)。 
各学生に対しては、保護者あてにセメスターごとに成績通知書が送付されるほか、次のセメスター

までに指導担当教員のもとに成績通知書の写しが届けられ、それに基づく指導が行われるようになっ

ている。学生自身はその指導のもとに、次期セメスターの履修計画を立てるという工夫がなされてい

る点も評価できる。 
また、学生が科目における到達度を認識し、さらなる学修意欲を持つことを可能としているセメス

ター制のあり方に関しては、特段の問題点は見出せない。 
一方、定期試験期間中に試験を実施しないことの多いゼミ関係の科目については、客観的な評価を

行う材料に乏しいこともあってか、担当教員によって評価基準にやや差があるように見受けられる

(表 3－14)。 
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表 3－14 ゼミ別の評価一覧(平成 20年度) 
 A B C D E 計 

ﾌﾚｯｼｬｰｽﾞｾﾞﾐ 
57人 

(68.7％) 
13人 

(15.7％) 
6人 

(7.2％) 
5人 

(6.0％) 
2人 

(2.4％) 
83人 

(100.0％) 

基礎ゼミⅠ 
27人 

(37.0％) 
23人 

(31.5％) 
17人 

(23.3％) 
1人 

(1.4％) 
5人 

(6.8％) 
73人 

(100.0％) 

基礎ゼミⅡ 
23人

(32.9％) 
23人 

(32.9％) 
14人 

(20.0％) 
5人 

(7.1％) 
5人 

(7.1％) 
70人 

(100.0％) 

専門ゼミⅠ 
107人 

(78.7％) 
23人 

(16.9％) 
5人 

(3.7％) 
0人 

(0.0％) 
1人 

(0.7％) 
136人 

(100.0％) 

専門ゼミⅡ 
98人 

(72.6％) 
24人 

(17.8％) 
12人 

(8.9％) 
1人 

(0.7％) 
0人 

(0.0％) 
135人 

(100.0％) 

卒業研究 
116人 

(69.0％) 
25人 

(14.9％) 
27人 

(16.1％) 
0人 

(0.0％) 
0人 

(0.0％) 
168人 

(100.0％) 

計 
428人 

(64.4％) 
131人 

(19.7％) 
81人 

(12.2％) 
12人 

(1.8％) 
13人 

(2.0％) 
665人 

(100.0％) 
 
〔改善方策〕 
平成 20、21年度、学部の FD活動の中で、1・2年次のゼミ科目の内容の標準化を行うための打ち
合わせ会議を数度にわたって行ったが、その改革が実を挙げえのたのか再検証していきたい。また、

専門ゼミ、卒業研究についても、科目担当者による同様の検討会を開くことを考えたい。 
 
履修科目登録の上限設定等、単位の実質化を図るための措置とその運用の適切性 

〔現状説明〕 
各学年とも、履修できる単位の上限を年間 44単位に設定している。44の根拠は、124の卒業要件
単位のうち、4 年次生の必修科目である「卒業研究」を除く 120 単位を、当該学生が希望すれば 3
年次までに修得できるよう考えたものである。このことは、無論要件ギリギリで単位の修得を終える

ことを奨励するものではなく、4年次は卒業研究の準備と進学または就職という進路決定に力を割き、
あとは個々の学生の余力に応じて、本人の関心のある分野の学修を行わせることを想定したためであ

る。 
なお、在校生に対して、各学年次ともセメスターごとの理想的な単位修得数として 20単位を履修
要項に明記し、それに向けて各学生が学修に励むべきことを、担当教員を通じて指導している(表 3
－15)。 

表 3－15各学年で修得すべき単位数 
 累積の単位数 
1年次前期修了時点 20単位 
1年次後期修了時点 40単位 
2年次前期修了時点 60単位 
2年次後期修了時点 80単位 
3年次前期修了時点 100単位 
3年次後期修了時点 120単位 
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〔点検・評価〕 
履修単位については、年次毎に最大履修単位数を設ける事により、4年間の学修の指針を確保させ
ることができている。また、学生には履修単位制限を設けることで、無理のない学修時間を確保でき

るよう配慮している。さらに、下級学年における専門科目の基礎的内容に関する学生の自学自修時間

を考慮している点は評価できる。 
一方、最高履修単位の設定がセメスターではなく学年で設定されているため、前期セメスターと後

期セメスターの受講科目の割合が極端にアンバランスな学生が稀に見受けられる。セメスターごとに

最高履修単位を設定しなかったのは、場合によってはインターンシップへの参加など、あらかじめ 1
セメスターの負担を軽くする措置を講じた方がよい学生の存在を考えたためである。しかし、実際に

は偏った計画を立てるのは無計画・無理な学修計画による者が多く、結果的に単位の修得が順調に行

い得ていない学生が存在している。 
 
〔改善方策〕 
前期と後期の受講単位数の割り振りについては、ある程度の弾力性を持たせ、学生の自主的な学修

に期待したいと思う。しかしながら、セメスターごとの上限設定についても教学委員会で可否につい

て検討していきたい。 
 
各年次及び卒業時の学生の質を検証・確保するための方途の適切性 

〔現状説明〕 
学生の質を確保するために、単位修得状況が基準を著しく下回った場合(各学年のセメスターにお
ける修得単位数が 10 未満、また 1 年次においては、後期セメスター終了時の累積修得単位数が 25
未満、2 年次においては後期セメスター終了時の累積修得単位数が 50 未満、3 年次においては後期
セメスター終了時の累積修得単位数が 80未満であった場合)には、年度末に「成績不振学生」として
本人・保護者・担当教員による三者面談を行い、学修の改善を勧告することを行っている。 
これは、2年次の終了段階で累積単位数が 50に満たなかった場合には 3年次に「専門ゼミⅠ・Ⅱ」

(3年次配当の必修科目)の受講を認めないことを規定しているためであり、4年次の「卒業研究」(必
修科目)を「専門ゼミⅠ・Ⅱ」と同時に履修することを認めていないことから、該当学生は、実質的
には 2年次終了段階で、トータル 4年間での卒業が不可能となるためである。 
このように、2年次の終わりの段階で一度関門を設けることにより、学生の勉学の取り組みを再確
認させ、各年次における一定の学修成果及び質が確保されるよう努めている。 
なお、3 年次の前後期においても、1 セメスターの修得単位が 10 を下回った場合および次年度に
卒業見込み証明書を発行できる下限の 80単位を下回った場合、4年生についてはその学年での卒業
要件修得が困難と判断された段階で指導を行っている。それを一覧表化したものが表 3－16である。 

 
表 3－16 成績不振者の指導基準 

年   次 単    位    数 
1年次終了時 25単位 
2年次終了時 50単位(「専門ゼミⅠ・Ⅱ」履修条件) 
3年次終了時 80単位(卒業見込み証明書発行条件) 
各  学  期 10単位 
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一方、良好な成績を修めるための指導の基礎データとして、本学部は成績の GPA値を算出し、そ
れを指導に活用している。具体的には、上記の単位数をもとにした指導のほか、各セメスターの成績

で GPA値が 1.0を下回る場合には、指導対象に加えられることになる。GPA値の算定方法は下記の
通りである。 
 
【GPAについて】平成 21年度『履修要項』P.59以降抜粋 
GPA(成績平均得点)の概要 

GPA(Grade Point Average)は、学生個々の履修科目の成績評価(Grade)に対する得点(Point)に、そ
の科目の単位数を掛け、その合計を履修登録単位数の合計で割った数値、すなわち平均値(Average)
で、成績の総合評価を表わす指標です。ただし、自由科目の成績はその計算には含まれません。 

 
      (単位×得点)の合計 

GPA＝   
    履修登録単位の合計 
 
 
 

GPAには，学期 GPA・年間 GPA・通算 GPAがあります。 
〔学期 GPAの計算例〕 

ある学生が前期に次のような成績であった場合の学期 GPA値 
科   目   名 単 位 成績評価 単位×得点 

基礎ゼミⅠ 2 A 2×3＝6 
選択英語Ⅰ 2 A 2×3＝6 
経営管理総論Ⅰ 2 B 2×2＝4 
マーケティング論 2 C 2×1＝2 
ベンチャービジネス論 2 D 2×0＝0 
会計学総論Ⅰ 2 A 2×3＝6 
税務会計論Ⅰ 2 A 2×3＝6 
リーダシップ論 2 A 2×3＝6 
商学概論 2 B 2×2＝4 
体育 A 2 A 2×3＝6 
社会学概論 2 B 2×2＝4 
履修登録単位の合計 22 単位×得点の合計＝50 

  
         50 
    GPA＝      ＝2.3 
         22 
 
そのほか、各学科のコースごとに選択必修科目を設け、履修モデルを基に単位を修得するよう指導

を行うことで、卒業時における学生の質的な水準が保てるよう図っている。  
 

成績評価 得点 
A 3 
B 2 
C 1 
D 0 
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〔点検・評価〕 
2年次修了時に、3年次ゼミの履修に必要な単位数というハードルを設けることにより、専門課程
に進む学生の質の確保はなされているといえよう。また、各コースに設定された履修モデルによって、

体系的に学ぶべきカリキュラムが卒業時までに修得できると評価できる。 
一方、近年の入学者における学力の低下の問題は本学部も例外ではなく、2年次における 50単位
のハードルを越えることが出来ず、それがもとで留年や退学となる学生が増えつつある状況にある。

これは、教育的見地及び大学経営にとって大きな損失となっていることは否定できない。 
その解決のためには、従来のような一律のハードルを設け学生に対し自覚を促すという視点以外の

新しい発想が求められているといえよう。 
 
〔改善方策〕 
これまで 2年終了段階で 50単位を超えることができなかった場合には、ある意味「機械的」に留
年が決定していた。しかし、それがもとで学業を放棄することになれば、その教育的効果は達成され

ていないといえよう。4期のセメスター終了段階で 50単位の「壁」を超えることができるよう、従
来以上に学業・生活両面にわたるきめ細かな指導、個々の学生のレベルに応じたサポートを行ってい

きたい。指導担当教員制度の今以上の充実など、学生に対する指導の実をあげる工夫を図りたい。 
 

3)履修指導 

学生に対する履修指導の適切性 

〔現状説明〕 
本項に関して、本学部では前期セメスターの授業開始以前に、およそ 1週間の期間を設けて学年ご
とのガイダンスを実施している。特に新入生である 1年次生に関しては、入学式から日をおかず、ま
ず英語と情報科目のプレイスメントテストを行った後に、履修要項・シラバスを配付して約半日の履

修ガイダンスを行い、さらに学外ガイダンスとして一泊二日の学外研修を実施している。 
この研修には、教学・学生指導の担当教員のほか、1年次生のフレッシャーズゼミ担当教員も全員
が参加し、新入生とのコミュニケーションを図る場ともなっている。前期セメスターの開始後も、フ

レッシャーズゼミでは最初の 2回ほどは、ゼミごとに履修のためのフォローアップの時間をとって指
導をする教員が多いようである。 
また、2・3・4年次生については、上記期間にシラバスの配付と同時に各学年のガイダンスを半日
ずつの日程で実施し、学生各自が新たな学年での必修科目の設定、クラス指定・受講人数制限の科目

等の確認ができるよう説明を行っている。 
履修申請は、以上のような綿密な受講指導を経て行われるわけであるが、さらに、実際に各学生が

どのような科目を登録したのか、履修確認(登録の直後に各学生にそのセメスターの履修科目を履修
申請確認票という形で渡し、確認後に署名をさせ回収する。)を行う段階で、教学課・教学委員会が
履修に問題がないかチェックを行っている。 
特に 4年次後期の履修申請後には、受講を希望した科目がすべて単位認定された場合に卒業要件を
欠くことがないか、単位修得状況をシミュレートすることも行っている。 
 
〔点検・評価〕 
教学委員会、教学課、各学年のゼミ担当教員が、何段階にもわたり、複数の目によって履修指導を

行っていることは評価できる。 
新入生に対して、上記のように綿密に履修指導を行っているが、高校までと違って自らの「時間割
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を組む」というプロセスの理解がなかなか浸透しないのが実情である。また、コンピュータによる履

修申請も、コンピュータ自体に習熟していない新入生には慣れない作業のようである。年度初めには

特別な講師をお願いしての講話など、大学全体での行事も日程に入っており、指導を行う上での時間

の不足を感じる場面が存在している。 
さらに、コンピュータによる履修申請については、汎用のソフトである Campusmate-Jを使用し
ているが、既成のソフトならではの使い勝手の悪さがあり、履修申請業務を繁多にする一因となって

いる点は否めない。 
一方、出席に問題がない学生については、上記の指導は有効である。しかし、出席が常ならざる学

生も少なからずおり、規定の期日内に登録を行わないなど、各指導担当教員も対応に苦慮していると

ころである。 
 
〔改善方策〕 
年度当初行事の効率化を図り、新入生・在校生に対してこれまで以上に分かりやすいガイダンスを

行う。あわせて、個々の学生が自分の力で履修計画を立てることができるよう指導していきたい。 
従来、ガイダンスは履修要項を読みながら解説を施す形で実施してきた。コンピュータの端末の利

用、またパワーポイントの活用なども有効な方策と言えよう。 
 
留年者に対する教育上の措置の適切性 

〔現状説明〕 
留年者に対しては、基本的にはその前年度の指導担当教員が継続して指導を行い、学修へのいざな

いをおこなっている。定年による退任などの理由でそれができない場合には、教学委員長が指導を引

き継ぐ。また、教育上の配慮措置を履修科目の点から考えた場合、必修科目のいくつかについては、

再履修を行う際、成績順に分けた複数クラスの最も低学力のクラスに配置するよう配慮している。こ

れは、留年者の中に、他の学生に比べて基礎学力が劣る者が存在すると考えるためである。 
また、メンタルの面でのサポートについては、該当学生の指導担当教員が当人の抱える問題について

相談に応じるほか、本学が委嘱している非常勤職員の学生相談員(週 2日保健室に待機。第 5章「生
活相談、進路相談を行う専門のカウンセラーやアドバイザーなどの配置状況」参照。)への紹介を行

っている。 
 
〔点検・評価〕 
留年者に対する教育上の配慮として、教育(必修クラスの再配分など)・生活(指導担当教員など)の
両面からサポート体制を構築している点は評価できる。 

1年次から履修に当たっては計画的また系統的に履修をすることを指導している。新カリキュラム
と旧カリキュラムが混在する現在において、旧カリキュラムの学生が留年した場合に、新カリキュラ

ムに無い授業科目を履修することができず、受講可能な科目を履修し卒業要件を整えなくてはならな

い状態にあることは、留年した学生にとって学業的に不利益をもたらす可能性がある。 
 
〔改善方策〕 
指導担当教員による一人ひとりの履修状況の逐次把握、出席状況調査の活用によって、該当者が次

年度は必ず進級できるように指導する。同時に同じ方法によって、留年者の発生を抑制する。また、

学生が勉学を妨げる心の悩みを有している場合には、学生相談員制度を活用するよう勧めたい。 
 



- 69 - 

4)教育改善への組織的な取り組み 

学生の学修の活性化と教員の教育指導方法の改善を促進するための組織的な取り組み(ファカルティ・デ

ィベロップメント(ＦＤ))およびその有効性 

〔現状説明〕 
教育研究センターを取りまとめの機関として、全科目を対象とした授業アンケート調査が各学期末

に行われており、本学部もそれに加わっている。また、教育・研究のそれぞれをメインとする全学の

教育討論会も実施されている。 
一方、学生の学修の活性化と教員の教育技術向上に取り組むため、本学部の組織として FD委員会
が設置されている。 同委員会は学部長を委員長とし、本学部に属する 2学科の学科長、教学委員長、
教育研究センター兼担教員、学部 FD 委員から構成されている(役職を兼任している者がいるため、
平成 21年度の実数は 6名)。 
学部 FD委員会は毎月定期的に会議を開催し、本各部における授業環境の改善、授業効果の向上な
どの課題について検討を行っている。 
平成 20、21年度は、同委員会での議論を通していくつかの FD活動を実施した。ひとつは、1・2
年次の必修科目である「フレッシャーズゼミ」、「基礎ゼミⅠ・Ⅱ」の内容検討であり、両科目が複数

クラスによって行われることから、その講義の指針の明確化を図るとともに、内容のすり合わせを行

った。 
また、平成 20年度には、ホームページの充実が本学部の情報を世に発信していく上から有効であ
るとの見地から、本学部から各教員のブログへとつないでいくための準備作業として、現在ブログを

運営している 2名の教員を講師とした勉強会を実施した。 
さらに、他の教員の授業を見学する「授業参観」を実施し、参観して参考になったことをアンケー

ト調査し、結果を教授会で検討した。本授業参観は、他の教員の授業を参考にすることで、自らの教

育技術の向上を目的とするものである。本授業参観の実施により、参考になった事項についての報告

が実施後各教員からなされた。授業内容に関する意見、授業の技術、学生への対応等をめぐり、さま

ざまな意見が出された。 
一方、本学部所属全教員による教育討論会(前期・後期 2回実施)によって、各教員が持っている教
育環境の改善案など FDに係る事項の意識の共有を図ることができた。 
 
〔点検・評価〕 
全教員による教育討論会によって、各教員が持っている教育環境の改善案など FDに関る事項の意
識の共有を図ることができたことは評価できる。 
 また、「フレッシャーズゼミ」「基礎ゼミⅠ・Ⅱ」の内容を検討したことで、その講義の指針の明確

化がなされ、内容のすり合わせを行ったことは、基礎教育および学生指導の共通理解が得られたと評

価できる。 
FD 委員会は発足して日が浅く、また、各教員の時間を調整し検討する時間が取り難いことから、
各教員の教育指導技術の向上のための学修の機会が少ないことが問題点として挙げられよう。 
 
〔改善方策〕 
各教員が教育指導技術を向上させるための学修の機会を、これまで以上に増やすことで対応を進め

たい。そのためには、他の教員の授業を参観する機会をさらに増やすことも方策として考えられよう。 
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シラバスの作成と活用状況 

〔現状説明〕 
本学のシラバスは平成 20年度に 1年間をかけて 3学部間ですり合わせを行い、3学部で共通フォ
ーマットを作成した講義科目・ゼミ科目の 2種の統一書式により、全授業担当者に執筆を依頼し、1
科目 1 ページ掲載を基本に作成している。掲載項目は、講義科目の場合、「1.科目のねらい・概要」
「2.講義計画」「3.授業の形式」「4.成績評価の方法・基準」「5.教科書・参考文献」「6.受講上の留意
事項」であり、ゼミ科目は、「1.テーマ」「2.ゼミのねらい」「3.ゼミの内容」「4.ゼミの進め方および
運営方法」「5.成績評価の方法・基準」「6. 教科書・参考文献」「7.関連事項」である。 
なお、学生が受講科目の内容等について気軽に教員に質問ができるよう、専任教員に対してはオフ

ィスアワーを設定して便を図っている。オフィスアワーは、担当講義の該当時間以外の 2コマを充て
てシラバスに記載し、その時間には研究室での学生の対応が可能なことを明記している。むろん、こ

の指定時間以外でも教員の都合がつけば学生対応を行っている。 
一方、平成 19年度に学科改正を行ったため、旧カリキュラムを利用する学生の便を図るため、目
次のほか、新旧カリキュラムの対照表を巻末に掲載している。 
 
〔点検・評価〕 
講義科目の書式の中の「2.講義計画」については、1セメスター15回の講義時間の 1回ごとの講義
題目の記載を科目担当者に依頼しており、学期途中でも、学生が受講科目の中でこれからどのように

講義が行われるか明確に理解できるように配慮している。 
シラバスに関しては、科目担当者に対して統一した書式のもとに原稿の執筆を依頼しているが、各

項目の内容・文字数については各教員により粗密があり、各ページのボリュームに違いがあることが

指摘できる。 
 
〔改善方策〕 
シラバスの作成に関しては、授業科目の内容・特性の違いから、各項目について詳細な字数の指定

を行うことは難しい。しかし、受講計画を考える学生にとっては、それが講義選択の有力な情報とな

っていることを教員に周知することで、充実した内容とすることを求めていきたい。 
 
学生による授業評価の活用状況 

〔現状説明〕 
本学部では、全学部を対象とした調査の一環として、教科ごとに学期の最後に受講生を対象とした

授業アンケートを実施している。平成 20年度前期は、前年までと同じ内容の質問項目でそれを実施
した。後期はそれまでの反省を踏まえ、質問項目を全面的に改訂した上で授業アンケートを実施した

(本章「教育上の効果を測定するための方法の有効性参照」)。 
アンケートの内容は、前期が 12項目の 5段階の選択による質問からなるものに加え、自由記述式
の質問が 1項目の構成となっており、改訂された後期は、20項目の 5段階の選択による質問と自由
記述式の質問が 1項目という構成になっている。いずれも学生自身の授業に対する取り組みを尋ねる
内容のものと、授業の環境、教員の熱意や技術などを、肯定的なものから否定的なものまで 5段階で
問う内容を主としている。 
アンケート結果については、各教員に対し担当科目ごとの集計結果の配付を行っている。それによ

って各教員は、自分自身が見落としている部分に学生が不満に感じている点はないか、また、無自覚

に行っていることで、学生から肯定的な評価を受けている点はあるか、自分自身が力を入れているこ
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とが、学修効果の向上や学生のやる気の喚起につながっているかなどについて確認ができ、教員に自

覚を促すものとなっている。 
 
〔点検・評価〕 
アンケートの分析による対応に基づき、授業環境の改善、学生のやる気の喚起や満足度の向上等が

図られたと評価できる。 
また、授業アンケートの結果を分析する目的としては、学生が何を重視しているか、どのような授

業が学生のやる気を喚起するか、どこに力を入れれば学生の満足度が高まるか、などの観点から過去

の集計結果との比較や、アンケートの回答項目間の相関分析を通して把握することができる。いずれ

も効果的なフィードバックとして、授業の改善に貢献しているといえよう。 
しかし、授業アンケートについては、無記名のため誠実に回答しない一部の学生や、全科目で繰り

返しアンケートが行われることから、回答がなおざりになる学生もおり、そのことによって、アンケ

ート結果の信頼性が低下している部分も見受けられる。 
 
〔改善方策〕 
学生の授業アンケートの精度をより高める必要がある。そのためには、学生に対してアンケート結

果が授業改善の一助となっていることを啓発していく必要があろう。このことについては、すでに平

成 21年度後期より、各科目における授業アンケートについては、担当教員ではなく、事務職員が分
担して行うことにより、学生に与える評価へのプレッシャーを極力押えるための方策が講じられてい

る。 
 
卒業生に対し、在学時の教育内容・方法を評価させる仕組みの導入状況 

〔現状説明〕 
 全学部の卒業生に対して、平成 21年 2月にはじめて「在校時の満足度」についてアンケート調査
を実施した。これは、同窓会会員に送付される本学の機関紙に調査用紙を同封し、ファックスでの回

答を求めたものである。しかし、なにぶん初めての試みでもあり、回収数は決して多いとは言えず、

経営情報学部の卒業生の回収は 45名分だった。今回の結果で卒業生の評価を判断できるとは言い難
いが、卒業生が大学に対してどのような評価をしているかを知り、今後の教育に活かしていく仕組み

がスタートしたといえよう。 
 
〔点検・評価〕 
 卒業生に本学についての評価を依頼する仕組みは、今年度スタートしたばかりであり、前述のよう

に回答数も必ずしも多いものではない。そのため、この結果をもって卒業生の評価として判断を下す

ことは難しいといえよう。 
 
〔改善・方策〕 
  今回の結果を踏まえ、アンケートの設問項目の検討も含め、継続して調査を実施することで卒業生
の評価の仕組みを確立し、大学教育に生かす手法を検討したい。また、確実な意見の吸い上げを図る

ということで、毎年行われる同窓会の定期総会、また学位記授与式等の場で、記入を依頼するという

方式の採用も検討していきたい。 
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教育評価の結果を教育改善に直結させるシステムの確立状況とその運用の適切性 

〔現状説明〕 
現状では、授業アンケートは授業の改善を目的として 2つの活用がなされている。ひとつは学部全
体のアンケート結果の分析の実施で、その結果を自己点検報告書にまとめ、全教員に配付している。

もうひとつは、それぞれの授業ごとの集計結果をまとめ各教員に配付している。こうしたアンケート

のフィードバックを通してそれぞれの教員が授業改善に役立てている。 
 
〔点検・評価〕 
 調査結果を授業にいかに活かすかは、個々の教員に任されている。しかし、それだけでは個人差が

あり、必ずしも改善に結びつかないこともある。そこで、平成 20年度から全学で教員についても同
じ授業アンケートを実施することになった。各自の担当科目について学生がどのように捉えているか

を自己採点することで授業を振り返ると共に、学生の評価と自己評価の差を自覚することで、より確

実に改善に結び付けることができるよう図っている。 
調査結果を個々の教員個人にゆだねるだけではなく、学部としての取り組み、また個々の教員の改

善の方策を学部として共有する仕組み作りが必要となる。しかし、FD委員会で学部としての問題点
などを検討しているが、具体策はまだ生まれていないのが現状である。ピアレビュー、学部データの

より精緻な分析などを踏まえ、共有化の方策を検討する必要があろう。 
 
〔改善方策〕 
 平成 21年度は前期に 3科目、後期に 1科目を指定してピアレビューを行った。これは全学ピアレ
ビューの一環として行ったものであるため、他学部の教員も参加しているが、特に後期の場合にはピ

アレビュー実施直後に参加者による検討会を行い、忌憚のない意見の交換が行われた。受講する学生

に影響を与えないように、また、参加教員が各自の講義に差し障りが出ないように授業参観時間を設

けることには困難な点も少なくないが、平成 21年の教育研究会でこれについての総括を行い、次年
度以降のよりよいピアレビューのあり方を模索していきたい。 
 

5)授業形態と授業方法の関係 

授業形態と授業方法の適切性、妥当性とその教育指導上の有効性 

〔現状説明〕 
本学部の授業は 1コマ 90分で行われ、授業形態は、講義、演習、外国語科目の 3種類がある。さ
らに、実施期間によってセメスター科目と通年科目に分けられている。セメスター科目は、半期(セ
メスター)「週 1回×約 15週＋定期試験」の科目であり、通年科目は、1年間「週 1回×約 30週＋
定期試験 2回」の科目である。外国語科目はセメスター科目であるが、そのうちの英語については、
1週間に 2回の講義を行い、「週 2回×約 15週＋定期試験 2回」の授業を実施し、合格した場合に
は 2単位を与えている。 
また、このほかに集中授業の形で開講されている科目があり、セメスター科目に対応して、約 16
回分の授業を、集中的に決まった期間(夏季、春季休業期間中)に実施している。 
 
〔点検・評価〕 
講義、演習、外国語科目とも単位認定に必要な授業時間を確保し、適切におこなわれている点は評

価できる。 
 英語について、週 2 コマで 1 科目という設定をとっていることから、配当学年で受講し単位を修
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得した場合には問題がないが、単位を落とした場合、また何らかの事情により配当学年に受講できず

に上級学年になって受講した場合に、他の必要な科目とのバッティングを生じやすい点が指摘できる。 
 
〔改善方策〕 
教育内容に照らして、最も効果のある授業形態を運営することが望ましい。そのためには、授業時

間の確保に加えて時間割の組み方等の改善に努める。語学教育に関しては全学的な取り組みを今後考

えなければならないと思われる。 
 
多様なメディアを活用した授業の導入状況とその運用の適切性 

〔現状説明〕 
高崎キャンパス 3号館には、104人～410人収容の AV教室 9室，さらにコンピュータ教室 A・B
がある。また、2号館 2階には本学部の情報処理・メディア教育の核としての役割を担うメディアセ
ンターが置かれており、そこにはメディアラボ、スタジオ、レビュールーム、コンピュータ教室 C
の各教室がある。 
コンピュータ教室 A及び Bでは、本学部の情報処理教育の基本であるコンピュータリテラシをは
じめとして、主としてコンピュータ言語など技術の修得に関する授業が行われる。両教室には、それ

ぞれパソコン 42台、プリンター5台が設置されている。また、コンピュータ教室 Cには、パソコン
30台、プリンター3台が置かれ、主にコンピュータグラフィクス、アニメーション、Webコンテン
ツなど、デジタルメディアコースの静止画・動画関連の授業が行われる。 
一方、スタジオは主に、静止画、動画撮影技術の修得などメディアコミュニケーションコースで使

用される。また、レビュールームは撮影した作品の上映・評価や作成されたデジタルライブラリの評

価など、両コースで使用する。 
 
〔点検・評価〕 
パソコンが設置されている教室を夜 9時まで開放し、その利用率が高い点は評価できる。また、マ
ルチメディア対応の普通教室においてはビデオ、資料提示、パワーポイント等による授業が行われて

おり、学生の理解度を深めるための機器が活用されている点は評価できる。ただし、パワーポイント

等を講義に利用する教員数は年々増えてきており、設備のある特定の教室のみ稼働率が高くなってい

る現状は改善を考える必要があろう。 
また、メディアセンターに関しては、開設されてから日が浅い点もあろうが、教員・学生とも設備

をまだ十分使いこなしていないように見受けられる。機器のさらなる活用を行う工夫が必要といえよ

う。 
  
〔改善方策〕 
各授業で、教育内容をより理解させるための補助手段としてのパワーポイント等の活用がなされて

いるが、さらなる有効な活用を行うため、学部の FD活動の一環として研修会等の企画を考えていき
たい。 
また、これらに対応できる設備を持った教室を毎年増やしてきているが、使用を希望する教員は増

加の傾向にある。そのため、この改善を今後も続けていきたい。このことについて、平成 21年度も
予算折衝の際に、2教室分の設備増設工事費を計上し認められている。 
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「遠隔授業」による授業科目を単位認定している大学・学部等における、そうした制度の運用の適切性 

〔現状説明〕 
本学部では、高等学校教諭一種免許状として「商業」「情報」を取得できるが、同じく伊勢崎キャ

ンパスに置かれたビジネス情報学部においても同じ免許を取得することができる。 
教職科目について、両学部で別個に講義を行う科目もあるが、担当教員・受講学生の移動の困難さ

を考え、また、まとまった人数のもとで相互に刺激しあった方が学修の実が上がると考え、両学部の

所属学生に同時に講義を行うため、一部に遠隔授業を採用している。 
 
〔点検・評価〕 
遠隔授業を行う際に問題となるのは、ペーパーによる資料配付の問題である。本学の遠隔授業の場

合、出席確認等を含めて教学課の職員がサポートにあたることで問題の解消を図っていることは評価

できよう。 
一方、遠隔授業を行っている教室の機器は、設置からすでに 10年以上の期間がたっており、最新
の機器に比べるとデータ送信のスピードが遅いことは否定できない。また、教職科目受講者レベルの

人数であれば教室内 4 台のカメラの切り替えを行うことで遠隔教室でもリアルな授業を受けること
ができるが、それでも講義担当者の努力と工夫で不備を補っているのが現状といえよう。 
 
〔改善方策〕 
長期的には、機器の更新を行うことを考えたい。しかし、設備には少なからぬ経費がかかることか

ら、更新は早急にできることではないので、現状の機器を最大限活用できるよう、科目担当者に対す

る支援を行っていきたい。 
 
6)3 年卒業の特例 

4 年未満で卒業もしくは大学院への進学を認めている大学・学部等における、そうした制度の運用の適切

性 

〔現状説明〕 
 学則上には規定は設けられているが、本学部において 3年卒業の特例の実績は無い。 
 
〔改善方策〕 
 今後、入学者の履歴、年齢などが多様化していくことが考えられ、1年早く卒業を希望する学生も
増えるものと思われる。他大学卒業者、成績優秀者の 3年次卒業について、本学部として積極的に、
また柔軟に方策を考えていきたい。 
 
(3)国内外との教育研究交流 

1)国内外との教育研究交流 

国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針の適切性 

国際レベルでの教育研究交流を緊密化させるための措置の適切性 

〔現状説明〕 
国内および国外との教育研究の交流に関して、国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針

は本学の目標に定められており、大学本部、教育研究センターが窓口となって、海外の研究機関との

提携、国内は群馬県内の大学とのフォーラムの形成や単位互換などの関係強化に努めている。 
本学部としては、特に学部独自の方針は定めていないが大学の方針に沿った形で進めている。また、
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各教員が個別に海外の共同研究に関わっているケースもある。 
学生教育の分野においては、本学部国際交流委員会を中心に、学士課程の教育内容・方法の中で学

生の国際交流活動の推進を基本方針とし、海外の英語圏の大学における語学研修への参加、海外提携

大学からの交換留学生の受け入れ等について、積極的に拡大を図っている。 
具体的には、22 年間継続して海外英語研修を実施している。これは、米国カリフォルニア州立大
学デービス校において、夏季 5週間の英語と文化の研修コースに参加するもので、米国人家庭での滞
在と現地での生活など、英語学修に加えて異文化経験の研修を行う。 
他に夏季 2週間の中国上海日系企業における海外インターンシップを実施した。中国の異文化体験
と日系企業における海外事業の実務体験という国際ビジネス研修は、学生の国際的視野の拡大に大き

く寄与したといえよう。 
交換留学生の受け入れとしては、平成 18年度に海外提携大学のフィンランド国セイナヨキポリテ
クニク(応用科学)大学からフィンランド人学生を受け入れ、情報専攻の勉学の他にクラブ活動等での
在学生との交流と地域の住民との交流など活発に行われた。 
 
〔点検・評価〕 
米国カリフォルニア州立大学デービス校への語学留学は、事前の研修授業、40 日間のホームステ
イを利用した語学研修、帰国後の報告書の作成・発表という過程を通じて、科目「海外事情」として

4単位を与えている。単に研修に出すだけではなく、事前にもきちんとケアすることによって、学生
は有意義な研修を受けることができる。 
また、教員の中には、各自の教育研究領域において独自に国際交流を推進し国際交流の緊密化を図

っている例がある。 
教員個々による国内外大学との教育研究交流は分散した個別活動であり、学部あるいは大学として

の組織的な交流にはなっていない。 
しかしながら、経済情勢の悪化や学生の海外への意欲の低下などに伴い、「海外事情」の参加者が

減少しており、近年では学部では数人にとどまっている。これは期間が長期であり、費用も約 50万
円と高額であることも原因となっている。 
 
〔改善方策〕 
国内および海外の大学との教育研究交流を学部あるいは大学として組織的に行うためには、それを

担当する組織を定め、必要な支援の措置が必要である。国際レベルでの教育研究交流を緊密化させる

ために、今以上に教育研究センターの機能強化及び活性化を図ることが必要であろう。 
 学生の国際交流としては、現在の「海外事情」に加え、短期の語学留学制度の発足を検討していき

たい。このことについては、平成 21年度に本学部 3学部で悉皆調査を行い、在籍する学生がどのよ
うなニーズを求めているのか、その実現のために用意できる対価の上限がいくらなのか、国際交流連

絡会議がアンケートを行った。 
 このデータを分析することから、改善策を講じていきたい。 
 
(4)通信制大学等 

1)通信制大学等 

通信制の大学・学部における、実施している教育の内容、方法、単位認定、学位授与の適切性とそ

のための条件整備の適切性 

本項目については、本学部・学科は該当しない。 
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3．看護学部 

 
〔到達目標〕 

「雑草精神」を主軸とした大学の教育理念のもと、学部の教育理念、目的・目標を達成し、目指す

看護職人材の養成が可能となるよう、教育課程の周知徹底を図り、円滑な運用を行う。また、教育効

果の測定を厳密に行うとともに、その結果を教育の改善に繋げ、常に前進した教育活動に取り組む。 
 
(1)教育課程等 

1)学部・学科等の教育課程 

教育目標を実現するための学士課程としての教育課程の体系性(大学設置基準第19 条第 1項) 

〔現状説明〕 
第 2章 p.8～9で既述した本学部の教育理念・目的、目標を基に編成された教育課程は、学部創設
時の平成 16年度から 20年度入学生に適用したカリキュラム(以後旧カリキュラムという)と、その後
指定規則改正に伴い平成 21 年度に改正したカリキュラム(以後新カリキュラムという)の 2 種類があ
る。本報告書は、平成 20年度を中心に記述することになっているため、第 3章「教育内容・方法」
では、旧カリキュラムを中心としてみていくこととなる。しかし、平成 21年度入学生に対して、す
でに新カリキュラムの教育をはじめているので、これまで旧カリキュラムで教育を行いその中で把握

された教育課程の問題を、新カリキュラムにおいてどのように改善したか、さらに約 1年間運用して
みた結果、現在までに把握できた問題ならびにその改善方策等についても可能な範囲で言及すること

としたい。 
本学部の教育課程は、「一般教養科目」、「専門基礎科目」、「看護専門科目」の 3分野で構成されて
いる(表 3－17)。 

表 3－17 旧カリキュラムの構成分野と単位(割合) 
 
 
 
卒業に必要な各分野の単位とその割合は、一般教養科目 19単位(15％)、専門基礎科目 34単位 27％、
看護専門科目 73単位 58％であり、計 126単位である。 
「一般教養科目」は、看護学を学ぶために必要な幅広い視野と判断力を身につけ、豊かな人間性を

培うことを目的に、「看護学修原論」、「外国語」、「教養科目」を置いている。「看護学修原論」は、看

護学への導入科目として 9科目(9単位)、「外国語」は、国際的視野に立ち、英語の活用能力を図るた
め 5科目(7単位)、教養科目は、豊かな人間性の基礎を培い、看護学に必要な幅広い視野と科学的判
断力を養い、情報化の進む保健・医療に対応できる人材の育成をねらいとした IT 教育を含む 24 科
目(42単位)をおいている。 
専門基礎科目は、看護学の学修を支える基礎的な知識、理論を修得させる。人間の身体的、精神的、

社会的側面からの理解、疾病の成り立ちのメカニズム、保健・医療・福祉の理解を深める。また、本

学の特徴として、専門基礎科目の中に、医療管理・医療情報学を位置づけ、医療施設において必要と

される情報技術や管理体制の基礎知識を学修し、「看護専門科目」の看護管理・看護情報学への理解

に繋げている。 
看護専門科目は、看護管理学・看護情報学分野、基礎看護学分野、臨床看護学分野、地域・在宅看

護学分野で構成している。基礎看護学は、看護の基礎理論と方法論を学ぶ、成人看護学をはじめとす

る臨床看護学は、臨床看護の実践能力を養う、地域・在宅看護学は、地域社会のニーズに対応できる

一般教養科目 専門基礎科目 看護専門科目 計 
19単位(15％) 34単位(27％) 73単位(58％) 126単位 
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専門的知識と技術を学べるよう科目構成されている。 
なお、学年別の構成分野別単位については、表 3－18に示した。 
 

表 3－18 学年別一般教養科目・専門基礎系科目・看護学専門科目別単位 
構 成 分 野 1年次 2年次 3年次 4年次 
一般教養科目 40単位 14単位 4単位 なし 
専門基礎科目 13単位 15単位 9単位 1 単位 
看護学専門科目 12単位 21単位 24単位 26単位 

65単位 50単位 37単位 27単位 
計 

36％ 28％ 21％ 15％ 
 
学修進度状況は、1年次は一般教養科目を中心に学び、専門基礎科目、看護学専門科目の一部を学
修する。2年次は、一般教養科目が減り、専門基礎科目ならびに看護学専門科目が増える。3年次は、
一般教養科目はさらに減り 4単位となる。専門基礎科目も少なくなり、看護学専門科目が増える。4
年次は、実習が多いため単位数は 3年次より少ないが、時間数はほとんど同じである。 
 
〔点検・評価〕 
本学部では、学士課程での看護師、保健師教育ならびに、養護教諭(選択制)の養成を行っている。
学士レベルの看護専門教育であるため、大学設置基準、保健師助産師看護師学校養成所指定規則(以
下指定規則と表示)を遵守し、これに教育職員免許法ならびに同法施行規則、さらに、本学の独自性
を踏まえたものである必要がある。 
本学部の目標には、豊かな人間性をもつ看護職者、エビデンスに基づく判断能力、専門的知識の修

得と看護の主体性、関連職種と連携しうる管理調整能力、国際性、研究的態度と学問に貢献する態度

等々があげられており、全学共通の目標である IT教育も重視している。このようなことが教育課程
に反映され、教育課程全体が秩序だてて構成されているかを確認していく。 
まず、大学設置基準、指定規則、教育職員免許法ならびに同法施行規則で求める諸条件は満たして

いるが、これは最低満たさなければならない条件に過ぎない。学部教育で大切なのは、基準を基に本

学の独自性と教育の自由、価値観の豊富さなどが教育課程にも反映されていることである。その観点

から本学部の教育課程をみると、まず、豊かな人間性の育成には、一般教養科目に非常に豊富な科目

が用意されている。専門基礎科目の中に医療管理・医療情報学を位置づけ、医療施設において必要な

情報技術や管理体制の基礎知識を学修した上で「看護専門科目」の看護管理・看護情報学への理解を

深められるように配慮するなど、本学部教育の独自性も備えている。したがって、本学部の教育課程

は、理念、教育目的・目標を踏まえ、本学で養成したい看護職者を目指し、かつ大学設置基準第 10
条および学校教育法第 52条を遵守し体系的に編成された教育課程であるといえる。 
このような教育課程であるが、実際に運用してみると、いろいろな問題も浮き彫りになった。まず、

導入教育に位置づけられた看護学修原論は、本学部教育課程の特徴の 1つであるが、9科目と多いた
め、時間割上毎年開講可能なのは 4科目に限定される。また、専門科目との重複や、入学直後で看護
を全く知らない学生には教授内容が難しいなど、本来意図したことが活かしきれなかった。また、教

養科目は、他学部の情報・経営管理系科目の一部を教養科目に置き、学部間の交流促進や学際的分野

に立ち向える幅広い知識の修得をめざしたが、この意図も実際上は活かしきれなかった。これは、科

目数が全体的に多く、60 名という少人数教育のため履修者数が少なく、開講できない科目が多くな
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ってしまったことが主な要因と考えられ、教育内容の整理と科目の精選が必要である。さらに、教育

課程の区分を指定規則と同様「一般教育科目、専門基礎科目、看護専門科目」にしたが、一般的過ぎ

て区分ごとの学修内容が見えにくく、学部教育の意図が伝わりにくい、などがあげられる。 
 
〔改善方策〕 
上述した問題点は、新カリキュラム(表 3－19)において、可能な範囲で改善を図った。主な改善点
は、①教育課程の区分を、本学の教育理念、目標、看護が大切にすべき視点が理解し易く、かつ 4
年間でどのように学びを積み上げていくのかを理解しやすい区分にした。新カリキュラムの構成区分

と単位(割合)については、表 3－20に示した。②看護学修原論に含めた科目は、関連の専門科目に含
めて教授することとした。③未開講科目ならびに受講者の少ない科目の見直しを行い、教育目標との

関係で必要性の高い科目を厳選し、設定された科目は原則として開講することとした。④教授内容を

整理し、科目を精選することでカリキュラムのスリム化をはかり、学修者の自主的な学修時間を確保

した。⑤臨地実習が 4 年次に集中しているため、学修の順序性を考慮し、実習の一部を 2 年次後期
から 3年次に移行し 4年次にゆとりをもたせた。新カリキュラムの学年別の構成分野別単位は、表 3
－21)の通りである。学修進度状況は、低学年に比べ高学年、特に卒業年次の単位数が減少し、余裕
をもたせた編成になっており、学修のまとめ、看護研究、国家試験対策等にかける時間を確保した。

⑥専門教育の区分に新しく設けた「看護の統合」分野は、看護専門科目で学んだ知識・理論・技術の

全てを統合し、看護を創造的に発展させ、看護実践能力の強化を図る。また、看護の実践現場に円滑

に適応し、広く社会に貢献していくことを目指すとともに、専門職として生涯にわたり学修を継続し、

国際的視野を持って看護活動、看護学の発展に寄与することを目指した科目編成とした。 
以上の改善を行ったが、全て理想的になったわけではない。特に看護専門科目においては、ほとん

ど指定規則に準拠しているため、限られた枠内ですべてを解決するには至らず、検討すべき課題は残

されている。また、基礎専門科目、看護専門科目において、「疾病論」「基礎看護学援助論」「成人看

護学方法論」「地域看護学」は、全てⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳのような構成となっている。このほか、科目名

にⅠ・Ⅱと表示された科目を含めると学生にとっても担当教員以外の教員にとっても、科目名から学

修内容を理解することができない。これは、新カリキュラムで改善しきれなかった大きな問題点とい

える。このように、まだ問題点を残しながらもカリキュラム改正の趣旨ならびに時代性を考慮し、可

能な改善を試みたと考えている。平成 21年度から新カリキュラムを運用したが、現在までのところ
特別な問題点は把握されていない。今後、改善し切れなかった問題の解決と、適切なカリキュラム評

価を行い、その結果をもとにさらに改善をはかっていく。 
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表 3－19 新カリキュラム(平成 21年度入学生より適用)  

単位  授業科目の名称 配当年次 
必修 選択 

履修要件 

倫理学 1～4  1単位 
心理学 1  1単位 
教育学 1  1単位 
社会学概論 1～4  1単位 
国際関係論 1～4  1単位 
生物科学 1 1単位  

 
 
 
人間の理解 

人間発達論 1 1単位  
スポーツ論と実践Ⅰ 1 1単位  
スポーツ論と実践Ⅱ 1  1単位 
コンピュータリテラシ

Ⅰ 
1 1単位  

コンピュータリテラシ

Ⅱ 
1  1単位 

統計学 1 2単位  
日本史 1～4  1単位 
文化論 1  1単位 
美術 1～4  1単位 
日本国憲法 1～4  2単位 
経済学 2  1単位 

 
 
 
 
 
生活文化 

経営学 3  1単位 
英語Ⅰ 1 2単位  
英語Ⅱ 1 2単位  
看護英語Ⅰ 1 1単位  
看護英語Ⅱ 2～4  1単位 
ドイツ語 1～4  1単位 
中国語 1  1単位 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
人 間

と し

て の

教養 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
言語 

言語コミュニケーショ

ン 
1  1単位 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 科目 11 単位
と選択科目 5
単位を合わせ

て 16単位以上
を修得 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人体の構造と機能Ⅰ 1 2単位  
人体の構造と機能Ⅱ 1 2単位  
人体の構造と機能演習 2 1単位  
生命倫理 1  1単位 
精神保健論 2 1単位  
栄養学Ⅰ 1 1単位  

 
 
人間の正常

なメカニズ

ム 

栄養学Ⅱ 2  1単位 

 
 
 
 
 
 
 
  微生物学 1 1単位  
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病理学 1 1単位  
疾病論Ⅰ 1 1単位  
疾病論Ⅱ 1 1単位  
疾病論Ⅲ 2 1単位  
疾病論Ⅳ 2 1単位  
疾病論Ⅴ 2 1単位  
臨床薬理学 3 1単位  

 
 
疾病の成り

立ちと回復 

臨床心理学 2 1単位  
公衆衛生学 2 1単位  
保健統計学 2 1単位  
疫学 2 2単位  
社会保障行政論Ⅰ 2 1単位  
社会保障行政論Ⅱ 2 1単位  
保健福祉行政論Ⅰ 2 2単位  
保健福祉行政論Ⅱ 3  1単位 
医療情報学Ⅰ 2 1単位  
医療情報学Ⅱ 3  1単位 
医療情報学演習 2  1単位 
医療管理学Ⅰ 2 1単位  
医療管理学Ⅱ 3  1単位 

 
 
看 護

の 対

象 の

理解 

 
 
 
 
 
健康な生活

と社会制度 

医療管理学演習 3  1単位 

 
 
22科目26単位
と選択科目を

合わせて 28単
位以上を修得 

看護学概論 1 2単位  
看護とコミュニケーシ

ョン 
1 1単位  

基礎看護学援助論Ⅰ 1 2単位  
基礎看護学援助論Ⅱ 1 1単位  
基礎看護学援助論Ⅲ 2 1単位  
基礎看護学援助論Ⅳ 2 1単位  
基礎看護学方法論Ⅰ 2 1単位  
基礎看護学方法論Ⅱ 2 1単位  
基礎看護学実習Ⅰ 2 1単位  

 
 
 
 
看護の基盤 
 
 
 

基礎看護学実習Ⅱ 2 2単位  

 
 
 
 
10科目13単位
を修得 
 
 
 
 

成人看護学概論 2 1単位  
成人看護学方法論Ⅰ 2 1単位  
成人看護学方法論Ⅱ 3 1単位  
成人看護学方法論Ⅲ 2 1単位  
成人看護学方法論Ⅳ 3 1単位  
急性期成人看護学実習 4 3単位  
慢性期成人看護学実習 3 3単位  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 老年看護学概論 2 1単位  
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老年看護学方法論Ⅰ 2 2単位  
老年看護学方法論Ⅱ 3 1単位  
老年看護学実習Ⅰ 2 1単位  
老年看護学実習Ⅱ 4 3単位  
認知症ケア論 3  1単位 
小児看護学概論 2 2単位  
小児看護学方法論Ⅰ 3 1単位  
小児看護学方法論Ⅱ 3 1単位  
小児看護学実習Ⅰ 2 1単位  
小児看護学実習Ⅱ 4 1単位  
母性看護学概論 2 2単位  
母性看護学方法論Ⅰ 2 1単位  
母性看護学方法論Ⅱ 3 1単位  
母性看護学実習Ⅰ 3 1単位  
母性看護学実習Ⅱ 4 1単位  
精神看護学概論 2 1単位  
精神看護学方法論Ⅰ 2 1単位  
精神看護学方法論Ⅱ 3 1単位  

 
 
 
人間の発達

と看護 

精神看護学実習 3 2単位  

 
 
必修26科目36
単位以上修得 

在宅看護論 2 1単位  
在宅看護方法論Ⅰ 3 1単位  
在宅看護方法論Ⅱ 3 1単位  
在宅看護実習 4 2単位  
地域看護学概論 3 2単位  
地域看護学Ⅰ 3 2単位  
地域看護学Ⅱ 3 1単位  
地域看護学Ⅲ 3 1単位  
地域看護学Ⅳ 3 2単位  
産業保健活動論 3  1単位 
家族看護学 3 2単位  
学校保健論 3  2単位 

 
 
看 護

提 供

の あ

り方 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
生活基盤と

看護 
 
 
 

地域看護学実習 4 3単位  

 
 
 
 
必修11科目18
単位以上修得 
 
 
 

ターミナルケア論 4  1単位 
がん看護 3 1単位  
救急・災害看護論 3 1単位  
先端医療と看護 3  1単位 
チーム医療論 4  1単位 
看護と環境 4  1単位 
看護倫理 4 1単位  

 
 
看 護

の 統

合 

 
 
社会のニー

ズと看護の

発展 

看護管理学Ⅰ 3 1単位  

 
 
 
 
 
 
 
必修 9 科目 9
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看護管理学Ⅱ 3  1単位 
看護情報学 2 1単位  
看護情報システム 3  1単位 
医療の安全 3 1単位  
看護教育学 4  1単位 
国際看護論 3  1単位 
感染看護学 2 1単位  
看護と癒し 2  1単位 
研究理論 3 1単位  
看護研究 4  2単位 
統合実習 4 1単位  

単位と選択 5
単位を合わせ

14 単位以上修
得 

 
表 3－20 新カリキュラムの構成分野と単位(割合) 

人としての教養 看護の対象の理解 看護提供のあり方 看護の統合 計 
16単位(12.8％) 28単位(22.4％) 67単位(53.6％) 14単位(11.2％) 125単位 

 
表 3－21 新カリキュラム学年別の構成分野別単位 

構成分野 1年次 2年次 3年次 4年次 
人としての教養 26単位 2単位 1単位 0単位 

看護の対象の理解 10単位 18単位 5単位 0単位 

看護提供のあり方 7単位 22単位 29単位 13単位 

看護の統合 0単位 3単位 9単位 8単位 
43単位 45単位 44単位 21単位 

計 
28％ 29％ 29％ 14％ 

 

教育課程における基礎教育、倫理性を培う教育の位置づけ 

〔現状説明〕 
基礎教育として、本学部で特徴的なのは、一般教養科目の冒頭に「看護学修原論」を位置づけたこ

とである。入学生に看護学への導入を早期にスタートさせることを意図し設けられた。看護は、人間

を相手とする職業であるため、人間の尊厳と深い敬愛の念がもてるよう倫理教育を徹底することはと

りわけ重要である。教養科目には、哲学、倫理学、日本国憲法などをおき、「看護学修原論」の各科

目の中でも倫理性を醸成する内容を随所に組み入れている。看護倫理(学)を独立科目として設けてい
ないが、特定科目に限定せず専門基礎・専門を問わず一般倫理・職業倫理教育を重視している。臨地

実習に際しても、オリエンテーションで人権、IC、守秘義務、あるいは、ハラスメントに関するこ
と等々倫理にかかわる内容を意図的に指導している。 

 
〔点検・評価〕 
「看護学修原論」は、設定意図は評価できるが、過密カリキュラムの一因にもなっている。科目数

が 9科目と多いため、全て開講することは実際上難しい。また、内容的な理解が難しく、専門科目と
の重複も多い。一般教養科目の中に哲学、倫理学、日本国憲法などの科目のほか、医療・社会的動向
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から考えても生命倫理(学)を置くことが望ましい。 
 

〔改善方策〕 
「看護学修原論」設置の意図を生かしながら、実際上の問題を解決していく。当該科目群に含まれ

る内容を専門科目に含めて教授し、早期に看護への方向付けができるよう教育計画を立てる。倫理教

育に関しては、新カリキュラムでは生命倫理と看護倫理を新設し、倫理教育の強化を図るよう改善し

た。生命倫理は 1 年次前期、看護倫理は 4 年次後期開講とし、それ以外の科目の中でも意図的に倫
理教育を継続させていく。なお、新カリキュラムの生命倫理は選択科目であるが、平成 21年度入学
生の履修者は 65名(87.8%)と多く、学生達の関心の強さが窺えた。 
 
「専攻に係る専門の学芸」を教授するための専門教育的授業科目とその学部・学科等の理念・目的、学問

の体系性並びに学校教育法第 83 条との適合性 

〔現状説明〕 
専門教育的授業科目は、本学部の場合、専門基礎科目と専門科目が該当する。専門基礎科目は、「人

間・社会の理解」、「医学・医療の理解」に区分し、看護学の学修を支える基礎的知識、能力を修得す

る。 
人間・社会の理解(13科目 13単位)、医学・医療の理解(25科目 25単位)の両分野の学修を通して、
人間の身体的、精神的、社会的側面からの理解、疾病の成り立ちのメカニズム、保健・医療・福祉に

ついての理解を深める。また、専門基礎科目の中に医療管理学、医療情報学を位置づけ、医療施設に

おいて必要と思われる情報技術や管理体制の基礎知識を学修する。 
看護専門科目は、「看護情報・看護管理」「基礎看護」「成人看護」「老年看護」「精神看護」「母性看

護」、「小児看護」「地域看護・在宅看護」「看護研究」で構成され、理論・方法・実践と看護を段階的

に学ぶようになっている。看護専門科目の履修要件は、56科目 73単位以上を修得することとしてい
る。 
看護専門科目の冒頭に看護管理・看護情報を位置づけ必修 5科目を置いている。実習科目は、各専
門科目の中に位置づけ、履修時期は、主に 4年次前期に集中している。 
本学部では、専門基礎科目で学んだ医療管理学、医療情報学に連動させ看護管理学・看護情報学の

教育を重視し、情報化の進む医療現場にスムーズな適応が図れるよう配慮した編成となっている。受

け入れ施設や指導体制の関係上、開講時期、施設、順序が科目により異なる。 
 
〔点検・評価〕 
一般教養科目に組み込まれた一連の経営・情報系科目に続き、専門基礎科目において医療管理学、

医療情報学、さらに、看護専門科目の看護管理学、看護情報学へと情報・管理系科目が続く。本学部

が情報系、管理系科目にいかに力を注いでいるかが教育課程上明らかである。これは、ビジネス情報

学部と経営情報学部を持つ総合大学の利点を看護教育にも生かしたもので、他学部との連携し情報化

の進む医療現場にスムーズな適応を図る、今後重要性が高まる医療安全対策への対応、連携医療に対

応できるマネジメント能力の育成を図ることを意図して編成された本学部ならではの教育課程であ

る。 
その他、専門基礎科目ならびに専門科目は、指定規則と科目名も単位数もほとんど同じであり標準

的な教育課程で学部の独自性は薄い。したがって、本学部が目指している看護教育を教育内容に意図

的に反映させることが肝要である。看護専門教育の 3 分の 1 近くを占める臨地実習が 4 年次に偏向
していることについては、学生の立場から検討すべき課題は多い。しかし、全体的に見れば、本学部
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の専門教育科目は、学部の理念・目的、目標に沿い、設定科目、履修科目の順序性、難易度等の面か

らも看護学の体系性の観点からも、学部の独自性を加味している点からも適切であり、学校教育法第

83 条に掲げられた「広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し…」にも合致したも
のと考える。 

 
〔改善方策〕 
本学の独自性を保持し、指定規則のカリキュラム改正の意図や時代性を考慮し、新カリキュラムで

は新しく統合分野を設け、「看護倫理」や「災害・救急看護学」「国際看護論」「感染看護学」等を新

設した。また実習においても統合実習科目を新設し、看護管理学実習を含めた内容とした。また、4
年次に集中していた臨地実習も可能な範囲で 2年次後期から 3年次に移行し、4年次にゆとりをもた
せた。このような対策を行うことで、4年次後半に看護学の総まとめを行い国家試験に備えることが
可能になったと思う。 
また、本学部の特徴である専門基礎科目の中に医療管理・医療情報学として位置づけられた科目に

ついては、独自性は大切にしつつ、教育課程全体のバランスを考慮し、必修・選択など履修方法を加

味し調整を図った。 
 
一般教養的授業科目の編成における「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」するための配慮の適切性 

〔現状説明〕 
本学部における一般教養的授業科目に相当するのは、「一般教養科目」である。本学部の「一般教

養科目」は、「幅広い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養」することを目的に編成

されている。 
 まず、科目数でみると、「看護学修原論」では 9科目 9単位、「外国語」では 5科目 7単位、「教養
科目」24科目 32単位、合計 38科目(48単位)を設定している。本学部の教育課程は、「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」するための科目は、教育課程全体として大変重視し

ている。 

さらに、教養科目の多くは、選択(含選択必修)科目とし、配当年次を 1年次～4年次に設定してい
る。これは、学生に履修選択の幅を広げ自由度を提供することを意図したもので、まさに総合大学の

学部教育でこそ可能な教育課程といえる。 
 
〔点検・評価〕 
本学の教育課程の特徴は、総合大学の利点を生かし、他学部における教養科目、専門科目を看護学

部共通科目として設定し、学際的分野に立ち向かえる幅広い知識の修得が可能となるカリキュラムの

編成となっている。また、他学部の学生との共同授業は、学部間の交流を促進する上でも有効である。

このように、学生にとって配慮されたカリキュラムであるが、設置時の意図が現実に生かしきれてい

ないという問題も抱えている。具体的には、一般教養科目の履修時期の自由度が高いが、実際的には

1年次に開講せざるを得ない、多くの科目設定をしても履修者がいないために未開講となる科目も少
なくないなどである。 

 
〔改善方策〕 
上述の問題点は、新カリキュラムにおいて以下の通り改善した。 
まず、区分を「一般教養科目」から「人としての教養」に改め、「人間の理解」、「生活文化」、「言
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語」に改変した。また、教育目標から見て必要性の低い科目や履修者が少なく未開講の科目等を整理

し、人間理解に必要な心理学や看護における教育的機能を果たすために欠かせない科目など、教育目

標に照らして必要性の高い科目を設定した。たとえば、ケアサービスの提供者には、健康を軸に人々

の QOL向上を目指した取り組みが重要であり、そのためには、文化への理解を深めることが大切で
ある。旧カリキュラムの情報に特化した「情報文化論」を、広く文化を学ばせる意味から「文化論」

に改変した。外国語は、旧カリキュラムでは英語、独語、仏語と欧米の言語を設定していたが、新カ

リキュラムでは「中国語」を新設した。また、全ての教科目の学修内容の理解、文献学修、レポート

作成、人間関係の形成、看護実践の展開、看護研究等において日本語を正しく理解できる能力が不可

欠であることを考慮した改変を行った。さらに、研究文献の活用や看護研究などでは統計学の知識が

不可欠であるため統計学を新設した。 
 
外国語科目の編成における学部・学科等の理念・目的の実現への配慮と「国際化等の進展に適切に対応

するため、外国語能力の育成」のための措置の適切性 

〔現状説明〕 
 学部の教育目標に「国際的視野を持って活動できる能力」の育成をあげているが、本学部では語学

能力の育成に合わせて異文化理解にも力を入れ教育している。外国語科目には、英語と看護英語を置

き、必修 5 単位、選択 2 単位設定している。英語は能力別クラス編成を行っており、学生はレベル
にあった学修ができる。通常、外国語科目に入れているところが多い、「ドイツ語」「フランス語」を

本学部では教養科目に位置づけている。その理由は、語学能力の育成のみならず異国の文化、生活、

モラル・マナーなど、幅広く学べるよう意図したためである。本学には、他学部に外国人教師が多数

いるため、本学部の学生も、ネイティブスピーカーの授業を直接受けることができる。e-ラーニング
を取り入れ、自己学修をサポートするシステム体制を整えている。看護英語についても、看護職の留

学経験者から学ぶことができ、外国語能力の育成、異文化理解のための教育環境は整っている。 
 
〔点検・評価〕 
 語学教育には力を入れて特に欧米の言語を中心に教育しているが、旧カリキュラムにはアジア圏の

言語を育成する科目がない。 

 

〔改善方策〕 
新カリキュラムでは、日本語の正しい表現力を学べる科目と共に、外国語特にアジア圏の言語とし

て「中国語」を取り入れた。平成 21年度の入学生に開講したが、履修者はまだ少なかった。他学部
にはアジア地域ビジネス学科があり、中国からの留学生も多いことから、学生相互のコミュニケーシ

ョンをはかり、国際化の進展に対応できるよう時間割の工夫、履修指導により、履修者が増えるよう

対策していく。 
 
教育課程の開設授業科目、卒業所要総単位に占める専門教育的授業科目・一般教養的授業科目・外国

語科目等の量的配分とその適切性、妥当性 

〔現状説明〕 
開設授業科目、卒業所要総単位に占める専門教育的授業科目・一般教養的授業科目・外国語科目等の

量的配分は、表 3－22に示した。なお、外国語科目は、本学部の場合一般教養科目に含めている。 
本学部の卒業に必要な単位は、126単位(新カリキュラムでは 125単位)である。量的配分は、専門
教育科目、107単位(85％)、一般教養科目 19単位(15％)である。 
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〔点検・評価〕 
全体的にみて、一般教養科目は充実しており、専門教育科目は指定規則を充当しており、専門的知

識・技術の修得が可能である。専門教育科目と一般教養科目(外国語科目を含む)の量的配分について
は、学部での看護学教育なので、大学設置基準と指定規則の両方を充当しなければならないという制

約の中では妥当ではないかと思う。しかし、一般教養科目は、幅広い視野と豊かな感性を磨くことを

目指し、教育課程上は履修時期を 1～4 年と自由に設定されているにもかかわらず、3 年次、4 年次
に専門科目が多く配置されているために、時間割上 1年次に組まざるを得ない。カリキュラム運用上
やむを得ないとはいえ残念でもある。また、本学部の特徴である他学部との連携として、教養科目に

経済学・経営学に関する専門科目が開講されているが、学生の履修者は少ない。専門科目においては、

科目数が多く 1 科目 1 単位として組まれ、学修内容が細分化されるなど内容的にも検討が必要であ
る。 

表 3－22 科目の量的配分 

 
〔改善方策〕 
 全体的には、豊かな人間性を育む科目を精選し、履修時間、履修進度、専門科目とのバランス等に

ついて再検討・再構築していく。具体的には、4年間をとおして教養科目を履修できるよう時間割等
を工夫する。他学部との連携上経営学専門の教科が一般教養科目に設定されているが、学生の受講率

は低いため、教育目標に照らし、科目設定の必要性の有無を再検討する。また、看護職に必要な人格

教育のさらなる充実を図る。専門教育科目は、内容を精選し科目を整理統合する。これらの課題の整

理を新カリキュラムの作成にあたり配慮した。 
 
基礎教育と教養教育の実施・運営のための責任体制の確立とその実践状況 

〔現状説明〕 
本学部において、基礎教育、教養教育について、科目担当教員が授業展開から成績評価に至るまで

計画的、かつ適切に実施されているかは、教学委員会が掌握している。特に、外国語、教養科目の多

くは兼任・非常勤の教員が担当しているため、担当教員との諸連絡、事務的事項等ルーチン化された

ことについては教学課に委ね、担当教員からの学部の教育方針の確認、教育内容、試験等に関するこ

とで教員の対応が必要な場合は教学委員が対応し、必要な案件については委員会で審議し対処してい

る。教学委員会による学生対応が必要な場合もある。 
 
〔点検・評価〕 
「看護学修原論」におかれた科目と専門教育科目の内容との重なりが多く、担当教員も同じである

 一般教養科目 専門教育科目 
19単位(15％) 107単位(85％) 

看護学修原論 4単位 専門基礎科目 34単位(27％) 
教養科目 10単位 看護専門科目 73単位(58％) 

旧カリキュラム 

外国語科目 5単位   
16単位(13％) 109単位(87％) 

人間の理解 4単位 看護の対象の理解 28単位 
生活文化 6単位 看護提供のあり方 67単位 

新カリキュラム 

外国語科目 6単位 看護の統合 14単位 
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ため専門科目の授業での重複は避けられない。制約された期間に重複が多いことは効率的ではない。

さらに、「看護学修原論」を組み入れたことで幅広く人間性を豊かにする科目が相対的に少なくなっ

ていることも配慮しなければならない。他学部の教育を有効に取り入れた事に関しても、実際には時

間割上無理がある、など旧カリキュラムの問題点を改善した新カリキュラムを運用し始めたが、問題

点はまだ見えていない。 
 
〔改善方策〕 
新カリキュラムでは旧カリキュラムの「看護学修原論」を専門科目に包含させ、看護の専門科目の

中で専任教員が基礎教育・導入教育として扱っていた内容を意図的に補う内容とした。経営・情報系

の科目も精選し、教育課程をスリム化し兼任教員の過負担を軽減した。教養科目は、豊かな人間性を

育む科目を新設した。担当は、非常勤教員が中心になるが教学委員会を中心に連携を密にし、学部教

育に対する責任を担う。現在は、旧カリキュラムと新カリキュラムが並行して実施されているため、

利点欠点が見えやすい時期にある。注意して問題把握に努め、必要な改善をタイムリーに行っていく。 
 
カリキュラム編成における、必修・選択の量的配分の適切性、妥当性 

〔現状説明〕 
カリキュラム編成における必修・選択の量的配分であるが、本学部では、必修・選択のうちの選択

科目を自由に選択できる選択科目と、いくつかの授業科目の中から選択して履修しなければならない

選択必修科目の 2つに分けている。科目配分は、必修 93科目(112単位)、選択必修 33科目(40単位)、
選択科目 14科目(16単位)である。科目と単位数からは学生の選択範囲、自由度はきわめて高く設定
されている。教養科目の履修時期は、繰り返しになるが、ほとんどの科目が 1年次～4年次の間に履
修することが可能となっている。専門基礎科目、専門科目は、そのほとんどが必修科目であり、学生

の自由な選択の余地は少ない。 

  
〔点検・評価〕 
本学部の必修、選択(選択必修・選択)の量的配分の特徴は、選択科目が選択必修・選択をあわせ 47
科目 56単位であり、選択科目の多さである。くり返しになるが、一般教養科目は、選択科目数が多
く、履修時期も 1 年次から 4 年次に設定され、本教育課程は学生にとって自由度が高く、大学のカ
リキュラムとしては理想的に思える。しかし、高学年になるほど専門科目が増えるため、履修時期は

制限され、1 年次に履修しておかないとその後の学修に支障をきたす。また、60 名という少人数教
育のため、科目数が多くても履修者が少なく未開講科目が出やすいという問題も抱えている。選択科

目は一般教養科目のうち、教養科目がほとんどで、24科目 32単位ある中から卒業要件は、3分の 1
の 11単位以上修得すればよいことになっているため、未開講科目が多くなってしまうことにつなが
っている。一方、専門基礎科目、専門科目では、指定規則をクリアする上での必修科目で占められ余

裕がない。したがって、学生の履修実態から全体的に言えることは、自由度は少なく、カリキュラム

の意図が生かされていないという実状がある。 
また、選択科目を選択必修・選択に 2区分していることは学生には分かりにくかったようである。 

 
〔改善方策〕 
新カリキュラムでは、選択科目の 2区分を廃し、学生に分かりやすいよう必修と選択に改正した。
また、上述の問題を改善するため、一般教養科目の選択科目を精選し整理し、専門科目にも選択科目

を増やすよう改善した。 
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一般教養科目に相当する｢人としての教養｣では、25 科目のうち、必修 8 科目(11 単位)、選択 17
科目(18単位)を設定、履修要件は、必修 8科目 11単位と選択をあわせ 16単位以上とした。専門基
礎、看護専門科目にあたる「看護の対象の理解」、｢看護提供のあり方｣においては、大部分が必修科

目であり、自由度を上げることは難しかったが、社会のニーズと看護の発展に対応する｢看護の統合｣

では、19科目のうち、必修 9科目(9単位)と選択 10科目(11単位)を設定し、必修 9単位と選択 5単
位を合わせ 14単位以上を履修することとしたため、この分野においては、選択の自由度をある程度
確保することができた。 
指定規則の縛りは受けながらも可能な範囲で改善し、必修・選択の量的配分において学部教育らし

さを維持することができたと考え、今後運用により評価し、更なる改善策を講じていきたい。 
 
2)カリキュラムにおける高・大の接続 

学生が後期中等教育から高等教育へ円滑に移行するために必要な導入教育の実施状況 

〔現状説明〕 
看護を志す高校生が、看護への興味・関心を抱き、円滑に看護学学修への導入ができるよう、高校

生に関心の持てそうなテーマを設定し、要請に応じて出前講義を実施している。オープンキャンパス

においても、看護学の諸領域で演習の一部を体験する機会を作っている。また、入学生が看護学を主

体的に学べるよう、入学当初のガイダンスにおいて学修動機が高まるよう方向付けを行っている。さ

らに、1 年次前期に本学部教育の特徴である看護学修原論を、もうひとつの特徴である情報教育を、
一般教養科目では「コンピュータリテラシⅠ」、専門科目では「看護情報学Ⅰ」をともに 1年次前期
から取り入れ、本学部生として学ぶ自覚が早期にもてるよう配慮している。加えて、チューター教員

グループは、入学直後に 1 年生から 4 年生まで学年を超えて集まる機会を設定し、互いの自己紹介
から上級生のフランクな大学生活の紹介等の情報提供がある。新入生の緊張がほぐれ、大学生活にな

じむきっかけ作りになっている。その後、個人面接も行われ、学生が早く大学生活に溶け込み、学修

がスムーズに進められる状況作りを行っている。 
 
〔点検・評価〕 
後期中等教育から、出前講義、看護体験、学部入学当初のガイダンス、チューター面接、先輩との

交流等は、本学部で学修する動機付けとなり、高校生の時とは異なる授業時間、教室環境、与えられ

る授業から主体的学修への移行にも見通しが持てるなど高等教育への円滑な移行に有効に作用して

いると思われる。 
開講科目も、学部の特色を持つ科目を 1年次前期に開始していることは、本学部の特性を理解し、
学部生としての自覚を持たせる意味からも意義がある。 
 
〔改善方策〕 
これまでに行っている高等教育へのスムーズな移行の助成に関することは継続させるが、新カリキ

ュラムでは、諸般の事情で看護学修原論は削除した。しかし、看護学への早期導入というカリキュラ

ムの精神は生かしている。具体的には、1年次前期から「看護学概論」2単位の中で内容的に可能な
限りカバーする、基礎看護学実習の一部を 5月にアーリー・エクスポージャーとして臨床での体験を
組み入れるなどである。新カリキュラムにおいても、教育課程、ならびにその運用面で、看護学への

興味・関心がより高まるような科目配列の工夫や、授業内容を整理統合して不必要な重複を避けるよ

う調整した。 
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3)カリキュラムと国家試験 

国家試験につながりのあるカリキュラムを持つ学部・学科における、カリキュラム編成の適切性 

〔現状説明〕 
国家試験につながるカリキュラム編成は、本学部では、大学教育として保健師、看護師の養成を行

っているので、指定規則ならびに大学設置基準に基づく編成がなされ基準は満たしている。専門科目

に関しては、本学部カリキュラムの特徴の 1つである看護管理・看護情報系の教科目を除き、科目名
も単位数も指定規則と同じである。基礎専門科目では、医学・薬理学・栄養学などどの大学でもおい

ている科目のほか、「関連職種連携論」「医用福祉機器論Ⅰ・Ⅱ」「保健福祉行政論Ⅰ・Ⅱ」「保健

疫学Ⅰ・Ⅱ」「社会福祉行政論Ⅰ・Ⅱ」「医療管理学Ⅰ・Ⅱ」「同演習Ⅰ・Ⅱ」「医療情報学Ⅰ・Ⅱ」

「同演習Ⅰ・Ⅱ」など、最近あるいは将来に向けて重要性が増しているチーム医療、高度医療への対

応、保健・社会保障・制度、医療情報といった問題への対応には有利なカリキュラムになっている。

一般教養科目は、全体的に学問領域、科目数ともに非常に豊富な設定になっているため、全体的には

国家試験に関連するカリキュラム編成の適切性は保たれているといえる。しかし、問題点もある。本

学部は、独自の実習施設をもたないため、学部創設時に実習場確保のうえから臨地実習を 4年次に設
定したため、4月から夏休みを挟み 11月末まで継続する。選択履修者には、「看護研究」や「養護教
諭課程」が同時進行となる。このような状況から、4年次の学修量は極めて多く、国家試験対策には
厳しいカリキュラム編成である。 
カリキュラムには載せていないが、国家試験に向けた補習授業・対策は、学内教員および学外者が

希望する学生に実施している。 
なお、本学部では、選択制で養護教諭の養成も行っている。これまで養護教諭について 3章ではあ
まり触れてこなかったが、平成 20年度本学部の養護教諭課程教育に関する諸事項について運営につ
いての検討を行い、選考その他責任を持って厳正かつ公平に対処している。 
 

〔点検・評価〕 
臨地実習が 4年次に偏向していることを除けば国家試験関連のカリキュラムは問題がない。上述の
ごとく手厚く配慮されている面もある。見方にもよるが、4年次の臨地実習での学びが国家試験対策
に結びつくよう学修されていれば、本学部のカリキュラムは優位に働く。しかし、現実の学生は、あ

たふたと実習に追われる日々を過ごし、終わってから改めて国家試験対策をはじめるというケースが

実際には多い。そのような学生にはきわめて厳しいカリキュラムである。第Ⅰ期生は、残念ながら合

格率 89.70%と全国平均をやや下まわったが、第Ⅱ期生は、看護師・保健師とも合格率 100％という
結果を得ることが出来た。勝因分析までは行えていないが、学生の努力の成果は確実であり評価した

い。 
 
〔改善方策〕 
国家試験に関連するカリキュラムのうち、最大の問題は、臨地実習が 4年次に偏向していることで
あるが、この件については新カリキュラムで既に改善した。しかし、旧カリキュラムで学修し国家試

験を受験する学生がまだ 2学年在学している。カリキュラム上の問題点を現実に受け止め、そのデメ
リットをどのようにすれば減少させることが可能か、あるいはメリットに転じられることは何かを考

えるしか対策はない。実現可能な対策としては、カリキュラム上の問題点を学生に強調しない、4年
次の臨地実習が国家試験に生かされるよう指導を工夫する、学生の学修状況等に関して臨地実習指導

の教員とチューター間で情報交換を密に行い指導の連携をはかる。また、国家試験は 4年間の学修の
積み重ねが問われるので、学年の早い時期から国家試験のことも意識し、長期的な対策が取れるよう
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指導する、などが考えられるが、教員の思考の柔軟性と創造力が対策に影響することを意識して取り

組む必要がある。 
 

4)医・歯・薬学系のカリキュラムにおける臨床実習 

医・歯・薬学系のカリキュラムにおける、臨床実習の位置づけとその適切性 

〔現状説明〕 
本学部の臨地実習は、その目的を「生命の尊厳を基盤とした豊かな人間性を培い、看護専門職とし

て必要な科学的根拠に基づいた既習の知識・技術を統合し、実践現場で活動する過程をとおして人々

の健康に寄与できる看護実践能力を養う」としている。 
本学部の教育課程における臨地実習の位置づけは、実習科目だけを独立させて設定しているのでは

なく、基礎看護、成人看護、老年看護など各看護学の領域区分の中に位置づけている。しかし、実習

全体を包含した実習目的・目標は、学部の理念・目的・目標を基に設定しており、それを踏まえて、

各看護学の領域区分ごとの実習目的・目標を掲げている。したがって、実習要項は、全ての実習に共

通する「看護学実習共通要項」と領域ごとの実習要項を冊子にし使用している。共通要項には、学部

の理念・目的、目標、実習科目一覧および実施時期、試験・成績評価・単位の授与、臨地実習に臨む

際の基本的注意事項、健康管理・安全確保・事故時の対応等全ての実習に必要な基本的事項を掲載し

ている。この要項をもとに具体的なガイダンス、オリエンテーションを行い実習に入る。 
実習時期は、1年次に「基礎看護学実習Ⅰ」で対象とのコミュニケーションを中心とした実習を行
い、2 年次は、「基礎看護学実習Ⅱ」で看護の場、対象の生活実態、基礎看護技術の適用、看護の方
法論を活用し実際に看護援助の体験をする。3年次後期から 4年次にかけ「地域看護学実習」を除く
領域別の実習がローテーションに従って展開される。「地域看護学実習」は、領域別実習終了後 10・
11月に行っている。 
各実習は、1グループ 4名～6名で編成している。実習指導体制は、各グループに 1名の教員を配
置し、各実習施設の臨地実習指導者と担当教員が連携し、実習指導に当たっている。実習施設数が多

く教員数が不足しているため、一部非常勤教員に指導を委ねている。1年次の「基礎看護学実習Ⅰ」
と 2年次の「基礎看護学実習Ⅱ」については、基礎看護学領域の教員と他領域の教員も指導を担当す
る。また、臨地の指導者と教員が連携を図り、指導力の向上を目的に、毎年「臨地実習指導者交流会」

を開催している。毎回主テーマを決めグループワークなども行い、その成果を指導に役立てている。 
実習に伴う安全管理・事故時の対応については、感染予防、対象者の安全確保、事故発生時の対応、

万一事故が発生した場合の保険制度として、日本看護学校協議会共済制度「Will」に加入し、フロー
を整備し万一事故に遭遇した場合の対応がスムーズに運べるよう対策している。今回の新型インフル

エンザ感染予防対策も直ちに文章として整備し、学生に周知、実行させている。 
実習施設は、病院 19ヶ所、訪問看護ステーション 7ヶ所、地域看護学実習では保健福祉事務所を
はじめ 14ヶ所である。実習施設の所在は、県内を中心に一部隣接県にある病院である。施設のほと
んどは大学から遠距離にあり、特に、地域看護学の実習施設は、郡部の不便な場所が多い。実習場へ

の往復に公共交通機関が利用できる施設は少ない。一部大学の車・バスでの送迎を行うが、他は自家

用車に数名の学生が乗り合わせるなどの手段を講じている。  
 
〔点検・評価〕 
看護学実習が各領域内に位置づけられていることは、講義・演習・実習との関連性が明確で学生に

は理解しやすい。しかし、「基礎看護学実習」と「地域看護学実習」を除き、集中実習となる。ロー

テーションを組み実習が展開されるため、学生により学ぶ順序が異なる。学修の難易度の面から順序
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性を考慮すると適切とはいえない。また、1つの実習が終了すると、振り返りや予習のゆとりすらな
く次の実習が開始される。この循環が数ヶ月にわたり繰り返されるため、臨地での貴重な体験を理論

と照合させ、学びを深める機会が失われやすい。実習目的である「…科学的根拠に基づいた既習知識・

技術を統合し、…看護実践能力」の育成の面からも非常に残念である。また、領域ごとに、教員の指

導体制が固定されるため、他領域での学生の伸長状況が見えにくく、学生把握に時間がかかる。 
多くの実習施設で実習を行うことは、様々な保健医療福祉の実態を学修する機会ともなりメリット

はある。しかし、クール毎に実習場所を変えざるを得ない学生のストレスは計り知れず、軽減対策が

必要である。また、実習施設数が多い上受け入れも不安定で、実習施設確保には毎年苦慮している。

これは、メインとなる実習施設がないことに起因する。また、実習施設が大学から遠距離のうえ、交

通機関も不便なため、学生が自家用車で往復せざるを得ない。実習中は睡眠時間が少なく、疲労も重

なっている状況を考えると事故の危険性もある。 
以上のような臨地実習に伴う諸問題は、本学に限らず多くの大学が共通的に抱える看護教育上の大

きな課題であり、広く根本的な解決が求められていると考える。 
安全対策等については、基本的に必要なことは網羅されていると思う。 
臨地実習指導者と教員側の交流会は、関係性を密接にし、かつ指導力向上の意味からも有意義であ

る。 
実習時期の問題は、学部開設時に実習施設確保の上から 4年次に集中せざるを得なかったが、その
ことによる教育上の問題は現在まで続いている。 
指導体制では、看護教員の異動が多いうえに、常勤教員だけでは指導できる状況にないため非常勤

教員に頼らざるを得ない。新任教員や非常勤が多いことは、教育の継続性を図る上からも問題である。

また、実習施設との人間関係を築く上でも時間を必要とする。このような本学独自の問題も抱えてい

る。看護実践能力の育成強化を標榜している本学部としては、可能なところから解決を図る必要があ

る。 
 
〔改善方策〕 
カリキュラムにおける臨地実習は、本学のように領域内に位置づける場合と、実習独立型があるが、

両者にメリットもデメリットもある。本学では、新カリキュラムでも教員の合意により領域内の位置

づけを踏襲した。領域内の位置づけによるデメリットは指導面でカバーしていく。具体的には、領域

を超えた教員間の情報交換を密にする、臨地実習指導者との交流会を継続発展させる、指導内容の共

有化をはかるなどである。これらについては、すでに努力を始めている。具体的には、平成 20年度、
平成 21年度と講義・演習・実習について「教育内容調査」を実施した。本調査は、実習目的で掲げ
ている「看護実践能力」の育成に関わる教育内容の基本的な情報の共有に役立っている。 
実習が 4年次に集中していることからくる諸問題の解決として、新カリキュラムでは実習時期を学
修の順序性を考慮し、2年次、3年次にも設定し、4年次に偏った負担を改善した。 
メインとなる実習施設の確保については、現在も大学を挙げて取り組み中である。しかし、同系列

に実習施設を持たない学部が近隣に多く存在することから、実現の可能性を予測しにくいが、今後を

通じて努力していく。 
教員の異動に伴う問題も、全国的な傾向ではあるが、落ち着いて教育できる魅力的な環境づくりと、

各教員の教育に対する意識を高めるための努力を続けていくほかはない。 
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5)授業形態と単位の関係 

各授業科目の特徴・内容や履修形態との関係における、その各々の授業科目の単位計算方法の妥当性 

〔現状説明〕 
本学部では、授業科目の特徴・内容や履修形態により単位換算方法が異なる例は少ない。教養科目

と専門科目のごく一部の講義科目を除き、講義・演習科目のほとんどは 1単位 30時間、実習科目は、
1 単位 45 時間に設定されている。教育課程全体(必修・選択)の単位数は 179 単位であるが、時間数
に換算すると 4950時間になる。時間割作成上は、年間 1200時間組み入れるのが限界であるが、時
間数が多いため 6時限目まで設定しないと時間割の作成は難しい。1単位 30時間の場合、講義と演
習を含む科目は授業展開しやすい。学生も講義だけでなく、演習等を取り入れることにより、知識の

理解が深まり学修効果をあげやすい。しかし、純粋の講義科目の中で 1単位 30時間の必要はない科
目があり、過密カリキュラムにつながり、時間割表の作成を難しくし、また未開講科目を生むことに

つながっている。 
 

〔点検・評価〕 
過密カリキュラムを改善し、学修者の自主的な学修時間を確保する上からも、授業科目の特徴・内

容や履修形態により単位換算方法の再検討が必要である。 
基本的には、一般的な講義中心科目は 1単位 15時間、講義・演習課目は 1単位 30時間、実習科
目は 1単位 45時間を基本とすることが望ましい。 
 
〔改善方策〕 
 上述の問題を改善することを目的に、新カリキュラムでは授業科目の特徴・内容や履修形態により

単位計算方法を再検討するとともに、科目の精選、教育内容の整備を行い、カリキュラムのスリム化

を図った。結果として、旧カリキュラムでは、計 93科目、179単位、4950時間であったが、新カリ
キュラムでは、計 123科目、153単位、3603時間となった。 
 
6)単位互換、単位認定等 

国内外の大学等での学修の単位認定や入学前の既修得単位認定の適切性(大学設置基準第28条第2項、

第 29 条) 

〔現状説明〕 
他大学等での学修の単位認定や入学前の既取得単位の認定に関しては、学則に、他学部における授

業科目の履修に関すること(第 30条)、他大学等における授業科目の履修等の取扱い(第 31条)、大学
以外の教育施設等における学修の取扱(第 32条)、入学前の既得単位等の取り扱い(第 33条)として定
めている。しかし、学生に注意を喚起し、これらの制度を積極的に活用するような方策は取られてい

なかった。 
 
〔点検・評価〕 
他大学等での学修の単位認定や入学前の既修得単位の認定に関し、学則では、時代を考慮した内容

が定められている。しかし、単位互換制度の取り決めがないため、教育の効率的運営や多様な教育機

会が確保できない。 

また、「履修要項・学生便覧」にも学則第 30条～33条に関する内容は、全く触れていない状態で
あった。 
 



- 93 - 

〔改善方策〕 
入学前に他大学または短期大学等において取得した単位の認定は、多様な経験をもつ入学者に対応

できるだけでなく、高校からストレートに進学する学生にとってもよい影響を与える。したがって、

学生が学則を運用しやすいよう配慮するため、平成 21年度から「履修要項・学生便覧」に学則第 30
条「他学部の科目履修」、学則第 31 条「他大学での履修等の扱い」、学則第 32 条「大学以外の教育
施設等における学修等の取扱い」、学則第 33 条「入学前の既修得単位等」について掲載し、入学時
のガイダンスで指導を行った。現在までのところ、既取得単位認定の申請はない。  
 
7)開設授業科目における専・兼比率等 

全授業科目中、専任教員が担当する授業科目とその割合 

〔現状説明〕 
 本学部において、全授業科目中、専任教員が担当する授業科目は、表 3－23(旧カリ)の通りである。
一般教養科目に専任教員の担当科目が 9 科目あるのは、看護学修原論の 9 科目を看護の専任教員が
担当しているためである。また、専門基礎科目 16科目を専任教員が担当しているが、それは、本学
部で特徴としている医療管理・医療情報系の科目を担当する看護系以外の専任教員が 2名おり、社会
福祉行政論等の科目担当なども行っていること、また、「医用福祉機器論」などの科目を看護の専任

教員が担当していることなどによる。全科目に占める専任教員の担当割合は、年度により開講科目も

担当も異なるため言及するのが難しい。つまり、母数を定めるのが難しい。また、本学の専任教員が

担当する授業科目の割合が標準的に見て適切か否かは、判断基準をどこにおくかで違いがあるため判

断しにくいように思う。 
しかし、本学部の専任教員の専門科目の担当に関して現状から言えることは、各専門領域で教員の

充足状況が年度により異なり、非常に流動的である。専門科目の専任教員の異動が多い上、実習が 4
年次に集中し、実習場も分散しており、交通機関も整っていない、また、実習と授業が併行して進行

する期間が長く、多くの教員が臨地実習指導と授業とを同時に担当せざるを得ないなど、専任教員が

過負担な状況の中で教育を行っていることが実状として言える。 
 

表 3－23 専任教員が担当する授業科目の割合 (旧カリキュラム) 
区分 専任教員担当科目 兼担教員担当科目 兼任教員担当科目 

一般教養科目 9科目 24科目 6科目 
専門基礎科目 16科目 0科目 22科目 
看護専門科目 63科目 1科目 0科目 

 
〔点検・評価〕 
 本学部は、開設後 6年目であるが、開学当初から看護専門科目の担当教員の異動が多かった。仮に
看護教育に通じた教員であったとしても、本学の教育に慣れるまでに時間を必要する。教員が学生把

握を適切に行い、本学の学生にふさわしい教育を、予測性をもって行うことが望ましいが、教員の交

代はそれらを難しくしている。 
なお、本学部には、看護系以外の専任教員が 2名含まれているが、学生にとっても教員チームにと
っても良い影響を与えており、本学の特徴であり強みの 1つと言える。  
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〔改善方策〕 
教育は、教育成果を確認しながら次の教育計画に生かすことにより改善を図ることができる。まず、

