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Ⅰ．建学の精神・大学の基本理念、使命・目的、大学の個性・特色等 

1．建学の精神と大学の基本理念 

道都大学（以下「本学」という。）は昭和53(1978)年4月、オホーツク圏に位置する北海

道紋別市において「百折不撓と奉仕の精神」を建学の精神として開学した。 

私立大学の建学の精神は、創設者の意図や理想と密接な関係があり、大学の存在意義

を特徴づけるものであるが、本学の建学の精神もその母体である北海道産業専門学校（昭

和40(1965)年開設）以来、創設者である櫻井淳（本学初代学長）が説いてきた「骨のある

産業人」育成という教育理念を継承し、発展させたものである。 

「百折不撓と奉仕の精神」とは、いかなる困難にも耐え、たえず前進する強靱な精神を

もって学問・技芸の修得にのぞみ、私益の追求だけでなく国家・社会に広く貢献する奉仕

の精神を有する専門的職業人の育成を願うものであるが、さらにそこには、建学の精神を

もって、ロマンに溢れた社会を創造する、真理極点の芸術を創造する、世界平和と人権文

化等の上での平等な社会をつくる、などの哲学心を育むことを願う創設者の熱き想いが込

められている。 

そこからこのような創設者の想いを継承すべく、今日、建学の精神を次の5項目として

まとめている。 

 

 

 

 

 

建 学 の 精 神 Founding Spirit 

 

1．百折不撓と奉仕の精神を有する人に 

2．相手を尊敬し礼儀を重んじ誠意ある人に 

3．専門的職業人にして且哲学的産業人に 

4．ロマンに溢れた近代的社会を創造する人に 

5．世界人類に貢献する国際人に 

 

1. To be a person standing for the spirit of “Ever Onward” and “Service-minded”. 

2. To be a person respecting and valuing others with goodwill. 

3. To be a person having specialized and philosophical knowledge. 

4. To be a person creating a modern society with full of dreams and hopes. 

5. To be a person contributing to the betterment of life for humankind. 

 

EVER ONWARD (限りなき前進) 
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2．使命・目的  

 本学の目的及び使命は、「道都大学 学則」（以下「学則」という。）第1条において「本

学は教育基本法並びに学校教育法に則り、教養識見を備えた有能な人物を養成するととも

に、高度の知識及び技術の教授並びに学術の研究を為すことを目的とし、産業の興隆並び

に文化の発展に寄与し、もって世界の平和と人類の福祉に貢献することを使命とする。」と

定めている。 

 

3．個性・特色等 

本学は、3学部4学科からなる大学である。昭和53(1978)年4月、オホーツク圏の紋別市

に、当時としてはユニークな社会福祉学部と美術学部を擁する大学として開学したが、平

成8(1996)年、美術学部を道都大学短期大学部が置かれていた北広島市に移転、平成13 

(2001)年、新たに経営学部を開設し、平成17 (2005)年には社会福祉学部を北広島市に移転

して現在の学部・学科構成となっている。 

本学の個性・特色は、建学の精神を柱に「教養識見を備えた有能な人物の養成」という

目的・使命を踏まえて「我が国の高等教育の将来像（答申）（平成 17(2005)年）」で示され

た大学の機能別分化でいう「幅広い職業人の育成」、「特定の専門的分野（芸術・体育）の

教育・研究」、「地域の生涯学習機会の拠点 」、「社会貢献機能」に重点的に取り組む大学で

ある。 
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Ⅱ．沿革と現況 

1．本学の沿革 

昭和 39（1964）年 12 月 学校法人北海道産業学園設立、初代理事長に阿部利雄氏が就任 

  北海道産業専門学校の本科及び予科高等部を設置 

  初代学校長に阿部利雄氏が就任 

昭和 40（1965）年 04 月 北海道産業専門学校開設 設置学科－建築工学科、土木工学科、産業経営科、貿易科、 

予科高等部 

昭和 41（1966）年 01 月 北海道産業短期大学設置認可、初代学長に阿部利雄氏が就任 

昭和 41（1966）年 04 月 北海道産業短期大学開設 設置学科－経営科、建設科 

昭和 42（1967）年 04 月 北海道産業短期大学経営科教員養成課程認可 

昭和 47（1972）年 03 月 北海道産業専門学校予科高等部最終卒業生を送る 

昭和 47（1972）年 12 月 韓国、慶煕大学校と姉妹校結縁成立 

昭和 48（1973）年 04 月 北海道産業専門学校第 2 代学校長に櫻井淳氏が就任  

  建設省国土地理院測量士養成施設指定の測量学科及び北海道知事認可の建築士国家試験

短縮校として建築学科の 2 学科夜間課程を開設 

昭和 49（1974）年 03 月 学校法人北海道産業学園第 2 代理事長に櫻井淳氏が就任 

  北海道産業短期大学第 2 代学長に櫻井淳教授が就任 

昭和 51（1976）年 04 月 北海道産業短期大学を道都短期大学と校名変更 

  学校法人名を北海道櫻井産業学園と改称 

昭和 52（1977）年 04 月 フィリピン･マニラ大学と姉妹校結縁成立 

昭和 53（1978）年 02 月 道都大学(紋別市)設置認可、初代学長に櫻井淳教授が就任 

昭和 53（1978）年 04 月 道都大学開設(社会福祉学部、美術学部) 

  大阪芸術大学と姉妹校結縁成立 

昭和 53（1978）年 11 月 アメリカ合衆国･テネシー州立工科大学と姉妹校結縁成立 

昭和 54（1979）年 02 月 道都大学(社会福祉学部、美術学部)教員養成課程認可 

昭和 55（1980）年 04 月 アメリカ合衆国･アラスカ州立大学アンカレッジ校と姉妹校結縁成立 

昭和 55（1980）年 11 月 カナダ･アルバータ州立カルガリー大学と姉妹校結縁成立 

昭和 56（1981）年 04 月 北海道産業専門学校(測量学科、建築学科)夜間課程を昼間課程に移行 

昭和 56（1981）年 06 月 韓国東義大学校と姉妹校結縁成立 

昭和 56（1981）年 09 月 北海道産業専門学校に観光学科新設認可 

昭和 56（1981）年 11 月 アメリカ合衆国･オレゴン州立大学と姉妹校結縁成立 

昭和 57（1982）年 04 月 道都大学に博物館学芸員課程(美術学部)、社会教育主事課程(社会福祉学部)認可 

昭和 58（1983）年 10 月 フランス国立パリ･エコール･スペリエール･デザール･デコラティフと姉妹校結縁成立 

昭和 59（1984）年 04 月 道都大学附属海洋生物研究所開設 

昭和 59（1984）年 08 月 学園寄附行為の変更により総長制を施行、初代総長に櫻井淳博士が就任 

  道都短期大学 第 3 代学長に川端清策博士が就任 

  北海道産業専門学校第 3 代学校長に平澤是曠教授が就任 

昭和 59（1984）年 09 月 道都大学附属北方福祉研究所開設 

昭和 59（1984）年 11 月 道都大学保母養成校指定認可 
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昭和 59（1984）年 12 月 北海道産業専門学校校舎移転(広島町より札幌市へ) 

