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豊橋創造大学

Ⅰ．建学の精神・大学の基本理念、使命・目的、大学の個性・特色等
１ 建学の精神・大学の基本理念、使命・目的
豊橋創造大学を設置する学校法人藤ノ花学園の建学の精神は
「誠をもって勤倹譲を行え」
である。これは、学園創立者伊藤卯一が二宮尊徳の生活信条である至誠・勤労・分度・推
譲に基づいて定めたものであり、明治 35(1902)年の学園創立以来一貫して学園に受け継が
れている。
豊橋創造大学の基本理念は、豊橋創造大学学則（以下、単に学則と表記する）第 1 条に
「豊橋創造大学は、教育基本法及び学校教育法に則り、文化の向上を目指し創造性豊かで
人間味あふれる人格の形成と、専門的職能教育を施すことを目的とし、広く国際的視野を
もって人類の福祉に貢献する社会人の育成をその使命とする」と定められている。
また、設置する各学科の教育目標は、学則第 3 条第 2 項に以下の通り定められている。


情報ビジネス学部キャリアデザイン学科（平成 24(2012)年 4 月より募集停止）
生涯にわたっての高い就業能力を身につけさせるため、健全な職業観と就業意識を育成

し、経営学と情報学を基盤として時代の要請に沿った専門的職業教育を施すことを目標と
する。


経営学部経営学科（平成 24(2012)年 4 月開設）
生涯にわたっての高い就業能力を身につけさせるため、健全な職業観と就業意識を涵養

し経営学と情報学の専門知識とスキルを持つ専門的職業人の育成を目標とする。


保健医療学部理学療法学科
医療・福祉の向上に寄与するために、幅広い教養と倫理観を身につけ、深い専門的知識

と高い技術を持ち、生涯にわたり能力の向上を自発的に行うことができ、他の人格を尊重
できる理学療法士を育成することを目標とする。


保健医療学部看護学科
生命の尊厳と個人の尊重を基盤とし、豊かな人間性を形成するとともに、保健医療福祉

領域における看護学の役割と機能を理解し、地域社会に貢献できる専門看護職者の育成を
目標とする。

２ 大学の個性・特色等（本学が目指す大学像）
情報ビジネス学部キャリアデザイン学科では、学則に定められた教育目標に沿い、キャ
リア教育に力を入れると共に、インターンシップやチャレンジショップなど体験を通して
専門科目を統合的に理解させる教育を行っている。また、情報技術の教育にも力を入れ、
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ネットワークやデータベース関連の高度な専門技術を修得する学生も多い。
保健医療学部理学療法学科では、学則に定められた教育目標に沿い、幅広い教養と倫理
観を持ち、生涯にわたって能力の向上を自発的に行うことのできる専門職としての理学療
法士を育成している。また、保健医療学部看護学科は、地元医師会ならびに国立病院機構
豊橋医療センターからの要望に応え、
地域での看護師、
保健師及び助産師の育成を目指し、
平成 21(2009)年 4 月に設置された。
経営学部経営学科は、生涯にわたっての高い就業能力を身に付けさせるため、健全な職
業観と就業意識を涵養し経営学と情報学の専門知識とスキルを持つ専門的職業人の育成を
目的とし、平成 24(2012)年 4 月に設置された。これに伴い、情報ビジネス学部キャリアデ
ザイン学科は学生募集を停止している。
一方、大学設立時より「地域密着」を設置趣旨に謳い、地域との連携を積極的に行って
いる。平成 18(2006)年度には「地域貢献センター」を設置し、地域貢献機能の強化を図っ
ている。
従って本学は中央教育審議会答申「我が国の高等教育の将来像」の提言する大学の機能
のうち、
「高度専門職業人養成」
「幅広い職業人養成」
「社会貢献機能（地域貢献、産学官連
携、国際交流等）
」の機能を中心とした大学である。
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Ⅱ．豊橋創造大学の沿革と現況
１ 本学の沿革
本学を設置している学校法人藤ノ花学園は、創立者伊藤卯一が明治 35(1902)年 4 月、渥
美群豊橋町大字中八町（現在の豊橋市八町通り三丁目）に豊橋裁縫女学校を創立したこと
を起源としている。
昭和 2(1927)年 10 月に文部大臣より財団法人として認可を受け、昭和 6(1931)年 9 月に
豊橋高等裁縫女学校と改称し、昭和 7(1932)年 9 月に現在の豊橋市老松町に移転した。そ
の後、時代の変遷と共に教育内容を改め、昭和 10(1935)年 11 月には旧実業学校令による
豊橋高等家政女学校、昭和 21(1946)年 3 月に旧高等女学校令による豊橋藤花高等女学校を
経て、6・3 制の学制改革により昭和 23(1948)年 3 月に藤ノ花女子高等学校となった。ま
た、昭和 26(1951)年 2 月には学校法人として組織変更の認可を受けている。
その後、昭和 58(1983)年 4 月に豊橋短期大学を豊橋市牛川町に設置し、平成 8(1996)年
4 月に同キャンパスに豊橋創造大学を設置して現在に至っている。大学設立以降の沿革概
要は以下の通りである。

平成 8 年 4 月 1 日

平成 12 年 4 月 1 日

平成 13 年 4 月 1 日
7月1日
平成 14 年 4 月 1 日

7月1日
平成 15 年 6 月 1 日
平成 16 年 4 月 1 日

豊橋創造大学開学
経営情報学部 経営情報学科
入学定員260人（うち80人は期間を付した定員）
収容定員1040人
豊橋創造大学大学院開設
経営情報学研究科、起業・経営情報専攻（修士課程）
入学定員15人
収容定員 30 人
経営情報学部がシスコネットワーキングアカデミー・ローカルアカデミー校となる
経営情報学部がオラクル認定技術者（ORACLE MASTER）アカデミック育成プログ
ラム準備校となる
経営情報学部メディア・ネットワーク学科開設
入学定員130人
収容定員520人
これにより、経営情報学科の定員を以下の通り変更
入学定員130人
収容定員520人
大学基準協会より「正会員」としての認証を受ける
経営情報学部がシスコネットワーキングアカデミー・リージョナルアカデミー校となる
経営情報学部がオラクル・アカデミック・イニシアチブ（OAI）参加校となる
学生定員を以下の通りに変更
経営情報学科
入学定員68人 編入学定員4人（3年次）
収容定員280人
メディア・ネットワーク学科
入学定員68人 編入学定員4人（3年次）
収容定員 280 人
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平成 18 年 4 月 1 日

平成 19 年 1 月 1 日

情報ビジネス学部キャリアデザイン学科開設
入学定員136人 編入学定員8人（3年次）
収容定員560人
リハビリテーション学部理学療法学科開設
入学定員60人
収容定員240人
経営情報学部募集停止
情報ビジネス学部が日本病院会より診療情報管理士受験指定大学として認定を受ける

平成 21 年 4 月 1 日

リハビリテーション学部を保健医療学部と名称変更するとともに、看護学科を設置、
あわせて情報ビジネス学部の入学定員を変更
情報ビジネス学部キャリアデザイン学科
入学定員76人 編入学定員8人（3年次）
収容定員320人
保健医療学部理学療法学科
入学定員60人
収容定員240人
保健医療学部看護学科
入学定員80人
収容定員 320 人

平成 22 年 4 月 1 日

大学院健康科学研究科健康科学専攻を設置
健康科学研究科健康科学専攻
入学定員 6 人
収容定員 12 人
経営学部経営学科を設置
入学定員 76 人 編入学定員 8 人（3 年次）
収容定員 320 人
情報ビジネス学部募集停止

平成 24 年 4 月 1 日

２ 本学の現況
名

称：豊橋創造大学

所 在 地：愛知県豊橋市牛川町字松下 20 番地 1
（設置者を同じくする豊橋創造大学短期大学部とキャンパスを共有）
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設置する教育課程：
学士課程 情報ビジネス学部 キャリアデザイン学科
（平成 24(2012)年 4 月より 1 年生募集停止）
入学定員 0 人

編入学定員 8 人（3 年次）

収容定員 244 人

保健医療学部 理学療法学科
入学定員 60 人

収容定員 240 人

保健医療学部 看護学科
入学定員 80 人

収容定員 320 人

経営学部 経営学科（平成 24(2012)年 4 月設置）
入学定員 76 人

収容定員 76 人

（完成年次前につき、当該年度の定員を表記）
修士課程 経営情報学研究科 起業・経営情報専攻
入学定員 15 人

収容定員 30 人

健康科学研究科 健康科学専攻
入学定員 6 人

収容定員 12 人

専任教員配置（平成 24(2012)年 5 月 1 日現在）
学長 1 人・学監 1 人

単位：人

学士課程

教授

准教授

講師

助教

合計

保健医療学部理学療法学科

14

1

3

2

20

保健医療学部看護学科

7

5

5

4

21

経営学部経営学科

9

2

3

0

14

30

8

11

6

55

教授

准教授

講師

助教

合計

経営情報学研究科起業・経営情報専攻

8

1

0

0

9

健康科学研究科健康科学専攻

12

1

0

0

13

20

2

0

0

22

合

計

修士課程

合

計

（情報ビジネス学部専任教員が経営情報学研究科の教員を兼務）
（保健医療学部専任教員が健康科学研究科の教員を兼務）

職員配置（平成 24(2012)年 5 月 1 日現在）

単位：人

所属

職員

嘱託職員

非常勤嘱託

パート

合計

大学*

20

2

0

15

37

短期大学部

8

2

0

2

12

合計

28

4

0

17

49

（*大学所属の職員、嘱託職員、パートは、全員短期大学部の業務を兼務）
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Ⅲ．
「基準」ごとの自己評価
基準１ 建学の精神・大学の基本理念及び使命・目的
１－１ 建学の精神・大学の基本理念が学内外に示されていること
《1－1 の視点》
１－１－① 建学の精神・大学の基本理念が学内に示されているか。
（１）１－１の事実の説明（現状）
豊橋創造大学の建学の精神は、設置母体の藤ノ花学園の建学の精神「誠をもって勤倹譲
を行え」である。明治 35(1902)年の学園創立以来一貫して学園に受け継がれている。
また、豊橋創造大学の基本理念は、学則第 1 条に「豊橋創造大学は、教育基本法及び学
校教育法に則り、文化の向上を目指し創造性豊かで人間味あふれる人格の形成と、専門的
職能教育を施すことを目的とし、広く国際的視野をもって人類の福祉に貢献する社会人の
育成をその使命とする。
」と定められている。
全教職員に配付されるシラバス並びに「生活案内・諸規程集」や「学生手帳」には、
「学
園建学の精神」
「教育理念・教育目標」
（手帳では「教育理念」
）と題されて大学の建学の精
神及び基本理念が掲載されている。また、本学のウェブページにも「学園建学の精神」
「大
学の目標」が掲載されている。受験生向けのパンフレットには学園建学の精神「誠をもっ
て勤倹譲を行え」の言葉及び解説文が記載されている。
教職員に対する日常の啓発を図る目的で建学の精神を記載した額が学内 3 か所に掲げら
れ、額の下に説明の文章が掲示されている。
（２）１－１の自己点検
学園建学の精神、大学の基本理念ともに種々の媒体を介して、学内外に明示されている。
（３）１－１の改善・向上方策（将来計画）
学園及び大学の基本理念は、伝統として引き継ぐことが重要であり、今後も変わること
なく大学のあり方の基本として位置づけ、学内外への広報活動を継続する。

１－２ 大学の使命・目的が明確に定められ、かつ学内外に周知されていること。
《1－2 の視点》
１－２－① 建学の精神・大学の基本理念を踏まえた、大学の使命・目的が明確に定めら
れているか。
１－２－② 大学の使命・目的が学生及び教職員に周知されているか。
１－２－③ 大学の使命・目的が学外に公表されているか。
（１）１－２の事実の説明（現状）
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大学の基本理念に基づく大学の使命・目的については、学科ごとの教育目標が学則第 3
条 2 に明示されている。学科ごとに分冊となっているシラバスの表紙裏面に、学園建学の
精神、学則第 1 条と共に当該学科の教育目標が掲載されているが、経営学部経営学科につ
いてのみ、教育目標の文言が学則第 3 条２の文章と異なる。また、本学のウェブページに
表示されている各学科の教育目標についても、経営学部経営学科のみ学則第第 3 条 2 と異
なる文章となっている。
各種広報活動の中で配布するパンフレットには、学則第 3 条の 2 の教育目標の文章は掲
載されてはいないが、学科の教育目標をわかりやすく説明した文章が学科ごとに掲載され
ている。
学科ごとの教育目標が記載されたシラバスは全教職員に配布されている。また、学科ご
との教育目標は、ウェブページを通して学内外を問わず随時閲覧できる。
（２）１－２の自己点検
各学科の教育目標が学則に定められており、シラバス、ウェブページに記載されている。
したがって、各学科の教育目標は、教職員に周知されており、学外に公表されていると判
断される。
経営学部の教育目標についてのみ、学則と、シラバス、ウェブページとの間で異なる表
現となっている。
（３）１－２の改善・向上方策（将来計画）
シラバスとウェブページの経営学部の教育目標の文章を学則第 3 条 2 と同じ文章に変更
する。シラバス、生活案内、学生手帳、入学案内等の作成にあたって、建学の精神・大学
の基本理念及び使命・目的を正確に掲載するよう関係担当部門で確認を行う。

［基準１の自己評価］
学園建学の精神及び大学の基本理念については、明確に定められている。学則の中に学
科ごとの教育目標を明示しており、教職員間で学科の教育目標を共有できている。
［基準１の改善・向上方策（将来計画）
］
学園及び大学の理念については、伝統として引き継ぐことが重要であり、今後も変わる
ことなく大学のあり方の基本として位置づける。
現状の表記上の齟齬を修正し、全ての学科について、本学のウェブページに教育目標等
を学則第 3 条の２の条文通りに掲載する。シラバス、生活案内、学生手帳、入学案内等の
作成にあたって、建学の精神・大学の基本理念及び使命・目的を正確に掲載するよう関係
担当部門で確認を行う。
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基準２ 教育研究組織
２－１ 教育研究の基本的な組織（学部、学科、研究科、附属機関等）が、大学の使命・
目的を達成するための組織として適切に構成され、かつ、各組織相互の適切な関
連性が保たれていること。
《2－1 の視点》
２－１－① 教育研究上の目的を達成するために必要な学部、学科、研究科、附属機関等
の教育研究組織が､適切な規模、構成を有しているか。
２－１－② 教育研究の基本的な組織（学部、学科、研究科、附属機関等）が、教育研究
上の目的に照らして、それぞれ相互に適切な関連性を保っているか。
（１）２－１の事実の説明（現状）
本学における教育研究上の基本組織は、図表 2－1－1 の通りである。
図表 2－1－1 豊橋創造大学 教育研究組織及び支援組織

豊橋創造大学・豊橋創造大学大学院
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平成 21(2009)年 4 月より看護学科開設（これに伴いリハビリテーション学部は保健医療学部に名称
変更し、その学生が在籍する間、リハビリテーション学部の名称は残る。
）
平成 24(2012)年 4 月より経営学部開設（これに伴い募集停止となった情報ビジネス学部は、その学
生が在籍する間、名称は残る。
）
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経営学部は、平成 24(2012)年度に情報ビジネス学部を募集停止し、新たな学部としてス
タートしたものであるが、情報ビジネス学部に入学した学生が在籍する間は、情報ビジネ
ス学部と兼務する形で一部教員の配置がなされている。ちなみに、本学の母体であり、キ
ャンパスを共有する豊橋創造大学短期大学部には幼児教育・保育科、キャリアプランニン
グ科、専攻科福祉専攻がある。また、教育・研究にかかわる事務組織として、事務局に教
務課、システム管理室、学生課、キャリアセンター、入試広報センター、地域貢献センタ
ー、庶務課、企画室があり、学部、大学院、短期大学部の事務を一括して行っている。
学部・大学院には正規の修業年限を定める学生のほか、科目等履修生、単位互換履修生、
聴講生、委託生、外国人留学生の制度があり、これらの学生の受け入れ等に関する規程が
ある。大学に附属する教育研究機関としては、図書館がある。
教育研究上の運営組織としては、学部においては、教授会、各学科会、常任委員会（教
務委員会、学生委員会、図書委員会）
、特別委員会（入学試験委員会、就職委員会、インタ
ーンシップ委員会、広報委員会、ネットワーク管理委員会、紀要編集委員会、教員免許更
新講習委員会、FD 委員会）及び必要に応じて開催される委員会（個人情報保護委員会、
生命倫理委員会、ハラスメント防止人権委員会、防災対策委員会、自己点検・評価委員会
など）がある。大学院においては、大学院研究科委員会がある。このほか学長の諮問機関
として運営幹部会があり、各学科（科）教授会の上位の議決調整機関として、大学、短期
大学部が連携した迅速な意思決定を行うこととしている。
運営幹部会を始め、教授会、常任委員会は、原則として毎月 1 回、会議が開催されてい
る。運営幹部会は、理事長、学長、副学長、学部長、研究科長、学科長、各常任委員会委
員長、事務局長をもって組織し、必要に応じ本学園の理事、内外の学識経験者及び本学の
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教職員を加えることができることになっている。そこでは学則その他必要な規程の制定改
廃や教育・研究・学生指導に関する大学としての基本方針及び主要な大学行事等大学全般
に関わる重要事項について審議している。
また教授会は、学部に所属する専任教員全員（学長、副学長、教授、准教授、専任講師、
及び助教、助手）で構成され、全学一体となった適切な運営を行うため、必要に応じてそ
の他の教職員（特に事務職員）が出席する。平成 18(2006)年度からは 2 学部体制となり、
平成 21(2009)年度からは更に看護学科の新設に伴い、学部・学科ごとの教授会を開催して
いる。常任委員会、特別委員会、その他の委員会の構成員は各学科から選出された委員に
より構成され、各学科相互の調整を図っている。
社会のめまぐるしい変化に伴い大学教育も、常にニーズに応じた変革と具体的な行動力
が求められている。本学は、平成 18(2006)年 4 月に経営情報学部を情報ビジネス学部に改
組し、同時にリハビリテーション学部を開設した。さらに、平成 21(2009)年 4 月にはリハ
ビリテーション学部を保健医療学部に名称変更するとともに看護学科を新設した。あわせ
て、情報ビジネス学部の入学定員を 136 人から 76 人に変更した（編入学定員 8 人は変更
なし）
。ただし、情報ビジネス学部では種々の方策を施し学生確保に努めてきたが、定員確
保という所期の目的が果たされないため、平成 24(2012)年度より情報ビジネス学部を募集
停止にし、経営学部を新設した。また、既設の大学院経営情報学研究科に加え、より高度
な医療人の育成を目指し健康科学研究科（修士課程）を平成 22(2010)年 4 月に新たに開設
した。
（２）２－1 の自己評価
教育研究上の目的を達成するための組織としては、開学以来各種の状況変化等をふまえ
随時、改組、開設、収容定員の見直しを行っており、それぞれ適切な規模である。各教育
研究組織は教授会を中心に各種委員会等で構成され、その運営にそれぞれ関係事務局が従
事するなど教育研究上の目的達成に向けた全学的な組織体制となっており、適切な運営が
なされているものと評価できる。
また教授会の議事進行は、学部長がリーダーシップを発揮して、各学部学科の特性を生
かした運営に努力しており、活発な意見交換と重要事項の円滑な審議が行われ、学部学科
としての意思決定がなされている。ただし、組織の見直しや学科の新設等に伴い、学部長・
学科長に公務が集中し、業務に遅滞が生ずることも考えられる。
運営幹部会は平成 24(2012)年 4 月より新たに開設され、従来の運営協議会が果たせなか
った審議決定機関としての機能が備わり、教授会との役割分担が明確化された。
（３）２－１の改善・向上方策（将来計画）
学部長、学科長への公務集中を緩和し、業務の遅滞を避けるため、教授会メンバーに速
やかな機能分担や臨機応変な組織対応ができる仕組みづくりと更なる連携協力体制の確立
を目指していく。
今後も学生のニーズや地域社会の要請等に応え、新しい時代にふさわしい教育体制の充
実を図っていく。
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２－２ 人間形成のための教養教育が十分にできるような組織上の措置がとられているこ
と。
《2－2 の視点》
２－２－① 教養教育が十分できるような組織上の措置がとられているか。
２－２－② 教養教育の運営上の責任体制が確立されているか。
（１）事実の説明（現状）
本学の教養教育は、
「基礎教養ゼミナール」と教養教育科目によって担われている。教養
教育の重要な部分を担う「基礎教養ゼミナール」は少人数ゼミナール形式で大学生として
必要なリテラシーを養成するものである。受講生主体のテキストの輪読、意見発表、討論、
研究報告等の学習活動を通して、学問研究の基礎的能力である理解力、思考力、論理構成
力、表現力等を養っている。また、ゼミナール担当教員による担当者会議をもち、その授
業でのテキスト、到達目標、授業方法、成果等について検討され、その結果を踏まえて授
業改善がなされる体制を取っている。
「基礎教養ゼミナール」以外の教養教育科目すべてを
学部専任教員が担当しているわけではなく、本学短期大学部専任教員及び非常勤講師が担
当するものもある。担当者相互の意見交換などを通して授業内容の見直しを行っている。
外国語科目のうちほぼ全員が受講する英語については、英語担当教員によるプレイスメ
ントテストを実施している。これは、本学が理想とする「少人数教育」や「個性を伸ばす
教育」などの観点と同様、学生一人ひとりの能力に合わせたクラス編成をすることで、そ
の教育効果を高めるために行っている。また、入試の多様化に伴う学生の学力多様化を背
景にして、特に専門科目履修に必要な基礎学力不足が問題とされたことから、現状調査の
ために業者提供の国語と数学のプレイスメントテストを実施している。ただし、これらの
結果は授業クラス編成には用いず、学生への情報提供と基礎学力向上の必要性の認識材料
として用いている。
本学では、特別に教養教育を管理運営する組織的措置をおかず、学部教授会が教養教育
の内容を審議・決定し、教養教育全般の編成・実施の責任を負う体制をとっている。教授
会の審議に先立って、教務委員会で当該学部の教養教育が検討され、承認を得た上で当該
学部教授会において審議される。教務委員会は、その委員長には教学部長が当たり、委員
は学長が選任する教員によって構成されている。さらに、各学科の状況にあわせたより細
やかな対応がとれるよう、学科単位の教務部会を設置している。3 学科合同の教務委員会
（連絡調整会）では大学全体に共通する事柄について審議し、学科個別案件については部
会で審議している。また、教務委員会では年度当初に懸案事項ごとにワーキンググループ
を設置し、懸案事項解決に当たっている。なお、委員会は、定例的に、また必要に応じて
開催されている。日常的な関係業務の運営は、委員長である教学部長の指導監督の下に教
務課職員がこれを処理している。
（２）２－２の自己評価
1・2 年次の教養教育の中核をなす「基礎教養ゼミナール」は、教育運営と専門教育との
関わりを考慮し受講生の所属する学部の専任教員が担当し、明確な目標設定と責任体制の
もとに運営されており、専任教員の専門性を背景に、専門教育への導入教育として意義が
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ある。同時に、少人数ゼミナール形式をとることにより、学生の学力のみならず性格を配
慮した、学生一人ひとりへのきめ細かく継続的な指導が容易に行える。新入生には大学生
活への馴化、2 年生には専門課程への準備指導として有用である。ただし、
「基礎教養ゼミ
ナール」を含め教養教育の質を高めていく上で、FD(Faculty Development)活動等におい
て教育効果を日常的に検討することが必要である。
本学では、
「基礎教養ゼミナール」については担当教員による担当者会議が開催されてい
るが、教養教育を実施するための特別な委員会や組織はない。教授会が教養教育全般の編
成・実施の責任を負う体制をとっているが、新入生の一般常識・教養のレベルも年々変化
している現在、常に現状を把握し学生に相応しい教養教育を追及することが肝要である。
新入生の学力低下が懸念される現在、語学以外の教養教育においても学習レベルを考慮し
た対応が必要である。教養教育や専門への導入教育を含めて、学力二極化への対応などの
問題に今後とも十分に配慮していかねばならない。学生による授業評価アンケート、教員
による授業の相互参観、FD 活動についての情報収集などの取り組みを通して、教養教育
の仕組みの整備だけにとどまらず、教員、学科、学部各レベルでの改善・向上が不可欠で
ある。
（３）２－２の改善・向上方策（将来計画）
担当教員、教務委員会（連絡調整会及び部会）
、教授会がそれぞれのレベルで教養教育に
責任をもつ体制は、今後も維持していくが、現在の組織で十分であるかは常にそれぞれの
レベルで検討を行っている。特に、本学の教養教育の充実を図る上で、教養教育に関する
専門委員会組織の設置や教養部の設立の必要性などについて、教務委員会の学力二極化対
策ワーキンググループが中心となって検証を行う。また、キャリアデザイン学科ならびに
理学療法学科が共に完成年度を迎え、これを機に、カリキュラムの変更、組織的に授業展
開の向上、充実した教育体制の確立などについて、それぞれの学科で検討を加える。

２－３ 教育方針等を形成する組織と意思決定機関が、
大学の使命･目的及び学習者の要求
に対応できるよう整備され、十分に機能していること。
《2－3 の視点》
２－３－① 教育研究に関わる学内意思決定機関の組織が適切に整備されているか。
２－３－② 教育研究に関わる学内意思決定機関の組織が大学の使命･目的及び学習者の
要求に対応できるよう十分に機能しているか。
（１）２－３の事実の説明（現状）
本学の教育研究に関わる全学的な意思決定機関として教授会がある。教授会は、原則、
毎月 1 回の定例で開催され、
学部や附属機関等の教育研究に関する事項が審議されている。
大学院においては、大学院研究科委員会が意思決定を行っている。教授会への議案上程に
先立ち運営幹部会において全学的な問題の審議・調整がなされている。
なお理事会の代表である理事長は、毎回運営幹部会に出席し必要に応じて発言をしてい
るほか、理事長の招集により常任理事会を原則毎月 1 回開催し、理事会の包括的授権に基
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づいて、この法人の日常の業務を決定している。
このほか学部においては、全学に共通する教学に関する事項は教務委員会、学生生活に
関する事項は学生委員会、さらに就職等に関しては就職委員会等の各種委員会があり、定
例会及び必要に応じた開催によって問題の解決に当たっている。
このように、本学における教育研究に関わる意思決定については、教員・職員がそれぞ
れの立場から組織を代表する形で、対等に意見を述べ合い様々な事項を決定している。ま
た、その課程においては学期毎に実施される学生による授業アンケート等により、学生の
意見を吸い上げ授業などに反映できるよう努めている。
（２）２－３の自己評価
2 学部 3 学科で、それぞれの教育目標を定めそのための教育を効果的に行えるよう各学
部学科の教務委員会を中心に教育計画の策定や改善を行っている。教務委員会は 2 学部 3
学科で共通して組織し、全学的課題と学部学科別課題を分離して協議、運営している。開
講時期や試験の実施など全学的事項は、教務委員会内の学科調整会議で調整し各学部教授
会で協議、承認することになっている。学生への対応を協議する学生委員会や情報ネット
ワーク環境の構築・維持を行うネットワーク管理委員会などは、全学部からの意見の調整
を行っており、共通認識に立った教育を提供できていると評価できる。
教養教育では、少人数教育が必要な語学などの科目を除き、全学で共通開講し、小規模
ではあるが、幅の広い教育の提供がなされている。
（３）２－３の改善・向上方策（将来計画）
2 学部 3 学科体制となったため、各委員会のこれまでの業務を見直し、その体制にふさ
わしい運用のあり方を検討する。特に直面する課題や問題点は、学科ごとに異なるところ
からきめ細かな意見の集約に努める。

［基準２の自己評価］
教育研究上の目的を遂行するための関連組織は、教授会をはじめ常任委員会の図書委員
会、教務委員会、学生委員会やネットワーク管理委員会、就職委員会、広報委員会、入学
試験委員会、紀要編集委員会、教員免許更新講習委員会、FD 委員会、自己点検・評価委
員会、生命倫理委員会等の各種特別委員会で構成され適切な運営がなされている。
また教養教育については、入学者の質的変化に伴うカリキュラム上の対応策として 1・2
年次に「基礎教養ゼミナール」をはじめ基礎分野を中心とした基礎教育科目群を設定した
教育活動を展開し、その有効性を確認している。今後も本学学生にふさわしい教養教育の
充実を図り学士力の一層の向上を期していく。
教育研究に関わる学内意思決定機関としての組織は、既述のように教員・職員がそれぞ
れの立場から組織を代表する形で対等に意見を述べ合い各種事項を決定している。学習者
である学生の意見も授業アンケートを通して集約し対応している。

－ 13 －
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［基準２の改善・向上方策（将来計画）
］
21 世紀の「知識基盤社会」の下で、大学に期待される役割を確認しながら、本学のもつ
課題に果敢に挑戦する必要があることは、教職員の一致した認識である。平成 18(2006)
年 4 月に経営情報学部を情報ビジネス学部に改組し、同時にリハビリテーション学部の新
設を行い、改善、向上を図った。更に平成 21(2009)年 4 月より、リハビリテーション学部
を保健医療学部理学療法学科とし、同学部に新たに看護学科を設置した。また、平成
24(2012)年度より情報ビジネス学部を募集停止し、経営学部を新設した。
新入生の質・量の変化に対応したカリキュラムの精選と編成並びに学力の二極化に対応
する授業形態等、学生の授業アンケート、教員の授業相互参観、FD 活動を踏まえた一層
の改善・向上を図っていく。
また大学の使命・目的遂行のために、各種課題に対しすみやかに意思決定をし、実践で
きる、体制、組織作りを常に心がけ、大学としての統一性を維持しつつ、各学部の特長、
個性作りに何が必要かを検討する。
特に、平成 21(2009)年度実施の第三者評価において財団法人日本高等教育評価機構より
指摘された
・ 教養教育は学科ごとの教務部会で運営されており、全学的な教養教育の編成・実施を
管理・運営するための組織的措置が講じられていないので、教育効果を組織的に検討
する全学的な体制作りが望まれる。
・ 意思決定機関としての教授会は、実質的には 3 学科の教授会が役割を担うことになっ
ているため、全学的な意思決定機関の所在が不明確である。意思決定組織、調整会議
機能などが全学的に有機的に機能するための調整と仕組みづくりが望まれる。
について、運営幹部会の設置により、指摘事項への一定の対応は図られたが、学部学科の
在り方等新たな課題への対応を引き続き協議検討する。

基準３ 教育課程
３－１ 教育目的が教育課程や教育方法等に十分反映されていること。
《3－1 の視点》
３－１－① 建学の精神・大学の基本理念及び学生のニーズや社会的需要に基づき、
学部、
学科又は課程、研究科又は専攻ごとの教育目的が設定され、学則等に定めら
れ、かつ公表されているか。
３－１－② 教育目的の達成のために、課程別の教育課程の編成方針が適切に設定されて
いるか。
３－１－③ 教育目的が教育方法等に十分反映されているか。
（１）３－１の事実の説明（現状）
本学は、教育基本法及び学校教育法に則り、文化の向上を目指し創造性豊かな人間味あ
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ふれる人格の形成と専門的職能教育を施すことを目的とし、広く国際的視野をもって、人
類の福祉に貢献する社会人の育成を使命とする（学則第 1 条）
。また、大学設置の趣意書
には、
「地域に密着しながら高度の教育を実施し、次世代社会の担い手である創造性豊かな
若人を育成する事を目的とする」と謳われている。
各学科の教育目標は、学則第 3 条第 2 項に以下の通り定められている。


情報ビジネス学部 キャリアデザイン学科
生涯にわたっての高い就業能力を身につけさせるため、健全な職業観と就業意識を育成

し、経営学と情報学を基盤として時代の要請に沿った専門的職業教育を施すことを目標と
する。


経営学部 経営学科
生涯にわたっての高い就業能力を身につけさせるため、健全な職業観と就業意識を涵養

し、経営学と情報学の専門知識とスキルを持つ専門的職業人の育成を目標とする。


保健医療学部理学療法学科
医療・福祉の向上に寄与するために、幅広い教養と倫理観を身につけ、深い専門的知識

と高い技術を持ち、生涯にわたり能力の向上を自発的に行うことができ、他の人格を尊重
できる理学療法士を育成することを目標とする。


保健医療学部看護学科
生命の尊厳と個人の尊重を基盤とし、豊かな人間性を形成するとともに、保健医療福祉

領域における看護学の役割と機能を理解し、地域社会に貢献できる専門看護職者の育成を
目標とする。
これらの教育目標は「生活案内・諸規程集」に掲載され、全学生・教職員に配付されて
いる。
また、大学院経営情報学研究科及び健康科学研究科の教育目標は、豊橋創造大学大学院
学則第 2 条に以下の通り定められている。
本大学に設置する大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめて、
人類社会の発展に貢献しうる人材を養成するとともに文化の進展に寄与することを目的と
する。
経営情報学研究科は、
「創造性豊かな次世代社会の担い手を育成する」という建学の基
本理念に則り、
「専門経営者、特に同後継者、起業家の教育・育成」という実践的な高度の
専門職業人の養成を目的とする。
健康科学研究科は、保健・医療・看護・介護・福祉等の健康増進に係る専門分野におい
て、総合的かつ多角的な視点を有し、指導的役割を果たせる専門的職業人ならびに関連す
る課題を主体的に解決するための研究能力を有する人材を養成するとともに、健康科学分
野の研究成果を社会に還元することを目的とする。
＜情報ビジネス学部キャリアデザイン学科＞
① 教育目的・目標の設定
情報ビジネス学部キャリアデザイン学科では、豊橋創造大学の「創造性豊かな次世代の
人材を育成する」という建学の理念を基礎とし、学生自らの将来を展望できるキャリア教
育を実践する。
そのために、
ビジネスに関する実務的な知識と能力を身につけるとともに、
－ 15 －

豊橋創造大学

情報処理に関する実践的な理論と方法論の修得を行い、その上で、自らのキャリアを深く
思考できる基礎を育成することを目的としている。
② 教育課程の編成方針
現代社会を構成するシステムの理解を深めるための基礎的事項として情報関連知識とビ
ジネス関連知識の修学とともに、学生のキャリアに対する意識を深化させるためのキャリ
ア形成を基礎とする教育カリキュラムが編成されている。
教育理念とその実現のため、｢革新的思考による創造性戦略｣、
「情報武装による産業人育
成｣、｢地域密着による学産官共生｣、｢情報連携による新企業支援｣の 4 つの命題を掲げ、
それを具体化する形で教育目標が設定されている。そして、情報ビジネス学部キャリアデ
ザイン学科ではそれらの教育目標を指針に教育課程を編成している。具体的な編成方針は
以下の通りである。


｢革新的思考による創造性戦略｣を開発するため、考える力（問題を発見し解決する能
力）の育成を目指す教育課程及び実学を重視した教育課程を編成すること。



｢情報武装による産業人育成｣を涵養するため、情報関連知識を高めキャリアに対する
意識を深化させることができるような教育課程を編成すること。



｢地域密着による学産官共生｣として産官と連携して地域社会を主体的に担っていく人
材を育成すること。



｢情報連携による新企業支援｣を通じて学生が地域の企業活動等に関わっていける教育
課程を編成すること。

以上の 4 つの命題の基礎としての学生のキャリアに対する意識を深化・キャリア形成とい
う情報ビジネス学部キャリアデザイン学科の教育目標達成のため、情報関連知識とビジネ
ス関連知識の分野において基礎から応用へと段階的・体系的に学習を進め、深い知識と高
度な技能を修得できるように教育課程を編成している。
③ 教育目的の教育方法等への反映
上記の教育目標を達成するため、以下のような教育方法等を採り入れている。
ア 初年次教育
情報ビジネス学部では、新入生に対し主に以下の 3 つの取り組みを実施し、高校から
大学への円滑な接続に努めている。
1 つ目は、
「入学準備学習」の実施である。これは、本学への入学が決定した学生に対
し、本学での学習がスムーズにスタートを切れるよう、大学での学習方法の一つである
レポート作成方法などに慣れると共に、文献購読の習慣を身に付けさせることを目標と
するものとして実施してきた。
2 つ目は、
「英語プレイスメントテスト」の実施である。これは、入学試験の多様化に
伴う「英語力」の格差の増大と、社会の「英語力」に対する期待の高まりなどを考慮し
た結果、出来る限り個々の学生の能力を効率的に伸張させるための英語レベル別クラス
編成を実施するために実施するものである。現在は、
「英語レベル 1」
「英語レベル 2」
「英
語レベル 3」の 3 段階のほか、
「基礎英語」の 4 種類の授業を開講している。
3 つ目は、入学時「フレッシュマンスクール」の実施である。この「フレッシュマン
スクール」は、複数の先輩学生も参加をさせて大学生活全般についての概要を説明する
とともに、専門家による自己分析の指導からグループでの活動を通して、新たな友人作
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りをさせる機会を提供してきた。この「フレッシュマンスクール」では、新入学生向け
に少人数グループによる履修指導も行っており、新入学生のスムーズな履修計画への助
けとなっている。
イ 全学年少人数ゼミナール
「革新的思考による創造性戦略｣のため、考える力（問題を発見し解決する能力）の
育成を目指す教育課程及び実学を重視した教育課程を実現するため、情報ビジネス学部
では全学年少人数ゼミナールを必修としている。
1・2 年の基礎教養ゼミナールは、大学生として必要なリテラシー（読み書き能力）を
ゼミナール形式で養成するものである。学生を主体として、テキストの輪読、意見発表、
討論、研究報告等の学習活動を通して、学問研究の基礎的能力である理解力、思考力、
論理構成力、表現力等を養っていく。
専門ゼミナールは、学生各自が研究・学習したい専門領域や特定テーマを自主的に取
り組むための科目である。これは講義科目と異なり学生と教員の密接な相互作用を通し
て進められる。3・4 年次のそれぞれ春秋学期に必修科目として開講される。ゼミナール
の最終段階（4 年次秋学期）には、それまでの調査研究の集大成として、卒業論文にま
とめる。
1・2 年次に開講される基礎教養ゼミナールから 3・4 年次の専門ゼミナールという、
1 年次から 4 年次までゼミナールでは、リテラシー教育に始まって、研究課題の調査、
まとめ、発表を通して、問題発見力と問題解決力及びコミュニケーション能力の総合力
育成を目指す。これらの少人数教育を通して、自らの将来を展望できる知識と能力修得
に努める。
ウ キャリア形成科目
本学部では、キャリアを自らデザインすることができるような体系的な編成とするた
め、キャリア形成に関する科目を設けている。1・2 年次の基礎科目に配置されているキ
ャリア形成科目（
「職業研究」
「キャリア形成」「国語表現法」「社会人基礎」）について
は必修として履修し、キャリア教育の意義と 2 年次から展開される専門教育の内容の理
解を深める。1・2・3 年次の基幹科目に配置されているキャリア形成科目のうち「キャ
リア開発 1」
、
「キャリア開発 2」は必修としている。また、各自が専門とする領域の基
礎知識の習得を目的として、共通科目と情報関連科目およびビジネス関連科目の入門科
目の一部は同様に必修としている。必修外のキャリア形成に関する科目、情報関連科目、
ビジネス関連科目については、学生自らのキャリア形成の意欲や将来計画、卒業後のキ
ャリアデザインに応じて選択する。基幹科目に割り当てる情報関連科目、ビジネス関連
科目は選択科目ではあるが、ビジネス社会での活動に必要な知識であることから、個々
の学生の学修計画に照合して選択する。
エ 資格試験に対する配慮
「情報武装による産業人育成｣を実現するため、情報関連知識を高めキャリアに対す
る意識を深化させることができるような教育課程を編成するという観点から、情報処理
教育及びキャリア教育を重視している。教育効果を高めるため、情報系資格試験に対応
した科目が多数用意されており、学科ガイダンス等を通じて対応科目等の周知及び受験
の推奨を行っている。
－ 17 －
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＜経営学部経営学科＞
① 教育目的・目標の設定
経営学部学科では、豊橋創造大学の「創造性豊かな次世代の人材を育成する」という建
学の理念を基礎とし、情報化されたビジネス社会で就業するために必要な「経営学」や「会
計・財務」に係る専門知識とこれらを活かす「情報コミュニケーション技術」を修得し、
健全な職業観と就業意識をもって、未来を切り拓くことのできる人材育成を図ることを目
的としている。
② 教育課程の編成方針
上記の教育目標達成に向け、経営領域、会計・財務領域、情報コミュニケーション領域
についての専門科目を基礎科目、基幹科目、展開科目として配置し、基礎から応用に必要
な知識教育を行うカリキュラムを編成する。特に、三領域に於ける基礎的知識の修得を保
証するためにそれぞれ必修科目を配置する。専門知識の応用や実行力養成のために、実践
科目を配置して、学生の主体的行動を涵養できるカリキュラムを編成する。
③ 教育目的の教育方法等への反映
上記の教育目標を達成するため、以下のような教育方法等を採り入れている。
ア 初年次教育
経営学部では、新入生に対し主に以下の 3 つの取り組みを実施し、高校から大学への
円滑な接続に努めている。
1 つ目は、
「入学準備学習」の実施である。これは、本学への入学が決定した学生に対
し、本学での学習がスムーズにスタートを切れるよう、大学での学習方法の一つである
レポート作成方法などに慣れると共に、文献購読の習慣を身に付けさせることを目標と
するものとして実施した。
2 つ目は、
「英語プレイスメントテスト」の実施である。これは、入学試験の多様化に
伴う「英語力」の格差の増大と、社会の「英語力」に対する期待の高まりなどを考慮し
た結果、出来る限り個々の学生の能力を効率的に伸張させるための英語レベル別クラス
編成を実施するために実施するものである。
「基礎英語」
、
「英語レベル 1」
「英語レベル
2」の 3 段階の授業を開講した。
3 つ目は、入学時「フレッシュマンスクール」の実施である。この「フレッシュマン
スクール」は、複数の先輩学生も参加をさせて大学生活全般についての概要を説明する
とともに、専門家による自己分析の指導からグループでの活動を通して、新たな友人作
りをさせる機会を提供した。この「フレッシュマンスクール」では、新入学生向けに少
人数グループによる履修指導も行っており、新入学生のスムーズな履修計画への助けと
なっている。
イ 全学年少人数ゼミナール
変化する情報ビジネス社会において、自律的・積極的に知識探求する意欲と能力、健
全な就業観や職業観、組織の中で協調して活動できるコミュニケーション力の育成を重
視した教育課程を実現するため、経営学部では全学年少人数ゼミナールを必修としてい
る。
1・2 年の基礎教養ゼミナールは、大学生として必要なリテラシー（読み書き能力）を
― 18 ―