職場の教育・研究環境を整え、学部の専任教員が落ち着いて教育・研究活動に携わることが出来るよ

うにすることが先決である。専任教員それぞれが各人の個性・能力を尊重し合い、責任範囲を明確に

するとともに、FD研修を活発に継続させ、共に成長し合う職場作りを続けていく。 
新カリキュラムにおける専任教員の授業担当科目は、表 3－24に示した。平成 21年度入学生から
の適用であるが、効率的に学べるよう科目を整理し重複を少なくした。全科目に占める専任教員の担

当科目割合は、概算であるが旧カリキュラムに比し改善されている。1年次における看護の対象の理
解では、疾病論、病態論を学ぶため医系教員の支援が必要である。 

 
表 3－24 専任教員が担当する授業科目の割合 (新カリキュラム、予定を含む) 

区       分 専任教員科目 兼担教員担当科目 非常勤教員科目 
人としての教養 6科目 16科目 3科目 
看護の対象の理解 14科目 0科目 15科目 
看護提供のあり方 50科目 0科目 0科目 
看護の統合 19科目 0科目 0科目 

 
兼任教員等の教育課程への関与の状況 

〔現状説明〕 
 兼任教員には、前項表 3－23 のように教養科目の多くを担当してもらっている。兼任教員は、ビ
ジネス情報学部、経営情報学部所属の教員である。経営情報学部は、看護学部と同じ敷地内にあるが、

ビジネス情報学部は、伊勢崎キャンパスにあり距離的に離れている。連絡用バスが運行されているが、

授業時間以外の学生対応には限界がある。兼任教員の授業担当は、所属する学部の授業担当、学部運

営業務等を調整し担当してもらっているが、時間割編成上の調整が難しいケースもある。他学部の授

業担当や時間割、その他の業務の調整をお願いしながら本学部の教育を成立させている。 
 
〔点検・評価〕 
 他学部の教員による科目担当は、学生が専門教育の担当教員とは別の観点や価値観など新しい刺激

を受けることに繋がり、学生にとっては貴重な学びの機会となる。しかし、キャンパスが遠いことに

よる教員の移動は負担が大きい。時間割作成上のロスもある。また、学生がタイムリーに質問する機

会を失う、コミュニケーションの機会が限られるなどの問題も抱えることになる。また、本学部の専

任教員の入れ替えが頻繁なため、兼任教員との連携が不十分になりやすい。 
 
〔改善方策〕 
キャンパスが分散しているための移動のロスは本学に限ったことではない。本学における他の 2
学部は本学部より歴史が長く、諸側面で協力・支援体制をとってもらいやすい。たとえば、毎月 3
学部の教学連絡会議があり、学部間の連携は取れており、教学課との協力関係も良好である。今後も

それらを維持・発展させていく。また、平成 21年度から、全学合同ピアレビューを実施しているた
め、教育問題について共通理解が増えている。今後は、さらに全学合同で教育問題を考える機会が増

えることが予測され、他学部の兼任教員の理解・協力はさらに得やすくなると考えている。 
 



- 95 - 

(2)教育方法等 

1)教育効果の測定 

教育上の効果を測定するための方法の有効性 

〔現状説明〕 
本学部における教育上の効果を測定するための方法は、まず、各セメスター終了時に定期試験を実

施し、その結果で効果を確認している。定期試験内容・方法ならびに採点方法は、科目担当者に任か

されている。測定方法の有効性は、授業内容と密接に関係し、科目担当教員の目的意識と方法による

ため、一般論では検証しにくい。大切なことは、科目の到達目標に照らして、学生が何をどこまで学

べたかを、できるだけ多面的に測定できる問題の作成と試験方法を考える必要がある。 
本学部の場合、演習・実習を含め専門科目については、専門領域の教員が評価についても相互に意

見交換を行い、できるだけ多面的で精度の高い試験を行うよう努力している。しかし、その他の科目

については、担当教員が判断し教育効果の測定方法が考えている。教育効果の測定は、定期試験 1
回だけの成績では学生の能力を正確に把握することは難しい。ピアレビューにおいて把握されたこと

として、ミニテスト、質問、レポート、技術チェック等教育内容・方法等を考慮し、さまざまな方法

で教育効果を測定している現状が把握された。 
また、本学部では、教育効果の測定方法 1つとも言える全学部的な取り組みとして、P.17「4)臨地
実習の位置づけとその適切性」のところでも触れたが、平成 20 年度、平成 21 年度と講義・演習・
実習について看護実践能力の面から網羅した調査「教育内容調査」を行ったが、この調査は、特定の

教科に限ったものではなく、専任教員が担当する専門科目について項目別到達度レベルの調査であり、

看護実践能力の教育効果を広い見地から測定する方法の 1つと考えることができる。 
 
〔点検・評価〕 
教育効果の測定は、上述のように様々な時期に様々な方法を駆使して行われている。このこと自体

教員が学生の能力を多面的に把握しようとすることの証であると判断できる。教育効果の測定は、次

の教育に反映されてこそ意味がある。個々の教員が、自分の担当科目に生かす努力はできていると思

われるが、組織的にどう整えていくかは、今後さらに具体的な検討を続けていく必要がある。 
 
〔改善方策〕 
 教育効果の測定方法の有効性を検証するためには、測定方法の信頼性・妥当性をまず問われなけれ

ばならない。本学部では、多様な方法で多角的に教育効果の測定が行われ、その結果の活用が行われ

ている。それ自体は、非常に大切なことである。しかし、試験問題等の内容・方法の信頼性・妥当性

が客観的に検証されているとは言い難い。現状説明で触れたが、関連領域の教員が教育内容・方法を

検討・吟味し、到達目標を設定しそれに基づいて教育効果の測定を行っている場合は、ある程度信頼

性・妥当性が保証される可能性がある。しかし、個別の教員の担当科目に関しては主観を排除し得え

ない。このように考えると、本評価視点項目に対する改善方策は、個々の教員も教員グループもとも

に、教育効果測定の方法の客観性・妥当性の確保のための努力を続け、情報開示に努め、改善に向け

た取り組みを続けることが先決である。 
 次に、本学部で行った看護実践能力の面からの調査については、平成 16年看護学教育の在り方に
関する検討会報告「看護実践能力の充実に向けた大学時の到達目標」を基に本学独自の項目を加味し

て作成したものであるため、客観性はある程度保証されている。本学部が次に行うべきことは、同調

査項目を活用し、学生を対象に自己評価させることは必要と考えている。 
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卒業生の進路状況 

〔現状説明〕 
本学部は、平成 19年度、平成 20年度と 2回計 120名の卒業生を社会に送った。卒業生の進路状
況は、表 3－25の通りである。 

 
表 3－25 卒業生の就職状況 

職種 ／ 年度 平成 19年度 平成 20年度 
看護師 48名 60名 
保健師 2名 1名 
養護教諭 1名 1名 
進 学 1名 0名 
その他 6名 0名 
計 58名 62名 

 
 就職活動では、1期生は、先輩から情報を得る状況にはなかったが、2期生は先輩の協力により看
護師・保健師・養護教諭などから情報を得ることが出来た。現在、看護職の就職状況は求人側にとっ

て有利な状況にあるため、求人情報渦の中から、各学生の個性、希望条件等を尊重し、就職先の決定

が出来るよう支援している。就職支援は、就職委員会、キャリアサポート室を核とし、チューター、

実習担当教員、「看護研究」担当教員など学生のニーズを大切にし、教職員が一丸となって相談・支

援にあたっている。 
本学では、看護のゼネラリストの養成を目指していることを考えると、臨床現場への就職者が多か

ったことは望ましい結果である。1期生の看護師の就職先は、東京、神奈川などの大規模病院が多く、
地元への就職者が少なかったのに比べて、2期生は地元への就職者が増加した。特に実習病院への就
職者は、約 25％であった。このことは、学生が実習病院に対して好印象をもてたことや、実習中の
学びや指導に充足感がもてたことのあらわれと見ることができ、教育効果を反映しているといえる。

今後、実習施設に卒業生が定着し、後輩の指導にも活躍してくれる日が待たれるところである。 
一方、保健師、養護教諭の就職先は今年度も狭く、卒業後直ぐに希望が叶えられる状況にはなかっ

た。 
また、大学院への進学者がなかったことは、本学部に大学院がないことが影響しているように思う。 
 

〔点検・評価〕 
 学内の就職支援体制は整っており、臨床現場の情報に詳しい教員が多かったため、それらは就職支

援に役立ったと思う。2期生が 1期生からの情報提供を得ることができたのは非常に有用であった。 
看護師の就職先については学生の希望が叶えられたが、保健師、養護教諭は両職種とも就職先は狭

く、2期生についても学生の希望がすべて叶えられる状況にはなかった。しかし、両職種とも門戸が
狭い状況の中ではよく健闘したと思われる。 
 
〔改善方策〕 
看護師の就職先は、今後も多いことが予測される。それぞれの学生の個性を生かし、将来成長が望

める就職先の選択が出来るよう支援を続けるとともに、実習施設をはじめ地元への就職者が増えるよ

う環境作りをしていく。 
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 保健師、養護教諭などへの就職の難しさは、本学に限ったことではない。本学が地方の小規模校で

あることや、本学部が開設後間もなく先輩たちが少ないことを考えると、今後の努力にかかっている

と言える。2期生が 1期生から自らの就職活動対策の体験談を聞くことは有用であったため、今後も
このような機会を継続的に設ける、保健行政、教育委員会など関連機関・部署に、本学部教育、学生

の特性をアピールするなど可能な対策を一歩ずつ地道に続けていく。 
 大学院等への進学は、卒業後直ぐでなくてよい。在学中から自己のキャリアデザインを描き自己研

鑽を重ねていけるよう支援する。 
 
2)成績評価法 

厳格な成績評価を行う仕組みと成績評価法、成績評価基準の適切性 

〔現状説明〕 
成績評価に関しては、学則第 29条で定めている。また、学則に則り履修要項の第 3章に「試験、成
績評価、単位の授与」を設け、試験(定期試験、追試験、再試験)、単位の授与、成績評価、進級、卒
業要件、卒業時に得られる国家試験受験資格について詳述している。科目ごとの成績評価・基準につ

いては、シラバスに掲載している。出席状況、筆記試験、実技試験、レポート、学修態度等を総合し

評価している。シラバスの評価割合の記述には科目差がある。以上のように、成績評価に関すること

は、学則、履修要項、シラバス等に記述し、学生に周知徹底をはかり、かつ公正に対処している。 
評価の基準は、A(100点～80点)、B(79点～70点)、C(69点～60点)、D(59点以下)の 4段階とし、

A、B、Cを合格、Dを不合格としている。当該授業科目の試験に合格した者には単位を与えている。 
また、成績評価を厳格で教員による評価の差が生じないよう、本学独自の対策として、各教科の試

験問題、評価の基準、成績結果のリスト、試験結果の例(学籍番号、氏名はふせる)を学長あてに提出
し、大学としても成績評価の厳格性を確認するシステムをとっている。 
最終的な成績評価とも言える卒業認定は、学則第 41条に掲げられた条件、すなわち、本学に 4年
または、成績優秀者は 3年以上在学し、所定の授業科目を履修し、126単位以上を修得した者に卒業
認定を行い、第 42条で定める看護学士の学位を授与している。 
 
〔点検・評価〕 
成績評価に関しては、学則に基づき、履修要項に章立てをして詳述し、科目ごとの成績評価の方法・

基準をシラバスに掲載し、それに則って対処している。学生への周知ならびに一斉指導・個別指導を

徹底して行っているほか、厳格な成績評価の推進と教員による評価の誤差が生じないよう全学的に対

策がとられている。しかし、シラバスへの成績に関する記述は一部教員により明確さに欠けるなどの

問題はある。 
以上のことから、成績評価を行う仕組み、成績評価法、成績評価基準は、学部全体としてみると適

切に行われていると考える。 
 
〔改善方策〕 
 成績評価を厳格にする上で、上述した本学独自の成績評価結果の資料を学長に提出するという対策

は、教員の評価への意識を高め、教員による評価の差を少なくする上でも評価できる。また、シラバ

スに詳述し、その通り対処することは、学生に対する公平性・信頼性を維持する上で大切である。今

後は、成績評価資料の開示を個人情報を考慮したうえで積極的に行い、各教員が関連する教科の試験

問題、評価の基準、成績結果のリスト、試験結果の例等を閲覧し、授業計画や成績評価の参考に供す

るようにしていくことが実現可能な改善策として考えられる。全学的な取り組みになるので、教育研
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究センターが主導していくことが望ましい。 

成績評価基準等のシラバスへの記述が不揃いであることに関しては、毎年シラバス作成時サンプル

原稿をつけているが未だに徹底しない。引き続き注意を喚起していく。また、評価基準を精度の高い

ものにしていくために、FD活動を有効に活用していく。 
 
履修科目登録の上限設定等、単位の実質化を図るための措置とその運用の適切性 

〔現状説明〕 
 履修科目登録の上限設定はしていない。しかし、看護教育の場合、必修科目が多いことならびに本

学では教養科目においても 1単位 30時間の科目があるため、時間割上年間取得単位数には限界があ
り、現実的に 50単位を超えることは考えにくい。 
 
〔点検・評価〕 
学生にとって履修登録は、特に 1年次の前期は選択科目が多いため難しい。科目の選択、単位換算
等、個人の希望を聞きながら教学課員、教学委員、チューター教員が相談に乗り、アドバイスを行っ

ている。単位取得に関しては、各学期初めの履修指導の中で行っているが、学生全員にはなかなか徹

底しない。友人や先輩に振り回される、誤報に迷うなどのケースもある。また、自己の学修能力の評

価が高すぎ、実力に見合わない多くの教科を履修した結果、全体的に成績が低迷した学生も出ている。 
 
〔改善方策〕 
学生の履修登録前のガイダンスをさらに徹底するとともに、個別指導、チューターによる指導など

の連携強化、指導内容・方法等の検討を行い、学生の能力に応じた履修科目の登録ができるよう努力

を続けていく。 
 

各年次及び卒業時の学生の質を検証・確保するための方途の適切性 

〔現状説明〕 
学生の質の保証に関しては、本学部では各学年末に進級判定を実施している。進級判定は、基準を

設けそれに基づき教授会で決定している。判定基準は、原則として、その学年に配当されている必修

科目、選択必修科目の全授業科目の単位を修得している者に対して進級を認めている。必修科目、選

択必修科目に未修得科目がある場合は、仮進級、留年について審議し、学生の質の確保に努めている。 

なお、その学年で履修すべき科目単位が取得できなかった場合、次の科目履修に著しく支障をきたす

科目については、学生の質を確保する意味から先修条件を設けている。先修科目は、全て専門科目で

計 56科目になる。これまでに、先修科目をクリアできなかったために次の科目の履修が行うことが
できず結果的に留年になった学生は、学年差はあるが複数いる。そのような学生を機械的に出してい

るというわけではない。再三にわたるきめ細かな個別指導を実施した後再試験を行ってもなおクリア

できなかった学生、という意味である。平成 20年度末の進級判定では、1～3年生に対し、成績評価、
GPAを基に進級判定会議を行い、1年生留年者 1名(基礎看護学不合格)、4年生仮進級者 1名(臨地実
習の一部不合格)を除く全ての学生の進級が承認された。 

4年次後期末には卒業要件、すなわち、4年以上在学し、科目区分毎の必要単位数を修得し、計 126
単位修得した者に卒業認定を行っており、平成 20年度は 4年生全員の卒業が認定された。このよう
な条件で卒業時の学生の質を確保している。 
なお、本学部では、学部の教育を受けた学生達が、卒業時に期待した成長を遂げているかどうかを

全体的に把握し、教育に反映させていく必要があると考え、卒業時の到達目標を検討した。教育理念・
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目的・目標は抽象度が高いため、解釈には幅がある。理念⇒目的⇒目標と徐々に具体化されているた

め、さらに、目標に包含される、あるいは包含させたい内容について共通認識をもつことは学生の成

長を確認する上でも、責任持って学生を社会に送り出すうえでも重要である、と考えたからである。 
作成にあたっては、現在の教育目標を大切にし、時代の変化、看護学教育の進歩･発展の状況、社会

の要請、法改正の意図等を考慮し、目標に包含すべき教育的要素を改めて洗い出し、それらをカテゴ

ライズし、まとまりのある到達目標として表現する。どのような要素がどの到達目標に内包されるの

かを記述しておくことにより、解釈の違いを少なくすることができると考えた。また、全体の到達目

標が共有できれば、各領域では、それを基に、各領域の到達目標を設定できる。それはまた、各科目

の到達目標の設定を方向付けるものでもある。このように考えて「本学部の卒業時の到達目標」を作

成した。これは、平成 21年度、教学委員会が中心となって作成し、教授会の議を経たもので、まだ
使用には至っていない。 
 
〔点検・評価〕 
 看護系大学では、臨地実習があり、患者の命を守るという責任の重さを考えれば、教育の質の確保

は厳格に行う必要がある。国家試験もその意味でクリアしなければならない最低限のハードルである。

このような見地から、先修条件を課している大学は多いと思われる。本学部の場合、先修条件は上述

のようにかなり厳しい。しかし、学生の成長の仕方には個人差がある。線をどの時期にどこまで引く

かは常に吟味する必要がある。本学部の場合、先修条件が多いうえ各年次に進級判定をしているため、

学生にとっては厳しすぎるのではないかと思う反面、めざす職業を考えると質保証上必要であるとの

ジレンマは常に付きまとう。厳しさとともに、途中のハードルを緩和し、成績不振学生への継続指導

を強化し、課題が乗り越えられるよう対策を講じる必要もある。学生を成長する存在と見て信じるこ

と、可能な対策が全て試みられたか否かの視点を常に持つことが教育者には求められる。このような

観点から教育を行い、卒業時は規定に則って判断すれば学生の質の検証・確保に適切性は保たれると

思う。 
 本学部作成の「卒業時の到達目標」は、これを使い学生たちの成長を確認し、教育に責任を持つと

いう意味で大切にしたい。 
 

〔改善方策〕 
 本学部の場合、少数のエリート集団を教育しているわけではない。建学の理念にもあるように、学

びたい意欲を持つ学生に広く門戸を開き、実社会で即戦力となる幅広い職業人の育成をめざしている。

本学部の学生の質の検証・確保の面からは、上述の条件は現実的にみてやはり厳しすぎるため、新カ

リキュラム作成時、先修条件を緩和し 56 科目から 21 科目とした。進級判定も学年ごとに行ってい
たのを、専門科目が本格的になる 2 学年から 3 学年になる時、つまり 2 学年末に行うこととした。
改善した結果はこれから見ていくが、常に学生の状況に合わせ対策を考えていきたい。 
 「卒業時の到達目標」は、活用段階にあるため実行に移してゆきたい。 
 
3)履修指導 

学生に対する履修指導の適切性 

〔現状説明〕 
本学部における履修指導は、教学委員会・教学課で協力して行っている。入学時のガイダンスなら

びに各学期の初めに「履修要項・学生便覧」、「シラバス」の必要箇所を開かせ、注意を喚起しながら

丁寧に指導している。入学生には、特に履修要項を熟読させ、最低 1週間は携帯させている。履修登
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録の際は、登録ミスがないよう、教学課で日程を設定して細かな個別指導を行っている。 
成績不振による学修意欲の低下や、入学後の環境変化により健全な生活が維持できず学修意欲が湧

かない学生も出る。問題を抱えた学生を早く発見し、履修指導に繋げられるようチューターを始め教

員・教学課員が情報交換を行い、個別的な対応が遅れないよう注意している。 
このほか、平成 20年度は、学生の地元に何箇所か場所を設定し、教員が手分けして出向き、希望
する保護者ならびに学部で相談・指導を必要とする保護者に参加を依頼し、履修指導はじめ学修全

般・学生生活面にわたる相談・指導に当たった。平成 21年度は、本学の大学祭に合わせ、全学生の
保護者に参加希望を募り、学部ごとに個別相談室を設け、履修指導を含む学修・大学生活に対する全

体的な相談・指導に当たった。 
 
〔点検・評価〕 
 履修指導において「履修要項・学生便覧」および「シラバス」を有効に活用し、上述のような指導

を行っているが、中には、理解できない学生もいる。チューター制度を活用し、さらなる個別指導が

必要な場合に、教学委員との連携のもとに指導を委ねるケースもある。実習中の履修指導は、実習指

導担当教員との連携のもとで行っている。上述の保護者を含む直接相談・指導は、特に問題を抱えた

学生あるいは保護者には有効であった。 
 
〔改善方策〕 
 履修指導は、履修登録時に行えば済むという問題ではない。意欲的に履修を継続させるには、心身

の健康が欠かせない。特に精神的な問題を抱え、履修を中断してしまいかねない学生については、専

門のカウンセラーが必要なケースもある。学生指導委員会、必要時保護者を含め連携支援を強化する。

食事管理や規則的な生活リズムを整えられないことに起因する体調不良、昼夜逆転により学修生活が

乱れるケースも珍しくない。個人情報の取り扱いに配慮しつつ指導体制をどう整えるかは大きな課題

である。今後は、履修上の問題が生じない予防策と、問題を抱える学生の早期発見と個別指導の強化

を課題としていく。保護者を含む相談・指導は継続していくことが望ましいため、方法等については

状況にあわせて考えていく。 
 
留年者に対する教育上の措置の適切性 

〔現状説明〕 
平成 20年度の留年者は、1年生 1名、2年生 0名、3年生 0名、4年生 1名の計 2名であった(表

3－26)。留年生に対しては、チューターを中心に、学生指導委員会、教学委員会等が互いに連携しつ
つ相談・指導にあたっている。必要時は保護者への連絡、相談等を行う。復学した学生が留年したこ

とで劣等感を抱くようなことがなく、学修や学校生活を継続できるようサポートしている。また、学

生同士の関係性にも注意を払い、クラスメートに馴染めるよう支援している。留年生の中には、チュ

ーターが相談・指導を重ね、自分の望む進路が明確になり、本学の他学部に転部する学生もいる。 
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表 3－26 留年者の数 

 
〔点検・評価〕 
支援体制としては、個別性を尊重しサポーティブな関わりをしている。経済的な問題などでは学生

の抱えている問題がすべて解決可能なわけではなく、限界もある。中には経済的問題で国立の看護系

大学に転学(同学年に)した学生もいる。 
          
〔改善方策〕 
 個々の学生の抱える問題は個別的であるが、類似の問題を抱える学生も多い。学生のプライバシー

に配慮し、チューター同士の連携をはかり、支援の参考にしていく。 
 
4)教育改善への組織的な取り組み 

学生の学修の活性化と教員の教育指導方法の改善を促進するための組織的な取り組み(ファカルティ・デ

ィベロップメント(ＦＤ))およびその有効性 

〔現状説明〕 
学生の学修の活性化と、教員の教育指導方法の改善を促進するための組織的な取り組みとしては、

本学部内に平成 19年度 7月に FD委員会を立ち上げ、直ちに活動を開始した。活動内容は、①教育
の質的向上を目指した研修会と、②授業の質改善に繋がる全学共通の授業評価に関わる学部案の作成

であった。研修会は、委員会発足と同時に教員にアンケート調査を行い、要望の多かった「臨地実習

指導」をメインテーマとし研修会を計 6回実施した。具体的には、学部内全教員を対象とした研修会
4回、助手を対象とした研修会 1回、教職員、学外者を対象とした講演会 1回である。研修会は、回
を重ねるごとにグループワークも活発になり、発表会では各グループの特徴が見られるなど相互に学

び合うことができた。参加者も徐々に増加し、FD活動への関心が少しずつ高まっていった。研修会
終了後は、毎回有意義であったとの声が寄せられた。    
また、平成 19年度後半には、教育研究センターで全学的な FD委員会がセンター教職員と各学部

2名の委員の構成で立ち上がり、学部の FD委員会と全学の FD委員会が並行して活動を開始した。 
本学部内の平成 20 年度の FD活動は、委員会を中心に 19 年度の活動を継続・発展させる方向で
進められ、①授業評価結果の活用、②ピアレビューの企画・実施、③教員研修会の開催に関する活動

の実施である。授業評価は、試行段階を経て、後期から学生用、教員用ともに全学共通の「授業評価

に関するアンケート調査」が本格的に実施され、結果は学部委員会でまとめられた。ピアレビューは、

第 1段階として委員会考案の評価表を使用し領域ごとに実施された(11・12月)。研修会は、「授業の
質を高めるための方法と課題」と題するテーマで平成 21年 3月に実施された。目的・目標は、学生・
教員の授業評価を基に授業における教員に必要な指導技術・態度について考え、課題解決に向けて方

策を検討し、組織としての支援と内容を明らかにすることを目的とし、ⅰ.学生の授業評価内容の共
有、学生・教員の評価から得られた課題に対する授業改善への示唆を得る、ⅱ.授業に必要な教育技
法を理解、ⅲ.教員各人の課題達成に向けての方向性を明らかにする、の 3 点を目標とした。参加者

学  年 平成 16年度 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20 年度 
1年生 1名 0名 1名 1名 1名 
2年生  0名 3名 1名 0名 
3年生   2名 1名 0名 
4年生   0名 0名 1名 
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は前年度よりもさらに増え、半日という限られた時間の中で情報の共有や教育の改善・質の向上に向

けた討論等が行われ意義ある研修会となり、FD活動の重要性の認識を高める上でも効果のある研修
会となった。 
平成 21年度も「授業の質向上のために」というテーマで教員研修会を 3回開催した。授業評価結
果やピアレビューの結果を受けてグループワークを実施した。後期のピアレビューは 12月から 1月
にかけ 4回実施された。また、教授会終了後に、2～3人の教員が自己の研究テーマ・研究活動等に
ついて報告する機会を作り、教育・研究に関する教員相互の理解に役立つ機会を輪番制で実施してい

る。 
平成 21年度は、全学部合同のピアレビューも行われ、前期は各学部 4科目計 12科目、後期は各
学部 1 科目計 3 科目の公開授業があった。特に、後期は、ピアレビュー後に授業検討会を行い、学
部を超えて共通する教育問題について検討することができ非常に有意義であった。 
 
〔点検・評価〕 
 平成 19 年度に発足したばかりの FD 活動であるが、回数を重ねるごとに内容の充実や教員の FD
活動に対する取り組みが前向きになっている。活動の成果が実際の教育内容・方法に生かされてこそ

意味があることを考えると、教員の意識・取り組みの姿勢は重要である。かつ、組織が一丸となって

教育の質向上に向けた協力関係・連帯感が重要であるが、よい方向に向けて動き始めていると見てよ

いと思う。教育の質向上には、PDCA の良質なサイクルが重要であり、教員の頻繁な異動はマイナ
ス要素となる。平成 20年度も教員の異動が多かったことは残念である。教員の定着化をはかり、協
力体制を強固なものとし、共に向上していくことが求められる。 
本学部の活動と並行して行われている全学的な教育討論会、研究会、ピアレビュー、等々教育力向

上、授業改善を目指した積極的な取り組みは非常に有意義である。教育力の向上、授業改善に有効で

あるばかりか、学部を超えて大学人として、広い観点から交流できることは本学全体の教育の質向上

にとって大変貴重である。 
なお、臨地実習の項で述べた臨地実習指導者交流会も教育指導方法の改善を意図したもので、本項

目にも共通する活動として含められると思う。 
本学部では、教育改善への組織的な取り組みをスタートさせたのは他大学に比べ遅かったように思

う。また、学部内のみでなく、学部を超えて学び合う教育研究環境も整いつつあると言えるであろう。 
 
〔改善方策〕 
 本学部の FD活動は、開始してまだ日が浅い。しかし、そこに向けた教員のエネルギーは積極的で
ある。背伸びのしすぎは長続きしない。現在の活動を弱体化させず、継続させることを当面の課題と

していく。 
 
シラバスの作成と活用状況 

〔現状説明〕 

シラバスは、学部開設時から毎年冊子にして発行している。年度初めに教学委員が学年ごとに全体

的な説明を行い、履修登録や学修に役立てられるよう指導している。また、各科目担当教員は、開講

時にシラバスを使用して科目のガイダンスを行っている。学期の途中でもシラバスが日常の学修に活

用できるよう意識づけを行っている。シラバスの掲載内容、形式、体裁は学部内でも年度により異な

り、学部によっても違っていたが、平成 20年度からは全学部共通のフォーマットでシラバスを作成
した。項目は、授業科目名、学年・期別、単位、担当者、授業のねらい・概要、到達目標、授業の進
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め方、授業計画、成績評価の方法、教科書・参考文献、留意事項で構成されている。フォーマットは

決めたものの、記載内容は担当教員によりまだばらつきがみられ、統一性に欠ける面もある。 
 
〔点検・評価〕 
学生にとってシラバスは、学修上の大切な情報源であるが、学生の活用状況にはまだ差が見られる。

また、教員側の問題として、特に専門科目においてシラバス作成後に教員の交替があると、授業内容

の変更が行われることがある。学生の履修登録にマイナスの影響がでないよう配慮する必要がある。

さらに、シラバスの活用が乏しい学生への指導も必要である。 
〔改善方策〕 
 平成 20年度から全学共通のシラバスにしたことにより、他学部の兼担教員、共通科目、転部学生
等も使いやすいものとなりメリットは大きい。シラバスを有効活用していくため、学生の意識づけを

日常の授業においても積極的に行うとともに、教員間で情報を積極的に共有していく。また、教員に

よる記載内容の違いを少なくするために、原稿作成時サンプルを配布しているがさらに注意を喚起し

ていく。 
 
学生による授業評価の活用状況 

〔現状説明〕 
学生による授業評価は、平成 19 年度から全学共通で試行され、平成 20 年度からは、全学で学期
末に「授業評価アンケート調査」を実施している。調査結果は、アンケート結果の全体的なまとめお

よび担当科目の結果が配布されたため、各教員は次年度の教育計画に活用した。平成 21年度からは、
学生による授業評価に加え、教員による授業評価も行った。全学共通の調査結果をより有効に活用し

ていくための検討が進められている。 
上記のほか、個々の教員は必要に応じて適宜授業評価を実施している。たとえば、毎時間授業開始

時にリアクションペーパーを配布し終了時に回収する。学べたこと、わかりにくかったこと、質問等々

自由な内容が書かれているため、次の授業で生かすようにしている。また、小テストを単元ごとに実

施し、単元の到達目標の達成状況や、授業開始時に小テストを行い、予習状況の確認を行ったのち授

業を進めるなどの工夫をしている教員もいる。これらを学生の授業評価結果と照合し授業効果を確認

している。 
 
〔点検・評価〕 
 全学で行っている定期的な授業評価や、教員が個別に必要に応じて行う評価は、授業改善、教育力

向上のために重要である。個人的に行っている授業評価は、学生から寄せられたことに教員がタイム

リーに応えることができ、相互の関係作りや信頼を深めることに繋がっている。授業評価表、リアク

ションペーパー、小テストなどに対して、学生からの負担感はこれまで聞かれていない。 
全学で行う授業評価の結果は、個人、領域ごとに活用することはできているが、広くデータを開示

し、教員間で授業改善に向けて検討会を行うまでには至っていない。 
 
〔改善方策〕 
平成 20年度から完全実施されている学生による授業評価と、各教員による授業評価の両方につい
て活用方法の検討を急がなければならない。今後の課題は、開示の範囲、方法、活用方法についてで

ある。 
教員が、個々に行っている授業評価については、記名式のものが多いため、必ずしも学生の声が正
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確に反映されているとはいえない。しかし、個人で行うメリットもあり、様々な方法・規模で学生の

声を受け止め、授業改善に繋げていくことは大切であり今後も継続していく。 
 
卒業生に対し、在学時の教育内容・方法を評価させる仕組みの導入状況 

〔現状説明〕 
 本学部では、一期生、二期生を輩出したばかりである。卒業生の在学時の教育内容・方法を評価さ

せる仕組みは現在整えている段階にある。教育研究センターにより、平成 21年度全学部の卒業生を
対象とした満足度調査(教育内容・方法等を含む広範囲な内容)が行われたが、残念なことに看護学部
の卒業生からの回答はごく少数しか得られず、卒業生の声を代表しているとは言い難かった。一、二

期生とも卒業後日常業務に追われ、まだ調査に協力するゆとりが持てないでいることも考えられる。

全学部卒業生を対象にした在学中の満足度調査は、調査内容の再検討が行われ、今後も継続していく

ことになっている。 
 
〔点検・評価〕 
 教育研究センターで行っている卒業生の満足度調査は、教育内容・方法に限定したものではなく、

学生生活全般にわたるものなので、本学部としては、学部独自の調査を考える前に、全学部卒業生を

対象とした調査への回答率を上げるための対策が当面の課題である。 
 
〔改善方策〕 
 平成 21年度に三期生が卒業式を迎える。その際卒業後の調査への協力を依頼しておくことが当面
の対策としては可能である。 
 
教育評価の結果を教育改善に直結させるシステムの確立状況とその運用の適切性 

〔現状説明〕 
 教育研究センターを中心に、全学的に教育評価の結果を教育改善に直結させるシステム整備が行わ

れてきた。平成 20年度後期からは、学生・教員両者による授業評価のアンケート調査が本格的に実
施され、全学共通部分の集計結果が学部に返却された。学部内 FD委員会では、さらに分析・検討を
加え、その結果を学部内 FD研修会で報告し、教員間で意見交換を行い教育内容の改善につなげた。 
 
〔点検・評価〕 
本学には、教育研究センターがあり、センターが中心となり教育評価についても各学部の特色を生

かしつつ、全学的な統一性を図りシステムを整えてきた。まだ、システムが整ったばかりであり、今

後このシステムを軸に学部内の FD 活動と連動させながら教育改善を継続させていかなければなら
ない。 
 
〔改善方策〕 
平成 20年度から全学的にも、学部内でもシステムが整ってきたため、今後は、評価結果をさらに
詳細に分析・検討し、個人の教育改善に役立てることはもちろん、学部内ピアレビューや全学合同ピ

アレビュー、FD活動等に活かしていくとともに、必要に応じてアンケート内容をより信頼性・妥当
性の高いものにしていく。 
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5)授業形態と授業方法の関係 

授業形態と授業方法の適切性、妥当性とその教育指導上の有効性 

〔現状説明〕 
 授業形態、授業方法として、90 分間講義だけというのでは学生の学修動機を持続させることは難
しい。適宜、少人数によるグループワーク、ディベート学修、ビデオ・DVD視聴、ロールプレイ等
を取り入れた授業展開を行っている。看護学は、実践の科学であることから、特に専門科目において

は、知識・理論を実践に結び付けて修得させることが大切であり、授業展開は常に工夫を行っている。

事例提示や演習などを取り入れ、学修内容を具体的にイメージ化できるよう教授している。精選した

視聴覚教材の効果的な活用は学生の反応も良好で非常に有用である。学修を受身ではなく主体的なも

のに変えていくことへの努力を日々重ねながら教育を行っている。 
 
〔点検・評価〕 
本学部は 1 学年 60 名定員であることから、講義・演習ともに教員の目が届き授業を展開し易い。
しかし、教室によっては、多様な授業展開を行う場合、机・椅子が固定式であり、机の幅も狭く、グ

ループワーク、ディベート、ロールプレイ等の展開がしにくく、学修効果をあげにくい。 
 
〔改善方策〕 
 授業形態・方法の多様な取り組みが可能な教室を使用できるよう時間割等を調整する。 
 
多様なメディアを活用した授業の導入状況とその運用の適切性 

〔現状説明〕 
本学部では、各種メディアを活用した授業展開が積極的に行われている。講義、講義・演習の組み

合わせの授業等においてもビデオ、DVD、CD、インターネット、新聞記事等さまざまなメディアの
活用が日常的に行われている。多様なメディアをフル活用することにより、授業に変化をもたせるこ

とができ、学生の理解度も増す。メディア活用への学生の反応は良好である。しかし、一般教室にお

いては、マルチメディアセンター、コンピュータ教室に較べメディア活用の範囲は限られてしまう。 
 
〔点検・評価〕 

IT社会に育った学生に ITを教育の中で有効活用していくことは重要である。特に本学においては
ITスキルを全学部の基本柱としているので、IT教育は重要視している。しかし、ITへの関心は学生
により差があり、IT機器の使用経験にも個人差が大きい。また、IT機器の開発は目覚しく、適切な
時期に新しい機種への更新が必要となるが、経費等の問題もあり常に理想的にいくとは限らない。 

 
〔改善方策〕 
 IT 機器に慣れていない学生に対する指導の強化を図る。現状では、時間割作成時にマルチメディ
アセンター等の使用予定を調査するなどして、時間割を調整しているが、今後は授業でパソコンを使

用する機会が増えることが予想される。適切な時期に新機種への更新を行うとともに、機器の増設等

設備整備面も含め整備していく必要がある。また、授業以外でも学生がパソコンを使用したい時いつ

でも対応できる状況を徐々に整えていく必要がある。大学の財務状況とにらみ合わせながら進めるこ

とが今後の課題である。 
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「遠隔授業」による授業科目を単位認定している大学・学部等における、そうした制度の運用の適切性   

〔現状説明〕 

「遠隔授業」は、養護教諭課程の共通科目において実施している。 
本学は伊勢崎キャンパスと高崎キャンパスがあり、養護教諭課程を選択している学生は両キャンパ

スを移動し授業を受講する必要がある。遠隔授業科目数は、年度によって異なる。機械装置が古くな

っていることもあり、画面の見にくさや、送信教室の限られた範囲しか画面には映らないため、遠隔

授業を受けた学生からは、直接授業に比べると授業評価は概して低い。また、一部の大学で行われて

いる遠隔授業による国内外の関連大学の学生や、医療・福祉現場などとの情報の共有、意見交換など

により有機的に相互学修が実施できる状況にはない。 
 
〔点検・評価〕 
遠隔授業により、学生がキャンパス間を移動する時間のロスを少なくできるため、今後も活用して

いくことになると思う。遠隔授業科目は、遠隔授業だけでなく直接授業を受ける機会も設けている。

本学の遠隔授業は、一方通行の授業展開であり、カメラの死角もある。またシステムの不具合が生じ

ることもある等かなり制約された授業になっている。学生側の評価の低さをどうカバーしていくかを

考える必要がある。 
 
〔改善方策〕 
受講者数が少人数の科目のため、今後も伊勢崎キャンパスと高崎キャンパス間の「遠隔授業」は必

要である。遠隔授業によるマイナス面は、直接授業の際にカバーする、資料等で補えるところは補う

など可能な改善を図っていく。 
 
6)3 年卒業の特例 

4 年未満で卒業もしくは大学院への進学を認めている大学・学部等における、そうした制度の運用の適切

性 

〔現状説明〕 
本学部においては、3年卒業の特例は学則上では可能であるが、実習等の関係で実際には不可能で
ある。 
 
(3)国内外との教育研究交流 

1)国内外との教育研究交流 

国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針の適切性 

〔現状説明〕 
 平成 16 年度は、経営情報学部国際交流委員会と共催でフィンランド セイナヨキ・ポリテクニク
大学の看護学部教授・大学国際関係部長のヘリ・キティノヤ女史を招聘して国際交流学術講演会「北

欧における地域包括ケアと情報ネットワークの活用」を行った。またそれを機に本学部を紹介する英

語版パンフレットを作成した。 
また、平成 17年度は、3学部の国際交流委員会主催でフィンランド セイナヨキ大学より講師を招
聘し、3学部教員を対象に国際オープンセミナーを開催した。  
 一方、平成 19年度からワシントン大学看護学部関連施設への研修を実施している。海外研修のね
らいは、①海外体験を通してアメリカの医療・看護に触れる、②国際的視野を広げる、③自己成長を

促す、以上の 3点である。内容は、ワシントン大学の看護学部関連施設やシアトル市内の保健・医療
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施設の視察を中心に、夏期休暇期間を利用して 6泊 8日の日程で実施した。参加者は、2年生 4名、
3年生 12名、4年生 2名の合計 18名であった。また、2名の教員が引率した．視察は、ワシントン
大学内の施設見学をはじめ UW Medical Center(自由見学)、高齢者施設 3か所、子ども病院、がん
患者や家族のサポートを行う非営利団体が運営する施設であった。また、ワシントン大学看護学部の

教員による講義も聴講した．また、上武大学全学部生を対象としたタイ王国研修(9月 16日～23日 )
に看護学部生で、2年生 5名 1年生 1名が参加した。 
 平成 20年度は、前年に続き米国シアトル・ワシントン大学での海外研修(9月 8日～15日)を実施
した。参加者は、看護学部学生 2年生 9名 3年生 3名で教員 2名が引率した。主な視察先は大学施
設、看護学部、医学部、メディカルセンター、近隣医療施設、高齢者施設であった。ワシントン大学

においては、現地学生との交流会と准教授 Yoriko Kozuki氏の講演と研究紹介が行われた。現在、氏
とは研究協力を視野においた交流が継続している。 
 
〔点検・評価〕 
 平成 16、17 年度は、他学部との共催による教員向けの学術講演会やセミナーの開催であったが、
平成 18、19、20 年度は、学生の海外研修を計画・実施した。海外研修は、1～4 年生の全学年を対
象に募集を行ったが、参加学生は 4年生 2名、3年生 12名、2年生 4名であった．研修プログラム
や研修日程は、対象学年なども考慮する必要がある。また過去 4年間における、教員の海外研修の実
績は 0件であった。 
学生の海外研修実施後は、システム課の協力を得て大学 HPへの掲載や海外研修 DVD作成、オー
プンキャンパスへの協力、大学紀要への報告などの研修成果を公開した。また、学生に対しては、実

施後にアンケートを依頼し、次年度の研修内容に反映できるよう検討している。 
学部の教育目標「国際的な視野をもって活動できる能力を養う」を達成するためには、教員・学生

両者の国際交流活動が必要である。特に教員に対する国際交流に関する情報発信を積極的に行うとと

もに、国際学会等へ出席した教員にも専門分野における研究の動向などの報告会の企画などの検討が

必要である。 
 学生は海外の看護事情を知りそこから国際看護のあり方へと関連付けて学修を拡大させている。海

外研修から帰国後、学生に実施したアンケート結果では、海外研修対する満足度は、「とても満足し

ている」44％、「満足している」55％、不満足 0％であった。参加した学生全員が満足していると回
答した。学生海外研修記録は HPに掲載すると共にDVDを作成し、オープンキャンパス等で展示し
て広報を行っている。 
教員は、引率中は訪問施設の看護教員や学生と交流を深め、また、さまざまな調整作業を通して交

流の場を広げている。しかし、学生・教員共に共同して研究を進めることや単位互換などはできてい

ない。 
 
〔改善方策〕 
学生の海外研修は、平成 21 年度はカリフォルニア大学を中心に実施した。平成 21 年度のカリキ
ュラム改正の中で海外研修プログラムに連携する国際関係論(1 年～4 年前期)を選択科目として設け
た。平成 21年度から始まった新カリキュラムでは、文化論、ドイツ語、英語、看護英語などの文化
論や語学と共に国際看護論、チーム医療論を設定している。これにより国際的な視点を持って活動・

研究できることを教育のねらいとしている。 
また、海外の看護教育者との交流を積極的に推進するために、海外から専門分野の講師を招聘し、

学術講演会あるいはシンポジウムを定期的に開催・継続することで、教員の相互訪問や共同研究がで
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きるような体制づくりについて検討していきたい。 
 
(4)通信制大学等 

1)通信制大学等 

通信制の大学・学部における、実施している教育の内容、方法、単位認定、学位授与の適切性とそ

のための条件整備の適切性 

本項目については、本学部・学科は該当しない。 
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Ⅱ．修士課程・博士課程・専門職学位課程の教育内容・方法 

 

１．大学院経営管理研究科 

 

〔到達目標〕 

 本研究科では会計や経営の専門分野での知識を有し、情報化社会に対応できる専門性を身につけた

人材の育成を目ざしており、これを実現するために留学生や社会人を含めた院生に対し、コース制や

夜間開講制などの教育課程を整備している。経営におけるグローバル化の進展やより高度な専門職を

求める地域ニーズの変化など、大学院を取り巻く環境は著しく変化している。こうした変化に対応し、

教育課程をより効果的な体系に整備していくとともに、絶えず教育効果についての検証を続けること

で、教育の質的水準の向上を図っていく。 
 
(1)教育課程等 

1)大学院研究科の教育課程 

〔現状説明〕 
大学院研究科の教育課程と各大学院研究科の理念・目的並びに学校教育法第 99 条、大学院設置基準第

3条第 1項、同第 4条第 1項との関連 

 本学は、平成 9年 4月に高崎キャンパスに大学院修士課程経営管理研究科(入学定員 10名、収容定
員 20名)を昼夜開講制として開設した。また、平成 19年 4月に東京駅八重洲口に「東京サテライト
大学院」を開設したことにより、本研究科修士課程は入学定員 20 名、収容定員 40 名に拡張した。
本研究科は高崎キャンパスに 4 つのコース(経営管理、会計システム、経営情報システム、流通・経
済の各コース)、東京サテライトに 1つのコース(金融と経営)を置く。より専門性の高い教育を実施し、
社会の発展に即応し得る人材の育成に力を注いでいる。このために必要な教育課程を構築しており、

これは学校教育法第 99条、大学院設置基準第 3条第 1項に基づいている。なお、本研究科には博士
課程がなく大学院設置基準第 4条第 1項には該当しない。 
 

「広い視野に立って清深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に

必要な高度の能力を養う」という修士課程の目的への適合性 

 本研究科は、ビジネス情報学部、経営情報学部を基礎に設立されているが、同時に職場で抱える問

題を学術的な基本に立ち戻って考えてみたいという社会人を積極的に受け入れている。学部からの学

生をより専門的学識を得られるよう指導するための教育課程であるだけではなく、社会人を再教育し、

より高度な専門性を身に付けられるようにしている。院生は、それぞれ専門のコースを学修し、高度

の専門性を養うとともに、他のコースの科目の学修できることで、より広い学識を修得することがで

きる。 
 

「専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事す

るに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養う」という博士課程の目的への適合性 

 本研究科には博士課程が設置されていない。 
 

学部に基礎を置く大学院研究科における教育内容と、当該学部の学士課程における教育内容との関係 

本学のビジネス情報学部、経営情報学部では、広い教養、専門知識を身につけた幅広い職業人の育
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成を図っている。本研究科では両学部に共通な情報技術を活かした経営学領域の学問をより高いレベ

ルで修得させるとともに、洞察力や柔軟な対応力を持ったより専門的な職業人の育成を目指している。

その意味では学部教育の基礎の上に立って、より高度な専門教育を実施している。両学部では経営学、

会計学、経営管理、流通・マーケティング、経済学、さらに情報科学などについて学ぶが、本研究科

ではこれらを基礎に「経営戦略特論」、「経営組織特論」、「財務管理特論」、「財務会計特論」、「租税論

特論」、「経営情報システム特論」、「流通システム特論」、「理論経済学特論」など特論科目として開講

し、より専門知識の学修を進めている。 
本研究科は、人数が少ないこともあって、1研究科としたが、学生の将来の進路、専門性を配慮し、
高崎キャンパスでは当初から 4つのコース制を取り入れている。その内容は次のようになる。 
・「経営管理コース」は、経営管理の基礎理論である「経営管理特論」や「経営組織特論」、また経営

者の職能に応じて「経営管理特論」、「経営戦略特論」、「経営労務特論」、「財務管理特論」、「経営組織

特論」、「経営史特論」、「経営学説史特論」が開講されている。そして、それぞれの科目に対応して演

習Ⅰ、Ⅱ(1 年次、2 年次)を履修する。演習は修論指導を兼ねる。これは、各コースとも同じ履修の
方法になる。 
・「会計システムコース」は会計制度が近年大きく改革されたことに対応して、科目の構成が工夫さ

れている。「財務会計特論」、「制度会計特論」、「租税論特論」が開講され、税理士や公認会計士の

資格取得を目指す院生には、演習において修論指導を兼ねて対応している。 
・「経営情報システムコース」は、情報ネットワークの企業経営に及ぼす影響を考慮しながら、「経営

情報システム特論」、「コンピュータシステム特論」を通して、情報ソフトやビジネス・モデルの開

発について指導している。 
・「流通・経済システムコース」は、流通システム特論やマーケティング特論を通して、流通構造の

変化や発展が流通システムやマーケティング戦略に及ぼす関係を学んでいく。また、このコースに

は、「ミクロ経済学特論」や「理論経済学特論」が開講されており、その他のコースの科目を履修・

学修する際に、経済学の基礎知識が不可欠であり、大きな示唆を与えることになる。 
・東京サテライトには「金融と経営コース」があり、社会人の幅広い問題関心に対応できるように豊

富な授業科目を提供している。「金融科目」では、「金融論」、「ミクロ経済学」、「マクロ経済学」、

「金融工学」、「金融システム論」など。「経営・会計科目」では、「経営基礎」、「会計基礎Ⅰ、Ⅱ」、

「経営史」、「組織の経営学」、「コーポレート・ガバナンス」、「経営財務論」、「ヘルスケアサービス・

マネジメント」、「看護と経営管理」など。「関連科目」では、「国際取引法」、「アジア政策論」、「現

代マスメディア事情」が開講されている。ただ、東京サテライトは主たる対象を社会人としており、

科目としては学部と連動しているものが多いが、必ずしも学部に基礎をおいたカリキュラムを意識

したものとはいえない。 
 
〔点検・評価〕 
 学部に基礎をおいた研究科であり、教育課程はそれを前提に設定されている。同時に、社会人の受

け入れを積極的に進めており、昼夜開講制としている。社会人が受講しやすいように 6・7限を夜間
とし、講義を置いている。社会人学生を多く受入れることで、学部を卒業して入学した院生と、社会

経験を持って入学した院生が同時に授業を受け、互いに刺激し合うことができる。東京サテライトは

社会人を対象にしており、夜間制である。 
 コース制は、学生がそれぞれの専門、指導教員を選び、修士論文を書く上で指導教員が属するコー

ス内の科目を重点的に選択することで、専門性を強化できるなどの効果があるといえる。一方で、他

のコースの科目も自由に選択できる。 
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 問題点としては、看護学部が平成 16 年に開設され、ビジネス情報、経営情報の両学部が平成 19
年 4月に学科が改組されたが、本研究科がそれに対応しきれていないことが挙げられる。それ以前に
はビジネス情報学部はビジネス情報学科 1 学科、経営情報学部は経営情報学科 1 学科だったが、ビ
ジネス情報学部は会計ファイナンス学科、アジア地域ビジネス学科、スポーツマネジメント学科に、

経営情報学科は経営デザイン学科、メディアマネジメント学科に改組された。学科自体はそれぞれの

学部の教育理念、教育目標に基づいて設置されており、内容的には本研究科の教育課程とそれほど異

なってはいない。しかし、スポーツマネジメント学科は経営管理の視点からだけではとらえきれない

専門性を持っている。また、看護学部については、経営管理、情報システムの面では共通するが、医

療機関は同じ経営でも一般企業とは異なる面がある。こうした学部、学科の改組を教育課程にどう取

り入れるかが課題となる。 
 また、東京サテライトについては、多くの教員が学部の専任教員であり、東京との往復に時間的な

ロスが大きい。東京における学問的な拠点であり、本学の情報発信基地としての役割という意義はあ

るが、費用対効果を計ると、存続すべきか判断が難しい。 
 
〔改善方策〕 
 ビジネス情報学部、経営情報学部を基礎にした本研究科としては、両学部の学科構成からみると、

スポーツマネジメント学科の卒業生がスポーツに関係した経営管理を学ぶ体系はまだ作られていな

い。スポーツに関しても将来的にはスポーツの専門科目を取り入れつつ、経営管理という面からスポ

ーツをとらえていけるようにしたい。それによって学部を基礎にした大学院という立場をより明確に

できる。また、看護学部に関しては、平成 22年度から東京サテライトで開講していた看護学部教員
による「看護と経営管理」「ヘルスケアサービス・マネジメント論」が、高崎キャンパスで開講され

る。看護学部の卒業生を看護学の視点から受け入れようという主旨ではないが、経営・情報の 1分野
として医療関係を取り込む意図である。その意味では、看護学部にも少しではあるが基礎を広げる。 
 なお、東京サテライトについては、拠点である高崎キャンパスを強化することを考え平成 21年度
に学生の募集を停止した。 
 
修士課程における教育内容と、博士(後期)課程における教育内容の適切性および両者の関係 

博士課程(一貫性)の教育課程における教育内容の適切性 

博士課程における、入学から学位授与までの教育システム・プロセスの適切性 

専門職学位課程の教育課程と、専門職学位課程制度の目的並びに専門職大学院固有の教育目標との適

合性 

本項目については、本研究科は該当しない。 
 
2)授業形態と単位の関係 

各授業科目の特徴・内容や履修形態との関係における、その各々の授業科目の単位計算方法の妥当性 

〔現状説明〕 
 修士課程の終了要件単位は 30単位である。院生は、入学後修士論文の指導教員を決め、指導教員
の受け持つ特論(前期、後期各 2単位)を受講する。併せて、同じ指導教員による「演習Ⅰ、Ⅱ」(通年
各 4単位)を受講する。従って指導教員の科目を 12単位取得する。これは修士論文の質を高めるため
に、修論に必要な知識を修得するようにすることと、指導教員と院生の関係を密にする狙いがある。

演習以外の科目については，平成 21 年度からセメスター制が導入され、半期 2 単位になったので、
9科目以上を履修する必要がある。従来の通期 4単位に比較すると、院生は、より幅広い科目の選択
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が可能になった。各科目は 90分×15回で、成績評価の一環として、これとは別にレポート提出や期
末試験が実施される。特論では、それぞれの学問分野の考え方を修得させるとともに、国内外の最新

の研究成果などを読ませることによって、構想力や分析力と応用力を伸ばすように指導する。演習で

は、国内外の参考文献の紹介や発表を通して、修士論文作成にむけての指導を行っている。東京サテ

ライトの院生は、指導教員による「特別研究Ⅰ・Ⅱ」(各 4単位)以外は特に指定が無く、各自の学修
目標により選択できるようになっている。 
 
〔点検・評価〕 
 定員 20名の少数であるが、5つのコースを用意し、他のコースに関する専門科目においても自由
に履修できることは評価できよう。実際に東京サテライトの院生が高崎キャンパスの講義を受講して

いるケースもある。特論、演習とも講義形式だけではなく、院生の発表などを交え、活発に進行して

いる。セメスター制は、平成 19 年度にスタートした東京サテライトで採用され、平成 21 年から高
崎キャンパスでも始まった。通期 4単位で固定されるよりも院生の自由度が増し、自分の修論に合わ
せた形での受講がしやすくなったと、院生の評価は高い。広い視野を持った院生を育成するために、

多くの科目を履修させる目的にもかなっている。 
 
〔改善方策〕 
 セメスター制を採用したばかりであるが、今後有効に活用されるかを見守りながら、必要があれば

改善を進める。 
 
3)単位互換、単位認定等 

国内外の大学院等での学修の単位認定や入学前の既習徳単位認定の適切性(大学院設置基準第 15 条) 

〔現状説明〕 
他の大学院を修了して本学の大学院に入学を許可された者は、研究科教員会議において 10単位を
限度に単位の認定が認められる。この際、本研究科の講義との内容の一致を示すために、前大学院で

のシラバスなどが必要である。また、東京サテライトの受講生が高崎キャンパスの開講科目を履修し

たい場合には、その履修を認めることができる。 
 
〔点検・評価〕 
 他大学院を修了した院生に本学の単位認定することは、その院生の修学の幅を広げることができ評

価できる。しかし、修了要件が 30単位と元々少ないことから、上限いっぱいまで単位認定すると他
の院生に比べ、授業を受けなくても修了要件が足りてしまうことが問題である。 
 
〔改善方策〕 
 既に他大学院で学修した内容を本大学院で再度学修しても、本人の知識の向上にはならないことか

ら、他の授業を履修させる意図で行っている制度であるが、単位認定された院生は認定単位を計算し

終了要件としていることがあるようだ。今後は認定単位の上限などを検討する必要がある。 
 
4)社会人学生、外国人留学生等への教育上の配慮 

社会人学生、外国人留学生に対する教育課程編成、教育研究指導への配慮 

〔現状説明〕 
本学では、社会人学生を受け入れるために、前述の通り昼夜開講制を採用している。各特論も 6・
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7限に設け、受講生がいなければ開講しない形にするなど、社会人が受講しやすいように配慮してい
る。また、留学生については、学部から進学してきた者が大半であり、日本語も流ちょうであること

から、特別な配慮はしていない。大学院修士論文中間発表会等における留学生の日本語によるプレゼ

ンテーション力は極めて高い。一方で、研究に打ち込めるように私費外国人留学生については授業料

減免措置を講じている。 
 
〔点検・評価〕 
現状で、授業アンケートなどを通じて院生の声を聞いているが、社会人および留学生から特別な不

満などは出されていない。しかし、留学生が増加している状況からみて、日本語能力を高めつつ、専

門教育を受けさせる教育環境を整備する必要が出てくる可能性はある。 
 
〔改善方策〕 
社会人および留学生が講義を受けやすい教育環境の整備に絶えず心がける。 
 
5)連合大学院の研究課程 

連合大学院における、教育内容の体系性・一貫性を確保するための方途の適切性 

 本項目については、本研究科は該当しない。 
 
6)「連携大学院」の教育課程 

研究所と連携して大学院課程を展開する「連携大学院」における、教育内容の体系性・一貫性を確保する

ための方途の適切性 

 本項目については、本研究科は該当しない。 
 
(2)教育方法等 

1)教育効果の測定 

〔現状説明〕 
教育・研究指導上の効果を測定するための方法の適切性 

 教育効果を測定する方策としては、院生に対する授業アンケートを平成 19年度から各学期末に行
い、FD 担当委員がこのアンケートを集計・分析し、その結果を教員会議に報告している。同時に、
教員アンケートも行い、学生を対象に行ったアンケート結果と教員の判断を比較することも含め、授

業の改善に役立つようにしている。また、教員個人で授業中に独自にアンケート調査などをし、教育

効果を検証している教員もいる。 
 

修士課程、博士課程、専門職学位課程修了者(修業年限満期退学者を含む)の進路状況 

 修士課程の修了者はもともと数が少なく、社会人にはその必要性がなかったこともあって、進路に

ついては指導教員の指導に任されている。学部就職課もかかわっていない。ただ、就職活動を熱心に

したにもかかわらず、就職できなかった院生に対し、就職活動をするためのビザの申請に関し、研究

科長名で推薦状を入国管理局に対し提出している。 
 
〔点検・評価〕 
 各講義の受講生が少ないことや演習ではごく少人数になることなどから、学部で実施していた授業

アンケートを本研究科では実施していなかった。しかし、学生が受講した授業をどう評価しているか
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を調べることで、教員個々の「気づき」を促し、各授業の質の向上に役立ててもらうとともに、学生

の授業参加への意欲を高めることを目的に、実施に踏み切った。学部の授業評価は 20 項目あるが、
より専門的な教育であることを考慮し、本研究科では独自に 12 項目に質問項目を変更した。ただ、
項目の内容としては重なっている部分がある。受講生が 1名の場合も含めて、特論、演習とも対象に
した。ただし、1 名の受講者の場合は、データのばらつきを測定するのに問題があることもあって、
コース別の集計対象からは除いた。結果はコースごとに分析されることから、それぞれのコースで何

が課題かが明らかになる。 
東京サテライトは社会人が大半で、学力にばらつきがあること、教職員に教育に慣れていない講師

がいることなどもあって、理解できていない割合、物足りない割合がやや高い。    
進路指導に関しては、これまでは 20人のうち、半数が東京サテライトの社会人だった。今後は高
崎キャンパスに院生が集中し、学部からの卒業生が増加するとみられることから、進路指導について

の組織的な対応が必要になる可能性が高いが、現状では対応部署がない。 
 
〔改善方策〕 
 授業アンケートの有効な活用を通じ、教育効果の効果測定を研究科として取り組んでいくようにし

たい。「理解できる授業」「社会人の求める授業方式」などについて、個々の教員が自覚するとともに、

教員会議でもこれまで以上に検討が必要になろう。就職指導については、就職課が相談に応じられる

体制をとりたい。 
 
2)成績評価法 

〔現状説明〕 

学生の資質向上の状況を検証する成績評価法の適切性 

 評価については、多くの科目で出席状況、レポートでの評価、割合では少ないが定期試験の実施に

よる評価を行っている。また、授業中における発表の内容、授業への参画の度合いなども考慮してい

る教員が多い。最終評価としては、〔A〕80点以上、〔B〕79～70点、〔C〕69～60点、〔D〕59点以
下を不合格として評価している。また、期末試験未受験者には「E」評価としている。院生の場合に
は、2年次に修士論文の作成に集中するため 1年次に修了要件単位いっぱいまで選択科目を履修する
者が少なくない。出席状況は 1年次に科目をできるだけ多く履修しようとするためか、欠席する者は
少数である。 
 

専門職学位課程における履修科目登録の上限設定とその運用の適切性 

 本項目については、本研究科は該当しない。 
 
〔点検・評価〕 
 院生の出席状況、授業時間内における発表などには、多くの学生は熱心に取り組んでいる。成績評

価についてはレポートや 1回だけの試験で評価するのではなく、出席状況や院生の授業の際の質問や
意見の表明などを参考に入れて、厳格かつ客観的に評価するように教員会議で確認している。 
 
〔改善方策〕 
 学生の資質が向上したかを教員が客観的に把握するよう、絶えず教員会議などで協議していく。 
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3)研究指導等 

〔現状説明〕 
教育課程の展開並びに学位論文の作成等を通じた教育・研究指導の適切性 

 前述のように、本研究科には東京サテライトを含め 5つのコースがある。院生は、入学後、研究テ
ーマに最も適合したコースと指導教員を選ぶ。選択したコースの科目を中心に履修するとともに、修

士論文作成のための指導を 1年次から受ける。2年次はほとんど修論の作成に当たる。論文のテーマ
を 1年次秋には決め、2年次の 11月に全教員、院生が参加して中間発表をする。ここで各教員から
忌憚のない意見が出され、これも踏まえ、指導教員が最終的な指導に当たる。研究テーマに沿った形

で講義を受講し、研究テーマについては指導教員だけでなく、研究科として指導できるようにしてあ

る。 
学生に対する履修指導の適切性 

入学式の後に、学長及び研究科長の訓示や注意事項に続いて、事務担当者から大学の施設、院生用

のロッカーの配分など、研究環境について話す。翌日には全教員が出席し、それぞれの担当する特論

や演習の内容について説明する。合わせて履修の一般的な流れ、履修の仕方などに関する履修指導を

行っている。また、各コースの指導教員による「論文の書き方」を指導する「アカデミック・オリエ

ンテーション」を実施している。このうえで指導教員を選ぶことになる。2年間の集大成として修論
を書くわけだが、論文とはどうあるべきかをまず理解したうえで、本研究科の科目を履修してもらう

ようにする。このように組織的にオリエンテーションを行っている。 
 

指導教員による個別的な研究指導の充実度 

 研究指導は、1年次に「演習Ⅰ」、2年次に「演習Ⅱ」を通じて行う。「演習Ⅰ」では、コースのテ
ーマに沿った、内外の代表的なテキストや論文(日欧)を選んで読み、報告させるなどの指導を中心に
している。また、2 年次(「演習Ⅱ」)では、個別に決めたテーマに従って、参考文献の選び方・その
リストの作成法、論文構成のチェック、中間発表に備えての準備・パワーポイントのスライドの作成

のアドバイス、最終の修士論文あるいは特定課題研究報告書の提出に当たっての注意など、きめ細か

く指導する。 
 
〔点検・評価〕 
 丁寧に全体として履修指導を行ったうえで、院生それぞれの指導教員を本人の希望を重視しながら

決めている。週 1回は 2年間にわたって指導教員が接することで、より密度の濃い指導ができる。2
年次の秋の中間発表で他の教員の批評も出される。客観的な評価が出されることで、院生も指導教員

ももう一度、修論を見直したうえで、最終指導を行う。大きな流れとしての指導は的確に行われてい

る。 
 
〔改善方策〕 
 教員によって修論指導の人数に差がある。担当の院生が一人の教員もいれば、4、5 人いる教員も
いる。人数が多すぎると、的確な指導ができなくなる恐れがある。このため、平成 22年度から修論
だけではなく、特定課題研究報告書を導入する。同じ指導教員のもとにいる院生が、2人から 5人ま
でのグループを作り、同じテーマの課題研究に取り組み、それぞれの担当を分担する。単位は 2単位
だが、修論に代わる卒業要件となる。これにより、教員と院生によるテーマに関する検討、指導を十

分に行えると期待している。 
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4)医学系大学院の教育・研究指導 

医学系大学院における臨床系専攻の学生に対し、病院内外でなされる教育・研究指導とこれを支える人的、

物的体制の充実度 

医学系大学院における臨床系専攻の学生について、臨床研修と研究の両立を確保させるための配慮の状

況とその適切性 

 本項目については、本研究科は該当しない。 

 

5)教育・研究指導の改善への組織的な取り組み 

〔現状説明〕 
教員の教育・研究指導方法の改善を促進するための組織的な取り組み性（ファカルティ・ディベロップメント

（FD））およびその有効 

 本研究科では、これまでも教員と院生との間でフェイス・ツー・フエイスのやりとりの形で授業の

満足度や感想を、反省点などを含めて率直に話し合ってきた。平成 19 年度から大学院における FD
活動が義務化されたことを受けて、FD委員を新たに任命し、教育課程の検討をする教学委員とも連
携し、教育・研究指導の改善に取り組んでいる。まず、公式な調査の一環として院生に対して、平成

19年度から「授業に関する調査」のアンケートを実施するとともに、平成 20年度から教員に対して
も授業アンケート調査に答えてもらうことにした。学部では、従来から授業アンケートを実施してい

たが、研究科では個別の研究指導が多いうえ、人数が少なく、だれが回答したかがわかってしまう恐

れがあるとして、実施していなかった。FD委員がアンケートの項目についても学部の調査項目を参
考にしながらも、独自の項目に変更するなど改善を加え、参加に踏み切った。 
また、教育研究センター主催で平成 19年度以降、学内研究会、教育討論会が年 1回開催されてい
る。本研究科は、平成 20年度の学内研究会から参加し、教員 2名と院生 2名が研究発表をした。院
生は、修士論文のテーマにそって 1年間研究した成果であり、研究途中のものである。まだ、これか
ら研究を重ね、修論として完成させていくものだが、その途中でまとめを発表し、広く批評を仰ぐと

いうことで、院生にとっては極めて有意義な機会になると同時に、指導教員にとっても指導上の参考

になった。平成 21年度は優秀な修士論文を執筆した院生 2名が論文の内容を発表する。学修結果を
より多くの教職員らに公表することで、研究指導の結果を知ってもらう効果がある。 
 

シラバスの作成と活用状況 

 シラバスは、すべての講義、演習について作成され、すべての院生に渡される。シラバスには講義

の内容だけではなく、その講義の到達目標が記されており、教員が講義を通じて伝えたいことが明ら

かになっている。また、評価の基準についても明記されている。シラバスを読むことで、院生は自分

の研究テーマに合った講義を受講することができるとともに、成績の基準についても知ることができ

る。こうしたシラバスの内容については、教学担当委員で協議している。 
 こうした改善を進める組織としては、FD担当者と研究科長が検討を進め、教員会議で議論・検定
する形になっている。 
 

学生による授業評価の活用状況 

 授業アンケートについては、FD委員会が集計・分析し、教員会議で資料を配布し、報告する。結
果については、各教員は自分の授業に対する評価結果と、自分の書いた教員評価との違いを比較して、

次の授業に活かしていくことができる。こうした個人での活用が中心になる。一方で、分析結果がコ

ース別に出されていることから、各コースの教員がコースの問題として取り上げて、議論することが
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望ましいが、教員会議の全体での議論にとどまっている。 
 
〔評価・点検〕 
 院生個々の授業に対する意見を収集する一方、学内研究会や中間発表会を通じて論文を批評し、指

導している点は、評価できる。授業アンケートは教員個人が受け止めて、自分の指導に役立てている

面が強いが、コースや研究科として、教員会議や FD委員会で議論する必要があるだろう。ただ、平
成 21年度で東京サテライトは終了する。 
シラバスについてはおおむね問題はないと思われるが、授業についての説明だけではなく、授業で

何を教えたいかをアピールするようにしたい。 
 
〔改善方策〕 
 院生の中間発表会をよりオープンな形にすることを計画している。中間発表の参加者は、院生と担

当教員に限定される。学内研究会の院生の発表はプログラム上 2名に限定される。より多くの院生に
発表の場を設けることは、一層研究内容の充実を図る意欲を高めると考えられる。このため、中間発

表会の参加者を大学院だけではなく、学部の教員も含めより多くの批評を受けるとともに、研究に関

する院生の意識を一層高める。また、授業アンケートについては内容を固定化し、しばらくは時系列

変化を追ってみる必要がある。一方、現在の担当制を委員会レベルに引き上げ、組織としての運用を

確立していきたい。 
 
(3)国内外との教育研究交流 

1) 国内外との教育研究交流 

国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針の適切性 

〔現状説明〕 
大学は、「地域社会や国際社会に貢献できる人材教育」を教育目標として掲げており、各学部は研

修など海外体験を中心とした国際交流を基本方針として、外国の大学とくにアメリカでの短期の語学

研修などが実施されている。しかし、大学院では現在のところ交流プログラムはない。グローバリゼ

ーションが急速に進展する中で、将来の高度職業人の育成を目指す修士課程においては、海外の有力

大学との学術交流協定の締結によって、教員および院生同士の相互交流がなされることを期待したい。

ただ、教員はすべて学部に所属しているため、大学院としての独自性を打ち出しにくい点はある。 
 
〔点検・評価〕 
 中国は今世紀前半において日本を抜いて、経済大国になることは間違いないであろう。欧米に偏っ

た学術交流協定は日本の殆どの大学に見られる状況であるが、学問分野によって、また中国からの留

学生の急増に照らして、われわれ教員はアジア特に中国におけるビジネスの経営・管理の実情を学問

的立場から知る必要があり、従って中国の大学との協定締結は重要となってきている。 
 
〔改善方策〕 
 上に述べたように、諸外国との国際交流は今後促進していく必要があろう。交流協定に基づく教員

や学生の受け入れについて、情報の収集などを含めて、研究科としてもできるだけ努力していく必要

がある。また、国内でのビジネスにおける国際化の状況を実際に体験するために、国際化の進んでい

る県内の企業の見学・研修なども実施するよう検討していく。 
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(4)学位授与・課程修了の認定 

1)学位授与 

〔現状説明〕 
修士・博士・専門職学位の各々の学位の授与状況と学位の授与方針・基準の適切性 

修士の課程修了については、修了要件単位 30単位以上の取得と修士論文あるいは特定課題研究(22
年度より導入)の審査に合格することとなっている。審査を受ける者は、2年次の 10月下旬あるいは
11 月初旬に行われる中間発表会で研究題目、内容を発表し、出席した大学院担当の教員より助言や
質問を受けて、最終提出に向けての準備に取り組むことになっている。 
修士論文・特定課題研究報告書の審査基準については 4段階(A・B・C・D)になっており、C以上
が合格となる。研究テーマに関連のある教員 3名(主査及び副査 2名)で口述試験に当たる。指導教員
は副査として加わる。事前に査読した修士論文あるいは特定課題研究報告書について院生に 10分程
度で報告させ、10分ほどの質疑をする。これらを基に評価をする。 
これまでの学位取得の状況は、「大学基礎データ」(表 7)大学院における学位授与状況に示す通りで
ある。 
 
学位審査の透明性・客観性を高める措置の導入状況とその適切性 

 口述審査終了後、教員会議で修論として合格かどうかを判定する。基本的には 3名の教員による判
断が尊重され、3人とも C以上の評価を付ければ合格となる。D評価を一人でもつけた論文について
は教員会議で議論したうえで、最終判断する。3名の教員が審査をすることで、審査の客観性は保た
れていると考える。また、学位取得に必要な単位を取得できているかについての報告が行われ、修論

合格者で単位を修得した者に学位が授与される。なお、修論の中から最優秀論文を選んでいるが、こ

の選択に際しては教員会議で口述試験の結果に、研究姿勢や取得単位の成績なども加えて検討してい

る。 
 

修士論文に代替できる課題研究に対する学位認定の水準の適切性 

 特定課題研究については平成 22年度入学生から適用するが、単位数が 2単位であること、グルー
プ研究になること以外は、修士論文とまったく同じ過程を経て作成される。指導教官による指導、中

間発表会での発表、口述試験があることで、修論の水準と同じ報告書が提出されると予想している。 
 
〔点検・評価〕 
 学位の授与に当たっての基準などについては、そのスケジュールも含めて大学院修士課程のシラバ

スに明記している。具体的な審査に当たっては、中間発表会での発表を通じて作成される修論のある

程度の水準、進行状況が判断できる。また、口述試験が 3名の教員によって行われることなどで、修
論の審査は公正に行われているといえる。 
 
〔改善方策〕 
 学位の認定に関しては現状においては特に問題はないと考える。今後も教員による指導の強化、講

義内容の充実などに努め、学位授与の質的向上に努めたい。 
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2)専門職大学院の終了要件等 

法令上の規定や当該専門職大学院の教育目標と、修了認定に必要な在学期間および修得単位数との

適合性 

本項目については、本研究科は該当しない。 

 

3）課程修了の認定 

標準修業年限未満で終了することを認めている大学院における、そうした措置の適切性、妥当性 

本項目については、本研究科は該当しない。 

 

(5)通信制大学院 

1)通信制大学院 

通信制大学院における、教育研究指導方法・単位認定・学位授与の適切性とそのための条件整備の

適切性 

本項目については、本研究科は該当しない。 
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第４章 学生の受け入れ 
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第 4章 学生の受け入れ 
 
〔到達目標〕 

 本学の教育理念と教育目標に基づき、適切、かつ個性豊かな人材を受け入れるために多様な選抜を

行うとともに、こうした人材の確保によって定員の充足を図る。そのために本学の理念や特徴、教育

内容だけでなく、学生生活等も含めて、できるだけ多くの情報提供による積極的な広報活動を展開し

ていくと同時に、地域の高等学校との連携強化、地域社会とのつながりの拡大によって、地域と共存

する大学を追求し、確立していく。また、世界各国、特にアジア圏を中心とした国々から幅広く外国

人留学生を受け入れ、国際性も兼ね備えた人材の育成と国際交流を推進する。 
 

Ⅰ．学士課程における学生の受け入れ 

 
1)学生募集方法、入学者選抜方法 

大学・学部等の学生募集の方法、入学者選抜方法、殊に複数の入学者選抜方法を採用している場合には、

その各々の選抜方法の位置づけ等の適切性 

〔現状説明〕 

学生募集方法 

学生募集のための広報活動は、各種媒体、ダイレクトメール、進学相談会、オープンキャンパス、

高校訪問、大学説明会、出張講義、ホームページ、日本語学校訪問等で行っている。 
①媒体を活用した広報 
本学の知名度を広く上げる手段として、受験雑誌、インターネット、新聞広告等の広告媒体を利用

して、適宜広報を行っている。 
②ダイレクトメール 
資料請求者に対し、大学案内を中心とした各種印刷物を送付する。また、受験生に関係のある大学

のトピックスを取り上げた「大学ニュース」、オープンキャンパスの案内等の最新の情報を提供して

いる。 
③進学相談会 
高等学校内外で催される進学相談会・説明会に参加し、関心を持って来てくれた受験生には、分か

りやすい説明を行いながら本学の情報を提供している。 
④オープンキャンパス 
夏休みを中心としたオープンキャンパス(年4回)(平成21年度は 5回開催)と入試直前キャンパスツ
アー(秋)や進路発見キャンパスツアー(春)を開催している。他に、個別の希望に応じて大学を案内す
るミニオープンキャンパスを随時受け付けている。 
⑤高校訪問 
東北、関東、甲信越を中心とした高等学校への年数回の訪問において、本学の最新情報の提供を行

いながら理解を求めている。他に、留学生を対象に日本語学校・専門学校、看護学部向け予備校等へ

も適宜訪問している。 
⑥大学説明会 
近隣の高等学校の進路担当教員を対象として本学で開催している。単に入学試験に関する説明だけ

ではなく、授業参観等を含めた施設見学も行っている。 
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⑦出張講義 
「高校・大学のかけ橋」と称して、専任教員による多彩な講義プログラムを用意して、近隣の高等

学校からの要望により先方に出向いて講義(高校生が理解できる内容)を行っている。毎年、講義一覧
を紹介する「出張講義」の小冊子を作成し、訪問先の高校に配布している。 
⑧ホームページや携帯サイト 
 ホームページでは大学の理念から始まり、各学部・学科の紹介、授業内容、各教員の専門科目や人

物像、クラブ活動の内容、さらにそこからリンクした野球部や駅伝部などのクラブ活動のサイトなど

大学全体の姿が紹介されている。また、大学資料の請求やオープンキャンパスへの申し込みなどがホ

ームページ上で実行できる。 
入学者選抜方法 
 入学者選抜方法は、大学の教育理念と教育目標に基づき、各学部が適切な人材を受け入れるために

多様な選抜を行いながら、学修意欲のある、個性豊かな人材を求めていくことが基本方針となってお

り、現在、3 学部 6 学科において入学者の選抜を行っている。入学者選抜方法は、18 歳人口の減少
と大学間の競争激化による受験生の減少、及び受験生の多様化等を考慮した上で、検討を重ねながら

改革しているところである。 
 具体的な入試区分としては、①推薦入学試験、②AO入学試験、③一般入学試験、④特別入学試験
の 4 つに分類することができる。①と③については 3 学部で実施しており、②と④についてはビジ
ネス情報学部、経営情報学部が実施している。 
①推薦入学試験は、高等学校との信頼関係の基に一定の学業成績を有し、目的意識及び勉学意欲があ

る者を高等学校長より推薦を受けている。本学が高等学校を指定する「指定校推薦入試」と、他大学

との併願も可能な「公募制推薦入試」がある。ビジネス情報学部と経営情報学部は、指定校推薦入試

第 1 回、第 2 回、公募制推薦入試Ⅰ期、Ⅱ期の計 4 回行っている。看護学部は、指定校推薦入試、
公募制推薦入試Ⅰ期、Ⅱ期の計 3回行っている。 
②AO入学試験は、多様化する受験生をより広い視点から人物を見極め、個性豊かな人材を求めるた
めに行っている。学業成績が優秀で目的意識及び勉学意欲が旺盛な者を選考する「特待生入試」、勉

学意欲が強く、本学への希望が極めて強い者を選考する「自己推薦入試」、交通遺児等で経済的に困

難だが勉学意欲がある者を選考する「あらくさ奨学生入試」、特にスポーツの分野において秀でてい

る者を選考する「スポーツ入試」、それらを総合して選考する「総合 AO 入試」がある。AO 入学試
験は、ビジネス情報学部と経営情報学部において行っており、いずれも面接試験を課している。 
③一般入学試験は、学科目試験だけを実施することで、高等学校卒業までに培った学力を見極めるた

めに行っている。また、大学入試センター試験を利用した入試も行っている。ビジネス情報学部と経

営情報学部は、一般 A方式入試、一般 B方式入試(平成 22年度入試より一般総合入試、一般統一入
試に名称変更)、センター利用入試前期、後期の計 4 回を行い、看護学部は、一般入試(平成 22 年度
入試より一般統一入試に名称変更)、センター利用入試、センター利用特待生入試の計 3 回行ってい
る。 
④特別入学試験は、上記入学試験の枠にあてはまらない者が対象であり、多様な人材を確保するため

に行っている。さまざまな国からの外国人留学生を選考する「留学生入試」、社会人経験者を対象と

する「社会人入試」、海外での教育を受けた者を選考する「帰国子女入試」、他大学等を修了または在

学中の者を選考する「編入学・転入学試験」がある。特別入学試験は、ビジネス情報学部と経営情報

学部において行っている。 
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〔点検・評価〕 
 大学・学部等の学生募集においての課題は、本学及び学部の存在意義と社会的ニーズや地域との結

び付きを具体的に広報し、本学の教育内容や活動を広く一般の方に理解してもらい、高い評価と信頼

とを得ることにある。そのために現状の説明で述べたようないくつかの方法を中心に、予算や人員だ

けでなく、時期や回数等も考慮しながら実施しているところである。まず、オープンキャンパスにつ

いては、従来から参加者にアンケート調査を実施し、開催を知った経路、参加の目的、感想などを聞

いている。これを分析した結果、オープンキャンパスへの参加者の受験率が極めて高いことと、在学

生の実態を知りたいという要望が強いことが分かり、参加者をより多く集めることと在学生を前面に

出す構成の実現を目指した。 
このため、平成 20年度に入試連絡会議の下部組織として、「オープンキャンパス実行委員会」を 3
学部の教職員および学友会やクラブなどの学生代表を含めて結成した。平成 20年度のオープンキャ
ンパスについて、①従来 3学部がそれぞれのキャンパスで別々に実施していたが、総合大学としての
理解を深めてもらうことなどの目的で、高崎キャンパスにおいて 3学部合同で実施する、②各学科の
在学生及び卒業生が中心になる、③希望者は伊勢崎キャンパスに移動するなどを決め、実施した。ま

た、会場での高校生への説明も教員だけでなく、在校生も当たるようにした。この結果、来場者の評

価も上がったといえる。 
また、オープンキャンパス等の参加者によるアンケート調査によると、これに関する情報の収集は

高校の教員の紹介、友人や親からの情報、上武大学ホームページの閲覧がめだった。これを基にホー

ムページの充実を進めており、各教員が自分の研究内容や自己紹介をする「研究室訪問」のコーナー

を開設。クラブ活動の紹介はコマーシャル研究会が取材して書きなおし、学生の企画による Web広
告「大学紹介」(平成 21 年度)を設けた。さらに、駅伝部の箱根駅伝出場や硬式野球部の活躍によっ
て、高校関係者の本学のクラブ活動への関心も高まっているため、駅伝部や硬式野球部などのホーム

ページとリンクさせるなどの対応をした。これに合わせ、携帯サイトも立ち上げた。このように媒体

に応じての資料請求者の統計や出願の有無等の様々な要因を分析しながら、より効果的な広報手段を

常に模索している。 
 入学者選抜方法においては、現状の説明で述べたような入試区分により、多様な選抜を行いながら

個性豊かな人材を求めていくという点では機能していると考えられる。原則的には従来はビジネス情

報学部と経営情報学部の入試は時期的にも同時に実施し、看護学部は別にしていた。平成 22年度入
試で、初めて 3学部合同の統一試験を実施した。受験生に総合大学を受験するということを実感し、
同じキャンパスである他学部についても知ってもらう狙いがある。 
ただ、多様な試験を実施することで、入学者の学力に開きが生じていることは否めない。このこと

は以前からの課題であり、入学前または入学後における対策の検討・実施を進めているところである。 
 
〔改善方策〕 

大学・学部等の学生募集方法においては、今後ますます電子媒体(ホームページ、ブログ、電子メ
ール等)における広報が重要性を増す傾向にあり、誰もが必要な情報を容易に見つけ入手することが
できるようなシステムの改善等を、費用対効果も考慮しながら構築していく。今後は携帯電話のサイ

トの充実を図りたい。高校生のほぼ全員が携帯電話を使用している状況からみて、携帯電話からのア

クセスが一番便利な方法であろう。現在の本学の携帯サイトでは各学科の紹介、新着ニュース紹介な

どを見ることができる。また、入試課への問い合わせなども電話がつながるように工夫されている。

ただ、サイトへのアクセス数でみると、パソコンによるホームページの方が倍近くあり、携帯サイト

の活用はこれから伸びる余地がある。オープンキャンパスの具体的な紹介など、高校生に積極的に呼
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びかける内容のものに充実させたい。 
また、人から人への口コミ情報も重要な要因であることから、地域社会との密接な関係を構築して

いくための方策を検討し、より地域に開かれた大学を確立していく。そのためには全大学職員のマン

パワーを最大限に生かしていくための意識改革や情報の共有、新たな発見といったことが大切であり、

FDや SD等も活用しながら全学的な協働体制を築いていくための整備を進める。 
 
2)入学者受け入れ方針 

〔現状説明〕 

入学者受け入れ方針と大学・学部等の理念・目的・教育目標との関係 

 大学の教育理念と教育目標に基づき、①夢や希望を持っている人、もちたいと思っている人、②粘

り強い意志とチャレンジ精神旺盛な人、③社会の変化に対応でき、協力や助け合うことを惜しまない

人、④柔軟な発想を持ち、自ら考えることができる人などを満たす、個性豊かな人材を求めていくこ

とが受け入れの基本方針である。これは学力偏重の受け入れではないことを意味する。 
ビジネス情報学部、経営情報学部においては経理や情報に関する知識を修得し、幅広い職業人とし

て社会に送り出すことを目指している。看護学部においては温かい心を持った看護師、保健師、養護

教員の育成を目的としている。学力に偏るのではなく、人間的にも学問的にも成長できる余地のある

人材を受け入れていくことが、大学の理念等に合致すると考える。 
 

入学者受け入れ方針と入学者選抜方法、カリキュラムとの関係 

 多彩で、個性豊かな人材を受け入れていくために、多様な入学者選抜方法を採用している。特に推

薦入学試験、AO入学試験、特別入学試験においては、複数の教員による面接試験を課すことにより、
人物評価を重視している。とりわけ AO入試においては、受験者の志願理由、自己 PR、入学後の抱
負等を入学願書に記入してもらったうえで、面接でそれぞれについて確認し、目的意識、能力、適性、

意欲等を見極めることができるようにしている。 
 一方、一般入学試験においては、基礎学力を測っている。看護学部では一般入試による入学者が半

数以上を占めるが、ビジネス情報学部、経営情報学部では、受験生の減少が続く中で学力による選抜

が厳しくなっているのが現状である。両学部においては、人物評価が可能な推薦入学試験、AO入学
試験、特別入学試験の比率が高まると予想している。 
個性豊かな人材がそれぞれの将来に向かって確実に歩めるように、各学科の特徴あるカリキュラム

が組まれている。そのために、ビジネス情報学部の会計ファイナンス学科、スポーツマネジメント学

科、経営情報学部の経営デザイン学科、メディアマネジメント学科ではコース制を設けている。どの

コースを選ぶかは入学 1年後に決める。また、優秀で、熱意のある人材を特別に教育するアドバンス
クラスを会計ファイナンス学科、経営デザイン学科に設けるなど、それぞれの個性に応じたカリキュ

ラム編成を行っている。同時に基礎学力、適性、能力等が伴わなければ入学後のカリキュラムに遅れ

をとる学生が生じることは明白である。このことは各学部において以前から検討されており、入学試

験の結果や入学後のプレイスメントテストによって、情報科目や英語科目において能力別クラス編成

を行っている。また、ビジネス情報学部と経営情報学部では、1年次から 4年次までゼミナール制を
採っており、個々の学生に対して徹底した指導や相談ができる体制を整えている。この際、個々の学

生の「個人指導記録簿」を用意し、次の学年のゼミ担当者に指導内容などが引き継がれるようにして

いる。看護学部においては、チューター制を導入しており、学生一人ひとりの個性に応じた学修指導

が行われている。 
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〔点検・評価〕 

 現状の説明で述べたように、入学者受け入れ方針と大学の理念・目的・教育目標との関係において

は、本学が求める個性豊かな学生像を意識した、多様な入学者選抜方法を実施できていることから概

ね適切であると判断している。 
入学者受け入れ方針と入学者選抜方法、カリキュラムとの関係においては、推薦入試と一般入試で

の入学者は、基礎学力、適性、能力等がある程度担保されていると判断できるが、AO入試において
は学生間で多少の開きがみられる。このことで AO入試は、本学が求める個性豊かな学生像を意識し
た入試としては適切に機能しているところであるが、カリキュラムとの関係においては多少の課題が

生じていると判断している。ただ、入学後の個別指導において補えているといえる。 
 
〔改善方策〕 

 大学の使命は、教育理念に基づき入学した学生をどれだけ成長させられるか、そして社会に貢献で

きる人材に育成することができるかにある。カリキュラムはこの目的に沿って作られているが、前述

のように入学する学生の基礎学力における差が生じている問題については、何らかの対応策が必要と

入試連絡会議、教学連絡会議で検討されてきた。 
この結果、3学部共通の入学前教育として、平成 23年度入学者を対象に①読書感想文の提出、②
入学前の授業体験、③入学前ガイダンスなどを実施する計画でいる。これはあくまで大学に慣れても

らうとともに、基礎学力というよりも少しでも物事を判断・理解する能力の育成に役立てるとともに、

こうした能力ついてみておこうという試みにすぎないが、これをゼミの教員に引き継ぐことで、指導

の一助になると考えられる。これ以外に必要に応じて各学部で独自の対応策を追加することもできる。 
 
3)入学者選抜の仕組み 

〔現状説明〕 

入学者選抜試験実施体制の適切性 

 入学者選抜試験実施については、入学者選抜に関する事項を定めることを目的とする入試委員会規

程、及び入学者選抜に必要な事項を定めることを目的とする入学者選抜規程を設けており、これに基

づき各学部に入試委員会が組織されている。また、全学的な学生募集戦略や入学試験基本方針等を検

討するために入試連絡会議を設置している。 
 入学試験基本方針等は、各学部の入試委員会において検討したものを、入学センター(事務局入試
課)において集約後、原案を作成し、入試連絡会議で審議され、大学協議会、各学部の教授会を経て、
法人運営会議、常任理事会で決定している。具体的な入学試験の実施に関しては、入学試験の区分ご