昭和 60（1985）年 01 月 スウェーデン･国立ストックホルム大学と姉妹校結縁成立 

昭和 60（1985）年 04 月 道都短期大学第 4 代学長に田治米鏡二博士が就任 

昭和 60（1985）年 08 月 道都大学第 2 代学長に小池東一郎博士が就任 

昭和 61（1986）年 04 月 道都短期大学第 5 代学長に北村四郎教授が就任 

  北海道産業専門学校に日本語学科開設 

昭和 62（1987）年 04 月 北海道産業専門学校第 4 代学校長に小野寅雄教授が就任 

  北海道産業専門学校を道都総合専門学校と校名変更 

昭和 62（1987）年 09 月 アメリカ合衆国･ハワイパシフィック大学と姉妹校結縁成立   

昭和 62（1987）年 11 月 アイスランド･国立アイスランド大学と姉妹校結縁成立 

昭和 63（1988）年 04 月 道都総合専門学校に米国留学科、インターナショナルトラベル学科開設 

昭和 63（1988）年 08 月 アメリカ合衆国･ラ･バーン大学、ベーカー大学、フランクリン大学の 3 大学と姉妹校結

縁成立 

平成 元（1989）年 04 月 道都大学北方意匠研究所開設 

  道都短期大学第 6 代学長に岡島秀夫博士が就任 

  道都総合専門学校第 5 代学校長に村北辰雄教授が就任 

  道都総合専門学校にインターナショナルビジネス学科開設 

平成 元（1989）年 07 月 道都短期大学新校舎起工式 

平成 元（1989）年 08 月 アメリカ合衆国･ガードナー・ウェッブ大学と姉妹校結縁成立 

平成 02（1990）年 04 月 道都総合専門学校を道都国際学園と校名変更 

  道都国際学園に上級日本語学科開設 

平成 03（1991）年 03 月 道都短期大学新校舎へ移転 

平成 03（1991）年 04 月 道都短期大学を道都大学短期大学部と校名変更 

平成 03（1991）年 07 月 道都大学短期大学部開学 25 周年記念式典及び祝賀会挙行 

平成 04（1992）年 04 月 道都国際学園を道都国際観光専門学校と校名変更 

平成 04（1992）年 12 月 ヴェトナム･ホーチミン市総合大学、タイ･バンコク大学の 2 大学と姉妹校結縁成立 

平成 05（1993）年 04 月 道都大学第 3 代目学長に林正道博士が就任 

  北方福祉研究所を国際福祉研究所と改称、北方意匠研究所を国際意匠研究所と国際建築

研究所に改組 

平成 06（1994）年 04 月 ドイツ・バンベルグ大学、中国・藩陽大学、ロシア・ユジノサハリンスク国立教育大学、

イタリア・ローマ国立美術アカデミアの 4 大学と姉妹校結縁成立 

平成 6（1994）年  6 月 中国・瀋陽工業大学と姉妹校結縁成立 

平成 06（1994）年 08 月 オーストラリア・ロレイン・マーティンカレッジと姉妹校結縁成立 

平成 07（1995）年 04 月 ヴェトナム・ホーチミン市建築大学、オーストラリア・グリフィス大学の 2 大学と姉妹

校結縁成立 

平成 07（1995）年 06 月 チリ・フェデリコ・サンタマリア工科大学と姉妹校結縁成立 

平成 08（1996）年 04 月 道都大学美術学部 札幌キャンパスへ移転 

  道都大学短期大学部開学 30 周年記念式典挙行 

平成 08（1996）年 09 月 中国・黒竜江省対外貿易学校、黒竜江省対外貿易幹部学校と姉妹校結縁成立 



 道都大学  

5 

平成 08（1996）年 11 月 ヴェトナム国立大学ホーチミン校と姉妹校結縁成立 

平成 09（1997）年 04 月 道都大学第 4 代学長に櫻井淳博士が就任 

 道都大学短期大学部第 7 代学長に櫻井政経博士が就任 

平成 09（1997）年 12 月 フィンランド・ラップランド大学と姉妹校結縁成立 

平成 10（1998）年 04 月 道都大学第 5 代学長に櫻井政経博士が就任 

 道都大学短期大学部第 8 代学長に宮台朝直博士が就任 

平成 11（1999）年 04 月 道都大学に国際経営文化研究所を設置 

平成 12（2000）年 10 月 道都大学美術学部収容定員増認可 

平成 12（2000）年 12 月 道都大学経営学部(経営学科)設置認可 

  道都大学経営学部に教員免許状取得のための教職課程認可 

平成 13（2001）年 03 月 道都国際観光専門学校廃止 

平成 13（2001）年 04 月 道都大学経営学部開設 

  道都大学社会福祉学部に介護福祉コース(介護福祉士養成課程)を開設 

  ロシア・極東国立経済経営アカデミーと姉妹校結縁成立 

平成 14（2002）年 03 月 道都大学短期大学部廃止 

平成 17（2005）年 04 月 道都大学社会福祉学部移転(北広島市) 

  道都大学全学部収容定員変更 

平成 19（2007）年 04 月 学校法人北海道櫻井産業学園第 3 代理事長に櫻井政経氏が就任 

平成 20（2008）年 04 月 道都大学全学部収容定員変更 

平成 23（2011）年 04 月 北海道櫻井産業学園に名誉総長制を敷き、初代名誉総長に櫻井淳博士が就任 

平成 24（2012）年 04 月 道都大学社会福祉学部収容定員変更 

平成 25（2013）年  2 月 学校法人国際学園との業務連携合意書調印 

平成 25（2013）年  3 月 道都大学共通教育部廃止 

 道都大学国際福祉研究所・国際意匠研究所・国際建築研究所・国際経営文化研究所廃止 

 櫻井淳名誉総長が退任 

平成 25（2013）年  4 月 道都大学地域総合研究所設置 

 道都大学教職センター設置 

 北広島市との連携に関する協定書調印 

平成 25（2013）年  7 月 星槎国際高等学校との高大連携協定書調印 

 北海道北広島西高等学校との高大連携協定書調印 

平成 25（2013）年  9 月 星槎大学との単位互換に関する覚書調印 

平成 26（2014）年  4 月 学校法人北海道櫻井産業学園第 4 代理事長に濱田康行氏が就任 

 道都大学第 6 代学長に濱田康行博士が就任 

 道都大学通信教育科（指定保育士養成課程・精神保健福祉士養成課程[短期]）開設 

平成 26 (2014) 年 12 月 北海道名寄産業高等学校との高大連携協定書調印 

平成 27 (2015）年 4 月 学校法人北海道櫻井産業学園第 5 代理事長に正木清郎氏が就任 

 道都大学第 7 代学長に山本一彦教授が就任 

 道都大学通信教育科（精神保健福祉士養成課程[一般]、社会福祉士養成課程[一般]）開設 

由仁町並びに由仁町教育委員会との連携に関する協定書調印 
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平成 27（2015）年 5 月 旭川明成高等学校との高大連携協定書調印 