豊橋創造大学

ゼミナール形式で養成するものである。学生を主体として、テキストの輪読、意見発表、
討論、研究報告等の学習活動を通して、学問研究の基礎的能力である理解力、思考力、
論理構成力、表現力等を養っていく。
専門ゼミナールは、学生各自が研究・学習したい専門領域や特定テーマを自主的に取
り組むための科目である。これは講義科目と異なり学生と教員の密接な相互作用を通し
て進められる。3・4 年次のそれぞれ春秋学期に必修科目として開講される。ゼミナール
の最終段階（4 年次秋学期）には、それまでの調査研究の集大成として、卒業論文にま
とめる。
1・2 年次に開講される基礎教養ゼミナールから 3・4 年次の専門ゼミナールという、
1 年次から 4 年次までゼミナールでは、リテラシー教育に始まって、研究課題の調査、
まとめ、発表を通して、自律的・積極的に知識探求する意欲と能力、健全な就業観や職
業観、組織の中で協調して活動できるコミュニケーション力の育成を目指す。
ウ キャリア形成科目・基礎科目
本学部では、自律的・積極的に知識探求する意欲と能力、健全な就業観や職業観、組
織の中で協調して活動できるコミュニケーション力の育成することができるような体
系的な編成とするため、1・2 年次にキャリア形成科目を設けている。キャリア形成科目
（
「職業研究」
「キャリア形成」
「国語表現法」
「社会人基礎」
「キャリア開発 1」
「キャリ
ア開発 2」
「就業体験講座」
）については必修とし、キャリア教育の意義や意欲、将来計
画ができるようにしている。また、基礎科目の中でも、共通科目（
「経営と情報」
「コン
ピュータリテラシ 1・2」
）
、情報コミュニケーション技術科目（
「ICT と現代社会」
「コン
ピュータの基礎 1」
「経営システム入門」）
、経営学／会計・財務連科目（
「経済学入門」
「経営学入門」
「簿記入門 1・2」
「会計学入門」
「流通入門」
）についても必修とし、専門
領域の学習を進める際の基礎知識となるようにしている。2 年以降の基幹科目に割り当
てる情報コミュニケーション技術科目、経営学科目、会計・財務科目は一部を除き選択
科目とし、個々の学生の学修計画に照合して選択する。
＜保健医療学部理学療法学科＞
① 教育目的・目標の設定
保健医療学部理学療法学科は、藤ノ花学園の建学の精神と豊橋創造大学の目的と使命を
もとにして「地域に密着しながら高度の教育を実施し、次世代社会の医療・保健・福祉の
担い手である創造性豊かな人材を育成する」ため、地域社会の要請の下で東三河地域にお
ける初の理学療法士養成施設として、理学療法学科を擁する単科の学部として平成
18(2006)年 4 月に設立された。大学の教育理念・教育目標を基礎とし、学校教育法の精神
に則り、専門分野の学術を中核として、広く知識を授けるとともに、専門の学術を教授研
究し、知的、道徳的、創造的能力を展開することを主眼におき、超高齢社会における健康
寿命の延伸と生活の質の向上という社会的需要に基づき、その担い手となる理学療法士を
養成することが教育目的・目標である。
② 教育課程の編成方針
保健医療学部理学療法学科ではそれらの教育目標を指針に、人材養成のための教育課程
を編成している。具体的な編成方針は以下の通りである。
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4 年間の学修において幅広い教養と倫理観を身につけ、
深い専門性と高い技術を持つ人
材を育成する。



チーム医療に関する専門家と連携し、協力し、役割分担ができる人材を育成する。



医療・保健・福祉の向上に寄与するために、能力向上を自発的に行える人材を育成す
る。



他の人格を尊重し、ヒトとのつながりを大切にできる人材を育成する。
以上の 4 つの人材養成の目的を達成するために人材養成の基本部分は、少人数制のゼミ

ナール形式で教育・指導を行っている。
また、本学科は理学療法士の養成にとどまらず、地域との連携を重視し、理学療法士養
成施設としての特色を生かした地域貢献事業を実施するとともに、地域の理学療法士の研
修施設としての機能を持たせ、地域密着の大学として地域との共生を図っている。
③ 教育目的の教育方法等への反映
教育課程においては、授業科目群を「基礎教育科目（基礎分野）
」と「専門教育科目（専
門基礎及び専門分野）
」に区分し、体系化して編成している。学生は、社会に貢献しうる理
学療法士となるための基礎的・基本的な事項（人間形成のためのいわゆる基礎教育科目）
を履修すると共に、1 年次より理学療法学を学ぶための専門基礎（人体の構造と機能と心
身の発達、疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進、保健医療福祉とリハビリテーショ
ンの理念）について学修した後に、理学療法学の専門分野についての科目が段階的に配置
され、体系的かつ効果的に履修するものとし、具体的には、以下に述べる方針により教育
課程を編成し、かつ教育目的が教育方法等に十分反映されるよう配慮している。
理学療法学科における「基礎教育科目（基礎分野）
」は主として 1 年次及び 2 年次に配
当されており、
「基礎教養ゼミナール」
、
「人間生活の質的向上に関する科目群」
、
「社会参加
の前提に関する科目群」
、
「専門教育の基礎となる科目群」
、
「コンピュータリテラシに関す
る科目群」
、
「外国語科目群」
、
「健康の維持向上・管理に関する科目群」によって構成・実
施される（卒業要件に係る要修得単位数の割合：23%）
。更に、必修となる専門教育科目比
率が多い中、卒業要件に係る「基礎教育科目の自由選択単位」
（卒業要件に係る要修得単位
数の割合：8%）により、幅広い教養を身につけることができるよう、工夫・配慮をしてい
る。特に、コミュニケーション力を向上させるべく平成 23(2011)年度より国語表現法を必
修化すると共に、
物理学の学習内容を他の専門科目の学習内容への振り分けを行っている。
理学療法学は専門領域が多岐に亘り、
学習すべき内容が膨大となっている。
したがって、
入学生の未履修科目および習得知識の不足への対策として、平成 24(2012)年度より入学準
備学習の内容を大幅に改訂し、
学生の基礎学力不足を解消へ向けての取り組みを開始した。
さらに、リハビリテーションは理学療法対象者の個々の特性によって到達目標が異なるた
め、学生は確実な基礎知識の上に十分な臨床実習を体験することが要求される。このため
４年間の大学教育を通して学習を段階的に進めていくことが重要で、理学療法士として必
要とされる知識と技術を、1 年次より段階的に展開し、体験を通して理学療法の知識を学
べるように編成している。また、拡大する理学療法学の応用範囲に合わせて選択科目を充
実させ、学生の興味と進路に合致した学習が可能となるよう配慮している。学生が年次進
行とともにどのような学習をするかは以下の通りである。
1 年次では、自然科学ならびに解剖学や生理学といった基礎医学を学びながら、同時に、
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早期臨床実習の一環として理学療法対象者との交流を図り、学生自らが医療従事者の一員
であることを自覚する。平成 23(2011)年度入学者より、解剖学ならびに生理学の知識を活
用する運動学の学修を 1 年次秋学期から 2 年次春学期に展開し、理学療法の基本となるバ
イオメカニクスの基礎知識の習得に力を入れている。
2 年次では、運動学を通してバイオメカニクスの基本的事項を引き続き学習すると共に、
理学療法利用者の病態を理解するために必要な臨床医学の学習も平行して行う。
その上で、
理学療法の基本となる身体機能の評価である理学療法評価学の検査項目や測定手技を、講
義及び実習を通して習得する。
3 年次の前期は、理学療法治療学や地域理学療法学の立場から臨床的問題点の解決過程
を学び、チームワーク医療の重要性や予防医学への応用、さらに健康増進の社会的必要性
について学習する。3 年後半では、学生一人ひとりが理学療法の臨床応用が擬似体験でき
るよう、教員の指導のもとで行われる理学療法技術論をとおして理学療法の適応方法と技
術を深める。また、これまでに習得した理学療法学領域の知識・技術を基に、理学療法学
の専門分野の学修を発展させるための研究方法を理学療法研究論・演習により習得する。
この理学療法研究論・演習は 3 年次ならびに 4 年次の 1 年半にわたって展開する。
4 年次では、豊橋市内をはじめとする各地の医療関連機関や臨床実習施設において、臨
床実習指導者のもとで理学療法対象者を実際に担当し、個々の状態に合わせた理学療法の
実践、すなわち評価、診断、治療及び効果判定を総合的に学習する。平成 24(2012)年より、
客観的臨床能力試験（Objective Structured Clinical Examination：OSCE）を試験的に導入し、
4 年時の臨床実習開始前に 3 年間で学習した障害学・評価学・治療学の理論や技術に係る
臨床能力の客観的評価を試験的に導入している。また平成 23(2011)年度より設定した理学
療法総合演習では、1～4 年次の講義や臨床実習で学んだ理学療法学の学問体系、理学療法
学に係る専門的知識・技術を習得する。
＜保健医療学部看護学科＞
生命の尊厳と個人の尊重を基盤とし、豊かな人間性を形成するとともに、保健医療福祉
領域における看護学の役割と機能を理解し、地域社会に貢献できる専門看護職者の育成を
目標とする。
① 教育目標
平成 21(2009)年 4 月に保健医療学部看護学科として設立され、本年度 3 年生を迎えた。
本学科の教育目標は、
「地域に密着しながら高度の教育を実施し、次世代社会の担い手
でもある創造性豊かな人材を育成する」という大学の設置理念に基づき、
「生命の尊厳と個
人の尊重を基盤とし、豊かな人間性を形成するとともに、保健医療福祉領域における看護
学の役割と機能を理解し、地域社会に貢献できる専門看護職の育成」とし、学則第 3 条の
2 に謳われている。
この教育目標を具体的に以下の到達目標（ディプロマポリシー）として示し、その育成
を目指す。
1. 看護学における基本的概念、理論、原理及び用語などを理解し、看護専門職者として
の基本的知識を修得している。
【認知領域「達成目標」
：知識・理解】
2. 生命への畏敬の念、人間の尊厳など、看護実践を導く価値、態度、信念を理解するた
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めの幅広い教養を身につけている。
【認知領域「達成目標」
：知識・理解】
3. 看護実践において概念や理論を活用し、看護現象を客観的に捉え、新たな成果へ統合
するとともに専門性を革新（innovation）及び創造していくことができる。
【認知領域
「向上目標」
：思考・判断】
4. 国際的視野をもって人々への保健医療福祉に貢献する使命感と関心の幅を広げ、実践
を通して、生涯にわたり自らの成長を促すことができる。
【情意領域「達成・向上目標」
：
関心・意欲・態度】
5. 看護実践の中で患者の権利を擁護したり、意思決定に関与できるような複雑な価値体
系を発達させ、自己の見解を形成していくことができる。
【情意領域「達成・向上目標」
：
関心・意欲・態度】
6. 対象に必要な看護ケアについて科学的根拠に基づく説明ができ、看護ケアを的確に実
施することができる。
【精神運動領域「達成目標」
：技能・表現】
7.

保健医療福祉チームの一員として、看護専門職者の役割を認識し、他職種と連携する
ことができる。
【精神運動領域「達成目標」
：技能・表現】
これら、教育目標及び到達目標（ディプロマポリシー）の達成をめざし、教育課程にお

いては、授業科目群を「基礎教育科目」
（基礎分野）と「専門教育科目」
（専門基礎科目及
び専門教育科目）に区分し、体系化して編成している。
② カリキュラムポリシーとディプロマポリシーの教育方法等への反映
ア 基礎教育科目教育（基礎分野）
基礎教育科目の目的は医療に関わる者を育成する学科として、専門教育と共に求めら
れる幅広い教養と豊かな人間性を育成する。
「基礎教育科目」は、大学での学びの基本を身につける目的で、「教養ゼミナール」、
人間としての深い教養を身につける目的で「人間生活」
、
「社会参加」の各科目群を設け
る。また、コンピュータや外国語でのコミュニケーション能力を身につける目的で「情
報と言語」
」科目群を設け、さらに社会人として必要とされる自己の健康管理に関する
「自己の健康管理」科目群を設ける。全体として「次世代社会の担い手である創造性豊
かな人材を育成する」という大学の教育理念に沿い、医療人としての基礎的な知識と広
い視野、豊かな人間性を培うことを目指す。
イ 専門教育科目（専門基礎分野及び専門分野）
「専門教育科目」は、
「専門基礎科目」と「専門科目」に大別され、段階的な履修を
行う。
「専門基礎科目」の目的は看護職者として必要な人間・健康・環境について理解を深
め、看護の学びを支える基盤を築く。「人間の理解」、
「健康の理解」、
「環境の理解」の
科目群により構成される
また、
「専門科目」の目的は①看護職者としての専門知識・技術を育成する、②人々
の営みを健康という視点で科学的に理解することができる看護職者を目指す。
「専門科目」は「基礎看護学」
、
「療養支援看護論」
、
「成育支援看護論」
、
「地域生活支
援看護論」
、
「総合看護論」
、
「臨地実習」の科目群により構成される。また、助産師志望
の学生には自由科目として「助産学」の科目群を設定している。
1 年次では、
「看護学概論」
、
「看護理論の基礎」及び「ケアリング」における学習を通
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して、『看護とは何か』を主題に、人間の理解、看護の機能、看護職者としての考え方
等を深めていくことを目指す。また、人体の機能構造の基礎である「解剖学」や「生理
学」といった基礎医学を並行して履修し、看護と基礎医学とを関連づける。
実習においても、看護への学習の動機づけを図り、理解を深めるために、Early
Exposure（早期臨床体験）の効果を期待し実習を行っている。
2 年次では、看護の基礎となる基礎医学科目群「疾病治療学１（内科系疾患）
」
、
「疾病
治療学 2（外科系疾患）
」
、
「疾病治療学 3（小児・母性系疾患）
」
、
「疾病治療学 4（精神系
疾患）」等において、各疾患の病態生理を履修する。また、これらと並行し、専門科目
（専門分野）
、
「療養支援看護論」
、
「成育看護論」
、
「地域生活支援看護論」の科目群とを
関連させ、より看護学の理解を得ることを目指す。また、選択科目として、医療人とし
て必要とされる「生命倫理」
、
「生命科学」等のヒューマンケアの基盤となる科目群を設
定している。
3 年次では、2 年次よりの専門科目（専門分野）に関連する「療養支援看護論演習」
、
「成育看護論演習」
、
「地域生活支援看護論演習」を履修し、各専門領域における基本的
技術を履修する。また、
「看護学研究論・演習Ⅰ・Ⅱ」では、ゼミナールを通して、看
護現象を客観的に捉え、その中に存在する疑問や問題を科学的に探求する能力を履修す
る。
4 年次においては、専門科目として、リスクマネジメントを含む「看護管理学」及び
「家族看護学」の履修を必修とし、対象への理解及び看護マネジメントについて再認識
する。さらに、現代医療の問題を理解、拡大する看護機能・役割等の専門性の理解がで
きるよう、
「国際看護学」
、
「災害看護学」
、「看護とリスクマネジメント」、
「医療・看護
の最前線」を選択科目として履修する。
ウ 看護学実習の基本的な考え方
臨地実習は学内で学んだ知識と技術の統合を図り、看護職者に求められる人間性・創
造力・問題解決能力・倫理的判断力を養うことを目標とする。
看護職についての理解を深め、あらゆる状況に対応可能な看護実践能力を身につけさ
せるため、1・2 年次では基礎的な援助技術の習得をめざし、3 年次秋学期より 4 年次で
はより専門的な領域について段階的に病院、地域などで看護実践を行う。
各専門領域別実習においては、臨地での経験を基に対象のライフステージや生活の実
態に対応した多様な価値観を尊重した看護職者としての姿勢を養う機会とする。これに
よって、健康を維持・増進するための看護活動や、健康障害を持ちながら生活する人び
とを支える看護の在り方を自ら追求していく基礎を学ぶ。
さらに、各専門領域別実習に引き続き、総合看護論実習を配置している。総合看護学
実習においては、1 年から 4 年までに習得した看護実践能力の評価を踏まえ自己課題を
明らかにし、保健・医療・福祉の包括的な視点から看護の総合的な実践能力を高めるこ
とを目指す。
③ 教育目標の教育方法等への反映
前述の教育目標の7項目を達成するため、以下のような教育方法等を採り入れている。
ア 初年次教育
本学科では、新入生に対し主に以下の3つの取り組みを実施し、高校から大学への円
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滑な接続に努めている。


1つ目は、
「入学準備学習」の実施である。
平成22(2010)年までは、本学への入学が決定した学生に対し、本学での学習がスム
ーズにスタートを切れるよう、１）本学がアドミッションポリシーに掲げている『生
命への尊厳や多様な価値観を受け入れることができる人』をテーマとしている推薦図
書2冊からいずれか1冊を選択し、読書感想文を書く、２）高校生物の問題集を課題と
した。これらにより、大学での学習方法の一つであるレポート作成方法などに慣れる
と共に、文献購読の習慣を身に付けさせること、高校で生物を履修していない学生の
補充学習、また、入学後の専門基礎科目である解剖学の学習に繋げていくことを意図
した。
しかし、入学後の成果が上がらなかったため、平成23(2011)年より、本学への入学
が決定した学生に対し、特に「解剖学」
「生理学」等の基礎医学の基礎知識となる高校
までの生物や化学及び数学についての入学前学習教材を作成し、１）通信添削講座（1
月から3月の期間内）
、２）短期集中講座（3月末日3日間）を実施した。対象者は、看
護学科入学予定者（一般合格者、推薦合格者）である。
その結果、受講者は、通信添削講座55名、短期集中講座82名であった。
受講者の学習状況及び結果は、通信添削講座については、化学分野は高校で履修し
ていない学生が多く、課題教材には、ポイント集を盛り込んだため、それを元に勉強
してきた学生が多かった。また、生物学の課題内容は、この時期にしては難問をそろ
え、課題にポイントを盛り込み、それをうまく活用し答えを導きだした学生も多かっ
た。学生のアンケート結果では、すべての調査項目（講義内容、講義レベル、講義範
囲、講義時間、講義時期）において肯定的な評価であった。自由記載には、課題提出
について、提出までの期限が短いことに関連した自由記載が散見された。次年度、検
討が必要である。
短期集中講座については、講座後の確認小テストを実施した。その結果、生物学の
正答率（平均点23.4点／30点満点）は他（数学：平均点14.5点／19点満点、化学：平
均点4.3点／6点満点）に比べよかった。このことから、生物学については、講義に興
味を持ち、自身の知識をうまく活用できた。また、精神的な効果として、短期集中講
座は3日間続き、一日当り５時間と長時間であったが、4月から始まる大学での講義へ
の心構えを植え付ける良い機会になった。尚、数学については、点数が60％以下の学
生が16名と多く、入学後にフォローアップ講座及び特別講義を開講し補充学習をおこ
なった。アンケート結果は、すべての調査項目（講義内容、講義レベル、講義範囲、
講義時間、講義時期）において肯定的な評価であった。
以上、入学前に行った通信添削講座および短期集中講座は、学術的にも精神的にも
非常に有意義であった。
さらに、
高校で生物や化学を履修していない学生の補充学習、
また、入学後の専門基礎科目である解剖学・生理学の学習に繋げていく上でも効果的
であった。平成24(2012)年度の結果及び評価を踏まえ平成25(2013)年度の入学前準備
教育の充実を図る。



2つ目は「日本語・数学・英語プレイスメントテスト」を実施している。入学試験の
多様化により、基礎学力の差がある。そこで、入学時の基礎学力レベルを評価し、出
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来る限り個々の学生の能力を効率的に伸張させるために実施するものである。特に、
「英語プレイスメントテスト」結果をもとに、英語レベル別クラス編成を実施してレ
ベル別に授業展開している。


3 つ目は、入学時「フレッシュマンスクール」の実施である。この「フレッシュマン
スクール」は、看護学科の教員だけでなく、複数の先輩学生も参加をさせ、大学生活
全般についての概要を説明するとともに、新たな友人作りをさせる機会を提供してい
る。また、先輩学生による履修相談も取り入れ、新入学生のスムーズな履修計画への
助けとなっている。

イ 少人数ゼミナール
1年の「基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ」は大学教育の「導入」として、4年間の大学におけ
る教育の基盤づくり（大学教育のリテラシー構築）を意図している。これは講義科目
と異なり各チューター教員との密接な相互作用を通して1年間のゼミ活動を行ってい
る。
平成21(2009)から23(2011)年における基礎ゼミナールⅠでは、学生を主体として、
テキストの輪読、意見発表、討論、発表等の学習活動を通して、高校までの受動的な
授業に取り組む（聴講型）から授業に積極的に関わる参加型への転換を図りつつ、大
学生として必要なリテラシー（読み書き能力）を養う。基礎ゼミナールⅡでは、主に
各学生が専門研究をすすめるための土台となるよう方向付けをする。基礎ゼミナール
Ⅰ・Ⅱを通して、知的関心を広げ、その後の専門科目の学びに活かされることを意図
している。また、全体発表会を開催することで、情報の共有化を図るとともに、発表・
討議を通して、思考力、表現力、批判力を培うことをねらいとしている。さらに、そ
うした学習の成果の一部として、小冊子を作成して、学問研究の基礎的能力である理
解力、思考力、論理構成力、表現力等を養うことねらいとしていた。
しかし、入学後間もない学生にとって、成果発表としての全体発表会や冊子作成ま
で求めるのは難しいとの反省から、平成24(2012)年基礎ゼミナールⅠ・Ⅱからは、１）
講義のポイントをまとめ、理解できる力を獲得する。２）意見と事実を分けて理解で
きる力を獲得する（文章を要約する）
、３）図書館・インターネットで情報収集ができ
る力を獲得するなど大学における学習の方法に焦点を絞り展開することにした。
3年次の「看護研究論演習Ⅰ・Ⅱ」では、3年次においてはゼミナールの最終段階と
して、研究課題発見・焦点化、文献学習、まとめ、発表を通して、問題発見力と問題
解決力及びコミュニケーション能力の総合力育成を目指す。
指導体制は、平成23(2011)年度は全教員で、平成24(2012)年度は研究担当教員を定
め、3年次ガイダンスまでに主指導教員を決定している。春学期ガイダンスにおいて、
担当教員が研究テーマと内容を提示し、教員との面談後に学生の希望調査（研究テー
マ及び担当教員）を実施し担当教員を決定する。学生は3年次1年間で研究報告書をま
とめ提出して評価を受ける。
看護研究論演習Ⅰ（春学期）では、講義及び演習を通して、看護における研究の役
割と看護研究のプロセス、研究方法に関する基礎知識を理解し、自己の研究テーマを
明確化できる。看護研究論演習Ⅱ（秋学期）では、看護学研究論・演習Ⅰで学んだ基
礎知識をもとに、看護学実習等で得られた関心ある課題について研究を計画し、論文
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としてまとめるまでの過程を通して、看護職に必要な研究能力を養う予定である。
これらの少人数教育を通して、自らの将来を展望できる知識と能力修得に努める。
ウ 国家試験に対する配慮
国家試験合格を目指して、1年次から4年次にかけて段階的体系的に国家試験対策を予
定している。具体的には、学年毎に、国家試験ガイダンス、国家試験対策講座を行い、
模擬試験により学習成果を客観的に評価し、集団及び個別指導によりフィードバックし
ている。その他、個人学習を支援するため、


看護師及び保健師国家試験WEB版の導入



学習室の確保



模擬試験評価が低い学生に対するグループ学習

等を取り入れている。
本学科カリキュラムの特色をまとめると次のようになる。


初年次教教育を行うことにより、入学後早期に学生生活の適応をはかり、大学での学
習方法の理解を促す。



医療に関わる者を育成する学科として、専門教育と共に求められる幅広い教養と豊か
な人間性を育成する。



専門分野を 1 年次から組み入れ、基礎科目との関連をはかり、看護の理解を深める。



看護は実践学であるという観点から、講義・演習・実習のサイクルを繰り返しながら、
実習では講義・演習等で学んだ知識と技術の統合を図る。



臨地実習は健康レベル、対象者の範囲拡大について学習できるように、段階的にプロ
グラム化され、人間性・創造力・問題解決能力・倫理的判断力について深い理解をめ
ざす。



専門科目演習（1 学年 2 展開方式 40 人編成）
、ゼミナール（1 ゼミ 6～8 人程度編成）
では、少人数単位の教育を行い、学生の理解力、学習力に対応する指導を実施してい
る。

＜大学院経営情報学研究科＞
① 教育目的・目標の設定
本大学院経営情報学研究科は「創造性豊かな次世代社会の担い手を育成する」という建
学の基本理念に則り､「専門経営者、とくに同後継者、起業家の教育・育成」という実践的
で高度な専門的職業人の養成を目的としている。本研究科においては、創造性を持った、
専門経営者、中小企業経営者・後継者を中心とした高度の専門的職業人の養成のための対
象は広範であり、


各種の産業の中小企業経営者が経営戦略の立案をより良く行うため



中小企業の後継者がある程度の実務経験を経た後に、改めて企業の経営についての学
識と能力を高めるため



企業に勤務する職業人が特定の分野を中心として企画・管理能力を向上させるため



起業を志す者が意欲を間違いなく現実のものとするため



企業に関わるコンサルタントや職業会計人などの専門家としての準備をするため
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地方自治体や地域経済団体の職員が産業行政・産業振興についての専門能力を高める
ため



企業経営に関する専門研究者の基礎を固めるため

等の実現を目標としている。
（シラバスに掲載）
② 教育課程の編成方針
教育課程の編成方針は平成20(2008)年での自己点検における改善・向上方策を受けて、
研究科委員会における議論を経て、以下のような編成方針を設定し、本年度もこの方針を
踏襲している。
Ａ．革新的思考を持つ｢企業家・起業家｣の育成
変化・流動化が常態化している今日の時代状況の中で、革新的思考と先見性、行動力、
問題形成力・解決力を持つ｢企業家・起業家｣の育成を目指す。
Ｂ．「マネジメント・サイエンス」を駆使する産業人の育成
情報技術・情報リテラシーの体得を基礎にすえ、システム思考による事業発展のため
のモデル構築やシミュレーションまた経営の意思決定等を、これらの情報技術の活用
にもとづいて経営を推進しうる人材の育成を目指す。
Ｃ．「メディア/ネットワーク」分野の本質的な理解とスキルを持つ産業人の育成
情報処理技術の知見とスキルの習得を基礎に、メディアのデジタル処理と表現方法の
活用、あるいはネットワーク構築の理論と構築能力を駆使し経営諸活動に貢献しうる
人材の育成を目指す。
③ 教育目的の教育方法等への反映
教育目的を実現するために、教育研究を「企業・起業」における「マネジメント」
、
「環
境」
、
「マネジメント・サイエンス」と「メディア／ネットワーク」の 4 つの領域に編成し、
それぞれの領域において教育方法の工夫をしている。第１に「企業・起業の会計・マネジ
メント」領域と「企業・起業の環境」領域の科目ではケース・スタディを適切な場面で取
り入れている。これは、現実に起きている事例こそ最高の教科書であり、今日的問題が隠
されていると考えているからである。経営学の理論や代表的なシステムの事例を学習でき
るように配慮するとともに体系的な理論学習も合わせて行うようにしている。経営には唯
一絶対の正解が存在しないため、現実の経営問題を分析するための切り口や方法論のほか
に体系的な理論が学習できることを重要視している。第２に「企業・起業のマネジメント・
サイエンス」領域では企業経営者が行うべき問題発見・分析・解決のノウハウをコンピュ
ータの支援により論理的に整理して表現・解析・評価・改善する手法を学ばせる。システ
ムエンジニアリングに関する知見を経営のノウハウやデータ情報と融合し、
「仮説設定→デ
ータ／情報収集／分析→実践→評価→改善」というサイクルにおいて、コンピュータを活
用しながら経営問題解決の科学的スキルを向上させるものである。第３の「企業・起業の
メディア・ネットワーク」領域では、理論とともにスキルの習得が重要であるとの認識の
もと、メディア関係ではメディアのデジタル技術と表現方法を体験的に学習させること、
ネットワーク関係ではネットワークを構築するための理論とともに実習を課すことにして
いる。
特に各領域とも重点を置いているのは、修士論文指導である。論文指導は、学生と教員
が密に接触する場として認識をし、主査 1 名が中心となり副査 2 名との教員協力体制をと
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って行っている。
＜大学院健康科学研究科＞
① 教育目的・目標の設定
大学院健康科学研究科はこれからの地域社会が必要とする保健・医療・看護・介護・福
祉を含む健康科学分野における総合的かつ多角的な視点を有した有能かつ指導的役割の果
たせる優秀な人材養成のため、保健医療学部（リハビリテーション学部）理学療法学科及
び看護学科を基礎として平成 22(2010)年 4 月に設置された。本研究科では、リハビリテー
ション学分野及び看護学分野に関する基礎研究、臨床研究、応用研究を推進することによ
って、それぞれの分野の学問体系の確立及び学際的・総合的な新たな学問分野の体系を確
立し、当該分野の指導的立場に立てる人材を養成するとともに、その成果を社会に還元す
ることを目的としている。本研究科における教育対象者は、リハビリテーション分野ある
いは看護学分野の国家資格を取得した者ならびに国家資格を持たない者でも本研究科が取
り組む「リハビリテーション領域」
「看護学領域」に関連する「健康科学」についての専門
的知識と研究マインドを持つ者としている。
② 教育課程の編成方針
健康科学研究科の教育課程は、人の健康を害する障害と生体機能の回復・増進の支援に
ついての知識・技術を集積するリハビリテーション学領域と、人の生涯にわたっての健康
支援や健康を維持・増進するためのケアについての知識・技術を集積する看護学領域の2
つの領域と共に両領域に共通する福祉・医学等の専門基礎領域の3つの領域から編成され
ている。主たる専攻領域である「リハビリテーション学領域」と「看護学領域」は独立し
た学問領域であり、両領域に共通して本研究科の特色である多角的な視点から総合的・学
際的な研究活動を実現させ、専門分野をより深く学修することを支援するために「専門基
礎領域」科目群を設定・配置している。
こうした教育課程の編成の下で、以下のような人材の養成を目標とする。


リハビリテーション学領域における問題解決能力を有する指導的な人材



看護学領域における多角的視点を有する指導的な人材



地域住民の課題解決に取り組む総合的な視野を持つ専門職業人



生活健康支援等の健康科学分野の現代的課題に取り組む教育研究者の養成

③ 教育目的の教育方法等への反映
教育目的を実現するために、それぞれの研究領域について効率的かつ学問的に体系的に
学ぶことを目標に、教育課程における科目は「基礎科目」
「専門科目」及び「課題研究科目」
から構成される。主たる専攻領域における学修の前に、本研究科の総論・導入として基礎
的な科目群である「基礎科目」を学修し、それを踏まえて専攻毎の知識を修得するととも
に多角的な視野を獲得する専門科目群である「専門科目」を学修し、そして修士論文の完
成を目指す「課題研究科目」を履修するという科目設定を行っている。本研究科の特色で
ある専攻領域に共通する科目群（専門基礎領域科目）を専門科目の中に配置することで、
多角的な視野からの専門領域の学修が可能となっている。
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（２）３－１の自己評価
＜情報ビジネス学部キャリアデザイン学科＞
本学の教育理念及び教育目標は、建学の精神の中に明記されている。情報ビジネス学部
ではその教育理念・目標を教育課程編成の指針とし、その達成のため様々な教育方法等を
採用している。
現状では、1 年には基礎科目が、1・2 年には基幹科目が実施されている。ただし、基幹
科目は、
情報関連科目とビジネス関連科目及びキャリア形成に関する科目からなっている。
基礎科目の中でもキャリア形成科目と共通科目の必修科目である「職業研究」
、
「キャリア
形成」
、
「パソコン入門 1・2」
、
「現代ビジネス概論（旧現代ビジネス概論 1）
」
「ICT と現代
社会（旧現代ビジネス概論 2）
」等の単位修得状況や成績等をみると、本学キャリアデザイ
ン学科の基本理念実現のために核となるキャリア教育については一定の成果を得ていると
考えられる。
具体的には、｢革新的思考による創造性戦略｣のため、考える力（問題を発見し解決する
能力）の育成を目指す教育課程及び実学を重視した教育課程を実現するため、情報ビジネ
ス学部では全学年少人数ゼミナールを必修としている。全人格的教育を行うと同時に、考
える力と主体的に学習する態度を育てようとしている。また、実学重視の立場から、実務
経験者を登用するとともに、
「キャリア形成」という独自の科目区分を導入してキャリア教
育に努めている。
さらに、教育目標、目的の達成のため年次別に専門科目を配置し、基礎から応用へと段
階的・体系的に学習を進め、深い知識と高度な技能を修得できるよう工夫している。また、
その方向づけのため、
モジュールと各モジュールの推奨授業を示している。
以上の点から、
情報ビジネス学部では教育目標、
目的が教育課程や教育方法等に反映されているといえる。
＜経営学部経営学科＞
本学の教育理念及び教育目標は、建学の精神の中に明記されている。経営学部ではその
教育理念・目標を教育課程編成の指針とし、その達成のため様々な教育方法等を採用して
いる。現状では、1 年にキャリア形成科目、基礎科目の一部が実施されている。基礎科目
の必修科目（
「職業研究」
、
「キャリア形成」
、
「キャリア開発 1」
）
、共通科目（
「経営と情報」
「コンピュータリテラシ 1・2」
）
、基礎科目（
「社会学入門、経営学入門、簿記入門 1」
）等
の出席状況等をみると、本学経営学科の基本理念実現のために核となる基礎教育について
は良好な状況であると考えられる。
＜保健医療学部理学療法学科＞
本学科の教育目的・目標は、建学の精神・大学の基本理念及び社会的需要に基づいて設
定されている。そしてこの教育目的・目標達成のために、教育課程の編成方針が適切に設
定されている。さらに、この目的・目標のために「基礎教育の充実」
、
「臨床医学から理学
療法専門科目へのスムーズな移行を可能とする科目配置」
、
「講義・実習・演習の密な連携」
、
「少人数教育」の展開など教育方法等にも十分反映されているものと評価している。平成
24(2012)年度より入学準備学習の内容を大幅に改訂し、学生の基礎学力不足を解消へ向け
ての取り組みを開始した。また、特に 1 年次及び 2 年次に配置されている「基礎ゼミナー
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ル」の教育課程における位置付けに関しては、大学教育への導入ならびに理学療法教育と
してのアーリーエクスポージャーの内容を含める等、内容を工夫している。平成 24(2012)
年より第 4 学年に対しての OSCE を試験的に導入し、障害学・評価学・治療学の理論や技
術に係る臨床能力の客観的評価を試みている。また、理学療法学に係る専門的知識・技術
を修得する理学療法研究論・演習におおける学習の成果も挙がり、その成果の一部は「卒
業論文集」としてこれまで 3 巻発行している。
＜保健医療学部看護学科＞
本学科の教育目的・目標は、建学の精神・大学の基本理念及び社会的な看護職育成とい
う要請に基づいて設定されている。この教育目的・目標達成のために、教育課程の編成方
針が適切に設定されている。さらに、この目的・目標のために「初年次教育の充実」
「基礎
教育（基礎分野）の充実」
「1 年次早期からの専門科目の導入」
「講義・演習・実習のサイ
クルによる知識と技術の統合化」
「少人数教育による看護技術の習得の強化」など教育方法
にも十分反映されているものと評価している。
＜大学院経営情報学研究科＞
本研究科における履修科目の教授と論文指導などの教育方法において、前年度の自己点
検報告書にて、2 年時における「就職活動など社会とのかかわりかた」における態度的な
側面の強化の必要性を指摘した。これに対して。①春、秋のガイダンスにおいて「社会と
のかかわり方など」を教授し②論文指導において、折に触れて教授の基盤となるメンタル
面の重要性を強調し、問題ありそうな学生については毎月開催される研究科委員会にて個
別の状況をもとにその対応策の議論を行ってきた。これらの対応によりメンタル面につい
ては、改善がなされてきたと認識している。
一方、特に外国籍（全員中国籍）の学生は、中国の事情を現地調査などにより修士論文
に反映させたいとのニーズが高いが予算上難しいのが現状である。
＜大学院健康科学研究科＞
健康科学研究科は社会的要請に基づく教育目的のもと、この教育目的・目標達成のため
に、教育課程の編成方針が適切に設定され教育が行われているものと判断している。在籍
学生が極めて少人数であることから、研究指導教員を中心としながらも、修士論文中間発
表会や修士論文審査・最終試験、そして修士論文発表会を通じて健康科学研究科として組
織的な教育が行われていると認識している。大学院での学習成果としての研究成果を学会
発表するケースが増えており、学習指導の効果の一端が表れていると評価している。