とに「入学試験実施要領」を作成し、役割分担や時程、人員配置、使用教室等を明確にした上で、前

述の流れを経て実施している。 
 

入学者選抜基準の透明性 

 入学者選定基準については、まず受験生に対して選定基準を入試要項などを通じて公開している。

推薦入試については指定校推薦、公募制推薦入試では基準となる成績評定値のほか、高校時代に取得

した資格などを加味すること、面接をすることなどを入試要項に明記している。また、一般入試では

科目、試験範囲について明記している。AO入試に関しては、特待生入試では平均評定値を 4.2以上
とし、事前提出の論文の課題、面接についても記している。自己推薦入試では平均評定値は問わない

が、書類審査と面接があることを明記している。いずれの入試においても、何を入試判定基準とする

かについては受験生が十分理解できるようにしている。 
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次に学内体制については、各入学試験区分における出願資格の確認及び出願受付業務、入試判定資

料の作成等はすべて入学センターで行っている。試験問題作成、試験監督、採点は、それぞれの要領

に従い担当教員により実施されている。入試判定基準は、入試判定資料を基に、各学部の入試委員会

(入試判定委員会)で入試区分ごとに、前年度の判定基準や志願者数の動向も考慮しながら策定してい
る。判定基準の原案を作成し、各学部の教授会(入試判定教授会)において審議・承認する。テストの
得点だけでなく、判定基準に含まれる高校時代の成績評定値、取得した資格などについての詳細な結

果が、判定委員会、教授会で明らかにされ、出席者全員が確認する。そのうえで合格者を決定する。

そして、最終的に学長の決裁を経て合格発表を行っている。AO入試に関しては、別に AO委員会を
設けて合否を判定し、学長の決裁を経て合格発表を行っている。 
 

入学者選抜とその結果の公正性・妥当性を確保するシステムの導入状況 

 入試の採点時における公正性と妥当性を確保するために複数の教員による確認が確実に行われて

いる。特に面接試験の採点は、一人の受験生に複数の教員で行い、それぞれの採点結果を平均化して

いる。これは小論文形式の試験においても同様である。マークシートを用いた試験の採点においては、

採点処理チェックリストに従って事前確認と試験実施後の確認を行っている。すべての採点項目につ

いて列挙され、判定委員会および教授会で公開される仕組みになっている。 
 
〔点検・評価〕 

 現状の説明で述べたように、入学者選抜試験実施においては、規程に基づいた入試委員会や入試連

絡会議、教授会で審議・決定がなされており、実施についても入学試験の区分ごとの「入学試験実施

要領」に従って行っていることにより、入学者選抜試験実施体制としては、概ね適切であると判断し

ている。 
また、選抜基準に関しては入学試験業務の役割を明確にしており、判定基準においても入試委員会、

教授会において審議・決定され、最終的に学長の決裁を経て合格発表を行っていることにより、入学

者選抜基準の透明性としては、概ね適切であると判断している。 
現状の説明で述べたように、判定基準の策定や試験における採点においては、必ず複数の教員が担

当するとともに、結果については全受験者の得点を入試委員会、教授会で確認していることから、公

正性や妥当性が確保されていると判断している。 
 
〔改善方策〕 

 将来の改善・改革に向けた方策のために、各学部入試委員会において、入学試験実施上の問題点等

の細部にわたる検証を今後も継続していくこととしている。 
 
4)入学者選抜方法の検証 

各年の入試問題を検証する仕組みの導入状況 

〔現状説明〕 

 入試問題の作成は、入学試験問題作成要領により、①作問者・作問責任者の選定、②作問委嘱、③

作問責任者打合せ、④作問者打合せ、⑤原稿提出締切日決定、という流れに従い実施されている。 
①作問者・作問責任者の選定は、学長、入試連絡会議議長、入試委員長、入試副委員長が協議して行

っている。 
②作問委嘱は、選定された教員に対し学長から委嘱している。 
③作問責任者打合せは、作問責任者により全体の打合せ(入学試験問題原稿作成要領に従って留意事
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項の確認及び意思統一)を行っている。 
④作問者打合せは、各責任者が各入試の作問者を招集し、作問時の留意事項等の打合せを行っている。 
⑤原稿提出締切日は、各入試の日程から算定して、出来上がるまでに少なくとも 2回の校正が行える
ように余裕を持って設定している。 
 上記③と④において、前年度入試における問題の妥当性、出題範囲、出題傾向、正答率、平均点、

標準偏差等を再検証するとともに、当該年度の問題作成にあたって作問者全員の共通認識の確認も行

うこととしている。 
 なお、一般入試の試験問題は、公表することを前提としているので、問題冊子の回収は行っていな

い。 
 
〔点検・評価〕 

 入試問題を検証する仕組みは、現状の説明のとおり行われているところだが、単純な出題ミスや出

題範囲外からの出題等が発生したことがあった。これについては合否の発表前に気付き、得点調整を

することで、受験者に迷惑をかけないで済んだ。また、正答率、平均点、標準偏差等の検証により、

問題の偏りやバラツキがみられる場合があった。しかし、全体としては複数の作問者によって作問す

ることで、大きな問題は起きないとみられる。また、作問者は入試の際は、必ず試験会場に待機して

いる。 
 
〔改善方策〕 

 複数の作問者によってチェックすることで、問題そのものの大きな間違いは起きないとみられるが、

単純ミスは意外と見落とすことがある。このため、言葉遣いや誤字・脱字などの単純ミスを防ぐため、

平成 22年度入試から各学部の入試副委員長が校閲作業に加わることにした。単純ミスや文体、形式
の統一といった点もミスがなくなると予想される。校閲工程の人員が増えるが、副委員長は入試問題

の取りまとめ責任者であり、これによって漏えいなどの問題がおきる可能性は全くない。 

 
5)AO 入試(アドミッションズ・オフィス入試) 

AO 入試(アドミッションズ・オフィス入試)を実施している場合における、その実施の適切性 

〔現状説明〕 

 AO入試は、ビジネス情報学部と経営情報学部において実施されている。学業成績が優秀で目的意
識及び勉学意欲が強い者に、授業料の減免措置を講ずる「特待生入試」、必ずしも学業成績はよくは

ないが、本学への希望が極めて強い者を選考する「自己推薦入試」、経済的に困難な者を対象とする

「あらくさ奨学生入試」、特にスポーツの分野において優れた成果を上げた者を選考する「スポーツ

入試」(対象種目は硬式野球、硬式テニス、陸上、駅伝、サッカー、柔道、バスケットボール)、それ
らを総合して選考する「総合 AO入試」がある。AO入試では、人物評価を重視するため、いずれも
面接試験を課している。また、「特待生入試」では課題論文の提出を義務付けている。 

AO入試実施基本要領では、①AO委員会の構成員、②AO委員会の主な役割、③判定会議の実施、
④審査対象基準、⑤面接委員委嘱等が定められている。 
①AO委員会の構成員は、理事長、学園長、学長、副学長、教育職員、事務職員、オブザーバーから
構成される。現在は 13名で構成されている。 
②AO委員会の主な役割は、AO入試の判定と面接委員の選定である。 
③判定会議の実施は、AO委員会により原則として AO入試実施後の翌月曜日に行う。 
④審査対象基準は、書類審査、面接、課題論文、志願理由書、所有資格等とする。 
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⑤面接委員は、AO委員会が選定した教育職員に学長が委嘱する。 
本学における AO入試は、多様化する受験生をより広い視点から人物を見極め、個性豊かな人材を
求めるために行っているので、教員からの目線だけではなく、AO委員会のさまざまな構成員の目線
により判定されている。 
 

〔点検・評価〕 

 AO入試における選考方法は、志願理由書による明確な志望動機を確認しながらの面接試験に主眼
を置いていることから、本学が求める個性豊かな学生像を意識した入試としては適切に機能している

ところであり、本学の教育内容等を理解しているとともに、目的意識や勉学意欲が旺盛な学生の獲得

ということで評価できる。また、平成 21年度入試から授業料が 15～50％減免になる「特待生入試」
を導入した。これは成績評定値が 4.2以上と学業成績が優秀な者を対象にしている。また、学科ごと
に異なるテーマで論文を課すことで、それぞれの学科で学ぶことへの基本的な姿勢や考え方、文章の

構成力などを判定できる。 
従来 AO入試では、指定校推薦から漏れた、学力的にはやや劣る学生が「自己推薦」で応募するケ
ースが多かった。この流れを変え、学力的に優秀な者を受け入れようとこの制度をスタートさせた。

平成 21年度入試では応募者は 1名しかいなかったが、平成 22年度入試では 11名に増加した。この
制度の存在が高校側に認知された結果とみている。これが定着することによって、従来以上に個性的

で学業成績の良い学生を確保することができると期待している。 
 一方、スポーツ入試で入学した学生は、硬式野球、駅伝などに見られるようにそれぞれのスポーツ

で優秀な成績を収めている。同時に授業にもきちんと出席し、優秀な成績で卒業している者も多い。

その意味では、文武両立を果たしており、AO入試が機能しているといえる。 
 
〔改善方策〕 

 AO入試の比率が今後高まるとすれば、学業的にみて、かなり幅のある学生が入学することになる。 
優秀な学生は学修面で問題はないが、基礎学力の不足している学生については、ある程度補ってやる

必要がある。この対策として、前述したように入学前教育の実施を予定しているが、これとは別に、

入学後の指導の参考にするため、面接の際、面接した教員が入学後の指導でぜひ必要なことがあれば

別紙に記入する方式を採用した。個別のケースについては、面接官の判断にゆだねられるので、どこ

まで指導の現場まで上がってくるかはこれからではあるが、教学委員会を通じて 1年次のゼミ担当教
員に渡し、指導の参考にしてもらう。平成 22年度入試から採用し始めているが、今後徹底していく。
同時にその効果についての検証も必要になる。 
 
6)入学者選抜における高・大の連携 

〔現状説明〕 

推薦入学における、高等学校との関係の適切性 

 推薦入学は、高校と大学との相互の信頼関係が軸となって成立する。そこで、お互いの教育理念や

教育目標といった基本的なことを良く理解した上での相互協力が重要であると考え、以下のような取

り組みを行っているところである。 
①高校訪問においては、一方的な大学説明を行うのではなく、高校の状況についても話を聞きながら

相互理解を深められるように努めている。 
②大学説明会を開催して、本学に関心を持って参加された高校教員には、一方的な大学説明だけでは

なく、授業参観等を含めた見学も同時に行いながら、本学に対しての理解を深めていただくとともに、
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高校別の相談や質問にも答えていくことにより一層の相互理解を深められるように努めている。 
③高校からの要望に応じて出張講義を行っている。本学では、「高校・大学のかけ橋」と称して、高

校生向けの多彩な講義プログラムを用意して出張講義を行うことにより、高校教員ならびに生徒が大

学についての理解を深められるように努めている。 
④高校からの要望に応じて大学見学を受け入れている。高校が実施する大学見学は、高校教員や保護

者及び生徒が積極的に大学を知るという趣旨で行われているので、本学においては説明や、単なる施

設見学だけではなく、実際の授業の見学や模擬授業の受講等ができるように工夫しながら、少しでも

進路の参考にしていただけるように努めている。 
⑤近隣の高校と高大連携のプログラム協定を結び相互の交流を通じ、高校生の視野を広げ、学修意欲

や進路意識を高めるとともに、大学の求める学生像や教育内容等への理解を深めるために、高校から

の聴講生を受け入れている。 
 

高校生に対して行う進路相談・指導、その他これに関わる情報伝達の適切性 

 高校生に対して行う進路相談・指導については、高等学校内外で催される進学相談会・説明会に参

加するとともに、夏休みを中心としたオープンキャンパス(年 4回)(平成 21年度は 5回開催)と入試直
前キャンパスツアーや進路発見キャンパスツアー、高校生の希望により開催するミニオープンキャン

パス等により、分かりやすい説明を行いながら本学の情報を提供している。 
 相談内容等には個人差もあるが、大学案内、学生募集要項、講義要項(シラバス)、履修要項等を活
用しながら説明を行い、必要に応じてクラブパンフレット、大学広報誌、大学ニュース等の資料で補

いながら、単に教育内容や入試情報だけではなく、クラブ・サークルを含む学生生活や就職情報等の

さまざまな情報を伝えられるように努めている。 
 他に、ホームページ、ブログ、電子メール等のインターネットによる広報の重要度は増す傾向にあ

るので、これらにより受験生が情報を容易に得られるような工夫を重ねているところである。 
 
〔点検・評価〕 

 本学は、附属高等学校を持たないこともあり、以前より高等学校との信頼関係を重要視している。

現状の説明で述べたような取り組みにより、高等学校との相互理解と協力の基に、信頼関係が築けて

いる状況で推薦入学が行われていることから、推薦入学における高等学校との関係は概ね適切である

と判断している。 
 受験生及び保護者に対しては、できるだけ本学の内容を理解してもらえるように努力している。高

校生や保護者と直接接するオープンキャンパスでは、アンケート調査を実施し、改善すべき点を模索

している。アンケート結果を基に、平成 21年に実施したオープンキャンパスでは、奨学金について
説明するコーナーを初めて設けた。特に看護学部の受験生の中には、授業料が文系に比較して高額な

ため、奨学金を受けることを希望するケースが多い。従来は各学科のコーナーで担当教員が説明して

きたが、専門的な説明のできる職員を置き、独立したコーナーとした。多くの受験希望者が訪れ、好

評だった。 
  
〔改善方策〕 

オープンキャンパスに参加する高校生や保護者は比較的近隣の人が多い。新潟県や福島県から来る

人もいるが、大半は群馬県や埼玉県に住んでいる人である。遠方に在住の人は、直接本学を訪問する

ことが難しいと考えられるので、ホームページ、ブログ、電子メール等を活用して、情報伝達や進路

相談・指導等ができるような工夫を検討していく。また、出張講義は教員が高校生に語りかける重要
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な機会であることから、高校訪問などを通じて出張講義の内容を紹介することを徹底する。 
 
7)外国人留学生の受け入れ 

留学生の本国地での大学教育、大学前教育の内容・質の認定の上に立った学生の受け入れ・単位認定の

適切性 

〔現状説明〕 

 本学では、ビジネス情報学部と経営情報学部において、積極的に外国人留学生の受け入れを行って

おり、特にアジア地域ビジネス学科では 60名の留学生定員(平成 22年度入試)を設けている。留学生
入試では、全員に日本語試験と面接試験を課しており、日本語試験では聞き取りテストも行っている。

また、日本留学試験や日本語能力試験の成績も参考としている。出願時の提出書類では、本国での高

等学校以上(大学も含む)の出身学校における在学期間中のすべての成績が記載されている成績証明
書の提出を求めるとともに、来日してから在籍したすべての学校(日本語学校・専門学校・短大・大
学等)の成績証明書の提出も求めている。これらの書類により、過去における学修内容や出席状況を
把握している。こうした書類のチェックは入学センターが担当し、面接試験で再度内容について質問

し、確認している。編入・転入学における単位認定は、各学部の教学委員会において十分に審査され

た上で原案が示され、教授会で単位認定が決定される。原則として 3年次編入としているが、認定さ
れた単位数により 2年次編入とすることがある。 
 
〔点検・評価〕 

 現状の説明で述べたようなことから、留学生の本国地での大学教育、大学前教育の内容・質の認定

の上に立った学生の受け入れはおおむね適切に行われているものと判断している。また単位認定につ

いても問題はないものと判断している。一方、留学生への経済的支援については、日本学生支援機構

の私費外国人留学生学修奨励費等外部支援の他に、本学独自の私費外国人留学生入学金・授業料減免

規程による支援を行っており、一定の効果を上げていると判断している。 
 出身国は、中国、韓国、台湾、バングラデシュ、パキスタン、スリランカ、ベトナム、モンゴル、

ネパール、マレーシア、タイ等のアジア圏が中心で、中でも中国からの留学生が多い。しかし、最近

は中国以外の留学生が増えており、より広範な地域からの留学生の獲得を目指していく。 
 
〔改善方策〕 

 中国など漢字圏の留学生は、日本語になじみやすいが、ネパール、ベトナムなど英語に親しんでい

る国からの留学生は、日本語能力が必ずしも十分とは言えない者もいる。このため、留学生センター

を中心に日本語のコミュニケーション能力を高める企画を行うことで補っていく。 
 
8)定員管理 

〔現状説明〕 
学生収容定員と在籍学生数、(編)入学定員と(編)入学者数の比率の適切性 

 学生収容定員と在籍学生数は、表 4－1のとおりである。 
 
 
 
 
 



- 131 - 

表 4－1 学生収容定員と在籍学生数、充足率 
学部 収容定員 在籍学生数 充足率 

ビジネス情報学部 980 954 0.98 
経営情報学部 620 377 0.61 
看護学部 240 263 1.10 
大学計 1,840 1,594 0.87 

 
入学定員と入学者数、充足率の推移は表 4－2のとおりである。学部ごとの充足率では、ビジネス
情報学部、看護学部は1.10前後を推移している状況であるが、経営情報学部は0.90を下回っており、
欠員が生じている状況が続いている。大学全体としては、0.90から 1.00を推移している 
学生収容定員と在籍学生数、入学定員と入学者数の比率を適正に保持することは、大学における教

育水準の維持・向上に直結している要素であることは十分認識しているが、特定の学部・学科では、

入学定員を充足することが困難な状態にある。 
 

表 4－2 入学定員と入学者数、充足率の推移 
学 部 年 度 入学定員 入学者数 充足率 

平成 18年度 200 190 0.95 
平成 19年度 260 297 1.14 
平成 20年度 260 267 1.03 

ビジネス情報学部 

平成 21年度 260 260 1.00 
平成 18年度 200 157 0.79 
平成 19年度 140 81 0.58 
平成 20年度 140 89 0.64 

経営情報学部 

平成 21年度 140 75 0.54 
平成 18年度 60 66 1.10 
平成 19年度 60 62 1.03 
平成 20年度 60 66 1.10 

看護学部 

平成 21年度 60 74 1.23 
平成 18年度 460 413 0.90 
平成 19年度 460 440 0.96 
平成 20年度 460 422 0.92 

大学計 

平成 21年度 460 409 0.89 
 
著しい欠員ないし定員超過が恒常的に生じている学部における対応策とその有効性 

 ビジネス情報学部と経営情報学部において、平成 19 年度から定員変更(定員振替)と学科改組を行
ったところであるが、経営情報学部においては改組後も欠員が生じる状況が続いている。学科改組に

よって、ビジネス情報学部にアジア地域ビジネス学科が誕生したことから、留学生の授業料の減免措

置を同学科の入学者に限定した。これも、ビジネス情報学部の会計ファイナンス学科、経営情報学部

の 2学科での定員割れが生じた一つの要因である。学科会議や教学委員会、入試委員会によって社会
的ニーズや地域性、教育環境整備といったことも含めて検証しながらカリキュラムの見直しや高校生

へのアピールの手法等さまざまな検討を行う一方で、平成 22年度入試からアジア地域ビジネス学科
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以外の学科についても、留学生に対する減免措置を復活させることにした。 
 
〔点検・評価〕 

ビジネス情報学部と看護学部に関しては学生収容数と在籍学生数、入学定員と入学者数の比率は適

正に保たれている。経営情報学部は学科を改組し、定員を減少させたにもかかわらず、定員割れの状

況が続いている。また、学科別でみるとビジネス情報学部の会計ファイナンス学科も定員割れの状況

にある。 
 これを解消するための方策として、学生募集方法において、教育目標や教育内容を分かり易く説明

した大学案内を作成し、高校生・保護者・高等学校等への十分な説明を行い、各学部における社会的

ニーズ・将来性等への理解を深め、入学定員に対する適正な入学者比率を確保できるよう、継続した

活動を行っていく。各学部のアピールする点については、特にわかりやすく説明するようにするとと

もに、それぞれの学科の存在を訴えるようにした。 
 平成 22年度の入試でみると、会計ファイナンス学科、経営情報学部の経営デザイン学科で入学者
数が従来に比較し、大幅に増加している。それぞれの学科の特徴がようやく高校側に浸透、定着して

きたといえる。 
 また、留学生の採用も各学科の入学者数の増加に寄与している。留学生にとっても希望する学科の

選択の幅が広がったことは、歓迎されたとみられる。 
 
〔改善方策〕 

今後も、卒業後どのような仕事を選択できるかなど、高校生に対し学科の特徴をより具体的に、わ

かりやすくすることで、新学科を定着させていきたい。また、著しい欠員が無くならない場合には、

大学全体及び学部における組織改組や定員変更についての検討を継続して行うことが重要であると

考えられる。 
 
9)編入学者、退学者 

〔現状説明〕 

退学者の状況と退学理由の把握状況 

 退学者・除籍者ともかなり多いのが問題である。退学者の多くは最近の不況を反映し、経済的に大

学生活を継続できなくなったケースである。退学する学生については、担当教員が何度か話し合い、

やむを得ず退学を認めるのが大半である。しかし、除籍となる者は、連絡がつかなかったり、不登校

であったりするケースが多く、その大半は留学生である。留学生の中には、語学力の不足を解消でき

ないまま、授業等についていけず大学を離れていく者、あるいは授業料を払えないなど経済的に追い

込まれた者がいるとみられる。 
 

編入学生および転科・転部学生の状況 

 編入・転入学生は、ビジネス情報学部と経営情報学部において、収容定員の欠員を補うこと及び多

様な学生の受け入れを行うことにより学生相互の活性化を図ることを目的として若干名の受け入れ

を行っている。入学者数の推移は表 4－3のとおりである。編入学は、原則として 3年次編入として
いるが、単位修得状況により 2年次編入とすることがある。大学内での転学部としては、看護学部か
らビジネス情報学部・経営情報学部へ、経営情報学部から留学生がビジネス情報学部へ転学部したケ

ースがそれぞれ 1件ずつある。 
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表 4－3 編入・転入学生の入学者数の推移 
 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 

編入・転入 8 4 1 9 

入学年次 
3年次：5 
2年次：3 

3年次：0 
2年次：4 

3年次：0 
2年次：1 

3年次：4 
2年次：5 

 
〔点検・評価〕 

退学者を減らすためには、ゼミ担当教員を中心に面接回数を増やすなど、学生の置かれている状況

を担当教員が的確に把握し、指導する体制を強化することが必要である。ビジネス情報学部、経営情

報学部では成績不振学生について半期ごとに本人と保護者を呼んで面談している。本人と保護者が普

段話し合う機会がなく、この場で親子が話し合い、お互いに理解しあうケースもあるなど、退学者を

減らすうえで一定の役割を果たしている。 
 編入学生は、本学の学生とは異なる学修歴を有していることも多いので、入学時には 1年次入学生
とは別に、教学委員による履修指導等の個別ガイダンスを行うことで、早期に本学の教育に移行でき

るよう配慮している。また、単位認定は、教学委員会において十分に審査された上で、教授会で決定

されていることにより、概ね適切であると判断している。 
 
〔改善方策〕 

 最近の経済情勢にあって経済的事情で退学する学生について、学業を継続させることはなかなか厳

しい。奨学金制度などについて紹介するが、それ以上は難しい。一方、学業不振の学生については、

いかにモチベーションを与えるかが重要になる。ゼミでの個別の面接による指導の強化が必要である。

また、留学生については脱落しないように、ゼミ担当教員ができるだけ接触し、指導することが求め

られる。また、留学生の経済的事情などについては一層面接で確認する必要がある。留学生の日本語

のサポートを、留学生センターを通じて一層充実させていきたい。 
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Ⅱ．学部等における学生の受け入れ 

 
1．ビジネス情報学部 

 

〔到達目標〕 

 企業社会に通用する幅広い職業人を育成するという学部の理念、および会計やファイナンス、アジ

ア経済、スポーツマネジメントといった時代の要請にも対応していくという各学科の理念を十分理解

し、意欲的な学生を募集し選抜していくことが学生受け入れに関する目標である。 
 
1)学生募集方法、入学者選抜方法 

大学・学部等の学生募集の方法、入学者選抜方法、殊に複数の入学者選抜方法を採用している場合には、

その各々の選抜方法の位置づけ等の適切性 

〔現状説明〕 

入学センターが中心になって、①媒体を活用した広報、②ダイレクトメール、③進学相談会、 
④オープンキャンパス、⑤高校訪問、⑥大学説明会、⑦出張講義、⑧ホームページや携帯サイトなど

の方法で学生募集を実施している。ビジネス情報学部はこれをサポートするとともに、学部の特徴を

伝えるために、①大学案内、②ホームページ、③受験生、保護者に直接接するオープンキャンパス、

④運動部によるセレクションの案内などで情報提供等を行っている。 
①大学案内 
 3学科のカリキュラムは大きく異なる。それぞれの学科が育成したい人材、カリキュラムの内容、 
取得できる資格などについて詳しく説明している。 
②ホームページ 
 カリキュラムなど学修面だけではなく、学部の特徴である運動部の紹介に力を入れている。野球部、

駅伝部、テニス部など主要なクラブはそれぞれのホームページを作成しており、これと大学のホーム

ページをリンクすることで、運動部に入ろうという志望者だけではなく、大学に入ってクラブの試合

の応援などに関心のある高校生の興味を引くようにしている。 
③オープンキャンパス 
 在校生や卒業生らを前面に押し出して、学部・学科の内容が分かるように説明するとともに、それ

ぞれの学科のブースでは教員が中心となって、学科の特徴について説明する。午後からは、ビジネス

情報学部希望者を伊勢崎キャンパスに案内し、ミニ講義を開いたり、スポーツ施設をはじめとするキ

ャンパスの紹介をしている。 
 

表 4－4オープンキャンパス参加者数(ビジネス情報学部) 
 実施回数 参加生徒数 
平成 19年度 4 187 
平成 20年度 4 188 
平成 21年度 5 214 

 
④運動部によるセレクション 
 各運動部は優秀な部員を確保するためにセレクションを実施している。全国からセレクションを受
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けに高校生が参加するが、各運動部ではそれぞれ監督を通じて、参加を呼び掛けている。 
入学者選抜方法では、受験層が多様化していることに対応するとともに、本学部への受験機会の拡

大を図り、さまざまな能力や適性をもった入学者を受け入れられるよう多種多様な入学試験を入試セ

ンターとともに実施している。①推薦入試、②一般入試、③AO入試、④社会人入試、⑤編入・転入
学入試、⑥特別入試などがある。これらの入試については大学全体の入学者選抜方法で記述したとお

りである。ビジネス情報学部との関係が深い AO入試の中のスポーツ入試について説明する。高等学
校時代、本学指定スポーツ種目(硬式野球、柔道、バスケットボール、硬式テニス、陸上競技、駅伝、
サッカー)において優れた能力を発揮し、入学後その能力を継続して発揮しようとする者を対象とし、
高等学校クラブ監督推薦書、各クラブの定めたセレクションに合格した者を対象とする。セレクショ

ンの合格者がスポーツ入試を受験する。受験学科については、それぞれの将来の希望を踏まえ、ビジ

ネス情報学部、経営情報学部の学科の中から選択している。 
 
〔点検・評価〕 

18 歳人口の減少、高校生の多様化、高等学校商業科の改組等により本学部の受験者は大きく変化
してきた。このため本学部では、平成 19年度にビジネス情報学科の学科改組を行い、会計ファイナ
ンス学科、アジア地域ビジネス学科、スポーツマネジメント学科として高校生の多様な要望に応ずる

ように改めた。こうした新学科について高校および高校生に理解してもらおうと、学科の特徴を中心

に多くのルートで案内している。また大学ではどのような内容の講義をしているのかを周知するため

の出張講義にも力をいれている。近年インターネットの普及により、高校生が大学の情報を収集する

主な手段は大学のホームページとなっている。面接などで話をすると、ほとんどの受験生がまずホー

ムページで情報収集をしていることが分かる。このため大学での生活、クラブ活動、入試関連コンテ

ンツの充実に力を入れている。 
また、受験生の多数がオープンキャンパスに参加しており、オープンキャンパスにおける広報や実

施内容の充実が必要不可欠となっている。入試連絡会議での検討を経て、在校生を前面に押し出す形

にした。平成 21年度のオープンキャンパスにおいては、会計ファイナンス学科では税理士試験の科
目に合格し、税理士を目指している卒業生が、スポーツマネジメント学科ではクラブ活動に参加して

いる学生が、アジア地域学科では海外研修に参加した学生が、それぞれの体験を語った。 
 様々なルートを通じ、より高校生の立場に立った形で大学について説明することで、より効果的な

学生募集につなげていきたい。 
 
〔改善方策〕 
 本学部のアジア地域ビジネス学科、スポーツマネジメント学科は定員を確保しているが、会計ファ

イナンス学科が定員を確保できていない。これは少子化の影響および全国的に商業高等学校の多様化

により商業を学ぶ生徒が減少しているためである。しかし、実社会において会計ファイナンスを学ん

だことが活きていることを、主に群馬県内、近県の高等学校を訪問するなど様々な方法によって、継

続的に効果的に訴えていく。平成 22年度入試では会計ファイナンス学科の志願者が大幅に増えてい
ることから、こうした訴求方法を続けていきたい。 
 
2)入学者受け入れ方針等 

〔現状説明〕 

入学者受け入れ方針と大学・学部等の理念・目的・教育目標との関係 

本学部では、情報化や国際化が急速に進展する社会の中で、ビジネス情報に関する幅広い教養と専
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門知識を身につけるとともに、将来の目標に合った資格を取得することで、さまざまなビジネスシー

ンにおいて活躍できる人材の育成を図ることを目的にしている。この人材の受け入れは、学部、学科

の教育目標に一致しているといえる。 
 

入学者受け入れ方針と入学者選抜方法、カリキュラムとの関係 

 入学者の選抜に当たっては、推薦入試、AO入試、特別入試においては、いずれも願書に志望動機、
入学後の抱負、将来の希望を書かせており、個人面接時にさらに質問をし、各学科の教育目標を実現

できる資質を備えた人物かどうかを見極めている。また、高校での評定平均値により、必要な学力を

備えているかも確認している。一方、一般入試(一般統一入試、一般総合入試、センター入試利用入
試)では学力を重視しているが、受験者数は減少傾向にある。人物の客観的評価ができる推薦入試、
AO 入試、特別入試の比重が今後は高まるとみられる。「留学生入試」では、日本語試験と、面接試
験を実施している。日本語能力はもちろんのこと、面接によって会話力、これからの生活等の情報を

チェックしている。 
 多彩な入学者選抜によって入学してくる個性的な人材を受け入れるために、会計ファイナンス学科

には会計コースとファイナンスコース、特に税理士などの資格を目指す学生を教育する会計アドバン

スクラスを設けているほか、スポーツマネジメント学科ではスポーツマネジメントコースとスポーツ

コーチング・トレーナーコースを設けるなど、学生の様々なニーズに対応できるようにカリキュラム

編成をしている。 
 
〔点検・評価〕 

 本学部が求める個性豊かで、勉学意欲のある学生を選考するという方針は、多様な入学者選抜方式

が実施できていることから概ね適切と考える。特に人物評価に重点を置いた入試の受験者の比率が増

えていることから、学部の教育理念やカリキュラムに適した人物であるかの評定はできる。 
 また、推薦入試、一般入試では一定の学力のある受験生が応募している。しかし、AO入試では学
力的にやや問題が有る受験生がいるので、入学後の指導が課題となる。 
 
〔改善方策〕 

英語、日本語に関しては能力別クラス編成のためのプレイスメントテストを入学直後に実施してい

る。情報処理に関しては、入学前にアンケートを実施しクラス編成のための資料としている。また、

1年次から少人数のゼミ制を採用し、学生の個性を生かす指導ができる体制をとっている。留学生に
関しては、日本語の指導を含め、各ゼミ担当者が留学生センターとも連携して、指導に当たっている

が、これをさらに強化する。 
 
3)入学者選抜の仕組み 

〔現状説明〕 

入学者選抜試験実施体制の適切性 

 本学部における現状の入試制度の維持、将来の入試制度等に関して協議、検討するための入試委員

会を設置している。委員会は専任教員で構成されている。全学的な学生募集戦略や入学試験基本方針

等を検討するために大学本部・3学部合同の入試連絡会議を設置しており、ビジネス情報学部入試委
員会もこれに参加している。入試の実務的な面は入学センターが担当する。入学試験基本方針等は各

学部共通だが、学部入試委員会において検討したものを、入学センター(事務局入試課)において集約
後、原案を作成し、入試連絡会議で審議され、大学協議会、各学部の教授会を経て、法人運営会議、
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常任理事会で決定している。具体的な入学試験の実施に関しては、入学試験の区分ごとに「入学試験

実施要領」を作成し実施している。 
 
入学者選抜基準の透明性 

入学者選抜の基準や方法は各入試における入試要項に記載し、公表しており、受験生に理解できる

ようにしている。入試選抜基準は試験ごとに入試委員会が試験結果、応募状況、前年度の判定基準な

どに基づき作成し、教授会でこれを審議・決定する。判定委員会、教授会とも入学センターが作成し

た採点に含まれるすべてのデータが公開され、これを基に判定する。 
 

入学者選抜とその結果の公正性・妥当性を確保するシステムの導入状況 

 本学部の選抜試験に際しては、必ず複数の教員が関与することにしている。推薦入試、AO 入試、
特別入試においては面接を本学部の複数の教員、あるいは経営情報学部の教員とペアの形で実施する。 
また、AO入試における課題論文や志望理由などの採点においても必ず複数で当たる。さらに入試
判定委員会、教授会においてすべてのデータが公開されることなども、公正性・妥当性を確保する方

法である。 
 
〔点検・評価〕 

 入学選抜試験は、入学試験区分ごとの「入学試験実施要領」に従って行い、試験における採点にお

いては、必ず複数の教員が担当、判定は入試判定委員会、教授会において審議・決定され、最終的に

は学長の決裁を経て合格発表をしている。又、試験問題に関しては、作成者、問題、解答などは、入

試関係教職員だけしか知りえず、機密が保たれている。こうした点からみて、入学者選抜試験は概ね

適切であると判断している。 
 
〔改善方策〕 

 入学者選抜に関する基準や、選抜結果の公正性の確保等について、現状に問題はない。引き続き適

切な体制を維持していく。 
 
4)入学者選抜方法の検証 

各年の入試問題を検証する仕組みの導入状況 

〔現状説明〕 

入学試験問題の作成に関しては、一般統一入試は 3学部共通であり、一般総合、留学生入試問題に
ついてはビジネス情報学部、経営情報学部で協力している。また、推薦入試の面接に関してはビジネ

ス情報学部の志望者については本学部の教員 2名で実施している。AO入試および留学生入試など特
別入試の面接についてはビジネス情報学部、経営情報学部の教員がペアになって実施する。 
 
〔点検・評価〕 

入学試験問題は、科目ごとに構成された専任教員の協議のもと出題している。出題者の選任は、学

部長、入試委員長、入試副委員長が人選し、最終的に学長が決定し委嘱する。3学部あるいは経営情
報学部との共通の問題であることが多い。問題作成に関しては各科目の出題者が現在使用されている

高等学校の指導要領、教科書を確認しながら問題の作成を行っている。なお各出題者との調整を入試

副委員長が行っており、万全のチェック体制をとり出題ミス等の防止に努力している。 
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〔改善方策〕 

現状の方法で問題ないと判断している。単純ミスのチェックなどについては入試連絡会議で検証し、

改善している。 
 
5)ＡＯ入試(アドミッションズ・オフィス入試) 

AO 入試(アドミッションズ・オフィス入試)を実施している場合における、その実施の適切性 

〔現状説明〕 

 AO入試は、特待生入試、自己推薦入試、あらくさ奨学生入試、スポーツ入試に区分される。それ
ぞれの判定基準の内容については、大学全体の項目で説明したとおりである。本学部では人数的には

スポーツ入試が最も多い。対象は硬式野球部、硬式テニス部、陸上部、駅伝部、柔道部、サッカー部、

バスケットボール部の入部希望者である。ただ、どの学科を選択するかは個人の希望によるもので、

将来経理関係の仕事をしたいということで、会計ファイナンス学科を志望する受験生もいる。平成

22年度入試でみると、「特待生入試」の受験者が急増した。特にスポーツマネジメント学科への希望
者が目立った。スポーツが産業としての広がりを持ってきたこと、本学の同学科が認知されてきたこ

となどが背景にあるとみられる。AO入試については、ビジネス情報学部と経営情報学部の教員が 1
名ずつペアになって面接をしている。最終的な判定は、前述の AO委員会が行っている。 
 
〔点検・評価〕 
ビジネス情報学部で多いスポーツ入試に関しては、各運動部のセレクションに合格していることも

あり、面接では人物評価を中心にしている。自己推薦などでは志望動機などの本人の意思やそれを文

章で表現する力も評価するが、スポーツ入試では将来の目標など、運動だけではなく大学で学修する

意欲を中心にみている。 
 
〔改善方策〕 
 現在行われている選考方法は、ほぼ問題がないのではないかと考えている。今後はさらに高等学校

側との連携を密にし、受験生に AO入試の趣旨を理解してもらい、本学で学修する意欲の強い受験生
を確保していくことが重要と考える。 
 
6)入学者選抜における高・大の連携 

〔現状説明〕 

推薦入学における、高等学校との関係の適切性 

 現在推薦入試においては、面接試験のほかに高等学校から提出される調査書における評定平均値・

出欠の記録・特別活動の記録・資格取得等を所定の基準により点数化し、合否判定に使用している。

推薦してくれる高等学校との良好な関係を保つため本学の入試課員、事務職員が高等学校を訪問し、

本学の教育内容、就職状況、現在の大学での出来事等を詳しく説明すると共に、その高校出身学生の

勉学状況を報告している。また、オープンキャンパスと入試直前キャンパスツアー、春の進路発見キ

ャンパスツアー、いつでも参加できるミニオープンキャンパス等を行っている。 
 

高校生に対して行う進路相談・指導、その他これに関わる情報伝達の適切性 

 オープンキャンパスにおける進路相談・指導が、本学部教職員が高校生の相談・指導に直接携わる

機会としては最も多い。大学・学部の理念やそれに沿ったカリキュラムなどについて、丁寧に話し、

進路全般の指導にも乗っている。また、機会があれば必ず出張講義に出かけ、高校の教員や生徒と話
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している。最近高校が社会教育の一環として大学を訪問・見学するケースが増えており、近隣の高校

を中心に対応している。その際、大学での教育内容などについて説明している。 
 
〔点検・評価〕 
高等学校への出張講義、高校からの要望に応じた大学見学等、特に少人数でも受け入れる方針で取

り組んでいる。これらを通じて教職員が高等学校、高校生に対して直接話をし、入試に関する相談に

乗り、本学部への理解を深め、好印象を持ってもらうだけでなく、大学全般についての理解を深める

とともに、大学で学ぶ意欲を育成するように心がけている。 
 また、本学の教育内容等あらゆる正確な情報を高等学校へ情報提供することに、入学センターなど

も含め努力している。 
 
〔改善方策〕 
 高校との関係は良好に保たれていると考えられるので、現状でほぼ問題はない。高校生が大学進学

の際、どのような情報を収集し進学先を決定するのかについての情報を収集する一方で、これに合わ

せた本学部の教育内容等の的確な情報を高等学校、高校生に伝達すべく努めていきたい。 
 
7)外国人留学生の受け入れ 

留学生の本国地での大学教育、大学前教育の内容・質の認定の上に立った学生の受け入れ・単位認定の

適切性 

〔現状説明〕 

外国人留学生試験を 11月より 3月まで計 5回実施している。本学部は留学生の募集に力を入れて
いるが、特にアジア地域ビジネス学科があり、平成 22 年度は募集人員が 60 人と他学科に比べて多
い。会計ファイナンス学科は 10名であり、スポーツマネジメント学科は若干名である。試験は、日
本語および面接試験を課している。事前に提出された本国および日本での学歴・職歴・取得資格・入

学後の経費支弁等を記載した経歴書(学歴等それぞれの証明書添付)の内容が正確であり本学の受験
資格を有するかどうかを確認後、受験票を発送している。これは入学センターが担当している。面接

試験に際しては経歴書、志願理由書を参考にしながら、本学部と経営情報学部の教員で面接を進めて

いる。 
 
〔点検・評価〕 
面接試験では、来日の目的、本学受験の理由、卒業後の進路、日本語能力はどの程度であるか・授

業が理解できるか、入国管理局規定遵守の確認等を内容とする面接要領を作成し、実施している。 
また、私費留学生に対しては、入学金の免除、授業料の約 60％減免を実施している。これは本学に
おける減免規程に違反しなければ在学中は適用される。このように留学生に対して手厚い経済的支援

をしている。 
一般に漢字圏の留学生は日本語能力が高いが、最近はベトナム、マレーシア、ネパールなどアジア

各国からの留学生が増加している。これらの留学生は概して日本語能力が低いので、入学後いかにし

て高めるかが課題となる。 
 
〔改善方策〕 
 留学生の入試や受け入れに関して、現状で大きな問題はない。今後も学部と留学生センターが連携

し、留学生の受け入れ体制を適切に維持していく。 
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8)定員管理 

学生収容定員と在籍学生数、(編)入学定員と(編)入学者数の比率の適切性 

著しい欠員ないし定員超過が恒常的に生じている学部における対応策とその有効性 

〔現状説明〕 
 本学の入学定員はビジネス情報学部 260名であり、学科別には会計ファイナンス学科 60名、アジ
ア地域ビジネス学科 100名、スポーツマネジメント学科 100名である。平成 21年度における定員に
対する入学者数は 260名(1.00倍)となっており、ほぼ適切な定員を維持している。今後も継続的な努
力を行い適正な定員維持に努める。 
 
〔点検・評価〕 
学部全体では適切な在籍学生数を維持しているが、学科別にみると会計ファイナンス学科が定員を

下回る状態が続いている。ただし、平成 22年度入試でみると大きく改善されている。 
 
〔改善方策〕 
会計ファイナンス学科の定員確保については、会計アドバンスクラスを設置しており、国家資格等

の受験のための専用の部屋、個人専用机の貸与、受験参考図書の閲覧など、受験に専念できる環境が

提供されている等、教育目標・内容をより分かりやすく保護者や受験生にホームページ、パンフレッ

トで伝えていく。特にオープンキャンパスで直接伝えるよう努力する。 
 
9)編入学者、退学者 

〔現状説明〕 

退学者の状況と退学理由の把握状況 

 平成 20年度の退学者は 24名である。うち留学生が 10名となっている。その理由は、一身上の理
由、経済的理由、進路変更などである。また、学則第 40 条に基づく除籍者数は 28 名であり、うち
留学生が 23名となっている。留学生の除籍者は 1年生が最も多くなっている。退学を申し出る者に
対しては、ゼミの担当教員がその状況把握や指導を行っており、親身に対応することができる体制を

取っている。また、成績不振学生に対しては、親も交えた三者面談をし、学業不振の原因を究明する

ことで、勉学を続けるよう指導している。 
 

編入学生および転科・転部学生の状況 

ビジネス情報学部では、編入学・転入学試験を実施している。小論文、面接試験により選考してい

る。面接試験時、提出された志願理由書をもとに、転・編入し専門教育を受けるに足る教養、基礎知

識を有しているか。人物・学力両面から判断し、合否判定をしている。ただ、人数は少なく、特に定

員も設けていない。学内での転部・転学科では平成 20年 4月に本学看護学部より 1名が、ビジネス
情報学部会計ファイナンス学科の 2年次に転部・転学科した。また、平成 21年 4月に経営情報学部
経営デザイン学科から本学部のアジア地域ビジネス学科に 1名が転部した。 
 
〔点検・評価〕 
 退学者・除籍者ともかなり多いのが問題である。除籍となる者は、連絡がつかなかったり、不登校

であったりするケースが多い。また、留学生の中には、語学力の不足を解消できないまま、授業等に

ついていけず大学を離れていく者もいると見られる。中でも 1年次生の退学でや除籍が多いことが目
立っており、入学時の指導が課題となる。 
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学内での転部・転科は本人の希望に応えることができ、既修得単位の認定も速やかにかつ適切に行

われた。今後も編入学および転学科・転部に対し引き続き適切に対処したい。 
 
〔改善方策〕 
 留学生の日本語および生活指導などのサポートを、留学生センターを通じて一層充実させていきた

い。留学生と学長をはじめ学部長、留学生センター長らとの懇談会を平成 22年 2月に初めて開催し
た。幅広く留学生との交流の機会を設けることで、留学生が学修に専念できるような環境づくりを進

めたい。 
一方、入学直後に連絡の取れなくなる留学生に関しては、入学の動機そのものに問題がある可能性

がある。入試の面接で勉学意欲などについてより的確に判定するように努力したい。 
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2．経営情報学部 

 

〔到達目標〕 

 経営情報学部の教育理念、教育目標を実現するために、本学部の教育目標に沿って、勉学意欲があ

り、チャレンジ精神を併せ持った学生を選抜する。しかし、本学部の定員充足に関しては、新学科編

成を実施したにもかかわらず、ここ数年著しく定員割れの状況にある。学部の存続意義を社会的に認

知してもらう意味においても、定員の充足が重要な課題となる。そのために広報活動や募集方法を強

化するとともに、効果についての検証も積極的に進める。 
 
1)学生募集方法、入学者選抜方法 

大学・学部等の学生募集の方法、入学者選抜方法、殊に複数の入学者選抜方法を採用している場合には、

その各々の選抜方法の位置づけ等の適切性 

〔現状説明〕 
 学生募集は、大学本部入学センターが中心となり、媒体を活用した広報、ダイレクトメール、進学

相談会、オープンキャンパス、高校訪問、大学説明会、出張講義、ホームページ等を利用して行って

いる。本学部教職員が直接かかわるのは、オープンキャンパス、高校訪問、近県の高等学校教員に対

する大学説明会、出張講義、ホームページなどであり、本学部としては教育目標などを受験生に強く

アピールできる手段として、オープンキャンパス、出張講義、ホームページを重視している。もちろ

ん高校訪問や大学説明会などを通じて、高校の教員に訴えることは大変重要だが、それ以上に受験生

に直接訴える手段を重視している。 
①オープンキャンパス 

3学部の教育職員、事務職員、それに学生を含めたオープンキャンパス実行委員会を立ち上げ、で
きるだけ在学生が前面に出る形で構成を検討している。平成 20年度は、在学生のクラブ活動の成果
発表、講義などの研究発表、卒業生の紹介などを中心に開催した。在学生がどのような学生生活を送

っているかが分かることが、受験生が欲する情報と考えたからである。平成 21年度は回数も増やし
たが、平成 19年度、平成 20年度に比べ参加者の増加がみられた。 
 

表 4－5オープンキャンパス参加者数(経営情報学部) 
 実施回数 参加生徒数 

平成 19年度 4 123 
平成 20年度 4 146 
平成 21年度 5 173 

 
②出張講義 
高等学校に対し、各学部の教育職員が大学で教えていることを基本に、高校生にとって分かりやす

いテーマで講義を行う。高校側の希望に応じて出張するので、大学側の意図通りにはならないが、高

校生に直接触れる機会として重視し、できるだけ高校生にとって興味のあるテーマを選定するよう各

教員が対応している。 
③大学のホームページ 
高校生をはじめ、保護者、高等学校側も大学に関する情報の収集方法として、ホームページを重視

している。ホームページそのものは法人本部企画広報課が制作しているが、経営情報学部の教員も教
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員紹介、研究室訪問などを執筆している。また、教員のブログなどへもリンクできるようにし、大学

での「学び」の分野をアピールしている。また、情報教育を一つの特徴としている本学部としては、

インターネットに関心を持つ受験生が、教育目標の実現に合った人材とみている。 
 入学者選抜方法は、両学科とも定員は 70人で、入学試験は同時に実施している。それぞれ個性豊
かな、勉学意欲のある受験生を確保できるように、多様な選抜方法を設けている。選抜方法は①推薦

入試、②AO入試、③一般入試、④特別入試であり、内容については大学全体として記述したとおり
である。本学部として独自の選抜方法はとっていない。 
  
〔点検・評価〕 
学生募集では高校教員、保護者、高校生に訴求する手法がそれぞれ異なると考えられる。学部が深

くかかわるオープンキャンパス、大学案内、進学相談会、大学ホームページなどは高校生への直接の

訴求を目指している。大学の理念・教育目標などを理解し、大学への信頼感、親近感を持ってもらう

のが狙いで、学部としてはより活動を具体的に実践することになる。平成 20年度からはオープンキ
ャンパスの午前の部では、学生が主体となって大学生活を紹介したが、午後は学部ごとに対応した。

新設されたメディアセンターを会場に全教員が参加し、シンポジウム、ミニ講義、ビジネスゲーム、

クイズラリー、パソコンの操作、スタジオ体験など知的好奇心を満足させるプログラムを実施した。

参加者のアンケート調査でもおおむね好評だった。このように、定員割れに対する危機感を学部の教

職員が共有しているといえる。また、出張講義は高校からの要請がないと対応できないが、テーマの

改善などに積極的に取り組んでいる。 
また、高校関係者のホームページへのアクセスが多いことから、ホームページの教員の担当コーナ

ーの更新・改善にも熱心に取り組んでいる。しかし、全体としてみると学部の魅力を高校側に十分伝

え切れているとは言い難い。高校生や教員、保護者の理解を得られる方法が求められる。 
 選抜方法としては、多様な選抜方法の採用により、個性豊かな人材を求めていく点では機能してい

る。ただ、現実には定員を確保できていないわけだが、選抜方法というよりは、やはり学部の PRが
徹底していないといえる。 
 
〔改善方策〕 
 学生募集方法においては、オープンキャンパスが重要な位置を占めるが、午後の学部の担当部分に

おいても、より在校生を中心とした形態にしたい。教員が必要な部分は当然あるが、在校生が対応す

ることで、高校生がより親近感を抱くとみられる。今後ますますインターネット(ホームページ・ブ
ログ・電子メール)の活用が重要性を増す傾向にある。特に教員のブログ等は、学外への情報発信だ
けではなく、授業での利用も考えながら普及させていきたい。学部でブログに関する講習会を実施し

たが、継続したい。 
 
2)入学者受け入れ方針等 

〔現状説明〕 

入学者受け入れ方針と大学・学部等の理念・目的・教育目標との関係 

 経営情報学部は IT(情報技術)を活かした経営学の学修を学部の教育目標としている。ビジネスマン
として必要な素養の中で、IT に関する知識については十分教育する方針である。必ずしも高校時代
の学業成績にとらわれず、IT 関連さらには経営全般に対する学修意欲があれば、受け入れる方針で
ある。 
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入学者受け入れ方針と入学者選抜方法、カリキュラムとの関係 

 個性的で学修意欲の強い受験生を受け入れるために、推薦入試、一般入試、AO入試、特別入試な
ど様々な形の入学者選抜方法を採用している。また、本学部としても受験生の多様化に対応し、経営

デザイン学科にはソリューションコースとビジネスキャリアコース、メディアマネジメントコースに

はデジタルコンテンツコースとメディアコミュニケーションコースを設けている。特に IT関連の技
術の習得を目指す学生のためには ITアドバンスクラスが用意されている。一方で、1年次から 4年
次まで少人数のゼミ制を敷いており、学生の個性を伸ばすために、担当教員が絶えず指導ができる体

制をとっている。ここでは学修面だけでなく、生活面などの相談にも乗っている。また、入学時に能

力別に情報と英語のクラスを分けるなど、多様化した入学生に対応するカリキュラム編成を行ってい

る。 
 

〔点検・評価〕 

 個性的で学修意欲の強い学生の受け入れは、学部の教育目標などとも合致し、学部の活性化にも結

びついている。また、こうした状況にカリキュラム編成などの面でも対応ができているとみられる。

ただ、同じ AO入試でも特待生から普通の自己推薦まで多様である。その意味で受け入れる学生の基
礎学力でみた場合、幅が広がっている。成績優秀な学生を満足させる一方で、全体の底上げを図る必

要がある。 
 

〔改善方策〕 

 ビジネス情報学部と同様に、入学前の教育などを新たに加えることで、全体としての学ぶ力の向上

を図る。 
 

3)入学者選抜の仕組み 

〔現状説明〕 

入学者選抜試験実施体制の適切性 

 入試試験の実施体制については、ビジネス情報学部と基本的に同じである。本学部における現状の

入試制度の維持、将来の入試制度等に関して協議、検討するための入試委員会を設置し、委員会は専

任教員で構成されている。全学的な学生募集戦略や入学試験基本方針等を検討するために大学本部・

3学部合同の入試連絡会議を設置しており、経営情報学部入試委員会もこれに参加している。入試の
実務的な面は入学センターが担当する。入学試験基本方針等は、各学部共通だが、学部入試委員会に

おいて検討したものを、入学センター(事務局入試課)において集約後、原案を作成し、入試連絡会議
で審議され、大学協議会、各学部の教授会を経て、法人運営会議、常任理事会で決定している。具体

的な入学試験の実施に関しては、入学試験の区分ごとに「入学試験実施要領」を作成し実施している。 
 

入学者選抜基準の透明性 

入学者選抜の基準や方法は各入試における入試要項に記載し、公表しており、受験生が理解できる

ようにしている。入試選抜基準は試験ごとに入試委員会が試験結果、応募状況、前年度の判定基準な

どに基づき作成し、教授会でこれを審議・決定する。判定委員会、教授会とも入学センターが作成し

た採点に含まれるすべてのデータが公開され、これを基に判定する。 
 

入学者選抜とその結果の公正性・妥当性を確保するシステムの導入状況 

 本学部の選抜試験に際しては、必ず複数の教員が関与することにしている。推薦入試、AO 入試、
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特別入試においては面接を本学部の複数の教員、あるいは経営情報学部の教員とペアの形で実施する。

また、AO入試における学科別の課題論文や志望理由などの採点においても必ず複数で当たる。さら
に入試判定委員会、教授会においてすべてのデータが公開されており、公正性・妥当性を確保してい

るといえる。 
 
〔点検・評価〕 

 入学選抜試験は、入学試験区分ごとの「入学試験実施要領」に従って行い、試験における採点にお

いては、必ず複数の教員が担当、判定は入試判定委員会、教授会において審議・決定され、最終的に

は学長の決裁を経て合格発表をしている。又、試験問題に関しては、作成者、問題、解答などは、入

試関係教職員だけしか知りえず、機密が保たれている。こうした点からみて、入学者選抜試験は概ね

適切であると判断している。 
 
〔改善方策〕 

 入学者選抜に関する基準や、選抜結果の公正性の確保等について、現状に特に問題はない。引き続

き適切な体制を維持していく。 
 

4)入学者選抜方法の検証 

各年の入試問題を検証する仕組みの導入状況 

〔現状説明〕 

 入学試験問題の作成に関しては、一般統一入試は 3学部共通であり、一般総合、留学生入試問題に
ついてはビジネス情報学部、経営情報学部で協力している。また、推薦入試の面接に関しては経営情

報学部の志望者については本学部の教員 2名で実施している。AO入試および留学生入試など特別入
試の面接についてはビジネス情報学部、経営情報学部の教員がペアになって実施する。他学部の教員

も一緒に判断することで、より客観的な判定ができるとみられる。AO入試の中の「特待生入試」に
おける論文形式の試験では、それぞれの学科の教員 2名が出題及び採点に当たる。 
 
〔点検・評価〕 

 入学試験問題は、3学部共通、あるいは経営情報学部とビジネス情報学部で共通である。科目ごと
に構成された専任教員の協議のもとに出題している。出題者の選任は、学部長、入試委員長、入試副

委員長が人選し、出題者に打診後に、学長が決定し委嘱する。問題作成に関しては各科目の出題者が

現在使用されている高等学校の指導要領、教科書を確認しながら問題の作成を行っている。なお各出

題者との調整を入試副委員長が行っており、万全のチェック体制をとり出題ミス等の防止に努力して

いる。 
 
〔改善方策〕 

 入試問題を検証する仕組みについては、単純な出題ミスが発生したことがある。また、正答率、平

均点、標準偏差等の検証においても問題の偏りやバラツキがみられることがあるので、それらを改善

することが課題となっている。すでに入試委員会及び入試連絡会議の検討を経て、作問者以外の者に

よる校閲システムの導入、問題作成途中における出題内容の検証システムの導入が実施されている。

本学部としては、入試委員会を中心に絶えず問題作成の公正さについての検証を続ける。 
  
 



- 146 - 

5)ＡＯ入試 

AO 入試(アドミッションズ・オフィス入試)を実施している場合における、その実施の適切性 

〔現状説明〕 

AO 入試は①特待生入試、②自己推薦入試、③あらくさ奨学生入試、④スポーツ入試などがある。
特待生入試、自己推薦入試は志願理由書に志望理由、大学で学びたいこと、大学卒業後の方針を書い

てもらう。この内容、表現力について採点するとともに、面接試験を実施する。面接はビジネス情報

学部、経営情報学部の教員各 1 名合計 2 名で実施する。特待生入試では、与えられたテーマで事前
に論文を提出する。この結果と書類審査を合わせて、AO委員会で判定する。本学部では自己推薦入
試が人数的には最も多い。 
 

〔点検・評価〕 

AO入試における選考方法は、志願理由書による明確な志望動機を見ながらの面接試験に主眼を置
いていることから、多様な個性豊かな学生を採用する機能を果たしている。面接では、経営や IT関
係への学修意欲や関心について確認している。本学部の AO入試でビジネス情報学部に比較して目立
つのは、自己推薦入試で受験する吹奏楽部の入部希望者である。本学の吹奏楽部は全国的なレベルに

達しつつある。練習拠点が高崎キャンパスであることから、部員には本学部あるいは看護学部の学生

が多い。部員はすべてが楽器の経験者というわけではないが、特に高校時代に吹奏楽部に在籍したも

のについては、監督によるセレクションを実施し、4～5 人が入学している。学業成績の優秀な学生
が多い。 
 
〔改善方策〕 

 AO 入試の受験生の学力上の学業成績の幅は広い。基礎学力やコミュニケーション能力などについ
て、入学後の指導に役立てるために、面接官が特に入学後の指導の参考になるものについてメモをと

り、教学委員会を通じて 1年次のフレッシャーズゼミ担当教員に引き継ぐようにする。 
 
6)入学者選抜における高・大の連携 

推薦入学における、高等学校との関係の適切性 

高校生に対して行う進路相談・指導、その他これに関わる情報伝達の適切性 

〔現状説明〕  

推薦入学における高等学校との関係においては、相互の信頼関係が基本となる。それを達成するた

めに大学としては、①高校訪問、②大学説明会、③出張講義、④高校からの要望に応じた大学見学、

⑤近隣高校との高大連携プログラムの実施等に取り組んでおり、経営情報学部では①～④に力を入れ

ている。 
 高校生に対して行う進路相談・指導については、学部としては、オープンキャンパスと入試直前キ

ャンパスツアー、春の進路発見キャンパスツアー、いつでも参加できるミニオープンキャンパス等で

行っている。これらを通じて教職員が高校生や保護者に対して直接話しかけ、入試に関する相談に乗

り、本学部への理解を深めるようにしている。 
 

〔点検・評価〕 

 高校の授業の中で大学の見学が組み込まれていることもあって、3 年生だけではなく、1・2 年生
が大学訪問に来るケースが増えている。学部としては学部長あるいは学科長が大学全体の説明をした

うえで、模擬講義などを実施している。本学について好印象を持ってもらうだけでなく、大学全般に
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ついての理解を深めるとともに、大学で学ぶ意欲を育成するように心がけている。 
 
〔改善方策〕 

 高校生が卒業後の進路を決めるうえで、大学の教育内容に対する理解は重要である。高校生の大学

見学については受け入れ態勢を強化する。 
 
7)外国人留学生の受け入れ 

留学生の本国地での大学教育、大学前教育の内容・質の認定の上に立った学生の受け入れ・単位認定の

適切性 

〔現状説明〕 

経営情報学部では留学生の受け入れについて積極的に応じている。ただし、新学科編成に伴い、日

本語の基礎教育科目がなくなったため、大学で日本語教育を受けなくても授業を理解できる留学生を

入学させるようにしている。このため、日本語能力などを厳しくチェックしており、入学試験におけ

る日本語能力と面接を重視している。また、平成 22 年度からは募集人員は各学科 10 名で、留学生
に対する授業料の減免措置を実施する。 
  
〔点検・評価〕 

 旧学科において留学生は在校生の半数近くを占めていた。入学当初は日本語のコミュニケーション

能力にやや欠ける学生もいたが、ゼミや授業においても日本人学生以上に積極的に参加・発言し、ゼ

ミなどを活発化していた。また、大学院への進学も留学生が多かった。その意味で留学生は学部の活

性化に大きく貢献していたといえる。新学科編成で授業料減免措置がなくなったことで、留学生がほ

とんどいなくなったことは、定員の面からだけではなく、学部の活性化という面からも失った点があ

るといえる。 
 

〔改善方策〕 

定員管理とも関連するが、外国人留学生の授業料の減免措置を平成 22年度の入試から復活するこ
とにした。日本語能力を重視した上で、積極的に受け入れていきたい。 

 
8)定員管理 

学生収容定員と在籍学生数、(編)入学定員と(編)入学者数の比率の適切性 

著しい欠員ないし定員超過が恒常的に生じている学部における対応策とその有効性 

〔現状説明〕 

 経営情報学部の平成 21年 4月 1日現在の入学定員は、平成 19年度から新学科編成となり、経営
デザイン学科、メディアマネジメント学科とも 70人である。それ以前(現 4年次生・平成 21年現在)
は経営情報学科で 200人である。在籍者数は 4年次生が 157人、3年次生 81人、2年次生 89人、1
年次生 74人となっている。全体では定員 620人に対し、充足率は 0.62と定員割れとなっている。 
入学定員と入学者数の推移をみると、定員 200人だった平成 18年度は 157人、定員 140人とな
った平成 19年度は 81人、平成 20年度は 89人、平成 21年度は 74人で、充足率はそれぞれ 0.79，
0.58，0.64，0.53であり、大きく定員を割っている。 
 平成 19年度から定員変更と学科改組をビジネス情報学部と合わせて実施したが、経営情報学部は
定員を確保できない状態が続いている。 
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〔点検・評価〕 

 定員の充足については、経営情報学部ではこの 4年間達成できていない。平成 19年度からの学科
改組は、社会的ニーズの変化、これからの大学の在り方を検討し、実行したものだが、社会に十分理

解されていないといえる。メディア教育や ITの教育拠点として、スタジオを有するメディアセンタ
ーを平成 20年春に開設したが、こうした情報も十分には高校などに浸透していない。しかし、大学
が存続し、教育水準を維持し、社会のニーズにも応えていくうえで、学部の定員と入学者数の比率を

適正に保持することは、極めて重要な要素であることは十分認識している。社会のニーズに合った大

学であるためにも、定員充足に向けて、本学部の内容をさらに広報し、かつ就職等においても新しい

分野を開拓していく努力が必要である。 
 

〔改善方策〕 

 ビジネスをめぐる経営環境が大きく変化し、一層の情報化が進んでいる。経営情報学部の改組がこ

うした環境変化に適応したものであることや、教育目標・内容をより分かりやすく、魅力的に受験生・

保護者等に伝えていくようにしたい。そのためには、ホームページの充実など、それぞれの募集方法

をより効率的、集中的に利用したい。 
 また、外国人留学生に関しては、平成 22年度から授業料の減免措置の復活及び、募集定員を明確
にすることで、一定数を確保したい。 
 
9)編入学者、退学者 

〔現状説明〕 

退学者の状況と退学理由の把握状況 

本学部では経営情報学科 1学科の時期には、毎年 30名程度の退学者が出ていた。経済的事情や進
路変更、勉学の意欲を失い就職するなどが主な要因である。平成 19年度からの学科改組以降でみる
と、平成 19年度は 18人で、1年次生が 9人、2年次以上が 9人である。改組移行人数が減っている
のは、全体の人数が減少していることと、留学生が少なくなったことが主な理由といえる。 
退学の理由としては、経済的な問題(学費の支弁が困難等)が理由となっている学生もいる一方、中
には進路変更(調理師などの実技を養成する専門学校などへの進学)を理由としている者もいる。後者
については 1 年次の前期終了段階、あるいは 1 年次終了段階での申し出の割合が多い傾向にある。
これは、入学後の大学生活が事前の想定と異なっていた(授業についていけない、自己の関心と学部
の学修内容とがマッチしていない)ことが理由の場合が多いようである。 
 手続き的には、本人から申し出があった段階で指導担当教員が保護者と連絡をとり、保護者の意向

を確認してから手続きに入るように規定されている。 
 

編入学生および転科・転部学生の状況 

 編入試験を受けて本学部に編入する学生はあまりいない。年間 3，4名である。 
転学部・転学科は、平成 20年 4月に看護学部の学生が進路を変更し、本学部経営デザイン学科に
転入したケースと、平成 21年 4月に留学生 1名がビジネス情報学部アジア地域ビジネス学科に転学
部したケースがある。後者は、アジア地域ビジネス学科は留学生に対する減免措置があるため、経済

的理由でその減免を受けたいとの希望による。 
 

〔点検・評価〕 

 退学に関しては、学業不振、多欠の兆候が現れた学生に対しては、指導担当教員が退学にまで至ら
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ぬよう、指導及び相談に応ずる体制となっている。一方、学修面以外のメンタルな悩みを抱えている

場合には、時には保護者をまじえた三者面談を行うなどの対応を図っている。退学者が特に 1年次生
で多いことから、本学部の教育目標・教育内容を入学前に、より的確に説明する機会を設けることが

必要といえる。 
 また、経済的な問題については、学費の延納の制度を設けており、事情によっては年度をまたいだ

延納を認める場合もある。 
 編入者に対する単位認定などは教学委員会、教授会の審議を経ており、概ね適切に行われていると

判断している。 
 
〔改善方策〕 

 退学者を減らすためには、ゼミ担当教員を中心に面接回数を増やすなど、学生の置かれている状況

を担当教員が的確に把握し、指導する体制を強化する。1年次生の教育が重要と判断し、フレッシャ
ーズゼミの授業内容を改善したのはその一環である。 
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3．看護学部 

 

〔到達目標〕 

 学部の理念.目標に基づき、適切な人材を受け入れるために多様な選抜を行う。そのために積極的
な広報活動を展開し、透明性の高い選抜方法と説明責任を果たす。 
 
1)学生募集方法、入学者選抜方法 

大学・学部等の学生募集の方法、入学者選抜方法、殊に複数の入学者選抜方法を採用している場合には、

その各々の選抜方法の位置づけ等の適切性 

〔現状説明〕 

 学生募集のための広報活動は、看護学部の入試委員会、大学本部企画広報室、入学センターが担当

している。主なものとしては、夏のオープンキャンパス、大学主催の大学説明会、受験関連業者が開

催する大学進学説明会等がある。また、高等学校への入学案内の送付、高校訪問、近隣の高校の求め

に応じた出張講義、オープンキャンパス等の活用、ホームページへの掲載によっても広報を行ってい

る。 
高校生に対して行う進路相談・指導、その他これに関わる情報伝達のために、春と秋にキャンパス

見学会を実施している。オープンキャンパスは、平成 16年度より他学部と合同で毎年 4回実施して
きた(平成 21年度は 5回実施)。また、希望者には、随時説明(ミニ・オープンキャンパス)を行ってい
る。オープンキャンパスの参加者は表 4－6のとおりである。 
 

表 4－6 オープンキャンパスの参加者数 
(春の進路発見・入試直前オープンキャンパスは含まない) 

 実施回数 参加生徒数 
平成 19年度 4回 167名 
平成 20年度 4回 152名 
平成 21年度 5回 202名 

 
看護学部が行うオープンキャンパス実施内容は、看護学部の紹介(入試概要の説明、学生生活)施設
見学、体験コーナー、質問・相談コーナー等を設けて看護師への学修過程を理解してもらえるように

工夫している。大学説明会は、高校の進路指導担当教員に対して、教育内容、カリキュラム、入試制

度、学部現況などをできるだけ具体的に説明し、理解してもらえるように努めている。出前講義は、

専任講師以上の教員が自分の講義のテーマと抄録を提示し、近隣の高校からの要望に応じて高校へ出

向いて講義を行っている。「看護師への道」「人間の尊厳を保ちながら生きるのを支える」「看護とは

何か、高校時代に何を学んでおけばよいか」といったテーマで本学部教員が高校での講義を担当した。 
入学者選抜方法は、推薦入試と一般入試の 2つで入学者の選抜を行っている。 
 推薦入試は、指定校推薦入試、推薦Ⅰ期、推薦Ⅱ期の 3回実施している。推薦入試は、基準評定値
3.5を満足する受験生に対して、小論文試験と面接試験を実施している。この方式は人物優先の入学
試験である。 
一般入試は、一般入試 1 回、センター試験利用入試 1 回の 2 回実施している。また、看護師への
強い意欲を持つ学生を選抜するために、特待生入試を 1回実施している。一般入試は、学力試験を実
施、学力優先の入学試験である。センター試験利用入試は、学力優先の入学試験である。特待生入試
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は、センター試験の結果を利用して学力優先としつつ面接結果も考慮している。 
 本学部は定員 60名で、各入学試験での募集定員は表 4－7のとおりである。 
 

表 4－7 看護学部 募集定員 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
毎年入学定員を十分に満たしている。一般入試の募集定員、出願者数、入学者数の推移は表 4－8
のとおりである。 
 

表 4－8 一般入試の募集定員、出願者数、入学者数の推移 
 募集定員 出願者数 入学者数 
平成 16年度 30 179 34 
平成 17年度 30 250 38 
平成 18年度 40 141 47 
平成 19年度  25 134 46 
平成 20年度 25 120 33 
平成 21年度  25 90 41 

 
センター利用入試の募集定員、出願者数、入学者数の推移は表 4－9のとおりである。 
 

表 4－9センター利用入試の募集定員、出願者数、入学者数の推移 
 募集定員 出願者数 入学者数 
平成 17年度 前期 5 79 7 

後期 5 16  
平成 18年度 10 137 11 
平成 19年度 5 81 4 
平成 20年度 5 102 8 
平成 21年度 5 109 7 

 
特待生入試の募集は平成 21年度入学生から採用された。これは、経済的な問題で大学での学修を
断念している質の高い学生を本学部への進学を推進することによって看護学部生の質向上を目指す

ものである。新たに採用したこの方法の出願者数、入学者数は表 4－10に示すとおりである。 
 
 

 試験区分 募集定員 
指定校推薦 

公募制推薦Ⅰ期 

 
推薦入試 

公募制推薦Ⅱ期 

30 

一般入試 25 
ｾﾝﾀｰ利用入試 前期 5 

 
一般入試 

特待生入試  
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表 4－10 特待生入試の募集定員、出願者数、入学者数の推移 

 
            

 
表 4－11 推薦入試の募集定員、出願者数、入学者数の推移 

 募集定員 出願者数 入学者数 
平成 16年度 30 59 32 
平成 17年度 20 52 20 
平成 18年度 10 9 8 
平成 19年度 25 14 12 
平成 20年度 25 28 25 
平成 21年度 30 24 24 

 
 入学者選抜試験実施に際しては、毎回、①入試委員会での実施検討、②教授会での審議、③入試直

前の担当教員への説明会の手順で準備している。 
推薦入試では選抜基準の透明性を高めるために、①最低評定値を開示している、②面接試験は 4
段階評価とし、最低レベルは不合格としている、③面接試験は、基本的に 3名体制で実施している。 
 入学者選抜の判定は、まず、学部長、学科長、入試委員、面接試験官等で構成する判定委員会で判

定を行う。次に、全教員参加の会議での審議の 2段階方式で実施し、公正性・妥当性を確保できるよ
う努めている。入学者は学部開設以来毎年、定員の 110％程度で推移している。 
 
〔点検・評価〕 

 看護学部の学生募集における課題として、オープンキャンパスの参加者数の減少傾向が続いている

ことがある。これは、近隣に看護系学部が多く設立されたことが影響していると考えられる。高校生

が参加したくなるような企画を用意していく必要があろう。また、学生募集のための広報、オープン

キャンパスの実施時期や選抜試験方法については、オープンキャンパスや大学説明会に参加してくだ

さった方々のアンケート調査結果、媒体による資料請求者の統計や出願状況等のさまざまな要因を分

析しながら充実させると共に、より効果的な方法を模索している。近隣高校への教員による出前講義

は、「先生が高校に来て講義をしたのを聞いて受験しました」といった学生の発言にあるように、看

護の専門職が高校に出向いて講義を行うのは、本学への受験者のみならず、看護を引き継いでいって

くれる後輩の発掘という点からも意義があると考えられるが、少ない人数で学内と臨地での教育を行

いながらの出前講義は教員に大きな負担になる点を考慮しなくてはならない。 
 社会経済状況の悪化に伴い学費の家計への負担は非常に大きくなっている。優秀で看護への高い意

欲を持ちながらも学費負担が障害となって入学ができない学生に対する道を開く意義から、平成 21
年度入試から特待生入学選抜制度を導入できたことは、優秀な学生を選抜できる点からも意義あるこ

とと考える。 
推薦選抜においては、平成 18 年度、平成 19 年度の出願資格として、調査書の平均評定値 4.0 以
上と限定したことが、出願者数の低下を招いたと考えられる。平成 20年度の選抜では、平均評定値
3.5以上に変更し、さらに、指定校数の増加を図ったことで、推薦選抜で所定の学生を確保できた。 
一般入試においては、出願者数の減少が継続している状況にある。センター利用入試の出願者数は、

 募集定員 出願者数 入学者数 
平成 21年度 若干名 9 2 
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100名前後で推移している。 
入学者の定員は 1 割増程度で安定推移しており定員コントロールは順調に行われているといえる
が、18 歳人口の減少に伴う受験生の減少や多様化による弊害として入学者の学力バランスに乖離が
生じている。選抜方法の位置づけは現状説明で述べたように明確にし、複数の確認機会を設定して選

抜の公平性・妥当性を確保できている。また、実施方法や位置づけの適切性については、3学部合同
で情報伝達を行い、大学全体で共通認識できるよう努力している。 
 本学部は、健康の維持増進・疾病の予防・健康の回復・苦痛の緩和に責任をもって機能できる人を

育成することが責務である。したがって人々との信頼関係構築・人間関係形成能力の素養が高い人を

選抜することが必須であるので、人物と学力優先の選抜を多様な形態で実施できる仕組みとなるよう

試行錯誤しているところである。本学部の育成したい人材として、求められる素質、目標にふさわし

い人を選抜できているかについては、その評価システムをいまだ構築していないが、多様な選抜方法

を実施することで、①的確な看護判断に基づく看護技術を提供できる、②臨床・地域の第一線で活躍

する、③管理・マネジメント能力を備えている、④地域・在宅看護分野で活躍できる、⑤研究活動が

できる、⑥国際的な活動ができる人材としての芽をもった人を選抜できることにつながると考えてい

る。 
 
〔改善方策〕 

本学部の学生募集については、今後ますます電子媒体による広報が重要性を増すと考えられること

から、誰もが利用しやすく情報を入手できるような、また入手したい情報を分かりやすくするシステ

ムへの再構築が求められる。また、地域社会との密接な関係を構築し、口コミ情報として学部の評判

を地域に広めていけるよう、公開講座などを通じて地域に密着した大学のイメージをつくりあげてい

く。 
 入学者選抜方法については、現在の方法を大きく変更することは検討していないが、学部開設以来

5年が過ぎた今、本学部の教育目標につながる選抜ができているかの内省をする時期に来ている。ま
た、入学者の学力に両極化が進んでいることへの対策が課題である。学部教育が目指している人材育

成目標が達成されるためには FD活動を活発化するなどによって教育力の向上も求められる。これに
よって入学後においてチューター制による指導・相談体制をより充実していく。家族を含む教育相談

や個人指導記録簿を活用する等の方策が実施されているところであるが、今後も人として・看護者と

しての能力向上に向けた学修指導・生活指導に検討を重ねながら、力を注いでいく。 
 18 歳人口の減少と看護系大学の増加の同時進行により、受験者の確保は年々困難になってきてい
る。この傾向は、今後も継続すると予測される。今後は、高等学校への効率的な広報活動、推薦選抜

と一般選抜の募集定員比率の見直し、受験機会の増加など、多角的な施策が必要となろう。 
 
2)入学者受け入れ方針等 

〔現状説明〕 
入学者受け入れ方針と大学・学部等の理念・目的・教育目標との関係 

大学及び学部の教育理念・目標に基づき、看護者として適切な人材を受け入れるための選抜を行う

ことが、入学者受け入れの基本方針であることから、推薦入学試験、特待生入試においては面接試験

を課している。受験者の志願理由をはじめとして、自己 PR、入学後の抱負、看護に対する考え等を
確認しながら、目的意識、能力、適性、意欲などを見極め、本学部が育成を目指している学生像を意

識した選抜方法となるように努めている。 
 



- 154 - 

 

入学者受け入れ方針と入学者選抜方法、カリキュラムとの関係 

一方、一般入学試験においては、基礎学力的な能力を測っているが、受験生の減少が続く中で意図

する学生の選抜が厳しくなってきている現状にある。 
本学部が育成を目指す看護学生となれる人材を入学者選抜で求めているところであるが、人として、

生活者としての基盤、基礎学力、適性、能力等が伴わなければ、入学後のカリキュラムに沿った学修

が不可能となる。順調な学修進度を維持するための指導のあり方については、学部としても検討を続

けており、入学者選抜の結果や入学後のプレイスメントテストにより科目担当・チューターの指導の

あり方を工夫することを教授会等で検討している。本学部では、チューター制を導入しており、学生

一人ひとりの学修活動において適切な指導が行われるように学部全体で検討すると共に、「個人指導

記録簿」を活用しながら徹底した個別指導を行っている。 
 
〔点検・評価〕 
 入学者受け入れ方針と学部の理念・目標との関係については、本学部が目指す人材育成教育と育成

する学生像を意識した選抜方法を実施していることから概ね適切であると判断している。 
 入学者受け入れ方針と入学者選抜方法、カリキュラムとの関係については、年々平板化している学

生の生活体験状況から、人の健康に関する世話や医療人としての倫理的配慮ができる人材に育成する

ためにはかなりの困難を克服しなければ到達できない現状にあると判断している。しかも入学後は指

定規則に定める過密な履修科目の学修が待っている。新カリキュラムでは大学生として主体的・自律

的に学ぶために、「人としての教養」「看護の対象の理解」「看護提供のあり方」「看護の統合」の順序

で学修を積み上げていけるようなカリキュラム構成とした。 
 
〔改善方策〕 
本学部では当面、現行カリキュラムと新カリキュラムの 2本立ての教育が続く。看護系大学として
求められている人材の育成ということからも、入学した学生をどれだけ成長させられるか、保健・医

療・福祉の現場に、社会にどれだけ貢献できる人材として教育できるかという点での検討もいまだ不

十分である。また、卒業時の本学部における学生の到達目標の明文化も今後の課題である。また、入

学前からの入学予定者への対策や、卒業後の支援を含めたエンロールメント・エジュケーションにつ

いても今後の検討課題であろう。 
 入学者選抜方法等の入試制度改革も、今後の見直しや検討を重ねながら改善していくこととしてい

る。 
 
3)入学者選抜のしくみ 

〔現状説明〕 
入学者選抜試験実施体制の適切性 

 入学試験選抜試験実施について、入学者選抜に関する事項を定めることを目的とする入試委員会規

程、入学者選抜に必要な事項を定めることを目的とする入学者選抜規程が設けられており、これに基

づいて本学部の入試委員会が組織されている。また、全学的な学生募集戦略や入学試験基本方針等を

策定するために入試連絡会議が設置され、機能している。入学試験基本方針等は本学部の入試委員会

で検討し、教授会で検討した上で、入学センター(事務局入試課)において原案を作成し、入試連絡会
議で審議し協議会に図った後、学部教授会で最終決定している。具体的な入学試験の実施に関しては、

入学試験の区分ごとに入学試験実施要領で担当者の役割やスケジュール等を定めて実施している。 
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具体的には、推薦入試においては最低評定値を開示し、面接試験は 4段階評価として最低レベルは
不合格と定めている。また、面接試験は、基本的に 3名体制で実施している。 
 

入学者選抜基準の透明性 

 入学者選抜基準の透明性を図るために、出願基準の確認及び出願受付業務、入試判定資料・データ

の作成等はすべて入学センターで行っている。出願基準については入試要項などで公開している。入

試判定は、入試判定資料を基に、看護学部の入試委員会で判定基準の原案を作成した後、入試判定委

員会を経て本学部入試判定教授会において審議・決定している。最終的には学長の決済を経て合格発

表になる。 
 

入学者選抜とその結果の公正性・妥当性を確保するシステムの導入状況 

入学者選抜とその結果の公正性・妥当性を確保するために以下のようなシステムを導入している。

まず、採点時における公正性と妥当性を確保するために複数の教員で採点・確認を行っている。特に

面接試験の採点は一人の受験生に対し複数の教員で行い、それぞれの採点結果を平均化している。こ

れは小論文形式の試験においても同様である。マークシート答案の採点においては、採点処理チェッ

クリストにしたがって事前確認と試験実施後の確認を行っている。入学者の選抜は、①学部長、学科

長、入試委員、面接試験官等で構成する判定委員会での判定、②全教員参加の会議での審議の 2段階
方式で実施し、公正性・妥当性を確保すべく努めているところである。 
 
〔点検・評価〕 
 現状の説明で述べたように、入学者選抜試験実施においては、規程に基づいた入試委員会や入試連

絡会議、教授会での協議のもと審議・決定している。実施についても入学試験区分ごとの「入学試験

実施要領」に従って適正に行えるよう入試直前にも担当教員への説明会を重ねて行う等で周知を図っ

ていることにより、入学者選抜試験実施体制としては概ね適切と判断している。 
 入学者選抜基準については、入学試験業務の役割が明確にされていて、また、判定基準に基づき入

試委員会、教授会において審議・決定がなされ、最終的に学長の決裁を経て合格発表を行っているこ

とにより、その透明性は概ね適切であると判断している。 
入学者選抜とその結果の公正性・妥当性を確保するシステムは、判定基準の策定や試験の採点は必

ず複数の教員が担当し、入学者選抜は 2段階方式を採用することにより、確保されていると判断して
いる。 
 
〔改善方策〕 

 本学部の入試委員会が中心となって、入学試験実施における問題点等の細部にわたる検証を継続し

ていくことが、改善に向けた方策として考えているところである。 
 

4)入学者選抜方法の検証 

各年の入試問題を検証する仕組みの導入状況 

〔現状説明〕 
入試問題を検証する仕組みとしては、大学全体で説明した内容と同じで、①作問者・作問責任者の

選定(学長、入試連絡会議座長、入試委員長が協議して選定する)、②作問委嘱(選定された教員に対し
学長が委嘱する)、③作問責任者打ち合わせ(各学部の作問責任者が集まり、問題原稿作成要領にした
がって留意事項の確認及び意思統一をする)、④作問者打ち合わせ(入学試験区分ごとの試験問題作問



- 156 - 

者を作問責任者が招集し、作問時の留意事項の打ち合わせを行う)、⑤原稿提出締切日決定(各入試の
日程から算定して、出来上がるまでに少なくも 2 回の校正が行える余裕を持って設定する)という流
れで入試問題を作成している。③と④において、前年度入試における問題の妥当性、出題範囲、出題

傾向、正答率、平均点、標準偏差等を再検証すると共に当該年度の問題作成にあたって作問者全員の

共通認識の確認も行っている。一般入試の試験問題は公表することを前提としているので、原則とし

て受験生には問題冊子を持ち帰ってもらっている。 
 
〔点検・評価〕 
 入試問題を検証する仕組みは現状の説明で述べたとおりに実施しているが、単純な出題ミスや出題

範囲外からの出題等が発生したことがある。また、正答率、平均点、標準偏差等の検証においても問

題の偏りやバラツキが見られる場合がある。 
 
〔改善方策〕 
方策としては、作問者以外の者による校閲システムを導入することや、問題作成途中における出題

内容の検証システムの導入が、入試委員会及び入試連絡会議において検討されており、早期の改善を

行うこととしている。 
 
5)入学者選抜における高・大の連携 

推薦入学における、高等学校との関係の適切性 

高校生に対して行う進路相談・指導、その他これに関わる情報伝達の適切性 

〔現状説明〕 
 学力、人間性ともに優れた学生が入学することが、本学がめざす看護職従事者の育成に効果をあげ

ることにつながる。推薦入学制度はこのための有効な方法であるが、高校と大学との相互の信頼関係

が軸となる。相互に理解し合える関係構築のために、①高校訪問において教育理念や教育目標といっ

た基本的なことや状況説明などを通して相互理解を深めることに努めている。②大学説明会を開催し

て、本学に関心を持って参加してくれた高校教員に対し大学の説明、授業参観、高校別の相談や質問

にも応えている。③高校からの要望に応じて、高校生向けの多彩な講義プログラムを用意して出張講

義を行っている。以上の取り組みを看護学部では実施している。 
 高校生に対しては、進路相談・指導については、高等学校内外で催される進学相談会・説明会に事

務職が参加して情報の伝達を行うと共に、夏休みを中心とした期間にオープンキャンパス(年 4回)と
入試直前キャンパスツアーや進路発見キャンパスツアー等を実施して本学と看護学部に関する情報

伝達に努めている。その他、ホームページ、ブログ等のインターネットを用いて、受験生にとって情

報が得やすいように工夫を重ねている。 
 
〔点検・評価〕 

 高等学校との相互理解と協力の基に、信頼関係が築けている状況で推薦入学が行われていることか

ら、推薦入学における高等学校との連携は概ね適切であると判断している。 
 受験生及び保護者の方には、できるだけ本学の内容を理解していただけるようにしており、オープ

ンキャンパスでは、アンケート調査を行いながら実施内容・説明方法・相談対応、受験者に向けた指

導等の改善に努めているところである。 
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〔改善方策〕 
 本学看護学部は、平成 21年 3月に 2期生を社会に送り出した、歴史の浅い学部である。本学の特
色である「雑草精神」に基づいた“人の心に寄り添う看護”を育成する教育と環境について情報を伝

達していくことが重要であろう。群馬県内のみならず、遠隔地からの入学も多い学部の特徴をふまえ

て、遠方の方で直接学部を訪問することが困難な方には、ホームページ、ブログ、電子メール等の電

子媒体をうまく活用して、情報伝達や進路相談・指導を進めることに努める。 
 

6)定員管理  

学生収容定員と在籍学生数、(編)入学定員と(編)入学者数の比率の適切性 

著しい欠員ないし定員超過が恒常的に生じている学部における対応策とその有効性 

〔現状説明〕 
 入学定員と入学者数、充足率の推移は表 4－12 のとおりである。看護学部では、1.10 前後で推移
している状況である。 
      

表 4－12 入学定員と入学者数、充足率の推移 
 入学定員 入学者数 充足率 
平成 17年度 60 65 1.08 
平成 18年度 60 66 1.10 
平成 19年度 60 62 1.03 
平成 20年度 60 66 1.10 
平成 21年度 60 74 1.23 

 
〔点検・評価〕 

近隣に看護系大学・学部の新設が相次ぎ、定員管理は年々難しくなってきている。このような状況

ではあるが、定員管理は比較的順調に行われている。 
 

〔改善方策〕 
 看護系大学・学部の新増設や看護希望者の学生比率の増減など環境要因の変化に対処できるよう、

定員管理方法を継続的に見直していくことにしている。 
 
7)編入学者、退学者 

退学者の状況と退学理由の把握状況 

編入学生および転科・転部学生の状況 

〔現状説明〕 
 看護学部では編入学者の受け入れを行っていない。 
 退学者の状況は表 4－13に示すとおりである。 
本学部は、イメージとして持っていたことと実際の学修のハードさから自分が目指すことと異なる

ことに気づき方向転換を希望する学生もいる。看護は人の命を預かる仕事であり、対象者である患者

や利用者の擁護者として機能しなくてはならない専門職である。したがって、方向転換を希望する学

生等に対しては、チューター教員をはじめ教学委員、科目担当者等がそれぞれ密に連絡を取り本人と

面談をし、保護者とも連絡をして今後の方向付けをしている。チューター制度の機能により、退学理
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由の把握はできている。 
 

表 4－13 看護学部の退学者数 
 1学年 2学年 3学年 4学年 
平成 16年度 3 0 0 0 
平成 17年度 0 2 0 0 
平成 18年度 1 0 0 0 
平成 19年度 1 2 0 0 
平成 20年度 2 1 0 0 

 
 平成 19年度は本学ビジネス情報学部と経営情報学部に各 1名転学部した。2年次での退学者 1名
は経済的理由から国立大学へ編入学した。 
 
〔点検・評価〕 
 看護という専門職の道を究めていこうとする人を育成する学部という特徴がある。一方、一般入試、

センター入試では筆記試験のみでの入学であるため、学生は入学後看護職に不向きであることに気づ

き悩むこともある。進路変更の必要性等で悩んでいる学生の指導は必須のことである。その意味でチ

ューター制度の機能は適正な効果につながっていると判断している。 
 
〔改善方策〕 
 看護学部は 1学年 60人定員という少人数教育を一つの特徴としている。60人という人数は、一人
ひとりの学生を把握しながら教育・指導が可能である。今後もきめ細かい教育に努力していく。 
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Ⅲ．大学院研究科における学生の受け入れ 