平成 27（2015）年 6 月 学園創立 50 周年記念式典開催 

平成 27（2015) 年 12 月 学校法人国際学園との包括連携協定書調印 

平成 28（2016) 年 4 月 学校法人名を北海道星槎学園と改称 

神恵内村との連携に関する協定書調印 

 

  

2．本学の現況 

【大学名】 

 道都大学 

 

【所在地】 

 北海道北広島市中の沢 149 番地 1 

 

【学部構成】 

                                     （単位:人） 

 学 部 名  学 科 名 入学定員 収容定員 開設年月日 備考 

社会福祉学部 社会福祉学科 60  240  S53 年 4 月  

美 術 学 部 
デザイン学科 40  160  S53 年 4 月 

建 築 学 科 40  160  S53 年 4 月 

経 営 学 部 経 営 学 科 120  480  H13 年 4 月 

計 260  1,040    

（平成 28 (2016)年 4 月 現在） 

 

【学生数、教員数、職員数】 

（学生数）                             （単位:人） 

学 部 名 学 科 名 
1 年 2 年 3 年 4 年 計 

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 

社会福祉学部 社会福祉学科 22 13 30 16 20 15 22 15 94 59 

美 術 学 部 
デザイン学科 6 18 3 17 9 6 4 13 22 54 

建 築 学 科 18 7 22 2 6 4 12 4 58 17 

経 営 学 部 経 営 学 科 95 10 79 13 77 8 72 4 323 35 

計 141 48 134 48 112 33 110 36 497 165 

(平成 28 (2016)年 5 月 現在) 
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（教員数）                                                     （単位:人） 

区      分 

教 

 

授 

准 

教 

授 

専 

任 

講 

師 

助 

 

教 

専 

任 

計 

兼 

 

任 

兼 

 

担 

社会福祉学部 社会福祉学科 13 5 5 0 23 6 21 

美 術 学 部 
デザイン学科 5 3 1 0 9 17 23 

建 築 学 科 6 5 0 0 11 2 23 

経 営 学 部 経 営 学 科 11 13 0 0 24 19 19 

地 域 連 携 推 進 セ ン タ ー 0 0 1 0 1 0 0 

計 35 26 7 0 68 44 86 

 ※兼任・兼担に重複あり               （平成 28 (2016)年 5 月 現在） 

 

（職員数）                             （単位:人） 

部   局 事務系職員 技術系職員 
嘱託・派遣 

職員 
臨時職員      計 

事務局長 1    1 

総務部 2    2 

          総務課 2  1  1 4 

          経理課 2   1  3 

          管財課   3  3 6 

学務部         2     2 

学務課 4   1 1 6 

         入試広報課 5   1  6 

         スポーツ課 3     3 

通信教育事務センター 1     1 

キャリア支援センター 2    1 3 

図書情報室  図書情報課 2     2 

合          計 26  4 3 6 39 

 ※教員の兼務職を除く                  （平成28 (2016)年5月 現在） 
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【道都大学の組織の現況】 
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Ⅲ．評価機構が定める基準に基づく自己評価 

基準 1．使命・目的等 

1－1 使命・目的及び教育目的の明確性 

≪1－1の視点≫ 

1-1-① 意味・内容の具体性と明確性 

1-1-② 簡潔な文章化 

（1）1－1の自己判定 

基準項目1－1を満たしている。 

 

（2）1－1の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 1-1-① 意味・内容の具体性と明確性 

本学は、建学の精神として、「百折不撓と奉仕の精神を有する人に」を中核に据えな

がら、さらに「相手を尊敬し礼儀を重んじ誠意ある人に」、「専門的職業人にして且哲

学的産業人に」、「ロマンに溢れた近代的社会を創造する人に」、「世界人類に貢献す

る国際人に」からなる5項目を掲げている。 

本学は、果たすべき使命・目的を学則第1条において「本学は、教育基本法及び学校

教育法に則り、教養識見を備えた有能な人物を養成するとともに、高度の知識及び技術

の教授並びに学術の研究を為すことを目的とし、産業の興隆並びに文化の発展に寄与し、

もって世界の平和と人類の福祉に貢献することを使命とする。」と定めている。【資料

1-1-1】 

本学は、「学部・学科の教育研究上の目的」を平成20(2008)年度から別紙により定め

ていたが、平成26(2014)年4月に学則第3条第3項を改訂し、「学部・学科の教育研究上の

目的については別表4のとおりとする。」として、設置の3学部4学科の教育研究目的の学

則への明確化をはかった。【資料1-1-2】 

 

表1-1-①-1 学則別表4 ＜学部・学科の教育研究上の目的＞ 

学部・学科 教育研究上の目的 

社会福祉学部 

建学の精神としての｢百折不撓｣と｢奉仕の精神｣のもとに、多岐にわたる福祉施設や

行政機関等で活躍する人材を養成するとともに、共生社会の実現をめざす。グロー

バルな視点から社会サービスの現状とその背景にある政治、経済、文化等について

研究し、その成果を学生へ還元する。 

社会福祉学科 

共生社会のシステム構築に寄与する人材を養成する。高齢者や障害者、子ども・家

庭等｢要支援者｣の自立生活に焦点を当て、あらゆる支援活動にかかわることができ

るソーシャルワーカーを養成する。特別支援・社会分野の教職において活躍し得る

人材を養成する。 
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学部・学科 教育研究上の目的 

美 術 学 部 

建学の精神を念頭に、両学科の所属学生に対し、幅広い知識や教養を修得させると

共に、豊かな感性や感覚と高い技能とを身につけさせ、美しく心豊かな社会創りに

、持続的に積極的に関わることのできる人材養成を行うこと。また、研究に関して

は、より的確な教育方法の研究と共に、幅広い視野で、とりわけ地域の諸問題につ

いて検証し、それらの改善と発展に寄与すること等を目的とする。 

デザイン学科 

知識や教養の修得と共に、個々の学生の感性や感覚の練磨につとめ、感受性豊かで

想像力や表現力や創造力のある人間形成を行うこと。教職を目指す学生には、美術

ならではの教育方法の特質と役割とを認識させ、教育現場での授業等において、そ

れらを反映させ実践できる人材の育成を行うこと。研究に関しては、常に一人ひと

りの学生に寄り添い、それぞれの特質を把握し、効果的な教育方法を展開させられ

るようにすること、また、美術についての専門的な知識や技能等を、十分に社会に

還元させることを目標とする。 

建 築 学 科 

人びとの生活から社会活動の基盤となる建築・都市環境に関わる専門知識を有し、

これらを構築する豊かな創造力をもち、社会に貢献する建築技術者を育成する。ま

た、工業（建築）分野の教職において活躍できる人材を育成する。 

 