（３）３－１の改善・向上方策（将来計画）
＜情報ビジネス学部キャリアデザイン学科＞
建学の精神、大学の使命・目的、教育理念、教育目標を基礎とし、社会的な要請や学生
の要望に応えられる教育課程・教育方法等の導入を目指し、教務委員会、自己点検・評価
委員会、教授会等で今後も検討を重ねていく。情報ビジネス学部は、完成年度には、教育
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課程・教育方法等の評価とそれに伴い現代ビジネス概論の統廃合等の若干の修正を行った。
さらなる改善計画としては、専門展開・関連科目におけるモジュールの編成に関する再検
討である。モジュール間の連携性を、教育課程・教育方法等に反映させることができない
か検討している。
＜経営学部経営学科＞
建学の精神、大学の使命・目的、教育理念、教育目標を基礎とし、社会的な要請や学生
の要望に応えられる教育課程・教育方法等の導入を目指し、教務委員会、自己点検・評価
委員会、教授会等で今後も検討を重ねていく。経営学部経営学科は、初年度であるためま
だ具体的な改善策は検討していないが、学生の必修科目の単位取得状況等をみながら、必
修科目向けの再履修クラスの時間割編成等を検討する予定である。
＜保健医療学部理学療法学科＞
本学部の教育目的は、教育課程や教育方法等に十分反映されていると評価しているが、
今後、理学療法士教育に対する社会的要請、学生の多様化や社会情勢の変化など状況をよ
く見定め、必要に応じ適切かつ迅速な対応をとり得るよう引き続き教育課程、教育方法等
の検討を進める。学部開設 4 年を契機に、学生の学びの視点及び社会の要求に応えられる
学生の輩出の視点から、カリキュラムの評価を行い、よりよい教育のための方策について
一部カリキュラムの改訂を含めた学習内容の改善を行っている。また多様性を増す学生に
対して、入学準備学習の内容を大幅に刷新したが、受講状況や学習成果を評価し、さらな
る効果的な学習内容ならびに方法を検討していく。さらに、本学が今まで志向してきた寺
子屋式学習指導を更に一層深めていくことが重要であると考え、生活指導も含めた学生教
育（出席状況の即時把握に基づく指導など）を導入し、効果的な学生指導を今年度より本
格的に導入した。また、今年度より試験導入した OSCE に関しては、次年度以降の実施に
ついてその内容や実施時期、対象学年などの方面から検討を進める。
＜保健医療学部看護学科＞
教育目標及びカリキュラムポリシーを明確にし、
それらが達成できるよう
「教務委員会」
を中心に、各科目の達成目標・向上目標を明らかにした。また、平成 21(2009)年 7 月保健
師助産師看護師学校養成所指定規程規則の一部を改正する省令（平成 20(2008)年文部科学
省・厚生労働省令第 1 号）により保健師教育及び看護師教育の内容が改正されたことに伴
い教育課程を再編成する必要が生じ、カリキュラム検討委員会を中心としてカリキュラム
検討を行った。
従来、
「保健師、助産師、看護師養成」に対応している教育課程を、
「保健師、看護師養
成」のための教育課程に再編成し、助産師を養成するための科目を廃止した。
「保健師、看護師養成」の再編成に関しては、社会の情勢や養成及び学生のニードを勘
案して行った。主な変更は、


基礎専門科目である「解剖学」
「生理学」を通年開講とした。



「疾病治療学」の単位数を増やし充実させた。



専門科目である「療養支援看護論」
「生育看護論」は旧カリキュラムでは複合科目で
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あったものを細分化し、
「療養看護論」は単位数を増やし充実させた。
新カリキュラムでは、卒業要件を、基礎教育科目を 30 単位以上、専門基礎科目・専門科
目を 66 単位以上取得し合計 126 単位以上を取得するとした。
変更に伴い措置した内容は、
豊橋創造大学学則 新旧対照表参照。
今後も完成年度に向けて目標とする人材を育成するためにカリキュラムの一層の充実
が図られるよう検討する。検討の中では、本学科卒業時の到達目標を達成可能な看護実践
能力の育成に向けた専門基礎科目、専門科目のカリキュラムを充実させる必要がある。
＜大学院経営情報学研究科＞
外国での現地調査などについては、当面文献の収集によって行うことが適当であると判
断するが、教員の研究テーマと合致するようなテーマであれば現地調査も行うことが可能
であり、教員にそのような状況認識のもと指導を行えるような体制を検討する。
＜大学院健康科学研究科＞
本研究科は開設 3 年目を迎えたのを契機に、より充実した教育課程を構築すべく新たな
教員の専任を含めたカリキュラム改訂に向けて検討を進める。特に、開講科目の充実に向
けて、専任教員の増員をあわせて検討する。また今後、修了生を対象とした教育課程に関
するアンケートを実施し、学生からの評価を教育課程の充実へ向けた検討資料の 1 つとし
て活用する計画である。

３－２ 教育課程の編成方針に即して、
体系的かつ適切に教育課程が設定されていること。
《3－2 の視点》
３－２－① 教育課程が体系的に編成され、その内容が適切であるか。
３－２－② 教育課程の編成方針に即した授業科目、授業の内容となっているか。
３－２－③ 年間学事予定、授業期間が明示されており、適切に運営されているか。
３－２－④ 単位の認定、進級及び卒業・修了の要件が適切に定められ、厳正に運用され
ているか。
３－２－⑤ 履修登録単位数の上限の適切な設定など、単位制度の実質を保つための工夫
が行なわれているか。
３－２－⑥ 教育内容・方法に、特色ある工夫がなされていること。
（１）３－２の事実の説明（現状）
教育課程の体系的編成、編成方針に即した授業科目、教育内容・方法の特色ある工夫
＜情報ビジネス学部キャリアデザイン学科＞
キャリアデザイン学科の教育課程は、学生が自分の適性を知り、将来像が描けるよう、
学部の基礎となる「情報ビジネス学」をしっかりと学びその上に専門分野の学びを積み上
げるよう体系化されている。そのため、本学科のカリキュラムは「入学直後からのキャリ
ア教育で将来像を描き、学ぶ意欲を高め」
「基礎教育で知識の幅を広げ自ら学ぶ姿勢と手法
を身につけ」
「学生全員が情報ビジネス学を学び現代社会に不可欠な能力を養い」
「3 年次
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から専門モジュールを選択、将来像を実現する力を手に入れる」ように編成されている。
授業科目の概要はデータ編表 3－1 の通りである。学生は最初の 2 年間で情報ビジネス
学を学び、専門分野を学ぶ土台を固める。そのための科目群として「基礎教育に関する科
目」と「キャリア教育に関する科目」とを配置している。
「基礎教育」では、
「人間や社会
に対する見方・考え方を養うとともに、実用的な外国語のコミュニケーションスキルの獲
得をめざし、入学直後から全員が少人数ゼミナールに所属し、問題を自ら発見し主体的に
調べて自分の頭で考え、問題解決へと導くという、大学ならではの学問の進め方を体得さ
せる。
「キャリア教育」では 1 年次から自分の将来像を描き、就職力を高めることを目的
に、アセスメントツール「自己発見レポート」を活用し、自分の適性を発見するとともに、
職業観を養い、これらを通じて学生が自分の将来像を描いたうえで、専門モジュールの選
択に進む。同時に、
「専門基礎教育」を通して、情報化が進むビジネス社会で活躍するため
に必要なビジネスの知識、及び情報をビジネスツールとして生かすための知識を身につけ
させる。このように、情報ビジネス学の基礎から応用まで、効率よく学べるようカリキュ
ラムを編成している。
3 年次以降は、専門基礎教育で身につけた情報ビジネス学の知識や技術をベースとして、
さらに高度で実践的な専門教育に取り組む。
幅広い領域におよぶ本学部の専門教育科目を、
6 つの群（モジュール）にまとめ、希望する職業分野に対応した専門モジュールを選択す
ることにより、
専門的職業人に求められる能力を効率的に身につけるよう工夫されている。
専門モジュールには「ソフトウェアモジュール」
「メディアデザインモジュール」
「ネット
ワークシステムモジュール」
「医療情報・管理モジュール」
「ビジネスフロンティアモジュ
ール」
「会計モジュール」の 6 群がある。モジュールごとに必要な科目を用意し、情報と
ビジネスを核に多彩な学びに取り組んでいる。
＜経営学部経営学科＞
経営学部経営学科の教育課程は、情報化されたビジネス社会で就業し、健全な職業観と
就業意識をもって未来を切り拓くことのできるよう、
「経営学」
「会計・財務」
「情報コミュ
ニケーション技術」の基礎をしっかりと学びその上に専門分野の学びを積み上げるよう体
系化されている。そのため、本学科のカリキュラムは「入学直後からのキャリア科目で将
来像を描き、学ぶ意欲を高め」
「学生全員が基礎・基幹の必修科目で知識の幅を広げ自ら学
ぶ姿勢と手法、能力を養い」
「3 年次から専門科目を選択して、将来像を実現する力を手に
入れる」ように編成されている。
授業科目の概要はデータ編表 3－1 の通りである。学生は最初の 2 年間で経営学の基礎
を学び、専門分野を学ぶ土台を固める。そのための科目群として「基礎教育科目」と「キ
ャリア形成科目」とを配置している。
「基礎教育科目」では、
「人間や社会に対する見方・
考え方を養うとともに、実用的な外国語のコミュニケーションスキルの獲得をめざし、入
学直後から全員が少人数ゼミナールに所属し、問題を自ら発見し主体的に調べて自分の頭
で考え、問題解決へと導くという、大学ならではの学問の進め方を体得させる。
「キャリア
形成」では 1 年次から自分の将来像を描き、就職力を高めることを目的に、自分の適性を
発見するとともに、職業観を養い、これらを通じて学生が自分の将来像を描いたうえで、
専門科目の選択に進む。同時に、
「専門教育科目 基礎科目および基幹科目」を通して、情
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報化が進むビジネス社会で活躍するために必要な経営の知識、及び情報をツールとして生
かすための知識を身につけさせる。このように、経営学の基礎から応用まで、効率よく学
べるようカリキュラムを編成している。
3 年次以降は、専門基礎科目と基幹科目教育で身につけた経営学の知識や技術をベース
として、さらに高度で実践的な専門教育に取り組む。幅広い領域におよぶ本学部の専門教
育科目を、
「経営学科目」
「会計・財務科目」
「情報コミュニケーション技術科目」にまとめ、
希望する職業分野に対応した科目を選択することにより、専門的職業人に求められる能力
を効率的に身につけるよう工夫されている。
＜保健医療学部理学療法学科＞
理学療法学科の教育課程は、基礎分野の科目から専門基礎分野の科目、さらに専門分野
の科目へと順次学習を進め、応用力に富む理学療法士の養成をめざし、基礎と専門、講義
と実習・演習を効果的に組み合わせたカリキュラムを体系的に編成している。本学科の教
育の特色は


基礎（解剖学・生理学）をしっかりと学び応用力を獲得させる



臨床医学から理学療法学へスムーズにつながるよう科目を配置する



講義・実習・演習の連携で深い理解と実践力を身につけさせる



少人数教育により心のケアもできる理学療法士を養成する



高度な研究業績を持つ教員が充実環境のもとで指導する

ことである。
授業科目の概要はデータ編表 3－1 の通りで、これを在学 4 年間の流れで見ると、次の
通りである。
ア 1 年次：身体の構造や機能を体系的に理解させる
基礎分野を中心に学ぶ。生物学・生命倫理・情報リテラシーといった、専門教育や職
業的スキルに直結するものは、必修科目である。特に、コミュニケーション力を向上さ
せるべく平成 23(2011)年度より国語表現法を必修化すると共に、物理学の学習内容を他
の専門科目の学習内容への振り分けを行った。専門基礎分野では、解剖学・生理学など
の基礎医学領域を、学内実習を交えて学び、人間の身体を体系的に理解させる。また、
学生が主体となって自ら学ぶ姿勢を身につける基礎ゼミナールも開講している。
イ 2 年次：多様な障害を理解し、その評価方法を学ぶ
学びの重点は、専門基礎分野に移り、内科系・筋骨格系・神経系の各障害学を履修し、
疾患や障害の多様な姿を理解させる。これを受け継いで、疾患や障害の評価（測定・検
査、記録、解釈）について学習する。評価や治療の対象である「人間」を多面的に理解
するため、心理学系の科目群も履修する。なお、2 年次春学期開始前には初めての臨床
実習にも参加する。
ウ 3 年次：評価に基づいて正しい治療法を習得させる
2 年次の障害学・評価学を受け継ぎ、治療学を中心に学習する。障害の種類・状態や
治療の目的に応じた多様な理学療法について、理論と技術の両面を学ぶ。地域理学療法
学の分野では、自宅や施設など生活の場における理学療法、障害者も暮らしやすい住宅
や都市のあり方なども学ぶ。また理学療法研究論・演習では、理学療法士に不可欠な研
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究能力を習得する。
エ 4 年次：卒業研究を完成させ、16 週間の臨床実習で理論と技術を統合させる
4 年次の大部分は、臨床実習Ⅲ・Ⅳとその予習復習に当てる。これまでに学んだ障害
学・評価学・治療学の理論や技術を臨床の現場で実践し、その統合を図る。この臨床実
習に際して、OSCE を試験的に導入することで臨床実習に必要な知識や技能レベルの客
観的な評価と学生へのフィードバックを試みている。理学療法研究論・演習では、3 年
次から継続して研究に取り組み、卒業研究を完成させる。なお卒業研究は早めに完成さ
せ、国家試験対策に時間が割けるよう配慮している。
そして、卒業後、医療・福祉の現場へ、あるいは大学院進学へと繋がるよう考慮して
いる。
＜保健医療学部看護学科＞
看護学科の教育課程は、前述した教育目標７項目を修得するために、体系的に履修でき
るように編成している
本学科の教育の特色は、


初年次教育及び少人数教育の学習を通して、アカデミックスキルの充実をはかる。



看護を理解するために 1 年次より専門科目を導入して、看護の動機づけをはかる。



講義・演習・実習の連携により理解力と実践力を学ぶ。



各専門分野の教員から最新の看護学を学ぶ。
授業科目の概要はデータ編表 3－1 の通りで、これを在学 4 年間の流れで見ると、次の

通りである。
ア 1 年次：看護の対象「人間」を多面的に理解する
基礎教育科目を中心に学び、人間理解を深める。
「社会生活とマナー」では看護者と
しての視点を中心に日常生活上のマナーのみならず、学習者としてのマナーを学び、ま
た、同時開講をするゼミナールでの学習とあわせて、主体的に学ぶことの意味について
も理解を深める。
専門基礎科目では、解剖学・生理学等より人間の身体を科学的に学ぶ。専門科目では
基礎看護学を中心に、看護技術、ケアリングを学習する。また、看護への動機づけをよ
り明確にするために早期体験実習を履修する。
イ 2 年次：看護の対象を理解し、その看護を学ぶ
専門基礎科目では、さまざまな疾病の姿を理解し、その検査や治療方法を学ぶ。専門
教育では、1年次に学んだ基礎看護学を基盤とし、疾病の予防法からさまざまな疾病状
態に必要な看護、対象者のライフサイクルに応じた看護、地域・在宅といった生活の場
における看護を学ぶ。
ウ 3 年次：臨地実習において理論と技術の統合をはかる
3年次から4年次にかけては、臨地実習が学びの中心となる。2年次に学習した療養支
援・成育・地域生活支援の各看護論について、その理論と技術の統合をはかる。また「看
護学研究論・演習」では次代の看護専門職者に求められる研究能力、看護生涯学習の基
礎的能力を学習する。助産師をめざす人のための科目群も3年次以降に開講する（人数
制限あり）
。
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エ 4 年次：現代の医療と看護の課題を学ぶ
4年次前半は、引き続き臨地実習を行う。医療機関や福祉施設だけではなく、保育所・
学校保健・産業保健の分野などでも実習する。また、各専門領域別実習に引き続き、総
合看護論実習を配置し、それまでの臨実習における自己課題を明らかにし、保健・医療・
福祉の包括的な視点から看護の総合的な実践能力を高めることを目指す。
臨地実習で学習した成果をもとに、後期からは再び専門科目に取り組む。総合看護論
の領域では、家族看護・リスク管理・災害看護といった、現代的・現実的な課題を理解
し、その解決方法を学習する。
そして、卒業後、保健・医療・福祉の現場へ、あるいは大学院進学へと繋がるよう配
慮している。
＜大学院経営情報学研究科＞
大学院経営情報学研究科の教育課程は編成方針に従い以下のように教育課程を体系化し
て4つの領域により編成している。
Ａ．｢企業・起業の環境｣領域
企業家・起業家に必須な社会システムを体得させるために、現代経済特論、中小企業
特論、金融システム特論（中小企業金融特論）を配置し、企業・起業環境の主要要素を
鳥瞰できるよう配慮している。
Ｂ．
「企業・起業のマネジメント」領域
企業・起業の諸問題に切り込むための経営管理能力と経営意思決定能力を体得させる
ために組織行動特論、国際経営特論、経営情報特論、起業論特論、人的資源管理特論、
財務会計システム特論、マーケティング管理特論、ロジスティックマネジメント特論、
生産マネジメント特論、ファイナンス特論、原価計算特論、税務会計特論、会計監査特
論、財務諸表特論の科目を設定している。
Ｃ．
「企業・起業のマネジメント・サイエンス」領域
企業・起業活動の意思決定や管理に対しコンピュータの活用によるモデル構築やシミ
ュレーション等を行い、これらを体験的に学習させる。このための科目として、経営シ
ステム工学特論、評価システム特論、ディシジョンメイキング特論がおかれている。
Ｄ．
「企業・起業のメディア／ネットワーク」領域
企業におけるメディアあるいはネットワークの専門知識とスキルを習得させるため
に、情報処理特論を基礎にして、メディアシステム特論Ⅰ、メディアシステム特論Ⅱ、
ネットワークシステム特論Ⅰ、ネットワークシステム特論Ⅱを配置している。
授業科目は前述の教育課程の編成方針に即して教育内容が編成されている。すなわち、
｢企業・起業の環境｣領域、
「企業・起業のマネジメント」領域「企業・起業のマネジメント・
サイエンス」領域及び「企業・起業のメディア／ネットワーク」の各領域の講義科目と論
文指導が配置されている。各領域での授業科目は以下の通りである。
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授業科目一覧（経営情報学研究科 起業・経営情報専攻）平成 23(2011)年度版
領 域

形態

授 業 科 目

単位数

担当者

備 考

現代経済特論

4（選） 石田宏之

本年度開講せず

A:

中小企業特論

4（選） 森田和正

隔年開講：本年度開講せず

企業・起業の環

金融システム特論

境

（中小企業金融特論）

4（選） 森田和正

本年度開講せず

組織行動特論

4（選） 加藤尚子

本年度開講せず

国際経営特論

4（選） 唐澤 豊

人的資源管理特論

4（選）

財務会計システム特論

4（選） 中野一豊

本年度開講せず

マーケティング管理特論

4（選）

本年度開講せず

ロジスティクスマネジメント特論

4（選） 石田宏之

B:

生産マネジメント特論

4（選） 佐藤勝尚

企業・起業のマ

経営情報特論

4（選） 唐澤 豊

起業論特論

4（選） 佐藤勝尚

ファイナンス特論

4（選） 小山章仁

原価計算特論

4（選） 中野一豊

税務会計特論

4（選） 小山章仁

会計監査特論

4（選） 大脇忠夫

財務諸表特論

4（選） 大脇忠夫

経営システム工学特論

4（選） 今井正文

評価システム特論

4（選） 三好哲也

隔年開講：本年度開講せず

イエンス

ディシジョンメイキング特論

4（選） 今井正文

本年度開講せず

D:

メディアシステム特論Ⅰ

4（選） 三好哲也

隔年開講：本年度開講せず

企業・起業のメ

メディアシステム特論Ⅱ

4（選） 三好哲也

隔年開講：本年度開講せず

ディア/ネット

情報処理特論

4（選） 見目喜重

ワーク

ネットワークシステム特論Ⅰ

4（選） 今井正文

ネットワークシステム特論Ⅱ

4（選） 今井正文

特別研究Ⅰ

4（必）

ネジメント
講義
科目

C:
企業・起業のマ
ネジメント･サ

論文
指導

実習

本年度開講せず

未定

本年度開講せず

隔年開講：本年度開講せず

佐藤勝尚、石田宏之
演習
科目

演習/

未定

特別研究Ⅱ

4（必）

特別演習

4（選）

中野一豊、三好哲也
森田和正、今井正文
見目喜重
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＜大学院健康科学研究科＞
大学院健康科学研究科では、従来の医学・医療的な見地からのリハビリテーションや看
護を研究・教育するだけでなく、リハビリテーション学と看護学及びその学際領域に関連
する分野の基礎的要素を涵養して新たなヘルスプロモーションを図る上で必要な関連する
領域、特に家庭や地域の中で活動やスポーツ等の日常活動において人間関係や安全といっ
た基本的な生活要素を含めたあらゆる「健康決定要因」を対象として、人の健康について
考え、健康を支えるために必要な知識や技術について研究する 3 つの領域から編成されて
いる。


リハビリテーション学領域
健康長寿社会に向けて運動・行動の身体活動を中心としたリハビリテーションに関して

基盤となる知識・技術等及び理学療法分野での指導者としての基礎を学ぶ「障害回復支援
理学療法論」及び「病態運動学論」を置くとともに、最先端知識・研究ならびに技術開発
と普及の研究を行うため｢地域連携特論｣「神経系障害学特論」
「運動機能解析学特論」
「生
体機能学特論」を配置している。


看護学領域
健康長寿社会に向けて看護に関して基盤となる知識を・技術ならびに指導者としての基

礎を修得する「看護調整機能論」ならびに「家族ケア論」を置くとともに、最先端知識・
研究ならびに技術開発と普及の研究をはかるため｢家族支援看護学特論｣「健康推進看護学
特論」を配置している。


専門基礎領域
本研究科の特色である多角的な視点から総合的・学際的な研究活動を実現させ、専門分

野をより深く学修することを支援するために科目を配置している。健康長寿社会に向けて
運動・行動の身体活動を中心としたリハビリテーション、人間の健康に係る地域社会の関
わり及び生涯にわたる健康支援や健康を維持・増進するためのケアについての基盤・最先
端研究ならびに技術普及に関する研究を行う準備のための学修として、
「地域健康支援論」
「生体構造論」
「適応生理学論」を設定している。また、支援対象者の回復・治療的なステ
ージ及び障害者や高齢者の身体状況や健康レベルに合った適切な支援法あるいは支援技術
ついて深く研究するために「生活支援技術論」
、健康生活に欠かせない社会保障に関して学
修する「社会保障論」ならびに対人関係の構築・維持・改善について学修する「対人コミ
ュニケーション論」
、さらに「医療統計論」及び「研究論」を配置し、健康支援活動に関す
る基礎から応用的な実験的な研究法及び社会調査・疫学的研究法、質的研究法が修得でき
るよう工夫されている。さらに、外来講師を招いたセミナーを開催し、学際的な視点およ
び知識の獲得、そして他研究者との交流に努めている。
年間学事予定、授業期間の明示と運営
豊橋創造大学では学部・大学院を問わず、毎年度当初、全学生に対して「シラバス」
「生
活案内・諸規定集」及び「学生手帳」を配付している。これらに年間学事予定・授業期間
等が掲載されている。
これらをもとに、
学部学生には学期が始まる前にガイダンスを行い、
周知の徹底を図っている。大学院生にはゼミ担当者から説明がなされている。また、本学
学生・大学院生は、Universal Passport の利用により、パソコンや携帯電話からもこれら
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を容易に知ることができる。特に、再度の研究計画書の内容の報告、中間報告日、論文審
査日など重要な学事事項は重複をするが学内に掲示をするとともに指導教員や担任などに
より学生個人に対して連絡をとる体制をとっている。
本学では平成20(2008)年度までは各学期、
試験を含め15回の授業回数を確保してきた。
平成 21(2009)年度からは、各学期、試験を含めず 15 回の授業回数を確保している。授業
期間中、休講等が生じた場合には必ずその回数分の補講を義務づけている。
単位の認定、年間履修登録単位数の上限、進級及び卒業・修了の要件
本学では、学習結果の評価については、授業の形態、目的など科目によって、出席状況・
試験の結果・レポートの評価・授業への積極的参加などの評価項目あるいは項目別点数配
分が異なるので、最終的には各担当教員の適切な判断によるものとしている。その評価方
法はシラバスの中の「授業内容紹介」に明記して、学生への周知を図っている。また、
「授
業内容紹介」は Universal Passport を利用することにより、いつでも容易に知ることがで
きる。成績評価は 100 点法により採点し、データ編表 3－2 の成績評価基準の通りである。
授業科目の履修にあたっては、系統的かつ総合的な学修を考慮し無計画な履修を避ける
ために、年次・学期別に履修できる単位数の上限を設けている。年間履修登録単位数の上
限と進級、卒業（修了）要件はデータ編表 3－4 に示す通りである。履修可能な単位数の
上限を各学期 24～26 単位としている。履修単位数等については、新年度初めのガイダン
ス時に履修登録関係資料を明示して説明を行い、また専任教員からも指導を行い、その徹
底を図っている。
進級要件について、
キャリアデザイン学科では 1 年次から 2 年次への学年進級要件を 18
単位以上、2 年次から 3 年次へは 1 年次開講の必修科目が履修済みで 64 単位以上として
いる。理学療法学科では当該学年開講必修科目を全て修得することとしている。看護学科
は特に進級要件を設けていない。
各学科の卒業要件単位数はキャリアデザイン学科については図表 3－2－1、経営学科に
ついては図表 3－2－2、理学療法学科については図表 3－2－3、看護学科については図表
3－2－4 および図表 3－2－5 の通りである。本学を卒業するためには、休学期間を除いて
4 年以上在学し、学科ごとに定められた卒業要件単位数以上を修得し卒業要件を充たさな
ければならない。これらはともにそれぞれの学科のシラバスに掲載されている。
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図表 3－2－1 キャリアデザイン学科の卒業要件単位数
科目区分
基礎教養ゼミナール
基礎教養科目群
基礎教育科目
外国語
健康の維持向上・管理に関する科目群
他大学開講科目／日本文化に関連する科目
キャリア形成
情報科目
基礎科目
ビジネス科目
専
共通科目
キャリア形成
基幹科目 情報科目
門
ビジネス科目
教
ソフトウェア
メディアデザイン
展開科目 ネットワークシステム
育
・
医療情報・管理
科
関連科目 スポーツ・健康
ビジネスフロンティア
目
会計
専門ゼミナール
他大学開講科目
計

必修
8

8
8
6
6
4

選択必修

選択

計

10
6
2

4

30

8

104

6

14

36

8
48

74

12

134

必修
8

選択必修

選択

計

10
6
2

4

30

20

100

24

130

図表 3－2－2 経営学科の卒業要件単位数
科目区分
基礎教養ゼミナール
人間・社会に関する科目
基礎 教
外国語
育科目
健康の維持向上・管理に関する科目群
他大学開講科目／日本文化に関連する科目
キャリア形成科目
共通科目
専
基礎科目 経営学／会計・財務科目
情報コミュニケーション科目
門
プロジェクト科目
経営学科目
教
基幹科目
会計・財務科目
情報コミュニケーション科目
育
展開科目 経営学科目
／
会計・財務科目
科
関連科目 情報コミュニケーション科目
専門ゼミナール
目
他大学開講科目
計
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14
6
12
8
6
6
6
14
8
74
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図表 3－2－3 理学療法学科の卒業要件単位数
科目区分

基礎教育科目

専門教育科目

基礎教養ゼミナール
人間生活の質的向上に関する科目群
社会参加の前提に関する科目群
専門教育の基礎となる科目群
コンピュータリテラシーに関する科目群
外国語科目群
健康の維持向上・管理に関する科目群
他大学開講科目
計
人体の構造と機能及び
心身の発達
疾病の障害の成り立ち
専門基礎分野
及び回復過程の促進
保健医療福祉とリハビリ
テーションの理念
基礎理学療法学
理学療法評価学
理学療法治療学
専門分野
地域理学療法学
臨床実習
理学療法研究・演習
他大学開講科目
計
合 計

必修
4

選択必修

7
2
4
2
19

総計

30

11

14
18

132

2
3

7
6
26
4
19
3
99
118

科目区分

専門教育科目

計

11

0
0
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0

132

（2009 年～2011 年入学生）
必修

基礎教養ゼミナール
人間生活
社会参加
情報と言語
自己の健康管理
計
人間の理解
専門基礎分野 健康の理解
環境の理解
基礎看護学
療養支援看護論
成育看護論
専門分野
地域生活支援看護論
総合看護論
臨地実習
助産学
計
合 計

102

3
14

図表 3－2－4 看護学科の卒業要件単位数

基礎教育科目

卒業要件
選択
自由

卒 業 要 件
選択
※自由

計

2
3
5
2
12
6
10
10
10
10
8
12
4
25
95
107

17

17

29
0

97
2

2
19

※
0
0

126

豊橋創造大学

図表 3－2－5 看護学科の卒業要件単位数
科目区分

基礎教育科目

専門教育科目

（2012 年入学生）
必修

基礎教養ゼミナール
人間生活
社会参加
情報と言語
自己の健康管理
計
人間の理解
専門基礎分野 健康の理解
環境の理解
基礎看護学
療養支援看護論
成育看護論
専門分野
地域生活支援看護論
総合看護論
臨地実習
公衆衛生看護学
計
合 計

卒 業 要 件
選択
※自由

計

2
4
6
2
14
6
18
6
10
9
8
9
4
23

16

93
107

3
19

17

30
0

96
3
18
0
0

126

大学院経営情報学研究科では教員による学力評価（試験または課題提出）を教育効果測
定の中心としている。成績評価は授業科目の履修科目ごとに試験の上、評価が行われ、成
績と単位が認定される。試験は「筆記試験」
「単位論文」
「研究成果の報告」のいずれかで
実施される。試験を実施しないで課題レポートの場合での評価は、レポート評価と合わせ
て平常点を加味して評価がなされる。成績評価は 100 点満点で行われ、60 点以上を合格
とし、所定の単位が認められる。学位論文については 70 点以上を合格としている。この
学位論文の評価は指導教授（主査）と副査による口述試験または発表会（1 人当たりの持
ち時間は 40 分程度）を行い評価の決定をする。試験並びに論文の成績表示は優、良、可
としている。
学位授与の条件は、学則では「大学院に 2 年以上在学し、30 単位以上を修得し、かつ、
必要な研究指導を受けた上、本大学院の行う修士論文の審査及び試験に合格することとし
ている。ただし、在学期間に関しては、「優れた業績を上げた者については、大学院に 1
年以上在学すれば足りるものとする。
」
（第 21 条）
、と規定している。
修士論文の審査については、論文に関連する科目を担当する教員 3 名以上からなる審査
委員会（主査 1 名、副査 2 名）を設け、論文審査及び面接・口述試験を行っている。
(1) 平成23(2011)年度修士論文提出日程
平成 24(2012)年 1 月 16 日（月）正午
(2) 平成23(2011)年度修士論文面接又は口述試験日
会計系・経営系 平成24(2012)年2月15日（水）
情報系

平成24(2012)年2月16日（木）

本年度は、これまでと同じように面接又は口述試験は、情報系と会計系・経営系の2部
門に分け、学内の2か所で行われた。試験の判定方法は修士論文と面接または口述試験の
総合評価とし、主査・副査の協議により合否判定し、
「特別研究Ⅱ」の成績として認定して
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いる。
しかし、修士論文の審査においては一定の研究レベルに達していないときは、在籍期間
の延長、あるいは途中で退学ということも起こりうる。研究テーマにより、想定された達
成度に対する「基準」に差が出ることや退学に至ることもありうるがこれは教育指導上や
むを得ないものとして扱っている。
本研究科では規則として年次別の履修科目の上限と進級要件は定めていない。履修科目
については学年の初めに論文指導教員が学生の興味と修士論文との関係から履修の指導を
行い、履修の確認を書類にて行っている。
本研究科では教育研究を活性化させる観点から、積極的に社会人学生、外国人留学生を
受け入れている。現在、社会人学生は 1 人、外国人留学生は 5 人の学生が在籍をしている。
これら学生に対する教育上の配慮は不可欠である。社会人学生は学部での専攻分野が多様
であるがビジネスの経験を有しており研究分野を全員が会計・財務としている。この学生
は学部卒業後そのまま大学院に進学した学生にいい刺激を与えている。また、外国人留学
生は全員中国出身の学生である。その内訳は本学学部卒業生、本学と学術交流協定を締結
している太原科技大学の経営管理専攻の学生である。これらの学生の日本語能力のレベル
差は大きい。特に太原科技大学を卒業して来日した学生は、太原科技大学の学部での日本
語教育と卒業後の 6 か月間の集中的な日本語教育を受けているとはいえ、日本語能力を更
に学習すべきであると判断して学部で開講している「日本語」関連の科目を受講させてい
る。さらに豊橋市内で開講している日本語講座にも出席させるようにし、実際に講座を受
講している。また、生活全般、授業に関わる様々な問題に対しては、留学生を指導してい
る教員が、個別に毎月 2～3 回、研究室での指導とさらに昼食をとりながらコミュニケー
ションをとり、その中で対応している。さらに、少なくとも、春と秋の各学期に 2 回は夕
食をともにしながらフランクに学生生活上の状況を把握し対応している。問題があれば必
要に応じて研究科委員会で協議をし、対応をとれる体制をとっている。
大学院健康科学研究科では規則として年次別の履修科目の上限と進級要件は定めてい
ない。履修科目については論文指導教員が履修の指導を行い、書類にて履修確認を行って
いる。修了の要件としては、
「大学院に 2 年以上在学し、履修要件に定める授業科目を履
修し単位を 30 単位以上修得し、研究指導教員の指導を受けた上で修士論文を提出し、修
士論文審査及び最終試験に合格すること」としている。
論文審査ならびに最終試験は、研究科委員会により論文に関連する科目を担当する教員
3 名から構成される審査委員会（主査 1 名、副査 2 名）を設置し、面接及び口述試験を行
う。研究科委員会が必要と認める場合は、(1) 他の研究科あるいは国内外の他大学院もし
くは研究所等の教員等を審査委員に加えることができる、あるいは (2) 研究科委員会が必
要と認める場合は、他の研究科あるいは国内外の他大学院もしくは研究所等の教員等から
意見を求めることができるとしている。
社会人学生のニーズが高いこと、学部卒の学生においても働きながら学びたい希望があ
ることから、本研究科において働きながら学べる機会を確保するために、大学院設置基準
第 14 条による教育方法の特例を実施し、平日昼夜開講制及び土曜日の開講、夏期や冬期
などの長期休暇中における集中授業を行うと共に、学生個々人の学習環境や勤務環境等を
考慮し、修士 2 年の課程を 4 年で修了することを可能とする長期履修制度を設けている。
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また、学生の修学を支援する制度として「PC 貸与制度」ならびに「研究奨励制度」を設
定している。さらに、学生ならびに教員の質的向上を図るために外来講師を招いたセミナ
ーを開催している。
（２）３－２の自己評価
＜情報ビジネス学部キャリアデザイン学科＞
情報ビジネス学部の教育課程は、建学の精神に示される教育理念・教育目標及び各学科
の教育目標を指針に体系的に編成され、授業科目が配置されている。授業内容についても
教育課程の編成方針、すなわち教育理念と教育目標に合致するよう教務委員会を中心に検
討を重ねている。授業期間は学則、履修規程の定めるところに従って運営され、年間学事
予定は、各学部の予定、全学行事ならびに短期大学部の予定について運営協議会で調整し
た上で、各学部教授会で承認して決定している。
成績評価については、教員が授業科目ごとに「シラバス」の中でその方法を公表し、透
明性を高め、適切になされるよう配慮している。また、成績評価の結果は、学生に対する
学習指導・生活指導、更に保護者との個人面談で有効に活用している。その上、各教員が
次年度の授業内容・方法等について検討するための資料としても重要な役割を果たしてい
る。授業評価の結果については、教育内容・方法等の改善のために活用している。以上の
点から、情報ビジネス学部の教育課程はその編成方針に即して、体系的かつ適切に設定さ
れているといえる。
＜経営学部経営学科＞
経営学部経営学科の教育課程は、建学の精神に示される教育理念・教育目標及び各学科
の教育目標を指針に体系的に編成され、授業科目が配置されている。授業内容についても
教育課程の編成方針、すなわち教育理念と教育目標に合致するよう教務委員会を中心に検
討を重ねている。授業期間は学則、履修規程の定めるところに従って運営され、年間学事
予定は、各学部の予定、全学行事ならびに短期大学部の予定について運営協議会で調整し
た上で、各学部教授会で承認して決定している。
成績評価については、教員が授業科目ごとに「シラバス」の中でその方法を公表し、透
明性を高め、適切になされるよう配慮している。また、成績評価の結果は、学生に対する
学習指導・生活指導、更に保護者との個人面談で有効に活用している。その上、各教員が
次年度の授業内容・方法等について検討するための資料としても重要な役割を果たしてい
る。授業評価の結果については、教育内容・方法等の改善のために活用している。以上の
点から、経営学部経営学科の教育課程はその編成方針に即して、体系的かつ適切に設定さ
れているといえる。
＜保健医療学部理学療法学科＞
教育課程の体系として、科目区分、科目区分別の卒業要件単位数に対応する開設科目・
単位数、各年次別の開設科目・単位数、授業科目、授業内容等に関して、体系的に編成さ
れており問題ないと評価している。
理学療法士養成課程という医療専門国家資格の取得を目指すための教育課程が体系的に
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編成されていると評価できる。またこうした学科の特性上、必修科目が多く選択科目が少
ないものの、十分な選択幅を持つ体系であると評価している。
年間学事予定、授業期間及び年次別履修科目の上限、卒業要件等については、適切に定
められているとともに、その内容等は各年度初めに行うガイダンス時の説明や全学生に配
付する「生活案内・諸規程集」や「シラバス」等により、十分学生に対し周知が図られて
いると評価している。
教育・学修結果の評価に関して、各学期における成績確定後に単位取得状況（成績を含
む）を学生本人ならび保護者に対して通知を行っているが、こうした処置は計画的単位修
得によるスムーズな卒業を促進する教育的配慮による趣旨のものであり、評価結果の有効
活用として今後も継続していきたい。
次代を担う理学療法士を養成する大学、面倒見のよい大学、資格取得志向の強い学生を
支援する大学、社会人としての基礎的人格を備えた人材を育てる大学として、ガイダンス
（履修指導）
、基礎ゼミナール、臨床実習、第 3 学年より開始する国家試験対策講座、理
学療法総合演習、そして平成 24(2012)年度に試験的に導入した OSCE 等についても、そ
の目的に沿った内容になっていると評価している。
＜保健医療学部看護学科＞
本学科は現在学年進行中であり、設立申請時の計画通りの教育課程を遵守する。今後、
以下の通り、教育課程が体系的かつ適切に設定されているか評価する。


教育課程の体系として、各年次別の開設科目・単位数・授業科目、授業内容等に関し
て、今後に向けて評価を行う。



看護職養成課程という国家資格の取得を目指すために教育課程が体系的に編成されて
いるか評価を行う。また、国家試験合格を目指して、重点的な国家試験対策を行う。



平成 21(2009)年 7 月、保健師・助産師・看護師法改正により保健師・助産師の教育に
必要な年限が従来の半年から１年間に延長となった。本年度 4 月より教育課程の見直
し等をカリキュラム検討委員会と教務委員会が中心に行い、円滑に移行できるようカ
リキュラム整備を実施した。今後、完成年度に向けて計画的にカリキュラムの評価を
進めていく。