 

1.大学院経営管理研究科 

 

〔到達目標〕 

大学の理念および大学院学則に基づき、本研究科は創造力、国際性に富み、より専門的な職業に就

ける人材の育成および社会人の再教育を目指している。それに適した学生を受け入れ、定員の充足を

目指す。また、学生募集や入試制度について、大学本部と緊密かつ恒常的な体制を築く。 
 
1)学生募集方法、入学者選抜方法 

大学院研究科の学生募集の方法、入学者選抜方法の適切性 

〔現状説明〕 

学生募集方法 
本研究科はビジネス情報学部、経営情報学部を基にした研究科として設立されている。しかし、学

生募集に当たっては両学部の学生だけではなく、地域に密着した大学院としての役割を果たす上で、

他大学の学生や社会人を対象に広く院生を募集している。募集方法としては、①ホームページでの紹

介、②大学院案内の送付、③上武大学内での説明会などが中心である。ホームページでは、大学院の

講義内容の説明を中心に紹介している。ホームページを見た上武大学生や外部の志望者が大学院の案

内書を申し込む。一方、本学内では専門ゼミ・卒業研究ゼミの教員が各ゼミで大学院の存在について

説明する。また、平成 20 年度の入試から始まった「学部・修士 5 年一貫プログラム」については、
ビジネス情報学部、経営情報学部の 3年次生の成績優秀者に対して、専門ゼミを通じて募集案内を配
布するとともに、10月に研究科長が希望者を集めて両学部で説明会を開いている。 
入学者選抜方法 
募集定員は 20 人とそれほど多くはないが、大学院の理念・目的に応じた学生を受け入れるべく、
年 2回(9月と 2月)入試を実施するほか、学部・修士 5年一貫プログラムの対象学生の入試を年 1回
実施している。選抜方法としては、上武大学両学部の卒業見込み者で、成績優秀者(4 年次前期まで
の通算 GPA2.5以上)を対象とする学内推薦入試(面接試験)、それ以外の本学卒業見込み者および他大
学の卒業見込み者にたいする一般入試(筆記試験「英語、専門科目」と面接試験)、社会人を対象とす
る社会人入試(筆記試験「専門科目」と面接試験)を実施している。学部・修士 5年一貫プログラムは
3年次生を対象に秋に、面接試験として実施する。また、平成 20年度、平成 21年度生については高
崎キャンパスで開講する「経営管理研究科」の 4コースだけではなく、新設した東京サテライトキャ
ンパスの「金融と経営コース」でも入試を実施した。多くは社会人だった。 
 
〔点検・評価〕 

 学生募集方法については、必ずしも十分とは言い難い。本学の卒業見込み者をおもな対象としてい

るため、学内での募集が中心になる。外部に対しては、ホームページに頼っているというのが現状で

ある。ただ、ホームページでは「会計システムコース」に税理士試験に関して、税法の講座が開設さ

れたことを伝えているが、これを見て応募する他大学卒業見込み者、社会人がいる。このことから、

ホームページの効果は大きいといえる。 
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〔改善方策〕 

 本学内については教員を通じて十分学生に伝えられるので、課題は外部の志願者に対する募集活動

になる。とりわけ社会人への訴求が必要になる。その中心はホームページだが、その内容は学部に比

べて見劣りがする。コースの説明だけでなく、講義内容、昼夜開講制の特徴などについて充実させる。 
 

2)学内推薦制度 

成績優秀者等に対する学内推薦制度を採用している大学院研究科における、そうした措置の適切性 

〔現状説明〕 

 ビジネス情報学部、経営情報学部の成績優秀者に対しては、2種類の学内推薦制度を採用している。
一つは「学内推薦制度」であり、もう一つは「学部・修士 5年一貫プログラム」である。学内推薦制
度は 4年次前期までの学業成績通算 GPAが 2.5以上のもので、所属学部長およびゼミ担当教員の推
薦があり、本学研究科を第 1 志望とする者を対象とする。この場合、一般受験者が筆記試験(英語、
専門科目)を受験するのに対し、推薦された者は面接だけで受験する。 
 一方の学部・修士 5 年一貫プログラムは、大学と大学院を 5 年間で卒業する制度である。この制
度は学部 2年までの成績が、ビジネス情報学部、経営情報学部のそれぞれの学科で在籍学生の 10％
に入る優秀な学生に応募の機会を与える。これは面接試験のみで合否を判定するが、これに合格した

学生は学部 4年次後期において大学院修士課程の開講科目のうち 10単位を限度に履修することがで
きる。学部を卒業して修士課程に進学すると、研究科教員会議でその履修単位を認定されれば、残る

単位の取得と修士論文(4単位)あるいは特定課題研究報告書(2単位)の審査の合格によって、1年で修
士課程を修了できる制度である。3年次で受験するので、4年次の 7月に再度、大学院進学の意思を
確認する。この制度の適用はまだ 1名にとどまっている。 
 
〔点検・評価〕 

 学内推薦制度は大学院設置当初からあり、有効に活用されている。本大学院の面接試験は、全教員

が 2班に分かれ、全員の受験生を面接する。そのうえでそれぞれの判定結果を平均することになる。
面接点だけで比較すると、学内推薦制度の該当者がほぼ上位に並ぶ。3年間の学業成績が優秀である
だけではなく、研究計画の内容、面接での受け答えがそれだけ優れていることを示している。入学後

の該当者の成績、出席状況などは良好である。学内推薦で受験する学生は、指導教員が 3・4年次の
ゼミで指導しているので、その性格や能力を知っており、引き続き大学院でも指導する場合が少なく

ない。従って、学部での卒業研究をさらに一歩進めた論文・特定課題研究の指導ができる。 
 
〔改善方策〕 

学部・修士 5年一貫プログラムについては、平成 20年度に初の入試を実施しており、まだ、緒に
就いたばかりであるので、学生への周知徹底が十分であったとは思えない。また、試験の時期は、学

部生の意識の高揚と就職シーズンが早まる傾向があることなどを考えて、9月頃に実施する予定であ
る。今後毎年、説明会を実施することで、より短期間で修士の資格がとれるメリットなどを浸透させ、

制度として定着させたい。 
 
3)門戸開放 

他大学・大学院の学生に対する「門戸開放」の状況 

〔現状説明〕 

他大学の卒業者を受け入れることには何の障害も設けていない。毎年数人の受験生がおり、成績次 
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第で入学が決まっている。試験科目は筆記試験(英語、専門科目)と面接である。これは学内推薦制度
以外で受験する本学の卒業見込み者と同じ条件となる。ただ、受験者の人数は本学卒業生に比べると

少ない。また、他の大学院卒業生についても同じ扱いになる。 
 

〔点検・評価〕 
他大学出身の受験生について、本学卒業見込み者及び卒業生と全く同じ条件で試験をしており、十 
分開放されている。また、他大学院卒業生に対しては、入学後、教員会議の承認を得られれば、最大

10単位の単位認定をしている。 
 

〔改善方策〕 

特に改善すべき点はないとみられる。 
 
4)飛び入学  

「飛び入学」を実施している大学院研究科における、そうした制度の運用の適切性 

〔現状説明〕 

ビジネス情報学部と経営情報学部には 3年で卒業できる制度がある。1年次の成績優秀者は決めら 
れた上限以上の単位を 2年次に履修できる。2年次の成績が学部で上位 5位以内にあれば、3年次に
専門ゼミ、卒業研究を同時に履修し、合わせて卒業に必要な単位を取得した場合に 3年次で卒業でき、
大学院に進学できる。 
 
〔点検・評価〕 
この制度の適用を受けて、大学院に入学したものは、これまで一人しかいない。すでにこれに代わ

る制度として学部・修士 5年一貫プログラムを用意したので、飛び入学の制度で大学院に入学するケ
ースは少ないとみられる。むしろ新制度に変わると予想される。 
 
〔改善方策〕 

 この制度を早急に廃止する必要性は考えていないが、学部・修士 5年一貫プログラムが設けられた
ことで、今後も適用を受ける学生は少ないとみられる。 
 
5)社会人の受け入れ  

大学院研究科における社会人学生の受け入れ状況 

〔現状説明〕 
 本大学院は設立当初から、地域に立脚した大学院を目指し、社会人を積極的に受け入れている。本 
大学院は昼夜開講制を採用しており、それ自体が社会人の受け入れを前提としている。本大学院設置 
時から税理士試験の受験希望者が会計システムコースに多く入学している。この流れは税法に関する 
講義を開講したことで、さらに強まっている。会計システムコースでは、本学の学部からの卒業生よ 
りも社会人のほうが多い状況である。 
 
〔点検・評価〕 
 地域に開かれた大学院として、社会人の入学を歓迎している。社会人としての経験を評価し、試験

科目から英語を免除している。ただ、社会人が中心だった東京サテライトでは会計だけではなく、経

営、金融の受講者が多かったが、東京サテライトの募集を休止したので、全体として社会人の比率は
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下がると予想される。 
 
〔改善方策〕 

 社会人に対する募集方法について、ホームページ以外の方法が可能か検討したい。 
 
6)外国人留学生の受け入れ 

〔現状説明〕 

大学院研究科における外国人留学生の受け入れ状況 

ビジネス情報学部、経営情報学部とも外国人留学生が多数在籍している。学部生が大学院に進学す

ることから、留学生が数多く大学院を志望する。留学生についても「学内優遇制度」、「学部・修士 5
年一貫プログラム」が、日本人学生と全く同じに適用される。このため、この制度を利用して受験す

る留学生も多い。また、一般の受験生として受けることも多い。授業料の面では学部と同じように減

免制度が適用される。 
 
留学生の本国地での大学教育、大学院教育の内容・質の認定の上に立った、大学院における学生受け入

れ・単位認定の適切性 

 留学生が現地の大学を卒業し、直接大学院を受験する場合に関しては、受験資格が大学院学則に記

されている条件に合致するかを判断する。特に受験資格の判定が必要な場合(外国において学校教育
における 15年の課程を修了し、所定の単位を優れた成績をもって修得したと認めた者)は、学長から
任命された 2名の担当教員が本国地での大学や大学院における教育内容について、履歴書や成績証明
書を基に資格審査する。   
大学院卒業生については、留学生用の特別な規定がないため、日本人の大学院卒業生に対する規定

が援用され、専門科目・面接による入試を行う。また、最大 10単位までの振替が入学後の教員会議
の承認を得られれば認められる。ただ、外国の大学院卒業者の受験・入学のケースは実際には起きて

いない。 
 

〔点検・評価〕 

 留学生の受験で目立つのは、学内優遇制度の適用を受けての受験である。成績優秀な留学生が引き

続き学修を続けたいという意欲が強い。最も多い中国からの留学生の場合、中国に帰国した際、外国

の大学卒業だけでは有利な資格にならなくなってきている。このため、大学院卒業という、より高度

な教育を受けたい学生が増えているとみられる。 
 

〔改善方策〕 

 留学生の受け入れに関しては、授業料の減免措置を設けている。それ以外は日本人学生とまったく

同じ扱いにしており、特に問題はないと考える。 
 

7)定員管理 

大学院研究科における収容定員に対する在籍学生数の比率および学生確保のための措置の適切性 

著しい欠員ないし定員超過が恒常的に生じている大学院研究科における対応策とその有効性 

〔現状説明〕 

 平成 21年度において収容定員 40人に対し、在籍学生数は 46名であり、その比率は 1.15である。
適切な在籍数が保たれている。その点では、学生確保の措置としての入学選抜制度が十分機能してい
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るといえる。 
 

表 4－14 大学院研究科の学生定員及び在籍学生数(平成 21年度) 
入学定員 収容定員 在籍学生数 

修士課程 
研究科 専攻 

修 
士 
課 
程 

博 
士 
課 
程 

修士 
課程 
(A) 

博士 
課程 
(B) 一般 

社会

人 
留学

生 
その

他 
計(C) C／A 

経営管理 
研究科 

経営管理 
研究科 
専攻 

20  40  4 15 27 - 46 1.15 

 
〔点検・評価〕 

本大学院はビジネス情報学部、経営情報学部を基礎として設立され、両学部の教育をさらに専門化

させることを目的としている。学部からの留学生はその趣旨にあっているが、一般の学生の在学が少

なく、これをどう増やすかが課題といえる。 
 
〔改善方策〕 

 新たに採用した学部・修士 5年一貫プログラムの募集を強化することで、一般の入学を増やすよう
にしたい。 
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第５章 学生生活 
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第 5章 学生生活 
 
〔到達目標〕 

本学は、人間的ふれあいの中で学生一人ひとりが個性を育み、豊かな創造性と高い倫理感を備え、

達成感と満足感を持って社会に旅立てるために、学生のキャンパスライフを総体として充実させてい

くことを目指している。 

そのため本学は、教育課程の充実に努めるとともに、学生生活について次のような目標を掲げ支援

を行う。 

①学生生活の経済的基盤を支え、また勉学への意欲を促進させうる経済的支援を行う。 

②学生が不安や心配なく学修に励むことができるよう、きめ細かな学修、生活相談を行う。 

③学生が希望する進路に進むことができるよう、就職担当部署からの適切な情報提供、支援を行う。 

④自主性・協調性を養い、豊かな人間性を育てる上で重要な意義を有する課外活動を大学教育の一環

として位置づけ、その活性化を図るため十分な支援を行う。 

 
1)学生への経済的支援 

奨学金その他学生への経済的支援を図るための措置の有効性、適切性 

〔現状説明〕 
本学では、日本学生支援機構奨学金制度(表 5－1、2)に加えて、独自に多様な奨学金制度(表 5－3、

4)を設けている。 
また留学生に対しては、表 5－5に掲げた奨学金制度を扱っている。 

 
表 5－1 日本学生支援機構奨学金 

制 度 の 名 称 給与・貸与月額 貸与・給付区分 
第一種 

5万 4千円、 6万 4千円 
 
 
日本学生支援機構奨学金制度 第二種 

3万円、5万円、8万円、
10万円、12万円 

貸  与 

 
表 5－2 日本学生支援機構からの奨学金を受けている学生数(平成 20年度) 

ビジネス情報学部 経営情報学部 看  護  学  部 大  学  院 
245名〈919名〉 78名〈487名〉 103名〈256名〉 1名〈46名〉 

                                〈 〉内は所属学生数 
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表 5－3 本学独自の奨学金制度[入学時採用](平成 20年度) 
A特待生 0名 
B特待生 4名 

 
①資格取得特待生制度 

C特待生 9名 
②入学試験成績優秀者奨学生制度 3名 
③学業特待生制度 5名 
④あらくさ奨学生制度 2名 
⑤スポーツ優遇制度(吹奏楽含む) 17名 
⑥ 優秀者奨学生制度 

入学金または授業料の免除・減免 

12名 
①A特待生は、入学金(20万円)および 1年次授業料の全額(66万円)を免除する。 

B特待生は、入学金(20万円)および 1年次授業料の半額(33万円)を免除する。 
C特待生は、入学金(20万円)を免除する。 
②入学年度の後期授業料(33万円)を免除する。 
③試験成績により、授業料の 50％、30％、15％を免除する(減免適用は原則 4年間であるが進級時に継続審査を
行う。) 
④保護者等の事故・災害・病気による後遺障害または死亡によって、経済的に困窮している学生について、入学

金(20万円)を免除し、授業料の 60％を減免する。 
⑤高校時に全国大会レベルの各種大会に出場し、入学後もその競技を継続する意志のある者について、入学金(20
万円)を免除する。 
⑥ 1年次、2年次、3年次において、学業・人物ともに優れた者(若干名)について、次年度の授業料(全額または
半額)を免除する。 

 
表 5－4 本学独自の奨学金制度[資格取得により支給](平成 20年度) 

Sランク 50万円 0名 
Aランク 20万円 1名 
Bランク 10万円 3名 
Cランク  3万円 15名 

 
 
資格合格奨学金制度 

Dランク  1万円 

給  付 

49名 
 

表 5－5 留学生奨学金制度(平成 20年度) 
制  度  の  名  称 給付・貸与月額 貸与・給付区分 採用者数 

私費外国人留学生学習奨励費(1年) 5万円 46名 
私費外国人留学生学習奨励費(半年) 5万円 12名 
ロータリー米山奨学金 10万円 1名 
平和中島財団奨学金 10万円 1名 
国費奨学金 12万 6千円 

給  付 

0名 
 

 このうち日本学生支援機構奨学金については、各キャンパス事務室の教学課が受付窓口となり、一

方人物評価と健康状態の面接等については、各学部の学生指導委員会が教学課と連携して実施し、円

滑な受給ができるように支援を行っている。表 5－2はその受給実績である。 
 また、表 5－3に掲げたものは⑥を除き、入学に際し、その学生の保持する資格・能力、あるいは
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入学試験の成績が良好であることにより、入学金または授業料の免除・減免がなされるものである。 

①は、保持している資格によって、A B Cの 3段階のランクに分けられている。対象の資格は多岐に
わたるが、情報分野を例にあげると、基本情報技術者(A ランク)、初級システムアドミニストレー
タ〈現在は、ITパスポートに改定。〉(Bランク)、全商情報処理検定 1級(Cランク)となっている。 
②はすべての入学試験終了後、入学手続き者の中から各学部 1名を選考する。 
③は特待生入試合格者の中から A B Cの 3つのランクに分けて判定する。 
④は前掲の通りであるが、AO入試方式の下に実施されているため、現在はビジネス情報学部、経営
情報学部の 2学部がその対象となっている。 
⑤は、原則として、本学の指定種目(硬式野球、サッカー、陸上競技、駅伝、硬式テニス、バスケッ

トボール、柔道)をその対象としている。 
①から⑤の制度は、文武に秀でた学生を本学に招くことで、 後述するように課外活動の振興を企

図し、また一般学生に刺激を与えることで各学部の教育を活性化することを意図して置かれている。  
一方⑥は、1 年の学修の成果によって各学部の上位者若干名を選出し、奨学金(授業料の全額また
は半額)を給付するものである。 

また、資格合格奨学金制度(表 5－4)は、学生が在籍中に修得した資格の難易度(ビジネス情報学部、
経営情報学部の『履修要項』に一覧表の形で掲載)に応じて奨学金を付与する制度で、在校生の資格
取得の啓発を目的に設けられている制度である。 
表 5－6は平成 18年度から平成 20年度にかけて、この制度に基づいて奨学金の受給を受けた人数
と資格を一覧表化したものである。3年間でのべ 115名の学生が受給している。 
 

表 5－6 資格合格奨学金受給人数 

資  格  名 区分・級 
奨学金 
ランク 

平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

税理士 財務諸表論 B ― 1名 ― 
日商簿記検定 2級 C 3名 6名 9名 
日商簿記検定 3級 D 6名 10名 9名 
証券外務員 二種外務員 C ― 1名 ― 
基本情報処理技術者  B ― 1名 ― 
初級ｼｽﾃﾑｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰﾀ  C 2名 3名 ― 
ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ技能士 3級 C ― ― 1名 
MOS ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ ｴｸｾﾙ ｴｷｽﾊﾟｰﾄﾚﾍﾞﾙ D 3名 6名 9名 
MOS ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ ﾜｰﾄﾞ ｴｷｽﾊﾟｰﾄﾚﾍﾞﾙ D 1名 ― ― 
日商販売士 2級 D 20名 11名 7名 
実用英語技能検定 2級 C ― 1名 ― 
TOEIC 600点以上 C 1名 1名 1名 
TOEIC 470点以上 D 1名 ― 1名 
合  計   37名 41名 37名 
 
 一方、留学生奨学金制度については、各キャンパス事務室の教学課が窓口となって学内公募を行い、

選考は学部の学生指導委員会、国際交流委員会が連携して行っている。書類提出の際に出願者につい

ての所見が必要な場合には、指導担当教員がその作成にあたっている。 
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さらに、ビジネス情報学部アジア地域ビジネス学科に入学した留学生に対しては、全員に入学金免

除、1年次前期の授業料 6割減免、それ以降は半期 12単位の単位修得を条件に、授業料の 6割減免
措置が定められている。同制度は、平成 19年にビジネス情報、経営情報の両学科で新カリキュラム
が発足するまでは、両学部のすべての学科に所属する留学生を対象としてきたが、新カリキュラムの

特徴からアジア地域ビジネス学科に留学生の入学を誘導する目的で、他学科についてはその措置を中

止したものである。この制度のもとで、留学生のうち学業成績が不振の者(半期の単位取得数が 12単
位未満の者)や停学等の処分を受けた者を除き、ほとんどの留学生が授業料減免の適用を受けている。 
なお、留学生に対する学費の減免措置は、大学院についても同様に実施している。 
一方、定例的なものではないが、学生および学生の保護者が地震をはじめとする大規模な自然災害

に遭遇した場合には、支援措置として罹災状況に応じて見舞金の支給や授業料の減免を行っている。

具体的な例としては、平成 19年の新潟県中越沖地震の際に、3学部の 9人の学生について、年間授
業料の三分の一の減免(3名)、見舞金(5万円)の支給(6名)の措置を講じている。 
 
〔点検・評価〕 
日本学生支援機構奨学金制度に設定されている本学用の人数枠は、現在、日本人学生のニーズを満

たすことのできるものであるが、卒業後の返還について、延滞率が大学平均に比べてやや高いことが

問題点として指摘できよう。一方、留学生に対する奨学金制度については、希望者に対して枠が十分

とは言いがたい状況である。 
 また、本学における奨学金制度は様々なバリエーションを持ち、経済的な理由で修学困難な学生に

対して保護者の経済的負担を軽減し、学生生活を安定させるとともに勉学意欲の向上に役立っている

といえよう。特に、入学時に適用される「資格取得特待生制度」および「スポーツ優遇制度」、また

入学後に適用される「資格合格奨学金制度」は、将来への具体的な目標設定を促すことによって、学

生の勉学意欲の向上と学生生活の充実に役立っており、制度として評価できる。 
「資格合格奨学金制度」は、あらかじめ資格をランク付けし、それを『履修要項』に掲載している

ものと、学生が修得資格の認定を申請してきた場合に、『履修要項』掲載の資格との比較の上で、新

たにランク付けを行い、奨学金を受給する場合とがある。ランク付けは、就職連絡会議からの依頼を

もとに、教学連絡会議が資格の内容を検討し、適正なランクを答申している。表 5－6に即して例示
すれば、日商簿記検定や基本情報技術者、英語検定が前者であり、証券外務員が後者にあたっている。 
公的な資格は制度の改正によって名称、資格の難易に変動を生ずることがあり、また新たな資格が

生まれることもある。表 5－6にある初級システムアドミニストレータが平成 21年度から ITパスポ
ートに変わったことはその一例といえよう。学生の意欲を高める意味からも、本制度は常に見直しを

行う必要がある。 
また、留学生に対する授業料減免制度は、経済的側面からその勉学環境を維持し、学修意欲を高め

ている点で評価できよう。ところで、経営情報学部の留学生数は平成 19 年度以降極めて少ないが、
これは前述のように同学部で授業料の減免措置を実施していないことに主な原因が考えられる。しか

し、ビジネス情報学部のアジア地域ビジネス学科以外の 2 学科、経営情報学部の 2 学科のカリキュ
ラムに魅力を感じている留学生も少なからずおり、学科を限った減免措置については再考の時期を迎

えているといえよう。 
災害時の支援措置としての対応も、災害に遭った保護者・学生の家計と心情を思えば、極めて適切

なものといえよう。しかし、経済状況の急激な悪化は災害だけにとどまるものではない。近年の不況

によるリストラ等での保護者等の突発的な経済的困窮は、本学の学生に限ったことではないが増加の

傾向にあるといえよう。これらに対しては、日本学生支援機構が緊急の支援を実施しているが、本学
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としては、現段階では学費の延納を認めるという対応にとどまっている。 
また、日本学生支援機構奨学金制度以外に県別の奨学金制度もあるが、現在のところ活用は多いと

はいえない状況である(平成 20 年度は、全学で 2 名)。この理由について確たる分析結果が出ている
わけではないが、本学入学以前に審査が行われ、高校時代の成績が採用の判定基準となる場合がある

こと等に理由が考えられる。 
一方、看護学部の場合は、医療施設が実施している支援制度もあるが、これについては、本学入学

以前に採用が決定している場合も多い。また、入学後についても、本学就職課が募集の掲示やパンフ

レットの配布の依頼を受けて対応しているものの、手続きは本学を介さず、もっぱら学生個人と医療

施設との間で行われるため、就職課の把握度は低いといえよう。 
 
〔改善方策〕 
 表 5－3の④に挙げた「あらくさ奨学生制度」は、現行では入学生に対してのみ適用されるもので
ある。保護者等の突発的な経済的困窮に対しては、日本学生支援機構による緊急支援以外にも、本学

でもそれに対応する奨学金制度を作ることが望ましいといえよう。また本制度は、現在看護学部はそ

の対象となっていない。これは、「あらくさ奨学生入試」が AO方式の試験のもとに行われているた
め、この入試を行っていない看護学部が除かれているためである。今後同学部も給付の対象とすべき

か、支援の施策の拡充とあわせて検討していきたい。 
日本学生支援機構奨学金の返還遅滞について、受給学生に対しては卒業時に返還説明会を実施して

いる。しかし、選考のための面接時および採用決定時にも、奨学金が貸与であることや返還義務があ

ることについての説明を時間をかけて行う必要があろう。 
「資格合格奨学金制度」は本学看護学部創立以前に定められた制度で、看護系に推奨するに足る適

当な資格がなかったこともあり、これまで同学部には該当資格が定められていなかった。これについ

て、平成 21年度より医療情報基礎知識検定試験が開始されたことから、現在就職連絡会議ではこの
資格を奨学金の対象とすべく検討を行っている。 
留学生に対する奨学金制度の枠の拡充については、現状では困難な点が多い。現行制度でも選考は

厳密・公正に行われているが、基準を明確に示すことで、受給に向けた学修の意欲を喚起していきた

い。 
 
各種奨学金へのアクセスを容易にするような学生への情報提供の状況とその適切性 

〔現状説明〕 
公的な奨学金制度については、募集から採用、返還までの流れを各学部の『履修要項』に詳細に記

しており、年度初めのガイダンス時にも時間をとって説明を行っている。また、期限のある募集につ

いては、適宜、掲示をもって周知するとともに、情報を指導担当教員(ビジネス情報学部、経営情報
学部)・チューター(看護学部)に流し連絡の徹底を依頼している。 
本学部独自の奨学金制度については、入学前は『大学案内』、入学後は『履修要項』を見ることで

詳細が把握できるように配慮している。特に後者については、資格取得に関する課外の講座を企画(本
章「資格取得を目的とする課外授業の開設状況とその有効性」参照)することで、より資格取得にチ

ャレンジしやすい環境づくりを行っている。 
 
〔点検・評価〕 
〔現状説明〕に記した現行の方法は、奨学金に関する情報提供の方策として 3学部とも適切である
といえよう。 
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〔改善方策〕 
現行の方法で大きな問題はないが、学生への周知方法を複線化する意味で、学内イントラネットの

活用を検討していきたい。 
  
2)生活相談等 

学生の心身の健康保持・増進および安全・衛生への配慮の適切性 

〔現状説明〕 
学生の健康保持・増進については、まず、毎年 4月に全学生対象の健康診断を実施している。診断
内容は、胸部レントゲン撮影、身体・体重・視力測定、および内科検診である。なお、運動部に所属

している学生には、「スポーツ健康診断」として、さらに尿検査、心電図検査、血圧検査を実施して

いる。 
また看護学部では、同時期に小児感染症(麻疹・風疹・流行性耳下腺炎・水痘)の抗体価、B型肝炎
抗原、抗体価検査を行っている。これは、近年小児感染症の流行が見られることから、学内での集団

発生予防と共に臨地実習中に学生が感染源になることを防ぐこと、B型肝炎については、学生自身が
肝炎に罹患しないための予防策として実施している。 
抗体取得ができていない学生に対しては、小児感染症や B 型肝炎、流行期前のインフルエンザと
各種予防接種の計画的な実施を勧奨している。 
また、平成 20年度からは学生の臨地実習を担当する施設側からの要望で、 
①実習開始までに抗体獲得できるように勧奨する予防接種：B型肝炎は、基礎看護学実習Ⅰに入るま
でに 3回、インフルエンザは、流行期に入るまでに予防接種を行う。 
②実習までに抗体獲得が出来るよう予防接種を行う：小児感染症については必ず実施すること。 
とした。 
 なお、全学部とも検査の結果については全員の学生に文書にて結果を通知し、異常を指摘された学

生には、校医と相談するように指導している。 
一方、本項目関係のガイダンスとして、全学部とも学生指導委員会により、毎年 4月に学生の健康
維持・増進の一環として「学生相談ガイダンス」を行っている。特に 1年生に対しては時間をかけ、
『履修要項』の「健康管理」の項目の説明を中心に学生の注意を喚起している。 
また、学生の安全一般を確保するために、「交通・防犯講話｣(藤岡警察署員に依頼。高崎キャンパ
ス)と｢ヤング被害防止出前セミナー｣(群馬県消費生活センターに依頼。伊勢崎、高崎キャンパス)を行
っている。平成 21年度は特に夏休み前に、新入生が麻薬犯罪に染まったり、カルト集団の勧誘に引
き込まれないよう、また女子学生が性犯罪の被害にあわないよう、専門家を招き、教員に対してセミ

ナーをおこなった。 
またひところいわゆるアルコールハラスメント問題が社会をにぎわせたことから、本学では数年来

各学部の 1 年生に対して「お酒との正しいつきあい方のガイドブック」(アサヒビール株式会社、に
っかウヰスキー株式会社より提供)をガイダンス時に配付して注意を促している。 
一方、設備関係としては、両キャンパスに保健室(学生相談室)を設置し、学生相談員(学生カウンセ
ラー)が、心身の健康に関する学生の相談に応じている。 
 

〔点検・評価〕 

健康診断については、ビジネス情報学部、経営情報学部で、受診率が 1・4年生は 100％に近いも
のの、2・3 年生では受診しない学生が相当数いることが問題点として指摘できよう。これは、健康
診断の実施日が授業日と重なっているため、学生には授業の空き時間を利用した受診を勧めているも
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のの、待ち時間を忌避する傾向によるものと考えられる。 
看護学部については、毎学年とも 100％近い受診率となっているが、これは学年毎に健康診断個人
票を学生に返却し、各自が検査結果数値の意味を読み取れるよう説明を行っていること。また、標準

値と異なったデータの場合や、獲得できていない抗体等がある場合は、個人を対象に、各自で受診行

動や予防行動がとれるように指導・健康教育を行うという、学部に即した対応ができているためとい

えよう。 
施設関係では、本学の「学びたいという意欲を持つ者に広く門戸を開き」という教育理念に基づき、

高崎キャンパスは平成 20年に重度の障がいを持つ学生の入学に際して、授業を受ける教室、エレベ
ータの改造を行っているが、このような対応を迅速に行ったことは評価できよう。 
また、保健室(学生相談室)が設置されていることは評価できるが、さらに学生の健康管理担当の専
任職員の配置が望まれるところである。AED も両キャンパスに設置されているが、実機を使った訓
練を受けた教職員はわずかの人数にとどまっている。 
 
〔改善方策〕 
定期健康診断について、その受診率を上げるため、自己の健康管理の大切さを日頃から学生指導担

当教員・チューターを通して、あるいは掲示にて説明していきたい。学生の啓発のため、AED の操
作体験といった企画を行うことも本項の改善につながるといえよう。 
距離的にも近いことから校医との連携は取れているが、現在、大学内で対応できる怪我や体調不良

についての対応(応急処置を含む)を事務職員が行っている。保健室に保健師又は養護教員を配置し、
学生が気軽に健康相談ができる体制が望まれるところである。 

 

ハラスメント防止のための措置の適切性 

〔現状説明〕 
本学では、平成 17年 6月に「ハラスメントの防止等に関する規程」(以下、本項内では規程と略す)
を施行し、ハラスメント(セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハ
ラスメント、ジェンダー・ハラスメント)に対応する態勢を整えた。規程は平成 21年 12月に改訂さ
れ、現在に至っている。 
規程では、前記 4つのハラスメントを定義するとともに、研修等その防止のための取り組み、さら
にハラスメントが起こった際の被害者(学生、教職員)の救済、加害者の処分の流れについて述べられ
ている。 
ハラスメントが起きた際に、被害者が相談する窓口となるのがハラスメント相談員である。相談員

は理事長より任命(任期 1 年。ただし再任を妨げない)され、被害者の相談に応じる。平成 21 年度は
17名の相談員が任命されており、その所属は 3つの学部の教職員、法人本部の職員、系列の幼稚園
の教職員、学生相談員(「生活相談、進路相談を行う専門のカウンセラーやアドバイザーなどの配置
状況」の項に詳述)と多岐にわたっている。これは、被害者が自己の所属する部署の者には相談がし

にくいという心理を慮っての措置である。また、相談員の多くはメールアドレスを公開しており、文

書での相談にも対応できる態勢となっている。相談員は、学内の掲示板に貼りだす形で公開されてい

る。 

そして、ハラスメントの相談を受けた相談員は、事実関係を確認するとともにそれを対策室長に報

告し、対策室長は室員と対策室会議を開いてその内容の検討を行うことになる。対策室長、室員は常

任理事会の承認のもとに理事長より任命(任期 1 年。ただし再任を妨げない)される。平成 21 年度は
室長以下 6名が任命されている。 
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事案が対策室で審議の結果、さらに調査の必要があると判断された場合には、ハラスメント調査委

員会が設けられ、その結果に応じて加害者には注意・勧告、あるいは学長に処分が付託されることに

なる。後者の場合は、学長は大学運営協議会にそれを上申し、学則・就業規則に則って処分が行われ

ることになる。一方、被害者に対しては、対策室がその救済策を検討することとなる。 

また、学内におけるハラスメントの予防についても、啓発・研修等は対策室を中心に行われること

が定められている。 
本学が規程を定めたのは、現実に学内にハラスメントの問題が生じていたためではなく、報道等で

大学におけるハラスメント問題が取り上げられ、社会における認知度が増したことから、予防策を講

じる目的があったためである。 
そのような事情もあって、本学では規程制定後、対策室会議が開催されるような問題は生じていな

い。 
 

〔点検・評価〕 

社会的な関心の高まりに即応して規程を設け、それに定められた相談員、対策室員を任命している

点は評価できよう。また、相談員が相談を受ける対象の範囲を被害者の所属部署に限らず、法人内の

すべての部署の所属員としたこと、また、どの部署についても女子教職員を置いていることは先進的

な試みと言えよう。 
一方、現実には学内で問題が生じていないという安心感もあってか、啓蒙活動、研修等の面で対応

が不十分であることも事実である。 
広報に関して、学生に対しては、平成 21 年度から各学部の『履修要項』に、「個人情報保護とハ
ラスメント防止について」のタイトルで統一した文面を掲載し、また、それに基づき指導担当教員・

チューターに学生への周知を依頼したが、その実施にはやや不徹底な点が見受けられる。また、職員

を対象とした研修等はまだ開催にいたっていない。 
 

〔改善方策〕 
規程の第 3条には、「一 ハラスメントの防止のため、パンフレットの配布、意識調査等により啓
発活動を行うよう努めること」「二 ハラスメントの防止を図るため、職員、学生又は関係者に対し、

必要な研修を実施すること」「三 新たな職員、学生又は関係者となった者に対して、ハラスメント

に関する基本的な必要事項を理解させるため、さらにハラスメントの防止等に関して、求められる役

割を理解させるための研修を実施すること」が定められている。これらのことを、組織的に実行して

いきたい。 
すでに一については、本学独自のリーフレットとして「上武大学ハラスメント防止ガイドライン」

が作成されており、三とも関わるが、平成 22年度の各学部、大学院の年度当初のガイダンスでこれ
を配付してのガイダンスが計画されている。 
教職員についても、これをもとにした研修会の開催を、法人本部を中心に考えていきたい。 
 

生活相談担当部署の活動の有効性 

〔現状説明〕 
本学で本項に該当する部署としてまず挙げられるのが、ビジネス情報学部・経営情報学部の指導担

当教員制度と看護学部のチューター制度である。 
前者は、1年次から 4年次までのすべての学部生を 20名弱のゼミに分けて各ゼミを一人の教員が
担当し、週 1コマの授業(ゼミ)を行うとともに、在校時の空き時間を利用して、所属学生の学修・生
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活等あらゆる悩みに対応している。各学年のゼミの名称は、対話ゼミ、教養ゼミ、専門ゼミ、卒業研

究(ビジネス情報学部)、フレッシャーズゼミ、基礎ゼミ、専門ゼミ、卒業研究(経営情報学部)である。 
学部の独自性もあって、ビジネス情報学部は 2・3年次でそれぞれゼミのメンバーの入れ替えを行
い、経営情報学部は 3 年次で 1 回再配分を行っている。いずれの学部とも、指導担当教員が変わる
ことで指導の一貫性が失われることがないように、所属する一人ひとりの学生について個別ファイル

(学生指導記録簿)を作成しており、上級学年に上がる際に、新しい指導担当教員への引き継ぎを行っ
ている。個別ファイルには、各学期の履修申請、出席状況調査、成績表等の写しと、自己反省、面談

の記録が綴られている。 
一方看護学部のチューター制は、指導教員 3名ごとに各学年の学生 8～9名をグループとして託す
ものである。毎年、年度初めの 4月に、チューター教員の個性や専門性を学生に知ってもらい、個別
相談への抵抗感を軽減させ、同時に学年を超えた学生同士の交流を活性化させる目的で各グループの

学生と教員の顔合わせをする「チューター・教員交流会」を行っている。また、チューター間の連携

と相談事例に対する適切な運用のため、チューターマニュアルを設けチューター代表者会議を実施し

ている。この制度は、学年を超えた先輩や後輩とのつながりを作り、学生と教員との精神的距離を無

くし、気軽に個別相談を受け易くする制度となっている。 
 また、伊勢崎、高崎の両キャンパスとも、学生相談室を設置し、悩みを抱える学生の来室を促して

いる。相談室については、毎年年度当初の「学生生活ガイダンス」において、学生相談員が同室につ

いての紹介を行っている(本章「生活相談、進路相談を行う専門のカウンセラーやアドバイザーなど
の配置状況」参照)。 
 なお、特に留学生の日常生活に関する相談に対しては、平成 21年度から伊勢崎キャンパスに設立
された留学生センターのセンター員、および両キャンパスの教学課職員も窓口対応を行っている。留

学生センターの役務は、「上武大学留学生センター規程」に明記されている。 
また、両キャンパスとも、親元を離れて暮らす学生のアパート探しを円滑にし、快適で安全な生活

がおくれるよう、近隣のアパートのオーナーの団体「協力ハイツ連絡会」を組織し、教学課が窓口と

なって対応している。この会は教学課、各学部学生指導委員会と年 1回の定期的な会合を持ち、大学
側からはアパートの設備の基準の維持などを依頼する一方、入居している学生の動向について情報提

供を受けることで、不登校学生の掌握等にも一役を担っていただいている。 

 

〔点検・評価〕 

 ビジネス情報学部・経営情報学部の指導担当教員制度は、週 1回のゼミの授業にゼミ生・教員が顔
を合わせることから、自然にゼミとしての一体感が醸成される効果があり、また、ゼミへの出席状況

が所属学生の学修状況を測るバロメーターともなり、不登校等の問題が大きくなる前に対応ができる

といった利点を持つことで、制度として評価できる。 
 しかし、この方式では、学生が入学当初から卒業にいたるまでメンバーが変わらない同一学年の小

グループを形成してしまう傾向(クラス替えを行っても、グループでまとまって次のゼミを希望する
など)も指摘されており、いかに学生の広い交友を奨めるかが問題となろう。 
 一方、看護学部のチューター制は、学業不振や遅刻・欠席が多い時に、科目担当教員からチュータ

ー教員に連絡を入れることで、早期に面接して問題解決を図るなど連携がとれていること、また、学

生と指導教員との関係にとどまらず、グループ単位で行われる学生間交流を大切にし、学年を超えた

学生同士の人間関係を深める触媒的役割を担っており、学生同士が支え合う関係ができ、孤独になる

学生が少ないという効果となっている点で評価できる。 
 しかし、3名の教員が 1つのグループを担当していることから、教員間の情報の共有に困難な点が
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あり、また時には 4学年で 30名を超える学生を担当していることから、実習期間中にはきめ細かな
対応ができにくい状況があることも事実である。 
一方学生相談室については、次項でも記述するが一人の相談員が両キャンパスを掛け持ちしている

状況により、週の決まった曜日にのみ対応している点はやや問題といえよう。 
留学生に対しては、留学生センターのセンター員および教学課職員が、授業料支払いや奨学金の相

談を受けるとともに、必要に応じて生活面での指導も行っており、きめの細かい指導体制を形成して

いる点は評価できる。他方、「相談に応ずる」という姿勢が、やや受身の対応となっている点は否定

できない。 
 また「協力ハイツ連絡会」は、定期の会議の場でだけではなく、雑草祭への協力や、運動部の対外

試合の際には応援に駆けつけてくださるなど、地域連携の役割をも果たしている点は評価できよう。 
 
〔改善方策〕 
ビジネス情報学部・経営情報学部の指導担当教員制度については、すでに一部の教員による試みも

行われているが、複数の学年のゼミの交歓、あるいは同一学年の他のゼミとの交歓を行うことで、小

さくまとまりがちな学生の交友を広げていきたい。そのことは、学生のコミュニケーション力を養う

ことともなろう。 
一方、看護学部のチューター制については、平成 21年度で開学部 6年を経過したことで、教員・
学生に定着した制度となっているといえよう。それをより機能的・効率的にしていくことが今後の検

討課題である。同学部は開学部直後という事情からこれまで教員の異動が頻繁に行われたが、今後の

方策としては、入学した学生が卒業まで同じ教員によって担当できる制度として機能できるよう努め

ていきたい。 
留学生センターについては、留学生がよりよい大学生活を送るためのサポートとして、自主事業と

して何をなしうるか検討していきたい。 

 

生活相談、進路相談を行う専門のカウンセラーやアドバイザーなどの配置状況 

〔現状説明〕 
前項でも触れたが、本学では伊勢崎、高崎の両キャンパスに学生相談室を置き、学生相談員を配置

している。学生相談員には、群馬県内の公立学校の退職校長にその職を依頼し、すでに 10年あまり
にわたって学生の悩みの聞き役を務めていただいている。学生相談員は、秘密保持の見地から現在面

談記録を大学本部にのみ提出しており、ハラスメント等の問題がうかがえる場合には、大学本部から

該当部分を各学部の学生指導委員会に伝えることになっているが、これまでそのような問題は生じて

いない。 
しかし、一人の相談員が両キャンパスを掛け持ちしているため、伊勢崎キャンパスは木・金曜日、

高崎キャンパスは月・火曜日に相談室に詰めることになっている。 
 

〔点検・評価〕 

学生相談員は各キャンパスに週 2 日ずつ詰めるため、双方のキャンパスとも残る週 3 日が不在と
なっている点は問題があろう。ただし、所属学部のキャンパスではない相談室に、学生ないし学生の

保護者が人目を気にせず相談に訪れることができるというメリットも存在している。 
一方、社会経験の豊かな学生相談員が、必要と思う学生に対しては携帯電話の番号を教え、日夜を

問わず相談できる体制を作るなど積極的姿勢で学生に向き合っている点、精神面に関する相談に応ず

ることで学生の気持ちの落ち込みが軽快に向かうという点で実績をあげていることは評価できる。し
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かし、学生相談員が専門のカウンセラーではないこと、また、履修上の相談や進路相談、さらには身

体上の応急措置については十分対処しえないという問題点が指摘できる。 
また、秘密保持の見地からとはいえ、学生の相談について各学部の指導担当教員、チューターに一

次情報が達していない点についても改善の余地があるといえよう。 

 

〔改善方策〕 
相談室には、学生相談員が毎日待機する体制を作ることが望ましいが、現在の需要からするとそれ

を満たすことは人的、経費的な面から困難な点が多い。このことについては、現行の 2キャンパスに
2日ずつ続けて詰める態勢を、隔日で詰める態勢に改めることで、不在期間の間隔を短くするなどの
改善を図りたい。また、相談員が不在の曜日には、学生指導委員会所属の教員が空き時間を利用して

交代で相談室に詰めるといった方策も考えられよう。また、今後看護学部にカウンセラーの資格を持

った教員が配属された場合には、何らかの形で相談室にコミットすることも有効な対応策といえよう。 
各学部の指導担当教員、チューターへの情報提供については、秘密保持、学生相談員と学生との信

頼関係の面から難しい点も多いが、間に各学部の学生指導委員会が入ることで調整を行うなど、改善

を考えていきたい。 
 
不登校の学生への対応状況 

〔現状説明〕 
不登校の学生への指導は、基本的には、ビジネス情報学部、経営情報学部は指導担当教員が、看護

学部はチューターが行っている。指導担当教員、チューターは、学生の不登校が続く場合には、学生、

保護者に E メールや手紙を送付したり、自宅に訪問するなど連絡を密にしてきめ細かな対応をとっ
ている。また、学生が希望する場合には、学生相談員への紹介も行っている。 
以上の行程をバックアップしているのが各学部教学課で、ビジネス情報学部、経営情報学部では前

後期に3回ずつ授業での欠席調査(授業回数の3分の1以上の欠席を多欠と判定する)を全教員(兼担、
兼任を含む)に依頼し、まとまった結果を指導担当教員に還元している。このことによって、指導担
当教員はゼミ以外の科目についても当該学生の出席状況の把握ができるようになっている。 
一方看護学部は、各学年とも必修科目が多く、1学年が 1クラスで講義を受ける科目が多いことか
ら、必修科目の担当教員から教学委員が情報を吸い上げる形で、学生の出席状況を把握することがで

きている。 
また学部によって実施回数に違いがあるが、期ごと、あるいは年度ごとに成績不振の学生に関して

保護者を交えた三者面談を組む形で一斉指導も行っている。 
なお、留学生に関しては三者面談を行うことは実質上困難であるため二者面談の形となるが、平成

21 年度からは留学生センターが設立されたことにより、センター員およびビジネス情報学部、経営
情報学部の教学課職員が、指導担当教員と情報交換を行いつつ、不登校の理由を確認し大学へ登校す

るように促す措置を講じている。 
また、大学院生の中にも、自室に閉じこもり大学に登校して来ない者が少ないながら存在する。こ

うした情報は友人を通して大学院事務室または指導教員に通知がなされることが多い。指導教員は事

務と緊密な連絡を取りながら、最善の対策が取れるように努めている。 
 

〔点検・評価〕 

全学部、大学院とも、開学当初からの「綿密な学生の個人指導」の方針に基づき、指導担当教員、

チューターによる対応ができている点は評価できよう。 
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しかし、18歳人口の減少により、「大学に入学しやすい」状況となっていることは本学も例外では
ない。そのため、高校時代に不登校の兆しをもっていた学生が、入学直後から不登校となる例、また、

大学に入学した解放感から学修を怠り、授業についていけなくなって不登校に陥る、このような例も

少なからず存在している。 
これらの学生の中には、本学の「綿密な学生の個人指導」の結果立ち直って卒業していく者もいる

一方、指導を受けること自体を嫌って退学していく者も存在している。また、子供の動向に無頓着な

保護者、子供をコントロールできていない保護者も徐々にではあるが増えて来ているように感じられ

る。「除籍」「退学」という形で学生を切り捨てることは簡単であるが、本学に入学した以上、万難を

排して卒業までこぎつける指導が求められているといえよう。 
 

〔改善方策〕 
これまで、各学部とも休学・退学・除籍については、指導担当教員・チューターが所見をしたため、

教授会で報告する形で決定がなされてきた。経済的理由、あるいは明確な進路変更によるものはその

手続きで問題ないと言えようが、不登校が主たる原因となる休学・退学・除籍については、それに至

る状況についてのデータを各学部の学生指導委員会に集積し、それを学生指導連絡会議に持ち寄るこ

とで、全学として改善につながる施策を検討していきたい。 
 

学生生活に関する満足度アンケートの実施と活用の状況 

〔現状説明〕 
本項について、学生生活に対する在校生の満足度調査は平成 20年度に初めて実施された。 
この調査は、ビジネス情報学部・経営情報学部については各学年のゼミに委嘱し、看護学部につい

ては学年全体を 1クラスとする必修科目の担当者に依頼して行われた。調査項目は 30にのぼり、A4
用紙の両面に各項目 5 段階の評価をマークシート方式で記入する方法を採っている(調査用紙につい
ては、本学提出書類中の「学生満足度調査」参照)。 
調査後、読み取ったデータは担当の教育研究センター兼担教員が集計を行い、その結果は、平成

21年 6月 29日(月)に実施された平成 21年度上武大学教育討論会「エビデンスに基づく教育力の向
上と改善」第 2部パネルディスカッション「学生中心の質の高い大学を目指して」の中で、｢平成 20
年度学生満足度調査 分析結果に基づく学生支援について｣のタイトルのもとに話題提供の形で報告
された。また、A4 用紙 30 ページからなる集計結果は、本学のホームページの教育研究センターの
箇所にアップする形で公開されている。 
 

〔点検・評価〕 

本アンケート調査が、教育研究センターでの約半年間にわたる内容の検討を経て項目を精選し、全

学的に実施されたことは大いに評価できよう。 
その一方、印刷の仕上がりが年度末に近い時期であったことから調査期間を十分にとることができ

ず、学部によっては 60％程度の回収率にとどまっていることは今後の反省とすべきであろう。 
また、今回のアンケートの実施に際して、学生から調査結果は具体的にどのように生かされるのか

という質問も出されている。アンケートを実施した以上、問題点として指摘された事項をいかに改善

していくか、大学の姿勢が問われているといえよう。 
 
〔改善方策〕 
本アンケートについては、集計はされたが、分析は現在その途上にある。学生が何を望んでいるの
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か、ハード、ソフトの両面からつき詰めることで、改善を行う必要がある。 
また、その性格から本アンケートは毎年必ず行われなければならないものではないが、インターバ

ルを決めて実施することで、改善の進捗を計るバロメーターともなろう。より適切に学生のニーズを

吸い上げるために、実施時期、方法についても検討していきたい。 
 
3)就職指導 

学生の進路選択に関わる指導の適切性 

〔現状説明〕 
 

表 5－7 卒業生の進路状況 
学   部 進 路 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

就 職 140 152 137 
進 学 7(2) 11(6) 17(8) 
その他 43 35 40 

 
ビジネス情報学部 

合 計 190 198 194 
就 職 125 115 105 
進 学 8(3) 11(7) 16(9) 
その他 42 30 48 

 
経営情報学部 

合 計 175 156 169 
就 職 － 55 61 
進 学 － 1     － 
その他 － 2 1 

 
看護学部 

合 計 － 58 62 
 総 計 365 412 425 

進学の欄の( )内は自大学院進学。 

就 職    5 6 9 
進 学    0 1  0 
その他 10 3 8 

 

大学院 
経営管理研究科 

合 計 15 10 17 
「就職」には社会人学生として在学中から勤務していた者、「その他」には、留学生で帰 
国後母国で就職したものが含まれる。 
 

 表 5－7 からも明らかなように、本学学生の進路は大部分が就職(平成 18 年度は 86.3％、19 年度
は 78.2％、20年度は 71.3％。ただし、これに含まれない「その他」の大部分は帰国した留学生が占
めている)であり、同じ 3年間では 4.1％、5.6％、7.8％とやや増加傾向にある進学についても、自大
学院(経営管理研究科)が半数近く(49.3％)を占める。 
大学院がビジネス情報、経営情報の両学部を基盤に設置されていることもあり、両学部の教員で経

営管理研究科の教員を兼ねている者も少なくない。そのような事情もあって、両学部の在学生が進路

として進学を考える際に、もっぱら相談することになるのが専門ゼミと卒業研究の指導担当教員であ

る。 
一方看護学部については、進学に関する相談は当該学生のチューターが応ずることになるが、該当
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者は 2年間(平成 18年度は卒業生が出ていないため)で 1名と極めて少ない状況である。 
以上から、本学における進路指導については就職指導が大きなウェートを占めているといえよう。

就職についての指導は、各学部とも主に教学委員会・教学課が所掌して教育体系内で行う指導と、就

職委員会・就職課が所掌して課外で行う指導とに大別される。両者が互いに情報を交換しつつ学生に

対していることは言うまでもない。 
そこで、本項ではもっぱら教育体系内での就職に関する指導にしぼり、就職委員会・就職課が所掌

する部分については、続く「就職担当部署の活動の有効性」「学生への就職ガイダンスの実施状況と

その適切性」で詳述することとする。 

ところで、本学 3学部の教育体系内で行う指導については、ビジネス情報学部、経営情報学部は教
育内容・卒業生の進路ともに共通性が高く、一方、看護学部については独自性が強いため、3)就職指

導に関しては 3学部を概ね 2つに分けて述べることとする。 
ビジネス情報学部、経営情報学部については、入学式直後に行われる全体ガイダンスの中で、早く

も「4 年後の就職」についてのレクチャーが行われる。これは、本学が商学部 1 学部でスタートし、
創立当初より、実学の学修を通じたよき職業人の育成を目標としてきたことによるものである。そし

て、授業開始前の 1週間のガイダンス期間の中でも、履修ガイダンス以外に就職ガイダンスの時間を
割き、さらに詳細な説明を加えることで、学生の進路についての自覚を促している。 
授業については、カリキュラムの中に将来のキャリア形成を目指し、人としての成長を求めてキャ

リア科目が用意されている。ただしこの配置については、2つの学部が独自な考えのもとに行ってい
る。 
 まずビジネス情報学部では、1年次の前期に必修科目「キャリアデザイン－Ⅰ」を課している。こ
の科目は主に就職委員の教員がチームを組み、不足する部分は外部講師に委嘱する形で、「キャリア

デザインの重要性」「大学生活の目標を設定する」等のテーマのもと、自己認識の必要性や働くこと

の意味について半期にわたり教授している。また、3年次前期の選択科目「キャリアデザイン－Ⅱ」
では、企業研究や自己分析を踏まえ、学生個々の進路を具現化させていく内容を取り入れた講義を行

っている。 
 一方経営情報学部は、1 年次前後期に「言語コミュニケーションⅠⅡ」、2 年次(前後期いずれかで
受講)に「プレゼンテーション」という必修科目を置き、コミュニケーション力、プレゼンテーショ
ン力にしぼって能力の涵養を行い、また選択科目として「ビジネスマナー」「ビジネス文書」を置く

ことで、就職活動を行う上でのスキルの修得を図っている。そして 3年次前期に必修科目「キャリア
デザイン」を課すことで、夏休み以降本格化する就職活動への備えを行っている。「キャリアデザイ

ン」については、ビジネス情報学部と同じく就職委員の教員がチームを組み、不足する部分は外部講

師を委嘱する形となっている。 
 このように両学部でやや異なった体系をとっているのは、各学部がその歴史の中で培ってきたノウ

ハウを活かすことを考えたためである。一方、両学部が共通で行っている対応も少なくない。1年次
の「トップ・マネジメント講話」(必修通年 2単位)は、多方面にわたる業種の経営者を講師に招いて
講話をしていただき、自己の将来を考えさせ、学修の目標を明確に持たせるきっかけとなっている。

また、2 年次以降には「インターンシップ」の単位も認められている(第 3 章「インターンシップ・
ボランティア」項参照)。 
 他方看護学部は、学生が入学した段階ですでに看護師国家試験合格という明確な目標を持っている

点で、他の 2学部と大きな違いを持っているといえよう。そのため同学部では、この学生の意欲を持
続・発展させるために、「学生が、主体的に自己のキャリアデザインを創造・形成するための動機づ

けと進路決定に必要な情報提供を行う」ことを活動目標とし、教学委員会、教学課、就職委員会、就
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職課が密接に連携をとり、学生の進路選択および決定へのサポートを行っている。 
 ただし、進路という点で考えた場合、同学部はカリキュラム的には特定の科目が就職支援の役割を

担っているわけではなく、むしろすべての科目が看護師国家試験、ひいては就職へと続いているとい

ってよいであろう。 
 そのような背景もあって、看護学部では単位修得を目的としたインターンシップの導入は行ってい

ない。しかし、就職に関連する施設(病院が 100％を占める)からインターンシップ実施の案内があっ
た場合は学生が自分自身で参加申し込みができるように掲示により周知し、学生は自己に興味のある

施設に連絡して参加している。参加状況は積極的で、4年次生の 1／3の学生が参加しており、就職
先を決定するときの参考となっている。 
大学院研究科については、これまで就職など進路選択についての相談窓口は特に設けず、指導担当

教員が折に触れ相談(他大学の大学院への進学を含む)に応じる形を取ってきた。これについては、就
職課に集積される求人等のデータが必ずしも大学院卒業生のニーズにマッチしたものではないこと、

また本学大学院には社会人学生が少なくないことが理由として挙げられる。 
 
〔点検・評価〕 

ビジネス情報学部・経営情報学部について、両学部ともこれまでの伝統をもとに、1年次から 4年
次までのキャリア形成の階梯が構築されている点は評価できよう。 
一方、このような本学の取り組みとは裏腹に、積極的な就職活動に二の足を踏む学生が増えて来て

いることも事実である。これは、うち続く不況によって就職活動が買い手市場となり、厳しさを増す

就職活動について早く見切りをつける学生がいること、また就業観の変化で、卒業後しばらくの間は

定職に就かず、気ままなフリーターの生活を行うことに抵抗を感じない学生が現れてきたことによる

といえよう。これらの学生に対してどのように指導を行っていくかが今後の課題となろう。 
また「インターンシップ」についても、現在の就職指導の中で重要な位置付けがされている科目で

あるにもかかわらず、参加が低調な状況が続いている。これについてもテコ入れを考える必要があろ

う。 
一方、大学院への進学については、学生が希望するに任せ、指導担当教員からの慫慂はあるものの、

組織だってそれを推進することはこれまで行われてこなかった点は再検討する必要があろう。 
 看護学部については、平成 21年度に看護師国家試験合格 100％を達成し、98.4％が就職するなど、
現行のカリキュラムが就職の面でも有効に働いていると評価することができよう。しかし、問題点を

指摘すれば、実習科目が特に 3年次の後期から増えてくることから、就職活動を行う際に非常に日程
がタイトになっている点が指摘できよう。 
 また大学院については、各指導担当教員に進路指導を任せることで不都合は生じていないものの、

就職課が個々の院生と接点を持たない現体制には再考の余地があるといえよう。 

 

〔改善方策〕 
ビジネス情報学部・経営情報学部については、1年次の就業意識の強化、3年次、4年次の進路選
択に対する動機付けが科目体系の中で考えられていると言えようが、ともに 2年次生を対象とする部
分が手薄であるため、そのことが 3年次、4年次のガイダンス、個別指導に影響を及ぼしていること
が改善点となろう。両学部は平成 22年度でカリキュラム改正の完成年度を迎えることから、新たな
カリキュラムの検討の中で、継続的に就業意識を持てるようなプログラムを考えたい。 
 また、4年次生に対する指導担当教員の指導において、就職の意思確認、状況把握において十分と
は言えない部分が少数ではあるが見受けられるようである。就職委員会、指導担当教員、就職課の連
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携、連絡体制の見直しを行い、互いの意思疎通を図りたい。 
 また、「インターンシップ」のプログラム案内をガイダンスの中に取り入れる等、進路選択におけ

るインターンシップの重要性を理解させ、実績をあげるための方策を考えていきたい。 
 大学院進学については、平成 21 年度より自大学院(経営管理研究科)で学部、修士課程の 5 年一貫
プログラムが開始された。これは、学部の 3年次までで優秀な成績をおさめてきた者に対して、4年
次と修士課程の 1年で修士論文を作成し、修士号を授けようとするものである。このような試みが始
まったことから、平成 21年度は 3年次の学生に対して進学を進める初めての説明会が年度当初に開
催された。優秀な学生にさらにキャリアを磨かせる意味からも、就職だけではなく進学の道も開かれ

ていることを、積極的に在校生に知らせる措置を講じていきたい。 
看護学部については、過密となりがちなスケジュールのなかで効率的・効果的に就職活動ができる

ように、臨地実習の内容・時期等の改善をはかっていきたい。 
大学院の学生についても、大学院教員会議と就職課が連携し、進路のデータ管理を進めていきたい。

このことについて、平成 21年度からは、学位記授与式の際に学部学生を対象として行ってきた調査
用紙配付による進路調査を、大学院修了者に対しても実施することを予定している。 

 

就職担当部署の活動の有効性 

〔現状説明〕 
 学生の就職への対応として、本学 3学部とも教員からは就職委員会が組織され、一方事務組織では
伊勢崎・高崎両キャンパスに就職課が置かれ、両者が連携をとって任にあたっている。両組織は、さ

らに学生との窓口となる指導担当教員(ビジネス情報学部・経営情報学部)、チューター(看護学部)と
緊密な連絡をとり、一人ひとりの学生が希望の進路に進み、職に就くことを支援している。 
具体的には、就職委員会と就職課は協力して就職ガイダンス他の学内行事を企画・運営し、就職関

連の広報物の作成・掲示を行っている。さらに就職課は最新の求人情報の収集にあたり、セミナー・

会社説明会など学外行事にも積極的に参加し、学内での指導だけでなく、学外でも参加学生の対応に

あたっている。 
一方、1～4 年次までの毎学年、学生にはそれぞれの指導担当教員、チューターを通じた個別の学
修・生活指導が行われており、その中で進路に関する相談や助言もなされている。 
ところで、ビジネス情報学部・経営情報学部の学生に対し本学が行っているユニークな就職支援策

として、両学部共通の学内企業説明会を挙げることができる。これは、3年次生の就職活動の直前対
策として、企業理解・企業研究・面接等を含めた就職活動の擬似体験を目的として行っているもので

ある。開催時期は、毎年後期試験が終了した後の 2月初めで、100社以上の企業の人事担当者が来学
する。説明会では企業毎のブースを設け、学生は前もって配付された参加企業一覧から希望する企業

を選び、人事担当者から説明を受ける。10 年以上続いている本学の特徴ある就職支援のための取り
組みと言えよう。最近では、参加企業が実際の就職試験として本企画を活用しているケースも見受け

られる。 
また、ビジネス情報学部・経営情報学部については、3・4 年次のゼミを担当する教員が卒業生の
就職先企業を訪問し、卒業生の動向の確認や最新の求人情報を得て、在学生の就職指導に役立ててい

る。 
一方、看護学部就職委員会の就職への取り組みを、平成 20年度を例として挙げると、次の①～③
のようになる。 
①就職採用試験受験対策として、4 年次生を対象に、履歴書の書き方(主として自己分析および就職
の動機の明確化)、小論文の書き方の指導、模擬面接を専門業者を招き実施。 
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②卒業生の活用による進路選択および決定のための活動の具体化として、3・4 年次生を対象に、進
路選択および決定時に必要な情報を提供するために「先輩からアドバイスを聞く会」で卒業生を招

き、就職活動(看護師・保健師・養護教員)、国家試験対策等について経験談を聞く会を開催。 
③4年次生の進路希望の的確な把握と指導については、学生が希望する進路に進めるようにサポート
するため、進路意向調査を実施。 
また、他に両キャンパスの就職課では、キャリアサポート室の管理・運営を行っている。これは、

平成 19年度にそれぞれの就職課に隣り合う学生が利用可能なスペースを、キャリアサポート室と名
付け、学生が直接就職情報を見て触れられる空間として模様替えを行ったものである。同室の役割、

活用方法についての説明は、各学部の『履修要項』に掲載されている。同室は、各学部の学生が気軽

に訪れ、就職に関する相談、就職に関する求人情報の閲覧、求人情報の紹介、就職活動に必要な書類

の作成指導、インターネットによる就職 Webサイトの検索など、就職に関するあらゆる情報の提供
と準備の場所として利用している。就職情報・企業情報の大半をインターネットで得る時代にあって、

パソコンが気軽に利用できるよう各キャンパスの同室とも数台の(デスクトップ)パソコンを用意し、
学生が頻繁に利用している。本室自体も、学生の就職に関する相談、手続き、外部の企業団体や就職

サイトとの打合せ、学内のガイダンスや説明会などを、少人数のスタッフにもかかわらず精力的に行

っている。本室の主な活動は以下のとおりである。 
①求人情報を学内に掲示し学生に紹介する一方、これをカードに収集し学生の閲覧の便宜を図る。 
②現在・過去の全ての求人情報のある全企業の詳細情報を業種別・企業別にファイルし、学生の閲

覧の便宜を図る。 
③就職に関する図書・ビデオを収集し、学生の閲覧の便宜を図る。 
④進学情報(大学院、専門学校)を収集・整理し、学生の閲覧を図る。 
⑤学生の就職に関する相談にのり、求人情報から希望する就職先を斡旋する。 
⑥履歴書やエントリーシートの作成に適切なアドバイスをする。 
⑦就職ガイダンスや企業説明会など学内で行われる就職支援活動に対し、資料の準備、会場の整備

と運営などの支援を行う。 
⑧学内の就職に関する各種のデータを収集整理し、安全に管理し、就職委員会、教授会、大学協議

会への報告資料を作成する。 
ところで、多数寄せられる求人情報の収集や管理も本室の主たる業務の一つだが、職員の手間や時

間がかかる一方、学生はこの情報にいち早くアクセスできることを望んでいる。この解決策として、

大学に寄せられる企業からの紙ベースの求人情報をインターネットのサーバー上に保管し、これを大

学のホームページから本学の学生がいついかなる場所からでもアクセスでき、就職活動に利用できる

「求人情報検索システム」を平成 20年 3月に導入した。 
キャリアサポート室のスタッフ(就職課員)は、特に 4年次になってからの求人や合同就職説明会な
どの掲示には力を入れ、担当者も説明会に出かけて、学生を励ましている。また、4年次の夏休み頃
からは、内定を得ていない学生をリストアップし、大学に直接申し込んできた求人の紹介を電話で行

うなど、指導担当教員とも連携しながら、個別の指導も行っている。 
 なお、就職課が平成 19年末に発送した求人票は 4,450社であったが、求人票が返送されてきたの
は平成 20年度には 800社であった。次年度に向けて平成 20年度は一部見直しを行い、1月末に 4,100
社宛に求人票を発送した。返送された求人票は受付け次第、紙ファイルに綴じ、書棚に配架し、キャ

リアサポート室で自由に閲覧できるようにしている。紙ベースの求人票から求人情報を得る学生は少

なくなってきている現状をふまえ、平成 20年 2月より、多くの大学の利用実績がある UNICAREER
の無料部分を利用して検索が出来るよう、試験的運用を始めている。 
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 また、就職委員会と就職課が力を入れている事業として、就職対策講座の開催を挙げることができ

る(表 5－8)。これについては、就職試験対策講座として公務員試験対策講座(一般企業対策としても
有効であることを PR)を夏季および春季休業期間中に集中講座の形で実施している。学生の安定志向
が強まる中で公務員希望者は多くなってきており、本講座の受講者も増えている。なお、本講座は平

成 20 年度までは外部委託のため有料講座であったが、平成 21 年度は本学専任教員で賄うことがで
きたため、参加費無料で実施している。 
一方、経営情報学部では、平成 21 年度より公務員対策講座を自由科目(前後期各 1コマ)の授業と
しても置くことで、学生にインセンティブを与えるよう図っている。 
 

表 5－8 就職対策講座(平成 20年度。一部 21年度) 
講   座   名 実施月と期間 受 講  人   数 

夏季公務員採用試験対策講座 8月の 6日間 25名 
春季公務員採用試験対策講座 2月の 5日間 48名 
公務員対策講座(21年度) 前期、後期 前期 30名、後期 26名 

 
このほか、会場は伊勢崎キャンパスになるが、課外講座として販売士 2級、エクセル・ワード上級、
日商簿記 2 級などの講座が有料で開かれている(本章「資格取得を目的とする課外授業の開設状況と
その有効性」)参照。 

さらに、本学では 3学部で独自の「就職の手引き」「就職ガイド」を作成している。ビジネス情報
学部、経営情報学部は共通の書式で、入学直後に「就職の手引き」を、就職活動のはじまる 3年次生
に「就職の手引き」を配付している。しかし、配付しただけであまり活用されていないのではないか

という反省から、平成 18年度からサイズの変更を行い携帯できるタイプにすると共に、内容を大幅
に改定した。さらに平成 19年度にはタイトルを「就職活動必携マニュアル」と改称し、スケジュー
ル表などを加え、より就職活動での利用度を上げるように工夫した。これによって学生は同書を携行

するようになり、履歴書の書き方などを従来以上に参照するようになったといえよう。 
一方、看護学部は独自に「就職の手引き」と「就職ガイド」を作っているが、これはビジネス情報

学部、経営情報学部の物をもとに、前者は学年毎のカリキュラムの進度表、看護の倫理綱領を、後者

は 4年間のスケジュール一覧、看護職の採用試験および入学試験・国家試験の時期などを加えたもの
で、平成 18年度より配付を行っている。 
 
〔点検・評価〕 
 両キャンパス就職課の職員(キャリアサポート室のスタッフ)はともに 2名であり、人数的には必ず
しも十全とはいえないが、1学年二百数十名の学生数ゆえ、学生の状況を把握し個別に対応すること
は十分にできている。しかし、キャリアカウンセラーなど専門知識をもつ職員配置は現在行われてい

ない。 
一方企業説明会は、本学独自の取り組みとして同規模大学では他に類例の少ない取り組みといえよ

う。この企画は、スタート時には企業研究会の名称で、文字通りこれから就職活動を行う学生に対象

となる企業についての様々な情報を知る機会を与えるものであった。それが前述のように、すでにこ

の会の段階で採用に向けたいざないをしていただける企業が増えてきたところから、「説明会」と改

称したものである。 

しかしながら、就職活動を忌避する学生が存在することも時時であり、せっかく企画した企業説明
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会を欠席したり、出席しても積極的に企業のブースを訪れようとしないといった動きを見せているの

は残念なことである。 
また、教員による企業訪問は本学では継続的に実施してきているが、訪問の評価として以下のこと

が挙げられる。 
①訪問した結果が速やかにキャリアサポート室に報告されることで、採用情報についての情報が学

生にフィードバックされる。 
②卒業生の定着の度合い、活躍状況、求める人材像などが企業ごとに明確になり、その結果を就職

ガイダンスやキャリア教育へ反映させることができる。 
③卒業生がいない企業でも、有望な企業については、学生の新規就職先の開拓というメリットがあ

る。 
④教員がビジネス関係者と会う機会は一般的にはあまりない。企業からの情報を直接得ることで、

ビジネスの最前線の動きを理解し、就職指導をする際に役に立つことも多い。 
 しかし、訪問時期の夏季休暇期間中に集中的に個人研究を行おうとする教員が少なくないこと、ま

た、義務としてではなく努力目標として訪問を依頼していることから、依頼を受けた教員のうち実際

に企業訪問を行った者が 5割程度と少ないことは問題点としてあげられよう。また、訪問した教員か
らは、この時期では当年度の採用という視点からは遅いと言う声もある。また首都圏の企業には本学

学生の志望者が少なく、訪問する意義が見られないという意見がある。 
一方、看護学部については、前掲 p.181の①から③の事項に関して、 
①については、学生からの要望で開催したこともあり、90％強の学生が参加し、「参加してよかっ
た」、「参考になった」との回答を参加学生の 92％から得た。また自由回答では、「模擬面接や履歴書
の書き方など、一人ではできないことだったので、とてもよい練習になった」と受講に対する満足度

も高かった。また、美容講習とマナー講習を 4年次の女子学生を対象に専門の業者を招き実施した。
これには 80％の学生が参加し、面接時のマナーなど時間をもう少しとって欲しいなどの要望があっ
たものの、満足度は高いものであった。 
 ②については、第 1部は全体会で、卒業生から就職活動時の自分の取り組みや心得、国家試験への
取り組みについての話を聞いた。第 2部では、全体会終了後、個人で情報収集ができるように教室を
開放し、卒業生と参加学生が自由に意見交換をできる場を作った。参加した学生からは、先輩から具

体的なアドバイスを聞くことができ、就職活動や国家試験への取り組みに対する自己の考えが明確に

なったとの回答を得た。 
 ③については、同学部では、看護学実習の進行にしたがい将来の進路に対する動機づけがなされ、

自己のキャリアに対する考えが明確化してくることから、学修の進度を考慮して看護学実習半ばの 6
月に進路意向調査を行っている。この調査を行うことにより、多くの学生が進路の決定をしていく時

期であることを再認識している。また、それらの過程で、教員から具体的なアドバイスを受けること

ができるようにするため、教員のもつ情報量と内容を調査している。その結果をキャリアサポート室

にファイルし、進路選択および決定の相談に訪れた学生に必要に応じて教員紹介を行っている。就職

委員会メンバーと就職課員は、いつでも学生から相談を受け付ける体制をとっており、両者の対応で

ほぼ学生の要望に応じることができている。 
と評価している。 
上記に述べたような長所もあるが、看護学部は臨地実習を含む過密なスケジュールの中で、いかに

学生への支援をしていくかが問われている。問題点として指摘すべき事項および改善を要すべき事項

として、「先輩からアドバイスを聞く会」は、平成 19 年 3 月に初回卒業生を出したばかりであった
ため、卒業生の派遣時期が施設側との調整で 7月中旬以降になってしまったこと、また、看護学実習
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が 8月上旬まで継続していたことで、実施が 8月上旬になってしまった点が挙げられる。 
そのため、4年次生の参加が 60％、3年次生は 20％程度にとどまった。また当初の計画では 4年
次生のみを対象としていたため、3年次生への通知が遅れたことも参加者数が少ないことにつながっ
た。開催時期の問題、また学生への周知の方法については再考する必要があろう。 
 一方、キャリアサポート室については、高崎キャンパスは 1部屋を確保し設備的に問題ないといえ
ようが、伊勢崎キャンパスでは事務室の中を区切って設置されていることから、面積の制限もあり窮

屈さは否めない。しかし、課員と相談するコーナーと学生が自由に出入りする閲覧机とをパーテーシ

ョンで仕切るなどの工夫をし、学生の使い勝手は格段に良くなったと思われる。特に、平成 21年度
に文部科学省の学生支援推進プログラム【テーマ B】による補助金によって、両キャンパスのキャリ
アサポート室の改善が図られたことは特記できよう。 
このような状況を背景に、履歴書やエントリーシートの添削、会社への提出書類の最終チェックを

行ったり、内定獲得後の相談など様々なケースで学生がキャリアサポート室を訪れ、学生で賑わう時

間帯も出てきた。また、資料を見ながら学生の就職指導をしている教員の姿も散見されるようになっ

てきている。 
 しかしながら、看護学部からは利用時間が学部の実態とマッチしていない点も指摘されている。キ

ャリアサポート室の閉館時間は午後 5時 15分だが、同学部では就職・進学情報を最も必要とする 4
年次生は看護学実習で学外に出ることが多く、その場合には午後 6時頃に帰学することになる。しか
し、すでにキャリアサポート室が閉館しているため、情報収集ができないという問題が生じている。

現在は就職担当教員で学生のニーズに応えているが、今後対応が困難になった場合は、閉館時間を延

長することが必要となろう。 
一方、同学部については、平成 18年度には掲示物はキャリアサポート室前の掲示板ですべて伝達
されていたが、それでは学生に伝わる率が低いことが判明した。そのため、平成 19年度から重要性・
緊急性が高い内容(保健師の募集期間は短く、看護師に比較し早い時期に行われることが多い)につい
ては、4年次生の掲示板を使用して伝達することになった。その結果、前年度と比較すると伝達内容
が伝わりやすくなった。こちらは改善がうまく進んだ例といえよう。 
公務員試験合格者も、全学で平成 20年度は 7名であったものが、平成 21年度は 29名と増加の傾
向が見られる。これは公務員採用試験対策講座の成果が出たものと言えよう。 
 

〔改善方策〕 
就職課員は各キャンパスとも 2名と少ないが、ともに就職委員会所属の教員の協力のもとに業務を
こなしている。財政面で可能であれば、非常勤職員(キャリアカウンセラー等)を含め増員を考えたい。
このことについて、平成 22年度は学生支援推進プログラム【テーマ B】による補助金の支弁により、
コンサルタントに依頼してキャリアインタビューを行った。これはビジネス情報学部、経営情報学部

の 3年生全員に対して面談を行い、就職活動支援の基礎情報をキャリアカルテに登録するためである。 
教員による企業訪問については、学生採用の企業との関係継続を図り、今後の採用に結びつけること

は重要であるが、訪問時期や訪問企業の選定等については見直しの時期に来ているようにも感じられ

る。また、卒業生の就職先企業における定着率が問題になっているので、これらのデータを収集し就

職指導に活用していくことも必要であろう。各学部就職委員会と就職連絡会議で検討し、効率の良い

方策を考えたい。 
看護学部について、進路選択および決定時の指導を行っていく際に、現在は就職担当教員と就職課

職員の対応で学生の要望に応じることができているが、より具体的なアドバイスを提供するために、

専門職としての各教員の活用ができるように学生にアピールしていくことが重要であると考える。な
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お、「先輩からアドバイスを聞く会」については、平成 21 年度は参加者を特定せず全学年が参加で
きるように、6月中の土曜日に実施することですでに改善が成っている。 
就職先の新規開拓については、県内の実業界に太いパイプを持つ現学長が県内技術系会社を訪問し、

卒業生の受入れについての話合いを行うなどの努力が行れつつある。 
キャリアサポート室の開館時間については、人的に対応が可能であれば延長の方向で検討していき

たい。 
 
学生への就職ガイダンスの実施状況とその適切性 

〔現状説明〕 
各学部とも、就職委員会と就職課が連携してガイダンスの企画を行っている。 
このうち、平成 20年度にビジネス情報学部では年間のべ 20回、経営情報学部ではのべ 18回のガ
イダンスを行った。両学部で共通する内容が多いため、経営情報学部分を一覧表化して掲載したのが

表 5－9である。 
 

表 5－9 平成 20年度就職ガイダンスの実施状況(経営情報学部分) 
実施日 就 職 ガ イ ダ ン ス の 内 容 年 次 備     考 
4/4～9 就職ガイダンス①～④ 各学年 年度当初ガイダンス 
5/20 就職ガイダンス⑤資格取得支援・公務員採用

試験対策 
全学年  

6/13 就職ガイダンス⑥日本で就職するために 全学年 留学生対象 
6/26 就職ガイダンス⑦企業研究 OB・OGの経験談 2・3 本学卒業生の講演 
7/22 就職ガイダンス⑧出身地で就職するには 3  
8/1 就職ガイダンス⑨自己分析 3  
10/1 就職ガイダンス⑩就職活動の基本就職、Web

サイト登録 
3  

10/8 就職ガイダンス⑪｢就職のてびき｣の配布 3  
10/16 就職セミナー①Webサイト PC入力指導 3 本学Webサイト担当者 
10/22 就職セミナー②Webサイト PC入力指導 3 本学Webサイト担当者 
11/12 就職ガイダンス⑫先輩から一言 3 内定済学生との交流 
11/20 就職ガイダンス⑬SPI模擬テスト 3 外部講師依頼 
12/3 就職ガイダンス⑭エントリーシートの書き方 3  
12/11 就職ガイダンス⑮ビデオによる面接指導 3  
12/16
～18 

就職ガイダンス⑯面接シミュレーション 3  

1/22 就職ガイダンス⑰就職活動直前対策 3  
1/28 就職ガイダンス⑱資格・公務員対策試験 全学年  
 
両学部とも、4 年後を見据えた大学生活を送ることを求めて、入学時に『就職ガイド』を配布し、
入学式終了後のガイダンスで、4年間の進路指導について説明している。それ以降の 1～2年次のう
ちは、ガイダンスの内容に応じての自由参加であるが、3年次後期には就職活動に直結する内容とな
るため、該当学生全員の参加を求めている。3年次生を対象としたガイダンスのコンセプトは以下の
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通りである。 
①担当講師はテーマによって専任教員・職員が担当し、就活のスキル修得については外部の専門講

師に依頼して行っている。3 年次の後期からは就活を意識したより実践的なガイダンス(Web 就
職サイト登録、先輩の就活体験談、面接シミュレーション)を行い就活への意識を高揚するプログ
ラムを取り入れて実施している。 
②学生には｢就職のてびき｣(就活手帳)を配布し、就活の必携手帳として、就職ガイダンスや企業の
説明会に活用するよう指導している。 
③本学には留学生も多数在籍しているため、日本で就職したい学生に対しては留学生対象のガイダ

ンス｢日本で就職するには｣を開催し、日本で就職するための各種の留意点や身につけておくべき

マナーなどのスキルの指導を行っている。 
学生の多くは課外にサークルやアルバイトを行っているので、ガイダンスへの参加を促すため、通

常の授業時間である 4時限の終了後から、両学部とも曜日を固定した実施を心がけている。また、目
を引く行事ポスターを作成し、図書館、学生食堂など学生の出入りが多い箇所のドアに貼るなどの工

夫を行っている。また、すべてのゼミ担当者を通じての呼びかけ、ガイダンス当日の校内放送など、

様々な方策をとっている。 
一方、ビジネス情報学部には、スポーツマネジメント学科を中心として運動部所属の学生が多数お

り、彼らの中には進路としてスポーツに関わりの深い業種(スポーツジム、スポーツ用品販売、実業
団チームを持つ企業など)への就職を希望する者も少なくないことから、アスリート系学生のための
ガイダンスも別途企画している。 
また、ビジネス情報学部では経営情報学部に比べコンピュータ関連の開講科目がやや少ないことか

ら、Web 上の情報収集をマスターさせるため、3 年次の 7 月に、代表的就職情報サイト 7 社の担当
者を招いて、各サイトの特徴の説明や登録手続きの仕方のガイダンスを実施した。 
 一方看護学部では、「学生が、主体的に自己のキャリアデザインを創造・形成するための動機づけ

と進路決定に必要な情報提供を行う」を活動目標とし、各学年でキャリアガイダンスを実施している。

そこでは、 
①卒業までの進路決定のプロセスを概観させる。 
②進路ガイダンスの構成とその目的を理解させる。 
③進路決定に必要な情報の収集方法を理解させる。 
④進路決定に必要な諸手続の方法を理解させる。 
⑤主体的な就職活動を進めるための心得や留意事項を理解させる。 
⑥自己の進路決定について主体的な行動がとれるようにする。 
⑦専門職として、自己のキャリアを発展できるようにする。 
を目標として、学年毎の必要性に合わせてアレンジし、ガイダンスを行っている。 
年間 6回行われるガイダンスの対象学年と内容は、 
第 1回(1年次後期：目標①②③⑦) 
第 2回(2年次前期：目標①②③⑦) 
第 3・4回(3年次前期：①～⑦) 
第 5・6回(4年次前期：目標④～⑦) 
となっている。 
 

〔点検・評価〕 

ビジネス情報学部、経営情報学部については、平成 20年度の年間を通して見た場合、両学部とも
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3年次生の出席状況は比較的良好であり、それが 2月に開催した上武大学企業説明会につながってい
ったといえよう。しかし、年度当初の最初の 1、2回については欠席者も少なくなく、まだ就職への
取り組みに甘さのある学生が存在していることも事実である。 
また、1・2 年次の学生に対して門戸を開いているガイダンスについては、彼らの出席率は残念な
がら非常に低いものにとどまった。これには、実際の就職活動を始めるには間があるという安心感、

また放課後という時間帯が忌避されたことが考えられる。 
 一方、ビジネス情報学部で実施したアスリート系学生のための就職ガイダンスには、運動部学生が

50名参加し、大変盛況であった。中でも 1・2年次生の出席が多く、学生の関心の高さがうかがえた。
このガイダンスをきっかけに、キャリアサポート室で資料を閲覧したり相談したりするユニホーム姿

が見受けられ、卒業後を考える良いきっかけを提供した点は評価できよう。なお、このガイダンスに

はアスリートの就職指導に豊富な経験を持つ専門家を無報酬の形で招くことができた。これは、就職

課が学外のセミナーや合同企業説明会に出向いて知己を増やした成果といえよう。 
一方看護学部であるが、同学部は看護職に就くことを目的に入学してくる学生が多いため、キャリ

ア形成への動機づけは、比較的容易である。同時に看護関連科目および看護科目を学ぶことがキャリ

ア形成への動機づけをさらに刺激しているといえよう。そのため、1年次生は入学当初にあえてキャ
リアガイダンスを行わず、看護科目である基礎看護学が開講され、ある程度看護がイメージできる

12 月に実施している。学生からもある程度イメージができてから参加する方が目的や内容が理解し
やすいとの反応を得ている。このガイダンスの平成 20年度の欠席者は、病欠の 2名のみであった。 
一方、2 年次生へのキャリアガイダンス(第 2 回)は、4 月の年度当初オリエンテーションに実施し
たが、全員参加しているものの反応が薄いように思われた。1年次のオリエンテーション時は、進路
決定をどのように進めていくのかが全く分からない状態であるため聞く姿勢が見られたが、2年次は
進路について考えることにはいまだ期間があると考えているためこのような動向となったといえよ

う。 
3年次生へのキャリアガイダンス(第 4回)は、進路選択および決定活動をどのように進めていくの
かを具体的にイメージできるように、前期終了直前に実施した。その内容は、就職(看護師・保健師・
養護教諭)、進学(助産コース・看護系大学院)、公務員試験の内容や実施についてであり、教員の専門
性を活かし、それぞれの教員から話がされている。これらを聞くことにより、進路選択および決定時

に具体的にイメージでき、活動できることを目指しているが、内容が定着せず、4年次になってから
第 5回キャリアガイダンス時に同内容で再度説明し、ようやく理解されるようである。このことは、
3年次は未だ進路に関する意識が十分もてない時期であり、3年後期の領域別看護学実習終了後、(春
季休業時)から徐々に意識が向いてくることを表しているといえよう。 
就職ガイダンス全体としては、これまで就職活動の技法・スキルを修得することを目的に実施して

きたが、今後は社会人基礎力の養成という視点から、コミュニケーション力(グループワーク、プレ
ゼンテーション力、面接対応力、ビジネスマナー)など、就職活動に直結した内容で、より実践的で
魅力的な内容を加えていく必要があろう。 
 
〔改善方策〕 
ビジネス情報学部、経営情報学部で、参加者が少ないガイダンスは開催時間もさることながら、開

催の情報自体が学生に十分に伝わっていなかった点が指摘できよう。このことは、これまで掲示を中

心に周知を図ってきたものの、意外に掲示内容を見ていない学生が多いことにその原因が考えられそ

うである。 
そのため、平成 20年度は、指導担当教員にこれまで以上にゼミの時間にゼミ生に参加の呼びかけ
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を行うことを依頼し、一定の成果をあげることができた。また両キャンパス就職課では、3年次生に
対しては携帯メールを使った案内の一斉送信の実施も検討している。 
一方、留学生については、強制力をもって就職ガイダンス出席を求めている制度として、卒業後に

就職活動を理由にビザの延長申請をする場合の大学の推薦書の発行がある。そこでは、就職ガイダン

スの出席率が良いことを条件の一つとしている。しかし、進学や帰国をする学生も多い中で、この制

度で全留学生を縛ることは難しいといえよう。平成 20年度にビジネス情報学部で実施された留学生
ガイダンスのうちの 1 回は、水曜日の 2 時限という枠で試験的に開催した。この時間は 2 年生の必
修科目「教養ゼミ」と重複していたが、ゼミ担当教員がガイダンス出席を薦めたクラスもあって、留

学生対象の就職ガイダンスとしては、過去最高の出席人数となった。これは授業が終るとすぐに帰宅

してアルバイトに入るという留学生の生活サイクルを考慮したものである。授業時間との重複には解

決しなければならない問題点もあるが、今後同種のガイダンスのあり方を考える上での参考となろう。 
看護学部については、学生参加型(学生の進路選択の考えを聞き、そこからオリエンテーションを
発展させていくなど)にする、あるいは学生のニーズに合わせた内容で適時期に繰り返し説明するな
どの方向で、ガイダンスの工夫を行っていきたい。 
 
就職統計データの整備と活用の状況 

〔現状説明〕 
卒業生の就職先などに関する基本的なデータは、毎年両キャンパスの就職課が掌握し蓄積している。 
ビジネス情報学部、経営情報学部では、学生を対象として 4年次生の就職内定状況に関する調査及
び最終的な進路に関する調査を行っており、学位記授与式の際には卒業生に対して「在学中の就職活

動に関するアンケート」を実施している。個別に状況を述べたい。 
①内定状況調査と報告 
このことについては、まず就職活動についてしっかりした動機づけを行うため、個々の学生に記入

を行わせた「学生カード」を集めることによって 3年次後半での進路希望の把握を行っている。これ
は、従来は 4年次の 4月に回収していたが、就職活動が年々早まっている状況を鑑み、平成 18年度
から 3年次の 10月に繰り上げたものである。 
「学生カード」回収後ただちに就職課が記述内容のデータ入力をし、学生個々の希望の把握に努め、