学部・学科 教育研究上の目的 

経 営 学 部 

情報化、国際化、さらにグローバル化が進展する21世紀の産業社会で活躍する人

材を育成する。また、グローバルな視点だけでなく地域社会とのつながりについて

も重視し、経営およびそれに関連した分野等について研究し、その成果を社会と学

生の学びへ還元する。 

経 営 学 科 

企業の会計管理・国際経営戦略などを中心とした諸理論を学ぶだけでなく、経営を

広い視点から捉え、地域社会やスポーツビジネスのような様々な社会的活動も経営

対象と捉え、幅広い視野と国際的かつ地域に根ざした経営感覚を持つ幅広い人材を

養成する。また、これらの学びの中から次世代を育む指導者を育成し、保健体育・

商業等の教職において活躍し得る人材を養成する。 

 

1-1-② 簡潔な文章化  

本学の建学の精神は、簡潔な5項目によって文章化されており、その中核を為す「百

折不撓」については、英訳された“Ever Onward”とこれを平易に言い換えた“限りなき前

進”と表記している。 

また平成20(2008)年度に「学部・学科の教育研究上の目的」を制定し、その後、平成

26(2014)年度には社会のニーズに適する内容への変更、平易な文章に整理を実施、学則

に簡潔かつ明確に文章化した。 

 

（3）1－1の改善・向上方策（将来計画） 

「学部・学科の教育研究上の目的」について、社会のニーズに適応できるよう内容を

具体的かつ明確にし、簡潔な文章にすることで学則本文への明記を実施したが、今後も

社会環境の変化、特にコミュニティ機能の低下が叫ばれる地域社会に着目することで、
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本学の特色（学部学科構成など）を活かし、いかに地域社会に貢献していくかを問い直

し、地域コミュニティ再生に協働できる人材を輩出できるよう内容の見直し等を随時行

う。【資料1-1-2】 

 

【エビデンス集（資料編）】 

 【資料 1-1-1】道都大学 学則 第 1 条 【資料 F-3 と同じ】 

 【資料 1-1-2】道都大学 学則の一部変更について 

  

 

1－2 使命・目的及び教育目的の適切性 

≪1－2の視点≫ 

1-2-① 個性・特色の明示 

1-2-② 法令への適合 

1-2-③ 変化への対応 

（1）1－2の自己判定 

基準項目1－2を満たしている。 

 

（2）1－2の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 1-2-① 個性・特色の明示  

本学は、昭和53(1978)年4月に当時全国でもめずらしい社会福祉学部社会福祉学科と

美術学部デザイン学科及び建築学科というユニークな学部学科構成で、北の大地の北海

道に開学した。開学以来、厳しい自然環境の下に「百折不撓と奉仕の精神」という不撓

不屈の精神と、広く国家・社会の発展のため貢献する奉仕の精神を身につけた人材育成

を目指した特色ある建学の精神を、より具現化した形で、目的と使命の中に活かしてい

る。「教養識見を備え」、「高度の知識及び技術」を修得するには、決して短期間に安直

な方法でできるわけではなく、日常の不断の努力を持続する強い意志によってはじめて

達成される。このような目的達成を通じて、「奉仕の精神」に基づく、国家・社会の「産

業の興隆並びに文化の発展に寄与する」人材を養成し、「世界の平和と人類の福祉に貢

献する」という使命の達成を目標としている。 

また、「我が国の高等教育の将来像（答申）（平成17(2005)年）」で示された大学の機

能別分化でいう「幅広い職業人の育成」、「特定の専門的分野（芸術・体育）の教育・研

究」、「地域の生涯学習機会の拠点」、「社会貢献機能」に重点的に取り組む大学として以

下の教育体制及び学生支援体制を備えている。 

 

 

「とことん面倒を見る大学」 

1) 担任制（ゼミナール担当教員）による学生一人ひとりに目が行き届いた教育を各学

部・学科で行うとともに、オフィスアワー制度・学生相談室・学務課相談ブース・

キャリア支援センター等を活用し、学生の教育相談・生活相談・就職相談など、

すべての教職員が親身になって学生のサポートしていく「とことん面倒を見る大

学」 
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2) 少人数教育の実現と「DOHTO 演習」「キャリア支援科目」（本学独自の教育）な

どによる専門教育と総合的な能力の開発支援 

3) 時代のニーズに応えるため、原則 4 年に一度カリキュラムの全面的な見直しをはか

り、教育改革を実践 

4) 学生の学修状況（学生の単位修得状況）とキャリア形成ニーズ（進路変更や修学に

関わる学生の個別問題）に合わせた履修及び修学指導を「履修アドバイザー」と担

任との連携の下で実施 

5) 「道都大学保護者会」を開催し、学生の成績・単位修得状況などを記載した「成績

通知書」に基づいて、教員と保護者の間で修学・就職の指導と相談を実施 

6) 「百折不撓」という強靱な精神を育むための一策として、スポーツ教育の実践とと

もに課外活動を推奨し、体育系クラブは北海道の学生スポーツ界をリード 

7) 地域のコミュニティを支援する大学を目指し、地元北広島市等と「包括連携協定」

を締結し、コミュニケーションの場を大切にする地域貢献を実施 

 

1-2-② 法令への適合  

学則第1条に「本学は教育基本法並びに学校教育法に則り、教養識見を備えた有能な

人物を養成するとともに、高度の知識および技術の教授並びに学術の研究を為すことを

目的とし、産業の興隆並びに文化の発展に寄与し、もって世界の平和と人類の福祉に貢

献することを使命とする。」と定めており、これは学校教育法第83条が定める大学の目

的に適合している。 

また「学部・学科の教育研究上の目的」を学則第3条第3項に「学部・学科の教育研究

上の目的については別表4のとおりとする。」として学則別表4に定めており、大学設置

基準第2条に適合している。 

 

1-2-③ 変化への対応  

本学では、毎年自己点検・評価活動を実施し、その結果を報告書としてまとめ、本学

の使命・目的を社会変化に応じて変更するための基礎資料として活用している。それら

の結果を踏まえ、平成26(2014)年度に「学部・学科の教育研究上の目的」を社会のニー

ズに適する内容、平易な文章に整理するために改定した。本学では、社会環境の変化、

具体的には少子高齢化による人口減少、急速なグローバル化の進展、社会や受験生が大

学に求める期待の変化などを考慮し、柔軟に対応しており、大学を取り巻く様々な環境

の変化への対応を実施している。 

 