学生に対して、履修及び学生生活に支障がないように「生活案内・諸規程集」及び「シ
ラバス」等の活用状態等の評価をする。



教育・学習結果の評価については、各学期における成績確定後に単位取得状況をチュ
ーターより通知し、学習指導を行っている。成績不良学生に対しては、特に学生及び
保護者との面接を行い学習姿勢や学習方法の改善について指導を行っている。また、
グループ学習により学習の習慣化及び強化を図っている。さらに、臨地実習の評価に
ついては、各臨地実習評価表と共に4年間を通じて形成評価にて学生に自己評価させ、
自己課題を明確にさせ、教員によるフィードバックを行っている。それらをもとに、
4年間の実習評価をする。

＜大学院経営情報学研究科＞
本研究科の教育課程は、すべてゼミ形式により論文や書物の輪講、レポートの発表や討
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論がなされている。またそれも専攻分野によって異なり、情報系では演習を通して、経営
系では演習に替わって文献・資料の収集・調査およびその集計・分析といったことも重要
な教育内容であるとして継続している。また、授業科目は修士論文の作成に必要な知識と
方法を修得するのに欠かせないもので、修士課程の修了要件として特別研究Ⅰ、特別研究
Ⅱを除き、24単位以上を履修しなければならない。したがって、学生は専攻する分野の科
目だけでなく、その基礎となる科目や関連した科目なども履修することが必要である。こ
のため授業科目の履修の選定は、担当教員の指導を受けて決定している。特に専門外の学
部から本大学院に入学してきた学生には、担当教員の指導を通して学部の科目を指定して
受講させている。このような配慮は、基礎的な知識を身につけることになり教育指導上適
切なものと判断する。
また、本学大学院研究科の学生には、学術交流の提携先である中国からの外国人留学生
が在籍している。これらの院生は、日本の企業や経営管理の仕組みとの比較において中国
企業や経営管理の仕組みを研究課題とする学生が多い。これらの院生の関心に対して、修
士論文に反映させるようなテーマを設定するようにしている。このような研究指導は現実
的であり、適切なものと判断している。
本研究科は、社会に開かれた大学院としての要請と本学の設立理念でもある起業家育成
というテーマに対して、本年度も起業塾講座を毎週土曜日4コマ、4か月にわたって展開し
ている。3年目を迎え多くの受講企業から継続の依頼を受け評価が高かったと評価を得て
いる。
＜大学院健康科学研究科＞
健康科学研究科の教育課程は、おおむね体系的かつ適切に設定されていると考えている
が、今後、健康科学の進歩や社会のニーズ、学生の多様化などを踏まえて、必要に応じて
適切かつ迅速な対応をとり得るよう教育課程の検討を進めていく計画である。また健康科
学研究科には、病院等の医療機関で勤務している社会人学生が多く在籍している。そのた
め、多くの授業科目は夜間に実施されている。また、多様な学生の学修を支援する制度と
して、
「長期履修生制度」
、
「PC 貸与制度」
、
「研究奨励制度」を昨年度までに整備した。い
ずれの修学支援制度も多くの学生が選択しており、学修環境をサポートする環境が整いつ
つあると考えている。特に、研究奨励制度に関しては、大学院生の研究を活性化し、学会
大会での研究成果の発表に至ったケースは少なくない。海外にて開催された国際会議にて
本研究科に在籍する大学院生が Student Award を受賞したのはその成果の表れの一つであ
ると考えている。また社会人学生については、医療現場での問題点を抽出し、それを解決
に導く戦略を研究課題として希望するケースが多い。こうした関心については、研究指導
において修士論文に反映するような研究指導を行っている。さらに、関連する研究領域の
新進気鋭の外来講師を招いたセミナーを開催し、専門的および多角的な視点を養成すると
共に、外部の研究者とのネットワーク構築に取り組んでいる。
（３）３－２の改善・向上方策（将来計画）
＜情報ビジネス学部キャリアデザイン学科＞
大学は、産学官交流、高大連携など様々な角度から、その大学としての使命を果たして
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いかなければならない。こうした中、学問的には高度化・専門化・多様化がますます進ん
でおり、大学の実態を伝えていく方法が非常に複雑多岐になっている。入学準備学習やフ
レッシュマンスクールについては、新入生に対する導入教育の観点から、その重要性に鑑
みて、継続しながら毎年その内容の充実を図っている。また、英語プレイスメントテスト
は、本学が理想とする「少人数教育」や「個性を伸ばす教育」などの観点と同様、学生一
人ひとりの能力に合わせたクラス編成及び教育効果を高める為に実施してきた。英語プレ
イスメントテストによる能力別クラス編成を実施することで、学生一人ひとりが、授業の
中で自分の理解度を実感できるなど、これまでの効果に鑑みて、今後も実施していきたい
と考えている。
本学部では、近年、学生の就業観の変化や社会の雇用情勢の変化について考えた結果、
「キャリア教育」の重要性について打ち出してきた。キャリア教育では、自ら将来を展望
できるよう自己の探求と社会理解のための専門教育を展開しているが、学生自身の学習意
欲や職業への興味が重要である。そのため、カリキュラムにおいても1年次の入門ゼミナ
ール、キャリア関連の授業など、大学で学ぶことの意義と職業意識の高揚に努めてきた。
今後は、現在実施している「自己発見レポート」などのアセスメント結果を活用して、学
生の職業観や専門領域への興味喚起の方策を検討する。さらに、キャリア教育とビジネス
関連教育及び情報処理教育などの専門性のある教育との連携について検討した上で、学生
自身が将来展望していける力を身に付けさせ学習意欲を高めるような努力をしていく事が
課題である。
キャリア形成において、大学での学習による知識、スキルや資格の習得は重要である。
本学部では、
「社会に出て現実の具体的な仕事をこなすには、こなすために必要な知識、ス
キルや資格を身につけていなければならない。大学の4年間で、その基礎となる土台を作
ることが大切である。特に資格の取得についてはその資格が持つ価値以上に資格を取ろう
とする意欲やそれを取るために努力をするという行動そのものに意味がある。
」
と考えてい
る。従って本学部では、カリキュラム上資格取得と関連の深い授業科目を多数配置してい
る。その資格取得の過程で学習の仕方や資格の基礎となる理論の内容を理解することで、
大学での学習成果も高めている。
情報ビジネス学部の教育課程は体系的に編成されている。しかし、学生が教育課程の体
系性を十分に理解しているかという点に関してはなお検討の余地があると考えられる。従
って、学生に対するガイダンス等のさらなる充実改善策を講じていく。同時に、学生の要
望に応えられる教育課程・教育方法等の導入を目指し、教務委員会、自己点検・評価委員
会、教授会等で今後も検討を重ねていく。
＜経営学部経営学科＞
大学は、産学官交流、高大連携など様々な角度から、その大学としての使命を果たして
いかなければならない。こうした中、学問的には高度化・専門化・多様化がますます進ん
でおり、大学の実態を伝えていく方法が非常に複雑多岐になっている。入学準備学習やフ
レッシュマンスクールについては、新入生に対する導入教育の観点から、その重要性に鑑
みて、その内容の充実を図っている。また、英語プレイスメントテストは、本学が理想と
する少人数教育などの観点と同様、学生一人ひとりの能力に合わせたクラス編成及び教育
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効果を高める為に実施されている。英語プレイスメントテストによる能力別クラス編成を
実施することで、学生一人ひとりが、授業の中で自分の理解度を実感できるなどの効果に
鑑みて、今後も実施していきたいと考えている。
本学部では、近年、学生の就業観の変化や社会の雇用情勢の変化について考えた結果、
キャリア形成科目が設定されている。キャリア形成科目では、自ら将来を展望できるよう
自己の探求と社会理解のための教育を展開しているが、学生自身の学習意欲や職業への興
味が重要である。そのため、カリキュラムにおいても1年次の入門ゼミナール、キャリア
形成科目関連の授業など、
大学で学ぶことの意義と職業意識の高揚に努めている。
今後は、
キャリア形成科目と経営学／会計・財務関連科目及び情報コミュニケーション技術科目な
どの専門性のある教育との連携について検討した上で、学生自身が将来展望していける力
を身に付けさせ学習意欲を高めるような努力をしていく。
経営学部経営学科の教育課程は体系的に編成されている。しかし、学生が教育課程の体
系性を十分に理解しているかという点に関してはなお検討の余地があると考えられる。従
って、学生に対するガイダンス等のさらなる充実改善策を講じていく。同時に、学生の要
望に応えられる教育課程・教育方法等の導入を目指し、教務委員会、自己点検・評価委員
会、教授会等で今後も検討を重ねていく。
＜保健医療学部理学療法学科＞
教育課程の体系に関して、リハビリテーション学部理学療法学科については、看護学科
増設のため、平成21(2009)年度より学部名称が変更された。また、開設4年を契機に平成
23(2011)年度よりカリキュラムの一部改訂を行い、学生の多様性ならびに社会的要請に応
える教育内容に修正した。さらに、理学療法教育に対する社会的要請や学生の素養に合わ
せたよりよい教育実践のためのカリキュラムの改定を図るべくカリキュラム検討委員会を
中心として検討を行っている。平成24(2012)年度より、理学療法業務に係る知識と技能獲
得程度を評価する仕組みとしてのOSCEを試験的に一部導入した。カリキュラム検討委員
会では、医科学の進歩に即した科目構成、内容の点検にとどまらず、4年間で卒業要件単
位数を満たせない学生を出さないためのよりきめ細かい学習支援の具体的方策についても
検討している。学生の自主的な学習を促すために、学習到達度を客観的に評価する仕組み
を昨年度より検討している。今年度はOSCEの部分的な試験導入に至ったが、さらに科目
を超えて学生の到達度を確認するための知識試験や技能試験（OSCE）の複数学年への導
入を検討している。
＜保健医療学部看護学科＞
本学科は、卒業時における基礎的能力の到達をめざし、各科目による、看護職者として
の知識・技術・態度の3領域より到達及び向上目標を明確にした。今後完成年度を迎える
にあたって、カリキュラム改定を図るべくカリキュラム検討委員会を中心に検討を行い
計画的に評価を行う予定である。
カリキュラム改訂においては、今日の社会変化は著しく、看護学の人材育成においては、
人々の健康生活のニーズやそれを守る体制など社会的なニーズの変化に着実に対応できる
教育内容であるか評価を行う必要がある。すなわち、患者の権利意識の向上や、より安全
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で質の高い医療看護を求める声に応えることができているかを意味する。また、グローバ
ル化時代における国際的通用性を持った質も保障していく必要がある。
＜大学院経営情報学研究科＞
大学院設置以来11年が経過した現在、また、これまでの情報ビジネス学部の廃止と経営
学部の設置に伴い前述の3－1の改善・向上方策（将来計画）と合わせて、今後の教育課程
のあり方を原点に立ち返り議論していく。
＜大学院健康科学研究科＞
開設して 2 年が経過したのを契機に、健康科学研究科の特色である多角的な視点から総
合的・学際的な研究活動を実現させ、専門分野をより深く学修することを支援するための
専門科目、特に看護学領域開講科目の充実ならびに専任教員の増員などを含めた教育課程
の充実に向けて、研究科委員会で検討を開始する。また、本研究科における研究成果を社
会還元すべく本大学院研究科の教育に携わる教員の活力ある研究活動の実現及び質的向上
を図るために学際的分野から外来講師を招いてセミナーを開催すると共に、海外の研究機
関を含めた学外共同研究などを推進する計画で準備を進めている。また、修了生を対象と
した教育課程に関するアンケートを実施し、学生からの評価を今後の教育改訂の改編と充
実へ向けた検討資料の 1 つとして活用する計画で準備を進めている。

３－３ 教育目的の達成状況を点検・評価するための努力が行なわれていること。
《3－3 の視点》
３－３－① 学生の学習状況・資格取得・就職状況の調査、学生の意識調査、就職先の企
業アンケートなどにより、教育目的の達成状況を点検・評価するための努力
が行なわれているか。
（１）３－３の事実の説明（現状）
本学では学生の学習状況を確認するために、毎学期授業開始後 5 週目に、教務課が授業
への出欠状況を調査している。出席状況に問題がある科目が 1 科目以上ある学生には、警
告文書を郵送し注意を促している。また、3 科目以上あるいは必修科目に問題がある場合
には、当該学生の保護者宛に教学部長名で学生の授業への出席状況を記した文書を郵送、
通知している。ゼミ担当者あるいは担任には、学生指導の資料として所属学生の出席状況
一覧表を配付している。
学生の単位修得状況については、各学期の成績評価が完了した時点で、ゼミ担当者ある
いは担任に、学生指導の資料として、所属学生の成績表を配付している。また、保護者に
も成績表を郵送し、単位修得状況を報告している。なお、学生本人は Universal Passport
で結果を確認することができる。
大学教育の集大成として、
「意見形成のための情報収集力」
「専門知識に基づく意見形成
能力」などを総合的に評価するために卒業論文作成の課題を課している。作成された論文
を集約し、教員相互でその到達度を確認するための供覧を行っている。また、ポスター形
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式あるいは口頭発表による卒業論文発表会を実施し、学生の意見形成・表現力の総合的評
価の場として運営している。
経営情報学研究科の学生の学習状況・資格取得・就職状況の調査、学生の意識調査、な
どは、情報ビジネス学部の運営方法に準拠している。とくに在籍学生数も少人数であるの
で個人別のこれら状況は、指導教授が詳細に把握している。また、教育目的の達成状況の
点検・評価は、通年評価であるので年度末の最終成績評価による。年度途中での、学習状
況が思わしくない学生に対しては、各科目の担当教員より指導担当教員に状況の連絡がな
されて個別に対応をしている。
大学院健康科学研究科では、平成 22(2010)年 4 月に開設し 2 年が経過した。入学時に学
生毎に研究指導教員を決定し、研究指導教員が 1 年次後期から研究計画立案のための個別
指導時間を確保し、学生の進捗状況を把握して適切な学習ならびに修士論文作成に向けた
指導を行っている。すでに、第 1 期生 5 名が修士（健康科学）の学位を取得し修了した。
現在も 2 期生が修士論文作成へ向けて順調に教育研究を展開している。今後、修了生を対
象とした健康科学研究科の教育に関するアンケートを実施し、修了生の視点から研究科に
おける教育課程や指導法に対する問題点の抽出を試みる予定である。
情報ビジネス学部では、全学年少人数ゼミナールを必修としているため、入門ゼミナー
ル（1 年次）
、基礎ゼミナール（2 年次）
、専門ゼミナール（3,4 年次）を通して全学生の学
習状況が各ゼミナール担当教員によって把握されている。資格取得については、資格関連
授業を通じて受験指導するとともに各学期始めの全体ガイダンスにて資格講座の案内を行
い、資格未取得者には受講、受験をさせるようにしている。資格取得希望者の各講座への
受講状況ならびに各種検定試験への受験状況及び結果については、キャリアセンターが取
りまとめ、教授会に随時報告している。また、キャリア教育に関しては、学生個人が自己
のキャリア発達を図る「自己発見レポート」
（1 年次）
、
「プログレスレポート」
（3 年次）
を実施して、客観的なキャリア発達の程度を評価し、キャリア関連科目に反映している。
さらに、インターンシップを行った時に、学生が参加している企業から学生の参加態度や
学生の資質に関するアンケートを実施し、本学学生の相対的状況の把握を行っている。
経営学部では、全学年少人数ゼミナールを必修としているため、入門ゼミナール（1 年
次）
、基礎ゼミナール（2 年次）
、専門ゼミナール（3,4 年次）を通して全学生の学習状況が
各ゼミナール担当教員によって把握される。現状では、入門ゼミナール（1 年次）におい
て担当教員によって、出席状況および学習状況が把握されている。
保健医療学部理学療法学科では、学生との面談の中で、学習状況、進路の確認などを行
っている。また、平成 23(2011)年度より、Universal Passport を活用して学生の出席状況
を学科教員が共有できるようにしている。これにより、これまで通常各学期の終了時や開
始時に行われていた学生指導を、学期を通して行うことができるような環境が構築され、
出席不良等の学生生活に問題を抱える学生の場合随時面談を行えるようになった。各学期
末の試験結果の不良者には、教務課の連絡を受けて、春学期分は秋学期開始時、秋学期分
は学期末の進級判定会議前後にそれぞれ指導している。学生の意識調査は、定期的には行
っていないが、臨床実習に出た後に実習の問題点を把握し、学生から見たカリキュラムの
問題点についてアンケート調査を実施している。
保健医療学部看護学科では学生指導はチューターと学生との面談の中で学習状況、進路
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の確認などを行っている。
学生指導は通常各学期の初め及び期末の試験後に行われており、
問題を抱える学生の場合随時面談を行っている。各学期末の試験結果の不良者には、教務
課の連絡を受けて、春学期分は秋学期開始時、秋学期分は学期末において科目責任者
の意見を参考に学科長・チューターにより学生指導を行っている。未認定科目のある学生
については保護者との面談をし、家庭での協力を求めるようはかっている。
保健医療学部では理学療法学科は理学療法士、看護学科は保健師、助産師、看護師、そ
れぞれの国家試験合格を目指し、学習方法を指導している。模擬試験の結果などにより、
学習成果を把握している。
就職状況については、就職委員会が就職希望調査に基づき、内定状況、企業募集状況等
を毎月取りまとめ、教授会に報告している。平成 20(2008)年度までは、情報ビジネス学部
の母体である経営情報学部についてのみであったが、平成 21(2009)年度からは情報ビジネ
ス学部学生の内定状況も徐々に報告されるようになった。保健医療学部理学療法学科につ
いては、国家試験合格が目標ではあるが、就職先の企業情報や求人情報についても滞るこ
となく調査を行っている。また、希望者には就職試験での面接や小論文対策講座を開催し
ている。その結果、これまでの卒業生の就職率は 100%となっている。
また、
保健医療学部看護学科の就職指導については就職委員会を中心に情報把握に努め、
学生の就職指導に役立てている。また、学年毎に就職アンケート調査を実施し、学生の就
職に関するニーズを把握し、就職支援策の検討を進めている。
平成 24(2012)年度からは、4 年生チューターにより、個別面接を行い就職に関する相談
及び把握をし、就職委員会との連携を図りながら就職支援策を検討して進めていく予定で
ある。
就職した学生に関しては、キャリアセンターが中心となって、時には専門ゼミナールの
担当教員から、新年度の就職依頼や採用御礼の際に、卒業生の勤務状況などについて、口
頭で確認している。正式なアンケートという形では実施していない。なお、卒業生に対し
ては、卒業時の専門ゼミナール担当教員より近況を尋ねる葉書を出している。また、2 年
に一度の割合で同窓会総会を実施し、キャリアセンター職員も同席し、出席者に近況なら
びに職場についてのアンケートを行っている。卒業後の相談にも随時対応している。
経営情報学研究科の学生の学習状況・資格取得・就職状況の調査、学生の意識調査、な
どは、大学院の基礎となる情報ビジネス学部の運営方法に準拠している。とくに在籍学生
数も少人数であるので個人別のこれら状況は、指導教授が詳細に把握するとともに大学院
担当教員がこれら情報を共有している。また、教育目的の達成状況の点検・評価は、通年
評価であるので年度末の最終成績評価によるが、年度途中において、学習状況が思わしく
ない学生に対しては、各科目の担当教員より指導担当教員に状況の連絡がなされて個別に
対応すると共に研究科委員会にてその状況を報告し共有化を図っている。
健康科学研究科の学生の学習過程の多くは、在籍学生数も少人数であることから研究指
導教員による指導に一任されている。しかし、修士論文中間発表会や学位審査・修了試験、
そして修士論文発表会を通して、健康科学研究科の所属教員が全ての学生の学習に関与す
る仕組みを構築している。学生の多くは有資格者であり、かつ有職者であることから、修
学中の新たな資格取得や就職支援などはこれまで対象となる学生はいなかった。今後、学
生の状況に応じた資格取得や就職支援なども必要に応じて展開していく予定である。教育
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目的の達成状況の点検・評価は、各学期あるいは年度末の最終成績評価による。これ学習
状況に問題がある学生に対しては、各科目の担当教員より指導担当教員に状況の連絡がな
されて個別に対応すると共に研究科委員会にて情報を共有化して善後策を研究科として検
討して対処している。
（２）３－３の自己評価
学生の学習状況・資格取得状況・就職状況の調査については、教務課及びキャリアセン
ターが適宜調査を実施、ゼミ担当者や担任あるいは教授会に報告し、状況把握に努めてい
る。また、教育目的の達成状況については、定期試験などによる科目ごとの評価はもちろ
ん、大学教育の集大成として卒業論文を課し、論文内容並びに発表内容によりその到達度
や意見形成力・表現力の総合的な評価に努めている。
学生の意識調査は主にゼミ担当者または担任との面談により適切に実施されている。そ
の際、重要な資料の一つが入学時に学生が提出する学生個票である。学生個票は 1 学生当
たり 2 部あり、事務局 1 部、担任 1 部それぞれ厳重に保管されている。ただ、この学生個
票は学生の経時的変化を記録する様式になっておらず、担任により記録の仕方に違いが生
じる。また、個人情報保護の観点から情報の公表には限界があり、必ずしも教員相互に情
報が共用されてはいない。
卒業後の企業へは随時会社訪問をして、学生の評判や就労状況、職場環境の確認をして
いる。しかし全ての企業を巡回できているわけではない。
保健医療学部理学療法学科の卒業生が過去 3 回の国家試験では、残念ながら全員合格に
は至たっていない。しかし、平成 23(2011)年度の合格率は全国平均を大きく上回るもので
あり、
文部科学大臣指定の 4 年制大学の平均合格率 93.8%とほぼ同等の水準となっている。
平成 21(2009)年度

93.2%（全国平均 92.6%）

平成 22(2010)年度

81.6%（全国平均 74.3%）

平成 23(2011)年度

97.8%（全国平均 82.4%）

また、国家試験合格者の就職率は 100%となっている。
保健医療学部看護学科では、平成 21(2009)年 4 月に開設し現在学年進行中であるため具
体的な評価は現時点ではできない。
経営情報学研究科では、学習の達成状況、就職活動状況など、それら途中経過を含めた
情報は、研究科委員会における教員間の情報交換により組織的な把握がなされ特に問題は
ないと判断している。しかしながら、昨年度、改善・向上方策として掲げた『教育目的の
最終評価となる就職後の状況に対して、学生課やキャリアセンターなど他の組織との密な
る連携による状況を把握する仕組みを構築する』ついては、出来上がっていない。特に昨
年と同様、本国に就職した外国人留学生についての状況把握は、教員と学生の個人的連絡
を除けば組織的に連絡も取れていないことが現状である。

大学院健康科学研究科では、学習の達成状況に関しては研究科委員会での情報共
有により組織的な問題点の把握とそれに対する対策が取られており、特に問題はな
いと考えている。今後出来るだけ早い時期に、修了生を対象に健康科学研究科にお
ける教育に関するアンケートを実施する予定で準備を進めており、客観的な点検・
評価の資料の 1 つを得ることができる予定である。
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（３）３－３の改善・向上方策（将来計画）
学生個票の書式を見直し、記録欄は、学習状況、就職希望、心理的反応、実習の記録と
項目別に分けるなど工夫して、
面接ごとに変化を記載できる書式に改め、
電子化を試みる。
個人情報保護との兼ね合いがあるが、問題が発生しないようであれば、学内の教員共有フ
ォルダーに保存して、教員は情報共有することを検討していく。
企業への定期的なアンケートを実施し、本学卒業生の勤務状況や早期離職の問題がない
かどうかなどを調査する。また、卒業生本人へのアンケート調査を実施し、勤務状況や就
業上の問題点、本学の就職指導体制の改善点などを調べる。これらを元に、企業と学生の
両者の情報を把握し、今後の指導体制の改善に努める。
保健医療学部理学療法学科としては国家試験合格率 100%を目指して、学生の学習進度
を確認しながらさらにきめ細かい教育・指導を行うと共に、OSCE の導入とその充実と改
善、他大学での取り組みを参考とするための研修会の開催等、効果的な教育・指導方法を
検討していく。
保健医療学部看護学科としては学年進行中であるが、次年度完成年度を迎えるにあたり、
国家試験 100%合格率を目指し、学生の学習進度を把握しつつ、より効果的な教育方法を
検討していく。
経営情報学研究科の組織的対応として、年度の中間での個別学生の学習達成状況、就職
情報などの状況把握に努める。就職情報に対しては、学生課やキャリアセンターなど他の
組織との密なる連携が必要となる。
特に、
母国を日本以外とする大学院修了者 については、
少ない人数でもその状況が把握できればよしとすることが現実的であるとの認識のもと、
その状況を把握できる仕組みを構築する。たとえば、3、4 年に 1 度、現地において、大学
院修了者を対象とした会合を持つような仕組みの構築を検討する。
大学院健康科学研究科として、修士論文中間発表や学位審査、最終試験ならびに修士論
文発表会を通して、学習到達目標への組織的な取り組みを行っている。今後、修了生を対
象としたアンケート結果を参考に、より効果的な教育方法やカリキュラム改訂へ向けて検
討を進める。
［基準３の自己評価］
本学の学部ならびに大学院の教育目的は、本学の建学の精神・基本理念に基づいて設定
されている。また、教育目的の達成のために、課程別の教育課程の編成方針が適切に設定
されており、教育目的が教育方法等に十分反映されていると考える。
教育課程については、その編成方針に即して、授業科目・授業内容等において体系的か
つ適切に設定されており、運営面においても適切、かつ有効に行われているものとして評
価している。教育方法等についても、小規模大学の特徴を生かしたきめ細かい配慮を行っ
ていることにより、本学の教育目的を十分に反映していると考える。また、開学以来、学
生のニーズや社会的需要に基づき、時機を逸することなく改善努力を積み重ねている。
入学者の学力格差が大きくなっている。また、多岐にわたる専門教育の展開のため学生
の興味の度合いにもばらつきが大きくなっている。学生の理解度を保障するには、ひとつ
の講義でだけでは個々の学生に応じた十分な教育を展開しにくい状況になっている。こう
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した状況を鑑み、理学療法学科では平成 24(2012)年度より、学習内容ならびに到達目標を
設定した入学準備学習を導入した。今後、入学準備学習を含めたカリキュラムについて検
討していく予定である。
［基準３の改善・向上方策（将来計画）
］
入学者選抜試験受験者数・入学者数の漸減の状況に鑑み、情報ビジネス学部の入学定員を
これまでの 136 人から、平成 21(2009)年度入試より 76 人に変更した。同時に、大学全体
の目的・使命を踏まえるとともに社会の変化に対応して、保健医療学部看護学科（定員 80
人）を開設した。これにより、76 人、60 人、80 人の 2 学部 3 学科体制の下、本学が今ま
で志向してきた寺子屋式指導をより明確に、学生へのきめ細かな対応を通して、学生の満
足度を高めながら、教育目標の達成を目指す。さらに、常に「時代の変化に対応した教育・
研究を行うために新しい情報を吸収し、自分で考え自分で判断し、行動でき、新しい価値
を創造する人材の育成」に努める。また、入学者の学力格差、基礎学力不足については教
務委員会の入学準備学習および学力二極化対策ワークグループが中心となり、学生の基礎
学力を向上する方策の検討を行う。

基準４ 学生
４－１ アドミッションポリシー（受け入れ方針・入学者選抜方針）が明確にされ、適切
に運用されていること。
《4－1 の視点》
４－１－① アドミッションポリシーが明確にされているか。
４－１－② アドミッションポリシーに沿って、
入学者選抜等が適切に運用されているか。
４－１－③ 教育にふさわしい環境の確保のため、収容定員と入学定員及び在籍学生数並
びに授業を行う学生数が適切に管理されているか。
（１）４－１の事実の説明（現状）
① 次世代社会の担い手である創造性豊かな人材の育成を教育理念に謳う本学は、豊かな
基礎教養と創造・革新の精神にもとづく専門性を基盤に自らのアイデンティティーを確立
し、実社会において自らの道を自らの手で開拓することを望む意欲ある学生を広く求めて
いる。各学部学科の教育目標とアドミッションポリシーは、以下の通りである。
＜情報ビジネス学部キャリアデザイン学科＞（平成 24(2012)年 4 月 1 日募集停止）


教育目標
生涯にわたっての高い就業能力を身につけさせるため、健全な職業観と就業意識を育
成し、経営学と情報学を基盤として時代の要請に沿った専門的職業教育を施すことを目
標とする。
― 54 ―

豊橋創造大学

情報ビジネス学部キャリアデザイン学科では、大学の教育理念・教育目標を基礎とし
て、学生個々の将来を展望できるキャリア教育を実践する。そのために、ビジネスに関
する実務的な知識と能力を身につけるとともに、情報処理に関する実践的な理論と方法
論の修得を行い、その上で、学生個々のキャリアを深く思考できる基礎を育成すること
を目的とする。
キャリア教育を教育の核として、自己と社会への理解を通して各自のキャリアを醸成
するための基礎的な考え方を教授し、社会に起きて即戦力として働くことのできる「エ
ンプロイアビリティ」を高める教育を目指す。


アドミッションポリシー

1. 経営や会計に関する専門知識や経済に関する事項を理解できる能力を身につけ、企業
や地方自治体、病院などの経営体に従事したいと考えている人
2. 新しい商品やサービスを提供する企業設立や起業に興味ある人
3. 中小企業やベンチャービジネスの事業発展や運営に意欲のある人 ネットワークシス
テム、データベースシステム、WEB システムの専門知識や活用方法を身につけてビジ
ネス社会で活躍したい人
4. メディア表現やデザイン手法などの情報表現技法を身につけてマーケティングなどの
広報活動に従事したい人
＜経営学部経営学科＞（平成 24(2012)年 4 月 1 日開設）


教育目標
生涯にわたっての高い就業能力を身につけさせるため、健全な職業観と就業意識を涵
養し経営学と情報学の専門知識とスキルを持つ専門的職業人の育成を目標とする。
経営学部学科では、豊橋創造大学の「創造性豊かな次世代の人材を育成する」という
建学の理念を基礎とし、情報化されたビジネス社会で就業するために必要な「経営学」
や「会計・財務」に係る専門知識とこれらを活かす「情報コミュニケーション技術」を
修得し、健全な職業観と就業意識をもって、未来を切り拓くことのできる人材育成を図
ることを目的としている。



アドミッションポリシー

1.

経営・会計に関する専門知識や経済に関する事項を理解できる能力を身につけ、企業
や地方自治体などの経営体で従事したいと考えている人

2.

新しい商品やサービスを提供する企業設立に興味のある人

3.

中小企業やベンチャービジネスの事業展開や運営に意欲のある人

4.

ネットワークシステム、データベースシステム、WEB システムの専門知識や活用方
法を身につけてビジネス社会で活躍したい人

5. メディア表現やデザイン手法などの情報表現方法を身につけてマーケティングなど
の広報業務に従事したい人
＜保健医療学部理学療法学科＞


教育目標
医療・福祉の向上に寄与するために、幅広い教養と倫理観を身につけ、深い専門的知
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識と高い技術を持ち、生涯にわたり能力の向上を自発的に行うことができ、他の人格を
尊重できる理学療法士を育成することを目標とする。
保健医療学部理学療法学科では、大学の教育理念・教育目標を基礎とし、学校教育法
52 条の精神に則り、専門分野の学術を中核として、広く知識を授けるとともに、専門の
学術を教授研究し、知的、道徳的、創造的能力を展開することを主眼においている。本
学科の人材養成の目的は以下の通りである。
1. 4 年間の学修において、幅広い教養と倫理感を身につけ、深い専門的知識と高い技術を
持つ人材を育成する。
2. チーム医療に関係する専門家と連携、協力し、役割分担ができる人材を育成する。
3. 医療・福祉の向上に寄与するために、能力の向上を自発的に行える人材を育成する。
4. 他の人格を尊重し、人とのつながりを大切にできる人材を育成する。


アドミッションポリシー
本学の「建学の精神」を理解して、理学療法士になりたいと強く希望する次のような人

たちを広く受け入れる。
1.

誰かの支えになって人の幸せを生み出す手助けをしたい人

2.

病気やけがをした人の快復をサポートしたい人

3.

ハンディキャップのある人たちを助ける仕事がしたい人

4.

小児や高齢者の福祉と健康を支える仕事がしたい人

5.

医療・福祉・保健の分野で活躍したい人

＜保健医療学部看護学科＞


教育目標
生命の尊厳と個人の尊重を基盤とし、豊かな人間性を形成するとともに、保健医療福
祉領域における看護学校の役割と機能を理解し、地域社会に貢献できる専門看護職者の
育成を目標とする。

1.

人を多面的に理解し、多様な価値観を認め尊重する力を養う。

2.

人とのかかわり、社会との関係性を深め、自己理解し、自己実現を目指す力を養う。

3.

看護に必要な知識と技術を習得し、科学的根拠に基づく適切な判断と問題解決力とあ
わせ、社会の変化や医療技術の発展に対応できる能力を養う。

4.

変化する社会の中で看護の役割を理解し、発展させ、地域的･国際的な視野で貢献で
きる能力を養う。

5.

看護学への関心を深め、総合的な視野と看護研究の基礎能力を養う。

6.

看護者として看護の質を向上させるために、看護学を自ら追及し、看護を常に革新
（innovation）していく基礎的な力を養う。

7.

自ら考え創造する態度を身につけ、生涯にわたって看護学を探求し続ける基盤を持つ
ことができる。



アドミッションポリシー
看護学科では次のような人材を求めている。

1.

生命への尊厳や多様な価値観を受け入れることができる人

2.

他者への思いやりと優しさをもって人にかかわることができる人
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3.

科学的な探究心と創造性豊かな人

4.

地域の健康福祉に貢献する熱意のある人

5.

看護学を高めるために主体的、建設的に学ぶことを目指す人

6.

生涯にわたって専門性を発揮し活躍できる、意欲と行動力のある人

7.