指導の基礎資料を作ることになる。そして、この結果は個々の学生が所属するゼミの指導担当教員に

も配付し、就職委員会と指導担当教員が協力して、学生の進路指導を行う体制を作ることになる。 
 近年は内定が出る時期が早まる傾向があるが、指導担当教員は内定を得た学生に就職課への報告を

促し、就職課はそれを受けて逐次情報をまとめることになる。 
集まった情報は、学生の早期内定率の向上を目指して、進路状況調査(内々定調査を含む)を前期は

2回(7月と 9月)、後期は毎月、教授会および大学協議会に報告している。平成 20年度までの 3年間
の卒業生の進路状況は、「就職・大学院進学状況(「大学基礎データ」(表 8))」に示したとおりである。 
②卒業生の年度別就職先データベースの活用 
卒業生の就職先については、毎月の内定調査および卒業式当日にアンケートで卒業生の就職先を調

査し、卒業生就職先企業データベースに保管し、就職統計データとして就職ガイダンスや就職支援活

動に活用している。 
就職統計情報としては、次のような情報が収集されている。 
・在校生の進路決定情報 
・卒業生の就職情報：卒業年度別就職先情報、業種別就職者数、業種別進路明細情報、出身都道府県

別就職情報、就職先本社所在地県別集計 
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③卒業生の在学中の就職活動状況(卒業生からのアンケート集計) 
大学における主な進路指導の取組み(就職ガイダンス、キャリアデザイン、企業研究会、キャリア
サポート室のサービス)について、卒業式当日にアンケートを行っている。 
平成 20年度のアンケート結果から、就職ガイダンスはほぼ 5割の学生が有用性ありと評価してい
る。一方キャリアデザンについては、ほぼ 4割の学生が有用性ありと評価しているが、日本人 30％、
留学生 62％と評価の差が出ている。以上のデータの活用の例としては、大学案内の中で、卒業生の
進路として報告を行っている。 
また、上武大学企業説明会に際しては参加企業にアンケートを行い、学生を求める企業の生の声も

集めている。 
 一方、看護学部については、1学年の在籍学生数が各学年とも 60余名と他学部に比べて少ないこ
と、また、ほとんどの学生について看護師国家試験と就職先が関わってくることから、卒業生の進路

に関するデータは比較的容易にキャリアサポート室に集積することが可能となっている。集められた

データは、オープンキャンパス時や教育相談会で活用されている。 
 在学生に関しては、キャリアガイダンスを学生の反応を見ながら進めてきたが、これまで調査用紙

を用いた形では行っていない。一方、就職採用試験受験対策である履歴書の書き方や小論文の書き方、

模擬面接については受講後の調査結果があり、次年度以降の改善に活かしていく予定である。 
 
〔点検・評価〕 

ビジネス情報学部・経営情報学部に関して、前項①については、内定状況を 9月以降学部全体だけ
ではなく、ゼミごとに教授会で報告を行っている。他ゼミの状況を知ることによって、4年次のゼミ
担当教員に就職指導に一層力を入れてもらう効果を期待している。 
前項②については、過去の卒業生の就職先が網羅的に卒業生就職先データベースに収集されており、

このデータベースから各種の分析データが抽出できる。教員による企業訪問においても、このデータ

ベースから訪問先の企業に入社している卒業生が出力リストとして得られ、訪問時に役立っている。 
一方問題点としては、卒業生の就職先データベースについては一部の機能しか利用されてこなかっ

た点も挙げられる。原因は、データベースの内容や活用方法についての PRや研究不足である。また、
必要なデータが更新されていない(卒業生の就職先企業での在籍情報等)など、データベースの維持管
理においても利用する立場から必ずしも最新情報ではないという点はネックとなっている。利用の視

点から研究し、年度別、企業別、ゼミ別、学部別などの各視点で、卒業生就職先の統計データを整理

し、ゼミ学生への OB・OG訪問の紹介、卒業生の就職先企業での定着度合い、就職先として企業を
紹介する場合の評価など、就職活動支援に結びつけていく必要がある。 
前項③については、卒業生へのアンケート調査の項目は 10年以上にわたって変らないままであっ
た。その反省から、就職委員会、就職連絡会議で平成 20 年度から内容を大幅に変更するとともに、
就職活動をしている学生が集計・分析結果を活用できるように集計を早めることにした。○を記入す

るだけで行動項目と実施月の関係がわかる表を工夫した結果、本学学生がどの程度就職活動を実施し、

またその時期はいつかが詳細に把握できるようになった。自由記入欄にも多くの書き込みがあること

から、学生が熱意を持って真面目に回答した姿がうかがえ、書式の変更は一定の成果をおさめたとい

えよう。 
卒業時のアンケート結果は、卒業式後一週間でデータの入力とグラフ化作業を進め、これらの分析

によって本学の学生の就活状況を具体的に明らかにすることができた。アンケートの分析から得られ

た成果が、早速平成 21年度の就職ガイダンスに活かされたことは評価できよう。 
 一方、看護学部については、平成 20年度には卒業生が累計で 200名を超えることから、諸情報の
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データベース化を進めることが必要といえよう。 
 
〔改善方策〕 
全学部とも、これまで就職先に関する基本的なデータの掌握を行ってきているが、今後は入学時、

入学後の成績データ等についても、入試課、各学部の教学課と連携をとりながら一貫したデータにし

ていければさらに活用ができると考えている。また、卒業生について就職後の追跡調査を行うことに

よって、在学生の就職指導に役立てていきたい。 
 看護学部については、今後、蓄積すべきデータとして、採用試験情報、施設訪問(実施するか否か
については検討中)による卒業生の就業状況、本学の看護基礎教育に活かす内容の情報収集を考えて
いる。 
  
4)課外活動 

学生の課外活動に対して大学として組織的に行っている指導、支援の有効性 

〔現状説明〕 
①学生の課外活動の現状 
 本学は、本章の到達目標の一つに「④自主性・協調性を養い、豊かな人間性を育てる上で重要な意

義を有する課外活動を大学教育の一環として位置づけ、その活性化を図るため十分な支援を行う」と

挙げたように、学生の課外活動について自己形成や人材育成の場と捉え積極的な支援を行っている。 
まず学生の課外活動団体の種別を挙げ、次にそれらへの支援について述べたい。 
ア.学友会 
本学では学生の自治組織として位置づけられており、本学が在学生の意見に耳を傾ける場である

「五者会談」(「学生代表と定期的に意見交換を行うシステムの確立状況」項参照)の際にテーブルに

つくのも同会である。活動の主なものとして、課外活動の統括(学友会総会・代議委員会の開催、補
助金の分配等)、新入生に対する歓迎行事の開催、卒業生に対する記念品の贈呈、毎年 10月に行われ
る雑草祭の開催、学生生活に関する学生からの要望の取りまとめ・対応等が挙げられる。また、過去

には災害時の義捐金の募金の呼びかけも行った。 
後述するように、学友会費の配分については同会が原案を作りそれを学友会総会で審議して決定す

るプロセスがとられる。また、他のサークルとは異なり、両キャンパスの教学課と学生指導連絡会議、

および大学本部総務課が、活動についての助言・指導を行っている。 
イ.サークル(部、同好会、愛好会) 
 本学では平成 21年度は文科系 13団体、体育系 13団体、合計 26のサークルが活動している。表
5－10はそれを一覧表化したものである。サークル活動に参加を希望する学生は、既存のサークルに
加入するほか、新たなサークルを立ち上げることも可能である。ただし、学友会加入のサークルとし

て認知されるためには、本学(3 学部)の専任教員が顧問となることが条件となっている。各サークル
に顧問に教員が就くことによって助言・指導が行われ、事故等にも対応できる態勢となっている。 
 なお、新規に立ち上げたサークルについては、設立 1年を経過した後、学友会からの活動費の支給
を受けることができる。活動費は、全学部学生が年会費として 1万円を負担する学友会費を原資とす
るもので、学友会費は毎年前期の学費を納付する際に大学が学友会に代わって代理徴収を行っている。

確実な財源確保をサポートすることで、本学の課外活動の支援の一つとなっている。 
また、集められた学友会費は保管は大学本部が、出納などの運用は学友会が行い、各サークルの活

動費として支給されるほか、雑草祭の経費としても支出されることになる。こうした支出の予算につ

いては、学友会が前年度の活動実績に基づき算定し、春に行われる学友会総会で承認を受けた後執行
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される。また、学友会費の支給を受けたサークルには、年度末に領収書を添付した会計報告書を提出

することが義務付けられており、監査の際には学生指導連絡会議のメンバー、および大学本部総務課

の職員が立ち会いを行っている。 
 

表 5－10 サークル団体(平成 21年度) 
文  科  系 人数 体  育  系 人数 

学友会 21名 硬式野球部 137名 
雑草実行委員会 13名 陸上競技部 39名 
経理研究部 22名 駅伝部 79名 
ER 29名 サッカー部 60名 
軽音楽部 29名 硬式テニス部 43名 
茶道部 1名 アメリカンフットボール部 14名 
吹奏楽部 23名 水泳部 3名 
同人誌編集部 6名 柔道部 15名 
Smileピア 27名 バスケットボール部 11名 
コマーシャル研究会 17名 バレーボールサークル 12名 
音楽サークル 7名 ダンスサークル 27名 
チアリーダー 6名 やろうぜスポーツ 74名 
ラジオサークル 13名 軟式野球部 15名 

＊サークルは、3学部を横断して形成されている。したがって、表中の人数は特定の学部だけのものではない。また、
同じ人間が複数のサークルに加入している場合がある。 

 
ウ.雑草祭実行委員会 

毎年 10 月に行われる雑草祭(本学では建学の理念に基づき、学園祭を「雑草祭」と称している)の
企画・立案、および各種イベントの取りまとめを行う。経費の原資となるのは、前述の学友会費であ

る。雑草祭の内容は、本部(実行委員会)によるイベント企画、サークルおよび有志の参加団体による
展示・講習会、模擬店等である。雑草祭の出納については、秋の学友会総会の審議事項となっている。 
雑草祭を挟む 4日間(準備、当日、後片付け)は、トラブル等に対処するため、開催キャンパスに各
学部の学生指導委員が交代で待機し、事務職員も当直する。また看護学部設立後は、雑草祭当日に同

学部の教員が救急対応窓口に協力し、模擬店の食品衛生指導も行っている。 
 
②本学が組織的に行っている指導、支援 
 本学では課外活動を適正に支援するために、「学生課外活動に関する規程」「部室使用規程」「クラ

ブバス管理規程」「草津セミナーハウス管理規程」等の法規を整備している。また、活動の拠点を与

えるため、学友会に登録されたサークルについては、活動の拠点となるキャンパスで部室の貸与を行

っている。 
 また、先述のように全てのサークルは専任教員が顧問の任に当たっているが、主要な運動部ではさ

らに技術的指導者として監督・コーチを配している。教員組織に属さないコーチ等の指導者は、大学

本部のスポーツ指導センターに所属しており、伊勢崎キャンパスをホームグラウンドとして活動し、

学生への助言・指導を行い、事故防止・親睦・交流等にも対応している。 
 サークル活動に対する経済的な支援としては、クラブ課外活動振興費資金(以下、「振興費」と略す)
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を交付している。振興費は、本学の保護者の組織である後援会から学友会に認知されたサークルが交

付を受ける。この振興費の扱いも学友会から支給される活動費とほぼ同じで、年度末には領収書を添

えた会計報告書をもとに監査が行われている。学友会の活動費と異なる点は、監査が学生指導連絡会

議メンバー、大学本部総務課職員、後援会役員によって行われることである。 
 一方、運動部に所属する学生に対しては健康管理の面にも気を配っており、毎年春先に行われる健

康診断の際には、調査項目に尿検査、心電図検査、血圧検査を加え、受診を義務付けて実施している。 
  
〔点検・評価〕 
学生の自治組織としての学友会は、その活動状況は評価できるが、役員は恒常的に不足しており、

その確保が課題となっている。これは本学に限らず全国の大学で問題になっていることで、背景には

少人数の同好会的な結びつきには参加するものの、複雑な調整事務の必要がある大規模な組織には関

わりたくないという、現代の学生の気質があることが指摘できよう。また、放課後は直ちにアルバイ

トに向かうという、サークル活動と無縁な学生生活をおくる学生が増えて来ていることも事実である。

本学としても助言は行っているが、学生の自治組織であることから、どこまでの支援が可能かという

問題が常に存在している。 
一方、体育系では、団体・個人ともに全国レベルの活躍をしている部もあり、毎年レベルが向上し

ている。これは、指導者と学生、及び支援が円滑に機能しているためと考えられよう。また、文化・

芸術系のサークル等においても活発な活動がなされているといえよう。現状として、教員の半数近く

が何らかのサークルの顧問の任に当たっており、その意味からも、本学において学生と教員が親しい

関係を維持しているといえよう。しかし、顕著な活躍を見せる部が増えることは、振興費の配分に困

難な面を生じさせていることも事実である。 
一例として、仮に全国大会が東京を会場として行われた場合、試合に勝ち抜けば勝ち抜くほど本学

キャンパスからの遠征費がかさむことになる。このような事態が生じた場合には、後援会費の予備費

から特別支出を受けたり、大学が応援バスを出す際の賃借料を負担をするなどのサポートを行うこと

で乗り切っているのが現状である。 
 ところで、近年の傾向として、学部の特徴を活かしたサークルがいくつか立ちあげられ、本学独自

の動きを示していることは注目できよう。例として挙げられるのが看護学部のピアカウンセリングサ

ークル「スマイルピア」、ER(ENJOY RESCUE)、経営情報学部のラジオサークルである。スマイ
ルピアは、性感染症対策を目的とした学生による啓発活動で、医療・看護を学ぶ大学生自身としての

知識と人間性を向上させるのみならず、社会への大きな貢献ともなっている。また ERは、成人看護
領域の教員の支援を受けながら実施している学生の課外活動で、はじめは救急蘇生の学修と普及を主

体とした活動であったが、現在はより広領域の看護の学修を行うなど積極的に活動している。一方、

ラジオサークルは経営情報学部メディアマネジメント学科の講義の中から生まれたラジオ番組の制

作、番組への出演を目的としたサークルで、地元ＦＭ局の帯番組を持つなど活動の幅を広げている。 
 
〔改善方策〕 
学友会の恒常的な役員不足についての改善は容易ではないが、指導担当教員・チューターがその役

割の重要性、社会人に向けた訓練の場足り得ることを説明するなど、学生への周知を図っていくこと

が必要といえよう。 
サークル活動が盛んになることは、経費が増すことにつながるわけであるが、学生数が定員を充足

すれば、徴収する学友会費、後援会費でこれを賄うことは十分に可能である。まずは学生定員を確保

することで、安定した財政基盤を作っていきたい。 
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アルバイトにいそしむ学生に課外活動での充実感を味わわせることは簡単ではないが、まずは所属

学部の特性に応じたサークルへのいざないを行うことで、その振興を図っていきたい。平成 22年 3
月には「世界の CM フェスティバル 群馬大会」が開催され、経営情報学部ではこれに 4 つのゼミ
がエントリーをした。一方、平成 20年度からは、プロ野球独立リーグに所属するダイヤモンドペガ
サスの PRにも、ビジネス情報学部、経営情報学部の一部のゼミがその一翼を担っている。これらの
動きが、さらにサークル活動として後輩を巻き込んで発展していくことを期待したい。 
 
資格取得を目的とする課外授業の開設状況とその有効性 

〔現状説明〕 
本学両キャンパスの就職課は各種の有料課外講座の機会を提供することで、学生が資格取得を目標

に励むことをサポートしている。課外講座の開講スケジュールや費用などは、学内掲示で学生に呼び

かけると同時に、保護者宛にも郵送で案内している。また、主にゼミを通じてチラシを配付する形で、

受講を勧めることも行っている。 
平成 18年度から平成 20年度までの 3年間に開講された課外講座を一覧表示したのが表 5－11で
ある。この 3年間の課外講座の受講者はのべ 162名、うち資格合格に至った者は 89名であった。 

 
表 5－11 課外講座開講状況 

年 度 開講講座名 目標取得資格 日 程 受講者数 資格取得人数 

 
MOS対策講座 

Word2003 
Word2003 
ｴｷｽﾊﾟｰﾄﾚﾍﾞﾙ 

5/30～7/6 3名 3名 

平成 18年度 
MOS対策講座 

Excel2003 
Excel2003 
ｴｷｽﾊﾟｰﾄﾚﾍﾞﾙ 

5/31～7/7 9名 5名 

 
日商販売士 

2級対策講座 
日商販売士 2級 8/30～9/24 32名 21名 

 
日商販売士 

2級対策講座 
日商販売士 2級 8/30～9/25 26名 11名 

平成 19年度 
MOS対策講座 

PowerPoint2003 
PowerPoint2003 
ｴｷｽﾊﾟｰﾄﾚﾍﾞﾙ 

11/5～12/13 14名 11名 

 
MOS対策講座 

Excel2003 
Excel2003 
ｴｷｽﾊﾟｰﾄﾚﾍﾞﾙ 

11/6～12/14 7名 5名 

 
日商販売士 

2級対策講座 
日商販売士 2級 8/21～9/26 24名 7名 

 
MOS対策講座 

Excel2003 
Excel2003 
ｴｷｽﾊﾟｰﾄﾚﾍﾞﾙ 

6/3～7/10 9名 5名 

平成 20年度 
MOS対策講座 

Word2003 
Word2003 
ｴｷｽﾊﾟｰﾄﾚﾍﾞﾙ 

6/4～7/11 18名 8名 

 
MOS対策講座 

PowerPoint2003 
PowerPoint2003 
総合ﾚﾍﾞﾙ 

11/4～12/12 11名 9名 

 
MOS対策講座 

Excel2003 
Excel2003 
ｴｷｽﾊﾟｰﾄﾚﾍﾞﾙ 

11/5～12/13 9名 4名 
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表 5－12「学生支援プログラム」講座一覧表 

講 座 名 講   座   内   容 予定日 場 所 費 用 講 師 

キャリアインタ

ビュー 

ビジネス情報学部、経営情報学部の 3年生全

員に聞き取り調査を行い、就職活動を支援す

るための基礎情報をキャリアカルテに登録す

る。それを就職指導に反映させる。 

12 月～1

月 

伊勢崎 

高崎 
無料 

ｾｰﾙｽﾕﾆﾊﾞ

ｰｼﾃｨ講師 

面接シミュレー

ション 

就職試験で最も重視される面接について、そ

の準備事項、質問項目、態度や話し方など本

番に近い形式での訓練を行う。 

1月～2月 
伊勢崎 

高崎 
無料 

ｾｰﾙｽﾕﾆﾊﾞ

ｰｼﾃｨ講師 

キャリアカウン

セリング 

職業や仕事の選択、そのための訓練の選択、

キャリアプランニング全般について専門家が

相談に応じる。自己分析、エントリーシート、

履歴書の書き方などの指導も行う。 

1/21 ､22 ､

27 

2/2、4、8 

伊勢崎 

高崎 
無料 

ﾏﾝﾊﾟﾜｰｼﾞ

ｬﾊﾟﾝ講師 

 

マナー講座 

マナーの 5原則(表情･態度･あいさつ･身だし

なみ･言葉づかい)、社会人の言葉づかい(話し

方、ビジネス用語、敬語)、職場内のコミュニ

ケーション(対人関係、報告･連絡･相談など)

を教授する。 

経情 

1/28(5

限) 

ビ情 

2/1,3 

伊勢崎 

高崎 
無料 

RS ｺﾝｻﾙﾀﾝ

ﾄ講師 

ビジネスマナー

講座 

経営コンサルタントを講師に企業で働く意識

付けを行う。企業が求める人材像と仕事に求

められる行動の理解、コミュニケーションの

スキルが培われる。 

 2/15 

 2/16 

 2/17 

高崎 
無料 

 

中央情報

経理講師 

 

販売士 3 級資格

取得講座 

販売士は、小売業･製造業･卸売業･サービス業

等の各種業界から注目されている。小売業、

マーチャンダイジング、マーケティングの基

礎知識が修得でき、流通業界のパスポートと

もなる。 

12/24 ～

2/15 
(全9日間) 
 

高崎 
18,000円 
(1 万円補
助) 

2級講座 
講師 
平野朱織 

公務員採用試験

対策講座 

公務員試験対策講座として授業と連携して、

専門の講師によるきめ細かい指導が受けられ

る。 

3月末 
(5日間) 高崎 無料 東北大 

衛藤総一 

基本情報技術者

試験講座 

基本情報技術者試験はＩＴ業界志望の学生に

は重要な資格である。春季基本情報技術者試

験を受験する学生に、直前対策講座として実

施する。 

2 月

24,25,26 
3月 3,4 

高崎 無料 中央情報 
経理講師 

第 3 回 MOS 対策

講座 

Microsoft Office製品(Word-Excelなど)の操

作スキルを証明する資格である。企業の注目

度は高く、就職先での即戦力となる。 

3月下旬 
 高崎 

16,000円 
(1 万円補
助) 

フジコー 
講師 

職業興味検査

(VPI) 

本項は、大学生等に対する進路指導や就職

ガイダンスの用具として、職業との関わり

において自己理解を深め、望ましい職業探

索や職業選択活動を促進するための動機

付けや情報を提供する。 

12月 
(受付中) 

伊勢崎 

高崎 無料 学内 

企業説明会バス

ツアー 

首都圏(東京)及び県内で実施される合同

企業説明会のバスツアー企画。伊勢崎、高

崎キャンパスから直接バスで参加でき、多

くの企業担当者の説明を聞くことで、就職

活動に直結する。 

1/9、23 
東京 
2/15 
前橋 
3/2 
東京 

伊勢崎 

高崎 

無料 
 東京ﾋﾞｯｸｻｲﾄ 
 
 前橋ｸﾞﾘｰﾝﾄﾞｰﾑ 
 
 プリズムホール 
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なお、平成 21年度には文部科学省大学教育・学生支援プログラム、テーマＢ学生支援推進プログ
ラムに本学が選ばれたことから、その補助金を加え、従来より多くの講座(一部は学生の負担を無料
とするものもある)の開講が予定されている。この補助金は 3年間の給付であるが、平成 21年度に開
講予定の講座関係を一覧表化したものが表 5－12である。 
また、資格取得を目的としたものではないが、本学では国家公務員試験対策講座を 3学部で合同開
催している。 
 

〔点検・評価〕 
平成 20年度はMOSの講座を春と秋に分けて 2回実施する事ができたことで、エクセル エキスパ
ートレベルの資格を取得した学生が増えたことは評価できよう。一方、販売士 2級の資格取得者が減
っているのは、平成 19年度から同資格試験の難易度が上ったことに原因があると考えられる。 
表 5－11 の講座を受講する学生は、もっぱらビジネス情報学部、経営情報学部の学生であるが、
キャンパスが 2つに分かれているため、どちらのキャンパスで講座を開講するにしても、開講キャン
パスでない学部の学生は移動に時間を取られることになる。受講学生数が伸びないことにはこの問題

が影を落としているといえよう。 
 
〔改善方策〕 
ビジネス情報学部、経営情報学部の学生をまとめて受講させるためには、長期休業期間の利用、ま

たその期間のシャトルバスの運行等の整備を考える必要があろう。 
また、資格合格者に対して、さらに 1ランク上の資格に挑戦できるようなアドバンスの講座も検討
する余地があろう。 
学生支援プログラム【テーマ B】採択による補助金は平成 23年度まで給付されるため、試験的に
いくつかの講座を開催し、学生の満足度調査を実施することで、学生のニーズにマッチした資格取得

を推進していきたい。 
 

学生代表と定期的に意見交換を行うシステムの確立状況 

〔現状説明〕 
本学では、学生の意見を大学運営に反映させるための体制として、学生自治組織である学友会役員

を学生の代表として、これと理事長・学長・各学部長・各学部学生指導委員長・事務代表(事務局長、
両キャンパス事務長。担当事務として大学本部総務課)から編成される「五者会談」を開催し、学生
からの意見・要望等を率直に受け止め、適宜対応している。なお、この五者会談の内容については、

教員に対しては各学部の教授会で学生指導委員会より説明が行われ、学生に対しては学友会総会の場

で報告がなされている。 
また、学生組織が行う特に大きな行事であり、大学の施設の借用も伴うことから、雑草祭に際して

は「雑草祭進捗状況報告会」を年に数度開催し、準備の進捗状況について大学側が雑草祭実行委員会

より経過報告を受けている。さらに、雑草祭の終了後には「雑草祭反省会」を開催して、次年度に向

けて意見交換を行っている。 
 
〔点検・評価〕 
平成 20年度は、残念ながら「五者会談」は開催されなかった。これは、もともと人数の少ない学
友会役員がいずれも雑草祭実行委員を兼務しており、その準備で精力を使い果たし、「五者会談」ま

で手が回らなかったというのが実態である。「五者会談」はこれまで慣例として長く行われてきた行
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事ではあるが、学友会の役員にとって必ず開催しなければならないという義務的なものではないとい

う事情もある。 
 一方、「雑草祭進捗状況報告会」は、平成 20年度は 7月と 10月の 2度行われ、雑草祭終了後には
「雑草祭反省会」も開催されている。 
〔改善方策〕 
学友会が学生の自治組織であるため、大学側がどこまでいかに支援するかという問題がつねに残る

が、名称・形態はともあれ、「五者会談」「雑草祭進捗状況報告会」「雑草祭反省会」に類した顔合わ

せを定期的に開催し、学生と大学との意見交換を行うシステムを確固としたものにする必要があろう。

と同時に、議事内容を広報等において周知し、的確な対応をとることも重要である。 
そのためにも、安定した学友会役員数の確保のため、教員が各ゼミ、あるいはチューターとして担

当する学生に対し、その活動を紹介するなどの施策を行うことも必要であろう。 
 



 
 
 
 
 

第６章 研究環境 
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第 6章 研究環境 
 
〔到達目標〕 

 本学は地方私立大学として、おかれた地域の特性を踏まえ、世界的な視野に立って独自の研究を展

開することを目指す。ビジネス情報学部、経営情報学部、看護学部に設置されている独自の学科の特

性が発揮されること、さらに学科間、学部間の連携により学際的な新しい研究領域が創生されること

を目標とする。たとえば地方にとって高齢化社会の運営は重要な課題であるので「加齢社会学」など

は本学にふさわしい研究課題となり、世界的なテーマでもある。各学部参加型の全学的取り組みを可

能とする具体的な研究課題を定めて長期的な取り組みを図ることを、今後検討していきたい。 
 
１．大学全体 

 

1)研究活動 

論文等研究成果の発表状況 

〔現状説明〕 
全体としては、教職員は学生の個人指導も含めた教育・実習に力をいれている事が影響して研究へ

十分なエネルギーが振り向けられていないのが現状である。論文等研究成果発表状況は学部ごとに後

述するとおりであるが、全体的に活性化の余地があるのが現状である。優れた教育実践には、十分な

研究的積み上げが伴っていなければならないことを考えて研究を重視している傾向が全学ではあま

り十分でない。 
 
〔点検・評価〕 
 優れた業績により全国的な賞を受ける教員もおり、そのような例も含めて本学全体の研究レベル向

上を計る基礎力はあると考えられる。問題点としては、研究への時間が十分確保できない状況があげ

られるが、学内研究の申請には学生の教育方策を研究課題とする事例が増えているので、この点に今

後注目していきたい。 
高崎キャンパスと伊勢崎キャンパスの間を結ぶ交通の不便さもあり目標に掲げた学際的研究を推

進する環境を醸成していく上に困難があるので今後、学内 ICT 活用の強化を含め検討課題として取
り組んでいかなければならない。さらに若手研究者を増やすための体制を今後も検討し続けることが

必要である。全学的に研究活動の活性化を目指すことが必要である。 
 
〔改善方策〕 
 建学の理念に基づく研究目標である、①グローバルな視点に基づく研究の遂行、②柔軟で斬新な発

想に基づく研究の遂行、③社会還元可能な研究の遂行、④連携に基づく実学重視の研究の遂行それぞ

れの学部学科および研究科の学問上の使命に貢献可能な研究が促進される必要がある。経営やビジネ

スの領域においては今ではグローバルな視点は当然のことであるし、また社会が大きく変化している

中で柔軟な新しい発想の研究を促進させることも求められている。同様に看護学やスポーツ医学など

については、実際の患者や住民への直接的効果を視野に入れた現場還元型の研究が求められており、

そのためにはさまざまな施設や行政、他分野との連携に基づく研究が発展することが今後は強く求め

られるので、強化していきたい。 
現状として問題である研究時間の確保の促進と同時に研究業績に対する評価の視点の導入および



- 198 - 

成果発表への支援の充実などを同時に進めるべく検討も必要である。研究力の向上が大学の質向上に

大きく貢献することは明らかである。全学的に研究目標に沿った研究の芽や基盤を育てるべく土壌を

しっかりと構築していくよう総合的研究環境を順次整備していく。 
 また研究者の育成という視点からは、大学院の中間研究報告会が例年 10月に開催され、修士論文
の作成にとりかかる院生にとっては、各研究室で行われている研究を可視化させ、公開の討議に付し

ていく上に有益であり、目標に記した学際的テーマを設定する上でも有望な足場ができている。今後

は、年 2回公開研究発表会を開催するべく企画し、討論にも全学的に参加できるよう図っていきたい。 
 
2)教育研究組織単位間の研究上の連携 

附置研究所を設置している場合、当該研究所と大学・大学院との関係 

〔現状説明〕 
本学は 3 学部 1 大学院修士課程研究科から構成されているが、それぞれの学部の中にも特色ある
学科が存在しており、文理統合の学問体系となっている。教育研究センターではこれまで学部間の研

究上の連携がなかなかとられていなかったため、全学的な研究会を開催し、各学部教員が取り組んで

いる研究内容や最新の知見、および研究シーズなどを広く紹介し、検討する場を提供し研究上の連携

を促進している。平成 19年度より毎年行われているが、3回目(平成 20年度)には、将来の研究を担
う大学院生の発表もプログラムに組み入れ、学部学生の参加も認められ自身の学部にはどのような研

究テーマがあり、どのような研究が遂行されているかを知る機会ともなっている。院生の研究指導の

質的保証および全体での研究指導支援、および大学院と学部間における研究を通しての連携を促進す

ることも目的として開催している。また同じく 3回目には、学部を越えた研究の促進に向け、シーズ
の紹介や共同研究の呼びかけを行う機会ともなった。さらに、外部研究資金獲得のための説明会も同

時に実施し、学部を越えた研究の支援を多面的に行っている。実施後の参加者からのアンケートから、

文理様々な研究を行っている教員がいるので、それぞれの参加者がわかれて分科会に参加できるスタ

イルに変更し、連携による研究をより活性化すべきであるという意見が出されており、次年度には「学

内学会(仮)」の開催を目指し、学内の研究上の連携をより促進できるよう活動が展開されており研究
上の連携が進みつつある。 
平成 19年度からこれまで 3回の全学的な研究会への各教員の発表内容は以下の通りである。 
第 1回 学内研究会  平成 19年 7月 23日 実施 高崎キャンパス 
 『リースにおける算価保証の測定論』 
『赤松要の経済学』 
『延喜弾正式 27路遇親王条をめぐって』 
『授業改革「積極性を引き出す」一科目「プレゼンテーション」を基に』 
『男性看護師増加のための戦略的アプローチ―職業選択時の行動･思考パターンの分析と今後の

課題』 
『テロリズムにおける精神的影響についての文献的考察－Bibliographical consideration of 

mental effects on terrorism』 
『在宅酸素療法と在宅 NPPV療法の併用事例における NPPV導入の生活体験と馴化状況』 
第 2回 学内研究会  平成 20年 2月 25日実施 高崎キャンパス  
 『スポーツマネジメント研究の離縁形成と応用実践－これまでの研究レビューと展望』 
 『サムスンのアジア経営戦略－中国の石油資源開発事業を中心に』 
 『教養の概念とその論理』 
 『国際経営と労働環境―中国における雇用新段階と日系企業の経営』 



- 199 - 

 『医療情報の視覚化』 
 『がん告知後に手術療法を受ける患者のストレス体験とその変化』 
第 3回 学内研究会  平成 21年 2月 17日 高崎キャンパス 
『私の体験したがん研究』 
『経営戦略と利益計画の連携―尊属と持続可能な成長に向けて』 
『会社法会計のゆくえ』 
『ドラッカーと日本の経営』 
『日本における羅紗商についての概要―歴史的観点からの一考察』 
『米国の暖簾会計の歴史的変遷』 
『重点地域研究開発推進プログラム紹介』 
『音楽で地域連携を』 
『Seeds/技術の種 連携の課題』 
『研究活性化に向けて』 
それぞれ、3学部および大学院研究科から教員が自らの研究成果を発表することにより、他学部お
よび他分野の教員の研究手法や関心領域分析方法などを学ぶ機会となっており、その後教育研究セン

ター年報に論文を掲載し、研究業績支援も行っている。 
平成 21年度の学内研究会については 3月実施予定であり、具体的な産学連携に基づく研究に向け
ての外部の企業による研究の紹介や、県の協力事業への参加研究実施発表および、研究育成の視点か

らは、大学院のみではなく、学部卒業生による卒業研究発表も予定されている。 
 
〔点検・評価〕 
上述したように、研究上の学部横断的な研究の活性化が促進されてきている点は評価できるが、残

念ながら連携後の実際の研究成果還元には至っていない。教員個々には毎年自己の研究目標と成果に

対する自己点検を行う仕組みが整っているが、他の教員との学部を越えた具体的な研究遂行までには

至っていない。個々の教員の研究テーマや内容の共有はある程度できたが、まだ具体的な研究の立ち

上げや地域との共同研究に至っていない。教育研究センター会報の発送と同時に、地域の高校や研究

機関、医療機関や行政などにアンケートを実施したところ、共同研究や共同での勉強会への参加を望

む意見が寄せられている。今後は、このような積極的な関心や大学への期待に応えるべく具体的な検

討会や研究会の立ち上げを早急に行うべきであると思われる。さらに、研究会の積極的な開催などに

より、今後は実際の研究に対する支援と研究成果を社会に迅速に還元できるよう促進環境を整えるこ

とが必要である。 
 
〔改善方策〕 
本学の教育の特色を打ち出すことと同時に、本学の学部および教員の専門領域間の統合により、本

学における研究の特色を打ち出すことを今後の改革の方向性としたい。具体的には、スポーツと看護

を統合した健康科学および情報とスポーツ、看護の融合による保健・医療分野における IT化の促進、
さまざまな領域におけるマネジメント、アジア地域におけるさまざまなビジネスシーンに対応しうる

研究、経営学の医療分野への応用、メディアを活用した新しい社会の構築などに関する諸研究が促進

されるよう、今年度は各分科会を設定し、研究促進を目指すこととしたい。地域との実際の研究につ

いても、本学ならではのオリジナルな研究視点と成果および社会への還元を目指したい。 
また次年度の研究会では、若手研究者の発表の場が確保されることを目指す。研究の質的向上の鍵

を握る若手研究者へのベテラン研究者からの助言や適切な指導の機会を提供することにより、研究の
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層を厚くし、より深みのある研究成果が量・質ともに増えることへの貢献を目指す。さらに学内のみ

ではなく、学内外への積極的な周知を通して、地域や企業との具体的取組の成果が還元できるよう連

携を強化していく。 
 
3)経常的な研究条件の整備 

〔現状説明〕 
個人研究費、研究旅費の額の適切性 

平成 20年度まではビジネス情報学部、経営情報学部においては一般研究費が 30万円、旅費が 10
万円であり、職位に関係なく支給されていた。看護学部においては、教授が 110万円、准教授が 80
万円、講師・助教・助手が 40万円という内訳で項目区分なく支給されていた。その他に全学共通で
特別研究費が 30万円を限度として年間 6件程度、三俣記念基金研究費が 50万円を限度として 2件
程度の交付を行うこととなっていた。 
 これらのうち、三俣記念基金研究費以外の研究費制度を 21年度に改正し、まず一般研究費は学部、
職位に関係なく一律 10万円とし、主に消耗品、印刷、文献複写、通信や学会の会費等の小額の経費
に充てるものとし、それ以外の研究に関わるものには、全て特別研究費として申請を行い審査会を経

て交付を行うこととした。この研究費の改正は、与えられた金額の範囲内で単に物品を購入するとい

う、研究に対する意識の希薄さを是正し、本来的な研究に必要な経費は自ら獲得するという意識を醸

成させながら、研究の活性化を促すための措置として講じた。従って、特に申請件数の制限は設けず、

金額の上限も設定していないため、熱心に研究を行い有効な研究費の活用を目指す者には有用な制度

として機能していくことと思われる。 
 なお図書に関しては特別研究費で申請しても構わないが、ひとり 10万円の枠内で、図書館に発注
することが認められている。 

 
教員個室等の教員研究室の整備状況 

全学部とも職位が講師以上の教員には平均で一人一室約 27 ㎡の広さの研究室が与えられており、
書架・研究用机・椅子・電話機に加え、学内 LANなどが整備されており、パソコンを有効活用でき
る環境が整備されている。また共有ラウンジにはコピー機などが設置されており、更に共同研究や

FD活動を促進するために、ミーティングルームなども各学部に置かれている。 
 
教員の研究時間を確保させる方途の適切性 

 専任教員には原則として週 3日の勤務と 5コマの講義が義務付けられているが、週のうち任意の 1
日を自宅研究日として、学内外において調査研究や実践活動のための時間に充当することが可能とな

っている。また夏季や春季の大学の長期休業期間内においては、上述の週 3日勤務の原則は特別な業
務に当たる以外適用していないため、相当数の時間を研究に費やすことが出来る。 
 
研究活動に必要な研修機会確保のための方策の適切性 

 教員の研究活動に必要な研修等については、本来の業務に支障のない限り、学会等への自由な参加

が保障されている。学会・研究会等への参加に係る費用は、平成 20 年度までは旅費として 10 万円
の範囲で認められており、特に支障はなかった。平成 21 年度以降は、一般研究費の 10 万円の範囲
内において支給されるが、特別研究費として認められれば金額、件数の上限がなくなるため、学会・

研修会等へ参加する自由度は広がると思われる。 
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共同研究費の制度化の状況とその運用の適切性 

 本学では現段階において共同研究費を制度化しているものはない。ただし昨年度までの特別研究費

や三俣記念基金研究費において、共同研究の実績があり、この運用を引き継いだ形で今年度から特別

研究費の制度を改正したので、今後より一層の共同研究が取り組まれることは期待できる。 
 
〔点検・評価〕 
研究費に関わるものは、4月より改正を行い実施しているため、今後の申請内容・件数を待って評
価したい。従来までの制度では、研究費の使用実績がまちまちであり、予算全体の執行率は低い水準

であった。そのため研究費制度の改定を踏まえて、全教員が研究に対して積極的に取り組むよう、個々

の意識を促していく必要があると思われる。昨年度中に教育討論会や研究発表会を全学的に開催して

おり、こうした取り組みを通して、研究に意欲的になるよう、働きかけを行っていかなければならな

い。 
 研究室等の設備面では、特に他大学と比べて遜色あるものではなく、研究を行うに必要な環境であ

るといえる。今後更に効率的な運用を促進するため、学内のネットワーク環境の見直し整備等を検討

する必要がある。 
 教員の研究時間の確保については、学部キャンパスが離れており、どうしても一部の教員には他学

部や大学院の講義なども担当してもらわなければならない。このため、原則 5コマという講義担当が
6コマや 7コマまで負担しなくてはならない場合もあり、また看護学部においては実習における時間
数がかなり多いため、これに伴う学生指導の負担も大きい。こうした状況は教員により、または担当

する講義により差があり、今後負担を軽減するための方策を検討しながら、個人的な差異を是正する

よう考えていかなければならない 
 共同研究に関しては制度化されていないため、今後の対応を早急に検討していかなくてはならない

が、昨年度、一昨年度とも教育討論会や研究発表会を全学的に実施している。学部間の枠を越えて、

教員が研究に対して共同でテーマを選び、取り組めるような情報交換の場を設けることは、共同研究

への取り組みに向けて有効な方策である。しかしながら現時点ではその成果がまだ上がっていない。

今後もこうした全学的な研修の数を増やしながら、共同研究への取り組みを促す必要がある。 
 
〔改善方策〕 
研究費に関しては、平成 21年度から制度の改正を実施したことによりその成果を期待したい。特
別研究費への申請は、科学研究費の獲得に向けての措置でもあるため、全教員が今年度においては必

ず科学研究費への申請を行うよう指導徹底していきたい。平成 20年度中に副学長による科学研究費
の獲得に向けた研修会を開催し、申請件数を増加させている。平成 21年度もこうした研修会の機会
を増やし、科学研究費の獲得のみならず、教員の研究意識の高揚を図っていきたい。なお平成 22年
度の特別研究費の審査基準には、平成 21年度の科学研究費申請実績が含まれることも教員には事前
に周知している。 
 共同研究に関しては、学内での研究発表会などを更に数多く行いながら、共同研究枠で応募が出来

るよう具体的な規程を整備し、独自の予算立てを行うなどの措置を講じる。ひいては学内だけでなく、

学外の研究機関や地域における有識者等も含み、有効な取り組みを実践できるように、早急に検討会

を開催する。 
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4)競争的な研究環境創出のための措置 

科学研究費補助金及び研究助成財団などへの研究助成金の申請とその採択の状況 

〔現状説明〕 
 本学では、科学研究費補助金をはじめとする学外の研究資金獲得を奨励している。平成 20年度に
おいては 10月に「科学研究費申請等にかかわる勉強会」を開催したほか、教職員が参加する学内で
の「教育討論会」等においても外部研究費獲得の意義および重要性等について触れるなど、より多く

の応募を促している。 
 まず科学研究費補助金について、本学における過去 5年間の応募・採択状況は表 6－1のとおりで
あった。 
 

表 6－1 科学研究費補助金の応募・採択状況 
 平成 16年度 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 
応募件数 4 17 6 18 14 
採択件数 1 7 0 1 1 

 
 平成 17 年度に応募件数が急増しているのは、平成 16 年度に看護学部を新設したことがその主な
要因である。同年度の実績では看護学部からの応募が 17件中 16件を占め、採択された 7件はすべ
て看護学部教員の応募によるものであった。平成 19 年度以降についてみても、3 ヵ年連続して 10
件を超える応募があることから、平成 16年度以前と比較すると研究の活性化が実現されつつあると
いえる。 
 しかし、採択件数については平成 17年度を除いて毎年度 1件程度となっており、採択率に関して
は高いとはいえない。平成 20年度の全国での科研費採択率は 20.7％であったことから、本学におい
てもその数値を参考として採択率の向上を図ることが課題となる。 
 なお、平成 21 年 11 月に科学研究費補助金事業電子申請システムによって一括申請を行った平成
21年度科研費の件数は、3学部合計で 26件、内訳としてはビジネス情報学部 5件、経営情報学部 5
件、看護学部 16件であった。昨年度と比較して看護学部からの申請件数が大きく伸び、ビジネス情
報学部および経営情報学部についても微増となっている。応募件数が全学的に増加した理由としては、

副学長が中心となって応募の実際についての講習会を開催し、科研費申請と倫理委員会の設置をすす

めることにより、研究内容に到るまで執行部との間での連携作業が数回にわたって行われたことのほ

か、平成 21年度より外部資金獲得への取組みの一環として、科研費への応募を学内の研究費である
特別研究費の申請要件としたことが挙げられる。 
 また、科学研究費補助金以外の学外研究費についても応募を呼びかけてはいるものの、平成 20年
度では応募、採択ともにゼロであったことから、今後は科研費とともに応募を促していくことが必要

と思われる。 
 
〔点検・評価〕 
本学の科研費への応募・採択状況について平成 16年度以降の数値を比較すると、応募件数は着実
に増えており、研究の活性化が実現されつつあると考えられる。各学部からの応募状況をみると、平

成 17 年度においては看護学部からの応募がほとんどであったのに対し、平成 19 年度以降はビジネ
ス情報学部、経営情報学部からの応募が増加しており、学部間の偏りが解消されてきている。平成

20年度の応募件数についていえば、ビジネス情報学部 4件、経営情報学部 4件、看護学部 5件とな
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っており、全学的に研究の活性化が図られつつあるといえる。 
 しかし、すでに述べたように採択件数は年度あたり 1～2件にとどまっていることから、今後は採
択率をいかに上げていくかが課題となる。平成 17年度以降の採択率をみると、7件が採択された平
成 17年度が 41％、以後平成 18年度から平成 20年度にかけてそれぞれ 0％、8％、8％となってい
る。これに対し、全国の科研費採択率は毎年度 20％台前半で推移しており、平成 17年度を除けば本
学の採択率に関しては向上する余地があると考えられる。 
上述したように競争的研究費補助金の獲得も、まだ不十分な状況である。平成 21年度から学内研
究費についても学内審査をもとに配分する方法に切り替えてから教員各自の進めている研究も全学

的に可視化され、相互評価が可能となってきた。学内審査のための申請様式が科学研究費補助金(科
研費)申請書式に準じて作成されたこともあって科研費申請件数も飛躍的に増えたため、学内での研
究活動活性化を図る重要な足がかりが短期間に構築された。 
学内研究費支出方法の改善が進み、既述の通り、平成 21年度からは申請書提出と審査会を充実さ
せ、競争的研究費申請に準じた学内審査が導入された。特に申請件数の制限は設けず、金額の上限も

設定していないため、熱心に研究を行い有効な研究費の活用を目指す者には有用な制度として機能し

ていくことと思われる。科研費の申請件数が向上したことはすでに述べたとおりである。 
 
〔改善方策〕 
科研費の応募・採択について今後の課題となるのは、応募件数と採択率である。応募件数について

は、これまでの取り組みが成果を上げていると見られることから、引き続き科研費説明会、教育討論

会等で応募を促し、件数の増加につなげたい。また前述のとおり、科研費への応募を本学の「特別研

究費」への申請要件とした結果、平成 21年度の科研費応募件数は前年度比 2倍弱と大きく増加した。
学内の研究費と科研費の申請を関連付けることは極めて効果的であったと考えられ、今後も同様のシ

ステムによって応募件数の増加を促していく。 
また今後は研究内容のみならず、申請書類の記載方法等についての検討・実践など、総合的な対策

を通じて採択率の向上を図ることが求められる。そのため平成 21年度の申請に際しては、電子申請
を行う上での注意事項等をより具体的に教員へ周知、また応募書類・研究計画調書については学長、

副学長をはじめとする申請者以外の複数の視点による見直しなど、すでに幾つかの改善策を実施した。

今後も応募件数の増加、および採択率の向上のため、包括的な取り組みを行っていく。 
さらに競争的資金獲得の努力をさらに進めなければならない。科学研究費補助金や民間財団研究費

への応募をさらに積極的に行う。これを目指して、副学長主催の科学研究費に関する勉強会などを行

っている(例：平成 20年 10月)が、さらに強化していく。科研費以外の外部研究費についても科研費
と同様より多くの応募を促し、科研費と合わせて競争的研究環境を実現し、研究の活性化を図る。 
 
5)研究上の成果の公表、発信・受信等 

研究論文・研究成果の公表を支援する措置の適切性 

国内外の大学や研究機関の研究成果を発信・受信する条件の整備状況 

〔現状説明〕 
研究論文・研究成果の公表を支援する体制としては、平成 19年度より各学部で発行している紀要
の他にも、研究成果の公表を支援する目的で、教育研究センター年報の第二部は、研究論文を掲載し、

教員の研究活動の成果の促進に役立つようにしている。現在は、原則として学部ごとの紀要の他、学

内研究会において発表された内容に関する公表支援の形をとっているが、まだ十分に成果の公表が支

援されているとは言えない。また国内外の大学や研究機関の研究成果を発信・受信する条件の整備状
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況については、研究会にて発表後、前述したように年報に掲載し、積極的に成果を発信できるよう環

境を整えつつあるが、海外への発信が可能な条件とはなっていない。大学紀要については、電子化が

進んでおり、迅速に教員の研究成果がリンクできる環境が整ってきた。 
 
〔点検・評価〕 
研究成果の発信に関しては、国際的なコミュニケーションを促すため、英語も併用のホームページ

を教育研究センターでは検討しており、各研究成果についての海外への発信についての促進を図る予

定である。可能であれば個々人の教員の業績とリンクして活性化を図る。受信に関しての条件は、図

書館におけるさまざまな検索機能の他には、未だ十分に整備されていない状況であり、各大学とのネ

ットワークも充実しておらず、今後の課題である。 
 
〔改善方策〕 
 これまでは学内の教員間における情報の共有や研究といった学内における情報の共有にとどまっ

ていた感が否めない。今後の改善点としては、センター活動および学内の教員の教育及び研究成果や

シーズの発信としてホームページをより充実させることによって、地域、産業界、他大学および諸施

設や公的機関などとの情報の発信と共有のための媒体として積極的な展開を図る。具体的には、研究

情報や地域社会の諸情報、研究進捗などについて随時工夫を図り、学外との情報交換の場としての役

割を果たせるようにする。更に英語バージョンの充実により、情報受信および発信の国際的な展開を

将来的には進めて行くことにより国際的研究につなげる。紀要の論文数の充実と積極的活用も同時に

検討していく。 
 
6)倫理面からの研究条件の整備 

研究倫理を支えるためのシステムの整備状況とその適切性 

研究倫理に係る学内審議機関の開設・運営状況の適切性 

〔現状説明〕 
倫理問題への取り組み 

 近年の研究においては、研究の対象となる個人の権利を守る観点のみならず、より倫理的に優れた

研究を進めることにより研究者を保護するため、倫理問題の理解は重要である。これを踏まえ、全学

的な倫理問題に関する勉強会を開催した(平成 20年 10月)。それにより、学内において一定の理解が
得られたと考えられる。 
 
倫理委員会 
 本学においては、平成 20年の時点では看護学部にのみ倫理委員会が設けられていた。しかし、経
営学やビジネス学、スポーツ・健康科学においても今後は研究に個人情報の取扱いに関わる問題その

他、倫理問題が関係する可能性が考えられる。そのため、全学に倫理委員会を設け、一括して取り扱

うこととした。外部委員の委嘱も含め、倫理委員会規程を整備した(平成 20年 8月)。 
 
〔点検・評価〕 
近年の研究には欠かせない倫理問題に関する取り組みが平成 21年度から各申請研究課題を中心に
学外有識者を加えた委員会で審議されることになった。本学では直接ヒト由来試料を用いた研究や、

薬剤に関する試験研究、動物実験などは今のところ行われていないが、特に看護学においては、倫理

問題と関連する研究課題が考えられる。そのため倫理問題に関する教職員の勉強会を開催し、(平成
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20 年 10 月)、倫理規程を整備して申請課題に対しての研究配分審査と並行させて倫理委員会による
審査を発足させたことにより研究が促進されたことは評価できる。 
 
〔改善方策〕 
 現状では主に看護学の領域からの案件が多いが、今後はスポーツや社会調査系においても検討が必

要な場合の積極的な倫理委員会の活用を目指す。また十分に倫理問題に対する意識が教員間において

醸成されていない部分も見受けられるので、引き続き倫理問題に関する検討を全体の研究会などで積

極的に行っていく。 
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2．ビジネス情報学部 

 
〔到達目標〕 

 本学部各教員が研究活動に積極的に取り組み、研究成果を挙げ、それを公表し、社会に貢献すると

ともに実際の授業に活かすことが重要である。そのために研究環境の整備を充実させる必要がある。  
 ①研究活動の活性化のため、各教員が『上武大学ビジネス情報学部紀要』にも積極的に研究成果を

公表する。また研究水準の向上を図る。 
 ②科学研究費補助金などの外部研究資金の獲得を推進する。 
 ③研究著書の出版に対する助成金制度を積極的に利用する。 
 
1)研究活動 

〔現状説明〕 

論文等研究成果の発表状況 

ビジネス情報学部の研究誌としては、『上武大学ビジネス情報学部紀要』(年 1回以上発行)がある。
平成 18年度から平成 20年度までの過去 3年間に上掲の研究誌に掲載された本学専任教員の論文数
は、表 6－2の通りである。 
 

表 6－2 本学専任教員の論文数 
  教 養 専 門 翻 訳 研究ノート 書 評 合 計 
平成 16年度  8    8 
平成 17年度  4    4 
平成 18年度 1 4  1  6 
平成 19年度 3 12 2   17 
平成 20年度 4 7 1  1 13 
 合 計 8 35 3 1 1 48 
 
著書、学外の研究誌に掲載された論文、翻訳書、教科書(参考書を含む)、評論等の発表状況は、表

6－3の通りである。 
 

表 6－3 著書、学外の研究誌に掲載された論文、翻訳書等の発表状況 
  著 書 論 文 教科書 評 論 その他 合 計 
平成 16年度  8    8 
平成 17年度 1 12   2 15 
平成 18年度 3 9   1 13 
平成 19年度 2 4    6 
平成 20年度 1 12   4 17 
 合 計 53(※) 45 6(※) 0 8(※) 112(※) 
 ※ 発表年度未確認のものを含む。 
 
国内外の学会での活動状況 

国内外の学会に参加している本学部教員は、教授 10名、准教授 3名、講師 4名である。学会に加
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盟していない教員もいるので、積極的に加入・参加することを強く薦めなければならない。 
 

当該学部・研究科として特筆すべき研究分野での研究活動状況 

平成 21年度に望月文夫教授が、著書『日米移転価格税制の制度と適用―無形資産取引を中心に』
により、第 17回租税資料館賞を受賞した。 

 
〔点検・評価〕 
研究機関としての充実を図るため、研究成果を積極的に論文等の成果物として作成し、紀要に投稿

するよう呼びかけた結果、最近は執筆者とタイトル数が増加している。この傾向は評価できる。今後

この傾向を確固なものにすることが課題である。 
 
〔改善方策〕 
全体としてみると研究意欲は高まっているが、中には最近の研究業績の公表がなされていない教員

がいる。こうした教員に対して研究意欲を高めるための誘導策が必要である。そのためには、一定の

条件を定め、研究成果の公表を義務付けることも検討したい。 
 
2)教育研究組織単位間の研究上の連携 

附置研究所を設置している場合、当該研究所と大学・大学院との関係 

 本学では独立した附置研究所は設置していないが、全体で述べたように学部横断的な研究支援の役

割を果たすべく教育研究センターが研究組織単位間を越えた研究上の連携を推進している。 

 

3)経常的な研究条件の整備 

〔現状説明〕 

個人研究費、研究旅費の額の適切性 

一般研究費、特別研究費および三俣記念基金研究費が学内で用意され、申請と審査に基づいて配分

されることにより、教員の研究意欲の向上がはかられている。 
 

教員個室等の教員研究室の整備状況 

専任教員には、十分な広さの研究室が与えられている。他に書棚、机、椅子、外線直通可能な電話

機などが整備され、学内 LAN・研究室のパソコンを通じて学内外の情報交換が可能になっている。 
 
教員の研究時間を確保させる方途の適切性 

専任教員の出講日は、原則として月曜日(会議日が予定されている)を除いて、週 3日の出勤となっ
ている。学会等での授業の休講については、原則として補講が義務付けられている。 
 

研究活動に必要な研修機会の確保のための方策の適切性 

 ビジネス情報学部では、平成 20年度、旅費の支給額上限は 1名あたり 10万の範囲で認められて
いた。平成 20年度、国内の学会等出張旅費の支給件数は 33件で、総額 90万 9690円であった。ち
なみに、経営情報学部は 12件で総額 60万 4690円、看護学部は 77件で総額 231万 8269円であっ
た。 
一方、国外の学会等出張旅費の支給件数が 0件だったのは、ビジネス情報学部だけであった。ちな
みに、経営情報学部 3件で総額 29万 7354円、看護学部は 4件で 165万 4451円であった。 
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共同研究費の制度化の状況とその運用の適切性 

 本学では共同研究費を制度化しているものはないが、特別研究費、三俣記念基金研究費の使用に際

しては、複数の教員の共同でこれを申請・利用することが認められてきた。しかし、本学部ではこう

した利用をしたケースはほとんどないとみられる。 
 

〔点検・評価〕 
研究室の整備、研究時間への配慮などは適切であると評価できる。来年度から 3学部とも紀要発行
を紙媒体からパッケージ系電子出版物に変更することにした。これにより各研究者の発行に際しての

利便性・効率性を高め、教員のニーズおよび時代の変化(情報化)に対応するようにした。また従来か
ら看護学部紀要規程には「倫理的配慮」の項目が置かれていたが、ビジネス情報学部および経営情報

学部の両紀要規程にも同様の規定をおくことにした。 
また、本学部『上武大学ビジネス情報学部紀要』を、学術論文として質のバラツキがあるとしても、

学内研究者の発表の場として育成していくべきである。紀要に関しては厳密な意味でのレフリー制を

採用していないが、紀要編集委員会にて適切な審査者を学部内教員から選任し、審査をお願いしてい

る。そして、学部内に適切な審査者がいない場合には、他学部の協力を得て対応している。 
 共同研究については、他学部と同じような形で推進するように検討したい。 
 
〔改善方策〕 
 特別研究費や三俣記念基金研究費の共同的運用が図れることを周知徹底し、共同による新しい研究

が生まれるように図っていきたい。 
 
4)競争的な研究環境創出のための措置 

科学研究費補助金および研究助成財団などへの研究助成金の申請とその採択の状況 

〔現状説明〕 

 ビジネス情報学部における科学研究費補助金の申請件数は、平成 18年度が 1件、平成 19年度は 3
件、平成 20年度は 4件で、そして、平成 21年度は 5件であった。 
 一方、採択件数については、平成 18年度が 0件(採択率 0%)、平成 19年度が 1件(採択率 33.3%)、
そして、平成 20 年度が 1 件(25.0%)であった。これが、そのまま本学における科学研究費補助金の
採択の実績となっている。また、採択率については、ビジネス情報学部だけをみれば、全国での採択

率よりも高い。 
 
〔点検・評価〕 
 ビジネス情報学部では、科学研究補助金の申請件数が、毎年増加している。その一方で、採択件数

は 1件と必ずしも多くない。 
 
〔改善方策〕 
 学部内で教員同士が情報を交換し、刺激し合い、科学研究費を申請する文化をつくることが大切で

ある。若い研究者を中心に、その文化ができつつあり今後の成果を期待したい。 
また、採択率向上に向けて、採択経験者や申請経験者を中心に、教員同士が審査のポイント、書類

の作成上の留意事項など具体的に採択されるための戦略等の情報を交換したり、実際に提出前に申請

書を点検したり、必要があれば添削したりと、教員同士お互いの研究内容や方法について客観的に議

論、検討する機会を設けたい。 
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5)研究上の成果の公表、発信・受信等 

研究論文・研究成果の公表を支援する措置の適切性 

従来から本学部の教員の研究成果を公表、発信する場となっていた『上武大学ビジネス情報学部紀

要』は、平成 21年 4月 1日より、電子出版物(DVD)として発行されることとなった。 
支援体制として、本学部で発行している『上武大学ビジネス情報学部紀要』の他にも、2年前から
教育研究センター年報に研究論文を掲載し、研究活動の成果の促進に役立つようにしている。研究論

文の質の向上をはかるため、査読を行っている。 
 
国内外の大学や研究機関の研究成果を発信・受信する条件の整備状況 

国立情報学研究所に大学として参加している。 
 
6)倫理面からの研究条件の整備 

研究倫理を支えるためのシステムの整備状況とその適切性 

平成21年度、ビジネス情報学部の教員で、倫理審査委員会の審査を受けたのは2件(スポーツ科学、
教育学)であった。審査の結果、2 件とも承認された。その他の内容については全学で行っているの
で全学部分において述べたとおりである。 
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3．経営情報学部 

 

〔到達目標〕 

 学部の教員全員が研究者としての役割を発揮することを目標とする。そのためには紀要の発表件数、

科研費の申請数の増加を目指す。 
 
1)研究活動  

論文等研究成果の発表状況 

〔現状説明〕 
平成 16 年から平成 20 年までの 5 年間の各教員の研究業績を基に記述する。この期間に教科書 6
冊、著書 14冊、翻訳書 4冊が上梓された。著書は単著 3冊が含まれ、日ごろの研究成果をまとめた
もの、新分野を開拓したものなど多岐にわたる。 
論文は査読付き論文 12編、紀要などに掲載の論文 41編、翻訳 1編であり、その他の報告書など
が 13編ある。論文発表の時期を追ってみると、平成 16年が 10編、平成 17年が 6編、平成 18年
が 11編、平成 19年が 9編、平成 20年が 18編と着実に増加傾向にある。必ずしも本学の紀要論文
が増加しているというわけではなく、それぞれが所属する学会での発表も増えている。また、学会な

どでの口頭発表は 5年間で 45件ある。口頭発表が論文に発展するケースが多いので、今後も論文の
増加が期待される。 
科研費で採択されたものはないが、外部の行政機関などとの共同研究にも参画している。 
 

表 6－4 経営情報学部の論文数 
 査読付き論文 紀要などの論文 

平成 16年度 4 6 
17年度 3 3 
18年度 3 8 
19年度 1 8 
20年度 1 16 
計 12 41 

 
〔点検・評価〕 
 科研費の申請・受託件数は少ないが、本学独自の特別研究費や三俣記念基金研究費、さらに行政に

協力した形の研究活動なども実施されている。紀要に関しては，厳密な意味での査読付き論文ではな

いが、査読者を決め、そのアドバイス、論文あるいは研究ノートなどの判定を採用しており、論文の

質の向上に努めている。 
 
〔改善方策〕 
 大学の紀要が平成 21年度から電子化される。これに伴い紀要の発行自体は比較的容易になり、回
数を増やすことも可能である。こうした発表の場を増やすことで、研究への意欲を高めていきたい。 
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2)教育研究組織単位間の研究上の連携 

附置研究所を設置している場合、当該研究所と大学・大学院との関係 

 本学では独立した附置研究所は設置していないが、全体で述べたように学部横断的な研究支援の役

割を果たすべく教育研究センターが研究組織単位間を越えた研究上の連携を推進している。 

 

3)経常的な研究条件の整備 

〔現状説明〕 
個人研究費、研究旅費の額の適切性 

 平成 21 年度から教員に対する一律の研究費が年 10 万円になった。年間の研究テーマにそってこ
れを使用するほか、学会費、学会出張費もこれに含める。従来は 30万円だったので、少なくなった
と言える。ただ、別に特別研究費、三俣記念研究費を申請すれば、研究費のほか、学会出張費なども

これに含めることができる。研究に応じて研究費を支給するという性格が強くなったが、それだけ研

究意欲をたかめるなど、研究環境としては良くなったと言える。 
 
教員個室等の教員研究室の整備状況 

 教員は全員個室(面積 25.0㎡)を与えられており、給水設備もあり、研究室は整備されている。 
 

教員の研究時間を確保させる方途の適切性 

 教員の授業責任コマ数は 5 コマであり、週 3 日間の開講が義務付けられている。月曜日は会議の
あることが多いが、全員が会議に出るわけではない。少なくとも週 1日は研究に充てられるようにな
っており、研究時間は確保できると考えられる。 
 
研究活動に必要な研修機会確保のための方策の適切性 

 学会への参加、学会研究会などへの参加は、研究費の範囲内で認められているほか、特別研究費で

も申請できる。各教員の裁量に委ねられており、各教員の自主性が重んじられている。 
 
共同研究費の制度化の状況とその運用の適切性 

 特別研究費及び三俣記念基金研究費は個人としてだけではなく、数人の教員の共同研究として活用

できる。特別研究費では情報関係の教員を中心に毎年、共同研究が申請され、交付されており、定着

している。中でも経営学におけるゲーム理論に関しては、経営学の教員と情報関係の教員が共同で研

究を進めており、そのための研究室も準備されている。  
また、平成 21 年度の特別研究費では経営情報学部と看護学部の教員による共同研究が平成 21 年

11 月に申請され、認められた。具体的には、看護学部が教材として利用する介護関連のビデオを経
営情報学部メディアマネジメント学科の映像を研究・制作する専門ゼミが制作するという内容である。

市販されているもので適切なものがないことから、独自に制作することにしたもので、看護の指導の

上でどのような映像が必要かを検討したうえで、看護学部教員の指導のもとに、経営情報学部のゼミ

生が中心になって撮影・制作する。こうした学部間の共同研究が今後増える可能性がある。 
 

〔点検・評価〕 
 研究環境全般についてはおおむね適切だといえる。21 年度からの改正で、研究の意欲に応じて研
究費が支給される形になったが、研究意欲の高い教員にとっては利用しやすい制度になっている。一

方で、研究意欲の低い教員にとってはかつてより厳しい状況になっているともいえるが、大学として
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の研究機能を高めるためにこの制度は効果を発揮してくる。共同研究はさまざまな形で動き出してお

り、今後学部間の共同研究が進む可能性がある。 
 

〔改善方策〕 
 共同研究を促進することで、研究の幅を広げることにもなる。それぞれの教員の研究テーマは、ホ

ームページの教員紹介欄に記述されているが、わかりやすい研究テーマ一覧があると便利だと思われ

るので、検討したい。 
 

4)競争的な研究環境創出のための措置 

科学研究費補助金及び研究助成財団などへの研究助成金の申請とその採択の状況 

〔現状説明〕 
 科研費については毎年 4，5件の申請が出されているが、採択されていない。また、他の研究助成
財団も含め、研究助成が行われていることが教授会などで伝達されているが、この 2・3年は採択さ
れたケースはない。 
 
〔点検・評価〕 
 外部への研究費申請は活発に行われているとは言えない。科研費についても申請はするが、なかな

か採択まで至らない状況である。ただ、学内で実施された科研費に関するセミナーには各教員が参加

し、熱心に聴講しており、科研費への意識は徐々に強くなっている。 
 

〔改善方策〕 
 大学全体として学内での共同研究を呼び掛けている。学内研究発表会では教員の独自のシーズにつ

いての発表が行われており、本学部の教員も参加している。単独で研究助成財団に申請するよりも共

同研究の形で申請することも一つの方法である。他学部も含めて研究の幅を広げ、同時に深めるよう

にすることで、科研費の採択につなげていきたい。 
 
5)研究上の成果の公表、発信・受信等 

研究論文・研究成果の公表を支援する措置の適切性 

国内外の大学や研究機関の研究成果を発信・受信する条件の整備状況 

 従来から本学部の教員の研究成果を公表、発信する刊行物としては『上武大学経営情報学部紀要』

があり、年 1、2 回発行してきた。平成 21 年度にこれを電子出版物(DVD)として発行することを決
めた。また、査読が済み掲載が決まった紀要用の論文については、平成 21 年 12 月に CiNii で公表
した。 
その他については、全学で述べたとおりである。 

 
6)倫理面からの研究条件の整備 

研究倫理を支えるためのシステムの整備状況とその適切性 

平成 21 年度、本学部の教員で、倫理審査委員会の審査を受けたのは 1 件(メディア学)で、審査の
結果、承認された。 
その他の内容については全学で行っているので全学部分において述べたとおりである。 
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4．看護学部 

 
〔到達目標〕 

本学部の各教員が研究活動に積極的に取り組み、研究成果を挙げ、それを公表し、社会に貢献する

とともに実際の授業に活かすことが重要であり、そのためには研究環境の整備を充実させる必要があ

る。具体的には以下の目標を遂行することとする。 
① 研究活動の活性化のため、各教員が学部紀要他学会誌等に積極的に研究成果を公表すると同時に、

研究水準の向上を図る。 
② 学内の「特別研究費」「三俣記念特別研究費」に一人 2件／年程度を目標に応募する。 
③ 科学研究費補助金や各学術団体が公募する研究助成金などの外部研究資金の獲得を推進する。 
④ 研究における学内の他学部はもちろん国内外研究者との連携を推進する。 
 
1)研究活動 

〔現状説明〕 
論文等研究成果の発表状況 

本学には、毎年度はじめに 1年間の研究計画書を提出し、年度末に研究活動報告をするシステムが
ある。また、研究・教育業績については、教育研究センターに毎年提出するシステムになっている。 
 また、学部が発行する紀要に年間教育研究業績を掲載している。 
 平成 21年度からは、申請と審査による学内研究費配分が実施されることになったことは前述した。
4月の特別研究補助金申請では短期間での募集であったにもかかわらず教員（24名）から 40件の申
請が出された。しかし、特別研究費申請は、平成 21年度は年 4回募集をするため 1回の応募は一人
1件という方針であった。看護学部教員が申請した特別研究費、科研等の競争的資金への応募、学会
等からの助成金の獲得件数は表 6－5に示した。他大学との共同研究、分担者等は省き、主任研究者
としての応募のみの数である。一人の教員が複数件の研究計画書を提出したことになり、研究に対す

る意欲はかなり高いと判断される。研究発表件数としては表 6－6に示すとおりである。 
 
           表 6－5 平成 21年度研究資金獲得数及び応募数 

※ 注 （）内は交付数、科学研究費補助金は交付未決定 
 

表 6－6 研究業績 

学内特別研究費 
第 1回 第 2回 第 3回 第 4回 三俣記念 

科学研究費補助金 
その他の競争的資金及

び学会助成金 
基盤 B  2件 
基盤 C 7件 

学会からの研究助成金 

1件(1) 

萌芽研 4件 
21件 
(21) 

6件 
(6) 

5件 
(5) 

6件 
(4) 

2件 
(1) 

若手研 B 2件 
他の競争的資金 

2件(2) 

 
学術論文 学会発表 紀要 

著書 
(共著を含む) 

その他 

平成 19年度 12 27 6 10 33 
平成 20年度 9 24 16 13 11 
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学内特別研究費(1～4 回)で各教員が獲得した研究費については、平成 21 年度は 39 件の特別研究
費申請がされており、24 人の教員(助手を含む)平均 1.6 件強であった。科研費の申請率は 66％であ
った。学部の紀要への投稿は十分とはいえない(表 6－5)。 
 

国内外の学会での活動状況 

 看護学部の教員はすべて何らかの研究学会に加入しており、特に看護学の専任教員は複数の学会に

所属して活動している。理事、評議員として、あるいは専任査読者として活動しているものも複数い

る。論文や学会発表件数は表 6－5に示すとおりである。また、平成 21年度は 39件の特別研究費を
獲得して(表 6－4)研究に取り組んでいることから、今後発表数の増加が見込まれる。教員が進めてい
る研究はその多くが学部内や他施設との共同研究であり、単独の研究は少ない。これは看護研究の特

徴でもある。 
 
研究助成を得て行われる研究プログラムの展開状況 

 一般研究費、特別研究費および三俣記念基金研究費が学内で用意され、特別研究費は、申請と審査

に基づいて配分されることにより、教員の研究意欲の向上がはかられている。  
 特別研究費を得て行われる研究の中に、平成 21年度から始まった経営情報学部との共同研究があ
る。共同研究課題は『看護学演習用ビデオ教材制作の研究』である。看護学部の研究分担者が専門領

域にかかわる教材制作を事例として提示する。その授業用ビデオ教材制作の企画･立案、撮影･編集は

経営情報学部における専門ゼミの学生が主になって行い、両学部の教員が指導する。完成したものは

看護の教材として使う。その結果を、市販の教材では得られない、本学における教育内容にカスタマ

イズされたものとして評価できるかを研究的視点でまとめようとするものである。本年度は在宅看護

学にかかわる教材制作を事例として取り組んだ。次年度は成人看護学にかかわる事例を取り上げ、よ

り研究的視点で企画する予定になっている。 
 
〔点検・評価〕 
①紀要への投稿は平成 19年度に比較すると平成 20年度は 16件(67％)まで増えているが、研究発表
件数は決して多いといえない。教員の持つ研究意欲を発表業績につなげるためには、研究環境を整備

していく必要がある。 
 看護学部の紀要の他に、本学教育研究センター年報にも論文掲載ができる。また、看護は多くの学

術集会や学会誌があり、それらへの発表は質量ともにまだ十分とはいえない。 
②小さいながらも総合大学である本学では、これまで経営情報学部やビジネス情報学部と共同で研究

に取り組むという風土が育っていなかった。しかし、特別研究費制度の整備が 1つのきっかけとなっ
て共同研究に対する環境ができつつある。本年は 1件の共同研究であったが、これを契機に次年度に
つなげる話し合いがされている。全学的な授業参観や研修会を通して相互理解を深めることで共同研

究を促進していくことが今後の課題である。 
③同じキャンパス内にある経営情報学部との共同研究が前述したように始まった。学部を超えてシー

ズを研究につなげて共同研究していこうという認識が芽を出したといえる。しかし、まだ一部であり

もっと幅広い共同研究のシーズとニーズがあると考えられる。 
④学内の特別研究費の申請は一人で 3 回以上も申請獲得している教員がいる一方で 1 回も申請して
いない教員もいる。大学の教員である以上、積極的な研究への取り組みが必要であり、全員が研究費

を 2回程度は申請する環境を作っていくことが求められよう。 
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〔改善方策〕 
 上記点検で得られた課題に基づき、教員個々人の研究意欲の向上を図り、年度始めから十分に計画

を立てて実施していく。 
 
2)教育研究組織単位間の研究上の連携 

附置研究所を設置している場合、当該研究所と大学・大学院との関係 

 本学では独立した附置研究所は設置していないが、全体で述べたように学部横断的な研究支援の役

割を果たすべく教育研究センターが研究組織単位間を越えた研究上の連携を推進している。 

 

3)経常的な研究条件の整備 

〔現状説明〕 
個人研究費、研究旅費の額の適切性 

 特別研究費は 1件 30万を上限として、研究計画に沿って必要経費(研究費)を申請している。 
第 1 回の申請では 21 名の教員が申請した。獲得した研究費の執行率は 5～100％(平均 49％)、第 2
回の研究費執行率は 0～96％(平均 49％)、第 3回の研究費執行率は 0～4％(平均 0.7％)、第 4回は 0
～38％(平均 6.3％)であった。第 1 回、2 回以降は研究が進んでいないことを研究費執行率が示して
もいる。第 4回は 12月の承認でその後に 3月までに研究を進めることが困難なことをこの数字は示
している。 
 
教員個室等の教員研究室の整備状況 

 専任教員のうち講師以上は 27.8ｍ2の個室、助教は 2人 1室の研究室で研究･教育に励んでおり、
研究環境は整備されている。 
 
教員の研究時間を確保させる方途の適切性 

 専任教員は前もって研究日･研修日として届け出た日以外のウイークデーは毎日出勤し、講義･学生

指導･研究を行っている。看護学部の教育は学内の演習はもちろん臨地での実習が年間を通じて断続、

特に前期(4月から 8月初旬)は連続した臨地実習のため、臨地実習場と講義のため学内に一時帰校し
ては実習場へ戻る日々であり、研究に集中できる時間の確保が困難な状況にある。 

 
研究活動に必要な研修機会確保のための方策の適切性 

 教員の教師力向上のためには FD委員会が中心となって教員研修会を実施しているが、学部の教授
会終了後、1回に2～3名の教員が自己の研究テーマや活動状況について発表する機会を設けている。
これは領域の異なる教員がそれぞれの教員の研究を知り共同研究の足がかりをつかむ機会ともなっ

ている。平成 21年度は教授が主体であったが、次年度は准教授、講師へと移行することになろう。 
また、申請制度による特別研究費配分開始に呼応するように看護学部では、平成 21年度から准教

授・講師・助教を中心として領域を超えた研究会が自発的に立ち上がり活動を始めている。この研究

会は、月 1～2回開催され、助手も積極的に参加している。 
 
共同研究費の制度化の状況とその運用の適切性 

 具体的な制度化には至っていないが、前述したとおり、学部内においては多くの教員が複数の教員

との共同研究を遂行し、研究費の確保をしている。また、他学部との共同研究も始まっており、次第

に整備されつつある。 
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〔点検・評価〕 
特別研究費の獲得は、総件数では平成 21 年は 39 件で平均一人 1.6 件に当たるが、一人で複数の
研究に取り組んでいる教員がいる反面全く研究を行っていない教員もいる。この現状を改善して、全

員が研究に取り組めるようにしていく必要がある。また、研究費を複数回申請し獲得している教員で

もその執行率は低いケースもある。これは日々の講義や実習、委員会活動等に費やさざるを得ず、研

究の時間が確保できていないことも考えられる。この点の情報収集と問題の抽出を詳細に行い、研究

環境の確保をしていくことは課題である。 
学部内で領域を超えた教員の研究会が自発的に活動し始めていることは今後研究の質向上、特に若

手研究者の研究水準向上に貢献するものと考えられる。 
また、教授会の後で実施している研究活動状況報告会は、教員の研究テーマや共同研究への動機付

けになり研究の質向上につながるものといえる。 
 

〔改善方策〕 
今後は、研究と教育指導のバランスを考慮した、研究費の申請及び研究遂行の工夫を時期や研究

内容などについて進めていくと同時に実習のあり方についても同時に検討していかなければなら

ない。 
 

4)競争的な研究環境創出のための措置 

科学研究費補助金および学会等の研究助成金の申請とその採択の状況 

〔現状説明〕 
 科研費の申請は、平成 19年 5件、平成 20年 5件であった。平成 21年度は科研費の申請を奨励し、
表 6－4 に示すように 16 件の申請をしている。今後も学内の特別研究費申請の奨励に伴い、申請数
の増加に努めなければならない段階である。 
 
〔点検・評価〕 
競争的資金や学会等からの研究助成金獲得数も少ない(表 6－4)。 
平成 21年度は 67％の教員が科研費の申請をした。しかし、全教員が科研費の申請を行うことを目
指すことが求められよう。また、学会等の研究助成金の獲得も少ない状況にある。 

 

〔改善方策〕 
 申請方法に対する研修などの機会を積極的に提供することなどを含めて、若手の教員達が研究申請

への姿勢を示すよう研究内容の活性化を同時に行いながら、環境を創りあげていく。  
 
5)研究上の成果の公表、発信・受信等 

研究論文・研究成果の公表を支援する措置の適切性 

 従来から本学部の教員の研究成果を公表、発信する場となっていた『上武大学看護学部紀要』は、

平成 21年 4月 1日より、他学部と同様、電子出版物(DVD)として発行されることとなった。 
その他については、全学で述べたとおりである。 
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6)倫理面からの研究条件の整備 

研究倫理を支えるためのシステムの整備状況とその適切性 

平成 21年度、看護学部の教員で倫理審査委員会の審査を受けたのは、年 4回開催された倫理審査
委員会における申請全 33件数のうち、30件であった。うち審査の結果、承認されたのは 28件であ
る。看護は人にかかわる専門職であり、殆どが人に関わる研究となる。したがって、倫理審査は必須

の研究が多いことからも倫理面からの研究条件は整ったと言える。 
その他の内容については全学で行っているので全学部分において述べたとおりである。 
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5．大学院経営管理研究科 

 
〔到達目標〕 

 課題設定と研究方針を各教員が明確に打ち立てること、それが客観化されることによって、科学研

究費補助金の申請件数を増やし採択されることを目標としている。本研究科は経営学、会計学、マー

ケティングなど経営の実践に役立つ理論及び方法について、学生が高度な知識を修得できるよう心が

けているが、ケース・スタディを使って理論と実践との関係を深める講義は比較的少ない。研究科所

属の教員との科研費の申請や共同研究などをさらに進めることを通して、目標の達成を図りたい。 
 
1)研究活動 

論文等研究成果の発表状況 

〔現状説明〕 
 本研究科の教員はすべて各学部に在籍している。そのため、研究成果はすべて学部にカウントされ

ており、本研究科としての独自の研究活動はないといえよう。本学においては、教員の専門分野のみ

ならず、学際的な分野の研究に携わる研究者すなわち教員の研究水準を維持・発展できるような環境

の整備に注意を払っている。 
そこで、一般研究費・特別研究費、三俣記念基金等を申請と審査に基づいて配分し、教員の研究活

動を積極的に支援していることは既述した。また、各学部においても、研究紀要等の発行を行うとと

もに、教育研究センターが主催する教育討論会、や学内研究会を開催し、研究の促進を鋭意行ってい

る。教員・研究に対する意欲は全般的に高くなっているといえる。 
 
〔点検・評価〕 
 自己点検評価報告書に際して提出された「教育研究業績報告書」からも、本学のすべての学部に所

属する各教員の精力的な研究活動の様子を伺い知ることができる。しかし一方で、数年以上も研究発

表記録のない教員もいる。年齢、研究分野や研究内容の特性などから、研究に要する期間、発表形態

および発表回数が異なったりするので、一概に発表論文数だけで活動状況を把握することはできない

ことも事実であるが、大学院である以上、何らかの評価制度の導入等も含めた対応が必要と思われる。 
 論文等研究成果の発表については、学内紀要への投稿は頻繁に行われているが、外部の学術研究誌

への掲載は必ずしも十分とは言えない。また、掲載誌の性格も考慮すると、国際的学術研究誌、レフ

ェリー制度を有するものなどへの寄稿が少ないと言える。さらに、その寄稿も一部の教員の成果に限

られ、大学全体としての成果の発表をより活性化させる必要があろう。 
 
〔改善方策〕 
 大学の社会的評価を高めるために、研究活動の活性化と研究水準の向上が不可欠であり、優れた教

育の実現のためには優れた研究成果が大学院の場合、特に求められている。外部研究資金の獲得は、

研究内容を客観的に評価する重要な指標でもある。各学部教授会や研究科会議などにおいて教員に働

きかける一方で、現在既に整備されている本学専任教員に対する研究図書出版のための出版助成金等

の拡充を図っていく。 
 本学のような中規模大学では、これからも教育重視の立場をとり、学生に対する教育サービスをい

っそう充実させていくことが、生き残りのための必須の要件となっていく。そのために、教員の負担

もある程度は増やえざるを得ず、このことは全教員も自覚するところであるが、特定の教員に偏らな

いよう衡平な負担にも配慮していかなければならない。とはいえ、良質の教育はなによりも高い研究
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水準に依存しており、大学の社会的評価は研究水準にも拠るところが大きいことから、今後なお一層

教員の負担軽減と研究環境の整備に取り組んでいく必要がある。具体的には、平成 22年度を目途に
したカリキュラムの改革において科目配置を見直し、もっぱら教育を手掛ける特任教員や TA(ティー
チング・アシスタント)の導入についての検討や、さらには教員の授業担当コマ数に上限を設けるな
どの措置を検討する。特に、大学院担当教員については、授業担当コマ数が過重となる場合には、十

分な研究時間を取れないことがある。一つの方策として、最大担当コマ数に制限を設けるなどの措置

が適切と思われる。 
 近年、日本の優れた企業の経営管理に関するケース・スタディが欧米の著名な大学院での講義で紹

介され、また欧米の留学生が学位論文をまとめるために日本の大学や一流企業を訪問し討議する機会

が増えてきたことは広く知られている。本学研究科も、こうした要請に応えられるように体制を整え

ていきたい。例えば、こうした研究をしている教員に学内研究会で発表してもらい、また大学の近辺

に所在する一流企業の研究所や工場を一緒に見学するなどして、経営者との意見交換や懇談を図る機

会を増やしていきたい。 
 また、研究科としては教員だけでなく、院生にも優れた研究成果については学位記授与式で優秀論

文を表彰することに加えて、院生のための雑誌を発行してかれらの研究意欲を高め、かつ教員もこの

雑誌に掲載していくことが必要と思われる。これによって、論文作成の手本が示され、後輩の研究意

欲と努力に報いることにもなるであろう。 
 

2)教育研究組織単位間の研究上の連携 

附置研究所を設置している場合、当該研究所と大学・大学院との関係 

 本学では独立した附置研究所は設置していないが、全体で述べたように学部横断的な研究支援の役

割を果たすべく教育研究センターが研究組織単位間を越えた研究上の連携を推進している。 

 

3)経常的な研究条件の整備   

個人研究費、研究旅費の額の適切性 

教員個室等の教員研究室の整備状況 

教員の研究時間を確保させる方途の適切性 

研究活動に必要な研修機会確保のための方策の適切性 

共同研究費の制度化の状況とその運用の適切性 

 本研究科の教員は各学部の在籍であることから、学部で記述したとおりである。 
 
4)競争的な研究環境創出のための措置 

科学研究費補助金および学会等の研究助成金の申請とその採択の状況 

本研究科は主に学部兼担教員によって実施されており、独立しておらず、従って全体およびそれぞ

れの学部に書かれている内容が該当する。 
 
5)研究上の成果の公表、発信・受信等 

研究論文・研究成果の公表を支援する措置の適切性 

本研究科は主に学部兼担教員によって実施されており、独立しておらず、従って全体およびそれぞ

れの学部に書かれている内容が該当する。 
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6)倫理面からの研究条件の整備 

研究倫理を支えるためのシステムの整備状況とその適切性 

本研究科は主に学部兼担教員によって実施されており、独立しておらず、従って全体に書かれてい

る内容が該当する。 
 

 

 



 
 
 
 
 

第７章 社会貢献 
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第 7章 社会貢献 
 

〔到達目標〕 

 大学の役割として教育・研究に加え社会貢献が求められている。本学の建学の理念である、いつの

時代にあっても、どのような環境におかれても、実社会において即戦力となる幅広い職業人の育成を

目指すにあたっては、社会との連携や社会の具体的ニーズに基づき実社会に貢献可能な教育や研究を

遂行することが強く求められる。社会貢献については、本学が有する専門的知識や人材及び施設・設

備などを社会と共有し、国内外の教育研究機関との交流及び連携にかかわる事業、産学官連携、高大

連携等特に地域社会のディマンドを理解し具体的な共同作業を行って地域の文化・産業活動等に貢献

することを目標とする。 
 
1)社会への貢献 

社会との文化交流等を目的とした教育システムの充実度 

〔現状説明〕 
 本学では、さまざまな文化的交流を通して実社会とのコミュニケーションを図ることにより、より

現実的でニーズを把握した教育システムを強化すべく様々な活動を行っている。以下に紹介するもの

は主な活動の例である。 
①伊勢崎市ひとづくり・ものづくり 
平成 20年度より、ビジネス情報学部が所在する伊勢崎市が設置する「伊勢崎市ひとづくり・もの
づくり連携協議会」にビジネス情報学部の教員が参加しており、平成 21年度からは、具体的に様々
なワーキンググループが設置され、活動を支援している。この連携協議会は、委員相互の連携を深め、

調査・研究を行い、地域産業の活性化、文化の振興、人材育成を図ることを目的としている。 
 具体的には現在、ワーキンググループの一つとして、産官学の連携の試みである「事業者の活動を

支援する伊勢崎市事業者情報発信システムものづくりネット(仮称)」への協力依頼が、経営情報学部
メディアマネジメント学科に来ており、学生・教員が協力している。「インターネットの技術的進化

がもたらすものづくりネットの可能性」についての講演などを通して、大学のノウハウを事業者の活

動支援に役立てる活動が進められている。 
②地域の公民館主催の市民教養講座について 
経営情報学部では、以前より高崎市新町公民館推進運営委員会に委員を派遣しており、平成 21年
度においては、ライフアップ推進事業の中の、社会課題を考える事業の一講座として市民教養講座を

担当した。また、新町公民館運営推進委員会の委員としても参加しており貢献している。 
③看護の日の健康への関心の啓蒙活動 
看護学部は平成 20年 3月に第 1期生を社会に送りだした。これを機会に、地域に存在する大学の
使命として地域住民に貢献する活動を開始した。ここでは 2つの地域住民が直接参加する公開活動 2
つを紹介する。 
その 1つが地域公開活動「看護の日にあたり健康を考える」の実施である。これは学部の教職員と
学生が市民の皆さんの健康チェックと相談をしながら交流する、BLSと AEDを市民に体験してもら
うこと、健康管理に関する展示の 4つで組み立てている。第 1回開催は看護の日にちなんで平成 20
年 5月 10 日(土)に高崎市役所玄関ホールで実施した。相談コーナーとしては健康相談、療養相談、
進路相談の 3つを儲け医師、看護師、保健師教員と学生で対応した。健康チェックは、血圧測定、体
脂肪測定、アルコールパッチテストコーナーを設けて、主に学生が担当した。体験コーナーは基礎的
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心肺蘇生法(BLS)と AED の体験、自分の血流観察体験を設けた。展示コーナーには健康に関するこ
と、看護学部ではどのような学びをしているかについて展示した。教員 13 名と 27 名の学生が中心
になって実施した。午前 10時から午後 2時の開催時間中に 200名を超える方々が参加された。相談
コーナーでは自覚症状や病気療養に関する相談が 20 件あった。一般参加者からは、図 7－1 に示す
ような回答が寄せられた。 
第 2回は平成 21 年 5月 9日(土)に伊勢崎市内の大型ショッピングモールで実施した。午前 11時

30分から午後3時の開催であったが参加者は350名であった。第2回では骨密度測定を追加したが、
血流測定と骨密度測定にもっとも関心と要望が集まった。 

 
図 7－1 看護の日のイベント参加者からの回答結果 

 
④上武第一幼稚園との交流 
高崎市新町キャンパスの近くにある上武第一幼稚園との交流を通して、地域社会への貢献を行って

いる。具体的には、幼稚園の父兄を対象として子育て支援事業の一環として、本学教員による子育て

支援講座が平成 20年度計 4回、平成 21年度は計 5回実施された。また看護学部学生の実習施設と
して交流した後に、学生ボランティアとして自発的に運動会、バザー、発表会などの行事に継続して