（3）1－2の改善・向上方策（将来計画） 

引き続き、法令適合性及び個性・特色の明示といった条件を確保しつつ、社会情勢等

の変化に対して柔軟に対応できる意識と体制を維持し、必要に応じて、使命・目的及び

教育目標の見直し等をはかる。 
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1－3 使命・目的及び教育目的の有効性 

≪1－3の視点≫ 

1-3-① 役員、教職員の理解と支持 

1-3-② 学内外への周知 

1-3-③ 中長期的な計画及び3つの方針等への使命・目的及び教育目的の反映 

1-3-④ 使命・目的及び教育目的と教育研究組織の構成との整合性 

（1）1－3の自己判定 

  基準項目1－3を満たしている。 

 

（2）1－3の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 1-3-① 役員、教職員の理解と支持  

法人及び本学の目的は、それぞれ「学校法人北海道星槎学園 寄附行為」（以下「寄

附行為」という。）及び学則に明記されている。寄附行為及び学則の制定は、開学当時

の理事会において制定され、その後の寄付行為の改訂は、評議員の意見を聴いた上で理

事会の承認を必要とし、学則の改訂は加えて教授会・委員会等の審議や意見を聴き改訂

されている。現行の寄附行為及び学則はそのような手続きを経て定められている。その

意味において、法人及び本学の目的は、役員及び教職員の理解と支持を得ている。【資

料1-3-1】 

 

1-3-② 学内外への周知  

本学の教育理念である「建学の精神」は、理事長・学長が入学式・卒業式などの公的

行事の式辞や挨拶の中で触れている。また、「建学の精神」、「使命・目的」、「教育

目標」については、大学案内・学生便覧をはじめとする各種印刷物・学内掲示、あるい

は本学のホームページ明示や「道都大学保護者会」での明示・説明など、できる限り周

知するように努めている。【資料1-3-1】【資料1-3-2】【資料1-3-3】 

 

1-3-③ 中長期的な計画及び3つの方針等への使命・目的及び教育目的の反映 

本学は、平成22(2010)年4月には、本学の使命・目的及び「学部・学科の教育研究上

の目的」を反映させた「3つの方針」のディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）・カリ

キュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）・アドミッション・ポリシー（入学

者受入れの方針）を策定している。また平成24(2012)年7月に、本学の使命・目的を現

在の視点で捉え直し、教学面と経営面の2つの観点から、取組みを具体化した「道都大

学改革5ヵ年計画」を策定した。【資料1-3-4】【資料1-3-5】 

さらに、平成25(2013)年5月に、本学園の使命・目的及び教育目標をより学園運営に

反映することを目的に理事長の諮問機関として、法人の中長期的な展望を見据えた事業

計画策定のための「学校法人北海道櫻井産業学園 グランドデザイン検討委員会」（以

下「グランドデザイン検討委員会」という。）並びに現行のカリキュラムの再検討をは

じめとする教育改革を外部有識者の視点から検討するための「学校法人北海道櫻井産業

学園 教育改革有識者委員会」（以下「教育改革有識者委員会」という。）を設置し、

それぞれ委員等による審議を経て、「教育改革有識者委員会」は平成25(2013)年11月、

「グランドデザイン検討委員会」は平成25(2013)年12月、理事長宛に答申されている。
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平成26(2014)年度はその内容を「3つの方針」の改訂や「北海道櫻井産業学園経営改善

計画(5ヵ年)」（以下「経営改善計画」という。）へ反映させている。【資料1-3-6】【資

料1-3-7】【資料1-3-8】 

1-3-④ 使命・目的及び教育目的と教育研究組織の構成との整合性 

本学の建学の精神は、学内外に示され今日に至るまで営々と継承され、法人及び本学

の目的並びに教育目的の根源となっている。このような開学以来の教育理念を踏まえつ

つ、本学はカリキュラムにおいて時代や社会の変化にも柔軟に対応してきた。 

教育研究組織の構成は、昭和53(1978)年の社会福祉学部社会福祉学科並びに美術学部

デザイン学科及び建築学科の2学部3学科を設置した開学以来、同学部同学科において変

更はなく、当初の使命・目的及び教育の目的を実践し続けている。 

なお、平成13(2001)年には短期大学部経営科を改組転換した経営学部経営学科を開設

したが、基本となる使命・目的及び教育目的については、変更せずに経営学部経営学科

の教育・研究理念が構築されている。いずれの組織も建学の精神、使命・目的及び教育

目的の実現のために設置しており、その構成は使命・目的等と整合している。 

 

（3）1－3の改善・向上方策（将来計画） 

本学の使命・目的及び教育目的については、今後とも大学の広報誌をはじめとする各

種印刷物、あるいは本学のホームページ等に明示し、周知に努める。 

中長期計画の実施・実現に向け、教育研究組織の充実に取り組むとともに、社会変化

に対応したディプロマ・ポリシーを検証し続け、その内容をカリキュラム・ポリシーや

アドミッション・ポリシーに反映させ、「幅広い職業人の育成」、「特定の専門的分野（芸

術・体育）の教育・研究」、「地域の生涯学習機会の拠点 」、「社会貢献機能」に重点的

に取り組んでいく。 

 

【エビデンス集（資料編）】 

【資料1-3-1】大学案内Campus Guide 2017 p.66 【資料F-2】と同じ 

【資料1-3-2】平成28年度生用道都大学学生便覧 p.1 【資料F-5】と同じ 

【資料1-3-3】「建学の精神」学内掲示箇所 

【資料1-3-4】平成28年度生用道都大学学生便覧 pp.24-26【資料F-5】と同じ 

【資料1-3-5】「道都大学 改革5ヵ年計画」 

【資料1-3-6】「学校法人北海道櫻井産業学園 教育改革有識者委員会答申 

（平成25(2013)年11月5日）」 

【資料1-3-7】「学校法人北海道櫻井産業学園 グランドデザイン検討委員会答申 

（平成25(2013)年12月18日）」 

【資料1-3-8】「学校法人北海道櫻井産業学園 経営改善計画(5ヵ年)」 

 

［基準1の自己評価］ 

本学は建学の精神に基づき教育基本法及び学校教育法を踏まえながら、教育の目的、

各学部・学科の教育研究上の目的を定め、その内容を学則において具体的かつ明確に表現

し、様々な機会と手段を利用して学内外へ広く周知している。 

また、本学の使命・目的及び教育目標をより学園運営に反映することを目的に理事長



 道都大学  

15 

の諮問機関として、「グランドデザイン検討委員会」並びに「教育改革有識者委員会」を

設置・審議し、その内容を「3つの方針」や「経営改善計画」へ反映させ、その実現に取

り組んでいる。 
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基準 2．学修と教授 

2－1 学生の受入れ 

≪2－1 の視点≫ 

2-1-① 入学者受入れの方針の明確化と周知 

2-1-② 入学者受入れの方針に沿った学生受入れ方法の工夫  

2-1-③ 入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持 

（1）2－1の自己判定 

基準項目 2－1 を満たしている。 

 