将来医療チームの一員となることに自覚をもち、社会性や協調性を兼ね備えている人
本学のアドミッションポリシーとその趣旨は、本学のウェブページや大学案内、コンセ

プトリーフレット、サブパンフレットなどの広報用印刷物、シラバスなどに明示されてい
る。また、平成 19(2007)年度から、
「時代に向き合う、ひとに向き合う」を統一メッセー
ジに、オープンキャンパスや高等学校での進路説明会・相談会、高等学校進路担当教員を
対象とした進学説明会、大学展などにおいても本学の教育理念と教育目標の浸透に努めて
いる。
② 本学では、多彩な個性とポテンシャルをもった意欲ある学生を受け入れるため、推薦
入試と一般入試を中心に多様な入学試験を実施している。入学試験の方式を大別すると次
のようになる。


学力を中心にした評価方法
一般入試、センター利用方式入試、情報ビジネス学部推薦入試 B 方式など



高校生活における特色ある活動や資格取得、能力などのメリットを加味または重視し
た評価方法
奨学生特別入試、情報ビジネス学部推薦入試 A 方式、保健医療学部推薦入試など



その他の評価方法
情報ビジネス学部 AO 入試、保健医療学部理学療法学科アクティブ入試
社会人特別入試、情報ビジネス学部外国人留学生特別入試
情報ビジネス学部 3 年次編入学入試、情報ビジネス学部秋学期入試
大学院入試（一般入試、健康科学研究科社会人選抜入試）など
一般入試は前期日程と後期日程の 2 回、センター試験利用方式は一期と二期の 2 回実施

し、基礎教科を中心に多様な入試科目を設定することにより、学生が得意分野を生かした
受験を行うよう求めている（ただし、保健医療学部看護学科のセンター試験利用方式は一
期のみ）
。
主要入試は、学長、副学長、学部長、入試委員長、入試広報センターで組織する入試実
施本部により、全学行事として行う。入試の合否判定は、学部長、学科長、入試委員長を
含む各学部の入試担当者会議で原案を作成、入試委員会での協議と承認を得て、各学部教
授会で最終的に決定される。ただし、入試日から合否発表日までの期間が短い試験及び小
規模な試験に関しては、入試委員会の了承を前提に、入試担当者会議メンバーと本部関係
者（学長、副学長、事務局長、渉外部長）で合否判定を行い、教授会の承諾を得る形式を
採用している。
入学試験制度は、毎年、入試委員会で見直しを含めた再検討を行っている。通常、各学
部で原案を作成し、この原案を入試委員会に諮った後、教授会の承認を経て次年度の入試
制度として決定する。出願期間、試験日、合否発表日、入学手続期間等の日程についても、
競合する他大学との兼ね合いも考慮しつつ、慎重に決定している。また、入学予定者に対
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する入学準備学習を実施し、大学での学びにできるだけスムーズに移行できるよう配慮し
ている。
③ 学科別の最近 5 年間の入学者状況は図表 4－1－1 の通りである。
図表 4－1－1 最近 5 年間の学科別入学者状況
学部 学科
情報ビジネス学部
キャリアデザイン学科
経営学部
経営学科
保健医療学部
理学療法学科
保健医療学部
看護学科

区分
入学者定員
入学者数
定員倍率
入学者定員
入学者数
定員倍率
入学者定員
入学者数
定員倍率
入学者定員
入学者数
定員倍率

2008年度
136
60
0.44
－
－
－
60
61
1.02
－
－
－

2009年度
76
54
0.71
－
－
－
60
63
1.05
80
82
1.03

2010年度
76
46
0.61
－
－
－
60
66
1.10
80
97
1.21

2011年度
76
61
0.80
－
－
－
60
61
1.02
80
79
0.99

2012年度
募集停止
76
27
0.36
60
75
1.25
80
100
1.25

平成 24(2012)年度入試の定員倍率は経営学科 0.36、理学療法学科 1.25、看護学科 1.25
であった。情報ビジネス学部キャリアデザイン学科の募集を停止し、経営学部経営学科を
創設したが、開設初年度の入学定員倍率は 0.36 と低迷した。
キャリアデザイン学科の定員倍率は平成 18(2006)年度の改組・開設当初の 0.86 をピー
クに平成 19(2007)年度 0.50、平成 20(2008)年度 0.44 と低迷を続け、平成 21(2009)年度の
入学者定員見直し・削減により 0.71 と持ち直したが、平成 22(2010)年度再び 0.61 と減少
した。平成 23(2011)年度再び 0.80 と持ち直したが、定員割れの状況は変わらなかった。
平成 24(2012)年度情報ビジネス学部の募集を停止し、経営学部を開設したが、入学定員に
ついては十分な結果は得られなかった。
保健医療学部理学療法学科は平成 18(2006)年度 1.22、
看護学科は平成 22(2010)年度 1.21
と若干適正な範囲を超えた。その後、回を重ねるごとに適正な範囲に集約できていたが、
平成 24(2012)年度入試は理学療法学科 1.25、看護学科 1.25 とともに若干適正な範囲を超
えた。
過去 5 年間の学部学科別の在籍者数はデータ編表 4－5 の通りである。平成 24(2012)年
5 月現在の在籍者数は情報ビジネス学部キャリアデザイン学科 182 人、経営学部経営学科
27 人、保健医療学部理学療法学科 258 人、看護学科 346 人である。学則に示した収容定
員は経営学部経営学科 320 人（ただし、現在 1 年生のみでその入学定員は 76 人である）
、
保健医療学部理学療法学科 240 人、看護学科 320 人、平成 24(2012)年に募集停止をした
情報ビジネス学部キャリアデザイン学科は 320 人（在籍する 3 学年に換算すると 240 人と
なる）である。これらから収容定員に対する割合を計算すると、経営学科 0.36（1 年生の
み）
、理学療法学科 1.08、看護学科 1.08、キャリアデザイン学科 0.76 となる。
本学では、平成 8(1996)年 4 月の経営情報学部開学当初より「現代版寺子屋方式」を掲
げ、教授と学生の対話にもとづく少人数教育を実践してきた。この伝統は、現在でも基礎
教養ゼミナールや専門ゼミナールに生かされており、情報ビジネス学部の入門ゼミナール
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（1 年次）は学生数 7～8 人程度、基礎ゼミナール（2 年次）は 12～13 人程度、保健医療
学部の基礎ゼミナール（1・2 年次）は 9～11 人程度に抑制されている。
過去 3 年間の学部学科別の退学者数はデータ編表 4－6、過去 3 年間の学部学科別の卒業
者数はデータ編表 4－7 の通りである。毎年数名の退学者を出している。平成 23(2011)年
度の標準修業年限（4 年）卒業率はキャリアデザイン学科 78%（平成 21(2009)年度 74%、
平成 22(2010)年度 69%）
、理学療法学科 74%（平成 21(2009)年度 81%、平成 22(2010)年
度 83%）となっている。
（２）４－１の自己評価
本学の教育方針（三つのポリシー）


大学入学者受入れの方針（アドミッションポリシー）
：豊橋創造大学では、新たな勉強
のために必要な基礎的学力を充分に備え、建学の精神「誠をもって勤倹譲を行え」を
理解して、意欲と主体性とをもって勉学に励むことのできる人を広く受け入れます。



教育課程編成・実施の方針（カリキュラムポリシー）
：豊橋創造大学では、本学の教育
理念に基づき、
「基礎教育科目」と「専門教育科目」の二つを大きな柱とし、それぞれ
の学部学科の教育目標にあわせたカリキュラムを編成します。



学位授与の方針（ディプロマポリシー）
：豊橋創造大学では、それぞれの学部学科の教
育課程において厳格な成績評価を行い、所定の単位を修めた学生に卒業又は修了を認
定し、学位を授与します。

のもと、各学部学科とも三つのポリシー（アドミッションポリシー・カリキュラムポリシ
ー・ディプロマポリシー）を定めている。これらは各種の情報媒体や進学説明会、オープ
ンキャンパスなどを通じて広く広報されており、
十分に明確化されていると考える。
なお、
広報活動のスタイルは、資料請求数やオープンキャンパス参加者数などに連動する形で随
時修正され、最適化が図られている。今後とも、事務及び教員担当者には、本学の求める
人間像の伝達に留意するよう依頼し、広報に用いられる大学案内（リーフレット）などに
おける記載を工夫することが有意と考える。
入学試験に関しては、情報ビジネス学部のものが、かなり複雑化している。同学部は開
学時、入学を志望する学生に対してチャレンジ精神と自律性、
「一人一芸」を求めていた。
多様な入試形態は、創造性と個性豊かな学生を募るための手段であり、そうした学生が特
定の教科や教科外の活動で示すメリットは、将来の生活の基礎足りうるからである。この
ような学生は、その教養の質において、全ての知識をそつなく吸収してはいるが自立的ア
イデンティティーに欠ける学生よりはるかに上回りうるからである。しかし現在の多様な
入試は、
創造性と個性豊かな学生を募集より、
むしろ学生確保の手段として機能している。
十分な入学者が見込めない状況にあっては、複雑化した入試の簡略化は難しい。経営上
の環境を悪化させないことを前提に、学生数の減少を本学の伝統である少人数寺子屋教育
の充実に還元すべきであると考える。
（３）４－１の改善・向上方策（将来計画）
本学の求める学生像は随所で提示されているが、広報上の工夫の余地がないとは言えな
い。指定校・公募制推薦を中心とした高等学校との連携においても、本学における学びの
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内容と学生の将来像を伝える努力が求められる。また、本学における教育・指導と学習の
成果を、保護者や出身高校関係者にフィードバックすることも、教育機関としての大学の
アカウンタビリティーの向上に資するだろう。他方で、そうした試みは、それは本学の教
育理念をより明確化、
具現化する大学改革の試みと連動してこそ意味をもつものと考える。
大学を取り巻く受験環境は、より一層厳しくなることが予想される。情報ビジネス学部
の募集は本年度で停止し、次年度より経営学部経営学科を新設する。経営学部の特色をし
っかりと打ち出し、豊橋市と三遠南信、それを越えた地域から、自らの道を自らの手で開
拓することを望む意欲ある学生が志願するだけの魅力を提供することが求められる。本年
度末に始まる経営学部の募集・入試に向け、学部内容の充実・確立を図り、広く知らしめ
る必要がある。一方、保健医療学部では、適正な範囲内での定員枠を厳守しつつ、安定し
た学生数を持続的に確保する方策を検討しなければならない。そのためには、国家試験の
合格率向上の目標達成に向けた努力とともに、大学自治にもとづく創造性が奨励される環
境の下で、教職員が知恵を出し合い、本学学部だけがもつ魅力を涵養していくことが欠か
せない。

４－２ 学生への学習支援の体制が整備され、適切に運営されていること。
《4－2 の視点》
４－２－① 学生への学習支援体制が適切に整備され、適切に運営されているか。
４－２－② 学士課程、大学院課程、専門職大学院課程等において、通信教育を実施して
いる場合には、
学習支援、
教育相談を行うための適切な組織を設けているか。
４－２－③ 学生への学習支援に対する学生の意見等を汲み上げる仕組みが適切に整備さ
れているか。
（１）４－２の事実の説明（現状）
本学においては、各学部での専門教育をできる限り円滑に習得できる状況を構築するた
めに、円滑な高大の接続性の確保と学生個々の状況に応じたきめ細やかな支援を念頭に以
下の事項を全学的に実施している。


入学前学習の実施：高校での学習と大学での学習の継続性を意識させるとともに学ぶ
意欲を喚起し本学での学習が円滑にスタートできるようにするために、入学が決定し
た新入学生には、入学前学習を課している。



ガイダンスの充実：初学年に対するカリキュラム説明に加えて、教員や友人相互の人
間関係の構築に配慮し、円滑に大学生活を開始できるように配慮している。



シラバスの充実：本年度より、これまでの「科目目標」
「受講条件」
「評価方法」
「授業
計画」などの項目に加えて、
「準備学習等の内容」という項目を設定し、受講生に対し
て予習・復習についての指針を示している。また、
「評価方法」についてもできるだけ
具体的に、どのように評価されるのかを知らせるように配慮している。



フレッシュマンスクールの実施（キャリアデザイン学科・看護学科）
：1 年生へのカリ
キュラムの理解を深化させるためフレッシュマンスクールを実施し、個々の学生の学
習目標や将来計画に応じた学習計画について相談できる機会を提供している。平成
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21(2009)年度までキャリアデザイン学科が実施していた、宿泊を伴うオリエンテーシ
ョンキャンプに代わって、学生への拘束時間を大幅に縮小したフレッシュマンスクー
ルを実施。


ゼミナール形式による少人数科目でのサポート：大学生活への順応や導入教育の徹底
をはかるために、1・2 年生にはゼミナール形式の少人数教育を実施し、各学生に対す
る個別対応ができるようにしている。大学における試験の実施方法、レポート課題の
取り組み方、成績評価方法など、大学での学習方法の教示を行っている。



出席状況調査：各学期開始 1 ヶ月後に、各学生の全科目における出席状況を集約して、
学生本人、ゼミナール担当者または担任に連絡している。学習への興味喪失や理解で
きないことによる留年、休学をより早期に発見、防止する方策として行っている。出
席状況改善には、生活の改善も必要であることから欠席が著しい学生の保護者にも欠
席状況を通知している。



プレイスメントテストと基礎学力再学習：学生の基礎学力を把握するために平成
18(2006)年度より 1 年生ならびに 3 年生に対して英語（1 年生のみ実施）
、数学、国語
に関するプレイスメントテストを実施している。経年で実施しているプレイスメント
テスト結果を比較することにより、毎年入学する新たな学生の状況を把握するととも
に、各学年の学力の変化をとらえることにより、授業改善並びに学生指導につなげて
いる。



TA・授業補助者の配置：授業での学生に対する学習支援策として、TA・授業補助者を
配置して学生の学習支援を行っている。特にコンピュータ実習に伴う授業では、学生
個人の能力差が大きいため、少人数の講義、演習であっても TA・授業補助者を配置し
ている。なお、TA については豊橋創造大学「ティーチング・アシスタント」に関する
規程（平成 12(2000)年 4 月 1 日制定、平成 19(2007)年 1 月 1 日改正）に「原則として
豊橋創造大学大学院に在籍する学生」と定められている。大学院生の TA としての確
保が困難なときは、授業補助者として学部学生を配置することがある。



学習サポートセンターの運営：平成 8(1996)年の大学創設時以来、コンピュータルーム
の近くに、サポートセンターが設置されており、わからないことは何でも質問できる
場として学生に活用されている。主にコンピュータの操作に関する事項の質問が多い
ため、学習サポートの位置づけを明確化するために平成 20(2008)年度からは教員がサ
ポートセンターで待機し、学生の質問に対応できるように改善した。



オフィスアワーの設定：学生が各授業に対する質問を行える時間としてオフィスアワ
ーを設けている。オフィスアワーは各教員につき 1 週間に 3 時間を設定している。学
生が教員とコンタクトを必ず取れるように、昼休み（12:30～13:00）を必ず含むよう
に申し合わせている。また。平成 20(2008)年度からオフィスアワーをネットワーク上
で確認できるように改善した。



留学生に対する学習支援：留学生の数は少ないが、語学力、基礎学力の両面について
の支援をするため、留学生専用の科目として日本語関連科目を配置している。特に語
学力養成のために、会話も含めた講義になっている。また、留学生の学習環境を維持
する為に減免制度を設けている。



障害者による学習支援：聴覚障害者をはじめ肢体不自由者などの障害者を情報ビジネ
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ス学部では受け入れている。受け入れ後に聴覚障害者が受講する講義にはノートテイ
カーを配置し、障害者の学習環境の改善に努めている。


図書館の充実：本学の前身である豊橋短期大学が開学した昭和 58(1983)年開館以来、
所蔵資料の充実を図ってきた。幼児教育、経済・経営、情報学関連分野の図書・雑誌
に始まり、平成 18(2006)年のリハビリテーション学部（現：保健医療学部）新設、平
成 21(2009)年の看護学科設置を機に、医学関連分野の図書・雑誌及び電子媒体資料ま
で多岐にわたる。また、本学図書館では地域貢献の一環として、平成 10(1998)年より
地域住民の利用、一般開放を行っている。



図書館開館時間の延長：利用者の要望に応え、日曜日・祝日・全学休業期間以外は開
館し、開講期の開館時間は平日 8:45～20：00、土曜日 8:45～17：00 に延長した。



図書館管理システムの充実：平成 8(1996)年に図書館管理システムを導入し、学内 LAN
に接続、オンライン蔵書目録（以下、OPAC）の提供を開始した。平成 9(1997)年には
学術情報センター（現：国立情報学研究所）に接続し、目録所在情報サービスの運用
と遡及入力業務を開始した。平成 22(2010)年度末時点では、図書 96%、雑誌 99%、AV
資料 55%のデータ作成が完了しており、すべて OPAC で提供している。国立情報学研
究所総合目録データベースへの所蔵登録作業も実施している。



外部データベースの利用：平成 22(2010)年度に契約した外部データベースは以下の通
りである。従量課金制の契約データベースについては、職員がカウンターにおいて代
行検索している。
・日経テレコン 21（日経新聞・雑誌記事）
・G－Search（新聞・雑誌記事、企業情報）
・MAGAZINEPLUS（雑誌記事、論文情報）
・NII 学術コンテンツ・ポータル機関定額制サービス
・D1－Law.com 第一法規法情報総合データベース
・医学中央雑誌 Web 版
・メディカルオンライン
・CINHAL with Full Text
・ScienceDirect
・SpringerLink
学生が求める学習支援方法については、授業評価アンケートにおける自由記述欄に記載

できるようになっている。また、サポートセンターでの学生対応やオフィスアワーにおけ
る学生対応の際に、要望を聞くようにしている。
（２）４－２の自己評価
大学の全入時代を迎え、本学もこれまで多様な学生の受け入れを行っており、一人ひと
り能力に適したきめ細かい学習支援ができるよう、学内の教育支援体制の強化に努めてい
る。大学教育の実施にあたっては、大学入学前の学力が必要レベルに達していることが重
要であるが、十分でない学生には入学前学習を実施している。また、入学後は学生の基礎
学力の実態をより正確に把握し、その学生に即した学習指導内容を組み立てるための方策
として、学生の基礎学力レベルを知る客観的評価指標の一つであるプレイスメントテスト
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を実施している。この結果を踏まえ、基礎学力レベルの低い学生には必要な補習授業を実
施しており、これまで一定の成果をあげることができてきている。また、学生による授業
評価アンケートを実施し、学生からの要望等を吸い上げる仕組みも整えている。さらに、
学生個々人の諸々の悩みや要望等にも個別的に適宜対応できるよう、オフィスアワーやサ
ポートセンターを設けており、学生の相談やフォローアップに努めている。特に、留学生
や障害を有する学生には TA 制度をはじめ上述したような様々な教育資源を利用したバッ
クアップシステムを整え対応を図っている。
以上のような学生の学力レベルの把握や学習環境の整備・充実に向けての本学の取り組
は一定の評価もできるが、学生の満足度評価等から考えると、なお課題も多くあり十分評
価できる状況にない。今後の継続的な取り組みが必要と考えている。
また、図書館の開館時間の延長に関する要望などが多いが、開館時間の延長には人員配
置、安全管理、財務など解決すべき種々の問題がある。学習環境の充実にあたっては、各
種要望に対する優先順位を考慮し、順次実現するよう検討する必要がある。
（３）４－２の改善・向上方策（将来計画）


学習への興味、意欲を喚起し入学後の学習を継続させるために、入学前学習、プレイ
スメントテスト、ゼミナールによる学習その他の相談、指導、履修指導・履修相談な
ど、個々の学生への支援として継続する。



学生への学習支援に関する事項の改善・向上方策は、経費的、人的な問題が多く、解
決すべき問題が山積しているが、より学生の視点に立った支援を行うため、教務委員
会で今後も継続的改善に努力する必要がある。



特に基礎学力が十分でない学生の入学も増加傾向にあり、その具体的な対策の検討を
行い、平成 21(2009)年にはカリキュラムを改訂する準備に着手している。



Universal Passport の機能を強化する。本年度秋学期より Universal Passport のバー
ジョンアップに伴い、
「出欠状況参照」
「課題管理」
「アンケート作成」
「授業資料」
「シ
ラバス照会」などの機能が試験的に使えるようになる。次年度春学期からはこれらの
システムを本格稼働させ、学生の学習環境・教員の教育・指導環境・職員の事務処理
の充実を図る。



契約データベースの見直しと新規データベースの導入検討を毎年行っている。利用率
の低いデータベースもあり、利用者のニーズに適合したデータベースの導入と利用促
進方法について引き続き検討する。

４－３ 学生サービスの体制が整備され、適切に運営されていること。
《4－3 の視点》
４－３－① 学生サービス、厚生補導のための組織が設置され、適切に機能しているか。
４－３－② 学生に対する経済的な支援が適切になされているか。
４－３－③ 学生の課外活動への支援が適切になされているか。
４－３－④ 学生に対する健康相談、心的支援、生活相談等が適切に行われているか。
４－３－⑤ 学生サービスに対する学生の意見等を汲み上げる仕組みが適切に整備されて
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いるか。
（１）４－３の事実の説明（現状）
① 本学では学生サービス、厚生補導を行うための機関としては大半を学生委員会と、そ
の事務取扱は教学部学生課が対応している。学生委員会では、学生生活に関わる下記のよ
うな諸課題、
「学生会」
「課外活動」
「キャンパス・アメニティ」
「奨学金」
「留学生」
「通学」
「学生相談」
「ハラスメント防止」などについて、各学科より選任された学生委員会メンバ
ーの中から担当者を充当し、学生課職員とともにそれぞれの学科の特性を考慮しながら検
討を行い、問題の解決にあたっている。
教学部学生課は、課長 1 人・課員 2 人で構成され、事務業務を行いつつ、学生対応の一
次窓口として機能している。
② 本学が学生に紹介する奨学生制度は日本学生支援機構などの外部奨学金の他に本学独
自のものとして、


学校法人藤ノ花学園奨学生制度



豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部授業料減免制度



豊橋創造大学外国人留学生授業料減免制度

がある。
「学校法人藤ノ花学園奨学生制度」は、2 年次以降に前年度の学業成績が所属する学科
の概ね上位 5%以内（質 5%・量 10%）の者から特に優秀な学生に対し、半期分の授業料
相当額を奨学金として給付（減免）するものである。また、
「豊橋創造大学・豊橋創造大学
短期大学部授業料減免制度」は、家計急変などにより、学費納入困難者を対象に本制度を
利用して授業料の減免を行う制度である。提出される書類と面接により選考されるが、意
欲的に学修に取り組む学生を支援するための制度であることから一定の成績を修めている
ことが条件となっている。さらに「豊橋創造大学外国人留学生授業料減免制度」は、本学
の学部及び大学院の正規課程（研究生及び聴講生は除く）に在籍し、経済的理由により授
業料の納入が困難であり、学業優秀と認められる私費外国人留学生に対し、授業料減免を
行うものである。
なお、看護学科では次のような外部の各種奨学制度を紹介している。


国立病院機構豊橋医療センター奨学金制度



国立病院機構天竜病院奨学金制度



豊川市民病院修学資金貸与制度



豊川市看護師等修学資金貸与事業



浜松市看護師修学資金



医療法人光生会奨学金



医療法人明陽会成田記念病院奨学金



愛知県済生会病院看護学生奨学金貸付制度



愛知厚生連看護学生奨学金貸付制度



愛知県看護修学資金



静岡県看護職員修学資金
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公立学校共済組合東海中央病院修学資金貸与制度
また、学生が行うアルバイトについては、本学では愛知県学生アルバイト対策連絡協議

会による「制限職種基準」を参考にして、求人の受付及び紹介を行っている。求人用紙（大
学指定の様式のもの）の写しは、2 か月間所定掲示板に掲示され、変更や延長の依頼があ
れば、その都度対応している。学生は求人用紙の写しを見て直接求人先に問い合わせ、申
し込みをしている。求人の申し込みのあった職種は販売や接客、家庭教師などが主なもの
であるが、本学の教育内容に合わせて、病院内での受付やカルテ整理、学童保育での補助
等の求人も見られた。なお、学生による直接申し込み方式をとっているため、申し込み状
況の詳細は把握できていない。
③ 本学には、学生の自主的意志に基づいて、学生生活の充実向上を図ることを目的とし
て全学生で組織された「合同学生会」がある。合同学生会には学生総会、執行委員会、代
議員会、サークル連絡会、選挙管理委員会の各機関が置かれおり、主に執行委員会が中心
となって活動を行っている。
学生会活動の主な行事は、新入生歓迎会（入学式当日：平成 24(2012)年 4 月 2 日）
、サ
ークル勧誘会・連絡会（年 4～5 回）
、スポーツ大会（春、秋）
、豊橋まつり、ボーリング
大会、創造祭（平成 23(2011)年度は 10 月 22・23 日）
、学食連絡会、卒業記念パーティー
（卒業式当日：平成 24(2012)年 3 月 21 日）
。このほか、献血活動や豊橋市の主催する行事
にも積極的に参加している。
平成 23(2011)年度の登録サークルは 28 団体。スポーツ系は 13、文化系は 15 である。
特に、スポーツ系サークルのダンス部は各種大会に参加し、成果を収めている。各サーク
ルの顧問は専任教員が担当し、指導、助言を行っている。また、全学のサークル活動の自
治はサークル連絡会がまとめており、各サークルの活動状況により配当する予算やサーク
ル室 14 部屋、サークルロッカー83 個の配分などを行っている。
学生会の活動資金は全学生から学納金とともに徴収し、大学祭の実施、学生のサークル
活動および各種課外活動への支援、卒業記念事業などに主に使われている。
本学では、現在、学生会及び各サークルの他、各種課外活動に対し以下の体制で指導・
助言を行っている。
ア 学生会活動


学生委員会の中に学生会担当委員を定め、学生会の指導、助言ならびに支援を行って
いる。



会計執行にあっては、学生課長の監査を受ける。



学生課職員に指導･助言を仰ぐ。

イ サークル活動


専任教職員が顧問となる。



学生会（学生）により活動が統括されている。



学生委員会の中に学生会担当委員を定め、指導、助言ならびに支援を行っている。

ウ 授業等における課外活動


学科全体に関わる活動は、学科に所属する教員が、指導を行っている。



講義に関わる課外活動は、授業担当教員が指導を行っている。
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上記のものの内、顧問が付き添う学外合宿、課外活動としての学外発表、大会参加に必
要な加盟費・会費等は、学生会費から援助する制度がある。県大会以上の場で優秀な成績
を収めた場合は、年度末に学生委員会に諮り、大学が報奨金を出す制度もある。
公式な書類で、大会参加の依頼があった場合は、講義の欠席を公欠扱いにする制度も設
けており、学業と課外活動の両立が可能となるよう配慮している。
④ 本学では、学校保健法第 6 条第 1 項に基づいて、毎年 1 回全学生を対象に健康診断を
実施し、所見が見られた学生に対しては個別通知を行い、病院等で再検査を行うよう勧め
ている。実施時期は在学生対象が年度末（2 月～3 月）
、新入生対象が年度初め（4 月）で
ある。検査項目は「身長測定」
「体重測定」
「視力検査」
「尿検査（蛋白・糖・潜血）
」
「血圧
測定」
「聴力」胸部 X 線（間接撮影）検査」
「学校医による内科検診（聴診等）
」の 7 項目
である。
本学の健康・相談センターは、講義や課外活動中のケガ、病気の応急処置だけでなく、
精神的な不調等を含め、不登校や長期欠席に関する悩みの相談にも対応している。健康・
相談センターの利用可能時間は平成 20(2008)年度まで週 3 日、4 時間ずつであったが、平
成 21(2009)年度より授業期間中は月～金曜日の週 5 日、10：30～17：00 と大幅延長した。
保健・健康相談については、週に 5 日間、養護教諭が相談にあたっている。健康・相談セ
ンター対応後は、学生の希望により担当教員へ持病についての連絡を行うなどフォローを
行っている。一度相談に訪れた後もその後の状況報告に健康・相談センターを訪れる学生
もしばしばで、利用者が増加傾向にある。
健康・相談センター内には学生相談室が設置され、平成 22(2010)年度 11 月より臨床心
理士の資格を持つカウンセラーが月 3 回カウンセリングを行っている。利用の際には事前
に健康・相談センターにて予約を行い、一人約 1 時間のカウンセリングを受けることが可
能である。また、オフィスアワーを利用し、学生から寄せられる様々な相談に対応するこ
ともある。健康・相談センター利用状況はデータ編表 4－8 の通りである。
平成 20(2008)年度、学生課に寄せられる生活相談は、
「家計急変による緊急奨学金貸与
の相談」
「下宿についての相談」が主なものであった。
「家計急変による緊急奨学金貸与の相談」への対応として、経済的支援を求める相談に
ついては日本学生支援機構奨学金の緊急採用や、国民生活金融公庫による教育ローンを紹
介するなどの対応を行った。経済的支援に関するもののうち、学費については、本学が独
自に行っている授業料延納制度や授業料減免制度の説明を行い、利用を促した。
「下宿についての相談」への対応として、新入生や在学生の下宿希望者の便宜を図るた
め、地元優良不動産業者と連携して独自に「豊橋タウンガイド」を作成し配布している。
近年は、地元志向や経済的理由から遠方であっても下宿しない学生が増加し、下宿者数は
減少傾向にあったが、平成 18(2006)年にリハビリテーション学部理学療法学科が新設され
て以降、公共交通機関や自動車での通学が困難な遠隔地からの入学生が増えたため、再び
下宿する学生が増加している。
外国人留学生に対する相談に関しては、学生委員会の留学生担当教員、ゼミ担当、学生
課が一体となって行っており、事務業務については学生課が行っている。平成 16(2004)
年度から毎月初めに全留学生に対して在籍確認を行っている。この在籍確認は法務省入国
― 66 ―

豊橋創造大学

管理局から協力依頼があったことに基づいて行っている。これまで本学では不労就労等の
問題を起こした留学生はいなかったが、平成 20(2008)年 5 月に本学に在籍する留学生 1 人
が資格外労働で名古屋入国管理局の摘発を受けた。
大学としても、
この事例を重くとらえ、
教員・学生課職員を中心に再発防止のための指導を留学生に対して行っている。
⑤ 学生会設置の意見箱及びゼミナールによる要望収集について、本学では、学生会が学
生会室前に意見箱を設置し、
学生からの要望を集め大学に交渉するシステムになっている。
特に学生食堂に関しては、学生、学校、学食を運営する会社が参加する学食連絡会を毎年
2～3 月に開催し、次年度のメニュー、料金などについて検討している。
この他に、学生の要望を教員が直接聞く機会として、各学年に設置されているゼミナー
ルの時間及びオフィスアワーの時間がある。
（２）４－３の自己評価
① 学生委員会は、平成 19(2007)年度から、担当する項目を新たにし、問題点の発見・見
直し・改善のための提案を行う新組織を構築した。それぞれの担当が、年度末に作成する
次年度の事業計画に沿って、問題解決にあたっている。
② 本学独自の奨学金制度である学校法人藤ノ花学園奨学生制度は、奨学生に採用される
ことを目標に学業に励む学生もおり、これら学生の学業へ取り組む姿勢は他の学生の模範
となるなど、学生の就学意識の向上に寄与している。
家計急変などによる学費納入困難者を対象にした授業料の減免制度（豊橋創造大学・豊
橋創造大学短期大学部授業料減免制度）
は、
学生の継続的な学習環境維持に寄与している。
外国人留学生授業料減免制度は、一定の選考基準を設けて留学生の学費の半期分を減免
する制度であるが、ほとんどの留学生がこの制度を利用しており、修学を継続するために
大きく寄与していると考える。
大学にアルバイトの紹介を求める学生が減少している。これはアルバイト求人情報誌や
インターネット等募集媒体が多様化していることに加え、これらの媒体を大学内にも設置
していることが要因と思われる。大学でしか紹介できないアルバイトもあり、こうした支
援に意味があると考えるため、今後も継続してアルバイトの紹介を行っていく。
③ 学生の自主的運営に基づく学生会活動、サークル活動であるが、学生の組織に対する
帰属意識が薄れているせいか、課外活動に参加する人数が年々減っている。これは、学生
の「余暇はアルバイトをする」という考えや、コミュニケーションを面倒に思う生活スタ
イル、個人主義といった気質などに起因していると考えられる。こうした問題を改善する
為の方策として、平成 17(2005)年度から情報ビジネス学部では、新入生を対象としたオリ
エンテーションキャンプを実施し、友人作りのきっかけとしている。これは一定の効果を
あげている。現在、オリエンテーションキャンプはフレッシュマンスクールとして引き継
がれている。
学生会の活動に執行委員として参加する学生については、最近減少傾向にある。その結
果、学生総会・代議員大会など、在学生全体が参加するべき行事への参加も減少してきて
おり、改善が必要である。
サークルは専任教員が顧問になっているが、サークル設立のために名目上の「顧問」を
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引き受けている場合が多く、実際のサークル活動の内容を把握していないケースもある。
また、本学ではサークル活動運営費の配分が実績主義になっており、前年の成果が翌年
の配分に影響する仕組みとなっている。成果は上がらないが地道に活動を続けるサークル
もあり、これらのサークルに対する評価の方法を検討する必要があると考えている。
サークル活動の施設に関しては、以前から学生から要望のあった、テニスコートの防風
ネットと日除けを平成 20(2008)年度、新たに設置した。
④ 本学では様々な問題を抱えながら通学する学生が増加しており、健康・相談センター
の利用が平成 17(2005)年度以降多くなってきた。応急処置、メンタルケアに関しては、授
業期間中は週 5 日、10：30～17：00 の間、健康・相談センターで担当者が対応している。
本学では全学年を通じてゼミ担任制（情報ビジネス学部）
・担任制（理学療法学科）
・チ
ューター制（看護学科）をとっており、学生は悩み事や相談事があれば、オフィスアワー
などの時間を利用し、まず担任等に話し、学生課などの職員と連携して解決の方策を考え
てきた。そのため、これまでは、学生相談室のような組織がなくても多くの事例は対処で
きてきた。
しかし最近では、
健康相談やその他の相談事項も内容の深刻なものが多くなり、
担任教員・チューター教員や学生課員だけでは対処できないケースも出てきている。
また、
一度相談に訪れたその後も相談に健康・相談センターを訪れる学生も多い。そこで、平成
平成 22(2010)年 11 月より健康・相談センターにスクールカウンセラーを 1 名配置し、学
生の様々な相談に対して、専門的立場から対応を行っている。カウンセリングに対する学
生のニーズは高く、予約制で対応している。
「家計急変による緊急奨学金貸与の相談」については、本学では日本学生支援機構等の
外部機関からの奨学金の紹介及び、本学独自の授業料減免制度（豊橋創造大学・豊橋創造
大学短期大学部授業料減免制度）などを活用し、適切に対応している。家計に関わる問題
の相談場所としては、学生課カウンターではなくプライバシーの保護の観点から隣接する
応接室を利用している。
本学では、良好な環境の下宿を確保することは、学生の就学環境を維持するために重要
であると考えている。そのため地元優良不動産業者との連絡を密にし、学生が不利益を被
ることのないよう努めている。現状での問題は発生しておらず、この点については適切に
対応できていると判断する。
外国人留学生に対する相談体制に関しては、学生委員会の留学生担当教員、ゼミ担任、
学生課が、日々の学生生活から在留関係、生活相談まで対応し、幅広く可能な限りの助言・
指導を行っている。現在、留学生は全員中国からの留学生であるが、中国語のできる職員
は 1 人も在職していない。本学では留学生の入学試験において、その出願条件の中に「日
本留学試験で日本語科目 200 点以上」を定めているため、日常的なコミュニケーションを
とることには支障がないが、文化の違いや生活環境の違いからか意思の疎通が図れないこ
ともあり、トラブルが発生していることも事実である。何らかの対策が必要であると認識
している。
⑤ 学生会を通じて、大学に要望をするという仕組みは存在するものの、この仕組みを認
知している学生は多くないというのが現状である。結果として学生からの要望の多くは、
ゼミナール担当の教員に寄せられるものが大半である。意見箱の仕組みを学生に周知する
必要があると考えている。
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⑥ 本学は清閑な豊橋市郊外で教育現場には恵まれた場所に位置しているが、市街地から
離れていることで、主要な通学方法に自家用車が最も多く、次いで、バス、自転車、オー
トバイ等と多岐にわたっている。大半の学生が公共のバス通学以外を利用しており、学生
自身が運転することで事故に遭う機会も増えてきている。また、本学の大学周辺は、自然
が豊かである一方で、夜間の照明などが十分に行き届かない場所があり不審者などの目撃
情報も寄せられている。女子学生の単独での夜間外出については極力避けるよう注意喚起
をしているが、防犯意識の低い学生も少なくないのが現状である。
そこで、平成 20(2010)年度より本学では交通安全や防犯への意識を高めることや、酒、
タバコ等の健康被害や薬物の危険性、護身術等に関する知識や技術の修得を目的として、
新入生全てを対象に薬物乱用防止、交通安全・防犯対策講習会、二輪車安全運転講習会を
毎年実施している。薬物乱用防止や防犯指導等の講師は市の保健所、警察署から、二輪車
に関してはインストラクターをそれぞれ招聘して学生の通学・学生生活面における安全安
心の確保に努めている。
⑦ 本学では平成 23(2011)年度 4 月より大学構内全面禁煙となったことを契機として、学
生委員会・学生課は大学構内での禁煙指導、交通安全指導および環境美化等を目的に、大
学構内を定期的に巡回し学生への直接指導を実施している。
⑧ 本学は創造性豊かな人材の育成を目標としており、その実践に意欲的に取り組もうと
する学生を支援する仕組みとして、平成 21(2010)年度に「創造性を育む学生プロジェクト」
を立上げ現在に至っている。創造性発揮に向け意欲のある学生を毎年募集し、厳正な審査
の上で選ばれたプロジェクトチームには資金面でのバックアップを行っている。プロジェ
クトによる成果は所定の発表会や学内広報誌等を通して公表するようにしている。年度当
たりの予算総額は 50 万円で、採択されたプロジェクトチームには 1 件につき最高 20 万円
を助成する。これまでに採択されたプロジェクト名は図表４-３-１の通りである。
図表 4－3－1 2009～12 年度に採択されたプロジェクト名と助成金の内訳
プロジェクト名
2009 年度

2010 年度

2011 年度
2012 年度

助成金額

エフエム豊橋（FM84.3MHｚ）ラジオ番組制作

20 万円

地域に学び、地域に発信する、行事運営プロジェクト

15 万円

SOZO Project 2009

15 万円

サンタの宅急便 ～クリスマスキャロルを届けよう～

20 万円

オシゴトーク 2

20 万円

健康づくり －健康的な姿勢・足腰健康－ 推進チーム

10 万円

QQ 救命普及プロジェクト

20 万円

スマイル

20 万円

ひよこ音楽隊

14 万円

FASP

20 万円

きら☆ぴか隊

16 万円

（３）４－３の改善・向上方策（将来計画）
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① 学生委員会では、年度末に次年度の事業計画を立案し、実行するための準備を行って
いる。学生ホールの改修、防犯に関する講習会の実施、震災などの自然災害時への備え、
新型インフルエンザへの対応マニュアルの作成・公表などを行う。
② 学校法人藤ノ花学園奨学生制度は今後も基準に該当する学生を積極的に採用していく。
家計急変などによる学費納入困難者を対象にした授業料の減免制度（豊橋創造大学・豊
橋創造大学短期大学部授業料減免制度）も、経済的な問題を抱えた学生の修学継続を可能
にするために今後も制度を維持し、支援を行っていく。
外国人留学生授業料減免制度も留学生が修学するために必要な制度であり、今後も制度
を維持し支援を行っていく。
本学にはこの他に、これに類する独自の奨学金制度がない。本学同窓会組織などによる
奨学金制度の創設が期待される。学生委員会として、同窓会に対し、奨学金の創設を検討
するよう要望を行う。
経済的困難に陥る学生が年々増加傾向にあるため、日本学生支援機構等の外部奨学金制
度と本学独自の奨学金制度を連携させながら、学生の支援を今後も積極的に行っていく。
本学が紹介するアルバイトは、地域の優良企業からのものであり、また就学に支障をき
たすことのない雇用条件のものを対象としているので、今後も、学生がアルバイトによっ
て就学環境を乱すことのないような求人情報を提供し、アルバイトと学業が両立するよう
支援する。
③ 平成 23(2011)年度は、フレッシュマンスクールの他に、各学年に配置されているゼミ
ナールを基点に教員が学生をバックアップする体制を整えるとともに、学生のモチベーシ
ョンを高める環境を作っていく。
学生会は、大学に対して様々な要望を行っていく窓口になっており、大学全体が活性化
するためにも、さらに学生会活動が活発になる仕組みを考えていく必要がある。この件に
ついては、学生委員会の学生会担当委員と学生会の執行委員会が連携して対策を考える。
サークルについては、
実質的な指導･支援のできる教員が顧問を引き受けるしくみを作る
必要がある。
④ 日常的な健康管理、精神面で問題を抱えた学生への対応は専門的な知識・技術を有し
たスタッフを配置している。適切な処置・相談を行うため、健康・相談センター、学生相
談室には専門の知識を有する常駐スタッフを置く。
静穏な環境の下宿を確保することは、学生の良好な就学環境を維持するためにも大切な
ことと考え、今後もこれまでと同様に、地元優良不動産業者との連絡を密にし、学生が不
利益を被ることのないように努めていく。
⑤ 意見箱の仕組みと存在を学生に周知し、この仕組みが有効に活用されるよう、学生会
に要望していく。
⑥ 東海、東南海地震に備えて退避経路、退避場所、ならびに帰宅困難等に備えた対策等
について検討を行う。特に、災害時における学生の安否確認がスムーズに確実に行うこと
ができるよう訓練等を実施する。
（メールの一斉配信等を利用）

４－４ 就職・進学支援等の体制が整備され、適切に運営されていること。
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《4－4 の視点》
４－４－① 就職・進学に対する相談・助言体制が整備され、適切に運営されているか。
４－４－② キャリア教育のための支援体制が整備されているか。
（１）４－４の事実の説明（現状）
＜組織＞
本大学では、学生の就職・進路支援としてキャリア教育などの教育の側面での支援と就
職先決定など具体的な就職活動の際に必要になる支援の両面で対応している。大学生の進
路は、自身の適性、志向、専攻する専門性を理解した上でなされることが好ましい。その
ため、学部ごとにキャリアの展開に関する講義や講演の開催など、自らの進路を考える場
を学生に提供することで、学生自身のキャリア理解を支援している。一方、具体的な進路
決定をする段階で必要となる支援は、平成 18(2006)年度に就職支援室を組織変更した事務
局キャリアセンターで対応している。これらが連携して学生支援を展開できるように、教
員とキャリアセンター職員がメンバーとなっている就職委員会を組織している。情報ビジ
ネス学部と保健医療学部では、就職・進路決定に大きな差異があるため、それぞれ分科会
で具体的事業を計画・実施している。また、就業を考える上で重要な教育プログラムとし
てインターンシップを展開するにあたり情報ビジネス学部にはインターンシップ委員会、
保健医療学部には、病院実習を計画・実施する委員会を設置し、適切な運営に努力してい
る。2012 年度は、情報ビジネス学部・経営学部に於いては、就職委員会とインターンシッ
プ委員会を合同で組織して運営を行った。
＜キャリアセンターの業務＞
カリキュラム上、少人数で行う専門ゼミナールが３、４年生に配置されており、その活
動の中で、進路についても教員による相談、助言がなされているが、就職ガイダンス、求
人票の発送、受付、求人斡旋、就職相談などの具体的な就職活動に対する支援業務は一括
してキャリアセンターで行うことになっている。キャリアセンターによる学生支援は重要
な役割を担い、全学生との面談、希望者への模擬面接、エントリーシートや履歴書の添削
など丁寧な支援がなされている。情報ネットワークを活用した求人票閲覧システム「SOZO
求人検索 NAVI」の整備、ユニバーサルパスポートや携帯電話への就職情報発信などの学
生支援環境の整備も行っている。常勤のキャリアカウンセラーを配置して、就職活動学生
の精神面での支援も 2011 年度引き続き継続している。また、従来より資格講座の開催を
行い、低学年から学生支援を行っている。特に情報ビジネス学部においては、厳しい経済
情勢に対する強化策として、2011 年度は 3 年生秋学期授業開始前に、一泊二日の就職合宿
を主催し就職活動開始の士気を高めた。
＜キャリア教育の展開＞
＜情報ビジネス学部＞
情報ビジネス学部を卒業した後の進路が多様であるため、
学生が進路決定するためには、
学生自身の興味、能力、適性、価値観の醸成が必要であるとの認識に立ち、教務委員会を
中心にキャリア教育関連のカリキュラムを編成している。2006 年に厚生労働省 YES－プ
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ログラム「若年者就職基礎能力支援事業」に基づいたカリキュラム編成を行った。
「若年者
就職基礎能力支援事業」の廃止とともに、2010 年にその改変を行い現在に至っている。就
業観や職業観の形成及び就業に必要な基礎学力の充実を目指して、各種業界人による講演
を行う「キャリア形成」
、基礎学力養成のための「国語表現法」
「キャリア開発１、２」
、就
業のための基本的態度を学ぶ「社会人基礎」を必修科目として配している。また、
「職業研
究」
「企業研究」などの講義を通して職業、業種への理解を深め、インターンシップに参加
する機会を提供している。さらに「総合講座」では、第一線で活躍する経営者の職業観や
哲学観に触れる機会も用意している。
キャリアセンターが就職ガイダンスを通して具体的な就職活動を支援する中で、学生の
就業観や職業観の養成がなされている。具体的にはクレペリンテスト、一般職業適性テス
ト、情報処理適性テスト、SPI 模擬テスト、自己分析・自己 PR 講座、論作文対策テスト
などを通して、学生の自己理解や基礎能力育成に取り組んでいる。
図表 4－4－1 情報ビジネス学部におけるキャリア教育の展開授業科目
新カリキュラム（現 1・2 年生）