参加しており、地域との交流が活性化している。 
 
〔点検・評価〕 
「伊勢崎市ひとづくり・ものづくり連携協議会」の活動については、まだ立ち上がったばかりであ

るが、具体的な産学連携により、今後大学が協力していける場は数多くあると考えられる。 
看護の日の健康への関心の啓発活動については、学生と教員が共同して行う地域貢献活動は、学生

がこれまでの学びを統合する場になり、また、地域の方々から励ましの声を聞いたことで学生たちは、

看護者の道への関心を高め意欲を亢進することにつながったと学生たちの反応から判断している。参

加者の方々からは「BLSと AEDを楽しく学ぶことができた」「ここで話を聞くことができたので医
者に行く気になった」「わかりやすく教えてもらえた」といった多くの声から地域貢献のひとつとし

て有効な方法であると判断している。 
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上武第一幼稚園における子育て支援講座の開催や、学生ボランティアの参加は、幼稚園にとっても

内容の充実したプログラムとなると同時に、学生が教員にとっても地域交流の貴重な機会となってお

り評価できる。 
 
〔改善方策〕 
「伊勢崎市ひとづくり・ものづくり連携協議会」については、今、新たなワーキンググループが企

画される場合、ビジネス情報学部の学生・教員も協力していくことになる。また、大学としても地元

地域社会より大きな影響を受け、学生の育成や教員の研究にも役立てていけると考えているので、産

官学の連携をより一層強化していきたい。 
「看護の日のイベント」は年 1 回 5 月の看護週間に実施し、できるだけ学生が地域住民との交流
を積極的に図れるよう工夫する。上武第一幼稚園との交流については、引き続きより充実していきた

い。 
 
公開講座の開設状況とこれへの市民の参加状況 

〔現状説明〕 
公開講座については、地域社会との連携を深める意味と、生涯学習の場として大学の役割を果たす

目的で、「大学基礎データ」(表 10)に記載があるように過去から継続して実施してきている。講座の
内容は簿記会計に関する講座、情報に関する講座、歴史文化に関する講座等であり、実施回数として

は少なかったが各講座とも市民の多数の参加の実績がある。 
大学の社会的使命の一つとしての地域住民への公開講座については、開講するにあたっては、専門

性もありすべてが提供可能なものではないが、できるだけ地域住民のニーズに沿った開講となること

が望まれる。本学では平成 21年度公開講座の開講実施の前に、伊勢崎キャンパス、高崎キャンパス
の 2箇所のうち、本年度は平成 20年 12月 26日から平成 21年 1月 28日まで新町支所のご協力を
得て、高崎市キャンパスの所在地である高崎市新町の住民に対する公開講座に関するニーズアンケー

ト調査を実施した。実施および集計は教育研究センターが行った。 
 集計結果の概要は表 7－1 に示すとおりである。「上武大学公開講座に関するアンケート」実施対
象者は新町に住む 200名であり、有効回答数は 172名、回答率は 86％であった。開催時期について
は、「春開講」の希望者もやや多かったが、「いつでも良い」という回答が 83名で最も多かった。ま
た希望曜日については、「平日希望」は 87名、「土曜日希望」が 62名となり、「日曜日」の希望者が
少なかった。開催時間については、「午後開講」について 79 名で最も多かった。講座のスタイルに
ついては、「講義型」が 91名で最も多く、続いて「参加・体験型」が 76名となっている。 
 次に開講テーマについてであるが、アンケートでは「文化・教養」、「能力開発・向上」、「知識・啓

蒙」、「社会問題・問題解決」、「健康・医療・福祉」に大別し、「是非受講してみたい」、「可能であれ

ば受講してみたい」、「あまり受講したくない」、「受講したくない」の 4選択肢で回答していただいた。
回答傾向としては、「健康・医療・福祉」に関する受講希望者が最も多くみられた。具体的には「健

康に関すること」、「スポーツに関すること」、「在宅ケアに関すること」、「病院医療に関すること」、

「がんに関すること」、「看護に関すること」いずれもが「是非受講してみたい」、あるいは「可能で

あれば受講してみたい」とする傾向が見られた。その他としては、「環境に関すること」、「歴史に関

すること」や、「保険や年金に関すること」もニーズが高い傾向となった。 
 その他自由アンケートも多数いただいた。一部を紹介すると、「地域活性化につながるような公開

講座を開催して欲しい」、「地域が活性化するための提案や方法、暮らしに関するものをお願いしたい」、

「地域と共同で企画・運営していただきたい」といった意見が多く寄せられた。本公開講座をきっか
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けとし、地域との交流が活性化されることを期待していることが確認できた。また、市民と学生との

交流を期待する声も寄せられた。 
 これらのアンケート結果に基づき、学内の教員それぞれがどのような題名(内容)の公開講座で実施
できるか、各教員 1 人について 1 つ以上の講座を出してもらい、総合的にアンケートの結果等と照
らし合せ、以下のような公開講座を計画し実施した(表 7－2)。 
また、学部内の教員が行う公開講座も開催された。看護学部において「あなたの大切な人の命を救

えますか」のテーマで実施した公開講座が実施された。大学の周りの住民の方たちを対象に 30人を
募集したが、38名の参加があった。まず、高齢化に伴い人の体の反応はどのように変化しているか、
入浴中に死亡している数、救命のための蘇生や AEDの使い方、出血時などの応急処置などについて
講演を行った後、体験学習をしてもらった。その後、心電図・骨密度・血圧・体脂肪など自分の健康

チェックを組み合わせて実施した。参加者は 30 代から 80 代と幅広い層の方たちで、全員が満足と
いう結果であった。「町内のどこに AEDが設置されているかがわかった」「AEDが使えそう」「体験
学習が良かった」「家族に病人が出たときに役立つ」「実際の生活の中で役立つ講座だった」等、知識・

技術の両面から満足という意見であった。学生たちの参加者への積極的な関わりが印象的で、その意

味でもよい地域貢献になっていると判断している。 
 
〔点検・評価〕 
公開講座については、学部を中心に学内はもちろん公共施設にお願いして地域住民への PR活動を
行ってきたが、パソコン教室・簿記講座等については、回数を重ねていくと共に受講生の数が減少す

る傾向にあり、公開講座実施の情報が広く地域社会に浸透しているとは言えない状況も見られた。こ

の点を踏まえて広報の方法についても考える必要がある。 
回数を重ねるたびに受講生が減少していく講座については、より効果の高い講座の内容および方法

について再考する必要があると思われる。現在実施した公開講座ごとに、講座に参加した方々の感想

および意見について収集し、まとめているところである。 
また平成 21年度の実施は、後期以降に集中してしまった感が否めない。 
 
〔改善方策〕 
上記点検に基づき、次年度以降に以下の改善を進めていきたい。次年度はパソコン教室・簿記講座

などを公開しているもう一つのキャンパスの所在地である伊勢崎市民の公開講座に関するニーズア

ンケートを実施予定であり、できるだけ両キャンパスともに、地域ニーズに沿った大学の社会貢献を

果たしていけるよう情報発信およびネットワークを構築していきたい。今後も引き続き地域ニーズに

沿った公開講座の開催を続けることにより実社会に貢献可能な大学の発展につながる活動を続けて

いく。公開講座の開講時期についても年間を通して、十分に周知の期間を確保した上で実施していけ

るよう改善していく。 
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表 7－1 市民ニーズアンケート(上武大学公開講座に関するアンケート)結果 
 

調査期間   平成 20年 12月 26日～平成 21年 1月 28日 
調査対象者  地域住民(高崎市新町) 
回答者数   172名     回答率    86％ 

(回答件数) 

①4月～6月 
②10月～翌年 1

月 
③夏休み等長期

休暇期間 
④いつでも良い ⑤その他 

開催時期 

45 21 33 83 6 

①平日 ②土曜日 ③日曜日 ④その他 
曜日 

87 62 26 4 

①午前 ②午後 ③夕方～夜 
④午前～午後

(1日) 
⑤いつでも良

い 
⑥その他 

時間 

61 79 22 5 16 1 

①講義型 ②参加・体験型 ③演習型 ④実習型 ⑤その他 講座 のス

タイル 91 76 12 32 3 

 

(回答件数) 

テーマ 
是非受講してみ

たい 
可能であれば受

講してみたい 
あまり受講した

くない 
受講したくない 

◇文化・教養 

文化に関すること 24 107 22 6 

歴史に関すること 37 105 16 5 

音楽に関すること 24 67 42 17 

アニメーションに関すること 5 43 59 44 

芸術に関すること 14 70 50 17 

語学に関すること 8 78 50 16 

哲学や倫理に関すること 8 42 68 32 

アジア地域に関すること 19 90 31 12 

ジャーナリズムに関すること 17 59 51 20 

◇能力開発・向上 

コンピュータに関すること 27 75 34 21 

スポーツ(技術)に関すること 21 65 43 21 

英会話に関すること 21 50 49 32 

◇知識・啓蒙 

経営に関すること 9 56 48 37 

経済に関すること 23 76 34 21 

メディアに関すること 13 59 57 22 

税金や税法に関すること 19 91 31 13 

教育に関すること 26 79 32 13 

ビジネスに関すること 6 54 58 29 
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テーマ 
是非受講してみ

たい 
可能であれば受

講してみたい 
あまり受講した

くない 
受講したくない 

保険や年金に関すること 35 86 28 7 

労務管理に関すること 1 49 60 39 

◇社会問題・問題解決 

環境に関すること 41 85 8 6 

◇健康・医療・福祉 

健康に関すること 67 86 8 2 

看護に関すること 39 91 22 5 

がんに関すること 42 82 28 4 

病院医療に関すること 43 82 27 4 

在宅ケアに関すること 44 86 20 3 

スポーツ(健康増進)に関する
こと 

55 78 21 3 

(回答件数) 
 

表 7－2 平成 21年度公開講座 
系列 型 公開講座タイトル 講座回数 

実
践 

講
座 パソコン教室 5 

簿記 3級検定講座 10 

文
化
・
教
養
系 

座
学 

講
座 群馬の古代を訪ねて 4 

がんを切らずに治す 
･･･群馬から世界に発信する治療体制･･･ 

1 

がんの兵糧攻め 
･･･血管新生を抑える新しいがん治療･･･ 

1 

がんを知って予防しよう 1 

左右学で生き生き健康に 1 

認知症の人のケアを考える 1 

医
療
・
健
康
系 

座
学
講
座 

介護保険で使える介護用品のあれこれ 1 
 
教育研究の成果の社会への還元状況 

〔現状説明〕 
本学では教育研究の成果の社会への還元の一つとして、高等学校への出張講座を実施している。毎

年年度の始めに個々の担当教員が高校生への教育的メッセージを伝えるべくテーマを選定し、講座の

内容についてまとめた冊子を作成し県内を中心に各高等学校へ配布している。高等学校からの依頼が

あると、担当の教員が出かけて講義を行っている。平成 18年度の実施回数は 15講座、平成 19年度
の実施回数は 8講座、平成 20年度の実施回数は 12講座、平成 21年度 10月末までに 7講座実施さ
れている。 
平成 20年度および 21年度前期の各講座のテーマは以下の通りである。 
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【平成 20年度】 
 運動マネジメントについて 
 ヒット商品はどうすれば生まれるか 
 自分を知る、相手を知る 
 認知症の人が安心して暮らせる環境 
 自分の陸上人生 
 パズルで考える誤り訂正符号とバーコード(2回) 
 あなたは大切な人の命救えますか 
 天平時代の光と影 
 古典派経済学に学ぶ(3回) 
【平成 21年度】 
 運動マネジメントについて 
 古典派経済学に学ぶ(6回) 
 
〔点検・評価〕 
 実施回数は決して多いとは言えないが、高等学校の生徒からは、大学で行われる専門的な授業と高

等学校で行われる授業の違いを体験することが出来ると好評である。しかし、大学の教員は授業を持

っており、大学の授業を休講にして出張講義に出かけることは不可能であり、教員の授業のない日時

と高校側の希望する日時とを一致させることが難しいのが実情である。 
 また、テーマにやや偏りがあり、高校側のニーズと一致しているかが確認できていない。特定の教

員の負担が大きくなっており、本学の学部特徴や専門性がうまく高校生に伝えられているかがやや不

十分である。 
 
〔改善方策〕 
 本学で用意する出張講義のメニューを増やすことにより、高校の希望する日時と一致する確率を増

やすことにより、より多くの要望に応えたい。今後の改善方策としては、地域住民を対象とした公開

講座と同様、高校生がどのような大学の講義やどのような分野に興味を抱きたいと感じているか、高

校教員が実際には大学の教員による出張講義をどのように教育の質改善に役立てようとしているか

についてのなんらかの検証を行いながら改善していき、効果の期待できる社会への還元を目指すこと

が必要である。 
 
国や地方自治体等の政策形成への寄与の状況 

〔現状説明〕 
 大学は最新の研究成果に基づき、新たな未来を担う若者を社会に送り出すことが使命の一つである

が、具体的な運用においてより現実的なものとするには国や地方自治体へ政策形成への寄与は重要な

役割と思われる。本学では学長・副学長をはじめとし、各教員が自らの専門領域を発揮してよりよい

国づくりに貢献すべく行政等への貢献を行っている。 
 
①伊勢崎市 
将来の社会を担う国際的視野に立った立派な人材を育成するために、平成 20年に伊勢崎市教育委
員会と覚書を取り交わした。本学は、伊勢崎市のカリキュラムパートナーとして、本学の教育資源を

活用して、伊勢崎市立学校(四ツ葉学園中等教育学校)における教育活動を支援する。具体的には、群
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馬県内の大学や企業との連携も行いながら、伊勢崎未来会議における創造的な教育の質改善に向けた

教育改革を学校と教育委員会と共同で創り上げていくものである。大学教育の視点に立ち、高等教育

に結びつく学校教育にはどのような視点が必要であるか、連続的な教育を目指し貢献している。 
また、具体的には、学校保健領域および情報教育へそれぞれ教員が支援している。学校保健会総会

での講演会や学校保健会における現場教員への指導助言や小中教育の情報教育への支援を行い貢献

している。 
 
②高崎市新町との電子商取引ネットワーク事業について 
 本学は平成 18年度、19年度の 2年にわたって、新町商工会とネット上の仮想商店街を構築する契
約書を交わし、経営情報学部教員がシステムの開発を担当した。新町商店街専用の仮想商店街を作り、

そこに新町の各商店をアップすることで、活性化を図るというのが目的である。これは中小企業ビジ

ネスモデル連携支援事業・むらおこし総合活性化事業の補助金で運用された。 
 新町商工会のメンバーを中心に研究会、作業部会が作られ、システムの構築を進めた。システムは

いったん完成したが、商店街の体制が整っていないなどの問題もあり、稼動には至っていない。さら

にシステムを改善し、商店街の体制も整え実施したいとの要望が強くなったことから、平成 22年度
に改めて両者で提携し、新しいシステムに改善する予定である。 
 
③学長・副学長の貢献について 
国、地方自治体等の政策形成に関連して、現在学長が委員等をつとめている委員会等は以下のとお

りである。 
【国等の関連する委員会】 
新興・再興感染症研究拠点プログラム評価委員会 
大学設置・学校法人審議会大学設置分科会 
大学設置・学校法人審議会教職大学院特別審査会 
日本私立大学連合会・公財政改革委員会 
大学基準協会運営諮問委員会(議長) 

 
【地方自治体等の関連する委員会】 
群馬県および前橋市商工会議所によるウエルネスツーリズム運営委員会 
伊勢崎市生涯学習推進協議会(副議長) 
NPO法人タウン群馬顧問 
産学官連携北関東バイオフォーラム会長 

 
副学長が委員等をつとめている委員会等は以下のとおりである。 
【国等の関連する委員会】 
厚生労働省 厚生科学審議会専門委員 
独立行政法人産業技術総合研究所 ヒト由来試料実験倫理委員会委員 
厚生労働省 がん研究助成金運営委員会委員 
厚生労働省 第 3次対がん総合戦略研究事業 研究企画・事前評価委員会委員 
厚生労働省 第 3次対がん総合戦略研究事業 中間・事後評価委員会委員 
財団法人武田科学振興財団 理事 
日本癌学会 評議員 
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国立がんセンター研究所 評価委員 
日本がん分子標的治療学会 監事 
Cancer Science(日本癌学会英文雑誌)編集委員 

 
その他各学部教員が業績集に明示されているように、個々の専門性を活かし、さまざまな形で国や

地方自治体への政策への協力を実施している。 
 
〔点検・評価〕 
 四葉学園中等教育学校は中高一貫教育の 6年制の学校で、平成 21年度に開校し現在 1学年に生徒
が在籍しており、この生徒が高学年になった時に、大学として教育活動の支援が本格的に始まるもの

と思われ、具体的な活動はこれからである。これまでの活動については一定の貢献への評価ができる

と思われる。 
 
〔改善方策〕 
大学として保有する、教育資源を活用し社会貢献ができる機会を積極的に作り、可能な限り参加し

たい。上記各連携に基づく貢献が途切れることなく、一定のアウトカムを示すことができ、効果を検

証できるよう継続的に続けていく必要がある。大学での教育や教員の研究にも具体的に結びついてい

くよう工夫が求められる。 
 
大学の施設・設備の社会への開放や社会との共同利用の状況とその有効性 

〔現状説明〕 
 大学は地域の中での一つの交流の場となることが望ましい。大学施設や設備の開放を通して、地域

の人々がより知的好奇心を満たし生活の質(QOL)を高める場として活用していただけるよう様々な
形で施設の開放や共同利用を促進している。現状の概要は以下の通りである。 
 
①図書館の開放 
図書館を日常的に市民に開放しており、閲覧だけではなく、図書の貸し出しについても登録すれば

可能である。ただ、市民の利用は少ないのが現状である。具体的には図書館の項を参照されたい。 
②運動場の開放 
伊勢崎、高崎両キャンパスとも運動場を開放している。 
伊勢崎キャンパスのサッカー場は人工芝が敷設されているが、サッカー部は遠征試合が多くサッカ

ー場を使用していない時間があるため、近隣の中高生の練習や試合に貸し出しをしている。 
高崎キャンパスの河川敷にある野球グランドは、少年野球「高崎ボーイ」の練習場として開放して

おり、年間を通して土曜・日曜・祝日に、部員約 60名が練習を行っている。また、毎年 8月には地
元新町が開催する「新町ふるさと祭り」において花火の打ち上げ場所として利用されている。 
③体育館の開放 
平成 18年度に地元出身のプロボクサーの試合開催のために、高崎キャンパス体育館を貸し出した。
また、このボクサーのボクシングトークショーを平成 21年 3月に高崎キャンパスの教室を利用して
開催した。 
 また、地域のスポーツ少年団である「新町スポーツクラブ」に毎週土曜日、バスケット教室の場所

として 開放しており、約 70名のクラブ員が使用している。また、新町空手スクールが、毎週月曜
と木曜の夜、稽古場所として利用している。 
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④駐車場の開放 
市が、市の文化会館を使用して文化的行事を行う際に、同館の駐車場の収容台数が少ないため本学

の駐車場を開放し利用していただいている。また、毎年 4月に陸上自衛隊新町駐屯地で「しんまち桜
まつり」が開催されているが、この時も駐車場を来場者用として開放している。 
⑤災害時の施設開放及び保存食・毛布等の備蓄 
災害が起こった時の備えとして、本学では校内に保存食及び毛布を備蓄している。また、なべ・釜

等の炊飯用具も準備をしており、あわせて施設の開放も計画している。また伊勢崎キャンパスについ

ては地域の緊急避難場所としても指定されいる。 
 
その他、高崎キャンパス学生ホールについては、市民愛好会の音楽会の会場、NHKの番組収録な
どに利用された。 
 また、伊勢崎キャンパスの教室および食堂については、群馬県警備業協会の検定講習会、群馬県珠

算連盟の講習会に利用され、高崎キャンパスについては、新町商工会が主として活動している「よみ

がえれ！新町紡績の会」の講演場所として教室が利用されている。 
 
〔点検・評価〕 
上記のように体育館等を中心に貸し出し可能な施設に関しては社会に積極的に利用していただけ

る環境となっている。しかし、現実的に運動施設については、本学では運動部の活動が盛んで、使用

可能な時間が少ないのが現状である。 
また上記に述べたように伊勢崎キャンパスは緊急避難場所に指定されている。伊勢崎キャンパス及

び高崎キャンパスの施設は共に建築年月が新しく最新の耐震基準に対応しており、また、施設内に設

置されている高架水槽及び地下水槽が常時水道水を蓄えており、災害時に近隣の住民に対して役立つ

と考えられる。 
 
〔改善方策〕 
運動施設が充実しており、全国大会に出場しているクラブも複数あるので、小学校・中学校・高等

学校で競技をしている児童・生徒に高いレベルの試合や練習を見てもらうと共に一緒に練習をし、指

導を行い、地域の児童・生徒の競技のレベルアップに少しでも貢献したい。また、この運動施設を利

用して、誰でも出来るレベルでの、健康のための運動及び競技の指導をする公開講座を設け、健康へ

の意識を高めるなどして、社会に対して貢献できることは今後も積極的に行っていく。 
施設等の開放を通して一定の地域への貢献は果たせているが、その後のネットワークづくりなどに

は繋がっていない場合も少なくなく、今後の課題である。 
 
2)企業等との連携 

大学と大学以外の社会的組織体との教育研究上の連携策 

〔現状説明〕 
○群馬ダイヤモンドペガサスとの産学連携事業への取り組み 
プロ野球独立リーグベースボール・チャレンジ・リーグ(BCリーグ) 群馬ダイヤモンドペガサス(平
成 20年度よりリーグに参戦)と平成 19年 12月に協定を交わし、平成 20年度よりスポーツマネジメ
ント研究会(教員及びゼミの学生)による群馬ダイヤモンドペガサス観戦者調査を開始した。平成 20
年度は 5回の集計結果及び分析の報告、シーズンを通しての集計結果及び分析の報告を行った。 
また平成 21年度は、前年の観戦者を対象としたマーケティング研究を継続的に実施するとと
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もに、新たな事業として、球団が広報活動の一環としてホームゲーム時に球場で配布するフリー

ペーパーの協同制作に取り組んだ。この取り組みは、球団の広報担当として活躍している本学卒

業生の加藤裕美氏によるはたらきかけが契機となってスタートし、ビジネス情報学部から 1 つ
のゼミが、経営情報学部から 3つのゼミが連携して、各ゼミ生を中心に制作活動が行われた。 

 
① ペガサスニュース」の概説および制作活動内容 
 「ペガサスニュース」は球団サイドからファンに対する様々な情報発信やスポンサー企業の広

告媒体としてホームゲーム開催時に球場入口で配布されるフリーペーパーである。昨年から制

作・配布されてきたが、後期リーグがスタートする 7 月から本学が制作を担当することで合意
し、5月から球団スタッフと学生、教員が掲載内容、制作方法などについて検討をすすめた。ホ
ームゲームは、1か月に 6試合開催され、合計 18試合分のニュースを発行する。限られた時間
の中でどれだけ魅力的な内容にできるかということに苦悩したものの、球場に来るファンがどん

な情報を求めているかを基本に、1 面は選手へのインタビュー、2 面はサポートショップ情報、
観戦に来ているファンからのメッセージを中心に構成することにした。選手動向だけでなく、フ

ァンも取り込むことで、球場の一体化を目指した。また、学生にとってはインタビューや原稿執

筆、パソコンによる紙面編集を経験できるわけで、以下の役割分担により制作活動に取り組んだ。 
 ◆選手へのインタビュー・記事の作成、応援メッセージの取材 
 ◆サポートショップへの取材・記事の作成 
 ◆データ加工作業 
 ◆レイアウト、データ編集作業 
②選手への取材および原稿の作成 
 選手へのインタビューは、毎回、球団サイドと検討を重ね取材対象選手を選定し、練習後の時

間をいただき球場へ出向いて行った。およそ 30分程度の間に選手のコンディションや野球への
想い、練習の課題などを中心に取材した。取材後、大学にて原稿作成作業を行った。ペガサスが

所属する BCリーグは、セ・パ両リーグのプロ野球で活躍する選手を育成する組織である。いわ
ば本場での活躍を目指す選手の熱い思いが伝わってきた。 
③サポートショップへの取材および原稿の作成について 
サポートショップはペガサスを応援しようという県内のお店で、年会費を支払い、幟(のぼり)など
の応援グッズを店頭に置いている。各ショップの責任者にインタビューし、ショップの特徴と応援の

きっかけ、メッセージを紹介した。取材担当はゼミ生 5人で、まず取材のアポイントを取り、取材・
写真撮影をし、原稿を執筆した。夏休み中の取材も多かったが、色々な業種の経営者に接することが

でき、素敵な経験ができた。 
④観戦者を対象としたマーケティング調査 
 平成 20 年度から実施している観戦者を対象としたマーケティング調査を 4 月 11 日の開幕戦
をはじめ前期リーグ 2試合、後期リーグ 3試合を対象に、ゼミ生が各球場で実施した。 
 本調査は、観戦者のデモグラフィックス特性、観戦行動、サービスプロダクトに関する項目を

中心に調査票を作成し、観戦者の動向および今後のサービス展開のポイントを探ることを目的に

前年度より実施している。今年度は、球場でのサービスや観戦の魅力などを意味するサービスプ

ロダクトと観戦者の満足度の関係を新たな研究課題としている。観戦者のマーケティング調査は、

球団サイドにおけるマネジメントを提案する上で重要な指標となるものであり、これらの活動は、

スポーツマネジメント研究においても有効な連携事業である。回収された調査票は、ゼミの後期

の授業においてデータ入力作業に取り組んでいる。今後、これらのデータを統計分析した結果を
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まとめ、報告書を作成し球団サイドへ提出する。 
 
〔点検・評価〕 
教員としては、独立リーグのマーケティング、スポーツによる地域の活性化等、研究のフィールド

として実践的なデータの収集に大変役に立っている。球団のメリットとしては、データを基にファン

の要望を明らかにし、球団の有益な活動の模索に大変有効である。学生の教育活動にとって、机上の

理論でなく、選手やサポータへの取材、パソコンによる紙面作成等、体を使った実践活動から得られ

ものは初歩的メディア活用の実習としても有益である。 
問題点としては、学生が担当している、選手へのインタビュー、チーム及び選手の紹介、戦況の取

材、スポンサー(サポートショップ)への取材、ペガサスへの応援メッセージの収集等については、学
外で活動する必要があり取材現場への移動中の事故の危険性、取材及び移動に多くの時間を必要とし、

正規のカリキュラムとの関係上時間をいかに取るかが問題となっている。 
 
〔改善方策〕 
 この活動は、継続していくことにより、データの集積が進み、教員・学生にとってはより教育研究

に有効に働き、球団にとっては活動の指針として役立つことが期待されるので、継続して行きたい。 
 
○教育活動としての効果及び今後の展望 
 今回取り組んだ「ペガサスニュース」の制作は、学生が自ら取材を行い、内容をまとめ記事に

するという一連の活動の中で、事前の準備の重要性や様々な情報収集など、原稿を作成するにあ

たり、多くのことを学修することができた。また、インタビュー、原稿執筆などの実践の場とも

なった。これらの活動は、本学の特徴的な学科であるメディアマネジメント学科およびスポーツ

マネジメント学科において学修した専門性を実務として活用する演習活動の場として大変有効

な連携事業となった。さらに、観戦者調査においては、専門ゼミでの学修課題として実践的な研

究データとして活用することができた。 
 今後もこれらの連携事業を継続的に実践するうえでは、課題もある。一つは意欲的なゼミ生の

確保であり、もう一つは紙面制作面での締め切り時間との関係である。印刷前日に急な訂正が入

るとゼミでは対応しきれなくなる。今年度はゼミの課外テーマとして実施されたが、学生のスキ

ルアップや実務的な学修活動を目指し、活動の一部を授業の一環として活用していけるような工

夫が必要になりそうである。 



 
 
 
 
 

第８章 教員組織 
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第 8章 教員組織 
 
〔到達目標〕 

建学の理念に基づく学部学科の教育目標を遂行し、効率的な大学運営を実践していくためには、ま

ず組織の整備を進めていくことが肝要である。それには厳正かつ透明性に富んだ人事制度を構築し、 
諸規程等の整備も同時に行いながら、法令や諸規則に則った、学生数に見合う適正な教員組織の確立

と恒常的維持運営を行うことが課題である。また組織を構成する個々人の教育研究能力の向上に向け

た方策を講じるとともに、任期制の導入などによる組織自体の活性化を図り、学部学科等の全学横断

的な協力支援体制も更に強化していきたい。これらを総合的に推進していくことにより、学部学科、

大学院の個性的な教育研究を展開し、それぞれの目標に叶った人材育成を実践していきたい。 
 

Ⅰ.学部等の教員組織 

 

1．学部全体 

 

1)教員組織 

学部・学科等の理念・目的並びに教育課程の種類・性格、学生数との関係における当該学部の教員組織の

適切性 

大学設置基準第 12 条との関係における専任教員の位置づけの適切性(専任教員は、専ら自大学における

教育研究に従事しているか) 

主要な授業科目への専任教員の配置状況 

教員組織の年齢構成の適切性 

教育課程編成の目的を具体的に実現するための教員間における連絡調整の状況とその妥当性 

〔現状説明〕 

教員組織はそれぞれの学部学科において適正な人員配置を行ってきたが、平成 21年度においては
設置基準上の教員数に2名の欠員が生じてしまった。(大学基礎データ 表19－2参照)しかしながら、
その後の公募等の補充活動により、既に就任予定の教員も決定し、平成 22年 4月からは設置基準に
見合った教員数を確保することができている。 
各学部学科は定員数に応じた教員が置かれているが、各学科ごとのの入学者数が異なり、教員の負

担割合は多少異なるが、教育課程編成上の問題点は特にない。また各教員は所属の委員会、教授会、

教員会議を通して組織的な活動を行っており、これらの組織運営上の問題も生じていない。専任の教

員はビジネス情報学部と経営情報学部においては原則として通年で 5 コマの授業を担当することが
義務付けられている。看護学部においては学外での実習指導の時間や学内における演習の補助活動な

ども行わなければならないことから、この原則は適用されていない。ただし他学への出講はすべての

教員について 3コマ以内となっており、当然のことながら本務校の職務が優先され、他学へ赴く場合
には本学での教育研究活動に支障を生じさせないことが前提となっている。これには課外における学

生への教育研究指導も含まれており、さらに学内におけるさまざまな行事等に参加する合間を縫って、

一部の教員が他学への出講が認められている。 
各学部における主要科目等に関しては、おおむね専任の教員があたっており(大学基礎データ 表

3 参照)、カリキュラム編成上不都合は生じていない。特に学生の個人指導を行うためのビジネス情
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報学部、経営情報学部での 4年間に亘るゼミについては、全て専任教員が担当している。これは看護
学部における看護専門科目の担当者についても同様であり、学内外の指導も含めて専任の教員が学生

指導を担当している。但し、看護学部において基礎医学系の主要科目は非常勤講師がそのほとんどを

担当しているが、国家試験の主要科目でもあるこうした科目の担当者は、今後検討を加え改善を図る

必要がある。 
各学部における教員の年齢比率については概ね適正に配慮された構成となっていると思われる。

(大学基礎データ 表 21 参照)しかしながら、定年を超えて再雇用されている教員や、定年を間近に
控えている教員も少なくなく、これらの教員が退職した後にも本学の教育研究活動が適正に、組織的

に行われるためにも、政策的な教員の確保は課題として残されている。特にビジネス情報学部や経営

情報学部においては看護学部のように細分化された看護専門領域ごとの組織だった活動は少ないた

め、担当者が抜けた後の授業科目適任者をいかに補充していくか、人事制度の早急な確立とともに早

急に考えていく必要がある。 
 教員間の連絡調整機能を果たす役割としては、各学部には学部長の諮問機関として、教学委員会、

学生指導委員会、入試委員会、就職委員会、国際交流委員会、図書委員会が共通に置かれており、そ

れぞれの学部における担当案件を審議検討している。この各委員会において検討される案件が、当該

学部だけでなく、他の学部にも当然影響を及ぼすことになるため、その調整を図る機関として、教学

連絡会議、学生指導連絡会議、入試連絡会議、就職連絡会議、国際交流連絡会議、図書連絡会議が置

かれている。この会議で扱われる案件は、学部間の教員の授業計画の調整や、全学的な各種行事の調

整、入試関連の日程や基準の調整など、それぞれの委員会が抱える多様な問題について、全学横断的

に検討が加えられることとなっており、それぞれに所属する教員らが連携協力し合って問題解決を行

っている。さらにこの連絡会議で審議された案件については、学長が議長となる大学協議会にすべて

報告され、中でもとりわけ重要な案件についてはこの大学協議会において審議決定されることとなっ

ている。このような審議プロセスにおいて各教員は、所属の学部学科の教育研究推進のためだけでな

く、大学全体の活性化のために積極的に参画する体制が整えられている。 
 なお看護学部においては前述の委員会に加えて、カリキュラムの性格上国家試験対策委員会が置か

れており、学生の国家試験に向けた対策を具体的に企画立案している。これは委員会規程にも明記さ

れた特別な委員会である。また大学の FD活動を促進させるために、各学部長は所属の教員数名から
なるＦＤ委員会を組織させており、学部内の自己点検や教育方法改善のため、教員の自発的な活動に

よる連携協力関係を進めさせている。この委員会は任意の学部内組織であり、規程には明記されてい

ない。 
 

〔点検・評価〕 

 設置基準上の教員数の確保については、ここ数年特に看護学部において年度末に退職する教員が後

を絶たず、そのため常に補充を余儀なくされる状況となっている。国家試験に向け及び看護実習など

に対して継続的な学修指導が特に必要とされる看護教育では、担当の教員がたびたび変わることによ

る学生への影響は大きく、また看護学部ではチューター制を取り入れているため、日常的に行われて

いる学生指導にも大きな影響を及ぼすことにもなる。そのため他学部の人事も含め安定した組織運営

を行えるような方策を至急講じていく必要がある。また定年を間近に控えている教員や再雇用の教員

も少なくなく、こうした教員の退職後の年齢構成などにも配慮し、今後の計画的な教員確保の方策も

同様に講じていかなければならない。 
 専任の教員は本学での教育研究活動を優先的に行っており、他学への出講等についてもそれぞれの

申請に基づいて学内で支障がないかどうか適宜確認し、許可を受けて行われているため、現状では問
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題はないといえる。これは「教育職員の他学出講等に関する規程」にも明記されている。 
 各学部学科における主要科目については概ね専任の教員が担当はしているが、メディアマネジメン

ト学科と看護学部において、一部の領域の専任教員担当割合が低くなっている。(大学基礎データ 表
3 参照)授業以外での教育研究指導も含めた継続的、体系的学修を学生に対して行うには、これらの
一部主要科目における専任教員充当を早急に行う必要がある。ただし、メディアマネジメント学科に

おいては平成 22 年度で完成年度を迎えることから、カリキュラムの大幅な見直しを、平成 19 年度
から学科改組により設置した他の学科と同様に実施することになり、こうしたことを踏まえて人的対

応を検討しなければならないだろう。 
 全学的な教員の協力支援体制は、現状において各教員が参画している、委員会活動や連絡会議とい

った規程上の会議体に加え、任意ではあるが学部内の教育力向上に向けた FD委員会などを通じて適
切に行われている。今後も従来の諸活動に加え、全学的な教育討論会や研究発表会などを定期的に開

催し、教員の一体的な活動を促進させ、協力支援体制をより強化していく必要がある。 
 

〔改善方策〕 
 年度末に教員が退職していくことにより、設置基準上の人員を確保できなくなるという状況がここ

数年続いており、こうした状況を改善するためには、やはり計画的な教員の補充を行っていく必要が

ある。年齢的には高齢者もおり、定年を迎える教員等も少なくないため、大学運営にかかわる人的体

制を将来計画にも具体的に盛り込んでいかなければならない。人事面からの将来構想を早急に打ち立

て、安定した教育研究体制が整うよう対応を図りたい。また各学部での主要教科の担当者については、

ビジネス情報学部、経営情報学部における学科改組の完成年度を迎えることから、平成 23年度に向
けたカリキュラムの見直しを図り、早急に対応していきたい。看護学部においても同様に、人的補充

を行いながら、看護専門科目を補完する基礎教育、特に基礎医学系の講義について、専任教員での対

応が可能となるようカリキュラムを整備していく。 
 
2)教育研究支援職員 

実験・実習を伴う教育、外国語教育、情報処理関連教育等を実施するための人的補助体制の整備状況と

人員配置の適切性 

教員と教育研究支援職員との間の連携・協力関係の適切性 

〔現状説明〕 
現在までのところ、本学においては教育研究支援職員の制度はなく、伊勢崎キャンパス、高崎キャ

ンパスにおける事務職員が補助的業務としてこれらの業務を行っている。研究に関しては学内の一般

研究費、特別研究費の個人別管理や購入予定の研究備品類の調達・管理、また科学研究費補助金の申

請業務補助なども行っており、さらに文献の検索や研究資料等の取り寄せ、学内紀要等への投稿など

に関する支援業務は伊勢崎キャンパス、高崎キャンパスの両図書館の職員が行っている。 
また教育における支援としては、同じく両キャンパスの事務職員が対応しており、特に教育におい

て視聴覚教材を用いた講義、情報関連機器を利用した講義を行う場合には、事務職員で専門的業務を

行っている者がサポートしている。最近では講義において情報機器を利用する場合が多いため、伊勢

崎キャンパスではコンピュータ管理室担当職員、高崎キャンパスではメディアセンター担当職員がこ

の業務への対応を行っている。また看護学部では上述の講義等の他に実験や実習を伴う講義が多数あ

るが、こうした講義や演習についてはその内容により、関連する看護領域の教員が複数配置されてお

り、これに助手が加わる形で補助を行っており、講義、演習は円滑に行われている。 
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〔点検・評価〕 

 事務職員の教育研究補助業務については、常に教員と連絡調整を密にしながら行われており、教員

の教育研究活動に支障をきたすことなく適切に行われていると言える。ただし今後の教育研究活動を

さらに促進させ、活性化させていくにためには、事務職員や助手の補助的な支援のみでは対応できな

いことも考えられるため、各学部において教育研究支援職員の必要性について検討を行う必要がある。 
 
〔改善方策〕 
 教員の能力の向上もある程度考える必要があり、例えば情報関連機器を利用した講義や、マルチメ

ディア機器を利用した講義などにおいては、一定の操作を覚えさえすれば講義が可能となるため、機

器利用のマニュアルの整備、取り扱いのための説明会などを開催することにより解決できる問題であ

る。これらのマニュアルなどは担当する部署の職員が作成し、必要に応じて教員に対して説明会を開

催していくこととしたい。また各学部において教育研究支援のため、どのような要望があるのかを明

確にし、従来までの事務職員対応のサポートにより対応が可能であるかどうかを検討していきたい。

その結果事務職員のこうした業務負担が相当量に上るとなれば、具体的な支援体制を構築することと

したい。 
 
3)教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続 

教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続の内容とその運用の適切性 

〔現状説明〕 
 教員は基本的に現在いる教員が退職した場合、及び大学の政策的見地から新たに授業科目等を開講

し、学部学科特有の教育を拡充していく場合に募集が行われる。どちらの場合にも公募により募集を

行うことが慣例化されているが、募集を行う専門分野の関係者から紹介を受け採用選考を行うことも

時に応じて行っている。その際の選考の基準は教育職員の選考に関する基準規程に則って行われてお

り、候補者は面接をした後に提出した業績書等により、人事委員会において審議される。この人事委

員会は人事委員会規程により理事長が主催し、学長、副学長をはじめ各学部長、研究科長らが加わり、

職位や担当する授業科目との整合性、専門性を審議し、採用の適否が決定される。この人事委員会の

決議を基に、最終的には常任理事会において採用が決定されることになっている。 
 学内での昇格に関しては、該当する者が所属する学部の正教授会において審議され、その意見を付

して大学協議会において適否がまず諮られることになる。この協議会で決定した結果を、学長は理事

長に上申し、前述の人事委員会が開催されることになる。最終決定は採用と同じく常任理事会での承

認で決定される。 
  

〔点検・評価〕 

これらの審議プロセスは全て関連する諸規程により適切な運用がなされている。 

 
〔改善方策〕 
 教員の採用や昇格に関しては特に問題ないが、現行の「教育職員の選考に関する規準規程」に規定

されている各基準については、教員の評価にも密接に関係することから、さらに具体的、かつ明確な

基準を新たに設けるべく検討が必要であり、早急に対応を図っていきたい。 
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4)教育研究活動の評価 

教員の教育研究活動についての評価方法とその有効性 

教員選考基準における教育研究能力・実績への配慮の適切性 

〔現状説明〕 
 教員の教育研究活動の評価に関しては、年 2回の賞与支給時に予備調査が行われて、日常における
教育研究活動に関する評価を行っている。評価の項目は、講義が適正に行われているか、教育方法等

の改善をおこなっているか、学生指導はゼミ担当者として親身な個別指導を行っているか、学部の構

成員として委員会活動その他の大学の諸行事に積極的に参画しているか、研究活動の成果が上がって

いるか、研究費に対する申請状況、使用状況はどうなっているかなど、多岐に亘る観点から総合的に

評価している。この評価を行うプロセスは、まず各教員が所属する学科ごとに学科長が評価し、それ

を受けて学部長、副学長、学長と順次評価に関しての確認を行い、最終的には理事長にその内容が報

告され、賞与に反映されている。 
 また研究面では、各教員は年度の初めに 1年間の研究計画書を所属長を経由して理事長に報告して
おり、年度末にはこれに呼応する形で研究報告書を提出することになっている。これには研究費の執

行状況なども記載され、具体的な各教員の研究活動を把握できることになっている。この報告書につ

いての評価と年 2回に亘る評価は次年度における教員の給与等に反映されることになっている。 
 
〔点検・評価〕 

 評価に関しては、前述のとおり一定の項目についての活動状況や実績を下に行っているが、評価す

る側の視点は必ずしも一致しているとは言いがたく、それぞれの評価者自身の基準は一様でないと思

われる。この点において現行の評価は評価者の主観的側面に委ねられており、同様の教育研究活動を

行っていても、評価においてかなり差が生じてしまう結果も少なくない。そのため第一次の評価者の

視点や考えは尊重しつつも、評価プロセスをいくつか重ね、最終的な評価を下している状況となって

いる。また評価される側も、どのような内容について評価を受けるかは明示されておらず、評価結果

は賞与や給与といった形でのみ反映されることになっているため、日ごろの教育研究活動を評価結果

後どのように改善に結びつけ、今後の計画に盛り込んでいくかなど、具体的な方策を検討することが

困難な状況である。評価する側の統一的な意識の醸成や具体的観点の明示などを早急行い、評価に関

しての透明性を担保できるような仕組みを構築する必要があると思われる。 
 また社会科学系の学部と理学系の学部にそれぞれ所属する教員の評価観点は、当然異なるものであ

ることから、評価制度の確立には臨時の専門委員会などを置き、意見を求めるような仕組みも必要と

なると思われる。 
 

〔改善方策〕 
 前述のような評価における問題点を改善するため、今までも評価項目の見直しや、評価に対する説

明会などを開催し、統一的な評価制度を確立させるべく努力はしている。特に評価者に対しては、ど

のような観点で評価を行うか、繰り返し説明しており、同様の基準の下に評価を行えるように、意識

の統一を図っている。今後はさらにこれらの取組みを強化し、また評価される側に評価項目や観点を

明示し、日頃の各教員の教育研究活動が活性化するようなシステムとして機能するよう、その仕組み

を見直し継続して検討していくこととする。 
 またこうした評価制度が確立されることにより、教員の採用や昇格に関する審議も明確なものとな

るため、さらに公正な手続と基準による透明性に富んだ人事制度を構築していきたい。 
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5)大学と併設短期大学(部)との関係 

大学と併設短期大学(部)における各々固有の人員配置の適切性 

本学においては併設の短期大学は置かれていない。 
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2．ビジネス情報学部 

 

1)教員組織 

学部・学科等の理念・目的並びに教育課程の種類・性格、学生数との関係における当該学部の教員組織の

適切性 

大学設置基準第 12 条との関係における専任教員の位置づけの適切性(専任教員は、専ら自大学における

教育研究に従事しているか) 

主要な授業科目への専任教員の配置状況 

教員組織の年齢構成の適切性 

教育課程編成の目的を具体的に実現するための教員間における連絡調整の状況とその妥当性 

〔現状説明〕 
ビジネス情報学部では、会計ファイナンス学科、アジア地域ビジネス学科、スポーツマネジメント

学科の 3学科構成であり、本学で最も学生数の多い学部である。教員の負担割合は他学部に比べ少な
くないものの、教育目標達を達成するためのそれぞれの学科に適正な人員配置がされている。 
また、専任教員は、原則として通年で 5コマの授業を担当するよう義務付けられており、本学での
教育研究活動が本務とされ、何にも優先するよう意識を徹底している。他学等での活動については、

規程により 3コマ以内とし、課外における学生への教育研究活動を含めた本務に支障を生じさせない
範囲でのみ許可している。 
主要授業科目については、ほとんどを専任教員が担当しており(大学基礎データ 表 3参照)、カリ
キュラム構成上で大きな問題は発生していない。とりわけ学部教育の特徴の一つである少人数教育を

行うための 4年間に亘るゼミについては全て専任教員で充当しており、学生との密な関係の構築に役
立っている。 
教員年齢比率は「大学基礎データ表 21」で示すとおり、バランスの良い配置がなされていると言
え、適正な組織構成となっているが、定年を超えて再雇用されている教員や定年に近接した教員も抱

えており、安定した教育研究活動を継続するために中長期的な視野に立った教員の確保が求められる。 
教員間の連絡調整機能は、大学全体に関わる部分で述べているとおり、各種委員会や教授会により学

部内の諸問題を審議検討している。教員それぞれが委員会に所属し、教育研究に関わる諸問題を討議

することで学部の政策に意見を反映させることが可能となっている。 
 
〔点検・評価〕  
ビジネス情報学部は本学で最も学生数の多い学部であるため、教員 1名あたりが受け持つ学生数は
他学部に比べ多くなっている。さらに、会計ファイナンス学科、アジア地域ビジネス学科、スポーツ

マネジメント学科の設置の際、学科毎の視点において配置された授業科目も多くあり、結果的に学部

単位で見ると授業科目数が過多となっている。 
また、学科が異なるジャンルに多岐にわたることから、学生のニーズも異種多様化し、学生指導に

おいては一層の工夫を要する。とりわけ学部内に留学生数が多いことで生じるコミュニケーションの

問題は教員、学生双方にストレスとなることも多く改善を必要とする。 
 
〔改善方策〕 
ビジネス情報学部では、学年進行中の学科が平成 22 年度に完成年度となるため、平成 23 年度に
向けてカリキュラムの見直しを図り、合わせて人的態勢も早急に検討していく。特に現行カリキュラ

ムにおける授業科目数過多という問題は、学部としての視点で、学生の現状のニーズに即した形で授
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業科目の統廃合などを行い適正化させていく。 
また、多岐にわたる学生のニーズに応えるため、学生とのコミュニケーションのあり方を検証し、

改善していく。留学生においてはコミュニケーションを円滑化できるようプロパーの教員や外国人教

員を更に拡充していくことを検討している。運動部に所属する学生などは、運動部の指導者を教員組

織に組み込むことで学生との緊密な意思の疎通を図っていきたい。 
 
2)教育研究支援職員 

実験・実習を伴う教育、外国語教育、情報処理関連教育等を実施するための人的補助体制の整備状況と

人員配置の適切性 

教員と教育研究支援職員との間の連携・協力関係の適切性 

〔現状説明〕 
 現在ビジネス情報学部では、教育研究支援職員は配置されていないため、情報処理関連教育におい

てのみ人的補助体制が整備されている。具体的には、担当教員の要請に応じて、専門知識を有した事

務職員が適宜補助を行っている。 
 
〔点検・評価〕 
近年情報処理機器等を用いた授業が多くなり、また視聴覚教材を用いた授業も増えていく傾向にあ

るため、コンピュータ管理室の職員が学部事務職員と協同して補助しており、現在までのところ授業

も円滑に行われている。しかしながら管理室の人員は 1名のみであり、今後教員からの要望が高まっ
た場合には対応が困難になると思われる。また、スポーツマネジメント学科が開設されたことにより、

演習等の実技実習を伴う授業形態も増えていくこと、アジア地域ビジネス学科においては留学生を積

極的に受け入れていることから、語学関係の授業の充実度を図っていかなければならないこと、など

の点を考慮すると、現状の人的体制だけでは不十分であると思われる。授業やカリキュラムとの関連

や、今後の学部教育の検討と同様に、教育研究支援職員制度などを具体的に考えていかなければなら

ない。 
 
〔改善方策〕 
教育研究支援職員を制度として考えた場合には、本学部だけではなく大学全体的な制度として検討

を要する必要がある。そのため、上述のような問題点については、学部で対応できることをまず早急

に検討すべきであろう。 
まず情報関連機器や視聴覚教材利用に関しては、教員の能力向上も図っていきたい。誰しもがコン

ピュータを利用し、生活の一部ともなっている現代社会においては、これを利用する者の能力を向上

させていくことも避けて通れない。幸い大学には情報担当の教員も多数おり、こうした教員が中心と

なり研修会を開催していくことは可能であろう。本学部において授業や研究を行う際に必要となる知

識や技能を明確にさせた上で、そのための具体的解決を図る研修会などを定期的に開催することとし

たい。 
 またスポーツ関係の演習や実習についても、学内における人的体制を有効に活用し、円滑な授業運

営に役立てていきたい。具体的には本学で盛んなスポーツ関係の課外活動指導者を登用し、実習や演

習の補助を行ってもらうことである。既に本学部には指導的立場の者が助教として就任しており、体

育実技等一部の授業を受け持っている。これらの者とスポーツをテーマとした教育研究活動を行う教

員とが連携し、実技実習を円滑に行っていきたい。そのための人的体制を至急整備することも併せて

実施していきたい。 
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 また留学生に関する諸問題は語学学修に限ることではないが、大学に新たに設置された留学生セン

ターと共に、具体的支援体制を構築していきたい。既に留学生に関する日本語学修のための補助活動

や、日常における学生相談もこの留学生センターが対応しており、学部の教員一部も留学生センター

職員として任命されている。従来までの活動を更に強化していくことにより、留学生に対する人的支

援も具体化させていく。 
 これらの学部における具体的対策を講じてもなお、教育研究支援職員の必要性があると判断されれ

ば、教授会において承認後、大学協議会や法人運営協議会への審議案件として提案していくこととし

たい。 
 
3)教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続 

教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続の内容とその運用の適切性 

〔現状説明〕 
「1．学部全体」で述べた内容と同様である。 
 
〔点検・評価〕 
「1．学部全体」で述べた内容と同様である。 
 
〔改善方策〕 
「1．学部全体」で述べた内容と同様である。 
 

4)教育研究活動の評価 

教員の教育研究活動についての評価方法とその有効性 

教員選考基準における教育研究能力・実績への配慮の適切性 

〔現状説明〕 
「1．学部全体」で述べた内容と同様である。 
 
〔点検・評価〕 
「1．学部全体」で述べた内容と同様である。 
 
〔改善方策〕 
「1．学部全体」で述べた内容と同様である。 
 

5)大学と併設短期大学(部)との関係 

大学と併設短期大学(部)における各々固有の人員配置の適切性 

本学においては併設の短期大学は置かれていない。 
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3．経営情報学部 

 

1)教員組織 

学部・学科等の理念・目的並びに教育課程の種類・性格、学生数との関係における当該学部の教員組織の

適切性 

大学設置基準第 12 条との関係における専任教員の位置づけの適切性(専任教員は、専ら自大学における

教育研究に従事しているか) 

主要な授業科目への専任教員の配置状況 

教員組織の年齢構成の適切性 

教育課程編成の目的を具体的に実現するための教員間における連絡調整の状況とその妥当性 

〔現状説明〕 
経営情報学部の教員組織は経営デザイン学科、メディアマネジメント学科の 2学科構成で成り立っ
ており、ともに設置基準上の教員数は確保できている。教員一人当たりの在籍学生数は 16.4 人と少
ない。これは入学者数が予定に達しないことも一つの要因ではあるが、定員に達しても十分に指導す

るに足る教員数を維持できている。教員は経営系、情報系、メディア系、教養系がそれぞれ複数おり、

バランスは必ずしも十全ではないが、兼任の教員を有効に活用するなどして教育目標達成については、

当面大きな支障とはなっていない。 
 学部学科の主要科目については「大学基礎データ 表 3」のとおり、ほとんどの科目を専任教員が
担当している。ただしメディアマネジメント学科に関しては専任の比率が低くなっている。情報系メ

ディアの担当教員については多数いるが、いわゆるマスメディア(新聞、テレビ、ラジオ等)関連の教
育については、兼任教員に依頼し授業を行ってもらっているためである。また専任教員は責任コマ数

として 5 コマを目途に担当することになっており、他大学での兼任は最大 3 コマと規定され、それ
を行う場合でも大学に申請を出し許可を得ることになっている。従って学部の教員は本務に専念して

おり、専任教員としての役割を果たしている。 
 教員の年齢構成をみると、40歳以上は 5歳ごとにほぼ 3人ずつでバランスはとれている。 
 教育課程編成の目的を具体的に実現するために、教員間での連絡調整の状況としては、当然のこと

ながら教学委員会が中心となる。教育目標に沿って立てられたカリキュラムが実際に実施されるか、

内容的に目的通りの質の高いものになっているかを実施・検証する。教学委員長は授業改革を進める

FD委員会にもメンバーとして加わっている。 
また、メディアマネジメント学科が中心に利用する、メディアセンターの学部としての利用を検討

する経営情報学部メディアセンター運営委員会が設置されている。ここでは情報系、メディア系の教

員が参加し、情報系の科目の質的向上を検証している。ここにも教学委員長は参加している。こうし

た各会議での議論内容は教授会に報告され、最終決定されており、教員間や各教員所属する会議体等

において、積極的な連携協力関係が構築されている。 
 
〔点検・評価〕 
教員一人当たりの学生数が少なく、ゼミの編成でも 10人程度の少人数を実現でき、教育目標の達
成に向けた教育ができている。また、専任教員の配置、専兼比率、年齢構成も概ね適切と評価できる。  

ただ、教授の数に比べて准教授、講師の比率が低いといえる。これは数年後には年齢が高齢化する可

能性があるため、学部としてまた大学全体に関わる案件として審議検討を行う必要がある。教員間に

おける連絡調整の状況は、教学委員会だけではなく、いくつかの委員会を設けて相互に検証している

ことで、概ね適切であると考えられる。 
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〔改善方策〕 
定年に伴う退職者の後任の採用については、将来の年齢構成を考慮し、大学全体計画の一環として

具体的な対応を協議したい。 
 

2)教育研究支援職員 

実験・実習を伴う教育、外国語教育、情報処理関連教育等を実施するための人的補助体制の整備状況と

人員配置の適切性 

教員と教育研究支援職員との間の連携・協力関係の適切性 

〔現状説明〕 
現在経営情報学部では、教育研究支援職員は配置されていないため、メディアセンターの職員が情

報系教員の要望に応じて支援を行っている。また視聴覚教材などを用いる授業やパソコンを利用する

授業においても、メディアセンターの職員と学部の事務職員が協同して支援している。定員もビジネ

ス情報学部と比べて少なく、実際の入学者数もここ数年少なくなっていることから、現状の支援体制

において十分に対応できている。また本学部では既に述べたとおり、情報系の教員が多く、情報機器

やマルチメディア教材を利用した授業においては、教員単独でも対応が可能であり、さらに他の教員

が行う授業等において、今後教員の支援をえられるような方策を講じていきたい。 
 
〔点検・評価〕 
教育支援職員がいないわけだが、情報系、語学系の教員から特に支援職員に対する要望は出ていな

い。支援職員の役割、必要性について学部内で検討を加えていきたい。 

 
〔改善方策〕 
問題点での指摘と同じだが、必要性について検証し、必要であるならば、大学本部に配置を要望す

る。 
 

3)教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続 

教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続の内容とその運用の適切性 
〔現状説明〕 
「1．学部全体」で述べた内容と同様である。 
 
〔点検・評価〕 
「1．学部全体」で述べた内容と同様である。 
 
〔改善方策〕 
「1．学部全体」で述べた内容と同様である。 
 

4)教育研究活動の評価 

教員の教育研究活動についての評価方法とその有効性 

教員選考基準における教育研究能力・実績への配慮の適切性 

〔現状説明〕 
「１．学部全体」で述べた内容と同様である。 
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〔点検・評価〕 
「1．学部全体」で述べた内容と同様である。 
 
〔改善方策〕 
「1．学部全体」で述べた内容と同様である。 
 

5)大学と併設短期大学(部)との関係 

大学と併設短期大学(部)における各々固有の人員配置の適切性 

本学においては併設の短期大学は置かれていない。 
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4．看護学部 

 
1)教員組織 

学部・学科等の理念・目的並びに教育課程の種類・性格、学生数との関係における当該学部の教員組織の

適切性 

大学設置基準第 12 条との関係における専任教員の位置づけの適切性(専任教員は、専ら自大学における

教育研究に従事しているか) 

主要な授業科目への専任教員の配置状況 

教員組織の年齢構成の適切性 

教育課程編成の目的を具体的に実現するための教員間における連絡調整の状況とその妥当性 

〔現状説明〕 
 看護学部の教員組織は他の学部と異なり、8つの領域で構成されている。ただしこのことはそれぞ
れの領域に関する授業や研究を進めていくための便宜的な領域制であり、講座制を敷いているわけで

はない。またそれぞれの領域ごとに教授から助手までの職位が置かれているわけではなく、配置人員

も一律ではないことは今後の組織運営の課題ではあるが、定員が 60名の本学部において現状では学
部運営に特段の支障は生じていない。ただし、教員の退職が看護学部では顕著であり、学部開設以来

今日に至るまで教員が定着することが稀である。現在の看護教育界全体の問題でもあるが、組織とし

て成り立つこととは別儀として、対応を図っていくことが必要だろう。 
教員は本務以外の業務に就く場合には規程に明記されたとおり、事前に許可を受けて行っており、

全て規程の範囲内である。特に看護学部では演習や実習などの実技形式の授業も多く、学生たちの教

育上の指導も多岐にわたること、さらにチューター制を敷いているため日頃の学生指導も頻繁に行わ

れていること、そのため各教員は専ら学部業務を中心に教育研究活動を行っている。 
主要授業科目についてはほとんど専任教員が担当しているが、基礎医学系の科目については専任担

当の比率が低い。これは医学系の科目について、本学に専任の医学担当教員がいないことで、どうし

ても外部からの支援を受けなくてはならず、またこの基礎医学系の科目数も多いことから専任の比率

が低くなっている。 
学部での教員の年齢比率については「大学基礎データ表 21」のとおりバランスよく配置されてお
り、適正な組織として機能している。 
教員間の連絡調整機能としては、大学全体に関わる部分で述べたように、他学部同様委員会活動や

教授会などの規程に基づいた審議検討の場を中心にして適切に行われている。さらに看護学部では臨

地実習や学内演習などが頻繁に行われることから、学部における任意の組織体として実習指導委員会

を特別に設けている。この委員会は教学委員会と連動して、実習におけるさまざまな調整を行う機能

を果たしており、この委員会を中心に看護専門科目の臨地実習や学内演習の教員の割り振りや、領域

を超えた協力支援体制を詳細に検討している。こうした委員会の中で流動的な交流が生まれ、教員は

委員会活動やチューターグループの活動を通して自発的な相互交流ができ、領域を越えた学修仲間作

りや共同研究に発展しつつある。 
 
〔点検・評価〕 
教員の負担割合については、他の学部のように専任教員は一律 5コマを責任コマ数として定められ
てはいないため、受け持ちの授業にばらつきがあり、また実習、演習なども領域により異なっている

ことからも、各教員の負担割合が一様ではない。加えて講座制ではないにしても、領域によりある程

度人員が拘束されることもあり、領域ごとによる負担割合も異なっている。こうした問題は退職する
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教員が毎年後を絶たず、加えて採用する教員との能力の違いや、職位の差などにより生じてしまった

経緯があり、早急に解決を図るべく検討していかなくてはならない問題といえる。そもそも学部の運

営を健全化していくためには、一定期間の安定した人的体制が必要であり、計画的な人事制度行うた

めにも教員の定着率をあげていく必要がある。同時に現在の領域のあり方についても検討を加え、組

織として連携協力関係が円滑に行われることを前提とした新たな領域制を構築すべきだろう。 
また一部の主要科目である基礎医学系の科目なども、国家試験の必須科目でもあり、本学部の教育

目標からして、これら全てを兼任でまかなうことはいささか無理があると思われる。学部の教育目標

達成に向けて、こうした主要科目に対する専任教員配置を検討すべきである。 
 
〔改善方策〕 
看護学部においては他の学部と同様に、責任コマ数を一律に設けて学部の全教員に単純に割り振る

ことは、カリキュラムの性格上、また学部教員、領域の構成上困難である。それよりも業務が特定の

教員に集中しないような方策を考えたい。それにはまず領域に拘泥する考え方を教員に改めさせ、共

同で行えるような演習や実習は、参加する教員の負担割合を充分に考慮すべく、実習指導委員会や教

学委員会において一定の基準案を作成していく。同時に現在の領域の枠組みをこの基準案を基に改変

させていくことも考えていきたい。また退職する教員は現状に何らかの不満を持っており、多くの場

合には学部内のこうした負担割合や、領域ごとのコミュニケーションの不足から生じることに起因し

ている。そのためこのような新たな領域のあり方、業務負担の細部にわたる検証を行うことにより、

組織内のコミュニケーション活性化が期待でき、適正な組織運営が可能となる。 
なお基礎医学系の主要科目についても、現在のカリキュラムを見直すとともに、新たに専任教員の

配置を具体的に検討し、既に採用候補者を確定させている。 
 

2)教育研究支援職員 

実験・実習を伴う教育、外国語教育、情報処理関連教育等を実施するための人的補助体制の整備状況と

人員配置の適切性 

教員と教育研究支援職員との間の連携・協力関係の適切性 

〔現状説明〕 
看護学部においては実習や演習といった形の授業が多く、この点は他の学部とは大きく異なってい

る。そのためこうした授業には主に助手が補助業務を行っている。さらに教員も実習については専門

の領域を問わず補助業務の役割を担っているため、学部の教員全てが協力し、こうした演習や実習に

望んでいる。また病院を持たない本学においては、臨地実習を行う病院等の機関が多数あり、専任の

教員が全てをまかなうことは難しい状況であるが、期間が集中し限られていることから、その間は非

常勤助手を依頼し、支援業務を担ってもらっている。 
 このような複数の教員が携わる授業等においては、各看護専門領域において綿密な打ち合わせを行

い、その上で実習指導委員会、教学委員会で十分に検討の後教授会において審議検討されている。そ

のため各教員はそれぞれの役割分担を事前に熟知し、連携協力関係を構築することが可能となってい

る。また非常勤助手についても、実習指導委員会にて実習に関する詳細な資料を作成の上、担当の非

常勤助手にその役割を十分に理解してもらい実習に臨んでいる。 
 その他教育研究上支援が必要なことに関しては、他学部同様に事務職員が補助的な業務を行いサポ

ートしており、教育研究活動は円滑に行われている。 
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〔点検・評価〕 
看護学部での臨地実習や学内演習は教員の協同と非常勤助手等の活用により、適切に実施されてい

る。また事務職員の補助業務も教員の要望に応じて随時行っており、授業も支障なく行われている。 
ただし臨地実習については、実習先が多数に上っており、一定期間ではあっても助手や教員の負担が

大きくなる。非常勤助手でまかなってはいるものの、この体制が長期にわたって継続する場合には 
難しい局面を迎えることになり、新たな人的支援も考えていく必要があると思われる。 
 
〔改善方策〕 
教育研究支援職員については看護学部だけで検討すべきではなく、今後の大学運営全体について、

それぞれの学部からの要望も取り入れて制度化していきたい。現状で特に問題となりうる臨地実習に

関する支援については、実習先の数の多さに起因しており、実習指導委員会を中心に検討を行い、受

け入れの人数拡大と実習病院の数を減少させることを早急に進め、教員の負担を少しでも軽減できる

よう具体的方策を講じていく。 
 

3)教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続 

教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続の内容とその運用の適切性 
〔現状説明〕 
「1．学部全体」で述べた内容と同様である。 
 
〔点検・評価〕 
「1．学部全体」で述べた内容と同様である。 
 
〔改善方策〕 
「1．学部全体」で述べた内容と同様である。 
 

4)教育研究活動の評価 

教員の教育研究活動についての評価方法とその有効性 

教員選考基準における教育研究能力・実績への配慮の適切性 

〔現状説明〕 
「1．学部全体」で述べた内容と同様である。 
 
〔点検・評価〕 
「1．学部全体」で述べた内容と同様である。 
 
〔改善方策〕 
「1．学部全体」で述べた内容と同様である。 
 

5)大学と併設短期大学(部)との関係 

大学と併設短期大学(部)における各々固有の人員配置の適切性 

本学においては併設の短期大学は置かれていない。 
 



- 248 - 

Ⅱ．大学院研究科の教員組織 

 
１．大学院経営管理研究科 

 

1)教員組織 

大学院研究科の理念・目的並びに教育課程の種類、性格、学生数、法令上の基準との関係における当該

大学院研究科の教員組織の適切性、妥当性 

〔現状説明〕 
 本学の大学院教員は全て学部学科の専任教員から、専門性や教育研究指導実績を勘案して、大学院

担当者として選任されている。従って大学院独自の専任教員は置かれていない。これは大学院におけ

る教育研究活動がビジネス情報学部、経営情報学部のそれと連動し、密接に繋がり連携を保ちながら

行われることを前提としており、学部や学科のカリキュラムと呼応する形で大学院のカリキュラムが

敷かれることを前提としている。 
しかしながら、学部学科とは異なる審議機関として大学院学則上に明記された教員会議を設け、大

学院独自の教育研究に関わる案件や院生の入退学、厚生補導の案件等を適切に審議検討し、問題なく

対応している。入学する院生の数にもよるが、概ね大学院担当者は 10 名から 20 名ほど選任されて
おり、学生数に見合った教育研究指導を行える体制を保っている。これらは法令上の基準にも合致し

ている。 
 
〔点検・評価〕 
 平成 9年に大学院を開設して以来、前述の組織において特段の支障を生じることはなく、現在に至
っている。特に学部学生から指導を行い、大学院への進学を促進させる目的で、学部・修士 5年一貫
プログラムを平成 21年度に導入し、より学部の教育と密接な繋がりを持つ体制を構築した。これは
学部の専任教員が大学院の担当となっていることをより有効に活用するための制度である。しかし、

学部や学科の教員組織や教育研究活動に拘束されるという側面も持ち、大学院の独自性があるとは言

い難い。そもそも専門性が多分に異なり、より高度で特殊な教育研究活動を推進させ、専門的職業人

の育成を図ることを使命と捉えるならば、新たな人材の確保も視野に入れた組織の整備を図る必要が

ある。同時に、大学院の教育課程上の各学修コースも設置時に敷かれたものを踏襲してきているが、

当時とは社会背景も異なり学部学科の編成も異なっていることから、それぞれのコースの見直しを図

り、そのコースに適した人材の配置を検討する必要がある。 
 
〔改善方策〕 
 大学院独自の専任教員を置くことは、今後の大学運営上困難と思われるが、教員会議や自己点検な

どの場において、外部の有識者、学識経験者等を招いて、最新の研究状況や、企業における知的生産

物の開発など、より高度で専門性の高い教育研究を支援する人的体制を敷くことは可能と思われる。 
本大学院が地域における教育研究の拠点となり、専門的職業人を社会へ輩出していくことを使命と

するならば、学内だけの人材にとらわれることなく、外部の人材も積極的に活用していくことが必要

であり、そのための規程や仕組みを新たに構築し、組織の再編を図っていきたい。 
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大学院研究科における組織的な教育を実施するための、教員の適切な役割分担および連携体制確保の

状況 

〔現状説明〕 
 大学院においては規程上「教員会議」が定められ設置されており、担当の教員が諸案件について審

議検討を行っている。その際に担当の教員は学部の委員会組織と連動した役割を担うように振り分け

られ、講義や論文指導の他に、それぞれが教務や学生指導などの業務も執り行っている。また大学運

営上の重要な案件を含む場合には、教員会議の議を経て大学協議会や法人運営協議会に議案が付され

ることとなっており、大学院の研究科長がそれぞれの会議で説明を行っている。大学院自体の教育研

究活動が学部のそれと密接な繋がりをもつことを考えると、こうした会議において大学院担当者だけ

でなく、学科長や学部長、学部の各委員長なども加わって審議されることが必要となっている。 
 
〔点検・評価〕 
 教員会議において取り決めた大学院担当教員の役割分担により、大学院の教育課程の検討や、就

職・進学の指導、院生の厚生補導など多岐に亘る業務に各教員が問題なく対応している。また大学院

担当以外の教員も教授会や各種委員会を通して、大学院の問題と学部の審議事項とを連動する形で検

討審議し、対応しているため、連携協力体制は自ずと保たれていると言える。 
ただし大学院における役割は担当教員や学生数の都合上当然制約を受けることになり、学部の各委

員会組織のようにきめ細かく業務が細分化されているとは言いがたい。またそれぞれの役割は規程上

明文化された委員会ではないため、あくまで担当教員らの自主的な活動により行われている。教育研

究の維持向上を図るような案件以外は、修士論文の担当教員が中心となって、院生の指導をおこなっ

ており、組織的な連携が弱いという点は否めない。 
 
〔改善方策〕 
 教員会議における役割分担については具体的に規程化し、それぞれの役割に関しての責任体制を明

確に示していく必要がある。ただし学部における委員会組織をそのまま置くのではなく、大学院にお

ける必要な役割は何か、当然のことながら教育研究目的は学部におけるそれとは異なるため、学生の

ニーズや教員の負担割合なども十分考慮の上、適切な組織の整備を図っていきたい。 
 

2)教育研究支援職員 
大学院研究科における研究支援職員の充実度 
〔現状説明〕 
研究支援職員の制度はないが、学部や大学院の総務を担当する事務職員が、主に研究支援のための

補助活動も学部学科と同様に業務の一環として行っている。とりわけ研究費の関係では学内の一般研

究費、特別研究費の個人別管理や購入予定の研究備品類の調達・管理、また科学研究費補助金の申請

業務補助なども行っている。さらに文献の検索や研究資料等の取り寄せ、学内紀要等への投稿などに

関する支援業務は伊勢崎キャンパス、高崎キャンパスの両図書館の職員が行っており、現在置かれて

いる事務職員の業務の範囲内で研究支援業務を行っている。 
 
〔点検・評価〕 
 現状を見る限りにおいて、前述のとおり学部や大学院、図書館の事務職員が教員の研究活動の補助

的業務について適宜対応しており、特に専門の研究支援職員をおく必要性は生じていない。これらの

業務に携わる事務職員については、担当部署ごとに勉強会などを自主的に行い、さらに外部の研修会



- 250 - 

などにも積極的に参加して、教員の研究活動が円滑に行えるよう日々研鑽を積んでおり、研究支援業

務は現体制において支障はきたしていない。 
 
〔改善方策〕 
 現在までのところ、大学院独自の活動自体は学部学科と比較すると極めて少なく、特に研究面にお

いてはほとんどが学部の教員という立場でなされている。組織上大学院専任の教員が置かれていない

ことから止むを得ないところもあるが、今後組織の見直しや整備を図っていくことを考えた場合に、

こうした研究支援の担当者を置く必要性も生じると思われる。そのため研究支援職員も大学院に関わ

る今後の政策展開と平行して検討していきたい。 
 
大学院研究科における教員と研究支援職員との間の連携・協力関係の適切性 
〔現状説明〕 
 現在までのところ既に述べたように、本学において研究支援職員は置かれていない。ただし、教員

の研究活動の補助業務については学部、大学院の事務職員が担当しており、これらの事務職員は必要

に応じて教員会議にも出席し、大学院におけるさまざまな案件について教員と共同して執り行ってお

り、適切な連携協力関係は築けている。 
 
〔点検・評価〕 
 現状において特に問題はないが、今後の大学院独自の教育研究活動をより活性化させる上で、検討

を加え対応を考えていく必要がある。 
 
〔改善方策〕 
 研究支援職員の配置については、大学院の今後の計画と運営を考慮して判断していきたい。 
 
3)教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続 
大学院担当の専任教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続の内容とその運用の適切性 
〔現状説明〕 
大学院担当教員の採用については、本学における教育職員の選考基準規程に則って選考が行われ、 
所定の手続を経て採用となる。ただし、大学院での授業担当が主となり募集が行われる場合であって

も、必ず学部に所属し、主な教育研究活動は所属の学部学科において専ら行われることとなる。その

ため大学院の教員募集ということではなく、授業担当者として必要な専門性を備えた教員の募集を行

っているのが現状である。 
教員はまず学部の教授や准教授として採用され、その上で大学院担当者として授業を受け持つこと

になっており、大学院を担当するにふさわしい能力を判断する明確な選考基準は特に明文化されてい

ない。同様に教員の昇格も大学院の教員としての選考ではなく、学部の教員として所属する学部の正

教授会での審議を経た後、大学の協議会、人事委員会という審議のプロセスを経て決定される。 
人事委員会には各学部長、研究科長、学長、副学長も構成員として規定されており、業績等の審査は

前述の教育職員の選考基準規程に則って適正に行われている。 
 
〔点検・評価〕 
 本学において全ての教員は学部に所属し、大学院は所属先ではなく授業担当者として、学部の教員

が業績やその専門性を考慮され、大学院の教員会議において選考されている。特に授業科目とこれを
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担当する教員の専門性の適合、研究業績や教育実績の繋がり等については教員会議において十分に審

議がなされており、その結果として今まで大学院担当教員に関わる選考は適切に行われていると言え

る。しかしながらこれらのプロセスにおいて、学部の教員選考のような明確な基準や規程は定められ

ていないため、選考における適・不適は極めて曖昧であるという指摘も免れない。そもそも大学院が

学部学科とは異なる専門性を有している組織体である以上、担当する教員の資質や能力は学部学科の

それとは別に判断されるべきであり、やはり一定の手続や選考基準は明確に示しておく必要がある。 
 また昇任についても同様に、大学院担当者として授業を持つことが明らかである教員の昇任につい

ては、学部における正教授会の後に、大学院における教員会議においても当然その能力や資質につい

て審議される必要があり、こうした審議を行えるよう早急に規程等を整備すべきである。 
 
〔改善方策〕 
 教員の採用や昇任に伴う審議を行う際、その基準や手続きを示している教育職員の選考基準規程や

教員会議規程など関連する諸規程の見直しを図り、大学院担当教員の選考においても、学部学科とは

異なる観点で採用・昇任を行うことができるよう整備を進めていく。 
 
4)教育研究活動の評価 

大学院研究科における教員の教育活動および研究活動の評価の実施状況とその有効性 

〔現状説明〕 
 大学院担当の教員は全て学部の専任教員であることから、大学院単体での評価は実施していない。

教育活動では主に教員会議において、学生への指導状況などが確認される程度であり、研究活動は大

学院の教員として行っているものはなく、すべて学部の教員として評価されているのみである。また

教員の評価者としては学科長、学部長、副学長、学長を経て最終的には理事長まで評価報告があがり、

理事長が調整を行い最終評価としているが、研究科長はこの評価者には含まれていないため、大学院

担当教員としての活動は全く評価されていない。ただ平成 20 年度から学生アンケートは実施して、
学生たちから授業について、研究指導についてなど多岐にわたって意見を聞き、大学院の運営に役立

てている。 
 
〔点検・評価〕 
大学院独自の教育研究活動を向上させていくには、組織としての活動はもとより、担当教員の大学

院におけるさまざまな活動を促進させていくことが最重要課題であると言える。それには教員個々の

日頃の活動状況を把握し、それによる適正な評価を行っていくことがどうしても必要となるだろう。

FDの取り組み度合い、授業運営や学生への指導状況、研究への取り組みとその成果、さらに授業担
当者として選考された教育実績や研究業績が維持向上されているかなどの項目については、学部にお

ける活動とあわせて評価を行っていくべきであろう。また学生アンケートについては関係者らに公表

されているわけではなく担当者レベルで活用しているのみなので、教員の評価という視点からは有効

利用されているとは言い難い。これらは次年度に向けて大学全体的教員の評価の仕組みとして確立さ

せ、透明性に富んだ基準を設け制度化していく必要がある。 
 
〔改善方策〕 
 教員の評価制度自体の見直しを行い、同時に大学院担当者という観点も取り入れ制度化していきた

い。また適正な評価を行うには教員の日常におけるあらゆる教育研究活動を把握している必要がある

ため、担当の教員には大学院における教育研究活動も、学部において年度始めに提出する 1年間の研
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究計画やこれに伴う年度末の実績報告に盛り込むなどして、大学院における各担当教員がどのような

活動を行い、その結果どのような成果が得られたのかなどを評価者を含む関係者には周知させていき

たい。さらに平成 20年度から実施している学生アンケートなども評価に反映させるよう、そのアン
ケートに盛り込まれる内容や集計結果などの有効活用方法を検討していきたい。 
 

5)大学院と他の教育研究組織・機関等との関係 
学内外の大学院と学部、研究所等の教育研究組織間の人的交流の状況とその適切性 
〔現状説明〕 
 既に述べてきたように、大学院の担当教員は全て学部所属の教員であり、当然のことながら学内に

おいて人的交流は盛んに行われている。これは学部にある委員会活動や教授会、さらには大学全体の

運営を担う各連絡会議や大学協議会、法人運営協議会などの様々な場において積極的に交流を図るよ

う組織が編成されており、学部内のみならず学部や大学院の横断的な検討案件についても各教員が意

見交換を行い、交流を図っている。 
また教育研究活性化のために平成 19年度に設置された教育研究センターが中心となり、それぞれ
の所属や立場の枠組みを超えて研究内容の発表や教育問題などを議論する機会を毎年一定期日に設

けている。既に平成 19年度には 2回、20年度、21年度にも各 1回ずつ学内研究発表会を開催した。
こうした場を利用して各教員、さらには院生も含めて教育研究上の交流を積極的に行っている。また

産学連携の推進もこのセンターを中心に活動を展開しているが、現状ではまだ他大学や他の研究機関

との人的交流を行うには至っていない。 
 
〔点検・評価〕 
 学内の人的交流については、学部内にとどまらず広く大学全体を通して行われている。それは規程

上に取り決められた各種の会議体や委員会活動を見ても明らかであり、こうした主だった会議等には

大学院研究科長も加わり、大学院における諸問題等を審議案件として提案し、広く意見を求めている。

さらにこれらの正式な審議機関などの場における人的交流に加え、教育研究センターが企画立案する

教育討論会や研究発表会などの場においても、各学部から職位にとらわれず様々な教員が参画し、各

自の研究成果を披露したり、また大学院の学生が修士論文テーマなども発表し、教員間だけでなく、

事務職員や学生らとも研究や教育をテーマとした人的交流を深めるような取り組みを行っており、学

内の人的交流は適切に行われていると判断できる。 
 ただし、現在までのところあくまで学内のみの取り組みが中心であり、学外との人的交流に関して

は、組織としての連携を行うための仕組みづくりの段階で留まっており、具体的な人的交流は図れて

いない状況である。大学院という高度な教育研究を推進していく機関としては、今後学外における教

育機関との連携や、民間企業との共同研究など、産学連携を通じた具体的な人的交流を進めていかな

ければならないであろう。 
 
〔改善方策〕 
 学内での取り組みについては今後も教育研究センターを中心に、教育討論会、研究発表会などの機

会を利用し、連携協力や人的交流を引き続き深めていきたい。学外との人的交流の促進はやはりこの

教育研究センターなどの大学の正規の機関を利用して実践していくことが、結果として組織としても、

個人としても具体的な連携を行っていくことが可能と思われる。従来までに実施してきた外部機関と

の交流を集約させ、教員の果たすべき役割を明確にしながら、検討を進めていきたい。そのための教

育研究センターの組織の整備を図ることから着手していく。 



 
 
 
 
 

第９章 事務組織 
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第 9章 事務組織 
 
〔到達目標〕 

事務組織については、まず①ルーチン化された業務の見直し、改善を行い、より効率的な業務の推

進を実践していけるよう努めること。これにより適切な人員配置を行い、円滑な大学運営を推進させ

ていく。また②定期的な人事異動、人事交流を行い、大学全般に亘る基本的な業務については、職員

誰もが経験と知識を共有できるよう、長期的スパンに基づき計画を立案する。このことが完遂すると

①を補填することが可能となる。さらに教学関係、入試関係などの本来的業務に加え、大学全体に関

わる重要な政策等に、③事務組織が教学組織と共同して行う新たなプロジェクト型の業務等を取り入

れ、事務組織と教学組織の具体的連携協力関係を促進させること。これは現在大学を取り巻く環境が

著しく変化を遂げ、教育・研究の内容も高度化、細分化している。こうした中、教育目標を達成し、

大学をさらに充実発展させていくためには、事務組織の果たす役割は今まで以上に大きなものとなり、

教学組織とさらなる連携を強化させ具体的業務に当たる必要性がある。文部科学省の主催するさまざ

まな助成金を獲得していくためにも、大学として一体的な特徴ある取り組みは欠かせない。そのため

にも、是非ともこうしたプロジェクト型業務等の具体化を考えていきたい。 
 最後にこれら①から③の業務を遂行していくには、どうしても職員の能力を向上させていかなけれ

ばならない。そこで④OJT や OFFJT などの新たな取り組みを行い、定期的な職員研修を実施しな
がら、事務組織全体の能力向上を図っていきたい。 
 
1)事務組織の構成 

事務組織の構成と人員配置 

〔現状説明〕 
 本学では学部学科が高崎市、伊勢崎市の 2箇所に置かれていることから、ビジネス情報学部がある
伊勢崎キャンパス、経営情報学部、看護学部、大学院がある高崎キャンパスの 2つのキャンパスがあ
りそれぞれに事務職員を配置している。両キャンパスとも事務職員の組織構成は同じであり、教学課、

総務課、就職課があり、これらの事務を統括する事務長が置かれ、それぞれの学部や大学院に関する

業務処理を行っている。この他に大学全般に関わる業務処理を行う大学本部が伊勢崎キャンパスにあ

り、総務課と入試課の職員に加え、事務局長が大学全般にわたり業務の統括を行っている。(「大学
基礎データ」(表 19－5)参照)これらの事務組織の構成と人員配置はそれぞれの業務量と効率を考えて
適正に配置されている。 
 今後、大学の運営がますます厳しい局面を迎えることは、当然予想されることであり、そのために、

経費の削減は避けて通れない。これは人件費においても同様であり、組織のスリム化は今後も推し進

めていかなくてはならない課題である。今年度経営情報学部と看護学部の事務を統合したことは、こ

うした将来展望を視野に入れた措置であるが、業務の効率化を目指す上では必要な措置であると判断

した。 
 
〔点検・評価〕 
 組織上の問題点は特になく、人員配置も適正であると判断する。しかしながら未だ業務改善が進捗

しているわけではないので、一部の部署等においては時期により業務量が多くなると予想され、具体

的な対応策を講じなければならない。 
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〔改善・方策〕 
 適正な人員配置を行い、効率的な業務を遂行させるには、業務自体のスリム化や職員の能力向上の

問題は避けて通れない。今年度中には経費削減や、学生サービスのための支援策、ルーチン化業務の

見直しなどを具体的目標に掲げた研修会を設け、事務組織全体の能力向上に努めたい。 
 

2)事務組織と教学組織との関係 

〔現状説明〕 
事務組織と教学組織との間の連携協力関係の確立状況 

事務組織と教学組織の連携は各学部に置かれた委員会を通して行われている。この委員会には事務

組織から関連部署の職員が構成員として加わり、委員会構成員である教育職員が交替する場合におい

ても、継続性を保った審議を行えるよう調整を図っている。この委員会において重要な検討案や審議

事項は、学部間調整を行うため連絡会議にて報告審議され、学長が議長となる大学協議会において学

部間の連絡と調整を強化させ審議を行っている。この協議会においては学部長、学科長、委員長の教

学部門の役職者に加え、事務局長、事務長などの事務組織の役職者が加わり合議を行っている。 
 キャンパスが離れていることにより、学部間の教学面の連携が滞ることのないよう、事務レベルで

の連絡調整会議も定期的に行っており、大学として一体的な運営を要する事に関しては、事務組織が

連絡調整を図りながら、教学部門と協議を重ねている。 
 
大学運営における、事務組織と教学組織との有機的一体性を確保させる方途の適切性 

 大学運営において、事務組織と教学組織はそれぞれの役割を果たし、連携協力関係も上述のように

確立されている。ことに教学関連を主に扱う教学委員会においては、学部事務組織の教学担当課長や

係が参加し、意見や提案を申し述べ問題解決に向け教学組織と一体となり取り組んでいる。また入試

関連業務における学生募集のための方策などの検討も、大学事務局長や入試課長に加え、法人の企画

広報部門の職員も構成員となり、入試連絡会議などにおいて、教学組織と一体的な検討を行っている。

これらの合議は全て教学組織主体の教授会や大学協議会に集約され、提案審議される体制が整えられ

ている。これは就職関連業務や、国際交流関連業務などにおいても同様である。 
 
〔点検・評価〕 
 現状では教学組織と事務組織が一体的に業務を執り行っており、学部の委員会活動から教授会、大

学全体の協議会、法人運営協議会などに、それぞれ提案報告事項を含んだ検討事項が審議されている。

こうした大学業務の意思決定、執行に至るプロセスにおいて、両組織がその特徴、役割を踏まえ、規

程に従った円滑な機能を保持していると言える。 
 しかしながらますます多様化していく学生に対応するための教育研究活動を、今後どのように展開

していくかについては、新たな教育システム等の導入も検討していかなくてはならない。そのため事

務組織と教学組織との連携協力をより一層深め、業務の内容や目的に応じて、それぞれの組織の果た

す役割を明確にしながら、従来とは異なった一体的な組織活動の展開を考えていく必要がある。 
 
〔改善方策〕 
 事務組織と教学組織の役割は今までは慣例的、定型的業務に位置づけられ、その範囲において協力

連携関係を構築してきた。しかしながら今後多様化する業務処理を遂行していくためには、プロジェ

クト型業務等の企画立案を行い、明確で、具体的な目標の元に、業務を推進していく方式を導入して

いかなければならない。それには職員の能力向上に努めていかなくてはならず、事務組織と教学組織
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が同時に参画できる定期的な研修の機会を設け、それぞれの組織が共同して担う役割を、どのように

して果たしていくのかなど、職員の意識改革を手がけていきたい。同時に事務組織の整備充実に努め、

教育企画、学生支援企画を専門的に行える担当などを育成し、課題解決型、プロジェクト型の業務運

営方法を積極的に導入するなどして、両組織の有機的一体性を確保するよう取り組んでいきたい。 
 
3)事務組織の役割 

〔現状説明〕 
教学に関わる企画・立案・補佐機能を担う事務組織体制の適切性 

 教学に関わる企画・立案・補佐機能を担う事務組織は、定型的な業務の範囲内においては、各担当

部局が責任を持って対応している。こうした日常的な業務に加え、現状では法人本部が企画・立案・

補佐機能を担っており、企画広報部や財務部などが、大学協議会や法人運営協議会などに参画し、大

学全体の業務に関わる企画立案、調整を行っている。本学の規模を考えた場合に、大学において多数

の部署を置くことは業務が散漫し、非効率的な運営になりかねない。そのため、学部間調整や大学全

体に関わるような案件については、大学本部に加え法人本部で調整を行いながら業務を執り行ってい

る。 
 
学内の意思決定・伝達システムの中での事務組織の役割とその活動の適切性 

 各種委員会、教授会、大学協議会等における意思決定については、担当部署の責任者あるいは担当

者が会議に出席し、会議資料作成、議事録等の作成に携わっている。これらの会議などにおいて決定

された事項は、学部では事務長から、大学全体では事務局長から報告伝達されている。また法人運営

協議会や常任理事会で取り扱い決定された事項等は、法人本部から各所属長を通して報告伝達されて

いる。 
 その他事務レベル会議で調整が図られたことなどは、学内のネットワークを利用して各職員に配信

され、業務に支障のないよう情報の共有を図っている。 
 
国際交流等の専門業務への事務組織の関与の状況 

 平成 20年度より留学生センターを設置し専任の職員を充てている。ここでは特にアジア地域ビジ
ネス学科に所属する留学生の学修をサポートし、日本語能力向上のための支援を講じている。また学

修面だけでなく、日常の生活面においても面談等を行いながら、個人的な相談にも対応するよう努め

ている。 
また、この留学生センターでは海外留学・研修の窓口としての役割も担い、本学の海外研修である

「海外ゼミ」やアジア地域ビジネス学科主催のアジア研修旅行などの希望者に対して説明会を開催す

るなど、学生として国際交流の素養を身に着けるべく広く呼びかけている。さらに大学としての国際

交流活動の立案にあたっている。 
 
大学運営を経営面から支えうるような事務機能の確立状況 

 法人の管理部門である企画広報部、財務部、総務部は各学部の事務組織と共同して業務を行うこと

により、一元化した管理運営体制が整うよう調整機能を図っている。学長、副学長の指導のもとで大

学運営が円滑に行われるよう、また経営状況を踏まえながら、教学計画、財務計画、施設設備計画、

人事計画に関する企画立案、意思決定、業務執行が適切に行われるよう、事務機能は確立されている。 
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〔点検・評価〕 
 これからの教学に関わる企画立案は、大学運営上重要な課題であり、個性溢れる教育内容を具現化