（2）2－1の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-1-① 入学者受入れの方針の明確化と周知  

本学の「アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）」（平成22(2010)年度制定、

平成25(2013)年5月一部改訂、平成26(2014)年4月改訂）は、【資料1-3-4】のとおりであ

る。本学では、大学全体のみならず各学科が建学の精神を根幹に据えた教学の目標を設

定し、アドミッション・ポリシーとして明確化している。 

また、アドミッション・ポリシーについては、受験生やその保護者に正しく理解して

もらうため、大学案内・入学試験実施要項・学生便覧・ホームページに記載して、適切

に周知している。【資料2-1-1】【資料2-1-2】【資料2-1-3】 

 

2-1-② 入学者受入れの方針に沿った学生受入れ方法の工夫 

本学においては、入試区分として下表のとおり各種入学試験を実施している。しかし

ながらすべての入学試験でアドミッション・ポリシーを同等に扱い、入学選抜を実施す

ることは困難であることから、いずれかに重点をおいた形態での入学試験を行っている。 

推薦選考（指定校制・公募制）では、高等学校における平素の学習評価（評定平均値）

で大学教育を受けるための基礎学力を有する者か、学校長の推薦書で人物的に優れ、か

つ勤勉な者であるかを判定するとともに、面接において本学のアドミッション・ポリ

シーを理解し意欲や向上心を有する者かを判定することにより、合否を決定している。 

AO（アドミッション・オフィス）選考では、エントリー後の事前面接や「AO選考レ

ポート」をとおして、本学のアドミッション・ポリシーを理解し、明確な目的意識を持っ

た向学心の旺盛な者であるかを判定することにより、合否を決定している。 

一般入試では2教科型の学力試験方式、美術学部においては実技試験方式の2種類の入

学試験を実施し、主に学力やデッサン力を判定することにより、合否を決定している。 

大学入試センター試験利用入試では個別試験は行わず、大学入試センター試験科目の

得点のうち得点の高い3科目を評価対象とし、主に学力を判定することにより合否を決

定している。 

特別選抜の専門学科・総合学科特別選抜では、高等学校における平素の学習評価（評

定平均値）で専門学科・総合学科出身であるが大学教育を受けるための基礎学力を有す

る者か、面接において本学のアドミッション・ポリシーを理解し意欲や向上心を有する

者かを判定することにより、合否を決定している。 

特別選抜の特待生特別選抜では、成績特待が高等学校における平素の学習評価（評定

平均値）4.0以上の者、芸術特待（対象：美術学部）が3.5以上（芸術活動分野で実績が
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ある者）を出願資格とし、志望調査書、小論文において大学教育を受けるための基礎学

力を有する者か、大学教育を受けるための優れた学力を有する者であるか、本学への入

学意思が強く人物ともに優れた者であるか、面接において本学のアドミッション・ポリ

シーを理解するとともに他学生の模範となる者かを判定することにより、合否を決定し

ている。 

特別入試の同窓会推薦特別入試では、高等学校における平素の学習評価（評定平均値）

で大学教育を受けるための基礎学力を有する者か判定することはもとより、志願理由書、

同窓会推薦書等により判定、さらに面接において本学のアドミッション・ポリシーを理

解する者かを判定することにより、合否を決定している。 

特別入試のスポーツ選手特別入試では、高等学校における平素の学習評価（評定平均

値）で大学教育を受けるための基礎学力を有する者か判定することはもとより、高等学

校在籍中、積極的に行ったスポーツクラブ活動（硬式野球部、サッカー部、ラグビー部、

柔道部、バスケットボール部、剣道部、バレーボール部、ハンドボール部、その他）の

実績で優秀な成績を修めた者であるか「スポーツ選手実績書」、「スポーツ選手推薦書」

により判定、さらに面接において本学のアドミッション・ポリシーを理解するとともに

他学生の模範となる者かを判定することにより、合否を決定している。 

特別入試の海外帰国生特別入試及び外国人留学生特別入試では、書類選考及び日本語

作文において、大学教育を受けるための基礎学力及び日本語能力を有する者か、面接に

おいて本学のアドミッション・ポリシーを理解する者かを判定することにより、合否を

決定している。 

特別入試の社会人特別入試では、書類選考及び小論文において、大学教育を受けるた

めの基礎学力を有する者か、知識を向上させ専門知識を得る意欲を有する者か、面接に

おいて本学のアドミッション・ポリシーを理解する者かを判定することにより、合否を

決定している。 

特別入試の社会人特別入試〔シニア55〕では、書類選考において、大学教育を受ける

ための基礎学力を有する者か、知識を向上させ専門知識を得る意欲を有する者か、面接

において本学のアドミッション・ポリシーを理解する者かを判定することにより、合否

を決定している。 

なお、以上の入試方式や入試日程、合否判定の決定は、入試委員会の審議に基づき、

学長が最終決定しているほか、一般入試における入試問題についても、入試委員会の下、

本学教職員で構成する入試問題作成委員会を設置して検討を重ね、独自に入試問題を作

成している。 

また、面接を課さない一般入試及び大学入試センター試験利用入試の合格者に対して

は、任意ではあるが試験期ごとに入学前の合格者ガイダンスを実施し、本学の概要説明、

アドミッション・ポリシーの周知、キャンパス見学等を行い、本学を理解した上で入学

手続を行ってもらう取組みを実施している。 

以上、本学では多様な入試を展開しているが、いずれも受入れ方針に沿った公正かつ

厳正な入試、文部科学省の指導を遵守した入試を実施して、多様で有能な人材を受け入

れている。【資料2-1-2】 
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表 2-1-②-1 入学試験一覧 

推薦選考（公募制・指定校制） 

AO 選考 

一般入試 

大学入試センター試験利用入試 

特別選抜 

 1）専門学科・総合学科特別選抜 

 2）特待生特別選抜 

特別入試 

 1）同窓会推薦特別入試 

 2）スポーツ選手特別入試 

 3）海外帰国生特別入試 

 4）外国人留学生特別入試 

 5）社会人特別入試 

 6）社会人特別入試〔シニア 55〕 

  （社会人入試において、特に 55 歳以上の方で本学の近隣にお住まいの方対象） 

 