旧カリキュラム（現 3・4 年生）

1 年 情報ビジネス概論（必修）

1 年 現代ビジネス概論１（必修）

1 年 職業研究（必修）

1 年 キャリア入門（必修）

1 年 国語表現法（必修）

1 年 国語表現法（必修）

1 年 キャリア開発１（必修）
1 年 キャリア形成（必修）

1 年 キャリア形成（必修）

2 年 社会人基礎（必修）

2 年 社会人基礎（必修）

2 年 キャリア開発２（必修）

2 年 キャリア開発１（必修）

2 年 企業研究

2 年 企業研究１

2 年 総合講座

2 年 総合講座
2 年 企業研究２
3 年 キャリア開発２（必修）

3 年 リーダーシップ・演習

3 年 リーダーシップ・演習

3 年 ビジネスプランニング・演習

3 年 ビジネスプランニング・演習

3 年 インターンシップ

3 年 インターンシップ

＜保健医療学部＞
理学療法学科の学生にとって、理学療法士という保健医療福祉分野への専門職としての
就職を円滑に進める為には、国家試験資格取得が絶対条件となる。そのため、理学療法学
科では国家試験対策担当者を数名配置して支援体制を整えている。4 年次春から国家試験
ガイダンス（3 回）
、模擬試験（7 回）
、対策講座を実施し、学生のグループ学習なども行
っている。また、インターンシップは行われていないが、教育課程に臨地実習が組み込ま
れており、将来自分が目指す専門職の指導者の下で、知識、技術とも十分な体験学習、職
業に対する意識付けが行われている。就職ガイダンスでは、現役理学療法士及び病院経営
者による講演、小論文対策講座、面接対策講座、先輩の就職体験報告会等を実施している。
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看護学科は平成 24(2012)年度には卒業生を輩出することになっている。就職ガイダンス
（計 10 回）は 3 年次から開始し、一部の内容は 4 年次に実施予定である。主な内容とし
ては、就職活動の進め方・自己分析の方法、病院選びのポイント・採用試験について、求
人情報の集め方・インターンシップについて、メール・手紙・送付状の書き方・電話のマ
ナー、公務員試験・保健師採用試験対策について、SOZO 求人検索 NAVI の使い方・登録
について、服装と身だしなみ・言葉遣いや態度のマナー、履歴書の書き方、小論文対策、
面接対策などである。また、今年度は学内病院セミナー（26 病院参加）を行い、職業に対
する意識づけを行っている。4 年生に対しては看護学科就職委員、4 年生チューター、キ
ャリアセンター職員らが連携をはかり個別面接を実施して、個々の就職試験対策指導を行
ってく方針である。
以上のような組織運営の中で、卒業者全体に対する就職率はデータ編表 4－13、データ
編表 4－14 に示す通り、高い数字となっており、フリーター、ニートを出さない大学とし
て定着しつつある。なお、2012 年度より経営学部が設立されるため、その運営方法につい
ての検討を行った。経営学部の卒業生を輩出するのは 4 年後であるが、就職先の開拓や就
職支援あのあり方を検討することを確認した。また、キャリア教育を充実させて就職を成
就させるために必須である学生個々の就業観や職業観の養成に努めることを確認した。
（２）４－４の自己評価
厳しい就職環境の中、学生の就業・就職支援のために、教学組織と事務組織が一体とな
って取り組む体制が形成されている。情報ビジネス学部と保健医療学部の就業形態の異な
る２学部では、それぞれの状況に応じた体制の形成が検討され試行されている。事務局の
中に学生の就職・就業を支援する専門の部署「キャリアセンター」が設置されるとともに、
教学組織との連携のため就職委員会が設置され情報交換がなされている。また、情報ビジ
ネス学部における具体的な就職活動における支援においては、キャリアセンターのきめ細
かい指導が実施されている。また、キャリア関連科目の配置など、キャリア教育に関する
体制も整備されている。以上の状況を評価すると、大学全体で組織的な就職・進学支援等
の体制が整備され適切に運営されていると評価できる。
なお、情報ビジネス学部においては就職率が低下傾向であること、一部の学生の就職活
動が必ずしも活発であるとは評価できないことなど、状況改善の余地が残されている。ま
た、保健医療学部においては、キャリアを展開するためには卒業時の国家資格取得は必須
であることから、国家資格対策の強化など検討すべき事項がある。
（３）４－４の改革・向上方策（将来計画）
学生の就業・就職支援において、進路決定に必要な自己理解や社会理解を深化させるこ
とと就業に必要な能力開発の両面の支援が必要である。また、就職活動のサポートや相談
対応など精神的なケアも含めた就職活動支援の仕組みが必要である。以上のように学生が
適切な進路選択できるようにするためには、教学組織と事務組織が一体となってきめ細か
な対応が可能な体制とその運営方法を検討する必要がある。
就業意識や就職活動においては個人の特性の違いが大きく、画一的な対応では十分な学
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生支援が行えない状況になっている。そのため、ゼミナールにおける教員や就職あっせん
時のキャリアセンター職員による相談、
助言などの個別対応を強化する必要がある。
また、
就業に必要な基礎能力育成においてもそのバラツキが大きいため個別に支援できる体制の
整備が求められている。さらに効率的な支援を実現するためには、個別に対応した状況が
関係者で共有できるよう体制が求められる。
キャリア教育の展開の中で、社会で求められる能力としてコミュニケーション力、主体
的に活動する能力、協働できる能力など、社会性を醸成することが求められている。これ
らを具現化する教育方法や学生支援方法を教務委員会とともに検討する必要がある。

［基準４の自己評価］


各学部学科の求める人物像としてのアドミッションポリシーは明確である。



本学で実施している入学試験は、様々な特性を持つ高校生を受け入れるために効果的
である。



収容定員に対する在籍者数の比率は、正常な数値の範囲でないことは確かである。早
急に対策を構築する必要がある。



入学予定者に対する入学前学習から始まり、入学後の少人数を対象とするきめの細か
い学習支援体制は、効果を発揮している。ただ、学生の基礎学力の違いが大きくなる
傾向があり、学力が劣る学生をサポートするための方法を考える必要がある。



厚生補導のための組織、経済的支援、課外活動への支援は概ね適切に行われている。
学内施設の改善、健康・心的相談の体制には、課題が残っている。学生からの意見の
汲み上げ方法についても改善が必要である。



現在までの就職内定率からみれば、本学の学生に対する就職支援が適切に行われてい
ると判断できる。

［基準４の改善・向上方策（将来計画）
］
学生に対する、教育・サービス・就職支援は一部を除いて適切に行われていると考える。
ただ、入学する学生が多様化し、これまでの体制では対応が難しい問題が発生してきてい
る。基礎学力の向上を図るプログラムの検討、施設の改善、平成 21(2009)年度をめどに専
門知識を持つ職員の保健室配置、先輩学生による就職支援プログラムのサポートなどが現
時点で準備している内容である。また、アドミッションポリシーの表現形式については各
学部学科の教授会が中心となり、早急に統一を図る。
入学者の確保は、大学の存続を考える上で最重要な課題であるが、効果的な方法が見い
だせないでいる。しかしながら、次世代社会の担い手である創造性豊かな人材の育成を行
うという教育理念のもと、一人ひとりの学生に対して、今後もきめの細かい教育を行い、
社会に有用な人材を一人でも多く送り出し、大学としての実績を積み重ねていく。結果、
本学の教育力を示し、本学の評価を高めるよう努力する。
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基準５ 教員
５－１ 教育課程を遂行するために必要な教員が適切に配置されていること。
《5－1 の視点》
５－１－① 教育課程を適切に運営するために必要な教員が確保され、かつ適切に配置さ
れているか。
５－１－② 教員構成（専任・兼任、年齢、専門分野等）のバランスがとれているか。
（１）５－１の事実の説明（現状）
① 本学の教員組織はデータ編表 F－6 に示す通りである。平成 24(2012)年 5 月 1 日現在
の専任教員数は 57 人（学長を除く）で、その内訳は情報ビジネス学部キャリアデザイン学
科 12 人、保健医療学部理学療法学科 20 人、保健医療学部看護学科 23 人、経営学部経営学
科 2 名である。それぞれ大学設置基準第 13 条に示された必要な専任教員数を上回って配置
している。現在の在籍学生数（キャリアデザイン学科 182 人、理学療法学科 258 人、看護
学科 346 人、経営学科 27 名、計 813 人）より専任教員 1 人当りの学生数を算出すると、
キャリアデザイン学科 15.0 人、理学療法学科 12.9 人、看護学科 15.0 人、経営学科 14.0 人
となる。
なお、
大学院については、
経営情報学研究科、
健康科学研究科ともに専攻の規模が小さく、
教育研究上の支障がないため両科とも基礎となる学部の教員が兼担している。
② 専任教員 57 人の職位別男女構成はデータ編表 5－1、年齢別構成はデータ編表 5－2
に示す通りである。専任教員の定年は原則 65 歳であるが、研究・教育の運営上、理事長
が特に必要と認めた教員については、「特任教授」として再任用されている。教員の職位
バランスは、教授 30 名（52.6％）
、准教授 9 名（15.8％）
、講師 10 名（17.5％）
、助教 8
名（14.0％）であり、教授が半数を占める。年齢構成は、61 歳以上が 13 名（22.8％）
、51
、41～50 歳が 18 名（31.6％）
、40 歳以下が 11 名（19.3％）
歳～60 歳が 15 名（26.3％）
で、40 歳代が多いものの全体的としてバランスは取れている。また、専任教員の男女構成
は男性 34 人（57.6％）女性 25 人（42.4％）という状況である。
学部における専任、兼任（非常勤講師）の教員数はデータ編表 F－6 の通りである。非
常勤依存率はキャリアデザイン学科 65.4％、理学療法学科 44.0％、看護学科 53.0％、経
営学科 45.2％でキャリアデザイン学科の非常勤依存率が高い。これは基礎教育科目や資格
取得に関する科目が多数開講されており、これらの多くが専任教員の専門外の科目となる
ため非常勤講師の任用数が多い。
（２）５－１の自己評価
大学設置基準に必要な教員数を上回る教員を配置し、教育課程を適切に運営するのに必
要な教員確保をしており評価できる。職位に関しては教授数が過半数を占め、高度な経験
と知識を学生に提供している。また、年齢構成及び男女構成はバランスがとれており評価
できる。特に、男女比のバランスがとれたことは、今後の女子学生の確保及び指導の点を
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考えても十分評価できる。また、専任教員 1 人当りの学生数から、本学の目指す少人数寺
子屋教育実践のための基盤は整っていると評価できる。
（３）５－１の改善・向上方策（将来計画）
平成 24(2012)年 4 月、情報ビジネス学部キャリアデザイン学科を募集停止し、経営学部
経営学科を新設した（入学定員 76 人、収容定員 320 人、3 年次編入学 8 人）
。これにより
情報ビジネス学部の専任教員数は 12 人、経営学部は 2 人となり、経営学部の完成年度に
向けて情報ビジネス学部教員は経営学部に移行する。ただし、情報ビジネス学部の授業科
目については、在校生が卒業するまで継続して開講する必要があり、募集停止したとはい
え科目数が多く、非常勤講師の依存率が高い状況にある。ここ 2～3 年は移行期にあたる
ため、その数値に劇的な変化はないが、徐々に非常勤依存率は低くなる見込みである。
一方、保健医療学部理学療法学科では大幅な教員の異動はなく、看護学科は学年進行中
である。
今後も設立申請時の計画に則り、
教育課程を適切に運営するのに必要な教員確保、
適正配置を継続する。

５－２ 教員の採用・昇任の方針が明確に示され、かつ適切に運用されていること。
《5－2 の視点》
５－２－① 教員の採用・昇任の方針が明確に示されているか。
５－２－② 教員の採用・昇任の方針に基づく規程が定められ、かつ適切に運用されてい
るか。
（１）５－２の事実の説明（現状）
教員の採用・昇任については「豊橋創造大学教員資格基準」によっている。この基準の
前文には、
「本学の教授、准教授、講師、助教、助手を採用する場合及び昇任させる場合は
この基準の定めるところによる。教授は専門とする学術の進歩に寄与しかつ本学の教育に
対し責任を負う。准教授、講師も前記教授に準じ、それぞれ職分に対し責任を持つものと
する。本学の教員の採用、昇任は、人格､健康､教授能力、教育業績、学会､並びに社会にお
ける活動等について行う。
」とその方針が明示されている。かつ、職位ごとにその条件が示
されている。
教員の募集については、その都度公募ならびに大学関係者（他大学を含む）より紹介、
推薦をうける方法で実施している。教員の採用・昇格に関しては、教員資格審査委員会が
「豊橋創造大学教員資格基準」に基づき、同基準に示す人格、健康、教授能力、教育業績、
学会、並びに社会における活動等を審査し、結果を教授会に答申し、学長の承認を得た後
に、理事長より任命され辞令が交付されることになっている。
教員の採用・昇任に関しては、
「豊橋創造大学教員資格基準」
（平成 8(1996)年 4 月 1 日
制定・平成 19(2007)年 4 月 1 日改正）として規程化され、それに基づいて適切に運用され
ている。
（２）５－２の自己評価
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教員の採用・昇任に当たっては、本学の教育目的・目標を実現するため教育課程、授業
に適合した人物を学部・学科等の意見・要望等を勘案し適切に選考が行われている。新学
科の設置､改廃､定員変更、教育課程改訂等、それぞれに適合した採用・昇任・整理退職、
移籍人事について、
スムーズかつバランスのとれた運用が実施されているものと評価する。
（３）５－２の改善・向上方策（将来計画）
教員の募集については、紹介・推薦方式では広く優秀な教員を採用するという観点では
問題がないではない。かつて本学の前身であった豊橋短期大学時代に公募をした経験があ
るが現在は実施していない。しかし広く人材を求められると言う長所のある公募について
も検討をしたい。また、学則第 1 条の目的及び使命に示されている、
「人間味あふれる人
格の形成と、専門的職能教育を施す」と言う目的に対応した実務的教育、実務体験を生か
した教育実践に適した教員の採用計画を進める必要もある。
これからの時代の変化、社会のニーズに応じた大学の改革・改組並びに教育課程の改訂、
学生の満足度を高める教育等の推進のため、組織の活性化を目標とした教員の任期制の導
入を検討していく。また、非常勤講師等の任用についても制度化を検討したい。

５－３ 教員の教育担当時間が適切であること。同時に、教員の教育研究活動を支援する
体制が整備されていること。
《5－3 の視点》
５－３－① 教育研究目的を達成するために、教員の教育担当時間が適切に配分されてい
るか。
５－３－② 教員の教育研究活動を支援するために、TA(Teaching Assistant)等が適切に
活用されているか。
５－３－③ 教育研究目的を達成するための資源
（研究費等）
が適切に配分されているか。

５－３の事実の説明（現状）
① 学長 1 人を除く本学の専任教員の 1 週当りの担当授業時間数はデータ編表 5－3 の通
りである。本学専任教員の責任担当授業時間は 12.0 時間（1 授業時間 120 分）となってお
り、各学科とも概ね責任担当時間以上の授業時間を担当している。情報ビジネス学部は平
成 24(2012)年 4 月に募集停止したが、2 年次以降の専門教育科目は本年度も昨年同様開講
するため専任教員の担当時間数に大きな変化が見られず、担当授業時間数が多い。理学療
法学科は、演習、実習科目を複数の専任教員で担当しているため、担当授業時間数が多い。
看護学科は完成年度を迎え実習指導時間数を授業時間に含め算定したため、他学科に比べ
て特に担当授業時間数が多い結果となった。さらに、保健医療学部の教授陣は健康科学研
究科に関する科目も担当しており、教授陣の担当時間数が増えている状況である。
学科の開設授業科目における専兼比率はデータ編表 5－4 の通りである。各学科ともに
専任教員が必修科目を担当する割合が非常に高い。
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② 本学では、平成 12(2000)年度より「ティーチング・アシスタントに関する規程」及び
「授業補助員に関する要領」を定め、大学院生及び学部学生を募り、必要に応じてこれを
配置している。配置の基準は、
ア 受講学生数が 150 名以上で、小テストなどを行う場合
イ 実習及び演習の履修学生に対する技術上の助言等を行う場合
ウ その他学長が認める場合
としており、平成 24(2012)年度春学期の配置状況は TA が 6 名（のべ 250 コマ）
、授業補
助員は 4 名（のべ 210 コマ）で合計 10 名（のべ 360 コマ）を配置し、有効に活用されて
いる。
また、教員の教育研究活動を支援するための組織として、本学には、学内のパソコン関
連施設の管理を行うシステム管理室と、パソコン施設の日常的な備品のサプライや教員・
学生からのパソコンに関する日常的質問に対応するためのサポートセンターを設置して
いる。システム管理室には、業務委託先企業の職員が 1 名常駐して日常業務を担当するほ
か、週に１日程度、業務委託先のエンジニアが来訪してメンテナンス業務に従事している。
サポートセンターでは、教務課職員が 1 名常駐するとともに、パソコンに関する知識の
高い学生スタッフ（主に大学院生）やアルバイトの協力を得ながら、教員・学生への便宜
を図っており、有効に活用されている。
③ 本学では専任教員のための研究環境として個人研究室を提供し、年度ごとに以下のよ
うに個人研究費の支出可能額を設定している。これに加え、科学研究費や企業等からの学
外研究費等が加わるが、外部からの資金の導入については学問の性質上、あまり多くない
のが現状である。
【個人研究費の支出可能額】
情報ビジネス学部
経営学部

保健医療学部
理学療法学科

看護学科

学

長

530,000 円

教

授

500,000 円

490,000 円

600,000 円

准 教 授

490,000 円

480,000 円

450,000 円

講

師

480,000 円

470,000 円

350,000 円

助

教

470,000 円

460,000 円

320,000 円

助

手

200,000 円

150,000 円

（２）５－３の自己評価
教員の担当授業時間については、責任授業時間を週 12.0 時間（１授業時間 120 分）と
しており、それを基準に配分しているが、本年度は各学科とも平均して責任授業時間を越
えて担当しており、教員の負担が増加傾向にある。情報ビジネス学部の時間数が多いこと
については平成 24(2012)年 4 月に募集停止したものの 2 年次以降の専門教育科目の開講科
目数が多く、
専任教員の担当時間数にあまり変化がなかったことが原因としてあげられる。
演習の多い理学療法学科については複数で 1 科目を担当することが多く、演習科目を担当
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する PT 教員の担当時間数が多い。看護学科では実習授業を現地で本学教員が直接行って
おり、特に実習先の受入れ状況によって実習を少人数に対して複数クール実施する領域が
あり、担当授業時間数が他学科に比べ非常に多い結果となった。
ただし、人による差が大きいのが現状で、学科に関係なく演習・実習科目を担当する教
員については極端に担当時間が多かったり、一方で週 1 日の勤務条件で任用された教員や
個別の事情による勤務形態が異なる教員については授業時間が週 12.0 時間を下回る場合
もあり、ばらつきがある。
また、近年、免許・資格取得講座や就職試験対策、リメディアル教育など、その教育研
究活動の範囲が多種多様化しているばかりでなく、各種委員会の活動を含めた教員の学内
業務も多いため、専門科目の教育にかける時間的な余裕が不足している。特にその専門性
から特定教員に業務が集中するケースも見られるので、授業担当時間と学内業務全般を含
んだ仕事量の平均化に向けた対策、看護学科においては臨床実習の助手等の有効的な任用
についての検討が必要である。
TA 等の配置については、これまで演習系科目を中心にした配置を行ってきており、有
効に活用されているので評価できる。サポートセンターについても学内のパソコン環境に
関するメンテナンスに留まらず、パソコンに関する様々な質問や要望などを、教員、学生
が気軽に持ち込める場所として機能しており、評価できる。
個人研究費等は安定して利用されているが、全体として学外研究費の導入が多いとは言
えないため、今後その導入に努力していく必要がある。
（３）５－３の改善・向上方策（将来計画）
情報ビジネス学部教員は新設された経営学部に段階的に移籍となり、担当授業科目も見
直される中で、適正な担当授業時間数の平均化がなされる見込みである。看護学科は、実
習担当時間数が多く、通常の講義、演習科目の運営・指導に支障をきたさないためにも、
実習の運営方法の改善や臨床実習助手の任用について具体的に検討する。
また、平成 24(2012)年度から、学内での業務の平準化を検討するために学長主導で「教
員業績自己評価シート」の提出が義務付けられた。
「教育に関する事項（担当授業科目、時
間数実習担当時間数）
」
、
「研究に関する事項」
、
「社会貢献に関する事項」
、
「学内行政に関す
る事項」の 4 項目について前年度の実績を教員が記入し学科長に提出するもので、このこ
とにより、今後、担当授業時間数のみならず、教員の業務全般の平準化に向けて具体的な
検討が行われることになる。
TA 等の配置については、本来であれば配置したほうが望ましい科目でありながら、そ
の確保が出来ず配置できない場合があった。今後は、TA 要員を充足するため、募集告知
を強化させ、教員からゼミ学生へ協力を呼びかけるなど、対象学生の質的・量的な確保に
努める予定である。サポートセンターについては順調に機能しているが、定着したために
ますます教育支援サポートの要望が高まり、業務過多になっている。職員の増員又は業務
改善の方法を検討する。
研究費等については、今後も継続して学外研究費導入のための努力を進めていく。
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５－４ 教員の教育研究活動を活性化するための取組みがなされていること。
《5－4 の視点》
５－４－① 教育研究活動の向上のために、ＦＤ等組織的な取組みが適切になされている
か。
５－４－② 教員の教育研究活動を活性化するための評価体制が整備され、適切に運用さ
れているか。
（１）５－４の事実の説明（現状）
本学の教育理念や教育目標を踏まえて、各科目の到達目標を設定・達成するため、まず
定期的な教育効果の測定によって現状把握を行っており、
① 教員による学力評価（試験または課題提出など）
② 学生による授業評価（授業評価アンケート：学生の主観的な満足度、理解度、興味の
深化などを自己評定）
③ 担当教員による科目ごとの総合的授業評価（講義科目自己点検シートの作成）
④ 教員による授業の相互参観（情報ビジネス学部のみ）
を実施している。
①の「教員による学力評価」については、従来型の試験による評価に加えて、レポート
課題、フィールドワークにもとづく課題、演習型課題など、科目の特性と学生の到達度に
合わせて、各科目の担当教員が適切と考える方法を選択している。
②の学生アンケートについては、受講生が少ない科目（10 人未満）を除いて、原則的に
全科目実施してきた。ただ、1 教員につき複数科目のアンケート調査を行っても、科目ご
との差異はそれほど見られず、教員の授業改善のための情報収集としては 1 科目で十分で
あると思われ、平成 24(2012)年度より、アンケート調査科目を 1 教員 1 科目のアンケート
調査を実施することに変更された。
集められたアンケート用紙は教務課でデータ処理をし、
評価結果を担当教員にフィードバックしている。結果については、自由記述欄の回答も含
めて、教員内で公開している。②の学生アンケートの結果をふまえ、各学期終了時に③の
「講義科目自己点検シート」を作成し、教員内で情報を共有し、他科目での状況を把握す
るとともに講義の連携を図るために利用している。また、
「講義科目自己点検シート」のう
ち「上記アンケートに対する自己評価」及び「次期学期に向けた改善点」の項目について
は、学生の要望やニーズに応えるため、冊子にして図書館で公開している。
また、教育改善への組織的な取り組みとして、シラバスの充実と FD への取り組みを行
っている。シラバスは毎年、全学生に配布し、学生が大学での学習を円滑に行うことがで
き、それぞれの目標を達成できるようにしている。なお、シラバスの主な掲載項目は「教
育理念」
「教育課程」
「履修」
「授業内容紹介」
「学舎配置図」
「研究室一覧」
「教員メールア
ドレス一覧」
「個人情報の取扱について」
「授業心得」である。
全学の FD 活動については、豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部合同 FD 委員会（以
下「合同 FD 委員会」という）が統括し「学生による授業評価アンケート」
「FD 講演会」
などを行っている。合同 FD 委員会は、全学 FD 活動の充実を図るべく、これまで自己点
検・評価委員会の専門部会の下部組織として FD 活動を担当していた FD 分科会を独立さ
せ、平成 22(2010)年 10 月に設置された。また、それぞれの学部学科特有の FD 活動につ
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いては、学科特性を考慮し各学科の教務委員会または FD 関連委員会が中心に活動を行っ
ている。
全学に係わるおもな FD 講演会、研修会等については次表の通りである。
名称・実施日
FD フォーラム

テーマ・講演者等
教育改善を進めるために、今できることは何か？

平成 23(2011)年 3 月 10 日

筒井洋一（京都精華大学人文学部教授）
「学生を伸ばす授業とは」取り組みと効果
・入門ゼミナールにおける他者紹介文作成の取り組み
島田大助（情報ビジネス学部）
・初年次学生に対するセルフマネジメントノートの活用
永井邦芳（保健医療学部看護学科）
・基礎ゼミナールを活用したアーリーエクスポージャーの展開
後藤寛司（保健医療学部理学療法学科）
・リメディアル教育から見えてきたもの
～基礎学力教育とサポートセンターの役割～
見目喜重、今井正文、三好哲也（情報ビジネス学部）

FD 講習会

Universal Passport について

平成 23(2011)年 8 月 31 日

野嶋賢司（日本システム技術株式会社）
Universal Passport を利用した本学が目指す学生支援案
稲田充男（健医療学部理学療法学科）
Universal Passport 操作説明会（含 実習）

FD フォーラム
平成 24(2012)年 3 月 14 日

入学前・初年次教育の現状と課題
～ある保育者養成校の取り組みから～
上田敏丈（名古屋市立大学大学院人間文化研究科准教授）
「出口を見据えた入り口からの教育」
・保育系学生のための初年次教育
青嶋由美子（短期大学部幼児教育保育科）
・
「初年次教育」が教員に要請する変革
今泉仁志（短期大学部キャリアプランニング科）
「補助事業報告」
・振り返りシートについて
加藤尚子（情報ビジネス学部キャリアデザイン学科）
・成果物共有システムについて
五味悠一郎（情報ビジネス学部キャリアデザイン学科）

（２）５－４の自己評価
複数教員が同一科目を分担して担当している科目に関しては、必要に応じて担当者会議
が開催され、学力評価の方法、評価基準などについて、情報を共有してきた。担当教員に
よる科目ごとの自己点検（講義科目自己点検シートの作成）を実施し、すべての科目に関
して、授業内容と教育効果との関係や成績分布などについて、他の教員と情報共有するこ
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とが可能になった。これによって、関連科目間の連携も進めやすくなることから、より具
体的な授業改善の手がかりが得られるようになった。なお、平成 24(2012)年度より学生に
よる授業評価アンケートを 1 教員 1 科目に絞り込み、
より深化した分析が期待されている。
情報ビジネス学部で実施している教員による授業の相互参観は、同僚教員による評価と
学生による授業評価アンケートを合わせて解釈することにより、実際に改善する必要のあ
る問題点をより明確にできるものと考える。保健医療学部では、特に教員による授業の相
互参観という形では行っていないが、学部の性格上、複数教員で担当する科目が多く、常
に同僚教員と授業方法を検討しながら授業を行っている。これにより、教員の授業参観と
同様の効果が期待できる。
（３）５－４の改善・向上方策（将来計画）
学生アンケートについては、
これまで種々の改良が実施されたが、
これらの改良の結果、
実際に有用な回答が増加したかどうかなどの詳細な分析は、今後実施する必要がある。ま
た、
アンケートの実施方法や公開の是非については、
いまだ議論が継続中であることから、
評価項目の精査も含めて、合同 FD 委員会にて検討を続ける。学生アンケートの結果なら
びに教員による回答の公開については、公開の時期ならびに公開項目についても、合同 FD
委員会にて検討を続ける。
FD 活動、特に本学でも重要課題となっているリメディアル教育や導入教育に関しては
他大学の対応例を参考に、リメディアル教育プログラムの策定中であるが、具体的に人員・
日程等が決まり次第実施する。平成 22(2010)年度については、情報ビジネス学部では基礎
数学復習講座を、保健医療学部では理数系科目補習（生物及び数学）を実施した。平成
23(2011)年度にも引き続き、情報ビジネス学部では基礎数学復習講座を、保健医療学部で
は理数系科目補習（生物及び数学）を実施した。さらに、本学と同様の問題を抱えつつ成
果をあげている他大学の視察や、最近導入された新しい教育方法の研修を可能にする制度
（費用、研修期間の確保を支援）の導入についても継続して検討する。
また、FD 講演会、FD 研修会の実施についても合同 FD 委員会が中心となって検討を続
ける。

［基準５の自己評価］
教育課程を遂行する教員は、大学設置基準に照らし適切に配置され確保されている。教
員の構成もバランスのとれた妥当な水準を維持しているものと評価している。教員の採
用・昇任についても規程に従って適切に実施しているため、現時点特段の問題はない。
専任教員の担当時間数は、編成しているカリキュラムによって多寡が生じていること、
また学内各種委員会等の所属や各種の実習を伴うことによる勤務時間の長短が生じている
ことも否定できない。従って年度初めに当たっての打ち合せ会で調整しているのが実情で
ある。特にモジュール方式のカリキュラムを編成している情報ビジネス学部では、一部専
任教員の負担増並びに非常勤講師の増加の一因となっているため、教育課程を含め引き続
き検討課題と考えている。
教員の教育研究活動の支援・活性化については、各学科の教務委員会や合同 FD 委員会
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が中心となり FD 等の取り組みが鋭意行われるようになった。また学部・学科を超えた全
学合同 FD 委員会が設置され、教員による授業の相互参観や、学生による授業アンケート
等を実施し、授業改善・活性化に取り組んでいる。
［基準５の改善・向上方策（将来計画）
］
教育研究目的の達成のため、学生や社会の要望に対応できるよう教育課程の見直し、そ
れらを踏まえた教員配置、担当授業時間数等の見直しについては引き続き検討する。また
懸案であった各学科の「三つの方針（アドミッションポリシー・カリキュラムポリシー・
ディプロマポリシー）
」が、平成 22(2010)年度末に策定され、各教員の共通理解とともに
今後の教育研究活動の指針にすることとなった。
理学療法学科および看護学科はともに国家試験が課されるためその対策にさらなる努
力が期待される。両科に基礎を置く大学院（健康科学研究科健康科学専攻）が認可され、
平成 22(2010)年 4 月より開設されたこともあって、学部、大学院の一層の充実を期待した
い。
また、情報ビジネス学部については、入学定員を充足できない期間が続き、抜本的な改
革が迫られており、昨年度より「情報ビジネス学部あり方検討会」を設け、検討の結果、
新学部「経営学部・経営学科」を設置することとし、平成 23(2011)年度末、教授会、理事
会の承認を得て、平成 24(2012)年 4 月 1 日より開設し、学生募集を行っている。併せて「情
報ビジネス学部」の学生募集を停止した。新学部の推移を見守りたい。

基準６ 職員
６－１ 職員の組織編制の基本視点及び採用・昇任・異動の方針が明確に示され、かつ適
切に運営されていること。
《6－1 の視点》
６－１－① 大学の目的を達成するために必要な職員が確保され、適切に配置されている
か。
６－１－② 職員の採用・昇任・異動の方針が明確にされているか。
６－１－③ 職員の採用・昇任・異動の方針に基づく規定が定められ、かつ適切に運用さ
れているか。
（１）６－１の事実の説明（現状）
本学園の事務組織は、法人・大学・高等学校に分かれている。そのうち大学の事務組織
については、豊橋創造大学及び豊橋創造大学短期大学部、豊橋創造大学大学院の事務を、
部課室ごとに一括して担当している。なお、平成 19(2007)年 1 月より事務局の組織改革を
行い、教学部、渉外部、総務部の 3 部体制とした。その組織図は図表 6－1－1 の通りであ
る。
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図表 6―1―1 事務組織図（再掲）
※ 事務局
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大学と短期大学部、大学院の事務を事務局として兼務する形態をとっており、全体で職
員 28 人、嘱託職員 4 人、パート 7 人の計 39 人がそれぞれの部署に配置され、一部、課の
兼務や教員との兼務も取り入れながら効率的かつ機能的な組織体制を目指している。
なお、
職員の大学または短期大学部への所属内訳は図表 6－1－2 の通りである。
図表 6－1－2 所属別職員数（平成 24(2012)年 5 月 1 日現在）
（再掲）

単位：人

所属

職員

嘱託職員

非常勤嘱託

パート

合計

大学

20

2

0

6

28

短期大学部

8

2

0

1

11

合計

28

4

0

7

39

（２）６－１の自己評価
大学、短期大学部、大学院の事務を一括して行う体制は、看護学科の開設などがあり一
人当たりの業務量も多くなっているが、規模や費用、機能面から見て良好な状況にあると
判断している。
「学校法人藤ノ花学園業務組織及びその運営に関する規程」第 17 条には、
「職員の任用に関する規定は、別に定める」とあるが、これに該当する規程は現状では未
整備となっている。このことは本学が大学としての歴史も浅く、職員全体が比較的若い年
齢層にあり、採用、昇任、異動等にかかる規定を設ける段階に至っていなかったのが実情
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である。
（３）６－１の改善・向上方策（将来計画）
今後、職員の任用に関する規程の整備を含め、他大学の事例も参考に望ましい方策を検
討する。

６－２ 職員の資質・能力の向上のための取組み（SD 等）がなされていること。
《6－2 の視点》
６－２－① 職員の資質・能力の向上のための研修、SD 等の取組みが適切になされている
か。
（１）６－２の事実の説明（現状）
私立大学を取り巻く状況は近年大きく変化しており、職員の資質向上のための研修は従
前に増して重要となっている。本学の職員研修に関しては、OJT(On the Job Training)に
よるところが多いが、本学職員の資質向上、あるいは業務遂行上必要性ありと判断する場
合には、文部科学省や私学団体等が開催する各種研修会に担当業務に応じて職員を参加さ
せている。
また、平成 22(2010)年 12 月からは、年末の午後半日分の時間を利用し、いくつかのテ
ーマを設定して外部・内部の講師による本学全職員を対象とした SD 講演会を毎年度行う
こととしている。
（２）６－２の自己評価
全職員を対象とした学内研修は、業務との関係上実施できない事情もあり、必ずしも十
分とはいえない状況ではあるが、本学職員の資質向上を図るため研修の重要性は十分認識
しており、担当職務ごとの学外研修にできるだけ多くの職員が参加できるよう配慮されて
いる。
（３）６－２の改善・向上方策（将来計画）
事務職員の資質向上は、今後ますます重要な課題となることは十分予想される。特に若
手職員の育成はこれからの大学の充実・発展に不可欠な要素であることから SD 等の活動
を積極的に推進する必要性がある。従来不足していた職員の学内研修について、実施時期
や内容など、職員からの要望も聴取し、その実施方法について検討する。

６－３ 大学の教育研究支援のための事務体制が構築されていること。
《6－3 の視点》
６－３－① 教育研究支援のための事務体制が構築され適切に機能しているか。
（１）６－３の事実の説明（現状）
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教育研究を支援する部署としては、主に教学部教務課と総務部庶務課が該当する。教学
部教務課は学部・大学院の教育課程に関する事務を担当し、総務部庶務課では、研究費の
執行や科研費の申請事務、企業等からの委託研究に関する事務を担当している。具体的に
は、教務システムの導入など IT 化による業務の効率化、学部増加に伴う学年歴の調整、
シラバスの作成、学則変更などの共通事務の推進のほか、学部教務委員会、学生委員会な
ど各種委員会の事務取りまとめ等の後方支援を行っている。また地域と連携して教育研究
を実施する場合には、渉外部に所属する地域貢献センターも地域との連携についての業務
を行っている。なお、事務局の部課長会を、支障のない限り、毎週月曜 9 時から 1 時間程
度開催し、情報の共有を図り、事務局全体で教育研究を支援する体制を整えている。
（２）６－３の自己評価
事務局各課は、教育研究業務を主として議題とする教務委員会、図書委員会、ネットワ
ーク管理委員会など各種委員会の庶務を担当するとともに、事務局職員が各種委員会の構
成員となり議事に参加している。これにより教員組織と事務局との連携を保ち、教育研究
を支援する上で重要な役割を担っている。
反面、
事務処理量が増加しているのは否めない。
特に、科研費や企業等からの委託研究の増加により、総務部庶務課での研究支援の事務量
が増加している。
（３）６－３の改善・向上方策（将来計画）
事務局が一体となって教育研究の支援体制をとっているが、支援可能な業務量には限界
がある。支障なく教育研究を支援する上で、事務量の増加に対応した事務組織のあり方を
事務局で検討し、パートの雇用も含め適正な人員配置に努める。