し、維持していくことの重要性がますます高まってくると思われる。事務局においても、こうした業

務に積極的に関わり、迅速な対応を行うなど機動性を発揮することが要求される。そのためにも今後、

企画・立案・補佐機能を強化し、法人部門だけでなく、各担当部署においても日常業務の問題発見を

行いながら、業務改善や業務の効率化を目指す企画立案機能を付加していかなければならない。 
 学内の意思決定や伝達システムにおける機能は、現状の組織で十分に対応が出来ている。さらにこ

うした業務をより効率的に行えるよう、学内事務組織の IT化を検討し、学内のネットワーク環境な
どの整備を継続的に実施していく必要性がある。 
現在の留学生センターは、留学生の数に見合った組織として機能を果たしているとは言いがたい。

今後留学生への対応は国としても重要な政策として位置づけられているので、留学生センターと教学

担当、就職担当などとの結びつきをより強化していく必要がある。また日本人学生と留学生の交流促

進や、日本人学生への海外研修などの参加促進も留学生センターの課題となっているので、専門的知

識の修得や人員体制なども見直す必要がある。 
 
〔改善方策〕 
 大学において新たな課題に対応した企画・立案・補佐機能を強化するには、具体的な目標を定めた

事務組織のコミュニティの場を設けることが必要となる。そのため職責や部署に関わらず、さまざま

な情報を共有・交換でき、それらをもとに問題解決を推し進めていけるグループワーク型の業務を導

入する。 
こうしたグループワーク型の業務の推進が図られていけば、課題解決型業務、プロジェクト型業務

を組織として取り組むことも可能となる。既に事務職員研修の結果、こうしたプロジェクト型業務の

提案がなされており、今年度中に具体的な業務を実行に移す予定である。 
 また留学生センターの機能を高めていくために、各学部において行っている国際交流業務を一元化

し、業務体制の整備を図る。これには学部の教学担当者や就職担当者などを留学生センターの運営会

議に参加させ、国際交流委員会や教学委員会と連動しながら、留学生に関する案件や、国際交流に関

する案件を検討していくことが必要である。 
 
4)大学院の事務組織 

大学院の充実と将来発展に関わる事務局としての企画・立案機能の適切性 

〔現状説明〕 
本学における学生数・定員を考慮した場合に、独立した大学院の事務組織を置くことは適切とは思

われない。本学大学院の性格上学部と密接してカリキュラムや時間表を構築していく必要があるため、

学部事務と大学院事務を一体的にすすめることが必要であり、効率的である。切り離して置くことが、

非効率的となるからである。大学院のキャンパスは大学学部内のキャンパスを使用していることから

も、施設設備面の管理上、共同の事務組織体であることが望ましい。実際に大学院を開設して以来こ

の形を維持して特に不都合がなく、学生、院生に対してサービスの低下を生じさせるような状況には

なっていない。 
また、教育内容を充実させ、魅力的な大学院であるための様々な方策は、研究科教員会議を定期的

に開催し検討を加えており、企画立案組織としての機能を保っている。 
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〔点検・評価〕 
 現状の事務組織において特に支障なく、大学院における諸業務を執り行っていると言える。ただし

今後の大学院のあり方を検討し、定員を常に充足させていくためには、魅力あるカリキュラムの提唱

や、院生の研究活動の活性化を促進させるなど、時代に即応した大学院の教育研究を実践していくこ

とは必至である。こうした企画立案補佐の一面を担う事務職員は、学部における教育研究推進のため

の業務とは異なった専門的知識も要求されることとなるため、組織として、個々の職員が大学院の業

務に対応できるべく育成を図る必要がある。 
 
〔改善方策〕 
 本学においては、学部事務と大学院事務とが一体化して必要な業務を進めていることは、前述した

とおりである。この体制の更なる充実を図るためには、担当事務職員が、学部と大学院との機能の差

をさらに理解し、研究活動を支える専門性を身に着けることが必要である。そうした実力向上のため

の研修の一環として、現在大学院生の修士論文中間発表会に教員とともに事務職員も出席している。 
 
5)スタッフ・ディベロップメント(SD) 

〔現状説明〕 
事務職員の研修機会の確保の状況とその有効性 

 学内における研修には新任の職員に対して行われる研修と、全職員が参加して行われる研修の 2
つがある。新任研修は、主に就業規則と学内の諸規程等について説明を行い、規程・法令遵守を心が

けるよう指導を行っている。事務職員全体の研修は毎年大学夏期休業中に実施している。これは単に

知識を補填するような内容ではなく、自ら問題発見を行いながら、これからの大学において、事務職

員には何が求められるかなどを、グループワークを通して検討していくものであり、平成 19年度よ
り実施している。グループ構成は、所属にとらわれることなく、ランダムに振り分けられるため、職

員の業務を通した交流を促進することができる。またグループワークの開始が 7月であり、9月には
検討しあった内容等を、学長をはじめとする法人執行部に対してグループごとに提案報告を行うこと

としている。 
 学外の研修については、業務ごと所属部署ごとに関連する研修会には積極的に担当者を出席させて

いる。 
 
事務組織の専門性の向上と業務の効率化を図るための方途の適切性 

 事務職員の専門性を向上させる取り組みは、現状では部課ごとの業務に即して行われており、主に

OJTに依存している。特に専門性が高い部署(法人総務部システム課、財務部経理課)においては、関
連する外部の研修会に担当者を出席させ、事務処理能力の向上を図っている。 
 また効率的な業務を行っていくために、上述の研修会を開催し、ここにおいて各グループから様々

な意見が提案されている。特に情報の共有化は業務を遂行する上で重要な事項として各グループとも

提案があり、これに基づいて学内ネットワーク環境の強化や、諸手続きの IT化促進を目指している。 
 
〔点検・評価〕 
 研修については従来型の知識の修得に比重を置いたものから、問題発見解決型のグループワーキン

グへ移行させている。このグループワーキングは管理職 2名とその他の事務職員が担当業務・部署に
関わらず振り分けられ、自らテーマを選択して取り組むように設定されている。そして与えられた期

間内に結論を出し、提案として法人執行部に対しプレゼンテーションを行っている。(平成 19 年度、



- 258 - 

平成 20 年度実施。平成 21 年度は法人執行部と職員の対話形式により問題発見を行う方式として実
施) 
 この活動を通して、各職員が他部門の業務を理解しながら、共同して作業を行うことができ、それ

ぞれの部署において、担当者においてどのような考えがあり、何が問題となるのかをともに考えてい

くことができるようになっている。また日常業務をこなしながら、まったく別の業務を行うことにな

り、グループのスケジュール調整やコミュニケーションは管理者が責任を持って調整しなくてはなら

ないという側面も持ち合わせている。さらに最終のプレゼンにおいて、執行部に各グループの提案を

理解してもらうよう、資料等の準備や作成を行い、プレゼンの能力も問われることになる。結果とし

て、個人的な能力の向上もさることながら、グループとしての共同的作業も重要なものとなり、一体

的な業務を遂行していく上では有効な研修であると言える。 
 しかしながら、専門的な能力を向上させていくには限界があると思われ、またグループによる習熟

度の格差をどう是正するかが今後の検討課題であろう。また、提案された内容と日常業務とのつなが

りが希薄であり、本来成果を業務においてどのように反映していくかを検討していかなくてはならな

い。今後も同様の研修を継続して実施していくことは職員の資質の向上に向けて必要と思われるが、

提案が実際の業務に反映され、事務の効率化や大学全体の業務改善に、具体的に結び付く研修となる

よう、さらに検討を加えていく必要がある。 
 
〔改善方策〕 
 今年度中には、専門的な知識や事務効率化のための具体的手法などを学ぶために、外部の講師など

も招聘して研修会を開催していきたい。現在までのところ、職員の育成は OJTに負うところがほと
んどであり、担当業務の習熟度を上げていくには一定の効果がある。しかしながら、上述のような研

修を有効に機能させ、その結果として大学全体が取り組んでいくようなプロジェクト型業務に昇華さ

せていくには、やはり限界があることは否めない。OFFJTなどの取り組みを実践し、長期的な視野
に基づいた職員全員の能力向上を図るよう計画を検討していきたい。 
 
6)事務組織と学校法人理事会との関係 

事務組織と学校法人理事会との関係の適切性 

〔現状説明〕 

理事会には、事務組織から事務局長、法人の部長等が出席しており、大学教学関連の報告提案事項

や企画、人事、予算などの案件が議案としてかけられる。事務局長は各学部事務長と適宜事務レベル

会議を設けて、日常処理される業務並びに新たに派生するような業務について、事務長や担当課長と

意思の疎通を図り連絡調整を行っている。これらのうち、重要案件は、法人運営協議会や常任理事会

において事前に協議され、理事会へ提案報告されている。 
 また、今年度から理事会に加えて、理事者と教学組織による理事懇談会を開き、学部や大学院の教

学現場における現状や、それに伴う問題点の指摘、改善案などを学部長や研究科長から報告してもら

い、今後の大学運営に反映させていくこととなっている。ここにも事務組織代表として事務局長、両

キャンパスの事務長が加わり、理事会に向けた様々な案件を検討することになっている。 
 
〔点検・評価〕 
 理事会における諸案件は、事務組織を統括する事務局長や事務長により集約され、適切に審議され

ており、この点において連携協力関係は有効に機能している。 
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〔改善方策〕 
理事会における審議については、事務局長等の事務統括者がある程度情報を整理し、問題提起など

を集約させる必要があるが、どのような情報をどの程度整理するかは、個人的判断にゆだねる部分が

大きい。それゆえ、理事会において審議される案件について、どのようなプロセスを経るのかを明確

にした上で、各部門や事務組織の部課長等は、日頃の意思疎通をより積極的に行う必要があり、その

ための具体的な事務会議等を規程上に明記された審議機関、プロセスとは別に設け、さまざまな情報

の整理、集約を図っていくこととする。 
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第 10章 施設・設備 
 
1．大学全体の概況 

〔到達目標〕 

施設設備に関しては以下に挙げる事項を目標として、今後の維持・管理を実践していきたい。 
 ①学生の充実したキャンパスライフの形成を支援する。 
 ②快適な教育研究環境を整備する。 
③学内の IT化を図るとともに、無駄のない効率的な利用を行う。 
④バリアフリーに根ざした健常者も身障者も快適に暮らせるキャンパスをつくる。 
 ⑤安全で安心して学生生活が送れる大学をつくる。 
 
1)施設・設備等の整備 

〔現状説明〕 
大学・学部、大学院研究科の教育研究目的を実現するための施設・設備等諸条件の整備状況の適切性 

 本学のキャンパスは、群馬県伊勢崎市に伊勢崎キャンパス、群馬県高崎市に高崎キャンパスがある。

伊勢崎キャンパスにはビジネス情報学部、高崎キャンパスには経営情報学部と看護学部及び大学院が

置かれている。また、高崎キャンパスに講堂(三俣記念館)、群馬県草津町にセミナーハウスが存在し
ている。それぞれのキャンパスにおいて、教育研究目的を実現するための施設・設備が整備されてき

た。(「大学基礎データ」(表 36－2,37,38,40)参照) 
最近の 18年間の教育施設の拡充の状況をまとめてみると、平成 3年の高崎キャンパスにおけるコ
ンピュータセンター(2号館)の建設を始めとして、平成 5年には同じく高崎キャンパスに三俣記念館、
平成 6 年に伊勢崎キャンパスの図書館・教育棟及び高崎キャンパスの教育棟(3 号館)、平成 11 年に
伊勢崎キャンパスの教育棟及び本部棟、学生食堂、平成 16年に高崎キャンパスに看護学部棟(4号館、
図書館分館を併設)、平成 17年に同じく高崎キャンパスに学生ホール、平成 20年に高崎キャンパス
にメディアセンター等が建設・整備されてきた。こうした一連の施設拡充計画により、学内の教育環

境は飛躍的に向上してきており、「大学基礎データ」(表 36)に示すように両キャンパスとも設置基準
上必要な校地・校舎面積を大きく上回っている。また、運動施設・設備についても伊勢崎キャンパス

において人工芝の野球場、屋内練習場、全天候型テニスコート、人工芝サッカー場等の整備が行われ、

授業だけでなく課外活動の環境も飛躍的に向上した。 
 

教育の用に供する情報処理機器などの配備状況 

 3学部ともパソコンについては高速の LANで接続され、インターネットの活用はもちろん、ファ
イルサーバーをはじめとする各種サーバーの利用、プリンター、課題提出用メール等の利用が可能で

ある。この LANの環境は、経営情報学部においては特に情報化教育を徹底して行っていくため、無
線 LAN設備が学生食堂、学生ホール、メディアセンターにそれぞれ開設されており、有線 LANの
情報コンセントも図書館、学生食堂に敷設されている。これにより高度な情報化教育と学修支援が可

能となっている。さらに、講義室の多くには、講義用にパソコンを利用できる設備があり、AV機器
やプロジェクターと連動して視覚効果的な講義展開が可能となっている。 
また、伊勢崎キャンパスと高崎キャンパスは双方向の遠隔授業システムが設置され、学部や学科間

の枠を超えて、講義が展開されている。同時に、研究発表や情報交換会といった場においても使用さ

れ、教員の共同研究促進のための設備としても使用されている。 
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 教育の用に供する情報処理機器などの、配備状況は以下のとおりである(表 10－1)。 
 

表 10－1 情報処理機器などの、配備状況 
学部 教室 台数  

ビジネス情報学部 コンピュータ A教室 60 パソコン 
ビジネス情報学部 コンピュータ B教室 30 パソコン 
ビジネス情報学部 コンピュータ C教室 30 パソコン 
経営情報学部 コンピュータ A教室 42 パソコン 
経営情報学部 コンピュータ B教室 42 パソコン 
経営情報学部 コンピュータ C教室 30 パソコン 
看護学部 マルチメディアセンター 68 パソコン 

 
記念施設・保存建物の管理・活用の状況 

 現在、学内において該当する建物は、平成 5年に建築した三俣記念館がある。ここは約 1000人収
容できる記念ホールであり、照明設備・音響設備も整っている。この記念館は学生の入学式、学位記

授与式が挙行されるほか、公開講座や記念講演、学生の課外活動や学園祭等に、また、法人内に設置

されている幼稚園の発表会の場として利用されている。この建物内部に理事長室や役員室、法人本部

事務室が置かれていることもあり、三俣記念館は大学高崎キャンパス事務室総務課と、法人本部総務

部が共同で管理している。 
 
〔点検・評価〕 
 体育館を除いた施設については、建築年月が比較的新しく、現有施設で充分に教育研究の遂行が可

能であり、今後しばらくの間は新たな拡充は必要性ないと思われる。いかに有効活用できているかを

検証し、その上で維持管理の具体的な方策を計画することとしたい。一方、多くのパソコンが、すで

に導入後 5年を経過しており、新しい OSが登場している。OSの違いから学生の個人所有のパソコ
ンや教員用のパソコンとソフト等の互換性に支障が出るケースもある。また、AV教室の機器につい
ても型式が古くなってきている。 
 
〔改善方策〕 
平成 21年度に法人本部総務部に学内全施設を点検、整備する部署として検収課を設け、メンテナ
ンス計画や維持管理計画を作成し、実施していくことにした。また、パソコン等の設備についてはメ

ディアセンター運営委員会が各学部の情報担当教員、職員で構成され、同委員会で本学における情報

化教育の目標を学部ごとに定めるとともに、この目標に沿ったパソコンの入れ替え計画を早急に作成

し、実行に移していく予定である。AV教室の機器についても同運営委員会で検討を進める。 
 
2)夜間大学院などの施設・設備等 

夜間に教育研究指導を行う大学院における、施設・設備の利用やサービス提供についての配慮の適切性 

〔現状説明〕 
 本学大学院は、3号館 6階が大学院専用施設となっており、2つの講義室、2つの演習室、院生の
自習室、ロッカーなどがある。自習室には、5台のパソコンおよびプリンターが備えてある。昼夜開
講制を取っており、夜間において授業を受ける院生も数多くいる。そのため大学院の講義がある高崎
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キャンパスにおいては、通常午後 5時 15分で終了する事務室も、午後 9時まで業務を執り行ってお
り、施設を利用する院生や講義を受ける院生に対応している。また、図書館も利用者の関係上、高崎

にある分館は午後 9時まで日常業務を行い、同じくメディアセンターやコンピュータ教室も利用が可
能となっている。こうした対応により院生は夜間でも各施設を利用することができる。 
 
〔点検・評価〕 
 業務時間の延長により、夜間においても院生に対して十分なサービスが提供できており、今後もこ

れらの対応は継続して実施していく。 
 
〔改善方策〕 
 院生の要望を実現できるよう、夜間勤務の職員、教員が注意深く院生の声に耳を傾けるようにした

い。 
 
3) 本校以外に拠点を持つ、大学院の施設・設備等 

本校以外の場所にも拠点を置き、教育研究指導を行う大学院における施設・設備の整備の適切性 

 東京都中央区の東京駅前に本学研究科の東京サテライトを設置し、平成 19 年度から平成 21 年度
にかけて「金融と経営コース」を開校した。適切な施設・設備を整備していたが、平成 21年度末で
教室を閉鎖した。 
 

4)キャンパス・アメニティ等 

〔現状説明〕 
キャンパス・アメニティの形成・支援のための体制の確立状況 

キャンパス・アメニティの形成・支援のための体制は、キャンパス事務室教学課が学生生活全般に

わたっての窓口になっている。科目履修、奨学金の申請など様々な相談が寄せられる。留学生固有の

問題に対応する窓口としては、留学生の多い伊勢崎キャンパスに留学生センターが設置され、高崎キ

ャンパスが支所となる。また、教員組織においては、各学部の学生指導委員会が学生生活全般の指導

助言及び相談等を行う。学生の側からは、学生自治組織である学友会が学生総会での意見を取りまと

め大学に伝えている。そのための組織として、学生、教員、大学側理事が参加する 5者会談が行われ
ている。また、教育上の意見・要望は、ゼミナール制、チューター制などの少人数教育を採用してい

るため、学生が教員に直接伝達できる体制となっている。さらに、上武大学教育研究センターが中心

となり、平成 20 年度に学生満足度調査を初めて実施した。この結果を基に各キャンパスの事務局、
各学部教授会で関連した項目について対応策を検討している。 
学部ごと、あるいはキャンパスごとに出てきた問題点については、学部やキャンパスで対応する。

全学的な問題については、大学事務局、学生指導連絡会議、大学協議会さらには法人運営会議におい

て検討され、常任理事会で最終決定される。 
 

「学生のための生活の場」の整備状況 

伊勢崎、高崎両キャンパスとも自然に恵まれた環境にあり、学生は静かな環境で勉学に打ち込むこ

とができる。両キャンパスの建物は、統一されたイメージで建てられ、冷暖房が完備し、バリアフリ

ー化がなされている。平成 19年度より学生の要望により校舎内全面禁煙が徹底され、受動喫煙が防
止されている。喫煙は屋外に設けられた喫煙コーナーに限定される。キャンパス内の清掃は委託した

清掃会社の清掃員が構内を毎日清掃しており、清潔感溢れるキャンパスが維持されている。 
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両キャンパスには、設備として学生食堂(伊勢崎キャンパス席数 450、高崎キャンパス席数 200席)、
談話室、コンビニエンスストアが整備されている。高崎キャンパスには食堂に隣接して学生ホールが

ある。これらはいずれのキャンパスでも中心部にあり、多くの学生が憩いの場として利用している。 
学修のために設置された施設は、図書館(高崎キャンパスは分館)、コンピュータ教室があり、放課
後も開放されている。また、体育館、グラウンド、テニスコートが両キャンパスにあり、事務室総務

課に使用申請をすることで学生が自由に利用でき、サークル活動などで放課後汗を流している。特に

伊勢崎キャンパスにはクラブ活動やスポーツマネジメント学科の授業で使用するスポーツ施設が整

備されている。さらに文化系、体育会系のクラブのための部室や練習場があり、学生がクラブ活動を

楽しむ環境が整えられている。 
その他、クラブやゼミの宿泊用施設として伊勢崎キャンパスに雑草会館があり、合宿などに利用さ

れている。学園祭である「雑草祭」の際には、準備のために学生が泊まり込んでいる。 
自動車で通学する学生が多いため、両キャンパスとも大学構内および周辺に広い駐車場を備えてお

り、学生が自由に利用できる。 
また、大学からの連絡は掲示板およびホームページを通じて行われるが、休講や補講などの連絡は、

学生が携帯電話で確認できるサイトが設けられており、随時確認できる。 
学外(吾妻郡草津町)には草津セミナーハウスがあり、学生の課外活動、研修・厚生施設として高い
効果をあげている。 
 

大学の周辺の「環境」への配慮の状況 

地域と共存する大学として、とりわけ周辺地域との良好な関係を維持する努力をしている。伊勢崎

キャンパスでは、ボールを使用する運動施設を高いネットで囲い、ボールの飛び出しを防いでいる。 

運動施設の殆どを全天候型に整備していることにより、群馬県特有の空っ風での砂塵被害を防止し

ている。 

高崎キャンパスは、静かな住宅地に隣接しており、過去に、学園祭の音楽イベント時や吹奏楽部の

練習時の騒音が問題となることがあった。また、住宅地に高層の建物が建てられているため、近隣の

一部の住宅で電波障害の発生が起こっており、共同アンテナを設置し対応している。車で通学してく

る学生のためには十分な駐車場を設置しており、学生による違法駐車による近隣の住民への迷惑が起

こらないよう配慮している。 

両キャンパスとも分別収集を実施しており、紙類は資源ごみとして別に回収し、一般ごみは市の処

理場で焼却し、処理している。不燃物については、缶・ビン・ペットボトル等に分別後、業者に委託

し処理している。また、看護学部の実習等で発生する薬液など大学が排出する産業廃棄物は、全て回

収し、処理業者へ委託し処理している。 
 
〔点検・評価〕 
 小規模の大学であるが故のメリットを活かし、学生と大学との関係が密であり、学生の意見・要望

が比較的スピーディに実行されており、現在のところ、快適なキャンパス・アメニティが確立されて

いると評価できる。例えば、両キャンパスとも、近隣に店舗等が乏しいことから学内の売店の充実を

求める声があり、これに対応した結果、学生から評価を得ている。 
施設の利用という面でみると、伊勢崎キャンパスの図書館は午後 6時を過ぎるとほとんど利用者が
いない。これに対し、高崎キャンパスでは図書館、学生ホール、メディアセンターとも午後 9時まで
の開館時間中、試験勉強やゼミの課題研究などで比較的利用者が多く、夜間開館の目的を果たしてい

る。 
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〔改善方策〕 
伊勢崎キャンパスの図書館については、積極的な利用の呼びかけをするほか、自己学修の場のあり

方についても、図書館長を中心に図書館司書室、図書委員会で検討していかなければならない。ただ

し、平成 21年度に図書館の利用率を向上させる試みが図書委員会を中心に検討され、実施された結
果、利用者が伸びており、夜間についても利用率向上を検討する。学生満足度調査で最も批判の強か

ったのが、学生食堂のメニューだった。不満の改善に向けて、業者との話し合いを続ける。 
周辺への「環境」の配慮では、特に高崎キャンパスは住宅地に接していることから、騒音、通学用

の車の通行など細かな心遣いが必要になる。その基盤となるものは教職員、学生個々人の意識である。

そのための意識の高まりを啓発していく方策を全体計画の中で検討していく必要がある。 
 
5)利用上の配慮 

〔現状説明〕 
施設・設備面における障がい者への配慮の状況 

伊勢崎キャンパス、高崎キャンパスともに、基本的にバリアフリーの考え方に則した配慮がされて

いる。伊勢崎キャンパスでは、教育棟、本部棟、図書館棟といった主要な建物は平成 6年以降、順次
改修され、段差の解消やスロープ、手すりなどの設置がされている。エレベータについても、教育棟、

本部棟、図書館棟で車椅子対応のものが配備されているほか、教育棟 1 階、図書館棟 1 階に身障者
用トイレが設置されている。 
高崎キャンパスでは、2号館、3号館への共通入口にスロープ、手すりが設置されているほか、回
転扉が配置されている 4号館では、身障者用に扉が全開になるよう設定されている。学生生活上で必
要な場所への移動はすべて車椅子での移動が可能である。2号館のエレベータは平成 20年に改修さ
れ、すべてのエレベータが車椅子対応となった。3号館、4号館の 1階に身障者用トイレを備えてい
るほか、2号館、3号館の男子トイレには、手すりが設置されている。 
 

キャンパス間の移動を円滑にするための交通動線・交通手段の整備状況 

伊勢崎キャンパスと高崎キャンパスは車での移動時間にして約 20分の距離にある。一部の授業科
目でキャンパスを移動して講義を受講するケースがあるため、シャトルバスが 1 日 4 便両キャンパ
ス間を往復し、学生、教職員が自由に利用できるようになっている。また、シャトルバスの出発時刻

以外であっても必要な範囲で職員が公用車により送迎している。 
 
〔点検評価〕 
伊勢崎キャンパス、高崎キャンパスともにキャンパスの整備が比較的近年に行われ、ほぼバリアフ

リーが整備されており、学修上必要な場所に他人の補助を受けることなく、車いすで自由に移動でき

る環境が達成されている。両キャンパスともに建物がすべて連結されているため、身障者が大きなス

トレスを感じることなく学生生活を送ることができるよう配慮がなされている。身障者の受け入れ実

績も多く、個々の学生の希望に添うように整備を繰り返し行ってきたため妥当なものであると評価で

きる。 
シャトルバスは、講義の受講に支障がないよう時刻表が組まれており、学生も時間に無駄なく移動

ができているが、利用者はそれほど多くない。 
 
〔改善方策〕 
 シャトルバスについては、現状では大きな問題はないが、利用学生の要望などを聴取するとともに、
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更なる利便性の向上を図りたい。 
 
6)組織・管理体制 

〔現状説明〕 
施設・設備等を維持・管理するための責任体制の確立状況 

 本学の施設・設備の維持管理は、法人本部総務部(検収課)、両キャンパスの総務課、情報処理関係
設備についてはシステム課が管理運営にあたっており、日々施設・設備の点検等を行っている。なお、

両キャンパスの総務課を統括する形で、平成 21年度から法人本部の総務部に検収課を併設し、各学
部と協力して大学全般に亘る施設設備の維持管理業務を執り行っている。また、各キャンパスの総務

課が窓口となり、法定点検及び保守点検を業者に委託して実施している。 
業務委託しているものは、①建物内全館清掃業務(通年)、②保安管理(通年、警備会社委託)、③エ
スカレーター(年 1 回、業者委託点検)、④エレベータ(業者委託遠隔監視メンテナンス契約および 3
ヵ月点検)、⑤自動扉(年 2回、業者委託点検)、⑥電気工作物定期点検(月 1回)、⑦浄化槽の保守・点
検(週 1回)、⑧住水槽の清掃および減菌作業・点検(月 1回)、スクールバスの 3ヵ月点検、⑨防火設
備の保守点検(年 2回)、⑩空調の保守点検(年 2回)などがある。 
 

施設・設備の衛生・安全の確保を図るためのシステムの整備状況 

 衛生・安全を確保する担当部署は、両キャンパス総務課と法人本部総務部(検収課)である。担当は
学内が安全で快適な教育環境となるよう、施設・設備の点検のほか、産業廃棄物の処理(外部産業廃
棄物業者に委託)、グリストラップの汲み取り(外部産業廃棄物業者に委託)等も行っている。 
防災・防火対策においては、各教室・研究室などに火災探知機が設置され、両キャンパス事務室で

一括管理できる。防火管理者を置き、防火・防災管理計画に基づく緊急連絡網、消防団組織、緊急対

策マニュアルの整備・訓練を実施している。また、防災対策や防火対策のための緊急対応業務案を作

成し、全職員に対して周知徹底している。 
 
〔点検・評価〕 
 施設や設備の維持管理及び日常の衛生・安全面での確保は原則学内の担当部署が行い、法令で定め

られている点検・整備・検査を外部業者に委託している。本学の総務課の人数から考えると必ずしも

十分な管理体制とは言い難いが、今まで特に問題なく、担当部署が適宜適切な対応を行ってきた。防

災上の計画も整備されており、緊急用具や医薬品、水や非常食なども相当数を確保しており、災害時

への対応には万全を期している。 
近年は、環境問題が重視され、資源エネルギーの節約や有害物の処理や排出を極力抑制することが、

社会的責務でもあり、省エネ・ゴミ削減等のさらなる対策が必要である。 
 
〔改善方策〕 
 各施設設備の現状把握と、今後の利用計画を踏まえた上で、これからの維持管理行う必要がある。

そのため無駄のない施設設備の有効利用を心がけると共に、職員のみならず学生たちにも学内クリー

ン週間や、省エネ週間などを意識させ、大学として環境問題にも取り組む姿勢を促していきたい。 
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2．伊勢崎キャンパスの施設・設備(ビジネス情報学部) 

 

1)施設・設備等の整備 

〔現状説明〕 
大学・学部、大学院研究科の教育研究目的を実現するための施設・設備等諸条件の整備状況の適切性 

伊勢崎キャンパスには、ビジネス情報学部があり、同学部の学生・教員が教育研究目的を実現する

ための教育施設・設備を整えている。本キャンパスの主要施設としての教育棟(平成 11 年、8 階建、
延床面積約 7,000㎡)は、1階から 6階までに教室 28室、7・8階は専任教員の研究室 35室と小会議
室等が設けられている。図書館棟(平成 6年、5階建、延床面積約 5,500㎡)には、1階にコンピュー
タ教室、学生談話室、保健室(学生相談室)、会議室、2階から 5階までは図書館及び 8教室が設けら
れている。 
本キャンパス全体では、400人収容の大講義室(AV教室)、200人規模の教室 5室(内 AV教室 2室)、

150人規模の教室 6教室(双方向遠隔教室 1室)、コンピュータ教室 3室、その他少人数のゼミ室及び
100人以下収容の教室が 22教室設けられている。本部・食堂棟(平成 12年、3階建、延床面積約 3,200
㎡)には、学生食堂(席数 450)、コンビニエンスストア、事務室、茶室、学長室等が設けられている。 
他に、体育館(柔道場含む)、部室棟、トレーニングルーム、人工芝野球場(約 24,000㎡)、屋内練習
場、全天候型テニスコート(約 4,600 ㎡)、全天候型陸上競技場(約 21,200 ㎡)、人工芝サッカー場(約
13,000㎡)等が整備されている。野球場には、観客席もあり、大学のリーグ戦など公式戦での使用だ
けではなく、高校チームが練習試合をしたがる「あこがれの球場」になっているほどで、構内にある

雑草会館に宿泊して、試合をするケースがよくある。 
 

教育の用に供する情報処理機器などの配備状況 

 図書館棟には、コンピュータ教室が 3室設置されており、パソコン 60台設置の教室が 1室、パソ
コン 30台設置の教室が 2室確保されている。教育棟 3階には、高崎キャンパスと双方向の遠隔授業
が可能なシステムを設置している。また、キャリアサポート室にも就職情報を検索するために 5台の
パソコンが設置されている。また、ビデオや DVD、パソコンの映像を映写できる AV 教室が大講義
室、遠隔教室以外に 4教室ある。 
 
〔点検・評価〕 
 本キャンパス内の教育施設は、学生数及び利用状況に応じた状況となっており、教育研究を実現し

ていくうえで、現有施設で十分遂行可能であると思われる。特にスポーツ施設については高水準の施

設が整っている。ただ、運動施設に関しては、学生の利用頻度が高いこともあり耐用年数が短くなっ

ているので、今後、施設・設備の維持管理を徹底する必要性があると思われる。 
コンピュータ教室に設置されているパソコンについては、導入後 5年を経過していることもあり、

OS の違い等から不具合を生じるケースもある。また、AV 機器を使用しての授業も多くなってきて
いるが、現在は時間割等の編成で解決している。無線 LANなどの設備も高崎キャンパスに比べると
少ない。教育目標などと照合しながら、さらなる充実が必要になる。 
 
〔改善方策〕 
 情報処理機器等については、メディアセンター運営委員会等で本学部の要望を検討してもらい、パ

ソコンの入れ替えや無線 LANの整備等も検討していきたい。 
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2)キャンパス・アメニティ等 

〔現状説明〕 
キャンパス・アメニティの形成・支援のための体制の確立状況 

 学生の生活を支援する体制としては、伊勢崎キャンパス事務室教学課が窓口となり、学生の支援に

当たっている。また、アジア地域ビジネス学科を中心に多数の留学生が在籍するが、留学生の相談窓

口・対応部署として留学生センターが事務室内に設けられている。主に教育関連の要望については、

1年次から 4年次までのゼミ制の中で教員が直接聞くことができる。学生のキャンパス・アメニティ
に関する要望などは、学部内で対応できる問題は事務室や教授会で処理し、全学的な問題については

事務局、学生指導委員会連絡会議、大学協議会、法人本部運営協議会で検討し、常任理事会で決定さ

れる。 
 

「学生のための生活の場」の整備状況 

本キャンパスは、群馬県と埼玉県の県境に位置し、利根川沿いの自然豊かな場所に立地している。

キャンパス全体は煉瓦調のインターロッキングで舗装し、主要な校舎はベージュ色で統一され、視覚

的な安定感を備えている。また、キャンパスの正門から建物に至るまで植樹された桜や中庭のいちょ

うが四季の中で豊かに彩りを添えている。屋外にはベンチが置かれ、晴れた日には学生が三々五々談

笑している姿が見かけられ、桜の季節には花見を楽しむ学生も多い。主要な校舎は平成 6年より順次
新築され、全館で冷暖房設備が完備されている。校舎内は清掃員によって毎日清掃され、清潔に保た

れている。また、校舎内はすべて禁煙であり、建物の外に喫煙所が設けてある。 
本キャンパスでは、学生の往来が学生食堂を中心に集中しており、休み時間は多くの学生で賑わい

を見せている。学生食堂の脇にコンビニエンスストアがある。談話室には各新聞が置かれている。夜

間も開放されている施設は、図書館が原則として月～金曜の午前 9時から午後 5時 15分、コンピュ
ータ教室が午前 9時から午後 9時まで自由に使用できる。 
スポーツ施設として、人工芝野球場(照明設備付)、全天候型テニスコート(照明設備付 5 面)、全天
候型陸上競技場(照明設備付)、人工芝サッカー場(照明設備付)、体育館、柔道場、屋内練習場、トレ
ーニングルームがある。運動部の使用が優先するが、一般学生も使用願いを申請すれば使用できる。

また、各クラブの部室棟があり、運動部や文化部、学友会の本部などに使用されている。一方、留学

生に日本の文化を知ってもらい、日本人学生に自国の伝統を伝える施設として、本部棟に茶室が備え

られている。現在は一時休止しているが、月に 2日、茶道の師範が希望する学生に指導をしていた。 
 

大学周辺の「環境」への配慮 

 ボールを使用する運動施設では、施設を高いネットで囲い、ボールの飛びだしを防いでいる。運動

部員は大声をあげて練習をするが、キャンパスが広く、近隣への騒音にはなっていない。また、夜間

の練習で照明設備を稼働させているが、近隣に住宅も少なく、21 時頃までであるため、おおむね理
解を得られている。 
 
〔点検・評価〕  
教学課、留学生センター、学生指導委員会等が協力してキャンパス・アメニティを形成・支援する

体制は、おおむね問題はないと考える。 
夜間まで開館している施設のうち、コンピュータ教室は利用者も多く効率的に活用されている。し

かし、図書館については午後 6時を過ぎるとほとんど利用者がいない。スポーツ施設は運動部を中心
にキャンパス内で最も活用されている。照明設備が施されているため夜間でも利用が可能となってお
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り、夜遅くまで集中して練習することができる。しかし、運動部の使用が優先されているため、一般

学生が自由に使える施設には必ずしもなっていない。ただ、一般学生から使用したいという要望は出

ていないので、問題とはなっていない。 
 
〔改善方策〕 
 図書館の夜間利用については、学生のニーズを考慮したい。昼間の図書館利用については 21年度
に図書館からの働き掛けがあって、大幅に増えている。こうした試みを検討したうえで、開館の必要

性について検討する。 
 
3)利用上の配慮 

〔現状説明〕 
施設・設備面における障がい者への配慮の状況 

キャンパス間の移動を円滑にするための交通導線・交通手段の整備状況 

 教育棟、本部棟、図書館棟などの主要建物では、段差の解消やスロープ、手すりなどが設置され、

エレベータも各棟で車いす対応のものが設置されている。また、トイレは教育棟、図書館棟の 1階に
それぞれ設置されている。 
キャンパス間の移動を円滑にするための交通動線・交通手段の整備状況 
 本キャンパスと高崎キャンパスの間のシャトルバスが運行されている。1限から 4限までの授業に
出席できるように 1日 4便が往復している。 
 
〔点検・評価〕 
 校舎がいずれも平成 6年以降と新しいこともあり、バリアフリーの考え方が採用されている。しか
も、すべての建物が 1つにつながっているため、車いすで自由に移動できる。シャトルバスの運行は、
高崎キャンパスの授業を受ける学生の需要をほぼ満たしているとみられる。 
 
〔改善方策〕 
 シャトルバスについては学生の要望があれば、対応策を考えたい。 
 
4)組織・管理体制 

〔現状説明〕 
施設・設備等を維持・管理するための責任体制の確立状況 

施設・設備の維持・管理は伊勢崎キャンパス事務室総務課が中心となり、法人本部総務部検収課と

も連携しながら、実施している。総務課が点検・整備し、メンテナンス計画や維持管理計画を検収課

と検討する。清掃業務など必要に応じて業者に委託し、機器の修理の必要があれば、業者に依頼して

いる。また、野球場、陸上競技場、サッカー場、テニスコートなどの運動施設が多数あり、総務課が

保守・管理などの責任を持つが、日常の維持・管理は使用するクラブが中心になって行っている。 
 

施設・設備の衛生・安全の確保を図るためのシステムの整備状況 

 伊勢崎キャンパス事務室総務課が中心となり、法人本部総務部と連携しながら、衛生・安全面の確

保を図る。防火設備としては、各教室、研究室等に火災探知機が設置され、火災の際にはその建物と

事務所に警報が鳴り、事務所では出火地点を特定できる。衛生面では毎日の校舎内の清掃業務を委託

している。また、防犯の面では、教職員は名札を下げ、来訪者は事務所で来訪者用の名札をもらって
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下げることにしており、不審者が内部にいると、すぐに識別できる。防災上の医薬品や水などの備蓄

なども進めている。 
 
〔点検・評価〕 
 施設・設備の維持管理、施設・設備の衛生・安全面の確保では、これまで特に問題は起きていない。 
 
〔改善方策〕 
 今後も引き続き、担当部署を中心とした設備・施設の維持・管理に努め、学生が快適な学生生活を

送れるように配慮する。 
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3．高崎キャンパスの施設・設備(経営情報学部・看護学部及び大学院) 

 

1)施設・設備等の整備 

〔現状説明〕 
大学・学部、大学院研究科の教育研究目的を実現するための施設・設備等諸条件の整備状況の適切性 

 高崎キャンパスには、経営情報学部、看護学部及び大学院があり、一部施設・設備等を共用してい

る。2号館(平成 3年、6階建、延床面積約 4,620㎡)は 1階を除いて主に経営情報学部で使用してい
る。1階は共用の学生ホール及び食堂、2階はメディアセンター、3階は会議室及び研究室、4・5階
は研究室がある。共用の施設である 3号館(平成 6年、7階建、延床面積約 5,780㎡)は、1階にコン
ピュータ教室、事務室、2階から 5階までに 24教室、6階は大学院専用で、2つの講義室、2つの演
習室のほか、院生の自習室、ロッカーなどがある。 
本キャンパスでは、平成 3年の 2号館(コンピュータセンター)の設置を始めとして、学内の教育施
設の拡充を行ってきた。平成 5年には講堂(三俣記念館)、平成 6年には 3号館(教育棟)、平成 16年
に 4号館(看護学部棟、1・2階は図書館分館)、平成 17年に学生ホール、平成 19年にメディアセン
ターというように、パソコンや AV機器などを備えた各施設を次々に開設させている。こうした一連
の施設拡充計画により、学内の教育環境は飛躍的に向上してきた。これらの施設設備は大学設置基準

を十分満たしており、教育研究活動を推進していくことに適した環境が整備されている。 
看護学部が主に使用する 4号館(平成 16 年、8階建、延床面積約 6,961 ㎡)は、学部開設に合わせ
竣工され、1・2階は共用の図書館分館、3階にはクリニカルサイエンスラボ(自然科学実験室)、バイ
オメディカルラボ(自然科学実験準備室)、マターナル＆チャイルドヘルスセンター(小児・母性実習室)、
標本資料室(小児・母性実習準備室)及び研究室、4階にはナーシングスキル・トレーニングセンター、
リハビリテーションルーム及び研究室、5階にはコミュニティーケアセンター及び研究室、6階には
エマージェンシー＆ハイケアセンター(救急看護実習室)、マルチメディアセンター(コンピュータ実習
室)及び研究室、7 階は会議室等がある。先端的な看護技術を学ぶための充実した教育施設が整備さ
れている。 
本キャンパス全体では、30～60人収容の教室 12室、100人収容の教室 1室、200人収容の教室 2
室、104人～410人収容の AV教室 9室、さらにコンピュータ教室 4室(A・B・C)がある。またメデ
ィア関係の施設・設備として、メディアセンターがあり、プレゼンテーションルーム、ミーティング

ルーム、スタジオ、レビュールーム、メディアラボがあり、最新の設備と環境を整えている。CGや
Web コンテンツの制作ができるパソコンや、映像制作や編集のできるスタジオなど、画像や映像系
に特化した学修の施設である。また、自習コーナーを設けており、パソコンを自由に使用えるほか、

学生が様々な打ち合わせなどに使用できる。 
運動用施設としては、体育館のほか、河川敷内に野球場、陸上競技場、全天候型テニスコートを整

備している。  
 
教育の用に供する情報処理機器などの配備状況 

 経営情報学部が主に使用する 2号館 2階のメディアセンターには、コンピュータ教室 Cに 30台、
自習コーナーには 5台、3号館 1階にコンピュータ教室 A・Bに 84台のパソコンが備えられ、学生
個人の学内 LAN，インターネット端末等として利用されている。3号館には AV教室が 7教室あり、
LAN回線が整備され情報関係の授業に利用されている。AV教室では DVDやビデオ、テレビ、パソ
コンなどの映像のほか、インターネットに接続し、それをスクリーンに映すことができる。その他図

書館・キャリアサポート室にも学生が利用できるパソコンが設置されている。また、無線 LAN設備
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が学生食堂、学生ホール、メディアセンター、AV 教室にそれぞれ開設されており、有線 LAN の情
報コンセントも図書館、学生ホールに敷設されている。これにより高度な情報化教育と学修支援が可

能となっている。 
看護学部に専用として 4号館 6階にマルチメディアセンター(コンピュータ実習室)として 68台の
パソコンが設置されている。看護学部の学生は経営情報学部の情報機器を利用できる。 
 大学院用の 6階にはパソコンが 5台とプリンターが設置されている。 
 
〔点検・評価〕 

4号館の各教室に設置された設備、機器類は看護技術の修得に効果を発揮している。例えば、ナー
シングスキル・トレーニングセンター(4 階)には、実際の病棟で採用されている先端的な医療機器や
ベッドサイドモニターが備えられており、学生は病院と同じ感覚で学ぶことができる。しかも看護師

の求められる場は、病院だけではなく、より多様化している。こうした状況に対応し、コミュニティ

ケアセンター(5階)では、地域で生活している要介護高齢者や障がい者等に対して必要な援助方法や、
地域住民に向けた健康教育の方法などを学べる。看護技術の多くを学べる施設として評価できる。ま

た、メディアセンターも画像処理に関する一貫した過程を学べる点で評価できるだろう。 
ただし、3号館のコンピュータ教室 A・B、4号館のマルチメディアセンターのパソコンは設置後 5
年以上経過しており、最新の情報教育を実施するうえでも入れ替えを検討する必要がある。 
施設については、現有施設で充分に教育研究を遂行できると思われ、今後暫くは拡充を行っていく

必要性はない。むしろ配備された機能が充分に生かされているかを検証し、その上で維持管理の具体

的な方策を計画することとしたい。 
 
〔改善方策〕 
パソコンについては、ビジネス情報学部と同じ考え方だが、メディアセンター運営委員会で情報化

教育の目標を設定し、これに添ってパソコンの入れ替えを早急に実行していきたい。 
 
2)夜間大学院などの施設・設備等 

夜間に教育研究指導を行う大学院における、施設・設備の利用やサービス提供についての配慮の適切性 

〔現状説明〕 
「1．大学全体の概況」で述べた内容と同様である。 
 
〔点検・評価〕 
「1．大学全体の概況」で述べた内容と同様である。 
 
〔改善方策〕 
「1．大学全体の概況」で述べた内容と同様である。 
 

3) 本校以外に拠点を持つ、大学院の施設・設備等 

本校以外の場所にも拠点を置き、教育研究指導を行う大学院における施設・設備の整備の適切性 

〔現状説明〕 
「1．大学全体の概況」で述べた内容と同様である。 
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〔点検・評価〕 
「1．大学全体の概況」で述べた内容と同様である。 
 
〔改善方策〕 
「1．大学全体の概況」で述べた内容と同様である。 
 

4)キャンパス・アメニティ 

〔現状説明〕 

キャンパス・アメニティの形成・支援のための体制の確立状況 

 高崎キャンパス事務室教学課が窓口となり、学生の学修・生活の支援に当たっている。教学課は、

原則として経営情報学部、看護学部、大学院の担当者を分け、よりきめ細やかな対応ができるように

している。また、留学生に関しては留学生センターのメンバーである経営情報学部教学課が窓口とな

る。教育関連では、経営情報、看護両学部の学生指導委員会がゼミ担当やチューター担当の教員を通

じて学生の要望を集め、委員会として改善すべきことがあるか検討する。学生のキャンパス・アメニ

ティに関する要望は、学部内で対応できる問題は事務室や教授会で処理し、全学的な問題については

事務局、学生指導委員会連絡会議、大学協議会、法人本部運営協議会で検討し、常任理事会で決定さ

れる。 
 

「学生のための生活の場」の整備状況 

高崎キャンパスは、四季折々の多彩な自然に彩られる烏川沿いにあり、伊勢崎キャンパス同様、キ

ャンパスは赤煉瓦調のインターロッキング舗装がされ、校舎はベージュ色で統一されている。キャン

パス北側には芝が敷き詰められ、桜をはじめとした樹木が色彩を演出している。建物内はすべて冷暖

房設備があり、委託業者によって毎日清掃され、清潔に保たれている。また、全館禁煙となっており、

校舎の外に喫煙所が設けられている。 
 学生の憩いの場として、平成 17年に学生ホールが整備された。学生食堂に隣接し、100インチの
大型モニターのほか、メディアセンターのスタジオと直結した 6つのモニターが備えてある。本学が
関わった様々な行事の様子を写したビデオ映像が、このモニターで放映されることもある。100席の
イスとテーブルが配置され、学生は友人との語らい、クラブ・サークルのミーティング、自習、ゼミ

や授業の研究発表の準備などに利用している。また、授業が行われることもあるほか、音楽会や公開

講座などにも開放される。開放されている午後 9時までの時間中、多数の学生に利用されている。こ
れとは別に学生用談話室が設けられている。 
平成 20年に開設したメディアセンターも同様に、午後 9時まで開館しており、撮影したビデオの
編集作業や、サークル活動での利用、自習コーナーなどが積極的に活用されている。自習コーナーは、

パソコンの利用や学生同士あるいはクラブの打ち合わせに使用されているほか、C教室も午後 9時ま
で開放されている。また、コミュニティラジオ、FM高崎で毎週放送しているラジオサークルは、こ
のスタジオで番組を収録している。メディアセンターではスタジオなどの利用だけではなく、撮影機

器などの貸し出しも行っており、映像を撮りたいという学生に好評である。 
4号館には、各フロアに学生が休憩できる場として、エレベータ近くの窓際に机といすが置かれて
おり、学生の簡単な打ち合わせの場や、授業などでの疲れをいやす場として利用されている。 
本キャンパスは JR新町駅から歩ける範囲にあるが、自動車や自転車による通学も多いため、構内
に駐輪場、周辺に十分な駐車場を設けている。 
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大学周辺の「環境」への配慮の状況 

 周辺は閑静な住宅街であることから、騒音や通学時の運転マナーなどについて気をつけている。吹

奏楽部の音が大きいことから、練習用の防音の部屋を設置した。大学の建物によってテレビ電波がさ

えぎられる点については、アンテナを設置することで解決している。また、看護学部の実習で使用す

る医療関係の廃棄物については、専門業者に委託している。 
 
〔点検・評価〕 
 キャンパス・アメニティについては、学生からの苦情や不満はあまりない。学生ホールを中心に学

生がくつろいだり、話をしたりする場が多い。体制としても概ね整っていると考える。食堂のメニュ

ーに対する不満が最も大きいとみられるが、学生の人数が少ないこともあって、十分に要望を活かす

ことはむずかしい。 
 
〔改善方策〕 
 食堂のメニューについては、機会あるごとに業者と話し合いを続けたい。周辺の環境への配慮とし

ては、学生、教職員に運転マナーを含めて、絶えず自覚するよう注意を喚起する。 
 
5)利用上の配慮 

〔現状説明〕 

施設・設備面における障がい者への配慮の状況 

全館においてバリアフリーの原則が貫かれている。平成 21 年度は車いすの学生が 2 名在籍した。
その対応もあり、障がい者が自由に学生生活を送れるように配慮してある。連結した各号棟間の段差

はなく、エレベータは 2号棟のエレベータが平成 19年度末に改修され、すべて障がい者が利用でき
る。障がい者用トイレは 3 号館と 4 号館 1 階に配置されている。教室についても、固定机が設置さ
れた一般教室では、備え付けの椅子を除去し車椅子用のスペースを確保した。また、駐車場について

は、正門前のスペースを特別に用意し、簡単に乗り入れできるようにしてある。 
 

キャンパス間の移動を円滑にするための交通動線・交通手段の整備状況 

 経営情報学部のカリキュラムにない科目で、ビジネス情報学部にある科目について、一定範囲以内

であれば履修できる。このため、学生が授業を受けられるようにシャトルバスを運行している。 
 
〔点検・評価〕 
 障がい者への配慮については、学生生活を楽しむうえで十分に配慮されていると思われる。シャト

ルバスについては、便数が多いほどよいが、現状では学生からの不満は出ていない。 
 
〔改善方策〕 
 シャトルバスについて学生の声を常に聞くようにしたい。 
 
6)組織・管理体制 

〔現状説明〕 
施設・設備等を維持・管理するための責任体制の確立状況 

施設・設備の維持・管理は高崎キャンパス事務室総務課が中心となり、法人本部総務部検収課とも

連携しながら、実施している。総務課が点検・整備し、メンテナンス計画や維持管理計画を検収課と
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検討する。清掃業務など必要に応じて業者に委託し、機器の修理の必要があれば、業者に依頼してい

る。夜間、土日、祝日などの保安に関しては、警備会社に委託している。夜間・休日に何か不測の自

体が発生した場合には、緊急連絡網で関係者に連絡できるように体制が整備されている。 
 

施設・設備の衛生・安全の確保を図るためのシステムの整備状況 

 高崎キャンパス事務室総務課が中心となり、法人本部総務部と連携しながら、衛生・安全面の確保

を図る。防火設備としては、各教室、研究室等に火災探知機が設置され、火災の際にはその建物と事

務所に警報が鳴り、事務所では出火地点を特定できる。衛生面では毎日の校舎内の清掃業務を委託し

ている。また、防犯の面では、教職員は名札を下げ、来訪者は事務所で来訪者用の名札をもらって下

げることにしており、不審者が内部にいると、すぐに識別できる。防災上の医薬品や水などの備蓄な

ども進めている。 
 
〔点検・評価〕 
 施設・設備の維持管理、施設・設備の衛生・安全面の確保では、これまで特に問題は起きていない。

授業中の緊急時の対応については、教授会で話している。 
 
〔改善方策〕 
 安全維持のための設備などは整っているので、担当部署を中心とした設備・施設の維持・管理に努

め、学生が快適な学生生活を送れるように配慮する。 
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第 11章 図書・電子媒体等 
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第 11章 図書・電子媒体等 
 
〔到達目標〕   

 高度情報化時代における総合学術情報の発信基地として必要な資料を収集・整理・保管して、本学

の教職員及び学生の利用に供し、その学術研究並びに教育・学修に資する。また地域社会の文化の向

上と産業経済の発展に寄与するべく、広く地域社会に公開し利用に資する。 
そのために、学生の学修と教員の教育・研究を支援する機能を強化し、図書館の利用を促進する。

予算配分内でニーズに適した図書館設備と蔵書の充実を図る。また、本学図書館の特性と本館と分館

のおかれた周辺地域の実情に合わせて、図書館を公開し地域社会に貢献する。 
 
1)図書、図書館の整備 

〔現状説明〕 
図書、学術雑誌、視聴覚資料、その他教育研究上必要な資料の体系的整備とその量的整備の適切性 

本学図書館は本館(伊勢崎キャンパス)と分館(高崎キャンパス)の 2 館からなり、本館は伊勢崎市戸
谷塚町に位置し、ビジネス情報学部学生および教員が主に利用している。また分館は高崎市新町の住

宅街の一角にあり、経営情報学部･看護学部学生と大学院生･教員が主に利用している。両館は距離的

に離れており、図書館の利用には若干の不便さがあるが、両館をネットワークで接続し、また学内便

を実施して、学生･教員等が両館とも十分利用できるようにシステム設計している。 
本館は「商学部単科の大学」としての本学の創立と同時に発足した。当時から商学・経済学・経営

学関係に加えて、社会科学を中心とする専門資料を収集し、利用者の便に応えてきた。また調査のた

めに必要な参考図書の充実とともに、ビデオテープ、CD-ROM、DVD-ROMなどの電子媒体を収集
し、所蔵している。書架棚総延長は 3,030ｍであり、蔵書数は 86,555冊(平成 21年 5月 1日現在)で、
積層書架の増設により 14.0万冊まで収容可能冊である。 
分館は、平成 16年度の看護学部開設までは、社会科学分野を中心に体系的に専門資料を収集・整
備してきた。看護学部開設以降、経営情報学部と看護学部の学部教育・研究の特性を反映した図書の

量的・体系的整備を行ってきた。さらに大学院生用図書について、一部を大学院コーナーに配架して

利用者の便に供している。書架の収容能力は棚総延長で 4,870ｍ、蔵書数は 95,179 冊(平成 21 年 5
月 1日現在)で、収納可能冊数は 13.5万冊である。 
両館とも新書コーナー・文庫コーナーを設けて、学生が気楽に読書することが出来るように配慮し

ている。教養書・実用書ならびに資格取得関係の資料も収集して、学生の利用に供している。また両

館とも、教員研究用図書費で購入した図書は各研究室にて収納・管理し、学生等の利用は当該教員が

使用中でない場合には借り入れ可能なシステムにして、利用者の利便性を高めるよう工夫している。

さらに両館とも、教員用図書について年 1回の教員による図書の照合･点検により資料の所蔵確認を
実施している。 
購入図書の選書は図書館にとって特に重要な業務の一つである。体系的かつ量的な整備を適切に行

うために図書館と図書委員会の密接な情報交換と協力のもとに実施している。図書の選書は各学部図

書委員会により、学部の教育・研究の方針・実情に即して実施している。 
学生用図書の選書に関しては、ビジネス情報学部と経営情報学部では各学部の図書委員会で、専門

分野を考慮して教員の選書担当者をきめ、全体として均衡のとれた選書を心がけている。選書の最終

締切日は 12月末日であるが、選書の効率・効果を高めるために適宜暫定的な選書締切日を決め、集
計し、予算の執行状況を確認して選書を実施している。経営情報学部では教員による学部学生のため
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の推薦図書を企画・実施している。 
大学院生用図書については、大学院を構成する 4つの分野ごとに、担当する教員が中心になって選
書を行っている。また大学院生からの購入要望にも優先的に応えている。 
両館とも、雑誌・新聞等の購読は各図書委員会の選考を考慮して各図書委員長が決定している。見

直しは適宜実施している。参考図書および委員長予算の執行は、図書館司書室でまとめた選書リスト

を、図書館長が確認する方法で実施している。学生の要望に積極的に応じるための学生からのリクエ

ストを常時受け付けている。要望内容について図書館長の了解を得て司書室が購入している。視聴覚

資料については、資料予算の範囲で学生の要望を聞き、司書室が図書館長の承認を経て購入している。 
 

図書館の規模、開館時間、閲覧室の座席数、情報検索設備や視聴覚機器の配備等、利用環境の整備状

況とその適切性 

1)整備状況 
本館は平成 6年 9月に竣工した 5階建鉄筋･鉄骨構造の複合施設の 2･3･4階部分からなり、専有
延床面積は 1,709㎡である。閲覧スペースは 1,120㎡、情報端末スペースは 16㎡である。総閲覧
座席数は 146席を備えている。図書検索システム(OPAC)用端末は 2台である。業務用パソコンは
図書館システムに接続しているものが 3 台、その他事務用が 1 台である。図書館棟 1 階および 5
階にあるコンピュータ室からも、授業中でない時間帯にはインターネット接続で蔵書の検索が可能

である。 
分館は、平成 16年 4月に看護学部開設と同時に教育棟内に新館として開館された。専有延床面
積は 1,530㎡であり、閲覧スペースが 1,236㎡、視聴覚および情報端末スペースがそれぞれ 30㎡
と 16 ㎡である。総閲覧座席数は 110 席で 2 階にゼミ室を設けている。図書館システム(OPAC)用
端末は 2台、業務用は 5台ある。またインターネット接続可能な端末 8台を備えている。平成 20
年度の端末の利用者は 2,341件である。 
また利用者は学外からインターネットを介して、本学図書館の蔵書を検索することが出来るよう

になっている。 
両館ともコピー機 1台を備えて文献複写等の資料の作成に便宜を図っている。 

2)利用環境の整備状況・図書館の開館時間と利用状況 
全館開架方式で、利用者の図書資料へのアクセスが容易になっている。開館時間は、本館は月曜

日から金曜日の午前 8時 30分から午後 5時 15分まで、分館が午前 9時から午後 9時まで、休業
中は午後 5時までである。なお、図書館の開館日時等は図書館ホームペ―ジに掲載して便宜をはか
っている。 
本館の開館一日あたりの利用人数は約 81人であり、分館の同利用人数は 132人である。利用の
内容を学生についてみてみると、ビジネス情報学部生の図書貸出利用人数は延べ 1,856人で、貸出
冊数は 4,004冊である。同じく分館における経営情報学部生の利用人数は延べ 1,251人で、貸出冊
数は 2,230冊である。看護学部生の利用者数は延べ 2,745人で、貸出冊数は 4,997冊である。 
本館では学生は視聴覚の利用者が 6,843人と多く、図書の利用は分館に比較して多くない。分館
では視聴覚の利用よりも、図書の利用者が多い。学生による両館の図書の相互利用はそれほど多く

ない。 
本館でのビジネス情報学部生の図書館利用を高めることが課題である。そのために、図書館 2階
入り口および図書館ホームページの蔵書検索ページに、新着図書案内をしている。 
雑誌の利用については共同利用の観点から館内閲覧に限定している。 
電子ジャーナルに関して、看護学部では CINAHL with Full Textを提供している。経済学関係
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では EconLitと Jstorを導入したが、他のデータベースで代替できるので平成 21年度から停止し
た。電子ジャーナルの導入に際しては、利用希望・利用状況と費用を考慮して決めている。 
レファレンス業務は本館では教職員の利用が多い。分館は看護学部生からの依頼が多く、依頼内

容は主に学外への文献複写依頼である。また両館ともに他大学図書館からの依頼があり、とくに分

館が多くなっている。 
図書館内に設置している複写機の利用は学内共通のプリペイドカード(現金併用可)を導入しセル
フコピー方式で行っている。なお複写機の利用については、著作権保護の観点から、利用に際して

複写申込書に記入のうえ、図書館受付に提出することを義務付けている。 
3)図書館の地域貢献に関して 
一般利用者の利用条件については、特に年齢等の制限は設けていない。入館に際して、身分証明

等で本人確認をしている。図書の貸出については、貸出証を発行し管理をしている。 
学外者の図書館利用に関しては、最近の社会情勢からして図書館のセキュリティを十分考慮して

進めている。従来から図書館内に防犯カメラを設置して防犯対策を実施している。特に分館は看護

学部女子学生の利用者が多いことから、セキュリティには十分な配慮が必要である。 
学外者の利用は、平成 20年度で両館で 267名であり、前年度より多少増えた。 

 
〔点検・評価〕  
毎年図書の収集・整備を確実に実施し、図書の量的整備は年々充実してきている。また図書館司書

の積極的な業務活動により、参考図書・視聴覚資料も充足・整備している。学生のリクエストにも十

分応えている。学生の就職や公務員試験および語学等の各種資格試験のために、図書や資料を取り揃

えている。 
研究用図書については教員が選書しており、ほぼ問題ないが、学生用図書については学生の意見を

どこまで取り入れるかが課題になる。学生用図書は選書担当者の判断で各自の専門分野を前提に選書

を実行している。この際の図書収集基準は明確になっていない。平成 21年 1月に実施した図書館の
利用アンケートによると、「書籍や雑誌の数が少ない」「新しい図書が少ない」などの声がある。選書

に学生自身の声を反映させる必要がある。これについては、看護学部は図書委員会を通じて領域ごと

に選書担当者を決め選書を実施している。前期・後期の 2回集中して、選書を検討し購入している。
学生用図書の購入方式として有効に機能している。平成 21年度からは学生たちが自発的に図書館を
支援するサークル｢図書サポート委員会｣を立ち上げて、学生が主体となって地元の書店を訪れるいわ

ゆる選書ツアーも実施している。経営情報学部でも平成 21 年 12 月に選書ツアーを実施し、学生が
参加した。学生の利用状況・ニーズと選書の適合性について検討すべきである。 
 また、蔵書構成の調査をし、分野ごとの量的整備をする必要がある。もともとの経営・経済系の社

会科学を中心にした学部編成に加えて、看護学というこれまでの学部と性質を異にした学部が加わり

5年を経過していることから、図書の収集・整備にあたり、蔵書の体系的な見直しをする必要がある
と思われる。  
 開館時間に関しては、特に看護の学生から土曜日の開館を望む声がある。しかし、これに関しては

平成 20年度に実施したが、あまり利用者が少なかったために中止した経緯があり、再開すべきかど
うかは慎重に検討する必要がある。 
 図書館ガイダンスおよび文献検索ガイダンス等学生利用サービスを積極的に実施している。学外図

書館等への学生・教員の複写依頼へのサービスも向上している。    
 地域社会への貢献に関して、さらなる公開は大学の資源の配分観点やセキュリティ対策また利用状

況等を十分検討して実行すべきであると考える。分館では隣接している高崎市の新町図書館が改築・
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開館されたので、連携していくことが効果的である。 
 現在看護関係の図書は学外貸出を中止している。今後、看護職の専門家から一般利用者へと、派生

する課題を解決しながら段階的に利用制限を解除していく必要がある。 
 
〔改善方策〕 
図書資料の収集に関して、本館・分館の図書館の特性・専門性について検討し、蔵書の体系的な見

直しを行う。看護関係の図書については、継続的な充実が必要である。一方、学生用図書に関しては、

学生の図書館の利用と読書への関心を高めるために、新刊書コーナーや新書コーナーを充実する。学

生の利用度が高い DVD-ROM・CD-ROM等の電子媒体資料の収集・整備に努める。また、選書ツア
ーなど、学生による選書への参加の取組みを行ったところ一定の成果があったので、さらに有効な方

策を検討する。各研究室に配架されている図書で、啓蒙書など学生の利用が期待できるものについて

は、教員と協力し、図書館に配架することを積極的に進める。 
周辺自治体図書館との協議機関の設置により、相互の利用促進をすすめる。たとえば、周辺自治体

の広報に大学図書館案内を掲載してもらう。また、図書館主催の調査講習会の企画を実施する。 
このほか、著作権に関する対策として、学生および教員対象の講習会等の実施をする必要がある。 
   

2)情報インフラ 

〔現状説明〕 
学術情報の処理・提供システムの整備状況、国内外の他大学との協力の状況 

 私立大学図書館協会、日本図書館協会、群馬県大学図書館協議会、群馬県図書館協会、日本看護図

書館協会の各協会等に加盟して、図書館情報を入手し、図書館運営に役立てている。また国立情報学

研究所の目録所在情報サービス(NACSIS CAT/ILL) に参加し、他大学図書館との間で学術資料の共
同利用を円滑に行っている。国内で所蔵していない資料については British Library(両館),Global 
ILL Frameworkプロジェクトの参加館(本館のみ)として海外との資料の貸借にも応じている｡ 
 データベースについては大学図書館サイトから一定アクセス条件のもとで、アクセスできるように

し利用者の便を図っている。国立情報学研究所の CiNiiに機関加入している。 
 利用者が求める書籍をすばやく見つけ出せるように、所蔵する図書を OPAC で検索できるように
するとともに、検索と同時に配架マップを見ることができるように工夫している。大学外からもイン

ターネットで図書館サイトに接続することで、OPACを利用して所蔵図書を検索することもできる。  
  
学術資料の記録・保管のための配慮の適切性 

 本館の図書の収容能力を検討したところ、現状においても蔵書整理あるいは集密書架等にて対応可

能であることが判明した。今後紀要の電子化が進めば冊子としてのスペースは縮小することになる。 
 分館については図書の収容能力は十分である。各学部の紀要および大学院生の修士論文を在学生が

見やすいように、図書館に配架している。また館内の空調・温度等の管理は適切に行っている。 
 なお、本学発行の紀要は平成 21 年度より電子化(電子パッケージ系電子出版物)することにした。
図書館ホームページに紀要を掲載し、学外からも本学の学術情報の一部を一般利用者に提供すること

とした。洋書・洋雑誌については適宜見直しを実施している。一部雑誌の製本を実施し学術資料の保

管に配慮している。 
中期的には、館内の PCの台数増と利用システムの整備が課題になっている。 
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〔点検・評価〕  
 情報インフラの整備状況は学生・教員の利用状況からして、学生・教員の要求に応えている。現状

において利用者に特に不便をかけていることはないと判断しているため、今のところ所与の環境のも

とで効果的に運営されている。 
 既存の情報インフラの利用を促進するとともに、予算の許す範囲内で一層の情報インフラの整備に

努めるべきである。   
 学術雑誌の保存については集密書架の利用の方法との関係で検討の余地がある。大学・学部・学科

の個性(専門性)に適合した学術資料の収集・整備の内容の検討を行っていく。 
 
〔改善方策〕 
 利用者への図書館案内と利用ガイダンスを実施する。現在 1年次のゼミで実施しているケースが多
いが、これを徹底し、情報機器を含めて利用できるようにしたい。さらに利用者のニーズを測り、そ

のニーズを的確に判断し具体的な整備・充実を図るための具体的方策を検討する。 
 インターネット上で、無償で提供されている学術文献データベースが多数(たとえば Google 
Scholarなど)あるので、この無償のデータベースを利用できるよう、利用者への案内をすることで、
総合的に資料の検索ができるサービスを検討する。 
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第 12章 管理運営 
 
〔到達目標〕 

 大学の管理運営面で重要なことは、制度・規程に則った手続き、運用が適切公正に行われることで

ある。本学では現行の学内手続き、制度を遵守した管理運営を適正に行うこと、さらにそれらを発展

させ、学長、副学長のリーダーシップのもと、組織、制度を確立し、大学が一体的運営を実践できる

よう、効果的な意思決定システムを構築することが目標である。 
 
1)教授会、研究科委員会 

〔現状説明〕 
学部教授会の役割とその活動の適切性 

 本学の教授会に関する運営は教授会規程に定められており、以下に挙げる事項について審議するこ

ととなっている。 
 ①入学、退学、転学、転学部、留学、休学、復学及び卒業に関する事項。 
 ②教育課程の編成に関する事項。 
 ③成績評価、単位認定、単位互換に関する事項。 
 ④入学試験に関する事項。 
 ⑤就職に関する事項。 
 ⑥国際交流に関する事項。 
 ⑦厚生補導に関する事項。 
 ⑧学生の賞罰に関する事項。 
 ⑨図書紀要及び図書館に関する事項。 
 ⑩看護学部においては国家試験に関する事項。 
 ⑪教育研究における自己点検評価に関する事項。 
 ⑫その他前各号に準ずる事項。 
 これらの事項の審議に関しては、各学部に置かれている学部長の諮問機関である委員会が事前に協

議を行い、教授会において報告、提案することとなっている。委員会は教学委員会、入試委員会、学

生指導委員会、就職委員会、国際交流委員会、図書委員会となっており、看護学部のみこれに加えて

国家試験対策委員会が設けられている。専任教員は必ずこれらの委員会に所属し、諸案件について事

前に協議を行っている。 
 こうした各委員会の活動を含み、各学部の教授会は、教育研究の主体的かつ自立的な機関として、

上述の教授会規程に則って公正な運営が適切に行われている。 
 
学部教授会と学部長との間の連携協力関係及び機能分担の適切性 

 各学部には上述のように委員会が置かれているが、これは本学委員会規程に明記してあるとおり、

学部長の諮問機関としての組織である。教授会にかけられる審議案件は、事前に学部長から委員会委

員長に指示され、該当する委員会において十分な検討がなされる。その際に問題となりうるような案

件や、教授会での審議を超えて検討が必要となる案件は、学部長と委員会の連携により調整がなされ

て教授会へ提案報告がなされている。これらの重要事項は全て教授会の審議と承認に基づいて業務が

遂行されており、学部長と教授会に密接な連携が保たれている。 
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学部教授会と評議会、大学協議会などの全学的審議機関との間の連携および役割分担の適切性 

 本学では学部教授会からの提案報告事項や、委員会からの提案報告事項を審議し、全学的な教学及

び管理運営に関する重要事項を審議するために、大学協議会を置いている。この協議会における審議

事項は、上武大学協議会規程により以下のとおり明示されている。 
 ①学部、学科、大学院研究科の設置及び廃止に関する事項。 
 ②学部、大学院に関する諸規程の制定改廃に関する事項。 
 ③学部、大学院の予算執行に関する事項。 
 ④教授会、教授会、研究科教員会議の議を経て行う重要な事項。 
 ⑤その他前各号に準ずる重要な学部間及び学部大学院間の連絡調整事項。 
 この大学協議会は学長が召集し、議長となって提案報告案件を審議している。この協議会の前に、

各学部の委員会メンバーによる連絡会議が開かれ、学部間の調整やとりまとめを行っており、各学部

長もしくは委員会の委員長が議長となっている。従って協議会では各学部の現状はもとより、学部内

の委員会ごとの報告も議事に加わるため、協議会との密接な連携が強化されることに繋がっている。 
この協議会における重要事項等は人事案件を主として、理事者が議長となり運営を行う法人運営協

議会の議を経た上で、最終的には常任理事会や理事会において決定されることとなっている。 
 
大学院研究科委員会等の役割とその活動の適切性 

 大学院の運営については教員会議規程に定められており、研究科長が議長となり研究科担当の教員

を加えて以下の事項を審議することとなっている。 
①入学、休学、復学、留学、転学、退学、除籍、その他身分に関すること。 
②課程修了の認定に関すること。 
③教育課程及び試験に関すること。 
④単位認定及び単位互換に関すること。 
⑤厚生補導に関すること。 
⑥学生の賞罰に関すること。 
⑦研究科の自己点検に関すること。 
⑧その他、研究科に関する重要事項。 
これらの審議事項は、各学部や委員会組織とも連携協力を行いながら、適切に審議され、さらに審

議が必要とされる重要案件については大学協議会や法人運営協議会に提案報告されている。 
   
大学院研究科委員会等と学部教授会との間の相互関係の適切性 

 本学の大学院研究科における教育と研究指導は、ほとんどが学部の専任教員の兼務によって行われ

ている。そのため教員の補充、昇格などは学部の教授会に委ねられており、学部の専任教員の中から

大学院の担当者を必要科目に応じて対応させている。従って研究科と母体となる学部との関係は極め

て良好であり、教育研究の連続性も担保され、協力関係が構築されている。 
 
〔点検・評価〕 
 教授会、委員会、協議会はそれぞれの機能を果たしながら、いずれも明文化された規程のもとで、

公正な運営が行われ、学生個人の問題から大学運営に関わる重要案件に至るまで、スムーズな意思決

定が行われている。また学部長と各種委員会、学長と協議会における連絡会議議長等は、問題解決の

ために定期的な情報交換を行っており、会議における効率的な運営を促す取り組みを率先して行って

いる。そのため常任理事会や理事会における意思決定を行う際にも、それぞれの案件が整理され、統
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括され、十分な時間をかけることが可能となっている。しかしながらその反面、迅速な処理を必要と

するような案件などについては、審議のプロセスにとらわれ対応が遅れる可能性もあるため、今後審

議案件による各会議体の柔軟な対応を検討していく必要がある。 
また、各会議の運営そのものは特に問題がないが、開学以来続けている慣例的な側面もあり、検討

すべき案件も現状を維持するような保守的色彩がないとは言えない。これには構成員である教員や事

務の代表者が、時代の変化や、学生の質の変化などに対応できるよう、常に問題意識を持って懸案事

項にあたることが重要であり、このことを踏まえた運営を行えるよう検討していく必要がある。 
 大学院の運営等については、明文の規程に基づき公正かつ適性に行われている。また教員のほとん

どが学部の専任教員であることから、学部との繋がりも密接であり、協力連携も容易に行うことが可

能である。しかしながら、大学院本来的なカリキュラムや人的補充も、どうしても学部の教員人事に

依存することとなるため、大学院独自の特色を打ち出して教育研究活動を推進していくことが多少困

難でもある。学部や学科教育を重視している本学において、この事は止むを得ない状況であるが、開

設後十数年を経過し、大学院を取り巻く環境も大きく変化している昨今、今後の大学院の運営、あり

方について大きな改革も必要と思われる。 
 
〔改善方策〕 
 教授会や委員会、協議会はそれぞれの規程により運営を適正に行っており、特段の改革を行う必要

はない。ただし、会議体のプロセスに多くの時間がかかり、また内容が重複するような報告事項も数

多く見受けられるため、運営事態をよりスリム化していく必要がある。これには学部長や委員長との

連絡調整、また会議の議長と事務組織との連携強化を強めていき、効率的な運営を実践していくよう

配慮していきたい。 
 具体的には今年度より事務レベル会議を事務局長を主として立ち上げ、一定の報告連絡調整事項は

定期的な情報交換を行い、迅速な対応が図れるよう取り組んでいる。また大学院では現状での管理運

営について特に問題となるようなことはないが、サテライトキャンパスを閉鎖し、本学キャンパスだ

けの運営に戻したことを受け、今後の定員の問題を早急に検討し対応を図っていきたい。現行 20名
の定員については、本大学院の特色であるコースのカリキュラム、人的配置、学生らの学修状況と質

の問題など、総合的に検討した上で定員の問題を検討する。 
 また地方にある大学院として、社会人の再教育を目的とした昼夜開講制を敷いているが、社会人の

入学希望者は減少の一途辿っている。今年度から税理士対策用にカリキュラムを一部改正し、それに

よる希望者が若干増えたものの、相変わらず定員に占める社会人の割合は少ない。今年度大学として

地域に向けた公開講座のプログラムを充実させ、地域に根ざした教育研究を展開することとなってい

る。こうした活動が地域社会において認知され、有用な活用が求められれば、大学院受験者に社会人

を取り込んでいけることとなると思われる。 
 

2)学長、学部長、研究科委員長の権限と選任手続き 

〔現状説明〕 
学長、学部長、研究科委員長の選任手続きの適切性、妥当性 

 学長の選任に関しては、理事会の同意を得て理事長が任命することとなっている。ただし事前に人

事委員会、常任理事会での承認を得て行っている。学長は理事でもあり、本学のみならず本法人の運

営においても大きな影響をおよぼし、また大学全体の教学面における統括を行うという立場でもある

ことを考慮し、理事会の専決事項となっている。 
 学部長、研究科長については、常任理事会の同意を得て理事長が任命することとなっている。これ
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は日常業務を最終的に決済し、処理を行う機関が常任理事会であり、日頃の学部運営や大学全体の運

営について、意思決定を行っている機関が常任理事会であることに起因している。常任理事会には理

事長、常任理事をはじめ、学長、事務局長、法人の部長職以上の者が審議に加わり、人事案件を含む

事務処理を適正に行っている。 
 
学長権限の内容とその行使の適切性 

学部長や研究科委員長の権限の内容とその行使の適切性 

 学長は理事会内規Ⅲ二により、学校法人の理事であり、理事長を補佐し、建学の精神を具現化する

権限と責任を理事会から委任されている。そのため大学における教学面の責任者として、建学の精神

に則り、教育・研究業務の推進を図らねばならないこととなっている。これを受け学長は教学の最高

責任者として学部や大学院の運営に関わる基本方針策定の提言を行い、その指導、管理を行う。教員

組織の長としては、大学協議会の議長となり会議を招集し、様々の議案や提案について判断を下して

いる。 
 学部長についても理事会内規Ⅲ五により、学長並びに副学長を補佐し、学部内の教学における権限

と責任を有するとなっている。これを受け学部長は学部の統括者として教授会を開催し、諸案件につ

いて審議し、また同時に各委員会に対して該当する案件の対応を指示している。 
 研究科長についても、学部長と同様に大学院の教学面を統括し、業務を処理している。 
 
学長補佐体制の構成と活動の適切性 

理事会内規Ⅲにより、学長を補佐する具体的な職位にある者は、副学長を筆頭に、学部長、研究科

長、事務局長とそれぞれの部局を統括する者である。殊に副学長は大学運営を支える両輪として、学

長同様に教育研究活動を推進させていく責任を負っている。また今年度より常任理事という立場にも

なったため、法人全体の運営にも広く関わりを持ちながら、学長をサポートしていくことになる。 
 学部長、研究科長はそれぞれの学部、大学院の運営を通して学長を補佐し、常に情報交換や連絡調

整を学長と頻繁に行いながら、その役割を担っている。事務局長においては、大学事務組織を統括す

る立場であり、教育研究に付随する事務処理を円滑に行うという側面から学長をサポートしている。 
 いずれの職責にある者も、確立された組織の中でそれぞれ学長を補佐しており、学長主導の大学運

営が円滑に行われている。 
 
〔点検・評価〕 
 学長、学部長、研究科長の選任は、明文の規程に基づいて適切に運用されている。ただし学部長や

研究科長を選考する際に、内部の教員から候補者を選定する場合においては、業績面などを客観的に

評価できるような具体的な指針が必要と思われる。 
 学長をはじめとする各部署の長は、与えられた範囲の中で権限を行使しており、現状で十分に機能

している。 
これは各所属長が法人の意思に基づいて業務を執行しており、定期的に開催される法人執行部主催

の法人運営協議会と常任理事会の意向が、十分に伝達されていることの現れである。また単に定めら

れた会議のみでなく、所属の長である者と、常任理事会の構成員である事務局長や常任理事との意思

の疎通が図られていることとしても評価できる。 
また学長を補佐する役割を担う副学長、学部長、研究科長、事務局長は協議会の構成員でもあり、

日常業務において学長と密接な繋がりを以って業務を推進しており、法人運営協議会の構成員でもあ

るので、適切な職責にある者が学長を補佐し、業務の円滑性を担保していると言える。 
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〔改善方策〕 
 現状で教学組織及び事務組織における責任ある立場の者が学長を補佐しており、大学運営において

学長主導の体制は整っているといえる。今後大学全体的なプロジェクトを立ち上げていく際に、取り

組みの内容に伴って、プロジェクトリーダーを学長の特別補佐として位置付け、業務の推進を行うこ

となどを検討していきたい。 
現在組織化された制度ではないが、学長室には教員、事務職員が自由に出入りし、意見を具申して

いる。学長室のある伊勢崎キャンパスでは、自由な話し合いが日常的となりつつあるが、高崎キャン

パスの教職員と学長との接点は、必ずしも十分とは言い難いため、今後何らかの方法を勘案する必要

がある。学長は教職員の様々な意見希望を取捨選択して、常任理事会等の議題として提案している。 
 
3)意思決定 

大学の意思決定プロセスの確立状況とその運用の適切性 

〔現状説明〕 
 本学における諸案件の審議プロセスは、まず学部において各種委員会を経て教授会にかけられる。 
その後学部間調整を行うために学部の委員会委員長らが連絡会議を開き、その結果が協議会へと持ち

込まれる。さらに法人運営協議会、常任理事会を経て、大学運営上重要な案件については、理事会に

おいて最終決定される。 
 これらの審議プロセスは基本的には定型的な業務について執り行われており、それぞれ規程に定め

られた手続きによって適正に行われている。 
 このほか新たな企画立案案件などにおいては、学長や副学長を主とした法人の執行部から提案され、

まずは常任理事会において調整審議される。その後事務組織には事務レベル会議において報告審議さ

れ徹底を図り、教学組織については、学部長を通して委員会や教授会において十分な検討が加えられ

た後に、再度大学協議会、法人運営協議会、常任理事会において審議し決定している。 
 
〔点検・評価〕 
 意思決定のプロセスは現状において特に問題はなく、規程に則って適正に行われている。ただし、

これらの会議体や組織において審議される多くは、日常業務の定例的内容が主であり、審議機関とし

ての役割を担いながらも、報告会議として時間を費やしていることも否めない。定型化された業務を

遂行する場合に十分に機能はしているが、これから大学の活性化を図っていくような企画案件を審議

する場として、それぞれの会議体や組織の構成員各自の、問題解決に向けた積極的な姿勢を促してい

く必要性がある。 
 
〔改善方策〕 
 意思決定のプロセス自体に問題はないが、これから大学を取り巻く環境は激変していくことが予想

され、迅速かつ適切な意思決定が必要となる。これにはやはり学長、副学長と各学部長、教学組織と

事務組織が適宜意思の疎通を図りながら、問題解決に向けて努力していかねばならない。現行の会議

体、組織は変更せずとも、会議における審議の方法を検討し、報告案件と審議案件を明確にすること、

その上で、殊に重要な案件には迅速に対応しながらも十分な討議を行えるよう、それぞれの構成員に

対して徹底を図っていきたい。 
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4)評議会、大学協議会などの全学的審議機関 

評議会、大学協議会などの全学的審議機関の権限の内容とその行使の適切性 

〔現状説明〕 
 本学においては全学的な審議、協議、連絡調整機関として、大学協議会、法人運営協議会が置かれ

ている。ここでの審議、検討事項は以下に示すとおりである。 
 大学協議会については前述のとおりであり、ここでは省略する。 
  法人運営協議会 
   ①学則及び学内諸規程の制定改廃に関する事項。 
   ②学部の設置及び廃止に関する事項。 
   ③教育職員の人事に関する事項。 
   ④学内の重要な施設の設置、廃止及び変更に関する事項。 
   ⑤学内の予算執行に関する事項。 
   ⑥協議会の議を経て行う重要な事項。 
   ⑦その他前各号に準ずる重要な事項。 
 大学協議会は学長が主催する会議であり、主に学部間の調整機能の役割と学部や大学院の諸問題へ

の対応を検討する場として機能している。 
 法人運営協議会は、理事長が主催する会議であり、大学協議会において報告された重要事項や、協

議会での審議では十分な結論が出しえなかった案件について、理事長主導型で意思決定がなされる場

として機能している。両会議共に構成員には学部長、研究科長、事務局長がそれぞれの組織の責任者

として加わっており、それぞれの組織からの情報を正確に伝える役割を担っている。 
 
〔点検・評価〕 
 大学協議会、法人運営協議会とも明文の規程を置き公正に運営を行っており、特に問題はない。た

だし、審議承認された案件が、どの時点で有効となりうるのかが明確ではない。大学協議会において

報告された内容が、時には決定事項として効力を持ち、承認可決された審議事項が学部等において拘

束力を持っていなかったりと、両会議の位置付けが未だ判然としていない面がある。またどちらの会

議体も構成員は限られた者であり、ここでの審議事項や報告案件が、各学部や大学院にどの程度反映

しているのかが不明な部分もあると思われる。会議体へ集約されるプロセスは明確であり、意思決定

そのものには問題がないが、審議承認された事項が、学部や委員会等へどのように伝達されていくの

か、その後のプロセス等を明確にしておく必要がある。 
 
〔改善方策〕 
 本学での審議機関としての位置付けは、両会議とも変更する必要性はない。しかしながら会議終了

後の対応を明確にすべきであり、今後はそれぞれの機関において承認されたこと、単に報告がされた

こと、さらに上位の会議体での審議を経て決定することなどを明確にし、各学部教授会や研究科教員

会議へ伝達していく仕組みを導入していきたい。学部長や研究科長の報告事項に加え、全学共通の掲

示板やネットワークを利用した配信などを通して、周知徹底を図る方策を検討する。 
 
5)教学組織と学校法人理事会との関係 

教学組織と学校法人理事会との間の連携協力関係および機能分担、権限委譲の適切性 

〔現状説明〕 
 今まで述べてきたように、各学部の委員会、教授会や大学全体における連絡会議、協議会といった
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会議体においては、それぞれの権限の範囲内で、規程に則った審議、検討がなされ、各事案について

処理が行われている。さらにこれらの会議での重要案件や、大学運営並びに法人の運営に関わる重要

な案件については、常任理事会、理事会において審議決定されている。いずれも規程により適正な運

営がなされている。 
また、平成 21年度より理事や監事に加え、大学の教学部門から代表者を選出して理事懇談会を開
催することとなっている。これは教学の現場において生じる様々な事柄を、それぞれの部署を統括し

ている教員や事務職員から報告させ、今大学で何が起きているのか、学生にとって何が求められてい

るのか、これからの大学運営には教学の現場において、どのようなことが望まれるのかなどをつぶさ

に報告し、それに伴う今後の運営をどのようにしていけばよいのかなどを、役員とともに検討し、話

し合う場として開催することとした。この理事懇談会により、役員が大学運営に係るための多様な情

報交換を行うことが可能となり、経営面だけでなく教学面においても、積極的に運営に携わることが

可能となっている。学長、副学長は常任理事という立場でもあり、理事会から大学の教学関連業務を

委任され職務を執行している。学部や大学院においての教学に関する検討案や審議事項は学長や副学

長に集約されて理事会にかけられており、この点においても教学組織は理事会との密接な関係を保っ

ている。 
 
〔点検・評価〕 
 現行のシステムのもと教学組織と法人理事会の間の意思の疎通は円滑に行われており、連携協力関

係は、大学運営上確立されていると言える。ただし理事懇談会はその開催の目的上、審議決定機関で

はなく、むしろ様々な情報を持ち寄り、その後の意志決定が迅速にかつ的確に行えるような補助的活

動にすぎないため、現時点では規程に基づいて運用がなされているわけではない。この点については

今後の検討課題となろう。 
 
〔改善方策〕 
今後も特にこうした協力関係を変更することはなく、むしろ信頼関係をさらに深めていくよう、理

事懇談会などにおいてそれぞれのコミュニケーション活動を更に積極的に進めていくこととしたい。

ただし、現段階で規程に明記された会議体ではないため、その場限りの話し合いということで終わら

ぬよう、終了後は検討内容を参加者に配布し、その後の運営に活かすような具体的な仕組みをつくる

など、この懇談会の運営についての整備をさらに進めていきたい。 
 
6)法令遵守等 

〔現状説明〕 
関係法令等および学内規定の遵守 

 大学における業務については、担当者は関係法令や学内諸規程に照らし合わせて執行しており、そ

の結果が規程等に違背するような事項は生じていない。定型化された業務については従来からの経験

や知識に基づいて業務を執行しており、その上で常に法令や規程等との適合性、確認を取るように努

めている。また法令の改正や学内における諸業務の取り扱い等が変更となった場合には、学長、事務

局長は担当部署の責任者に対して担当者研修を行うなどして、十分な説明と理解を促し業務にあたら

せている。 
 
個人情報の保護や不正行為の防止等に関する取り組みや制度、審査体制の整備状況 

 現在までのところ、個人情報の保護については、本学職員全員に対して通知を以って指導徹底を行
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っているのみであり、制度や審査体制を特段設けてはいない。不正行為防止については、ハラスメン

ト行為に関するガイドライン、規程を策定し、学内において学生も含んだ意識の向上を図っている。 
 また研究に関する不正行為防止については、平成 19年 2月に文部科学省において「研究機関にお
ける公的研究費の管理・監査のガイドライン」が策定されたことを受け、同年 11月より上武大学公
的研究費不正使用防止基本方針を定め、本学における研究費等の取り扱いに関する規程を定めている。