 2-1-③ 入学定員に沿った適切な学生受入数の維持  

大学全体の入学定員は、平成24(2012)年に社会福祉学部社会福祉学科の入学定員を60

人削減し、平成23(2011)年度以前の320人を平成24(2012)年度より260人に変更した。こ

れは入学定員の適正化に沿った学内協議の結果によるものである。 

過去5年間における入学定員に対する入学者及び充足率は、表2-1-③-1のとおりとなる。 

過去5年間の大学全体の入学定員充足率の平均は66.5％となっており、全体の入学定員

に対して適正な人数の入学者を受け入れるには至っていない。しかしながら社会福祉学

部は、平成24(2012)年度に行った定員削減により充足率自体は持ち直す方向に働いてい

る。また、経営学部は平成26(2014)年度より定員充足率が改善傾向にあり、平成27(2015)

年度から入学定員充足率は80%を越えている。美術学部についても、両学科共に平成

27(2015)年度は入学定員充足率50%以上、平成28(2016)年度は入学定員充足率60％以上

となり改善の方向に向かっている。 

なお、入学定員に対する入学者の充足率は、平成25(2013)年度が57.3%で最小値とな 

り、平成26(2014)年度上昇に転じて以降下げ止まっており、平成27(2015)年度生の入試

においては前年比124.0%、さらに平成28(2016)年度生の入試においても前年度とほぼ同

数の入学者を確保することができた。 

また、全学部・学科において定員割れの状況が続いているが、教育を行う環境は確保

されており、教育資源などの遂行上で支障をきたす問題はないと判断する。 
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表 2-1-③-1 過去 5 年間の入学定員、入学者数、入学定員に対する入学者の割合 

学部 学科 区分 H24 年 H25 年 H26 年 H27 年 H28 年 平均 

社会 

福祉 

社会 

福祉 

定 員 60 60 60 60 60 60 

入学者 41 42 36 49 35 40.6 

充足率 68.3% 70.0% 60.0% 81.7% 58.3% 67.7% 

美術 

デ ザ

イン 

定 員 40 40 40 40 40 40 

入学者 33 17 18 20 24 22.4 

充足率 82.5% 42.5% 45.0% 50.0% 60.0% 56.0% 

建築 

定 員 40 40 40 40 40 40 

入学者 19 16 11 24 25 19 

充足率 47.5% 40.0% 27.5% 60.0% 62.5% 47.5% 

経営 経営 

定 員 120 120 120 120 120 120 

入学者 87 74 89 98 106 90.8 

充足率 72.5% 61.7% 74.2% 81.7% 88.3% 75.7% 

合 計 

定 員 260 260 260 260 260 260 

入学者 180 149 154 191 190 172.8 

充足率 69.2% 57.3% 59.2% 73.5% 73.1% 66.5% 

 (定員・人数：人) 

 

 

（3）2－1の改善・向上方策（将来計画） 

本学は、大学・学部・学科において、アドミッション・ポリシーを定め、各入学試験

で受験生に対して求める学生像の理解度を確認しているが、今後は中央教育審議会答申
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「新しい時代にふさわしい高大接続の実現に向けた高等学校教育、大学教育、大学入学

者選抜の一体的改革について（平成26(2014)年12月）」で指摘があるように、アドミッ

ション・ポリシーに求める学生像だけでなく、高等学校段階で習得しておくべき内容・

水準を具体的に定めるとともに、その受入れ方針に沿った公正な入学試験を実施するた

め学内での検討を進める。 

また、入学定員に沿った適切な学生受入数の維持をはかるため、広報活動全般の見直

しを常にはかり、特にオープンキャンパス実施方法やホームページの見直しを重点的に

行う。また、大学全体の教育活動改革にも尽力し、入学定員を充足するよう入学者確保

に努める。 

 

【エビデンス集（資料編）】 

【資料 2-1-1】大学案内 Campus Guide 2017 p.66 【資料 F-2】と同じ 

【資料 2-1-2】平成 28 年度 入学試験実施要項 【資料 F-4】と同じ 

【資料 2-1-3】平成 28 年度生用道都大学学生便覧 p.26 【資料 F-5】と同じ 

 

 

2－2 教育課程及び教授方法 

≪2－2 の視点≫ 

2-2-① 教育目的を踏まえた教育課程編成方針の明確化 

2-2-② 教育課程編成方針に沿った教育課程の体系的編成及び教授方法の工夫・開発 

（1）2－2の自己判定 

 基準項目 2－2 を満たしている。 

 

（2）2－2の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

  2-2-① 教育目的を踏まえた教育課程編成方針の明確化 

本学の学部・学科ごとの教育研究上の目的は表1-1-①-1のとおりであり、学則別表4と

して定めている。この教育目的を踏まえた教育課程編成方針は、各学部・学科の特色に

応じた「ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）」に基づき、「カリキュラム・ポリ

シー（教育課程編成・実施の方針）」として決定され、学生便覧やホームページ等に掲 

載し、明確化している。【資料2-2-1】【資料2-2-2】 

 

表2-2-①-1 カリキュラム・ポリシー 

学部・学科 教育課程編成・実施の方針 

大学共通 教育課程を「共通教育科目（一般教育科目、保健体育科目、情報リテラシー科目、外

国語科目、DOHTO演習科目、キャリア支援科目）」、「専門科目（基幹科目、展開

科目、自由科目）」で構成し、各科目区分に資格養成に必要な科目を配当することで

カリキュラムの骨格とする 

社会福祉学部 

社会福祉学科 

1．「専門科目（基幹科目）」にソーシャルワークの基礎となる科目を設定する 

2．豊かな教養を涵養するとともに、知識の活用能力、課題探求力、問題解決力、表
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2-2-② 教育課程編成方針に沿った教育課程の体系的編成及び教授方法の工夫・開発 

本学では、教育課程編成方針に沿った教育課程の体系的編成を行うため、各学科会議

における検討、さらに学務委員会及び教授会の意見を聴き、学長決定により年次カリ

キュラムを策定している。平成24(2012)年度には、共通教育を含む全学科カリキュラム

において、教育課程編成方針に沿った教育課程の見直しを実施し、共通教育においては

キャリア支援科目群の新設等、また専門科目については系統的、段階的な履修ができる

ように抜本的な改革を行っている。さらに平成26(2014)年度や平成27(2015)年度にも一

部学科カリキュラムにおいて、効率的、かつ効果的なカリキュラム編成を目指してカリ

キュラムの見直しを行い、学修効果の向上をはかるための継続的な教育課程見直しを実

行している。 

本学の教育課程の体系的編成の特徴としては、各学科においては専攻制を採用し、学

生がそれぞれの学修における興味・関心や進路希望に応じ、自主的に履修モデルを選択

できるように工夫している。また、GPA(Grade Point Average)制度及びCAP（履修登

録単位数の上限設定）制度を導入し、成績評価の厳格化や単位制度の実質化にも取り組

んでいる。 

本学のGPA制度は学期ごと及び在学の通算で算出され、卒業判定・CAP制度・修学指

導等に活用される。また、CAP制度は、1学期に履修登録できる標準単位数を22単位に

設定、さらにきめ細かい履修指導・学修支援を実施するために前学期のGPAに基づき1

年生後期以降の1学期に履修登録できる単位数を下表のとおり4段階に設定する変動型

CAP制度（履修制限）を導入している。 

 