［基準６の自己評価］
職員の任用に関する規程が現状では未整備である。職員の担当職務ごとの学外での研修
へは毎年参加しているが、学内での外部講師による職員全体に対する業務関連の研修は実
施されていない。科研費や企業等からの委託研究の増加により、研究支援の事務量が増加
している。
［基準６の改善・向上方策（将来計画）
］
職員の任用に関する規程の整備を含め、今後望ましい方策を検討する。また、学内での
職員研修について、実施時期、内容について検討を行う。さらに、研究支援に関する事務
量の増加に対応した事務組織のあり方と有効な財源獲得策等について、教職員の意識改革
を含め、総合的な協議・検討を行う。
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基準７ 管理運営
７－１ 大学の目的を達成するために、大学及びその設置者の管理運営体制が整備されて
おり、適切に機能していること。
《7－1 の視点》
７－１－① 大学の目的を達成するために、大学及びその設置者の管理運営体制が整備さ
れ、適切に機能しているか。
７－１－② 管理運営に関わる役員の選考や採用に関する規程が明確に示されているか。
（１）７－１の事実の説明（現状）
①学校法人藤ノ花学園は、藤ノ花女子高等学校、豊橋創造大学、豊橋創造大学短期大学部
を併設する学園である。学園全体を通して理事会、評議委員会が設置されている。
この根拠は「学校法人藤ノ花学園寄附行為」に規定され、理事並びに評議員は規程に従
って選出され、大学関係者から学長と副学長（2 人の内 1 人）が理事として理事会に参画
している。また評議員会には学長、副学長（2 人の内 1 人）
、事務局長の 3 人の教職員が参
加している。それぞれの会はほぼ定期的に開催されている。これとは別に常勤理事による
「常任理事会」が原則理事会の開催月を除いた月毎の最終火曜日に開催されている。常任
理事会は理事長が招集し、理事会の包括的授権に基づいて、日常の業務を執行している。
大学には、管理運営体制として、運営協議会、教授会、学科会議、常任委員会、特別委
員会、並びに事務局部課長会が設置され、大学を取り巻く諸般の課題解決に当たり、それ
ぞれの機能を適切に果たしている。これらの体制は「豊橋創造大学運営組織規程」､「豊橋
創造大学教授会規程」並びにそれぞれの常任委員会並びに特別委員会の規程に基づいて設
置・運用されている。
学校教育法施行規則第 143 条に準拠する本学の運営協議会は理事長、学長、副学長、学
部長、研究科長、学科長、図書館長、短期大学部の科長、各種委員会の委員長、事務局長
を始め事務局の部課長で構成されている。なお、
「豊橋創造大学運営組織規程」第 6 条に
は、
運営協議会は、学長の諮問機関として次の各号に掲げる事項を協議する。
（１）教授会のための議案の整理
（２）各常任委員会の連絡調整
（３）その他学長が必要と認めた事項
と規定している。
理事長は、原則毎回出席し、必要ある場合は意見を陳述しリーダーシップを発揮してい
る。同一キャンパスに大学、短期大学部の各学科が共存していることもあって、学内の統
一的な管理・運営・教職員の意志統一のために、有効かつ必要な組織としてその機能を果
たしている。
運営協議会は毎月第 1 水曜日を、また教授会は毎月第 2 水曜日を定例的な開催日として
いる。常任委員会並びに特別委員会も原則第 3 もしくは第 4 水曜日に設定しているが、原
則に捉われず随時機動的に開催をしているのが実情である。
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教授会は原則毎月１回、学科単位で開催され、必要ある時は臨時教授会が招集される。
教授会は、
「豊橋創造大学教授会規程」により、学長､副学長､教授、准教授、専任講師及び
助教で構成され、必要のある場合はその他の教職員も参加できることになっている。なお
教授会は、同規程第 8 条に
教授会は、次の審議事項について審議する。
（１）学則、その他必要な規則の制定・改廃に関する事項
（２）講義又は演習の担当及び学科課程に関する事項
（３）教育職員の資格審査について学長の諮問した事項
（４）学生の入学・休学・復学・退学・除籍・再入学・学科変更・転学・編入学及び科目
等履修生に関する事項
（５）学生の課程修了及び卒業認定に関する事項
（６）学生の厚生・補導・賞罰に関する事項
（７）主要な大学行事に関する事項
（８）主要な施設等の新設・改廃に関する事項
（９）その他重要な事項
と規定し､この範囲内での審議が行われている。審議事項によっては、利害関係者の出席が
排除されることになっている。なお事務局部課長会は、毎週月曜日に、定例的に開催され
ている。
②「学校法人藤ノ花学園寄付行為」には、法人の役員・評議員・監事等の選任手続きが定
められ､また学長・副学長等の選考については､「豊橋創造大学学長選考規程」
・
「豊橋創造
大学副学長選考規程」等が整備され運用されている。
ア 法人の役員
法人の役員は、理事と監事からなり、定員、現員は次の通りである。
理事：定員は 6 人以上 9 人以内、現員は 8 人（法人の職員 4 人、学外の有識者 4 人）
監事：定員は 2 人、現員は 2 人（学外の有識者 2 人）となっている。
理事の選任については、
「学校法人藤ノ花学園寄付行為」第 6 条に理事は、次の各号に掲
げる者として、
（１）豊橋創造大学学長、豊橋創造大学短期大学部学長、藤ノ花女子高等学校長のうち理
事会において選任した者 2 人以上 3 人以内
（２）評議員のうち評議員会において選任した者 2 人以上 3 人以内
（３）学識経験者のうち理事会において選任した者 2 人以上 3 人以内
と規定している。また理事のうち 1 人を、理事総数の過半数により理事長とし選任し、本
法人を代表し、その業務を総理することになっている。なお、
「学校法人藤ノ花学園副理事
長規程」に基づき、理事長を補佐する副理事長が置かれている。
また、監事の選任については、同規程７条に、「監事は､この法人の理事、職員（学長､
校長､教員その他の職員を含む。以下同じ）又は評議員以外の者であって理事会において選
出した候補者のうちから、
評議員会の同意を得て、
理事長が選任する。
」
こととなっている。
役員の任期は、4 年とし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間としている。
イ 学長等の選考
学長の選考は、
「豊橋創造大学学長選考規程」により、学長候補者選考委員会の答申に
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基づき、理事会において選考し理事長が任命することになっている。学長の任期は 4 年、
再任を妨げないことになっている。学長を補佐する副学長も「豊橋創造大学副学長選考規
程」に基づき、学長が理事長と協議した上で指名し、理事会の議を経て理事長が任命する
ことになっている。その他学部長、学科長等についても同様の規程が、整備・明文化され
ている。
（２）７－１の自己評価
大学の使命と目的を達成するための、設置者を含む大学の管理運営体制・組織は、現在
のところ有効かつ適切に機能しているものと考えている。また管理運営に関わる役員等の
選考や採用に関する規程も明文化され、運営されていると評価している。
（３）７－１の改善・向上方策（将来計画）
大学の使命と目的を達成するために、常に管理運営体制を見直し、改善する姿勢を持ち
続けることが大切であると考えている。平成 19(2007)年 1 月の事務局の改組もその一環で
ある。平成 21(2009)年 4 月の看護学科の開設、平成 22(2010)年 4 月の大学院健康科学研
究科、ならびに平成 24(2012)年 4 月に開設された経営学部経営学科等の設置に伴って､一
層効率的・機能的な管理運営体制､運営方針を構築する。

７－２ 管理部門と教学部門の連携が適切になされていること。
《7－2 の視点》
７－２－① 管理部門と教学部門の連携が適切になされているか。
（１）７－２の事実の説明（現状）
理事長は法人全体の業務を総理し、経営の責任を負い、学長は校務をつかさどり所属職
員を統督する教学部門の責任者として位置づけられている。全学の連絡・調整のための運
営協議会は学長が議長を務め、理事会の代表である理事長が毎回出席し必要に応じ指導・
発言していること､また理事長は、原則毎日大学に出勤し､大学常任理事､評議員､その他教
職員から報告・連絡・相談を受けている。
また理事会以外に、
「藤ノ花学園常任理事会設置規程」に基づく、理事長招集の常任理
事会を原則毎月 1 回、月の最終火曜日に開催している。常任理事会は理事会の包括的授権
に基づいて、この法人の日常の業務を決定している。勿論、重要かつ異例にわたる事項に
ついては、この限りではない。また教学組織の一つとしての各教授会には常任理事及び評
議員が必ず参加している。このことから学校法人理事会と教学組織との連携協力関係はス
ムーズかつ円滑に進められ、機能分担も滞ることなく適切に行われている。
（２）７－２の自己評価
大学に期待される役割は、教育、研究とこれらを通した社会貢献であることを、常に教
職員は共通の意思として持ち、管理部門と教学部門とが密接な連携を維持しながら教育活
動に専念していると考えている。すなわち、原則毎月開催される常任理事会には､常任理事
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である理事長、副理事長、学長、副学長をはじめ、時に評議員も参加し、大学全般の在り
方と運営について活発な意見を交換している。その結果を教授会、各種委員会等を通し教
職員の活動に反映するよう努力している。
（３）７－２の改善・向上方策（将来計画）
大学は、学生の意向、地域社会のニーズ等を迅速に把握し、変化する時代に対応する能
力とその組織を持たなければならない。本学ではそのキーステーションとして常任理事会
がその業務を担い機能している。ただ、理事会のメンバーのうち､常勤の理事以外の外部理
事や監事の日常の意見は､充分に聴取され反映されているとは言えない。
この点についての
改善・向上策を引き続き検討する。

７－３ 自己点検・評価のための恒常的な体制が確立され、かつその結果を教育研究をは
じめ大学運営の改善・向上につなげる仕組みが構築されていること。
《7－3 の視点》
７－３－① 教育研究活動をはじめ大学運営の改善・向上を図るために、自己点検・評価
の恒常的な実施体制が整えられているか。
７－３－② 自己点検・評価を教育研究をはじめ大学の運営の改善・向上につなげる仕組
みが構築され、かつ適切に機能しているか。
７－３－③ 自己点検・評価の結果が学内外に適切に公表されているか。
（１）７－３の事実の説明（現状）
本学の自己点検・評価組織は、大学の前身である豊橋短期大学時代の平成 4(1992)年に
「藤ノ花学園自己点検・評価委員会規程」を制定・実施している。平成 8(1996)年の大学
設置、以降、新学部・新学科、大学院等の開設に伴い同規程を改正し自己点検・評価の対
象範囲を広げ現在にいたっている。
自己点検・評価を適切に実施するため、自己点検・評価の作業を総括する「自己点検・
評価委員会」と､点検・評価作業を実施する「専門部会」が設置されている。
「専門部会」
は教学全般を点検･評価する「教学部門」と、財務等の法人業務全般を点検･評価する「法
人部門」で構成されている。
「自己点検・評価委員会」は、理事長、学長、副学長、図書館長、地域貢献センター長、
研究科長、学部長、学科長、事務局長、法人事務局長、専門部会長で構成され、
「専門部会」
は教授会の議を経て選出された教員、事務職員、法人本部職員から構成されている。年度
ごとの自己点検・評価報告書の結果に基づきながら法人、大学並びに各部署の運営に反映
するよう努力している。
平成 14(2002)年 11 月に財団法人大学基準協会により「大学基準協会加盟認定」を受け
た。また、平成 16(2004)年度より第三者評価に向けての研究を開始した。各地で開催され
ている第三者評価の研修会等に積極的に参加し、本学の自己点検・評価のシステムが妥当
なものであるか検証を加えている。教育研究の改善・向上のため入学志願者数及び入学者
の質の向上のため、新学部の設置並びに既存学部の改組を計画・実践してきた。平成
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21(2009)年度には財団法人日本高等教育評価機構による「大学機関別認証評価」を受審し、
平成 22(2010)年 3 月同機構より「豊橋創造大学は、日本高等教育評価機構が定める大学評
価基準を満たしていると認定する。
認定期間は平成 21(2009)年 4 月 1 日から平成 28(2016)
年 3 月 31 日までとする。
」という判定を受けている。
また、FD に関する研究調査に基づき､平成 18(2006)年度より授業に対する学生アンケー
トや、教員相互間の授業参観を踏まえた自己評価を実施し、その結果を共有することによ
り FD 活動の推進を図っている。また大学の基本理念及び使命・目的を体現しつつ、大学
活性化の基盤となる教育課程の検討を実施している。また資格関連の講座の充実に努めて
いる。
なお、自己点検・評価報告書は、本学ウェブページ上にて公表している。
（２）７－３の自己評価
前述のように自己点検・評価の事実の説明から、本学の教育研究活動の改善並びに水準
の向上を図るための組織とその活動、学内外への公表姿勢、大学運営への反映等について
努力をしている。
（３）７－３の改善・向上方策（将来計画）
自己点検・評価等の結果を、現状認識に留まることなく、より厳しく分析・検討し、教
職員共通理解のもと、すみやかに大学運営、教育研究活動に一層反映していく体制を強化
する。そのため、引き続き教授会、学科会、常任委員会、特別委員会等での更なる改善・
向上のための建設的な意見を集約する仕組みを作る。

［基準７の自己評価］
本学を設置する学校法人藤ノ花学園の建学の精神である「誠をもって勤倹譲を行え」を
踏まえ、大学の目的・使命に合った教育・研究活動が実践されているかを、常に検証して
いる。大学は、教育と研究の推進とその成果を資源とする地域貢献が使命である。このこ
とを教職員が共通理解し､日常業務に当たっているかの視点に立って､常任理事会、運営協
議会、教授会、学科会議、各種委員会、部課長会等で反省・検討している。この教育研究
上の目的を達成するために必要な管理運営体制は、
ほぼ整備され機能的に運営されている。
［基準７の改善・向上方策（将来計画）
］
学生の要望や社会、特に地域社会のニーズ、学内外の環境変化等を踏まえ、常に管理運
営体制を見直し、ハイピッチで変化する時代に適合する体制作りを心がける必要がある。
建学の精神にのっとり､学生が意欲的に学べる良好な環境作りに撤した管理運営に努力
を傾注する。また入学者の確保と外部資金の導入を積極的に推進し、本学園の財務及び会
計の健全性を確保し、かつ一層の情報公開による透明性を増すよう努力する。
なお、平成 23(2011)年度より自己点検・評価委員会を隔月（原則偶数月）に運営協議会
終了後に開催している。同様奇数月に開催される全学合同 FD 委員会とともに本学の教育
研究活動の一層の推進を図る方策である。
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基準８ 財務
８－１ 大学の教育研究目的を達成するために必要な財政基盤を有し、収入と支出のバラ
ンスを考慮した運営がなされ、かつ適切に会計処理がなされていること。
《8－1 の視点》
８－１－① 大学の教育研究目的を達成するために、必要な経費が確保され、かつ収入と
支出のバランスを考慮した運営がなされているか。
８－１－② 適切に会計処理がなされているか。
８－１－③ 会計監査等が適正に行われているか。
（１）８－１の事実の説明（現状）
① 平成 23(2011)年度の消費収支状況は、
大学では帰属収入が 13 億 6,022 万円となった。
ここから基本金組入れ額 1 億 3,817 万円を除く消費収入は 12 億 2,205 万円である。これ
に対し消費支出は 14 億 2,633 万円であり、消費収支差額は 2 億 427 万円の支出超過とな
った。法人全体では、帰属収入が 27 億 7,473 万円であり、基本金組入れ額 2 億 4,907 万
円を除く消費収入は 25 億 2,565 万円であった。法人全体の消費支出は 27 億 8,295 万円で
あり、消費収支差額は 2 億 5,731 万円の支出超過となった。前年度の消費支出超過額が 3
億 3,661 万円であったが、今年度の消費支出超過額は 2 億 5,731 万円となり、7,930 万円
支出超過額が減少した。帰属収支差額比率は大学で－4.85％、法人全体で－0.45％であり
改善傾向である。過去の帰属収支差額比率は以下の表の通りである。
図表8－1－1 帰属収支及び帰属収支差額比率
(単位：百万円)
年度(平成)

大学

18

19

20

21

22

23

帰属収入

550

746

785

831

1024

1,222

1,360

消費支出

758

952

972

1050

1286

1,303

1,426

-37.80%

-27.60%

-23.80%

-26.40%

-25.60%

-25.59%

-4.85%

帰属収入

2,253

2,400

2,521

2,371

2,492

2,570

2,775

消費支出

2,363

2,461

2,438

2,584

2,790

2,628

2,783

-4.90%

-2.50%

3.30%

-9.00%

-11.90%

-2.26%

-0.45%

帰属収支差額比率

法人

17

帰属収支差額比率

「平成 23 年度版今日の私学財政」の平成 22(2010)年度財務比率比較表による同比率は
全国平均（医歯系法人を除く）で、4.4%である。また固定比率の全国平均（医歯系法人を
除く）は 99.8%であるが本学園では、固定比率は平成 17(2005)年度 86.3％、平成 18(2006)
年度 90.2％、平成 19(2007)年度 90.1％、平成 20(2008)年度 90.9％、平成 21(2009)年度
92.6％、平成 22(2010)年度 97.2％、平成 23(2011)年度 96.1％と 100%未満で良好な数値
を示している。固定長期適合率も全国平均は 92.1％、本学園は 91.3％と全国平均並みで、
財政が安定していることを示している。
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平成 21(2009)年度より情報ビジネス学部キャリアデザイン学科の定員の一部および、短
期大学部キャリアプランニグ科の定員の一部を振替し看護学科を新設した。また、平成
24(2012)年 4 月より情報ビジネス学部キャリアデザイン学科を募集停止し、新たに経営学
部経営学科を新設することとなった。これにより既設の学部への志願者が減っていたもの
を新たな経営学部への志願者として取り入れる計画である。
私立大学等経常費補助金は、看護学科の学生が 1 学年増加したこと等により 2,185 万円増
加した。また、D 棟の電気空調機の老化に伴い省資源を考慮し 2,739 万円をかけガス空調
機に設備更新した。この更新をするにあたり、経済産業省の「高効率ガス空調設備導入促
進事業費補助金」を申請・採択され、325 万円の補助金を得た。
② 会計処理は学校法人会計基準、
（学）藤ノ花学園経理規程、
（学）藤ノ花学園経理規程
施行細則、
（学）藤ノ花学園固定資産及び物品管理規程、
（学）藤ノ花学園固定資産及び物
品調達取扱要綱等に従い行っている。
予算編成について大学及び短期大学部では、各担当部署から事業計画に基づき 12 月末
までに大学事務局長に次年度の予算要求がされ、大学事務局長は各内容をヒアリング、精
査し、法人本部事務局長と協議した上で法人本部において予算編成がされる。作成された
次年度事業計画・予算書は、3 月の評議員会に諮問され理事会において議決される。
予算執行にあたり、学校法人会計基準はじめ前述の各学園規程等の定めに従い、物件要
求主管担当部課長が支出内容（費用対効果）
、支出科目の適否を判断し執行している。それ
に基づき大学庶務課が支払を行い決算までの会計処理を行っている。
会計処理に不明な点がある場合は、私立学校振興・共済事業団私学経営センター、監査
法人の公認会計士等に相談し適正に処理している。
③ 本学園では監査法人トーマツにより私立学校振興助成法に基づく監査および学園監事
2 名の監査を受けている。年に 10 回程度、同法人の公認会計士により証憑書類、元帳の照
合、未収金・未払金、預り金の調査、授業料と学生数の照合、備品調査、中間決算書・決
算書調査等仔細にわたり調査がされている。このような調査に基づく監査法人の監査によ
り適正な会計処理が保たれている。
学園監事２名は非常勤ではあるが、役員会に毎回出席し、学校法人の会計及び業務処理
が適正に行われているかチェックし、中間決算・決算の監査を行っている。
(２)８－1 の自己評価
本学は平成 8(1996)年度の開学以来、平成 9(1997)年度、平成 10(1998)年度を除き単年
度収入で支出が賄えない状況が続いている。それを打破するために、経営情報学部に、改
組により従来の経営情報学科に加え、メディア・ネットワーク学科を設置した。その後平
成 18(2006)年度より、経営情報学部をより社会ニーズに合致させるため改組を行い、情報
ビジネス学部キャリアデザイン学科を設置するとともに、地域社会のニーズの高いリハビ
リテーション学部理学療法学科を設置した。その後、平成 21(2009)年度にリハビリテーシ
ョン学部を名称変更により保健医療学部とし、地域社会のニーズが高い看護学科を設置し
た。理学療法学科・看護学科は開設以後各年度とも入学定員を満たしている。情報ビジネ
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ス学部キャリアデザイン学科を平成 18(2006)年度に設置し学生確保に努めてきたが、定員
確保という所期の目的が果たされないため、平成 24 年度より情報ビジネス学部を募集停
止にし、新たに経営学部を新設した。
支出では「平成 23 年度版今日の私学財政」の平成 22 年度財務比率比較表全国平均（医
歯系法人を除く）の人件費比率、管理経費比率と比較してみる。
人件費比率全国平均 52.9％に対し本学園 63.1％であり若干全国平均より高い。大学単独
の同比率 64.7％であり前年度 61.1％である。
人件費依存率では全国平均 72.0％、本学園 96.4％、前年比率 96.6％から改善傾向にあ
る。大学単独では 85.5％で、前年度は 78.9%であった。これは保健医療学部で専任教員が
6 名増加したことにより教員人件費が増加したことによる。また、情報ビジネス学部の学
生定員の未充足により帰属収入が少ないことによるものであり、学生数の確保ができ学生
生徒等納付金が増えれば帰属収入の増加により人件費比率を下げることになる。平成 24
年度には看護学科が完成年度を向かえることから改善が見込まれる。日本私立学校振興・
共済事業団の補助金にかかる専任教員調査、専任職員調査による 23 年度調査による給与
指数は教員 79、職員 84 であり給与は特に高額とはいえない。
管理経費比率全国平均 8.8％に対し本学園 8.8％であり前年度の 8.2％より若干増加した
が、これは全国平均並みである。
教育研究経費比率の比較では平成 22 年度全国平均 30.9％に対し平成 23 年度本学園
28.4％、大学単独では 31.7％であり、前年の 36.8％よりは減少したが、こちらは評価され
るものである。
予算配分のプロセスについては、経営責任者である理事長のもと、大学・短期大学部事
務局長が予算要求部署からのヒアリングと査定を一定のルールに従って行い、さらに法人
本部事務局長と協議を行う慣行が長年定着しているところであり、明確さ、透明さ、適切
さの点で概ね妥当なものであるといえる。
監査は監査法人の公認会計士が年 10 回程度の証憑類の調査を行い、監査基準に準拠し
た中間決算・決算の監査を行っている。学園監事は毎回役員会に出席し財産状況、業務執
行状況、議案・報告事項について意見を述べる体制になっており、中間決算・決算の監査
を行っている。
(３)８－１の改善・向上方策（将来計画）
保健医療学部の定員確保を維持し、平成 24(2012)年度より情報ビジネス学部を募集停止
とし、新たに経営学部を新設することにより学生数の定員確保を図るとともに、より時代
のニーズに合致するよう検討していく。2 学科よりなる保健医療学部の定員充足により大
学全体の学生生徒等納付金の増加を見込んでいる。平成 21(2009)年度の学生生徒等納付金
は 8 億 6,446 万円であったものが、平成 22(2010)年度は 9 億 4,705 万円、平成 23(2011)
年度 10 億 2,946 万円となった。このまま看護学科の入学定員を満たしていけば、完成年
度には 1 億 2,000 万円程度は学生生徒等納付金が増え、11 億 4,000 万円程度の学生生徒等
納付金となる予定である。定員割れを来たしていた情報ビジネス学部を廃止し、経営学部
を新設することで全学部の定員確保を維持していきたい。この学生数確保が、私立大学等
経常費補助金の安定確保にもつながり帰属収入の安定となる。また、平成 22(2010)年度に
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改善された管理経費比率は全国平均以下程度を維持していくよう、経費の執行に無駄のな
いよう注意していく。平成 23(2011)年度に｢高効率ガス空調設備導入促進事業補助金｣を獲
得したように、設備更新等の際には、各種補助金等に該当させ小額でも獲得できるように
したい。
予算執行では、策定された中長期計画に基づき作成された予算が、その目的のためによ
り効果が発揮されるよう、効率的な予算執行をしていく。
監査については、現状で特に問題はない。

８－２ 財務情報の公開が適切な方法でなされていること。
《8－2 の視点》
８－２－① 財務情報の公開が適切な方法でなされているか。
（１）８－２の事実の説明（現状）
私立学校法第 47 条第 2 項の規定に基づき、財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業
報告書及び監査報告書の閲覧に関する規程を整備し、閲覧の要望に応えうる体制を整えて
いる。
また、財務状況を公開するため、年次報告書に掲載すると共に、学内報に掲載し、同窓
会、全学生及び保護者に送付している。さらに平成 20(2008)年度からは、新たにウェブペ
ージに登載した。
（２）８－２の自己評価
財務情報の公開は従来、同窓会、全学生及び保護者に限られていたが、平成 20(2008)
年度からウェブページでの公開も実施され、所期の目標は一応達成されたものと評価して
いる。
（３）８－２の改善・向上方策（将来計画）
当面変更の予定はないが、今後も引き続き社会の要請等をふまえ改善策を検討する。

８－３ 教育研究を充実させるために、外部資金の導入等の努力がなされていること。
《8－3 の視点》
８－３－① 教育研究を充実させるために、寄附金、委託事業、科学研究費補助金、各種
GP(Good Practice)などの外部資金の導入や収益事業、資金運用等の努力がな
されているか。
（１）８－３の事実の説明（現状）
外部資金の獲得については、科学研究費補助金並びに各種 GP の獲得数増加に向け、ま
ずは応募数を増やすことから取り組んだ。経済産業省主催の社会人基礎力養成に関する補
助金申請も行った。各年数件が採択されるものの他の大学と比較すると見劣りするもので
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ある。受託研究費は平成 17(2005)年度に受託が始まって以来、平成 18(2006)年度開設の
リハビリテーション学部教員就任により少しずつであるが受託するようになった。研究助
成金（奨学寄付金）についても平成 18(2006)年度から受け入れるようになり、そのための
規程整備がされた。その他民間団体からの公募についても可能な限り情報提供を行ってい
る。
（２）８－３の自己評価
科学研究費補助金並びに各種 GP について、申請件数は増加しているが採択率は比例し
ていない。研究助成金（奨学寄付）は件数・金額とも増加し、成果は上がっているが、ま
だ一部の学部や教員に偏っている。また、事務体制も研究支援に十分であるとは言いがた
い。
（３）８－３の改善・向上方策（将来計画）
教育研究の充実のためには財政面の安定は必須事項であり、学納金収入の確保だけでは
不十分なのは明白である。研究支援と外部資金獲得及び産学官連携は総合して検討する必
要があり、体制強化のために、従来の組織編成を見直し、専門性が要求される業務に関し
ても遂行可能な体制作りを検討する。

［基準８の自己評価］
学生数の大幅な伸びが期待できない中で、経費の節減に取り組んでいる。保健医療学部
の学年進行とともに、収入が増加し、大学部門での収支は改善する傾向にある。財務情報
の公開については、学内関係者はもちろん学外の保護者や地域住民がいつでも見ることが
できるよう本学のウェブページにも掲載している。このような実態から鑑み、本学の財務
情報は適切な形で公表されていると判断する。
［基準８の改善・向上方策（将来計画）
］
大学部門の帰属収入で大学部門の支出がまかなえるよう、経営環境の整備・改善に努め
てきた。平成 21(2009)年度には理学療法学科が完成年度を迎え同時に、看護学科の開設、
情報ビジネス学部の入学定員の削減・定員割れの改善などの方策を打ち出してきた。更に
平成 24(2012)年度には、情報ビジネス学部の廃止と経営学部の開設を行い、経営改善を目
指すこととしている。今後とも、継続的な見直しと改善に基づき、本学の教育研究目的の
達成に必要な財政基盤の強化を図り、健全な経営体制の構築に努める。特に、支出の見直
しと外部資金の導入に努め、そのための事務組織体制の整備を図る。
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基準９ 教育研究環境
９－１ 教育研究目的を達成するために必要なキャンパス（校地、運動場、校舎等の施設
設備）が整備され、適切に維持、運営されていること。
《9－1 の視点》
９－１－① 校地、運動場、校舎、図書館、体育施設、情報サービス施設、附属施設等教
育研究活動の目的を達成するための施設設備が適切に整備され、かつ有効に
活用されているか。
９－１－② 教育研究活動の目的を達成するための施設設備等が、適切に維持、運営され
ているか。
（１）９－１の事実の説明（現状）
校地については、大学・短期大学部が同じ敷地に併設されており、面積は 50,553.55m2
で、共用となっている。他にグラウンド用地 11,440m2 が借用地としてあり、全体では、
61,993.55m2 の校地となる。校地の用途別面積は、校舎・講堂・体育施設敷地として
16,295m2 の敷地があり、運動場の敷地としては自有地 34,258.55m2、借用地 11,440m2 の
計 45,698.55m2 となっている。図表 9－1－1 に本学キャンパスの概略図を示す。
図表 9－1－1 豊橋創造大学学舎配置図

校舎については、同じ敷地に併設されていることで、大学・短期大学部の主に利用する
建物は決まってはいるものの、経営（情報ビジネス）学部と短期大学部では大部分が共用
である。保健医療学部は専用棟に加え授業内容により他学部との共用部分もある。図表 9
－1－2 に本学建築物の概要を示す。
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図表 9－1－2 本学建築物の概要
建物名称
本館
1号館（A棟・B棟）
2号館（C棟）
3号館（D棟）
保健医療学部棟
図書・情報センター
（附属図書館）
体育文化ホール
スタジオ
屋外便所
ポンプ室
窯場
サークル棟
全体面積

建物面積
1,333.5m2
5,306.8m2
2,551.66m2
3,659.04m2
6,701.41m2
2,376.93m2
（2,016m2）
4,351.55m2
59.17m2
26.25m2
16.00m2
24.00m2
246.40㎡
26,652.71m2

建築・増築年度
昭和57（1982）年度築、58（1983）年度増築
昭和57（1982）年度築、61（1986）、平成8（1996）、11（1999）年度増築
昭和57（1982）年度築、61（1986）年度増築
平成2（1990）年度築、7（1995）年度増築
平成17（2005）年度築、20（2008）年度増築
平成7（1995）年度築
（附属図書館・キャリアセンター・地域貢献 センターとの複合施設）
昭和63（1988）年度築、平成9（1997）年度増築
平成13（2001）年度築
昭和57（1982）年度築
昭和57（1982）年度築
昭和62（1987）年度築
平成22（2010）年度築

他に構築物として、テニスコート 2 面［平成 17(2005)年度移設］、立体駐車場［平成
6(1994)年度築］がある。
本学では体育文化ホールのアリーナ以外、全室冷暖房を完備し教育研究環境を向上させ
ている一方、それに伴い冬期・夏期の電力需要が増加している。そのため、省資源・省エ
ネルギー対策としてのデマンドコントロールを実施し、ピーク電力の抑制に努めると共に
アリーナの照明点灯数を半減するための工事を施行しているほか、空調設備の更新を計画
的に進め、電気・ガス共に使用量の削減に努めており、着実に成果を収めている。
また、教員にはすべて研究室を割り当て、研究環境を整えている。このほか、大学の情
報処理機器のうち学生実習用のパソコンについては、大学・短期大学部全体で 3 教室に配
備するとともに図書館 1 階ほか学習室等には自習用のパソコンも配備され、学生が自由に
利用できるようになっている。また画像提示装置は 13 教室に配備、プロジェクターは 36
教室に配備、DVD は 44 教室に配備、VTR は 41 教室に配備されている。学内施設に学内
LAN 及び無線 LAN を敷設し、ほぼ全学どこからでも、インターネットや学内ネットワー
クに接続できる環境は整っている。これらの維持管理にあたっては、常に 1 名の専門職員
をサポートセンターに配置し臨機応変な対応を図っている。
また、一般的な施設設備の維持・管理・運営は総務部庶務課内に技術職員 2 名を配置す
ると共に常駐警備員を 1 名配置し、学内の巡回と施設・設備の不備不調等の発見対応に努
めている。そうした中で、業者対応が必要なケースには、直ちに専門業者に連絡し対処し
ている。
（２）９－１の自己評価
施設面では、校地・校舎の設置基準面積は満たしており、教育研究の目的に沿ったキャ
ンパス整備がなされていると評価している。大学と短期大学部が同一キャンパスにあり、
施設設備を共用できるメリットがある。しかしながら、当初建築の校舎はすでに 29 年が
経過しており、すでに老朽エアコンの更新や屋上防水工事等に着手しているが、引き続き
設備の更新と併せ建物の補修改築を計画的に行う必要がある。また、建物・設備の増加等
に伴う電力需要への対応策として、節電のための工事等も行い、確実に効果等を出してい
るものと評価している。
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維持管理面では、常時技術職員を配置し、学生及び教員の教育研究活動に支障がないよ
う努力している。
（３）９－１の改善・向上方策（将来計画）
施設・設備全般の環境維持、改善のため、年次計画を立て老朽エアコンの計画的な更新
や屋上防水の改修工事等を行う。

９－２ 施設設備の安全性が確保されていること。
《9－2 の視点》
９－２－① 施設設備の安全性（耐震性、バリアフリー等）が確保されているか。
（１）９－２の事実の説明（現状）
本学の校舎は、昭和 57(1982)年度から平成 22(2010)年度に建設されたもので、全てが
耐震基準を満たしている。
施設設備の安全性は、施設担当職員による日常管理と受託業者の保守管理により万全を
期している。また設備故障時には、速やかに担当業者に修理依頼をするなど、早期の機能
回復に努め快適な施設環境の維持が図られている。
施設警備については、警備会社と委託契約し、夜間は機械警備・巡回警備と併用してい
るほか、日中は、常駐警備員が適宜巡回警備し、学生の安全確保を図っている。
バリアフリーについては、
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バ
リアフリー新法、平成 18(2006)年 12 月 20 日）
」を遵守し、法律施行後はもちろん、施行
前についても保健医療系の学部を有する大学として、バリアフリーのキャンパスづくりを
積極的に進め、障害者用駐車場の確保や障害者用トイレ、スロープ、昇降機などを設置し
てきた。しかしながら、
「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促
進に関する法律（旧ハートビル法、平成 6(1994)年 6 月 29 日）
」以前に建てられたものに
は、バリアフリーへの対応として、改善が望ましい箇所も若干残っている。
（２）９－２の自己評価
耐震面での安全確保と施設警備等により、施設設備の安全性は確保されている。ただ車
いす利用者にとっては一部不都合な場所が見受けられたため、平成 21(2009)年度に 6 ヶ所
のスロープ設置工事を実施するなど、着実に改善が図られている。
（３）９－２の改善・向上方策（将来計画）
今後も施設担当職員による日常管理や受託業者の保守管理により快適で安全な施設環
境の維持を図る。また、バリアフリーについては、必要があればその都度、改修工事等を
実施し、バリアフリーのキャンパスづくりを推進する。

９－３ アメニティに配慮した教育環境が整備されていること。
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《9－3 の視点》
９－３－① 教育研究目的を達成するための、アメニティに配慮した教育研究環境が整備
され、有効に活用されているか
（１）９－３の事実の説明（現状）
施設面では、平成 20(2008)年度に、快適で利便性の高い施設とするため、1 号館（A 棟、
B 棟）1・2 階の 4 ヶ所のトイレを一新する全面改修工事を行ったほか、平成 21(2009)年
度に学生ホールの照明器具、机、いすの全面更新や平成 22(2010)・23(2011)年度に E 棟内
の 2 室にパソコンを備えた学習室への転用工事を実施した。このほか空調設備の計画的な
更新を平成 22(2010)年度以降 3 か年で 76 室に実施するなど、教育環境の一層の向上に努
めた。
また、本大学のキャンパスは、一級河川・豊川のほとりに立地し、自然環境に恵まれ落
ち着いた雰囲気の下、校地内にも多くの樹木を植栽し、木陰にはベンチが配置され、周辺
環境と共にキャンパス・アメニティを高めている。樹木管理は、担当職員の管理と随時、
業者への業務委託により伐採、剪定、害虫駆除を行っている。
清掃については、業者と常駐の委託契約をし、各教室や構内を毎日定期的に清掃してお
り、常に清潔な状態が保たれるよう配慮している。また、ガラスや床は長期休業時に、年
1～2 回の特別清掃を実施している。
こうした施設環境を整える中で、高度な専門性を要求されるパソコン関連施設について
は、管理と利用の両面からサポートできる体制づくりとして、システム管理室とサポート
センターを設置し、企業への業務委託及び学内採用により各一人の専門職員が配置されて
いる。このほか週に 2 回程度は、業務委託先のエンジニアが来訪してメンテナンス業務に
従事している。
また、図書館施設の中にパソコン自習コーナー、グループ学習室、閲覧室等が備えられ
様々な要望に応えるとともに、自習用パソコンはすべて学内 LAN に接続し、教室と同じ
環境での利用が可能となっている。
（２）９－３の自己評価
トータル的に見てキャンパス・アメニティは、概ね整備されているものと評価している
が、学生の学習需要も年々変化しており、時代の要請に応えた環境整備の必要性を感じて
いる。
（３）９－３の改善・向上方策（将来計画）
各学部の学生・教職員等から広く意見を求めるため、学生委員会や図書委員会などが中
心となり意見を集約し、時代の要請に応えた教育環境の整備に努める。

［基準９の自己評価］
恵まれた自然環境を活かし、トータル的な施設・設備環境は良好な状況にある。しかし
ながら、時代のニーズは刻々と変化しており、先を見通した新たな戦略と対策が常に求め
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られていることから、現状に満足することなく長期的な視点に立って、ハード、ソフト両
面の分析評価と必要な対応策を講じていかなければならない。現時点における本学の教育
研究環境は、一定の水準を維持できているものと評価しているが、次なる時代に備え、よ
り一層の工夫と努力が必要との認識に立っている。
［基準９の改善・向上方策（将来計画）
］
キャンパス・アメニティの改善、向上は、学校の魅力を高め活性化を促すひとつの大き
な要素と考えている。そのためには、将来を見据えた明確なビジョンの策定とそれを実現
するための意識改革、組織づくりが不可欠である。そこで教育研究環境における課題の整
理と改革改善策の実施に向け、有効な手立てを検討する。
平成 21(2009)年度に保健医療学部看護学科が設置され、学生収容定員が 880 人、それに
大学院の 42 人、短期大学部の 480 人の収容定員を合わせると 1,402 人の規模（完成年度）
になる。校地の拡張についての計画はないが、現有校地の中で快適なキャンパスライフを
提供すべく学生委員会を中心に図書委員会や教務委員会などと協力し、様々な意見を聴取
し、学生のための適切な教育研究環境の整備に向けた計画づくりをさらに進めていく。

基準 10 社会連携
10－１ 大学が持っている物的・人的資源を社会に提供する努力がなされていること。
《10－1 の視点》
10－１－① 大学施設の開放、公開講座、リフレッシュ教育など、大学が持っている物的・
人的資源を社会に提供する努力がなされているか。
（１）10－１の事実の説明（現状）
ア 大学施設の開放
本学では、教育研究に支障のない範囲で大学施設を開放している。平成 23(2011)年度に
おいては、図書館の学外利用者が延べ 1,077 人、教室の貸し出しが 48 件（延べ利用者数
2,775 人）
、体育館の貸し出しが 4 件（延べ利用者数 355 人）
、グランドの貸し出しが 78
件（延べ利用者数 5,760 人）
、テニスコート貸し出しが 157 件（延べ利用者数 900 人）と
なり、全ての施設の合計では年間 287 件の貸し出しがあり、延べ利用者数は 10,867 人に
上る。
イ 公開講座（自治体との連携講座を含む）
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タイトル

開講日

テーマ

講師

受講者数

保健医療学部
6 月 18 日
保健医療学部

(土)

「感染予防のための手洗い・熱中

看護学科

症予防」

久米 龍子 教授

看護学科公開講座

柿原 加代子 教授

「やってみよう、体験か

保健医療学部

ら学ぶ健康の知恵」

6 月 25 日
(土)

「口から食べることによる健康の

看護学科

維持増進」

蒔田 寛子 准教授

41 人

36 人

三輪木 君子 教授
SOZOproject2011
保健医療学部理学療法
学科学生企画による市

7月9日

民公開講座「SOZO 発健

(土)

「健康維持の秘訣～血管を健やか
に保つ」

康生活～あなたの身体

名古屋大学医療学部
保健学科

112 人

山田 純生 教授

に潜むもの～」
11 月 5 日
(土)
SOZO リハビリテーショ
ンフォーラム
保健医療学部
理学療法学科
公開講座

11 月 26 日
（土）

12 月 3 日
(土)

12 月 10 日
(土)

「森林浴から森林セラピーへ～森
は日本の資源～」

保健医療学部
理学療法学科
稲田 充男 教授

「ハンディキャップと社会参加～

保健医療学部

-高次機能障害における社会参加

理学療法学科

の現状～」

八木 幸一准教授

76 人

49 人

保健医療学部
「健康で長生きするために」

理学療法学科

94 人

牧田 光代 教授
「健康長寿に活かす宇宙医学」

保健医療学部

－宇宙で知る健康の理（ことわり） 理学療法学科
－

76 人

後藤 勝正 教授
理学療法学科教員

11 月 13 日
(日)

豊橋創造大学保健医療学部

及び

理学療法学科「腰痛予防教室」

医療法人整友会
スタッフ

医療法人整友会との
共催講座
2 月 19 日
（日）

豊橋創造大学・特定研修
施設 連携講座
「整形外科とがん」

211 人

1 月 21 日
(土)