この規程により、本学における公的研究費等の取り扱いの責任体制を明確化し、不正防止に努めてい

る。 
 
〔点検・評価〕 
 大学の業務全般は学内の規程はもとより、法令に照らしあわせ、法令等を確実に遵守し執り行われ

ている。これは職員に対して実施される新任研修及び一般研修において、本学規程についての理解促

進と、関係法令との関連性、適合性などを、日常業務において常に点検、確認することを指導してい

る結果である。ただしこれらの研修は事務職員に対して行われているのみであり、教育職員に対して

は、所属の学部長から個別的な指導があるに過ぎない。大学として一体的な業務を推進していくため

には、教育職員に対する研修等を今後どのように取り組んでいくかを検討しなくてはならない。また

大学を取り巻く環境の急速な変化により、法令や学内の諸規則も改定を迫られ、運用面についても詳

細な解釈が必要となることもしばしばである。そのため現状の職員研修では対応しきれない場合も想

定される。 
 また個人情報保護やハラスメント行為防止に関しては、全職員の意識がまだまだ希薄であり、規程

等の整備と共に、全学的な意識の統一と正しい知識・対応を行えるよう上述の研修会等において、定

期的に取り組む必要性がある。同様に研究に関する不正行為防止も、基本方針と規程は策定したもの

の、該当する職員がこれらを十分に理解している状況とは言い難い。今後規程に則った運用が可能と

なるよう、職員全てにわたる理解の促進を図る対策を講じ、同時に業務の遂行が適切に行われ、執行

しているかの監査制度等の導入も検討すべきである。 
 
〔改善方策〕 
 大学の事務組織においては、日常の業務を執り行う際には、法令や規程を遵守した対応を図ってい

るが、社会情勢の急速な変化に伴う大学を取り巻く環境の変化も著しく、法令等の改変も頻繁である

ことから、本学における諸規程等もまた改定を迫られることが多くなっている。そのため規程等の改

正を行う場合に適宜研修会や勉強会などの機会を設け、こうしたコンプライアンスに基づく業務執行

の重要性を徹底周知していきたい。 
教員においては、単独で事務処理を行うことがほとんどないため、法令や規程に対する意識は希薄

となっている。これから大学における業務がより複雑化、多様化していくことを考えると、教学組織

と事務組織の連携協力を強め、一体的な業務執行が要求されることとなるが、その場合には、教学組

織の要である教員についても、学内研修会、説明会などを定期的に設け、事務組織と同様にコンプラ

イアンスに基づく業務執行の必要性や重要性を理解させるよう、具体的な方策を講じていく。 
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第 13章 財務 
 
〔到達目標〕 

少子化の影響を受け、定員の未充足により大学運営は厳しい状況におかれている。教育研究目的・

目標を具体的に実現する上で必要な長期的に安定した財政基盤を整えるため、収入の面では入学者の

定員を確保し安定した学生生徒納付金収入及び外部資金の獲得に努め、支出の面では効率的・合理的

な予算の配分を行い、不要な経費の削減に努め、収支の改善を図る。 
 
1)中・長期的な財務計画 

中・長期的な財務計画の策定およびその内容 

〔現状説明〕 
当法人は、18歳人口の減少を見越して、中期的な計画として、平成 4年度より平成 16年度にかけ
て、第 10章施設・設備で述べたように施設設備の拡充を行ってきた。その結果、体育館を除いた他
の施設については全て更新することができ、当分の間、施設の更新に要する大きな支出は見込まれな

い。しかし、体育館は建築後年数が経過しており、野球場・サッカー場・テニスコート等の人工芝は

張替えが必要になってくる。中期的な計画としては、具体的な工事年月については決定していないが

体育館の立替更新と、野球場・サッカー場・テニスコート等の人工芝の張替え工事がある。また、長

期計画としては、将来の施設の更新を考えた時、大きな支出が見込まれるので、現在留保している資

金を含め、将来の施設設備の更新のための第 2号基本金の組み入れを行いたい。 
 

〔点検・評価〕 
当法人の平成 20 年度の帰属収入は、77％が学生生徒等納付金収入となっている。大学全体では、
定員に達していないが、現在のところ、教育研究経費の帰属収入に対する割合は、本学では 50.0％
と高く、支払資金及び支払資金に充当することのできる資産の保有は約 48億円あり、教育研究活動
には支障をきたしていない。しかし、新しい事業展開などの投資に十分対応できる余力があるとは必

ずしも言えない。現在の財務状況は減価償却額に見合う資金の留保ができていない状況である。これ

は、学生減による収入の減少のためである。シミュレーションによると、定員確保ができれば減価償

却額に見合う資金の留保が十分可能であり、将来の施設・設備の更新計画も可能となる。平成 22年
度は入学定員を確保できる見込みであり、今後も定員の確保に全力を注ぎたい。 
また、留保している資金の運用については、学校の教育研究活動を安定的・継続的に支えるための

大切な財産であるので、安全性を第一に考え国債で運用している。学校法人の運営は学生生徒等納付

金、国民の税金である補助金収入によって支えられていることを忘れることのないようにしたい。 
 

〔改善方策〕 
安定的な教育研究活動を継続するためには、健全で安定的な財政状況が必要であり、第一に消費支

出超過額を解消していきたい。今後も現状の社会情勢から考えて受験料収入、学生生徒納付金収入、

補助金収入などによる大幅な増収を期待することは難しい。収入と支出のバランスを考えた場合、帰

属収入が急激には増えない状況が続く以上、反対に支出を抑えなければならない。本学は二つのキャ

ンパス(伊勢崎・高崎)に分かれており、ビジネス情報学部と経営情報学部は、社会科学等の分野で教
育内容等は重複する部分も多くあり、共通で授業を設けても支障のない状況である。学生に負担をか

けない方法で、一部の授業を統合するようなカリキュラムなどを検討することによって人件費の大幅
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な削減、施設設備に関する諸経費、図書費等の削減に結びつくことになる。また人件費の上昇を抑制

するために、教員については任期制教員の採用や、職員については嘱託職員採用やアウトソーシング

など、雇用の多様化も考えている。今後は寄付金収入や事業収入等の外部資金の導入にも積極的に取

り組み、保護者や関係者に対しての寄付金の募集等も積極的に検討していきたい。 
資金等の保有と運用については、学校法人全体での課題であり、経営に必要な収益および安全性を

重視し、将来の施設設備の更新のための計画として第 2号基本金組み入れを行いたい。具体的には、
学生から「施設費」という名目で納付金の徴収を毎期行っている金額の一部を規則的に組み入れたい。 
 

2)教育研究と財政 

教育研究目的・目標を具体的に実現する上で必要な財政基盤（もしくは配分予算）の確立状況 

 〔現状説明〕 
教育研究のための施設設備の整備については、平成 4 年から平成 11 年の間に教育棟、図書館棟、
事務棟、野球場、サッカー場等大学内のほとんど全ての施設について取替え更新又は新たな整備を行

い、現在年数の経過した古い建物は体育館のみである。また、平成 15年度に看護学部開設に向けて
新たに看護学部棟の建設を行った。これらの事業のために約 140 億円の支出を要したが、いずれも
外部資金に拠らずに自己資金で賄った。この結果内部留保は大幅に減少することとなった。 
消費収支については、施設整備を短期間で行ったことと学生生徒納付金収入の減少等の影響で、平

成 19年度は約 6億 7千万円の減価償却額が発生し現在は消費支出超過の状況である。しかし、この
減価償却額は減少期に入っており、4年後の平成 25年には半減する見込みである。 
 
〔点検・評価〕 
施設設備の整備は進んでおり、中短期的に大きな施設整備計画は無く、過去の施設整備も自己資金

で実施しており、支払い資金に充てる事の出来る資金を約 48億円保有している。教育研究経費比率
は大きく平均を上回っており、その要因は減価償却額が大きく影響しているが、減価償却額を考慮し

ても平均を上回っている状況である。しかし、現在大学全体では定員未充足であり消費収支は支出超

過の状況にあり、定員充足率を上げ収入を確保することが必要である。また、外部資金の獲得に向け

た努力が必要である。併せて、全教職員が常に費用対効果を念頭に置き、資金の有効活用に向けた努

力をすることが必要である。 
 
〔改善方策〕 
学校法人を永続的に維持していくためには、消費支出超過状況からの脱却を図り安定的な財政状態

を維持し内部留保資金を充実させる必要があり、教育研究活動の質の確保を保証した中長期的な教育

研究計画を策定し、その計画を遂行するための中長期的財政計画を策定していくことが不可欠である。 
 
3)外部資金等 

文部科学省科学研究費、外部資金（寄付金、受託研究費、共同研究費など）、資産運用益等の受け入れ状

況 

 〔現状説明〕 
 本学における平成 16年度から平成 20年度間での文部科学省科学研究費の受入状況は次の表 13－
1のとおりである。他大学と比較して受入率が著しく低い状況を受け、平成 19年度は文部科学省の
関係職員に講師を依頼し科学研究費申請の研修会を実施した。また平成 20年度は内部講師による勉
強会を実施し、1件でも多くの申請が出るよう努力している。 
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 経常費補助金の内一般補助は、看護学部では平成 19 年度に完成年度を迎え平成 20 年度からは増
額となるものの、他学部では学生数の減少に伴い A配点の調整率が下がり減少傾向にある。 
 

表 13－1 科学研究費受入状況 
学   部 平成 16年度 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

ビジネス情報学部 1 1 1 1 1 
経営情報学部 0 0 0 0 0 
看護学部 0 7 1 1 0 
合計 1 8 2 2 1 
 
〔点検・評価〕 
 本学は帰属収入に対する学生生徒等納付金比率が平均より高い。現在の社会情勢では経費を安易に

学費の値上げに頼ることは不可能であり、科学研究費等外部資金の獲得は研究を充実させるためにも

大変重要である。文部科学省科学研究費について、私立大学全国平均と比較した場合、受入数が本学

の教員の場合著しく低い。申請率についても非常に低い状況であり、科学研究費等外部資金の獲得に

向け努力していきたい。 
 
〔改善方策〕 
経常費補助金のうち特別補助については事業に対する補助であることから、補助金政策の動向を的

確に捉えて、学内の施策とリンクさせることが必要である。科学研究費の獲得に向けては、申請率及

び採択率を上げるため、申請のための勉強会を引続き実施したい。 
資産運用については、リスクの低い金融商品を中心とした運用を基本として、金利動向を視野に入

れつつ運用実績の向上に努める。 
 
4)予算の編成と執行 

予算編成の適切性と執行ルールの明確性 

 〔現状説明〕 
 予算編成は毎年 11月に理事長から示された予算編成方針に基づいて、事務局各部がそれぞれ所管
する業務について事務局原案を作成し、法人事務局財務部において、各部門別に取りまとめられる。

取りまとめられた予算案は 2月の常任理事会で審議が行われ、3月に評議員会への諮問を経て理事会
の審議の後決定される。 
 予算の執行については、事務局各部が起票し 2万円以上については理事長の承認、2万円以下につ
いては各事務長の承認を必要とする。承認されたものについては、納品の確認、請求内容の妥当性の

チェック、起案書との照合などが行われた後支払が行われる。研究費・研究旅費の予算管理は個人ご

とに厳格に行っている。 
 
〔点検・評価〕 
 前年度実績をベースに目標型の予算を事務局各部で編成することで、現場の構成員の意思を充分反

映させるよう配慮している。しかし、編成方針の趣旨の周知については予算編成に携わる職員に必ず

しも充分に伝わっていない。 
 財務システムに関しては、発生源入力でないことから、現場での執行状況や残高確認にタイムラグ
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が生じている。 
 
〔改善方策〕 
予算編成に対しては、担当者を対象とした説明会を開き予算編成方針の趣旨の周知を徹底させるこ

とが必要である。 
また、予算の執行については教職員全体に対してコスト意識を徹底させ、使い切り執行の考え方を

一掃させければならない。 
 
5)財務監査 

監事監査、会計監査、内部監査機能の確立と連携 

〔現状説明〕 
 現在本法人の監査は、監事監査及び外部監査がある。監事監査は私立学校法および寄付行為の規程

に基づき、外部監査は私立学校振興助成法の規定に基づき執行されている。 
監事監査は、私立学校法を背景に寄付行為において「監事の職務」として「この本法人の業務を監

査すること、この本法人の財産の状況を監査すること」と規定されている。監事の職務執行の現況は、

理事会に出席し、法人の業務と財産の状況を把握し、意見を述べ監査報告書を提出する。 
 専門的な会計監査に関しては外部監査法人による監査を行い、定期的に監事が監査結果を聴取して

いる。 
 内部監査については現在検討中であり、規程の整備が無く内部監査担当者も置かれていない。 
 
〔点検・評価〕 
 予算の執行についてのチェックは、2名体制で実施しており、間違いの防止に努めている。内部統
制の機能及び効果を十分に発揮する為に、関係職員のそれぞれの役割と責任について一層の理解が必

要と考えている。 
監事による監査と外部監査は私立学校法および寄付行為の規程に定められているとおりに実施し

ているが、内部監査に関しては現在実施できていない。不正の予防や社会的信頼に応えた健全な学園

運営を行うために早急に規程の整備を行い、監査を実施する必要がある。 
その為には、今後は常勤の監事の監査範囲を明確にすると共に、監事監査の補佐をする要員の人員

体制を含め改善すべき課題が残されている。 
 
〔改善方策〕 
 監事監査規程の整備、内部監査規程の整備及び内部監査システムの構築を行い、業務監査を行う監

事、会計監査を行う監査法人および内部監査担当者の三者がより密度の高い連携を構築する必要があ

る。 
本法人においては、「内部監査室」という明確な組織はできていない。今後は理事長を責任者とす

る「内部監査室」を設ける必要がある。十分に検討した上で、常勤の監事を中心に、本法人の運用状

況等に応じて、各年度における予算案作成から内部監査機能の強化を図りたい。 
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6)私立大学の財政の財務比率 

消費収支計算書関係比率及び貸借対照表関係比率における、各項目毎の比率の適切性 

〔現状説明〕 
(1)消費収支計算関係比率 
人件費比率については、平成 16年度の 55％から上昇傾向にあり、平成 18年度及び平成 19年度
は 59％となっており上昇傾向であったが、平成 20年度は 56％に下がった。 
教育研究経費比率については、各年度 50％～55％の高い水準を示している。 
しかし、教育研究経費のうちの減価償却額を見ると、平成 16年度 50.2％、平成 17年度 50.5％、
平成 18年度 49.4％、平成 19年度 48.6％、平成 20年度 48.7％と全国平均に対して非常に高い比
率となっている。これは近年、施設の建て替えを積極的に進め、キャンパス・アメニティを高める

努力をしたためである。 
管理経費比率については、年度により上下しているものの約 14％で推移しており全国平均より
高めである。これは大学の規模が小さいことにより、広告宣伝費等においてスケールメリットの点

で不利であり比率が高いものと思われる。 
借入金利息比率については、0％で推移しており、今後も借入は計画していない。 
消費支出比率は、平成 16年度の 125％から平成 20年度の 119％へと減少傾向であるものの、大
変比率が高い状況で推移している。これは近年の積極的な施設拡充による減価償却額の増加と、在

籍学生数の減少のため学生生徒納付金収入の減少のためである。 
学生生徒等納付金比率は 76％から 79％で推移している。その中で、学生生徒等納付金のうち授
業料減免額が占める比率が高くなっている。 
補助金比率は平成 16年度の 16％から平成 19年度には 11％に減少したが、平成 20年度は前年
度に看護学部が完成年度を迎えたことにより 15％と増えた。 

(2)貸借対照表関係比率 
 固定資産比率は、平成 16年度 79％、平成 17年度 93％、平成 18年度 91％、平成 19年度 91％、
平成 20年度 90％と全国平均と比較して高い状況である。 
流動資産構成比率は平成 16年度 21％、平成 17年度 7％、平成 18年度 9％、平成 19年度 9％、
平成 20年度 10％であり、平成 17年度に比率が大きく下がっているのは資産運用中の国債での運
用の比率を高めたためである。 
固定負債比率は各年度 1％で推移しており、固定負債は退職給与引当金である。 
消費収支差額構成比率は平成 16 年度－10％、平成 17 年度－15％、平成 18 年度－20％、平成

19年度－24％、平成 20年度－28％と増加しており、施設拡充による減価償却額の発生と、在籍学
生数の減少のため学生生徒納付金収入の減少のためである。 
減価償却比率は平成 16年度 37％、平成 17年度 43％、平成 18年度 48％、平成 19年度 54％、
平成 20年度 61％と推移している。全国平均と比較して高い比率で推移している原因は、減価償却
額は減少してきているものの、学内のほとんどの施設について建て替え更新が行われ、減価償却資

産取得額がそれ以上に減少したためである。 
(3)内部留保について 
 本学の平成 20年度末の次年度繰越支払資金は約 15億であり、有価証券残高は平成 20年度末で
約 30 億である。また、減価償却額の累計額の合計額は約 88 億であり、本学の減価償却額の累計
額に対する繰越支払資金と有価証券の合計額の割合は 51.3％となっており、減価償却累計額の 2
分の 1程度しか内部留保がなされていないことになる。これは明らかに、消費収支差額の支出超過
が原因であり、速やかな消費収支の改善と内部留保が要請される。 
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〔点検・評価〕 
 消費収支計算書関係比率の中で特筆すべきことは、借入金がないことである。 
研究活動の維持・発展の為に教育研究経費は十分にとっているが、帰属収支差額比率にマイナスが

続いているのは、前記、「中・長期的な財務計画の策定およびその内容」の〔現状説明〕の中で記してあ

るとおり、施設整備に多額を投資した結果である。教育研究経費比率については、全国平均を大きく

上回っており消費収支の均衡を壊さない範囲で維持していきたい。 
 
〔改善方策〕 
財務改善の方法として、まずは帰属収入の増加を図ることが重要である。そのためには、社会から

必要とされる大学となることが必要であり、教育内容の見直しや、学生へのきめ細やかな指導、学部

学科の改組の検討、外部資金の積極的な導入、むだな経費の抑制等々を行わなければならない。また、

こうした政策を実施するうえで、教職員の強い危機意識、自覚が求められる。 
 
 
 



 
 
 
 
 

第 14章 点検・評価 
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第 14章 点検・評価 
 
〔到達目標〕 

 多面的な評価手法の実施による公正な自己点検の仕組みを構築することにより、すべての教職員が

一丸となり、大学力の向上を図る。多面的な評価アプローチを行うことにより、教職員個々人の長所

が活かされ、モチベーションアップが図られ、自発的な研鑽の意欲や研修の活性化などにより、組織

の成長が促進され、組織力が強化される。参加型の点検の機会の提供により、改善が視覚化され、自

己点検の文化が醸成される。 
 
1．大学全体の自己点検・評価 

 
１） 自己点検・評価 

自己点検・評価を恒常的に行うためのシステムの内容とその活動上の有効性 

自己点検・評価の結果を基礎に、将来の充実に向けた改善・改革を行うための制度システムの内容とその

活動上の有効性 

〔現状説明〕 
自己点検・評価を恒常的に行うためのシステムの内容とその活動上の有効性については、教育研究

水準の向上を図り、大学の目的及び社会的使命を達成するため、本学における教育研究活動等の状況

について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表することが学則にしっかりと位置づけられている。 
平成 19年より、大学全体の活性化および質的向上を目指し、学部横断的に実際上の諸活動を行う部
門として教育研究センターが発足しており、これまで活動を展開してきている。同センターの組織は、

センター長の他、各学部 2 名ずつセンターメンバーとして兼担教員が計 6 名おり、学部の特性と全
学的な活動の橋渡しを積極的に行っている。また専任の事務職員が配置されており点検評価の仕組み

づくりやシステム化を図っている。上武大学の自己点検の仕組みは、図 14－1 に示すように、エビ
デンスに基づく「評価」という手法を通してのスパイラルな教育・研究力の改善および向上、組織全

体の改善と向上を目指し、大学全体の質の向上に向けて点検を行っている。一部においてはまだ実現

できていない部分があるが、今後継続して実施していく予定である。 
同センターは、上武大学教育研究センター規程に基づき、実際の組織運営がなされている。同セン

ターの目的は、「上武大学における教育研究活動の評価・点検・支援を行い、本学における教育研究

の質の向上と活性化に資することを目的」としており、自己点検・評価を恒常的に行うことが可能と

なっている。認証に関わる業務以外の具体的な役割は以下の通りとなっている。 
①全学に共通する教育の質改善システムの企画及び開発に関すること。 
②自己点検・評価の実施及び教員の FD活動の支援に関すること。 
③国内外の研究機関との交流及び連携に関わる事業に関すること。 
④教員の研究活動の支援および研究プロジェクトの企画、立案、実施に関すること。 
⑤産学官連携、高大連携その他地域連携の推進に関すること。 
また、活動の有効性については、毎月定例センター運営委員会が開催されており、センター長およ

びセンター兼担教員の他には、理事長、学長、副学長、各学部長および学科長、事務局長および各部

長など大学運営および意思決定に関わるメンバーが参加しており、大学全体の運営との関係性を含め

ながら、活動を総合的に判断、評価し進めることができ、また全教職員への周知および意識の共有も

可能となっている。 
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図 14－1 上武大学の自己点検の仕組み 

 
 以下については具体的な自己点検活動の現状について紹介する。 
a) 授業アンケートの実施および教員による自己評価およびマッチング 
 教育および研究に対する自己点検・評価の結果を示すアウトプットとしては、教員個々人の教育お

よび研究に関する自己点検、センター活動そのものの自己点検、さらに本学においては、大学運営に

関しては、各種委員会活動を中心に展開されているので、委員会活動の自己点検、大学全体としての

自己点検報告書それぞれの切り口から点検・評価の結果をまとめるシステムが整っている。具体的に

は、全教員個々人の教育および研究に関しては、①教育および研究に関する自己点検(年度始めに自
らが担当する担当科目に関する計画の立案および年間研究計画を所定のフォーマットにより作成、年

度末には実施報告および自らの 1 年間の教育活動および研究内容に関する自己点検を行う)、また過
去 5 年間の教育および研究活動の業績集の作成を全教員が作成している(教育活動、研究業績、大学
運営への貢献、社会への貢献、課外活動)。さらに教育の質的向上を目指し、前期、後期それぞれに
おいて担当した科目に関し、成績判定基準および試験問題、その他教育内容についての分析を教員

個々人が行い、学長に提出することになっている。また学生による授業アンケートの実施は全科目実

施されているが、同一評価項目について、個々の科目に関して、教員自らの自己評価を行う「教員ア
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ンケート」の実施をはじめた。学生による授業評価項目と原則同一の評価項目を用いて、学生の立場

に立った場合、どのような授業を展開できたかについて自己点検をする機会をなることを目的として

開発された。さらに、学生による評価と自らの評価をマッチングさせ、ギャップや一致度を確認し、

教育計画に基づき実施した結果、どのようなことが学生に還元されているか、と同時に自己チェック

の機会を定期的に用意することにより、さらなる教育力の向上を目指した P-D-C-A のサイクルも基
づく改善の仕組みが整えられた。 
 平成 21年度授業アンケートマッチング分析結果の概要については次のようになっている。3学部
合同による分析結果は図 14－2に示すとおりである。また学部ごとの分析結果図 14－3～5となって
いる。さらに大学院研究科および看護学実習の分析結果はそれぞれ図 14－6、図 14－7 に示す結果
となっている。これらの傾向を見てみると、3学部合計では、授業内容の理解度については、教師の
方が学生よりも学生が理解できていると感じている傾向が示唆されている。また同様に教員側の評価

が学生による評価よりも高い項目は、説明がわかりやすかったと感じているか、教材は役立ったか、

教員の熱意を感じたか、刺激を受け勉強したくなったかといった項目に見受けられ、多くの項目にお

いて、学生による評価の方が低い傾向が見られた。逆に教員による自己評価よりも学生による評価の

方が高い傾向が見られた項目は、授業内容の難易度や授業の進行速度などであり、学生にとっては満

足しているようである。 
 
 

H21前期-学生回答の平均と教員回答の比較-
（3学部合計）
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図 14－2 H21前期－学生回答の平均と教員回答の比較－(3学部合計) 
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H21前期-学生回答の平均と教員回答の比較-
（ビ情）
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図 14－3 H21前期－学生回答の平均と教員回答の比較－(ビジネス情報学部) 

H21前期-学生回答の平均と教員回答の比較-
（経情）
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図 14－4 H21前期－学生回答の平均と教員回答の比較－(経営情報学部) 

H21前期-学生回答の平均と教員回答の比較-
（看護）
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図 14－5 H21前期－学生回答の平均と教員回答の比較－(看護学部) 
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H21前期-学生回答の平均と教員回答の比較-
（経営管理研究科）
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図 14－6 H21前期－学生回答の平均と教員回答の比較－(大学院経営管理研究科) 

H21前期-学生回答の平均と教員回答の比較-
（看護実習）

0

1

2

3

4

5

6

7

1

実
習
目
標
は
適
切
だ
っ
た

2

実
習
要
項
は
理
解
し
や
す

か
っ
た

3

学
習
量
は
適
切
だ
っ
た

4

事
前
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

は
役
立
っ
た

5

必
要
な
と
き
に
指
導
が
受
け

ら
れ
た

6

指
導
は
理
解
し
や
す
か
っ
た

7

教
員
と
指
導
者
の
連
携
は
取

れ
て
い
た

8

実
習
場
は
実
習
に
適
し
て
い

た

9

看
護
用
具
は
整
備
さ
れ
て
い

た

1

0

学
生
同
士
協
力
的
だ
っ
た

1

1

事
前
学
修
を
行
っ
た

1

2

積
極
的
に
出
席

・
参
加
し

た

1

3

実
習
後
に
自
己
学
習
を
し

た

1

4

満
足
で
き
た
実
習
だ
っ
た

2

0

全
体
的
に
み
て
良
い
実
習

だ
っ
た

設問

件数

教師≦学生

教師＞学生

 

図 14－7 H21前期－学生回答の平均と教員回答の比較－(看護学部実習) 
 
ｂ)全学による教育討論会と研究会の実施 
学部ごとの FD活動を含めた教育の現状分析および将来展望について年 1回全学的に検討し、今後
の改善および改革を行うための「教育討論会」を実施している。参加者は FDと SDのコラボレーシ
ョンによる質の高い教育を目指すため、全教員および職員としており、参加率も高く、大学全体及び

学部の将来を見据えた改善・改革を促すシステムが整っており、活用されている。過去 3年間の実施
内容は以下の通りである。 

 
第 1回 上武大学教育討論会 平成 19年 11月 19日  

テーマ 上武大学の教育の質を考えるーカオスからの出発ー 
第 2回 上武大学教育討論会 平成 20年 12月 22日 

テーマ 大学の活性化と質向上 
第 3回 上武大学教育討論会 平成 21年 6月 29日 
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テーマ エビデンスに基づく教育力の向上と改善 
 
各年度とも教員および職員それぞれからの教育に関する現状報告ならびに提案の場とし、パネルデ

ィスカッションなどの実施により情報の共有および問題解決に向けた方向性の確認の場として活用

されている。各回ともほぼ全教職員の参加により活発に開催されている。 
 研究についても個々人の専門性を重視しながら、横断的に新しい発想を取り入れたより発展的な研

究が学内で活性化することを目的として、年 1回全学的な研究会を実施している。文理統合による研
究の重層化に貢献しうることと目的として、研究会が実施されている。詳細については、研究の章を

参照されたい。 
教育討論会や研究会は、1年間を通しての諸活動成果を発表、検証する機会の提供が目的として開
催されており、学内における学部横断的な教育の質向上に関する自発的研修や研究立案のきっかけ作

りとなりつつある。 
c) ピアレビューの実施 
 改善に向けた取り組みとしては、結果(アウトカム)のみではなく、過程(プロセス)も重要であるこ
とは言うまでもない。全学的な教育力の向上に向け、これまで学部ごとに行ってきた授業参観の実施

や学部ごとの専門性を活かしたピアレビューの実施に加え、同僚(ピア)としてのピアレビューを全学
的に実施した。専門性の異なる中で、より専門的内容に関する評価および向上については、学部ごと

の検討および発展が望ましいが、どの学部であっても授業を受ける学生に対し、教育効果を最大限に

引き出すための工夫点や教授方法、学生とのコミュニケーションなどについて同僚(ピア)としては共
通のことが多いはずである。学部を越えた教員相互の研鑽の場として学部横断的なビアレビューを平

成 21年度から実施した。 
 具体的には平成 21年前期 6月に全学合同ピアレビューの試行が実施され、試行結果取りまとめに
ついてはセンターホームページ上にアップし、各教員の参考資料として活用されている。大学教育に

おける質保証の問題が重視される中、専門性が立場の違いを超えた同僚としてのピアレビューを実施

することにより多様な価値観に触れ、自身の授業改善に役立てよりよい教育の実現をめざすことを目

的として実施された。具体的な目標は以下の 7点とした。 
①大学教員として豊かな人間性を備え学習者の人間的成長を育むことができる。 
②大学・学部の教育理念・目的を個々の教育実践に反映させることができる。 
③学生を成長する力を備えた人間として信頼することができる。 
④学生の主体的学習を育む教育を実践することができる。 
⑤学習内容にふさわしい教育方法を実践することができる。 
⑥学生の学力を検証することができる。 
⑦より質の高い教育をめざし教育上の課題を明確にすることができる。 
しかし、残念ながら授業公開後の検討会による意見交換会を実施することができなかった。 
d)学生満足度調査の実施 
 学生の学びの環境は学生の自発的な学修促進にとって非常に重要なことである。科目ごとの授業科

目に対する学生の授業アンケートの実施内容以外に関する「学生満足度調査」を実施した。調査時期 
は平成 21年 1月で、対象は調査日時現在本学に在籍している学生 1669名とした。回答総数は 1184
件で回収率は 70.9％となった。3学部および大学院および男女、学年ごとに分析を加えた結果は他の
調査結果と同様、教育研究センターホームページにおいて公開されている。 
 質問項目は、Ⅰ．上武大学の教育について(入学前の期待度と現在のギャップ)、Ⅱ．上武大学の教
育の施設設備について、Ⅲ．上武大学での学生生活と環境・支援について、Ⅳ．上武大学の教育・学
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生生活の総合評価についてそれぞれ質問紙を用いた自記式アンケートであった。このうち、Ⅰ．上武

大学の教育(入学前の期待度と現在のギャップ)については、全体としてやや入学前よりも期待の低い
傾向が見られた。入学前の期待よりもよかったと思える項目は、先生が研究室訪問を歓迎してくれる、

人間的に魅力のある先生に出会える、自分が教わりたい先生から学べる機会があるなどとなっている。

一方、入学前の期待度よりも低かった項目は、最新の研究成果を学べる機会がある、学生の理解度を

みながら講義を進める、ユニークなカリキュラム構成がなされているなどとなっており、今後の改善

が必要と思われる。教育の施設および設備については、約半数がコンピュータ設備及び講義室の環境

が整理されていると回答しており、概ね満足な結果となっている。なお、総合的な満足度は、全学で

「はい 30.3％」、「いいえ 22.0％」となっており、やや満足度の高い傾向が見られた。 
e)外部との連携のための発信 
 本格的に社会に貢献しうる大学であるためには、活動内容の信頼性や妥当性を広く社会に公開し、

還元し、修正を加える必要がある。これまでの学内における自己点検の仕組みづくりや活動について

は、ホームページに公開することにより、広く社会との連携を求めていく。 
学生の教職員による情報の共有のみではなく、学生や地域社会に対しても、責任を持って点検して

いく仕組みを構築するために、多くの点検結果(アウトカム)の公表を行っている。 
大学で行われてきた様々な取組のアウトプットについては、随時報告書としてまとめ、年報および

会報とともに情報発信している。詳細についてはホームページ(http//www.jobu-erc.jp)を参照された
い。 
  
〔点検・評価〕 
 上記したように、組織的にも自己点検・評価が恒常的にしっかりと展開できる環境となっており、

現実的な活動が全教職員を含めた参加型の上で、大学の質向上活動ができていく基礎的基盤が整って

いる。自己点検・評価の結果を基礎に、将来の充実に向けた改善・改革を行うための制度システムの

内容とその活動上の有効性については、前述したような教育および研究の質の向上をめざし複合的な

アプローチによるきめの細かい自己点検が実施できる仕組みが整っており、実際に継続的に稼動して

いる。授業アンケートの実施率も常勤に関しては 100％であり、全員参加の自己点検が実現できてい
る。教育の質の向上をめざし、全学的に教員アンケートを実施し、自己の振り返りを行っているとこ

ろについては長所と言える。また学生による授業アンケート結果のフィードバックの仕組みとしては、

全科目の全数の分布を添付し、同一項目についての自らの結果についてベンチマークできるフォーマ

ットに改良し、自己の教育改善につなげられるようにしている。 
 また、これまで自己点検報告書として作成されてきたものは、残念ながら内容的には、学生による

授業アンケート結果および教員の 1年間の業績が主なものであり、実際の大学内におけるさまざまな
活動の自己点検を行ったまとめの報告書とはなっていなかった。そこで平成 19年度より、PDCAの
仕組みを取り入れた活動の重要性、自己点検及び評価の意味についての情報の提供および理解を深め

るよう努力を行ってきたが、委員長や副委員長といった主な役職者や担当者のみの理解にとどまって

いる感がまだ否めない。大学全体の将来の充実に向けた改善や改革を行うためには、学生指導を実際

に行い、質の高い授業の提供に心がけている現場の教員や、大学組織運営を担っている現場の事務職

員個々人の意識の改革も必要である。研修や勉強会の開催の強化などを遂行することにより今後はそ

のあたりを強化する必要がある。 
 学生によるアンケートのみではなく、教員によるアンケートを実施している点は評価できるが、計

画では学生と教員との結果をマッチングすることにより、相違点を浮き彫りにし、受け手である学生

のニーズとプロフェッションとしての教員の教育の質的内容について分析を行い、個々人にフィード
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バックできるようになっていることは本学の 1つの教育力に関する点検のアプローチと言える。 
 また、研究会の実施はなされており参加者も多く活発な意見交換等が実施されているが、残念なが

らお互いの研究を知る機会の提供にはなっているが、具体的なその後の共同研究や具体的教育改善方

策の提示および教育の質向上の更なる活性化の支援の実現にまでなかなか結びついていない。 
 ピアレビューについては、本学は校舎が高崎キャンパスと伊勢崎キャンパスに分かれているため、

具体的な実施については移動の時間を考慮するとなかなか参加率を上げることができなかった。また

公開授業後の検討会の実施による意見交換が十分に実施できていないところがある。 
 また各種アンケート調査の実施後の分析結果の各学部における活用が十分になされていないこと

にも工夫が必要な状況である。 
 
〔改善方策〕 
 現状では、点検・評価を行う指標として、大学評価の評価項目(大学基準協会評価項目)をもとに自
己評価を行っており、適切な本学の組織運営に基づく、独自の質の高い教育および研究、社会貢献の

ための評価指標が開発されていない。このことは、平成 20 年度の計画の中には立てられていたが、
まだ実施に至っていない。本学理念および目的を遂行するためにふさわしい本学のオリジナル自己点

検評価項目の開発および設定、ならびに実施を行う必要がある。 
 また、様々な角度から自己点検を行う仕組みが整っており、参加率も高い。しかしながら、その点

検をした結果をどのように活用し、フィードバックするかについての検討がまだ十分になされていな

い。現状ではあくまでも作成にあたり教員個々人が自らのチェックを行う自己評価にとどまっている

感がある。また、現在のところ結果は個々人へのフィードバックのみに留まっており、全体としての

傾向の分析や共通因子の抽出などによる今後の改善まで結びついていない。大学全体としての将来の

充実に向けての活用方法についての検討が十分に行われておらず、今後の課題である。 
到達目標に掲げてあるように、自己点検を実施することが負担となるのではなく、あくまでも学内

全体に積極的な取り組みを進める教職員が多くなり、自己点検の文化が醸成されることが求められる。

現状ではまだ真の文化まで浸透しているとは言えない。教職員が生き生きと改善に取り組む姿勢が学

生にも伝わり、大学全体が活性化する日が近づくよう、将来に向けて残された課題や計画のみの部分

を遂行することが必要である。 
 
２） 自己点検・評価に対する学外者による検証 

自己点検・評価結果の客観性・妥当性を確保するための措置の適切性 

〔現状説明〕 
まだ十分にすべての自己点検の仕組みが稼動していないので、計画上で実施に至っていないが、自

己点検・評価結果の客観性・妥当性を確保するために、学外者による検証の前に、本学では「内部評

価者」による自己点検・評価結果を検証し、改善に結び付けられるようチェック項目に基づき実施す

る予定である。仕組みとしては出来つつあるが、まだ実施に至っていないところである。学外者によ

る検証の前に実施したい。 
 また、自己点検・評価の仕方がこれで十分であるか、どのような視点が自己点検には必要であるか

について全学の教職員を対象として理解を深めるため、第三者評価機関である大学基準協会の評価部

門の方にお越しいただき、講演および研修を行った(平成 19年度、平成 20年度各 1回)。なぜ、自己
点検が必要であるか、評価についてはどのような視点が必要であるかについての意識の共通化を図る

ことができ、また大学の現況を分析しその後の活動への指針を得ることができた。 
 



- 305 - 

〔点検・評価〕 
 上述したように、学外者による正式な検証が十分に行われているとは現状ではまだ言えない状況で

ある。平成 22 年度外部評価委員会(仮)を組織し、実際のこれまでの大学における自己点検の仕組み
や諸活動について、検証し改善に向けての指針を得る必要がある。一連の質改善のプロセスが出来上

がることで、上武大学の自己点検のシステムが完成することとなり、今後は具体的な検証が可能とな

る。 
 
〔改善方策〕 
自己評価結果の妥当性について内部評価を実施し、更に外部評価結果も参考に検証することにより、

問題点の抽出および意識改革の必要性などについての検討を進めていく。大学の質の高い検証が行え

るよう目指す。 
 
3)大学に対する社会的評価等 

大学・学部・大学院研究科の社会的評価の活用状況 

自大学の特色や「活力」の検証状況 

〔現状説明〕 
 具体的な調整およびアプローチは教育研究センターを中心に、大学の使命の 1つである社会への貢
献についても積極的に活動を展開してきた。現実的に大学として実施できたこととしては、この 2
年間に以下の産学連携や国際シンポジウムの開催、高大連携などを行ってきた。中小企業金融公庫前

橋支店との産学連携協定締結、ダイヤモンドペガサスとの産学連携調印、本学と国際交流協定を結ん

でいるフィンランド・セイナヨキポリテクニク大学との国際学術懇談会、伊勢崎市教育委員会との連

携・協力に関する覚書締結、群馬県主導の群馬地域・大学連携協議会設立参加、前橋商工会議所との

連携などである。 
 
①ぐんま地域・大学連携協議会への参加 
平成 21年度よりぐんま県内の大学および行政等が一体となり、地域活性化や問題解決のための
方策および学生の教育のフィールドの確保並びに共同研究の実施などを目指し、1年間の設立準備
期間を経てぐんま地域・大学連携協議会が発足しており、本学も参加している。具体的な設立趣旨

としては、「県民ニーズや地域課題がますます複雑かつ高度化している中で、活力ある地域づくり

を進めるためには、大学等と地域社会との一層の連携強化や大学相互の協働により知的資源等を結

集していくことが必要である。」としており、さらに、大学等は地域社会を教育研究の場として活

かすことで特色ある教育・研究活動と地域貢献を推進することとしている。具体的な教育連携およ

び地域社会への還元についてはまだこれからであるが、共同研究には本学看護学部教員が参加して

おり、地域社会へ貢献している。 
②本学卒業生へのアンケートの実施 
 また、平成 20 年度で 40 周年を迎える本学のこれまでの卒業生は本学を知っていて現実に社会
で暮らす最も重要な外部評価者とも言える。本学の卒業生は重要なステークホルダーであるので、

全卒業生を対象に本学の大学・学部・大学院それぞれの内容についての評価をアンケート方式によ

り実施した。大学広報の発送と同時に、記名式で、返信はファックスでの回答方式により実施した。

調査内容は、社会に出て本学の教育や研究がどの程度役立っているか、出会った人間関係はその後

の人生に影響を及ぼしているか、大学生活そのものは卒業後にどのように影響しているか、現在の

上武大学を社会の一員としてどのように評価するかについて調査した。 
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回答総数は記名式にしたことやこれまであまり積極的な交流がなされていなかったこともあり、

163件と少数であったが、貴重な意見を寄せていただいたので、集計結果をまとめ今後に活用する
こととした。結果の概要は教育研究センターホームページで公開している。本アンケート調査内容

は、在学生満足度調査と同様、期待度と実際の大学経験との比較を確認させていただくこととした。

残念ながら結果は、多くの項目において期待よりも低いあるいは期待通りの内容ではなかったとい

う傾向が散見された。今後は学生満足度結果と同様、改善の指標として改善が求められる。 
 また、大学での学びの後の実社会にどれだけ貢献可能な教育や研究を本学において学生に教授でき

ているかについて検証することも重要であると思われる。現在卒業生が在籍する企業を含め、地域社

会に対するアンケートを計画中であり年度内に実施予定である。結果を学生支援や就職支援、学部の

ポリシーなどに反映できるよう進める予定である。 
 
〔点検・評価〕 
 激しく変化する社会の流れに沿うように、本学が具体的に貢献できるよう様々な取り組みを行って

きたことは長所と言える。現実的に社会の中で大学の役目が果たせるということは社会においても評

価されていると言うことができる。問題点としては、実際に様々な提携を行ってきたが、教員と産業

界および地域などへの具体的な連携による成果がまだ十分に出てきていない点であろう。 
 
〔改善方策〕 
 今後の課題としては、問題点にも述べたが、本学の社会的な評価指標として、どの程度実社会にお

いて役立ったか、社会問題への対処や貢献にどの程度役立っているかといった視点から、教員個々人

の貢献のみではなく、さまざまなプロジェクトによる貢献度についても実証的に検証していくことが

求められる。また現在計画中のものについては、実施後の改善に向けた活用を図りたい。 
 
4)大学に対する指摘事項および勧告などに対する対応 

文部科学省からの指摘事項および大学基準協会からの勧告などに対する対応 

〔現状説明〕 
 平成 19年 4月よりビジネス情報学部、経営情報学部 2学部の学科改組を実施した。これを受けて
平成 19 年 10 月に文部科学省による設置計画履行状況調査が行われ以下に挙げる留意事項を付され
た。 
①設置計画の検討への学部長の関与が薄いなど、届出までに設置計画の実質的な検討がなされていな

かった結果、授業科目の配当年次の大幅な変更など届け出た設置計画と実際の履行状況が乖離して

いることは設置届出制の前提を揺るがしかねない。教育課程の変更を行う場合には、学生が不利益

を被ることのないよう十分に留意しつつ、設置計画の確実な履行を前提として行うこと。 
②学科基幹科目に位置づけている「マスメディア論」になるべく専任教員を配置すること。 
③アジア地域ビジネス学科について、教員数が大学設置基準を下回っているので、専任教員数に関す

る要件を充たすよう、専任教員 1名を早急に補充すること。 
④専任教員の変更が多数あるので、当初の計画の履行に支障が生じないよう専任教員の補充を確実に

行い、教員組織を整備すること。 
⑤スポーツマネジメント学科において、入学定員超過の是正に努めると共に、学生の学修環境の充実

や教員の負担にも配慮すること。 
 これらの留意事項については全て次年度において対応しており、既に履行状況報告書において次の

通り報告を終えている。 
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①教員の退職や未就任などによる、担当者の変更等が生じているが、教育課程に変更が生じないよ

う、専任教員を補充するとともに、非常勤講師を充て授業に極力支障が生じないよう対応してい

る。またカリキュラムなどの教育課程の変更については、学生に不利益が生じないよう、年度当

初のガイダンスやゼミ担当教員の個別指導により、変更等を充分に周知させるよう繰り返し指導

をおこなっているため、このことによる影響は特段生じていない。 
②メディアマネジメント学科の基幹科目である「マスメディア論」については、専任の教授である

栗原信征教授が担当することとした。 
③平成 20年 4月 1日より専任の教員 2名を採用し対応した。 
④平成 20年度に新たに専任教員 7名を採用し、教員組織を整備した。 
⑤平成 20年度入学者については、入学定員超過の是正に努め、定員の 1．1倍以内に収めた。(100
名の定員で 112名入学) 

 また同じく文部科学省により平成 20年 10月に学校法人運営調査が実施され、以下に挙げる指導・
助言を受けており、現在対応中である。 
①理事の責任体制を明確にするとともに、学園の運営全般にさらに積極的に関わるよう努めること。 
②諸規程を整備すると共に事務処理体制の充実強化に努めること。 
 
〔点検・評価〕 
 留意事項については平成 20年度に対応しているが、その後さらに教員の異動等が生じており、こ
れに伴う科目担当者の変更が生じている。特に学生に支障を来たしている状況ではないが、異動によ

る教員の補充は早急に行わなければならない。また学科により定員確保の状況が異なり、大幅に定員

割れを生じている学科などにおいては、当初予定したカリキュラムの一部変更をある程度実施しなく

てはならない状況となっている。 
今後定員割れが生じている学科については、定員の確保が最優先の課題となる。また計画の確実な

履行を目指しながらも、年々変化していく社会情勢と、多彩な学生のニーズに対応していくため、学

科特有の教育をさらに充実させていくよう慎重に検討を加えていく必要がある。 
 なお理事の責任体制の明確化及び諸規程の整備等に関しては、現在見直しを図り検討を加えている

状況である。 
 
〔改善方策〕 
 ビジネス情報学部スポーツマネジメント学科及びアジア地域ビジネス学科においては、定員の充足

率が 100％を超えているため、計画上特に問題はない。同学部の会計ファイナンス学科及び経営情報
学部経営デザイン学科、メディアマネジメント学科の 3学科に定員得割れが生じており、完成年度に
至るまでの間、定員の確保が喫緊の課題となっている。また教員の異動が毎年生じることによる、学

部学科運営上の人的問題も大きい。 
 これらの改善に向けては、定員割れを生じている学科には、完成年度後の対応も視野に入れ検討し

ていきたい。このことは学部学科の定員を、将来に向けて統合整理していくことを含み、検討を加え

るということであり、受験人口の大幅な減少と大学全入時代の到来により、避けて通れない検討事項

である。 
 また学科開設後 3年目を迎え、演習などの専門教育が各学科で始まっており、学科特有の専門教育
を展開している。教育研究の魅力を、こうした専門教育を通して受験生にアピールするなどの広報展

開を実施し、定員の確保に結び付けていきたい。 
 さらに卒業後の進路に至るまでの指導を学科ごとに徹底して実践し、また資格取得など学科ごとの
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付加的教育も充実させながら、定員の確保に努めていきたい。 
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2．ビジネス情報学部 

 
〔到達目標〕 

 自己点検評価の到達目標について、ビジネス情報学部は次の通りである。 
 a)スポーツマネジメント学科およびアジア地域ビジネス学会の定員の充足状況を維持する。 
  b)会計ファイナンス学科の定員を確保する。 
  c)学部学科運営上の人的問題の解決、すなわち教員組織の整備をする。 
  d)学科独自の専門教育を展開し、社会に役立つ人材を養成する。 

  上記目標を遂行すべく、学生の学修の活性化と教員の教育指導方法の改善を促進するための組織的
な取り組みとして学部 FD活動を展開している。 
 
１） 自己点検・評価 

自己点検・評価を恒常的に行うためのシステムの内容とその活動上の有効性 

自己点検・評価の結果を基礎に、将来の充実に向けた改善・改革を行うための制度システムの内容とその

活動上の有効性 

〔現状説明〕 
学生の学修の活性化と教員の教育技術向上に取り組むための本学部の組織としては、FD委員会が
設置されている。FD委員会は学部長を委員長とし、本学部に属する 3学科の学科長、教学委員会委
員長と副委員長に加え2名のFD委員から構成されている。そこでは本各部における授業環境の改善、
授業効果の向上などの課題について検討を重ねている。 
 本年度、FD委員会による企画でいくつかの FD活動を実施した。ひとつに、本学部所属の全教員
の参加のもとで、学部教育検討会を 2度実施した。さらに教員相互の授業参観の制度の整備し実施し
た。加えて、教員の教育技術向上を目的とした教員研修会を実施した。 
 現状では、授業アンケートは授業の改善を目的とした 2つの活用がなされている。ひとつは学部全
体のアンケート結果の分析を実施し、その結果を自己点検報告書にまとめ、各教員に配付している。

もうひとつは、それぞれの授業ごとの集計結果をまとめたものを各教員に配付している。こうしたア

ンケートのフィードバックを通してそれぞれの教員が授業改善に役立てている。 
本学部所属全教員による教育討論会によって、各教員が持っている教育環境の改善案など FDに係
る事項の意識の共有を図ることができた。 
平成 20年度、学部において教員相互の授業参観が初めて実施された。本授業参観は、他の教員の
授業を参考にすることで、自らの教育技術の向上させることを目的とするものである。本授業参観の

実施により、参考になった事項についての報告が実施後各教員からなされた。 
教員研修会は「IT機器の活用による授業改善」というテーマで実施された。 

 
〔点検・評価〕 
これまで、各教員において、教育指導技術の向上のための機会が少ないことが問題点として上げら

れてきたが、本年度、教育技術向上の場を多く設けることができた。 
授業アンケートの結果を分析する目的としては、学生が何を重視しているか、どのような授業が学

生のやる気を喚起するか、どこに力を入れれば学生の満足度が高まるか、などの観点から過去の集計

結果との比較や、アンケートの回答項目間の相関分析を通して把握しようというものである。 
 また、授業ごとの集計結果の配付には、教員が見落としている部分に学生が不満に感じている点は

ないか、教員が無自覚に行っていることで、学生から肯定的な評価を受けている点はあるか、教員が
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力を入れていることが、学修効果の向上や学生のやる気の喚起につながっているかなどについて、教

員に自覚を促すものである。 
 いずれも効果的なフィードバックとして、授業の改善に大幅に貢献している。 
 
〔改善方策〕 
各教員が教育指導技術を向上させるための機会を増やすことを目的として、手本となる授業を参観

する機会として、授業参観や、教育検討会、教員研修会などを企画、実施した。本年度の実施結果の

反省を踏まえ、次年度からより効果的な授業参観の制度の整備をすすめていく。同様に指導技術を学

ぶ機会として、教員研修会の制度も改善していく必要がある。同時に教育検討会をより実のあるもの

にすべく、議題の選定、議事の進め方の効率を上げる必要がある。 
またアンケートに対して、誠実に回答しない一部の学生の回答によって、アンケート結果の信頼性

が低下している。今後の課題である。 
 
２） 自己点検・評価に対する学外者による検証 

自己点検・評価結果の客観性・妥当性を確保するための措置の適切性 

〔現状説明〕 
「1．大学全体の自己点検・評価」で述べた内容と同様である。 
 
〔点検・評価〕 
「1．大学全体の自己点検・評価」で述べた内容と同様である。 
 
〔改善方策〕 
「1．大学全体の自己点検・評価」で述べた内容と同様である。 
 

3) 大学に対する指摘事項および勧告などに対する対応 

文部科学省からの指摘事項および大学基準協会からの勧告などに対する対応 

〔現状説明〕 
「1．大学全体の自己点検・評価」で述べた内容と同様である。 
 
〔点検・評価〕 
「1．大学全体の自己点検・評価」で述べた内容と同様である。 
 
〔改善方策〕 
「1．大学全体の自己点検・評価」で述べた内容と同様である。 
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3．経営情報学部 

 

〔到達目標〕 

学部の教育目標である「情報技術を活かした経営学の学修」を実現するため、授業を含め教育全般

の改善を進めるが、まず教授会メンバー全員が FDの重要性を認識し、FD活動に取り組む。そのう
えで、改革の実効を上げる。 
 
１） 自己点検・評価 

自己点検・評価を恒常的に行うためのシステムの内容とその活動上の有効性 

自己点検・評価の結果を基礎に、将来の充実に向けた改善・改革を行うための制度システムの内容とその

活動上の有効性 

〔現状説明〕 
 本学部の FD委員会は平成 19年 12月に発足した。構成メンバーは学部長、学科長、教学委員長、
FD委員 2名の計 6名である。学部長が議長を務める。発足後、委員会規則を設け、平成 20年度か
ら月 1回会議を開くとともに、具体的な活動を開始した。本学部では自己点検・評価に関しては、教
育研究センターの実施する授業評価アンケート、学生満足度調査などについて、FD委員会・教授会
を通じて一致して協力してきた。授業アンケートの結果を各教員が活かせるように徹底すると共に、

学部として活かす方法について議論してきた。満足度調査については、特に 2年次生の授業に対する
満足度が低いことについて検討している。ただ具体的な対応策は出ていないのが現状である。 
  
①教員による授業参観 
教員相互の授業参観を平成 20年 6月に実施した。各教員の授業を参観することで、お互いに批
判するというよりも、自らの参考になることがあれば取り入れるのが目的である。各教員は授業を

参観したあと、「授業参観報告書」を提出した。報告書では、「授業を参観して、参考になったこと」

を中心に記入した。結果を分析すると、各教員は自分の専門分野に関係のある授業を選んでいるケ

ースが最も多い。次いで、1週間の参観期間内でのスケジュールの都合で選んでいた。教員が希望
する授業を参観するためには、期間をもう少し長くとったほうがよかったといえる。参考になった

こととしては、①配布資料を活用している、②AV 機器を活用している、③板書がまとまっている
―などが多かった。この結果を教授会で配布し、各自の授業に役立ててもらうよう要請した。また、

学生の授業を受ける態度への注意など批判的な項目も寄せられた。 
 
②授業アンケートの改善及び活用 
教育研究センターの要請を受け、学生及び教員の授業アンケート内容についての検討を、平成

19年度後半、平成 20年度にわたって続けた。FD委員会だけではなく教授会で広く呼びかけ、意
見を求めた。この結果は 3学部共通の授業アンケートの内容に生かされた。 

 
このアンケートの平成 19年度後期の結果が学部単位、個人単位で出された。学生の授業に対する
満足度を中心に分析したが、学部固有の特徴、問題点は特に摘出できなかった。ただ、授業アンケー

ト、授業参観で浮かび上がったのは、学生が専門ゼミや語学以外ではあまり予習・復習をしていない

こと、授業中に授業に集中していない学生もいるということだった。このため、学生に授業に集中さ

せるにはどうするかを検討した結果、後期から教員が授業の初めに携帯電話の使用、私語などの禁止

を注意すると共に、学部長名で授業への集中を呼び掛ける掲示を出した。 
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③1・2年次生のゼミ指導改善 
多欠調査の分析結果として、1年次生の多欠が目立つことから、その対策を協議した。1年次生
の教育指導の中心となるのは「フレッシャーズゼミ」である。入学直後の指導の重要性が指摘され、

その内容について担当教員を中心に検討した。この科目は 6 人の教員が担当しているが、内容は
個々に任されている。大学生としての目標設定など、より充実した学生生活を送る上で必要とされ

る事項について、共通して各ゼミで指導するよう申し合わせた。また、引き続き 2年次生のゼミ「基
礎ゼミ 1ⅠⅡ」についても、従来の国語力の向上だけではなく、文章を書く、話すといったコミュ
ニケーション能力全体の向上を目指すものに改革した。 
 
④ブログ研修会 
授業での AV機器の活用は授業参観でも必要なことと指摘された。授業の質を高めると共に、大
学からの情報発信を質量とも高める意味からも、教員がブログを作ることが必要ではないかとの議

論を踏まえ、ブログの研修会を実施した。実際にブログを作り、これを授業にも活用している教員

が講習会を開いた。 
 

〔点検・評価〕 
 FD活動は始まったばかりではあるが、教育研究センターを中心に各学部が足並みをそろえて動き
始めている。スタート段階とはいえ、全員が参加する形で授業参観が実施されるなど、結果は評価で

きる。また、授業内容、授業の手法の改善など幅広い分野を手掛けており、すそ野を広げられると同

時に、比較的早く多くの点の改革を進められる可能性がある。 
 まだ、自由に批判しあう段階には達していない。また、きちんとした方向性や理想像などは描けて

いないので、今後充実させていく必要がある。 
 
〔改善方策〕 
 授業の内容を充実させ、学生の満足度を上げていくという視点から、平成 20年度の授業アンケー
トを分析し、問題点を明らかにする。そのうえで、教員がお互いの授業をみて、それをどう生かすか

をより具体的に検討する。AV 機器の活用がより活発になれば、現在の AV 教室だけではなく、より
多くの教室への無線 LANの導入も必要になる。 
 さらに、授業アンケートをもとに具体的な改善策を実施した教員の事例報告などを教授会で実施で

きるようにしたい。 
 
２） 自己点検・評価に対する学外者による検証 

自己点検・評価結果の客観性・妥当性を確保するための措置の適切性 

〔現状説明〕 
「1．大学全体の自己点検・評価」で述べた内容と同様である。 
 
〔点検・評価〕 
「1．大学全体の自己点検・評価」で述べた内容と同様である。 
 
〔改善方策〕 
「1．大学全体の自己点検・評価」で述べた内容と同様である。 
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3) 大学に対する指摘事項および勧告などに対する対応 

文部科学省からの指摘事項および大学基準協会からの勧告などに対する対応 

〔現状説明〕 
「1．大学全体の自己点検・評価」で述べた内容と同様である。 
 
〔点検・評価〕 
「1．大学全体の自己点検・評価」で述べた内容と同様である。 
 
〔改善方策〕 
「1．大学全体の自己点検・評価」で述べた内容と同様である。 
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4．看護学部 

 

〔到達目標〕 

 看護学部の FD活動を推進するため、以下のことを目標とする。 
1．授業評価のための授業アンケートを積極的に活用する。 
2．ピアレビューの充実をはかる。 
3．教員研修会の開催をとおしての活性化をはかる。 
 

１） 自己点検・評価 

自己点検・評価を恒常的に行うためのシステムの内容とその活動上の有効性 

自己点検・評価の結果を基礎に、将来の充実に向けた改善・改革を行うための制度システムの内容とその

活動上の有効性 

〔現状説明〕 
 学部 FD 委員会の活動として、平成 20 年度に実施する授業アンケート(学生用および教員用)の作
成に関わった。 
 また、平成 21年 3月 19日に教員研修会を開催し、以下の話題を提供し、結果を教員間で共有し、
今後の FD活動に向けての討論を行った。 

1．平成 19年度に試行的に行われた授業アンケートをまとめ、発表した。これにより、看護学
部学生の授業評価の特徴が把握できた。 

2．平成 20年 11月から 12月にかけて、領域ごとのピアレビューを企画した。その結果をまと
め、教員研修会で今後のピアレビューのあり方を討論した。 

 
〔点検・評価〕 
①授業アンケートについて 
 学部 FD委員会では、アンケート作成に関わった。昨年度までは試行的なものであったが、本年
度は今後用いることのできるアンケートが作成できた。また、アンケート内容も教員用と学生用、

さらに講義用と実習用に分け、充実したアンケートの作成ができたと思われる。 
②ピアレビューについて 
前年度より教育力を向上させることを目的として、ピアレビューの必要性が問われていた。ピア

レビューは、全教員が共通の目的・目標をもち、継続的に行われるべきものである。また、その効

果を教育内容に反映させなければならない。そして、単に授業参観ではなく、授業評価そして授業

改善につなげていかなければならない。本年度は授業改善に向けてのピアレビューを実施するに至

ったが、未だ実施方法の模索状態である。継続でき、かつ評価が行われやすい方法を検討する必要

がある。 
③教員研修会について 
 FDのための教員研修会の必要性があり、前年度に引き続き研修会が開催できた。多くの教員が
授業改善の必要性を感じていることから、本年度は授業アンケートからみられる本学部学生の特徴

や、ピアレビューから得られたことを話題提供し、教員間で討論する場を設けた。全教員が集まり、

教育や研究について議論する場がほとんどないため、この会の開催は有意義であったと思われる。 
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〔改善方策〕 
 学生による授業評価については、本年度から本格的に実施されている。その結果を活かし、授業内

容の改善・向上を図ることが課題である。結果のまとめや報告会の開催などを通して、その課題がク

リアされるように委員会としても支援していきたい。 
 ピアレビューも領域ごとに随時実施していくことが必要である。その結果をまとめたり、教員間で

討論できるような場を設けたい。また、ピアレビューにより、授業改善が図れたのかどうかを、授業

アンケートなどと照らし合わせながら評価していくことも検討したい。 
 また、全教員で討論の必要のある話題を取り上げ、教育研究の質の向上をもたらす目的で教員研修

会の企画も行っていきたい。本年度は 1回の開催であったが、テーマを吟味し、定期的な開催が求め
られる。 
 
2) 自己点検・評価に対する学外者による検証 

自己点検・評価結果の客観性・妥当性を確保するための措置の適切性 

〔現状説明〕 
「1．大学全体の自己点検・評価」で述べた内容と同様である。 
 
〔点検・評価〕 
「1．大学全体の自己点検・評価」で述べた内容と同様である。 
 
〔改善方策〕 
「1．大学全体の自己点検・評価」で述べた内容と同様である。 
 

3) 大学に対する指摘事項および勧告などに対する対応 

文部科学省からの指摘事項および大学基準協会からの勧告などに対する対応 

本項目については、本学部・学科は該当しない。 
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5．大学院経営管理研究科 

 

〔到達目標〕 

 平成 19年度に大学院の FD活動が義務化されたことを受け、「大学は、当該大学の授業内容および
方法の改善を図るための組織的な研究および研究を実施するもの」(大学設置基準第 25条の 3 )とい
う目標を踏まえて、これまで教員と大学院生とのあいだでフェイス・ツー・フェイスのやりとりの形

で行ってきた授業内容や方法の改善を、組織的な活動として進めていくことを目標とした。 
そのために平成 19年度より行われている「学生による授業に関する調査」アンケートの結果を詳
細に分析して、分析結果を組織的に共有して授業内容と方法の改善に生かすことを目指す。また大学

全体で行う「教育討論会」に大学院 FD委員会も主要メンバーと参加して、教育の質の向上を目指す
ための工夫を提案する。 
 
１） 自己点検・評価 

自己点検・評価を恒常的に行うためのシステムの内容とその活動上の有効性 

自己点検・評価の結果を基礎に、将来の充実に向けた改善・改革を行うための制度システムの内容とその

活動上の有効性 

〔現状説明〕 
 経営管理研究科は 5つのコースから構成されていて、担当教員はいずれかのコースに所属して授業
を行っている。5つのコースのうち、高崎キャンパスには 4つのコースがあり、東京サテライトに 1
つのコースがある。2つのキャンパスの間には、授業を行う教員たちも授業を受講する大学院生たち
も、ともに大きな違いがある。東京サテライトの教授陣は実務家や官庁職員が多く、また大学院生も

すべて仕事を持った社会人である。 
 
〔点検・評価〕 
 「授業に関する調査」アンケートの結果を分析することで、受講生たちによるコースごとの授業に

ついての評価を明らかにすることができた。平均値でみるかぎり、どのコースの授業も受講生たちを

満足させていることがわかった。詳細に分析を進めたところ、授業への評価をめぐって、5つのコー
スについて少なからぬ違いが存在していた。高崎キャンパスのすべてのコースに高い傾向が見られた。

しかしコースによってはサンプル数が少ないことから、サンプルそのものが偏っていることも考えら

れる。継続して調査を行うことが重要である。5 つのコースのうちでもっとも評価の低いコースが、
東京サテライトで行われている金融と経営コースである。また全体的にどの設問においても、あまり

否定的な評価は存在していなかった。 
 
〔改善方策〕 
 東京サテライトは平成 19年度と平成 20年度の大学院生を最後に、平成 21年度からは募集を中止
している。しかし社会人大学院生はこれからの増えてくる傾向なので、東京サテライトで明らかにな

った課題をしっかりとふまえておくことが必要であろう。 
 FD 活動は「教員たちの発達」を目指しているので、「授業に関する調査」を継続して行って発達
の軌跡を明らかにしていくことが不可欠である。そのためにはアンケートの設問をしばらくの間固定

したうえで、通時的な変化を追っていくことが効果的である。また「教育討論会」で提案された授業

内容と方法の改善を、教員たちが実践していくことが急務になっている。 
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２） 自己点検・評価に対する学外者による検証 

自己点検・評価結果の客観性・妥当性を確保するための措置の適切性 

〔現状説明〕 
「1．大学全体の自己点検・評価」で述べた内容と同様である。 
 
〔点検・評価〕 
「1．大学全体の自己点検・評価」で述べた内容と同様である。 
 
〔改善方策〕 
「1．大学全体の自己点検・評価」で述べた内容と同様である。 
 

3) 大学に対する指摘事項および勧告などに対する対応 

文部科学省からの指摘事項および大学基準協会からの勧告などに対する対応 

本項目については、本研究科は該当しない。 
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第 15章 情報公開・説明責任 
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第 15章 情報公開・説明責任 
 
〔到達目標〕 

大学の財政は学生生徒等納付金収入と、補助金収入が大きな比率を占めている。このような状況の

中で、大学は学校関係者だけでなく、社会に対して説明責任を果たすことが求められている。そのた

めに、広報やホームページ上で財務をはじめとするさまざまな情報を適切な方法で積極的に公開して

いく。 
 
1)財政公開 

財政公開の状況とその内容・方法の適切性 

〔現状説明〕 

 財務状況の公開については、平成 13年度より現在まで資金収支の概要、消費収支の概要、貸借対
照表を学内の掲示板に公開している。また平成 21年度より資金収支計算書、消費収支計算書、貸借
対照表、財産目録の概要、監査報告書をホームページ上に掲載している。また、平成 17年 4月 1日
に施行された私立学校法の改正に伴い、閲覧に供することが義務付けられている財産目録、貸借対照

表、収支計算書、事業報告書、監事による監査報告書は法人本部に備え付けられており、在学者その

他の利害関係人から閲覧請求があった場合は閲覧に供している。 
 
〔点検・評価〕 
 ホームページ上及び大学の掲示板に公開していることと、在学者その他の利害関係人から閲覧請求

があった場合は閲覧に供していることで、社会の要請に応え、法令を遵守している。しかし、財務関

係書類は内容が解りにくいのが実情であり、解りやすい説明という観点では今後工夫をする必要があ

る。 
 
〔改善方策〕 
現在の社会情勢では、積極的な情報公開が求められており、当法人でもホームページ上で公開して

いるが、今後は定型のものだけでなく、表やグラフを利用するなどの工夫を加え、第三者にも解りや

すい公開を行いたい。 
 
2)情報公開請求への対応 

情報公開請求への対応状況とその適切性 

〔現状説明〕 
情報公開請求への対応は、財政状況については教職員、在学生、保護者その他の利害関係人から請

求があれば開示することとしており、またホームページ上に資金収支計算書、消費収支計算書、貸借

対照表、財産目録の概要、監査報告書を掲載している。財政状況以外の情報公開請求への対応は、基

本的には特に制限を設けず、随時対応するようにしている。しかしながら財政状況とともに、今日に

至るまでの間、情報の開示請求があった事例はない。必要と思われる情報等に関しては、ホームペー

ジや大学案内、大学広報、自己点検報告書などにおいて随時公開している。 
 
〔点検・評価〕 
上述の実情を踏まえれば、現状での情報公開において十分対応が出来ているとも思える。しかしな
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がら、これは本学に関する関心度の低さに根ざすものでもあり、またどのような情報の発信がなされ

ているか、社会一般にはわかりづらいことに起因しているとも考えられる。そのため本学の教育研究

活動が広く社会に認知されるような、または地域に根ざした大学として意識されるような取り組みを

積極的に行いながら、本学の諸活動に在学生や保護者のみならず、地域住民ひいては社会全体に広く

関心を持ってもらうことが強く求められる。またどのような情報を、どのような形で、いつ公開して

いるかということを、そもそも大学の関係者には周知する必要があり、さらなる積極的な開示へ切り

替えていくための基本的な情報の伝達を、先ずは実施していかなくてはならない。 
 
〔改善方策〕 
 大学における情報の公開というものが、本学を取り巻く関係者にはあまり意識されていない実情を

考慮すると、まず大学としてどのような情報を公開しているのか、そのステークホルダーは誰なのか

を具体的に明示しながら、今後の情報発信を検討していかなければならない。 
元来本学においては受験生やその保護者を第一義的にステークホルダーと捉え、情報公開や広報活

動を展開してきたが、大学経営の透明性が問われる昨今においては、このことだけでは十分な対応が

なされているとは言いがたい。具体的には財政状況に加え、法人の事業計画や事業報告といった法人

全体の運営に関わる案件を、ホームページ上にも公開していきたい。 
またこうした取り組みが実現された場合に、当然のことながら問い合わせや情報の開示請求件数も

増加すると考えられる。その場合に不適切な対応がなされないよう、学内において情報発信の担当部

署を明確にし、開示する情報について正確に、十分な知識をもって対応できうるよう担当部署の職員

には指導を徹底していく。同時に本学職員の一人ひとりが、周囲からは情報の発信者として扱われる

ことも考えられるため、学内において、本学の運営に係る情報を周知させ、関連する研修会などを開

催しながら担当部署以外の職員についても教育を実践していきたい。 
 
3)点検・評価結果の発信 

自己点検・評価結果の学内外への発信状況とその適切性 

外部評価結果の学内外への発信状況とその適切性 

〔現状説明〕 
 全学的な自己点検の取り組み結果については、教育研究センター年報に冊子としてまとめられ学内

外に対し発信している。具体的な点検内容としては、教育の現状の点検を行う全学的な教育討論会の

実施ととりまとめ、教育の質向上に関する学生による授業アンケートの開発および実施、教員による

授業アンケートの開発および実施、などである。また、各大学内委員会活動についても自己評価を実

施し点検を行っている。教員個々人の教育および研究については、計画から自己点検を行う仕組みが

整っており、年度ごとにとりまとめられ発信されている。 
過去にも自己点検報告書は作成されてきたが、内容的に自己点検内容が十分にまとめられていなか

ったため、大学全体の活動の仕組みの点検への変更を進めるにあたり、部分的な自己点検結果となっ

ている。また、資源保護の観点より本学がペーパーレスを目指していることから、近日中に自己点検

の活動を含む教育研究センターホームページに、これまでの自己点検のさまざまな取り組みや成果物

について、できるだけ PDF化し、外部に対してはインターネットを介して、内部に関しては、イン
トラネットを活用して発信することとしている。内容ごとに対教職員および学生へ周知している。 
外部評価結果の学内外への発信については、まだ外部評価を実施できていないので、発信していな

い。早急に実施し公表する必要がある。 
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〔点検・評価〕 
 部分的な発信はできているが、点検・評価結果の一連の内容がすべて公開されているとは言えない

状況と言える。また点検・評価の仕組みづくりそのものについても、十分な評価とその後の改善につ

いてのアウトカムを検証する仕組みが十分にできていないため、発信内容の質が保証されていない。

引き続き検証の仕組みを強化し発信していくことが求められる。 
 
〔改善方策〕 
 将来的には PDCA サイクルに基づく、上武大学自己点検システムにのっとった、自己点検の結果
を公表していくことを目指したい。今後自己点検・評価を常時進め、PDCA サイクルに入れて実効
を積み上げていく過程を本学の歴史の積み重ねとすること、すなわち、7年ごとに行われる認証評価
の文書が、本学のアーカイブスとしての意味を持ち、学内外で利用される形を志向していきたい。 
 
 
 



  



終 章 
 
自己点検・評価を全学体制で進めてみると、本学ではあまたの独創性豊かな施策が行わ

れており、大学に個性が求められている時代にあって潜在力をもつ大学であることを改め

て認識することができた。 
今後個々の特徴、独自の試みなどが大学全体として整合性をもって一体化し、さらに強

化されていくためにはどうしたらよいであろうか。この命題に対する答えを今直ちに用意

することはできないが、この度まとめられた自己点検・評価に対し、重点事項や改善項目

を絞って繰り返し検討を進め、実践できるところからさらに改革を進めて大学全体の

PDCA 活動を今後も続けることにより、本学はより明確に自らの個性を打ち出していくこ
とができるものと思われる。従って今般の自己点検・評価がひとまず終了した時点から次

の 7 年間に向かっての作業を、全ての教職員がかかわる任務として進めていかなければな
らない。 
以下章ごとの今後の課題と方向性について概括する。 

 
第１章 理念・目的 

 建学の理念である「雑草精神」の名の下、本学では人間教育に立脚した学生中心の普遍

的・専門的教育により、いつの時代にあっても、どのような環境におかれても、実社会に

おいて即戦力となる幅広い職業人の育成を図ってきた。このことは教職員や学生のみなら

ず、その他の大学関係者をも含み、創立当初から今日に至るまで服膺されてきたことはゆ

るぎない事実であろう。 
しかしながら本学が群馬県伊勢崎市に単科大学として発祥してから 40年を数える間には、
社会的背景、大学の存在意義も多様に変遷しており、それに対応すべく本学も経営情報学

部、大学院経営管理研究科、看護学部の設置という過程を経て、3学部 1大学院を擁する大
学となり、さらに平成 19年にはビジネス情報学部、経営情報学部の学科改組を行い、大学
全体では 3学部 6学科 1大学院に及ぶ組織を編成し、教育研究活動も多岐に亘る総合大学
としての道のりを歩むこととなったのである。 
そこで今回の認証評価受審を契機として、あらためて大学建学の理念を本学の構成員で

ある教職員一人ひとりが認識した上で、本学がここまでどのような教育を実践してきたか、

どのような理想や目的を学生達に掲げて教育研究を行ってきたかを検証してきた。その結

果導き出された具体的事項が、それぞれ教育目標、研究目標として各章に掲げられている。

今後はこれらの具体的目標の下、各学部学科及び大学院における教育研究活動が推進され

ていくことになり、本学における一体的な活動がなされていくことになる。 
 
第２章 教育研究組織 

 本学は商学部単科大学として昭和 43年に発足以来、時代の要請や社会背景により、学部
増設や大学院設置、学部名称変更、さらには平成 19年度の学科改組に至るまで、さまざま



な組織の改変を行ってきた。いずれも前述してきた建学の理念の下、本学ならではの教育

研究を推進させてきた結果であるが、定員の充足率は学部学科により顕著な差が生じてい

る。また大学院も平成９年の開設後、従来の学部学科構成を踏襲する形で今日を迎えてお

り、独自の教育研究を推進する組織として機能しているとは言い難い。そのため平成 22年
度において学科改組の完成年度を迎えることを１つの契機として、教育内容や人的体制な

どを視野に入れ、大学院も含めた新たな組織の見直しを検討していく必要がある。 
 また平成 19年度に教育研究センターが大学横断的な教育研究活動の推進を目途として設
置され、学内の研究会や討論会など、大学活性化に向けた様々な取り組みを実施している。

今後学内だけでなく、産学連携や他の教育機関との連携協力体制なども具体的取り組みと

して検討していきたい。 
 
第３章 教育内容・方法等 

 本学は社会科学系のビジネス情報学部、経営情報学部の 2 学部とそれを基礎とする大学
院、さらに理学系の看護学部という教育体系を備えている。そのため教育内容は前者の 2
学部と大学院は共通する部分が多く、看護学部においても一部それらを取り入れているが、

専門性は当然のことながら全く異なっている。 
このビジネス情報学部と経営情報学部の教育体系を差別化し、それぞれの学部において

固有の教育をより明確にするために、平成 19年度において学科改組を断行し、会計ファイ
ナンス学科、アジア地域ビジネス学科、スポーツマネジメント学科をビジネス情報学部に、

経営デザイン学科とメディアマネジメント学科を経営情報学部として再編している。これ

ら６学科と１大学院がそれぞれの目標を掲げ、大学の理念に基づく教育を展開している。 
 それぞれの学部学科、大学院で学生に体系的な学修を進めさせるには、詳細な履修モデ

ルや日頃の個人レベルの学修指導がどうしても必要となるであろう。年度始めのガイダン

スでは履修要項、シラバスを用いて学生達に詳細な説明をしており、さらに学生一人ひと

りについてゼミ担当教員（看護学部ではチューター、大学院では論文指導教員）が個人面

談を行いながら、本学で何をどのように学ぶのかなどを、学生との対話を通して個別に指

導している。このような教員の活動は本学が開学以来実践してきた特徴であり、大学建学

の理念を支える根幹的活動として評価できるだろう。 
  
第４章 学生の受け入れ 

 学生受け入れのための入試制度は推薦入試、ＡＯ入試、一般入試という基本的な枠組み

と、さらに細分化された特待生入試、自己推薦入試、あらくさ奨学生入試など多様な入試

形態により実施されている。入学者選抜も画一的な成績基準ばかりでなく、人物評価に加

え、入学後の学修意欲の有無や本学に対する志望動機なども加味し、総合的見地から判断

している。そのため入学者選抜制度そのものは受験生の学力や高等学校側からの要望など

もあり、それらに適宜対応できる機能を十分に果たしている。 
しかしながら学部学科により定員の充足率は大幅に異なり、特に経営情報学部メディア

マネジメント学科の定員充足率は、開設以来依然として低い数字であり、これは学科の教



育内容に対する受験生のイメージと社会的必要性が明らかに乖離していることが一番の原

因と思われる。この点を広報活動に反映し、学科の学生達のメディアを活用した研究や教

育実践例などを紹介しながら、将来どのような進路に結びついていくかなどの具体的事例

を挙げ、受験生の理解を促すことが課題となる。 
一方メディアマネジメント学科とは対照的に、ビジネス情報学部スポーツマネジメント

学科については、開設以来受験生が数多く集まり、初年度の平成 19年度と平成 22年度の 2
度にわたり、適正な定員超過率を超えた入学者数となってしまった。こうした定員充足率

の顕著な差異を是正し、適正な定員管理を行うための具体的方策を今後も継続して検討し

ていきたい。 
広報活動は主に事務職員を中心に、高校訪問を前期と後期の 2 回に振り分けて行ってい
る。地域は関東以北の東北地方までを網羅しており、各地域で開催される進学相談会等に

も意欲的に参画し、受験生や高等学校の教員に対して、詳細な資料を基に本学の説明を行

っている。また県内の大学近隣地域の高等学校へは随時訪問も実施し、大学からの情報発

信をきめ細かく、タイムリーに高校側に届けている。 
 大学院においては開設当初地域からの強い要望を受け、地域社会を構成する人々の再教

育の場として開設されたが、当初想定したほど社会人の受験生は多くなく、社会に向けた

継続的な広報活動を行っていく必要があろう。 
 
第５章 学生生活 

 本学では多彩な奨学金制度を取り入れており、学生の経済的支援を積極的に行っている。

それは単に経済的に困窮な状態にある学生に対する学費負担軽減措置にとどまらず、成績

優秀者や資格取得者への支援金の支給もあわせて行い、学生の日常的な勉学意欲の向上や

資格取得に向けた意識の高揚を図ることも目的としている。また課外活動において顕著な

成績を収めた学生にも同様に支援金の支給を行っている。これらの制度は結果的には学費

負担軽減に結びついており、長期的な不況による景気低迷が続いている近年、保護者や高

等学校からは好評を博している。 
 また 4 年間に亘る学生生活を支える本学独自の取り組みとして、ビジネス情報学部、経
営情報学部においてはゼミナール制度、看護学部ではチューター制度を敷いており、学生

生活全般についてサポートしている。これは創立当初から「面倒見のよい大学」をモット

ーに教職員が一丸となってきめ細かな個人指導を行うものであり、学修上の問題点から学

生生活上の様々な相談まで親身に対応しており、今回のこの自己点検各章においてその有

効性や指導結果等が検証されている。 
 
第６章 研究環境 

 研究に関しては平成 21年度から学内の研究費に関する制度を一新している。小額の研究
備品等を取り扱う一般研究費は一律 10万円とし、その他の研究に関する必要な経費は特別
研究費として全て申請形式により行う方式を採用した。 
これは研究を積極的に進めようとする者には年間の金額や申請回数の上限を設けず、大



学が全面的に支援を行っていくという新たな制度である。また申請用の書式は科学研究費

補助金の申請用紙と同じ内容となっており、学内での研究費申請をそのまま科学研究費申

請に活用できるよう配慮されている。 
こうした新たな制度の下、平成 22 年度へ向けた科学研究費の申請件数は格段に増加し、
採択されることは結果としてなかったものの、教員の研究に対する意識の高揚は図れたと

思われる。この特別研究費の制度と同じく、研究における倫理性が問われる問題について

も、新たに倫理審査委員会を置き審議がなされている。 
 
第７章 社会貢献 

本学における社会貢献の一環として具体的に実施し、成果を収めているものとして、公

開講座の開講と高等学校への出張講義が挙げられる。ともに地域住民のアンケートや高等

学校からの直接的なニーズにより適宜行っている。もともと商学部として創立された本学

には簿記会計の教育研究が盛んであること、大学の特徴として情報処理教育が広く行われ

ていること、看護学部とスポーツマネジメント学科設置による、健康維持増進活動に貢献

できる教育研究資産が構築されたことなどにより、地域からの要望はきわめて高く、これ

らのニーズに対して定期的な公開講座が開講されている。 
こうした公開講座や高等学校への出張講義により社会貢献の輪を広げていることにより、

最近では地域のコンソーシアム事業への参画や、行政機関との連携によるカリキュラムパ

ートナーの提携、地元のスポーツチームとの広報活動の支援など、大学としての新たな魅

力ある側面を提供できる場が広がってきている。 
 
第８章 教員組織 

 学部学科における教員組織は法令上規定された組織構成を維持しており、各教員は専ら

本学の教育研究活動に従事し、現在までのところ組織としての機能を遺憾なく果たしてい

ると言えよう。しかしながら大学院の教員組織は独自に機能しているとは言い難い状況で

あり、その教育研究活動は非常に脆弱である観を否めない。また学部学科の改組などが行

われ、大学院の基礎となる教育課程が様々に改定されながらも、大学院の教育内容につい

ては開設以来特に見直しや検討を加えていなかったことも、組織活性化を図れなかった 1
つの要因でもあろう。こうした状況の改善は喫緊の課題でもあり、大学院の存在意義自体

も開設後 10年を経過した節目として改めて考えていく必要があるだろう。また担当する教
員を大学院自体で単独で任用できないにしても、大学院担当教員の負担軽減や適正評価な

どの優遇措置を講じ、担当する教員のモチベーションを向上させていくことも視野に入れ、

組織活性化に繋がる方策を具体的に検討していくこととする。 
教員組織において本学では TA制度や教育研究支援職員制度は置かれていないが、授業に
おいても、研究支援の補助的業務も事務職員が行っており、専任で対応しなければならな

い要望は教員側からは出ていない状況である。ただし留学生に対する語学教育の支援策を

含め、全学的に外国語能力向上を本学の特徴として位置づけていくこととすると、やはり

TAや教育研究支援職員の必要性は高まるだろう。そのためカリキュラムなどと連動して検



討を加え、組織の充実を図っていきたい。 
  
第９章 事務組織 

現状の事務組織は組織構成上も人員配置上も支障なく機能している。また教員の FD活動
と同様に、事務職員も SD活動を展開しており、それに伴う研修の場も定期的に設けている。
こうした研修を通して個々の能力向上を図り、事務職員として求められる資質とは何かを

これからも検証していくこととする。 
また大学運営を考えた場合には、新たな大学の魅力や特色を打ち出し、それによる各種

助成制度の適用を受けるためには、教員と事務職員の協同による連携業務がどうしても必

要となり、従来型の研修制度は見直しを図っていかなければならない。 
現状の組織でも、事務職員と教育職員が各種委員会や会議などの審議プロセスにおいて

協同して業務処理を進めているが、大学として一体的かつ個性的な取り組みを創出してい

くには、事務職員と教育職員のより密な連携なくしては難しいと思われる。さらに事務職

員の日々研鑽を積む方向性が業務改善に繋がることは当然であるが、大学の置かれている

実情を踏まえ、これからの教育研究力向上による魅力ある大学作りが可能となるよう、組

織としての機能を高めていける研修制度を取り入れ、事務組織改善を進めていきたい。 
 
第１０章 施設・設備 

 本学における施設設備面の拡充は、平成 3 年のコンピュータセンター（現メディアセン
ター）増築に始まり、学部の教育棟、図書館、多目的グラウンド、野球場などを次々に整

備し、平成 19年度のメディアセンター改修工事に至るまで継続的に行われてきた。これに
は平成 16年度の看護学部設置に伴う、看護学部内演習施設・研究室・図書館を併設した増
築工事も含まれており、各学部学科の教育研究活動や学生の快適な大学生活を支援する施

設設備は、大学創立当初に比して格段に向上してきたと言えるだろう。 
 また本学の教育の特徴でもある情報機器などの整備もこれらの施設設備拡充と平行して

行われており、平成 22年度には学内のネットワーク関連機器及び図書館の情報システムの
入れ替えを予定している。 
 こうした施設設備の維持管理体制は各キャンパスの総務課と法人本部総務部が連携して

担当しているが、今後の施設設備の老朽化に伴う対応策の検討や、学生への安全面の配慮

から、大学全体を統括して点検整備を行う部門などを新たに設け、施設等の維持管理体制

を強化していきたい。 
 
第１１章 図書・電子媒体 

 学生や教員らが日々教育研究を行うための書籍や電子媒体は十分に保有しており、閲覧

に供するスペースも確保できている。また平成 21年度から学生達の図書館利用率向上のた
め様々な策を講じており、その１つの選書ツアーは本学でのユニークな活動として注目を

浴びている。これは学生達が実際に書店に赴き、自分達で図書館に配架される図書を選ぶ

ものであり、学生達にも大変好評で、図書館利用率向上にも大いに貢献できた取り組みで



ある。こうした図書館活性化の案件などは、学生達も交えて今後も実施していきたい。 
 
第１２章 管理・運営 

 大学の最高の意思決定機関である理事会をはじめとして、常任理事会、法人運営協議会、

大学協議会、教授会、委員会等における議案の審議決定プロセスは、各規程に基づいた管

理体制の基で適正に行われている。また平成 21年度から理事者と教学組織を代表する立場
の者が参画し、理事懇談会を開き、理事の大学運営への積極的な参加を促せていることは

画期的な取り組みの 1つと言えよう。 
 ただし、制度化され、規程化されたこのような審議プロセスは、厳格である半面議案の

重複審議などを生じさせる結果にも繋がり、また学部増や学科改組に伴う大学における諸

制度の改変が続き、規程と現行制度との乖離が生じているケースも多々見受けられる。効

率的な大学運営を適正な管理体制で実施していくためにも、審議プロセスやさらなる規程

等の検討を継続して進めていかなければならない。 
 
第１３章 財務 

 安定した大学経営を行っていくには、安定した収入の確保が必要ではあるが、ここ数年

来の少子化の影響を受けて、本学においても受験生は減少し、定員の確保は一部の学部学

科において達成できていない状況である。一定額の資産の保有により、当面のところ教育

研究活動を実施していく上で支障をきたすことはないが、こうした定員割れが生じている

状況が続き、経営を圧迫する事態が長期化していけば、大学経営は極めて困難になり、教

育研究活動の維持向上は当然のことながら図れないであろう。 
 このような状況を打開していくためにも、財務的立場からの長期展望を検討していく必

要があり、今後の各学部や大学院の学生確保の見通し、それに伴う人的体制の確保と整備、

大学施設設備維持拡張のための基金確保など、現状を細部に亘り分析しながら、今後の財

政面における計画、すなわち中長期的な予算と執行の計画案を早急に提言していきたい。 
 

第１４章 点検・評価 

 本学における自己点検評価の仕組みは、現在平成 19年度から設置された教育研究センタ
ーが主導して実施している。従来まで実施してきた点検評価では、改善案が示されること

はあっても、なかなかその実現を見るには至らず、ことに教育面では授業改善も担当者に

委ねられるのみであり、その結果の反映は教員の意識によるところが大きく、個人や部署

レベルにおいての取り組みにとどまっているに過ぎなかった。 
 今回の認証評価受審にあたり、全学的な組織として教育研究センター運営委員会を定期

的に開催し、事務職員や法人執行部も運営メンバーとして加わったことにより、各章や項

目において細部にいたるまで見直しができたものと思われる。さらにここに盛り込まれる

ことになった具体的改善方策は、積極的に推進していかなければならない重要案件として

各部署に位置づけられ、そのための新たな組織の構築が、暫定的ではあっても至急必要と

なる。同時に外部評価制度などを確立させ、本学における自己点検評価をより明確に、透



明性に富んだものとして広く社会においても位置づけていきたい。 
 
第１５章 情報公開・説明責任 

 情報公開に関しては現在大学案内やホームページ、大学広報などの諸媒体を通じて広く

行っており、財務関係書類や事業報告書なども平成 21年度からはホームページ上に公開し
ている。またここ数年本学運動部の目覚しい活躍により各種のマスメディアに本学の名前

が挙がり耳目を集めている状況である。そのため今後ますます大学の諸活動を社会に対し

て配信していく必要性が高まっていくと思われ、どのような情報をいつ誰に対して行って

いくかを明確にしていかなければならない。そして地域や社会全般から求められるニーズ

に対して、より広範に、容易に適切に応えるべく広報活動を展開していくことが必要であ

る。 
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