豊橋創造大学保健医療学部
理学療法学科「スポーツ障害予防
教室」

理学療法学科教員
及び
医療法人整友会

48 人

スタッフ

「整形外科とがん」

光生会病院 副院
長
第 1 整形外科部長
米川 正洋 先生
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平成 23(2011)年度における公開講座の受講状況については延べ 942 名であった。昨年度
は 2,820 名と大幅な減少であるが、昨年度は 18 講座、本年度は 10 講座と大幅な口座数の
減少があったためではあるが、
昨年度同様、
地域に定着した生涯学習の講座となっている。
ウ 資格講座の開放
資格講座においては、本学が愛知県の指定を受けて授業科目として開講している「ホー
ムヘルパー2 級講座」と大原簿記専門学校浜松校との業務提携により開講している大原資
格講座がある。
平成 23(2011)年度における資格講座の受講者数は、本学学生 37 人、姉妹校の藤ノ花女
子高校生 19 人、地域の一般の方 148 人の延べ 204 人が受講した。これは前年度の 286 名
に比べ減少している。
（２）10－１の自己評価
本学の施設開放は、年間 287 件、延べ利用者数は 10,867 人、1 件当たりの平均利用者
は約 37 人となっており、これは地域の団体や協会等の利用が多いことが分かる。豊橋市
には会合や研修会等を実施する施設が少ないことに起因するが、大学をこのような形で地
域の方々に利用していただくことを大学としても歓迎している。
公開講座については、豊橋創造大学・特定研修施設連携講座、地元医療機関の医療法人
光生会と保健医療学部理学療法学科が連携して昨年度に引き続き講座の実施がされた。健
康や医療がテーマとなっていることもあり市民の関心は高く、平成 23(2011)年度における
公開講座の受講状況については公開講座の減少もあり、延べ 942 名となったが、地域に定
着した生涯学習の場となっている。
資格講座については、平成 23(2011)年度に比べ受講者が減少している。このところの深
刻な不景気により、資格を取得すればすぐに就職につながるということは少なく、消費の
低迷により受講料を捻出するのが困難になってきたことなどが原因となり、今後も受講者
が増えるような傾向は見られない。
（３）10－１の改善・向上方策（将来計画）
公開講座については、保健医療学部の理学療法学科と看護学科の 2 学科体制の上に大学
院健康科学研究科が開設されたことにより、健康や医療をテーマにした地域の関心の高い
講座を更に充実させていく。また、情報ビジネス学部の公開講座は平成 24(2012)年度に開
設する経営学部を見据えた内容の講座を開講して、より多くの地域の方々に生涯学習の場
を提供していく。

10－２ 教育研究上において、企業や他大学との適切な関係が構築されていること。
《10－2 の視点》
10－２－① 教育研究上において、企業や他大学との適切な関係が構築されているか。
（１）10－２の事実の説明（現状）
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ア 地元産業界との連携


平成 23(2011)年 10 月 7 日～8 日に行われた「第 7 回かわしんビジネス交流会」
（豊川
信用金庫主催、本学後援）にブース出展し、本学教員の研究及び大学の取組を紹介し
た。



平成 24(2012)年 2 月 2 日～3 日に行われた「はままつメッセ 2012」
（財団法人浜松地
域テクノポリス推進機構主催、本学後援）において、大学ブースを出展し本学教員の
研究及び大学の取組を紹介した。



平成 23(2011)年 11 月 25 日に行われた「とよしん東伸会セミナー」
（豊橋信用金庫主
催）において、情報ビジネス学部石田宏之教授が「顧客ニーズに対応した顧客サービ
スとは何か －ロジスティクス・システムを例に－」という演題で講演を行った。

イ インターンシップにおける地元企業との連携
情報ビジネス学部 3 年次の授業科目「インターンシップ」においては、企業 11 社及び
地方自治体（豊橋市）の協力を得て 14 人の学生が 1 週間から 2 週間の実習を夏休み期間
に実施した。インターンシップは第 1 期生が 3 年生になった平成 10(1998)年度より実施し
ており、平成 12(2000)年度からは単位認定をするなど愛知県内の文科系大学の中ではもっ
と早くからインターンシップを導入した大学である。
ウ 生涯学習における他大学との連携
本学は、
「あいち生涯学習エクステンション研究会」
（愛知県内私立大学 11 大学が加盟）
に加盟しており、他大学と情報交換や連携を進めている。
（２）10－２の自己評価
地元企業との連携については、大学開学当時からインターンシップを導入しており、既
に 14 年を経て、
インターンシップ実習を受入れる協力企業の登録も約 70 社を超えており、
平成 23(2011)年度の実習受入企業も 20 社、
実習受入人数も約 40 人を超える状況であった。
インターンシップ参加学生は、前年度の 5 人から大幅に改善された。
（３）10－２の改善・向上方策（将来計画）
インターンシップにおいては、平成 23(2011)年度よりキャリアセンター主導で実施し、
学生が希望の業界で就業体験を行い、職業選択の判断や今後の就職活動に活かすことをメ
インにして学生の負担を軽減する。

10－３ 大学と地域社会との協力関係が構築されていること。
《10－３の視点》
10－３－① 大学と地域社会との協力関係が構築されているか。
（１）10－３の事実の説明（現状）
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ア 豊橋市との連携・協力に関する協定の締結
平成 18(2006)年 2 月 8 日に、豊橋市と豊橋創造大学は、包括的な連携・協力のもと、ま
ちづくり、生涯学習、文化、福祉、産業振興などの多様な分野で相互に連携・協力し、地
域社会の発展と人材育成に寄与することを目的とし、相互の人的・知的資源の交流と物的
資源の活用を図り、多様な分野で協力していくための協定を締結した。
具体的な連携・協力は下記のような事項である。


地域のまちづくりの推進



生涯学習、文化、福祉の向上、スポーツ、健康づくりの振興



地域産業の振興



人材の育成



持続可能な社会、多文化共生社会の構築



その他必要と認める事項

イ 豊橋市役所の各課における本学豊橋創造大学との連携状況
平成 23(2011)年度における豊橋市役所の各課との連携状況は、下記の通りである。なお、
表中 No.に※が付してあるものは本学短期大学部が担当している。
№

連 携 事 業 名

ジャンル

担当課

1

インターンシップ

生涯学習・教育

人事課

2

豊橋親善大使事業

交流・連携

多文化共生・国際課

3

外国籍児童アフタースクール事業

生涯学習・教育

多文化共生・国際課

4

こども未来館・通常運営及びイベントへの連携

交流・連携

こども未来館

5

介護相談員研修事業

健康・福祉

長寿介護課

6

運動機能向上に関する検討会

健康・福祉

長寿介護課

※

介護福祉士養成施設実習の受託事業

健康・福祉

総合老人ホーム

※

思春期保健事業 「性の仲間教育」

健康・福祉

こども保健課

9

サマーカレッジチャレンジショップ

交流・連携、産業

商業観光課

10

地域産業活性化東三河協議会

産業

工業勤労課

11

豊橋市緑の基本計画

環境保全

公園緑地課

12

学術振興全国大会補助金

生涯学習・教育

教育政策課

13

市民大学トラム（連携講座等４つ）

生涯学習・教育

生涯学習課

健康・福祉、生涯学習・教育

生涯学習課

生涯学習・教育

図書館

7
8

14
15

「公営児童クラブ」及び「つつじが丘放課後子ど
も教室」夏休みスタッフ補助
図書資料の相互貸借事業

ウ 豊橋市の各種協議会等における本学教員の委員委嘱状況
平成 23(2011)年度における豊橋市の協議会、審議会、委員会等の委員委嘱状況は、下記
の通りである。なお、表中 No.に※が付してあるものは本学短期大学部の専任教員が担当
している。
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№

協 議 会 等 名 称

担当課

1

豊橋市情報公開・個人情報保護審査会

行政課

※

豊橋市情報公開・個人情報保護制度運営審議会

行政課

3

ええじゃないか豊橋推進会議

シティプロモーション推進室

4

豊橋市文化振興基金運営委員会

文化課

5

豊橋市市民協働推進審議会

市民協働推進課

※

豊橋市男女共同参画審議会

市民協働推進課

※

豊橋市社会福祉審議会

福祉政策課

8

豊橋市福祉有償運送運営協議会

福祉政策課

9

※

豊橋市次世代育成支援対策地域協議会

子育て支援課

10

豊橋市児童福祉事業に対する苦情解決体制の第三者委員

子育て支援課

11

豊橋市運動機能向上に関する検討会

長寿介護課

高齢者福祉・介護保険事業運営委員会

長寿介護課

13

健康とよはし推進協議会

健康政策課

14

豊橋市環境審議会

環境政策課

15

立地企業選考に関する意見報告機関

工業勤労課

16

地域産業活性化東三河協議会

工業勤労課

「とよはしの匠」選考委員会

工業勤労課

18

勤労青少年ホーム運営委員会

工業勤労課

19

豊橋市都市計画審議会

都市計画課

豊橋市まちづくり景観審議会

都市計画課

豊橋市緑の基本計画検討委員会

公園緑地課

豊橋市民病院倫理委員会

市民病院 管理課

豊橋市民病院臨床研究倫理審査委員会

市民病院 管理課

※

豊橋市上下水道モニター委員会

上下水道局 総務課

※

豊橋市立小・中学校通学区域審議会

教育政策課

※

豊橋市学校給食共同調理場運営委員会

保健給食課

27

市民大学「トラム」運営委員会

生涯学習課

28

豊橋市放課後子どもプラン推進委員会

生涯学習課

29

豊橋市青少年問題協議会

生涯学習課

30

豊橋市図書館協議会

図書館

2

6
7

※

12

※

17

※

20

21
※

22

23
24
25
26

エ 静岡県湖西市との業務委託契約
理学療法学科地域貢献センター（センター長牧田光代教授）は、静岡県湖西市と平成
21(2009)年度から｢湖西市介護予防普及啓発事業｣に協力し、21(2009)年度は「健康体操リ
ーダー講習」を実施、22(2010)年度は「湖西市独自の体操の開発」
、23(2011)年度としては
「湖西市介護予防普及啓発事業の協力」として下記の通り実施した。


湖西市からの依頼内容
高齢者が簡単に楽しく継続することのできる湖西市独自の体操普及に関すること（敬老
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会等での体操披露・体操指導も含む）
。


依頼目的
①高齢者の自立生活期間延伸・介護予防のため、高齢者が簡単に楽しく継続できる湖西

市独自の体操開発・普及を行う。
②個々・地域での活動を通し、高齢者はもとよりその周辺の人々にも受け入れ易い介護
予防方法の一つとして体操の普及を図る。
③介護予防に取り組み易い環境を整える。


依頼期間
平成 23(2011)年 5 月～平成 24(2012)年 3 月



報酬金額
300,000 円（消費税及び地方消費税を含む）とする。

（２）10－３の自己評価
上述の通り、豊橋市との連携は幅広い分野で多岐にわたり、非常に良い連携を構築して
いる。また、平成 21(2009)年度より静岡県湖西市との連携が始まり、今後が期待されてい
る。
（３）10－３の改善・向上方策（将来計画）
現在は豊橋市と静岡県湖西市の連携のみであるが、将来的には隣接する豊川市、新城市、
田原市、蒲郡市や静岡県浜松市との連携を検討する。
［基準 10 の自己評価］


本学では、大学の施設の開放、公開講座、資格講座の開放、教員の研究情報の公開を
積極的に行っており、本学の持っている物的・人的資源を社会に提供する努力は継続
的に行われている。



国立大学法人豊橋技術科学大学との連携、インターンシップに代表される地元企業と
の連携、
豊橋市内 3 大学の連携など、
他大学を含めた産学連携は積極的に行っている。



豊橋市との連携は広く緊密に行われており、静岡県湖西市との連携も始まり、今後他
の自治体へも広げていきたい。

［基準 10 の改善・向上方策（将来計画）
］
団塊世代が定年退職時代を迎え、ますます生涯学習の場としての大学の役割が求められ
る。そのため、公開講座を含めた生涯学習のあり方や、自治体や他大学との連携で本学が
地域に何ができるのか、地域の方々は何を本学に求めているのか、などを念頭において地
域に貢献できる大学として発展していきたい。
また、自治体との連携については、平成 20(2008)年度までは豊橋市のみであったが、平
成 21(2009)年度より静岡県湖西市との連携が始まり、豊橋市に隣接する他の自治体にも連
携を広げていかなければならないと考えている。
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基準 11 社会的責務
11－１ 社会的機関として必要な組織倫理が確立され、かつ適切な運営がなされているこ
と。
《11－1 の視点》
11－１－① 社会的機関として必要な組織倫理に関する規定がされているか。
11－１－② 組織倫理に関する規定に基づき、適切な運営がなされているか。
（１）11－１の事実の説明（現状）
本学では、
「藤ノ花学園寄附行為」
「豊橋創造大学学則」
「豊橋創造大学大学院学則」
「豊
橋創造大学就業規則」始め教学面・人事管理・財務管理等において教職員が遵守すべき規
則・規程を制定している。これらの諸規則・規程は関係諸制度・事態等の変化に対応して、
学園・大学において適切に整備が図られてきている。
本学の教職員は就業規則において遵守義務（就業規定第 3 条）として、
「職員は、豊橋
創造大学学則第 1 章に定める目的及び使命の達成に努力するとともに、この規則及びこれ
に付属する諸規程を守り、上司の職務上の命令に忠実に従って、各自その職責を積極的に
遂行するよう努めなければならない。
」旨を定め、具体的な服務の心得、遵守事項、承認事
項、禁止事項等について規定している。なお、規則集のうち教職員に周知すべき事項につ
いては、ネット上で閲覧できるように整備している。
本学ではセクシュアル・ハラスメントについて、平成 12(2000)年 3 月に「セクシュアル・
ハラスメント防止規程」が規定されたが、一般的な教職員及び学校関係者の就労上並びに
学生の就学上の人権が侵害される行為を防止するために、さらにその規程を発展させ、平
成 14(2002)年 11 月 1 日に「豊橋創造大学ハラスメント防止人権委員会規程」
、
「豊橋創造
大学ハラスメント相談窓口に関する規程」
、
「豊橋創造大学ハラスメント調査委員会規程」
を規定した。以後数回の改正（最新改正：平成 20(2008)年 4 月 1 日）を行いながら、その
周知を図ってきた。なお、学生への周知方法としては、学生向けの冊子「生活案内・諸規
程集」に上記の規程を掲載し、学生がいつでも確認できるようにしている。
また、
「個人情報の保護に関する法律」
（平成 15(2003)年法律第 57 号）の制定ならびに
「学校における生徒等に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべ
き措置に関する指針」
（平成 16(2004)年文部科学省告示第 161 号）に基づき、本学では「豊
橋創造大学個人情報の保護に関する規程」
、
「豊橋創造大学個人情報の保護に関する規程施
行細則」を平成 17(2005)年 4 月 1 日に制定した。個人情報の保護が人格の尊厳に由来する
基本的要請であることを深く認識し、この規程によって、本学が保有する個人情報の取扱
いに関する基本事項を定め、個人情報の収集、管理及び利用に関する本学の責務を明らか
にし、かつ個人情報の主体である学生、教職員等に自己に関する個人情報の開示、訂正、
削除の請求権を保障し、本学における人権保障の確立を図っている。その中で、教職員が
特段配慮すべき事柄として、
（１）教職員としての自覚と責任
（２）個人情報を収集する際の注意
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（３）個人情報を利用したり提供したりする際の注意
（４）個人情報の適正な管理
等について教授会、事務局職員会、部課長会等でその趣旨徹底を図っている。責任体制と
任務を明瞭にするため、
「個人情報保護委員会」を設置し、その委員長に学長を当て、その
他個人情報保護管理責任者に副学長、情報システム責任者・情報セキュリティ責任者に事
務局長、部・課ごとに責任者と担当者を決めて取り組んでいる。
倫理面からの研究条件の整備については、リハビリテーション学部の設置に伴い、動物
実験が行われるようになり、
「豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部生命倫理委員会規程」
を平成 18(2006)年 7 月 1 日制定（平成 19(2007)年 4 月 1 日改正）した。動物実験やヒト
に関する実験を行うにあたっては研究計画を審査したのち実験を承認している。さらに文
科省告示による「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」に従い、科学
的観点、動物愛護の観点及び環境保全の観点並びに動物実験等を行う教職員・学生等の安
全確保の観点から、動物実験等の実施方法を「豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部動
物実験に関する規程」
（平成 19(2007)年 7 月 1 日制定）及び「豊橋創造大学遺伝子組換え
動物実験安全規定」
（平成 20(2008)年 3 月 1 日制定）にて定めている。
（２）11－１の自己評価
規程や組織の整備によって、セクシュアル・ハラスメントをはじめとする各種ハラスメ
ントの防止に取り組んできた。本学では幸いにもセクハラ事件やパワハラ事件などは発生
していない。今後も継続して教職員及び学生に対する啓発活動を行い、誤解を招く行動を
戒め、問題発生を未然に防ぐ必要がある。
一方、本学の「プライバシーポリシー」については、教職員への周知徹底、本学学生（入
学予定者を含む）及び保護者宛ての個人情報の取扱いに関する主旨説明文の送付等の活動
を行っており、個人情報保護の遵守意識は極めて高い。ただ、まだ「個人情報保護法」に
関する知識が十分でないため、過剰に反応する事案や判断に苦しむ事案があるが、現在の
ところ大きな問題までには至っていない。
生命倫理委員会では人の尊厳や人権に関わるような生命倫理上の問題や、安全性の問題
等に適切に対応している。ただ今後、実験の種類や数の増加が見込まれるため、審議方法
など運用面の細則を整備していくことが必要である。
（３）11－１の改善・向上方策（将来計画）
建学の精神を具現化する活動を実施する中で、日々変化する外部環境に常に注意を払い、
定められた諸規程を遵守しつつ、同時に社会状況の変化や関連法規の改正に適応すべく、
継続的な見直しを行う。今後とも公共性が高く社会的信用も高い高等教育機関として、組
織のモラル向上さらに構成員のモラル向上を積極的に推進し、遵守すべき規定の整備なら
びに倫理観の育成に努める。
ハラスメント防止にせよ個人情報保護にせよ、まずは本学独自の啓蒙冊子等の作成、教
職員対象の研修会の実施、またハラスメントについて気軽に相談できる窓口（教員、職員、
保健室、カウンセラー、相談員等）の開設など、順次体制を整備していく。
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11－２ 学内外に対する危機管理の体制が整備され、かつ適切に機能していること。
《11－2 の視点》
11－２－① 学内外に対する危機管理の体制が整備され、かつ適切に機能しているか。
（１）11－２の事実の説明（現状）


災害対策
本学では平成 8(1996)年 4 月 1 日に制定した「豊橋創造大学防火管理規程」及び「豊橋

創造大学防災管理規程」に従って「自衛防災隊」を編成するなど、災害への備えを行って
きた。平成 14(2002)年度には大規模地震による災害の防止と被害の軽減を図ることを目的
とした「豊橋創造大学地震防災規程」
（最新改訂：平成 20(2008)年 4 月 1 日）を制定し、
大規模地震対策特別措置法に基づく地震予知判定会召集時及び警戒宣言時における地震防
災について必要な事項を定めた。また、
「防災対策委員会」を編成し、災害の予防・防止の
調査などを行っている。なお、消防法に基づく防火管理者の選任、各種消防設備の点検、
更新を行っている。学内における喫煙場所については、喫煙に対する社会情勢を勘案し、
順次喫煙場所を限定してきた。平成 22(2010)年度には、指定喫煙所 1 か所を除き校舎・事
務室内を全面禁煙とした。
さらに、
平成 23(2011)年 4 月より学内全面禁煙を実施している。


防犯対策
学内の防犯対策については、警備会社との委託契約により、日中の学内外の巡回などを

含めた常駐警備や夜間の巡回と機械による警備などで 24 時間の警備体制を導入している。
さらに、正門、図書館、学生ホールなどへの防犯カメラの設置をはじめ、各教室の移動式
VTR 装置への盗難防止装置の装着、未使用教室・施設の施錠などによる防犯対策を実施し
ている。


学生、教職員の避難訓練等の実施
豊橋市中消防署の協力の下で、発生が懸念される東海地震・東南海地震を想定した学生

参加による防災訓練を実施している。この訓練は災害発生による初期消火、学生及び教職
員の避難誘導、救護活動などの各訓練を通じ、学内防災体制の確立と学生及び教職員の防
災意識の高揚を図ることを目的とするものである。
平成 23(2011)年度には保健医療学部理学療法学科生を対象に防災訓練を 9 月 8 日（木）
実施した。


コンピュータのセキュリティ対策
本学の教室などに設置している共用パソコンについては、すべてにウイルス対策ソフト

を導入し、リアルタイムスキャン・定時スキャン・自動更新を設定することによって悪意
のあるプログラムから保護するようにしている。同時に、各パソコンに環境復元ソフトを
導入することによって、
インシデント発生の際にも迅速に復旧できるように準備している。
さらに、年に 2 回行われるメンテナンスにてセキュリティアップデート等を実施し、OS
やアプリケーションの脆弱性対策を行っている。すべての共用パソコンは毎日稼働状況を
監視しており、異常があればシステム管理室にて検知できる体制を整えている。
学内の計算機システムを利用するためのユーザーアカウントについては、認証サーバに
て一元管理するとともに、適切なグループポリシー設定を行い、ファイルサーバをはじめ
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とする各種リソースへの適正なアクセス制限を実施している。
ネットワークセキュリティに関しては、学外（インターネット）と学内ネットワークの
境界にファイアウォールを設置し、
学外からの不正アクセスを遮断するよう設定している。
なお、学内関係者（教職員・学生）に対して、インターネット側から安全に学内リソース
へアクセスできるように VPN 接続サービスを提供しており、セキュリティと利便性の両
方に配慮している。
無線 LAN 接続については、ユーザーおよび端末の事前登録・認可制（MAC アドレス認
証）とし、さらに、WPA2-PSK 方式による暗号化を採用することによってセキュリティ
を確保している。
また、学内のパソコン・サーバおよびネットワークデバイスについては、それぞれ利用
ログ等を記録・保管しており、常に管理者が参照できる状態としている。


省エネ及び環境保全対策
省エネ対策としては、夏季あるいは冬季には空調による電気使用量が増加傾向にあるた

め、デマンド監視装置を整備し、使用電力が契約電力量を超過しないように努めている。
庶務課職員が学内を巡回し、各教室・施設の空調室内温度の適切な設定をし、不用箇所の
消灯などの対策を行っている。また合わせて節電のポスターを貼り、省エネ対策を喚起し
ている。
環境保全対策としては、ゴミの「ポイ捨て」防止のため、学内各所に分別用のゴミ箱を
多数設置している。清涼飲料水の自販機は缶入りのものを撤去し、すべて紙パックか紙の
缶のものに更新している。さらに、事務職員による大学周辺の「530（ゴミゼロ）
」実践活
動も実施している。事務局・研究室などにおけるコピー用紙・印刷用紙は再生紙を極力使
用するとともに、リサイクルトナーなどの使用も推進している。


その他
上記の種々の対策に加え、不測の事態や平常を維持できない大きな出来事については、

学長以下、運営協議会構成員による対策会議にて、緊急時の情報収集並びに本学の方針・
対策を決定する。なお、構成員の召集が困難な場合は、学長・副学長が中心となり対応策
を講じる。また、本学教職員及び学生に対する連絡は「緊急連絡網」並びに Universal
Passport による。
（２）11－２の自己評価
本学の危機管理体制は、上述のような対応を行っており、それぞれの事例において必要
な危険回避のための措置はとられていると評価できる。また、学生や教職員の突発的な怪
我や病気等に備え、早期の救命処置に対応するため AED（自動体外式除細動器）を設置す
るとともに、教職員に対する取扱講習会を実施し、不測の事態への対応がとれる体制にな
っている。防災設備や外部侵入者に対する管理設備の整備、地元警察との緊密な関係維持
など、緊急時の迅速な対応という点で評価できる。しかし、実際に大きな災害や事故・事
件等に見舞われた経験がないため、
平常時の訓練同様の行動ができるかどうか不安が残る。
（３）11－２の改善・向上方策（将来計画）
近年、思いもつかないような事件や事故が全国各地で起こっており、すべての事態を想
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定し備えることは難しい。しかし、消防訓練・防災訓練・AED 操作訓練などの不断の訓練
が、学生・教職員の危機管理意識を向上させ、防災・減災・被害の最小化へと繋がるもの
と考える。今後ともこうした防災管理体制をさらに強化し、学生向け・教職員向けの災害
発生時の対応マニュアルの整備とともに、より効果的な防災訓練のあり方等を検討し、学
生及び教職員の防災意識・危機管理意識をより高めていく。また、地元との良好な関係の
保持は危機管理の基盤でもあり、大学の基本姿勢でもあり、あらゆる面での協力関係の構
築ならびに強化に努める。

11－３ 大学の教育研究成果を公正かつ適切に学内外に広報活動する体制が整備されてい
ること。
《11－3 の視点》
11－３－① 大学の教育研究成果を公正かつ適切に学内外に広報活動する体制が整備され
ているか。
（１）11－３の事実の説明（現状）
教員は概ね担当科目に関連する領域の研究課題で研究を行っており、著書、論文（学術
雑誌、国際会議予稿集等、国内会議予稿集等）
、その他（新聞記事等）の形でその業績を発
表している。大学として組織的に公開するものとしては、
「豊橋創造大学紀要」及び「研究
紀要」
（豊橋創造大学短期大学部）があり、平成 22(2010)年度には「豊橋創造大学紀要 14
号」
「研究紀要 27 号」を発刊した。これらの紀要はともに冊子形態での出版のみならず、
PDF 形式で本学ウェブページにて公開している。
大学の教育研究成果を学内外に広報する活動として豊橋市教育委員会との連携講座「市
民大学トラム」と本学独自の公開講座を開講している。平成 22(2010)年度における公開講
座については、
「基準 10 社会連携」に記載の通りである。保健医療学部での研究成果を
学内外に広く公表し、地域の健康づくりに寄与している。
また、本学の教育研究の成果を市民に還元する活動として、情報ビジネス学部では豊橋
市の中心市街地である広小路１丁目において、本学学生が運営する店舗（チャレンジショ
ップ、図表 11－3－1 参照）の運営を行い、中心市街地の活性化に貢献している。ただ平
成 24(2012)年 4 月の経営学部開学（情報ビジネス学部募集停止）に伴い、チャレンジショ
ップの在り方に検討を加えている。現在は開業していない。
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図表 11－3－1 歴代チャレンジショップリスト
『店名』（業種）

開業期間

『MK』（香水販売）

平成 13 年 12 月～平成 15 年 3 月

『アメニティ』（紅茶葉販売）

平成 13 年 12 月～平成 14 年 3 月

『E ワーカー豊橋』（PC 教室）

平成 15 年 4 月～平成 16 年 3 月

『茶房なかやす』（日本茶葉販売）

平成 16 年 5 月～平成 17 年 2 月

『茶房創』（日本茶葉販売）

平成 17 年 5 月～平成 18 年 3 月

『ハーブの家エルバ』（ハーブティ販売）

平成 18 年 5 月～平成 19 年 3 月

『Qahwah（カフワ）』（コーヒー販売）

平成 19 年 5 月～平成 21 年 3 月

『ちっぷむんく』（コーヒー・紅茶販売）

平成 22 年 4 月～平成 23 年 3 月

『穂のリンク』
（豊橋筆の関連商品を中心とした東三河地方の物産販売）

備考
独立開業

独立開業

平成 23 年 4 月～平成 24 年 3 月

（２）11－３の自己評価
各教員がどのような教育研究成果を上げたかについては、当該年度の「自己点検・評価
報告書」に教員総覧として掲載し縦覧している。しかし、各教員の教育研究分野は多岐に
わたり、教育成果・研究成果に対する認識は必ずしも一致していない。これらを一つの統
一書式でとりまとめることは困難を極める。分野ごとの書式設定も今後検討する必要があ
る。また、各教員は独立行政法人科学技術振興機構が提供する研究開発支援総合ディレク
トリ（ReaD）にも業績を掲載している。本学独自の調査結果との整合性を考慮し、この
ディレクトリの活用法を検討する必要がある。
教育活動における学生による授業評価アンケートは毎学期実施し、集計結果ならびに各
教員の回答の一部を図書館に置いて公開している。アンケートの集計方法ならびに公開の
範囲、公開の方法を検討する時期にきている。
生涯学習を目的とした公開講座は恒例化し、ある程度固定客を獲得してきた。反面、受
講者が固定しがちであり、今後は新規聴衆者の獲得に努力しなければならない。
（３）11－３の改善･向上方策（将来計画）
「豊橋創造大学紀要」
「研究紀要」の学内外への配布、ウェブページ上での PDF 公開は
今後も継続して行う。それ以外にも、外部への情報発信の重要性はますます高まり、教育
研究の成果に関わる情報発信をこれまで以上に迅速に行う必要がある。その準備として、
情報の蓄積・提供・活用を念頭に置き、教育研究の成果を収集した教員の活動報告のデー
タベース化を図る必要がある。同時に、広報活動をより効果的、効率的に行えるような体
制作りを目指す上でも、学内情報のデータベース化、一元化、共有化は不可欠である。そ
のための学内情報ネットワークの改善・整備は最優先課題である。学内情報の共有化は平
成 20(2008)年度開設の学内ポータルサイト「Saturn」に始まり、現在、教学システム
Universal Passport に移行・統合・集約している。今後は、Universal Passport のバージ
ョンアップに伴い、学内情報ネットワークのより一層の活用を図る。
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［基準 11 の自己評価］
社会的機関として必要な本学の組織倫理は学園諸規程・大学の規程ともに整備され、こ
れに基づいて適切に運営されている。建学の精神に基づく組織倫理について学内外によく
理解され、教職員における行動規範にもなっていることは評価できる。セクハラ・パワハ
ラ・アカハラなど各種ハラスメントの防止や個人情報の保護などの課題に関しても、規程
の整備とともに着実な運用が行われている。危機管理体制についても、災害の予防・発生
時の体制が整備され、
防災訓練等を通じて適切に機能していることを確認している。
また、
大学の教育研究の成果は、
「自己点検・評価報告書」
・
「紀要」
・
「研究開発支援総合ディレク
トリ」
・
「公開講座」など、学内外への公正かつ適切な広報活動がなされている。
［基準 11 の改善・向上方策（将来計画）
］
日々変化する外部環境に常に注意を払い、定められた諸規程を遵守しつつ、同時に社会
状況の変化や関連法規の改正に適応すべく、継続的な見直しを行う。危機管理は、常にそ
の体制の再点検を怠らず、着実に細心の注意を払って運営していくことが肝要である。特
に、地元との良好な関係の保持は危機管理の基盤でもあり、大学の基本姿勢でもあり、あ
らゆる面での協力関係の構築ならびに強化に努力を重ねたい。また、教育研究成果の広報
体制については、これまで以上に迅速に情報発信ができるよう、学内情報ネットワークの
改善・整備を図る。
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Ⅳ．特記事項
ア 情報ビジネス学部における特記事項
情報ビジネス学部では、経営（ビジネス）学と情報学を中心に据えた情報ビジネス学の
専門教育を目標にカリキュラムの構成を行っている。専門の知識学習だけでなく、情報ビ
ジネス学における実践力養成も教育目標に置き、講義と連携した様々な教育プロジェクト
を運営している。教育プロジェクトでは、地域、企業などの社会人との交流を通して、学
生の責任感や主体性を涵養するとともに、社会人としての行動や地域社会での役割の理解
を深化させるよう努力している。また、講演会、ビジネススクールの開講、高大連携事業
を通した地域への貢献に努力している。ここでは、特記事項として文部科学省からの補助
事業をとおした教育プログラムの改善と高大連携事業を通した地域貢献について説明する。
（１）平成 22(2010)年度「大学生の就業支援事業」の終了
多くの企業では、コミュニケーション力、主体性、協調性などをもった人材が求められ
ている。採択事業では、このような就業能力を有した学生を育成・輩出するために、地域
企業と協働するプロジェクトを主要事業の一つとして実施した。第 3 学年の全学生が 13
のプロジェクトに所属し、プロジェクトメンバ間の協議、協働する企業社員との打ち合わ
せを通して、目的遂行のための行動計画の立案や実行を行った。平成 23(2011)年度のプロ
ジェクトテーマは下表の通りである。また、学内課外活動としてメンタルタフネス講座を
４回開催し、グループワークを通して就業のあり方やストレスの対処方法などを学んだ。
ICT 機器活用能力育成のために、iPad を配布し授業やプロジェクトで活用するために教育
コンテンツの作成を開始した。本事業では、学生の主体的な活動を通して学生の社会人基
礎力養成を目指して、上記の活動に取り組むとともに今後継続した教育プログラムにでき
るように改善策を検討し、全教員参加のもと報告書をまとめた。
平成 23(2011)年度 情報ビジネス学部 プロジェクトテーマ一覧
プロジェクトテーマ


外食産業におけるロジスティクス・システムの研究（石田プロジェクト）



福祉施設で紙芝居（今井久プロジェクト）



ビジネス系学生のための情報処理資格に向けた電子コンテンツの改善活動（今井正プロジェクト）



認定試験に受かるための学習環境と運営（五味プロジェクト）



会計事務所の業務内容と組織に仕組みを知る（中野一プロジェクト）



社会的企業の実証研究（中野聡プロジェクト）



豊橋市内小中学校の太陽光発電システムの稼働状況調査（見目プロジェクト）



豊橋筆プロジェクト（花岡プロジェクト）



豊橋自慢企業のトップインタビュープロジェクト（三好プロジェクト）



東三河における繊維産業（森田プロジェクト）



炎の祭典支援プロジェクト（山口プロジェクト）



東三河 Bible（吉川・片岡プロジェクト）



学食広報プロジェクト by 学食おうえん団（三輪プロジェクト）

（２）平成 21(2009)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
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ラム」採択事業の終了
平成 21(2009)年度から 23(2011)年度の 3 年間に、
『総合的学士力養成に向けた実践教育
の改善』をテーマに、各授業でコミュニケーション力、発表力、意見形成力等を養成でき
るような改善努力、FD 活動を通してその改善の確認を行った。これまで実施してきた専
門分野における知識教育、キャリア教育、プロジェクトベースの実践学習を体系的に融合
させて事業を実施することにより、教育効果を高めた。また、就業支援では、OB、OG と
の小対話できるミーティングの開催など大学ネットワークの充実やキャリアカウンセラー
の配置による丁寧な指導に取り組んだ。他学部他学科のキャリア教育の活性化も事業の目
標に位置付け、その推進のために学士力推進会議を全学組織として創設し、その委員会を
もとに事業計画、事業推進を行った。この補助事業で取り組んだ就業力育成のための教育
プログラムを今後、発展的に実施できるような体制について協議し、推進予定である。
（３）キャリア教育・情報教育を軸にした高大連携事業の展開
学外への貢献として「キャリア教育・情報教育を軸にした高大連携事業」を展開してい
る。本学では、自らの将来を考え計画できる力を養成するために専門教育に加えてキャリ
ア教育をカリキュラム化し、
そのコンテンツやプログラムの開発と試行に取り組んでいる。
そのキャリア教育プログラムを高校生用に修正し、近隣高校での高大連携授業として展開
している。キャリア教育は中学校、高等学校でも実施が義務化されているが、そのための
コンテンツが十分に普及しておらず、コンテンツを充足させる意味でも高等学校と高大連
携事業を行うことも意味があると評価できる。
イ 保健医療学部理学療法学科における特記事項
（１）保健医療学部理学療法学科学生による「SOZO Project」の実施
理学療法学科では少人数学生（9～10 人）と教員が直に向き合う、いわゆる、顔の見え
る授業形態の基礎ゼミナールを 1・2 年次で実施している。当該ゼミナールは 1 年次春学
期から「基礎ゼミナールⅠ」から 2 年次秋学期「基礎ゼミナールⅤ」の 4 期に跨って行わ
れ、医療・保健・福祉などに係る様々な内容をテーマに掲げ、担当教員は一人ひとりの学
生が問題の発見と自ら問題解決を図る力を養うことができるよう指導を行っている。
平成 19(2007)年度の秋学期「基礎ゼミナールⅣ」以降、学生の主体的活動を発揮するこ
と、この学習活動を地域の方々に広く知ってもらうことを目的として、学生主体の市民公
開講座「SOZO Project」を開催し、平成 21(2009)年度大学の「創造性を育むプロジェク
ト」へ応募して活動資金を得て、それ以降予算化された。
この「SOZO Project」の準備等に直接関わる学生・教員の負担は少なくないが、具体的
な目標に向けた取り組みと、緊張感の中での研究発表は学生のモチベーションを高める原
動力になるとともに、聴衆からの叱咤激励の声はこれから医療を目指す学生達の目的意識
をより強固なものにしてくれなど意義深いものになっており、これまでの開催実績は以下
の通りである。
第 1 回（2007 年） 「テーマ」暮らしと環境＝住みよい街づくり＝
第 1 部 特別講演 「知って得する高齢者の運動と地域におけるリハビリテーション」
名古屋大学医学部 太田進先生
第 2 部 学生による調査研究発表
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第 2 回（2008 年） 「テーマ」豊橋発いきいき健康づくり
第 1 部 公開講座 「栄養と運動と生きがいから健康を考える」
豊橋創造大学地域貢献センター長 牧田光代先生
第 2 部 学生による調査研究発表
第 3 回（2009 年） 「テーマ」くらしの中で見つめる医療
第 1 部 学生による調査研究発表
第 2 部 特別講演 「脳卒中のリハビリテーション」
豊橋市民病院リハビリテーションセンター 森嶋直人先生
第 4 回（2010 年） 「テーマ」SOZO 発健康生活～身近な病気から身体を守る～
第 1 部 保健医療学部理学療法学科 2 年生による研究発表
第 2 部 公開講座 「認知症をどこまで防げるか」
豊橋創造大学保健医療学部長 神田 直教授
第５回（2011 年） 「テーマ」創造発 健康生活－身近な病気から身体を守る－
第 1 部 保健医療学部理学療法学科 2 年生による研究発表
第 2 部 公開講座 ｢健康維持の秘訣－血管を健やかに保つ－｣
名古屋大学医学部保健学科 山田純生先生

（２）OSCE 導入への対応
職能団体日本理学療法士協会は卒業時の技術取得程度を保障する仕組みとして OSCE
「Objective Structured Clinical Examination：客観的臨床能力試験」の導入を求めてい
る。導入に際しては実技審査に時間と人員を当てる必要が出てくる。このため、研修会へ
3 名の教員を個別の研修会に参加させて情報収集を図り、導入の時期を検討してきた。
これまで各学年の到達レベルの提示は各科目こなされているが、科目間でカバーできな
い学力・技術水準は学年単位で明示することが必要である。学生の到達レベルの明示によ
って、学習の動機付けを強く行うこと、一方で水準に達しない学生の底上げしていく方法
を検討すべき時期にあり、OSCE を導入することで学生の学習態度にも緊張感を求めたい。
次年度以降、OSCE を学年ごとに部分的に導入するとともに、知識レベルの到達度を各
学年で科目を超えた確認試験の導入により学生の実技面の学習の動機づけを高めていく。
（３） 臨床実習前の知識の整理を学内で行うことの義務化
2011 年次に学生の自宅での学習時間の調査を学科各学年で行ったところ、学生の自宅学
習時間は１週間で１時間前後であり、特に課題が出されない場合自宅で学習する機会も無
いこと、学生の学習習慣は育成されていないことが把握できた。一方、3 年生では臨床実
習に参加する学生の知識が系統だって、整理されてはいないことが指摘されている。
そこで、国試対策の基礎部分として位置づけた、三年秋学期の理学療法研究法・演習Ⅱ
の時間を使い、週のうち 90 分 2 回を知識の整理のための時間として学生にグループ学習
を行わせることにした。出席率の不良な学生も見られるが概ね学生の学習は進み、実習等
で知識不足を指摘される機会は少なくなった。
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