 

現能力、コミュニケーション能力などを育成する    

3．演習・実習科目を充実させ、各専門領域にかかわる知識の深化と、技能・技術な

ど実践力の向上をめざす 

4．可能な限り参加型の少人数授業を実施する 

 

美術学部 

デザイン学科 

1．多種多様な講座を設定し選択肢が豊かなカリキュラム 

2．少人数制による個別指導に重点を置いたカリキュラム 

美術学部 

建築学科 

1．情報技術・ものづくり技術を身に付けた建築技術者の育成 

2．建築技術者の思考・判断の基盤となる倫理観の養成 

3．自主的・能動的な学びから問題を探索・解決する能力の育成 

4．地域社会での活動を通じ社会適応力の育成 

経営学部 

 経営学科 

1．教養教育は専門教育の基盤と捉えて充実を図り、また、経営学の全体像の教育の

ために、導入的・総論的な基幹科目を配置し、理論や実務、学際的な分野などの教

育を行うために展開科目を配置する 

2．実社会と密接につながり、現実感のある授業を行うことで、学習者に真剣な取り

組み姿勢を持たせ、自らが学びを実践する風土を作る 

3．次世代に向けて、自らが指導者、教員として後継者育成を行う能力を養う科目を

設置する 

4．少人数による専門演習において、経営に関するテーマについて研究を行い、問題

を分析・解明する能力やコミュニケーション力の養成を図る 
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表2-2-②-1 変動型CAP制度（履修制限） 

前学期の GPA 履修可能単位数 

3.5 以上 28 

3.0 以上 3.5 未満 26 

1.5 以上 3.0 未満     22（標準） 

1.5 未満（履修指導対象者） 18 

   ※1.5 未満の履修対象者には、標準単位数変更を適用しない。 

 

なお、1学期に履修登録できる標準単位数については、各学部長が資格取得等の対応

でやむを得ないと判断した場合に限り、26単位を超えない範囲内で標準単位数を変更す

る場合があり、社会福祉学部社会福祉学科は、1～2年生の標準単位数を26単位へ、経営

学部経営学科スポーツマネジメントコース1～2年生の標準単位数を24単位へと変更し

ている。さらに学生へのきめ細かい履修指導・学修支援を実施するため、履修アドバイ

ザー制度を制定している。【資料2-2-3】 

また、シラバスにはその授業科目の授業の目的・ねらい、授業全体の内容と概要、授

業終了時の達成目標、教室外学習の指示、授業各回のテーマ・内容等が共通書式で明記

され、単位制の趣旨を保つための工夫を行っている。【資料2-2-4】 

教育方法改善のための組織体制としては、専門委員会としてFD推進委員会を設置して

いる。FD推進委員会では教授方法の工夫・開発のため、授業アンケートを実施しており、

その結果について審議・検討している。また、各個人結果については、各教員に配布さ

れ教員一人ひとりが改善に努力するとともに、結果を踏まえた学生に対するコメントを

ホームページ等で公表している。【資料2-2-5】 

本学の教育課程は、本学の建学の精神及び各学部・学科の教育目的を効果的に遂行す

るため「カリキュラム・ポリシー」を踏まえて体系的に編成している。 

その内容は、各学部・学科ともに、共通教育科目群と専門科目群の2つに大きく分か

れる。共通教育科目群は、一般教育科目（人間と文化・社会と歴史・自然と環境）、情

報リテラシー科目、外国語科目、保健体育科目、基礎科目（「DOHTO演習」、「キャ

リア支援科目」）で構成される。専門科目群は、基幹科目、展開科目、専門演習、自由

科目とされ、学年を追うごとに基礎から応用へと段階的に専門知識が修得できるように

編成している。また各科目区分に資格養成に必要な科目を配当することでカリキュラム

の骨格としている。 

卒業に必要な単位数等は、学則別表1-2に定めており、各学科とも124単位以上となっ

ている。また、その内訳は共通教育科目30単位以上、専門科目64単位以上、残りの30

単位は共通教育科目又は専門科目より自由に選択ができるようになっている。本学の特

色を活かし、他学部・他学科の専門科目の単位を修得した場合、30単位を限度として卒

業要件の専門科目単位数に算入することができる。【資料2-2-6】 

通信制の星槎大学と単位互換協定を結ぶことで、本学では取得できない資格の取得が

可能となった。他大学との単位互換については、他学科の専門科目修得分と合わせて60

単位を限度として卒業の要件となる単位として認めることができる。【資料2-2-7】 

共通教育科目の特徴的な科目として、入学して大学生としての学修技術の基礎の修得



 道都大学  

23 

を目指す以下の「DOHTO演習」や、就職率100％を目標に開講される「キャリア支援

科目」等があげられる。【資料2-2-4】 

 

1.「スタートアップ演習」（1年前期） 

大学生としてのベーシックな学修技術（自分で考える、人の話を理解する、自分の

意見を人に伝える）の修得を目指す。 

2.「英語Ⅰ・Ⅱ」（1年） 

学生の習熟度別に2つのクラスに分け開講している。 

3.「キャリアデザインⅠ」（1年前期） 

変化する現代産業社会の特質を知り、その中で働くとはどのようなことか、職業と

は何か、また、それらをめぐる諸問題に目を向け、学生が職業人になっていくことの

意味の理解を目指す。産業社会や労働・職業の実態について単に知識を習得するだけ

ではなく、学生から職業人へ移行していく自分自身の問題としてとらえ、批判的に考

察する姿勢をもつことが課題となる。 

4.「キャリアデザインⅡ」（1年後期） 

キャリアについて、他者とともに考え、議論していくことで、自分自身を理解し他

者と関わる力を養う。さらに、社会で働くために必要なコミュニケーション力を高め

ることを目的とする。キャリアについて考え、実際に他者への発表やディスカッショ

ンをとおして、自分の意見を表現するコミュニケーションの基本を身につける。その

プロセスをとおして今の自分を理解し、自分の強みを見つけていく。 

5.「キャリア支援演習Ⅰ」 

インターンシップの事前学習として、ビジネスに必要な基本スキルを修得する。自

らの職業観や勤労観といった概念の形成を前提に、ビジネス常識及び基礎的なコミュ

ニケーション、情報の利活用など、職業人として適応するために身につけておくべき

知識を習得する。 

6.「キャリア支援演習Ⅱ」 

企業経営者の講話から、業種や日本経済での中小企業の役割を理解する。また、業

種ごとの現状と将来を展望し、社会人になるための見識・視野を広げるとともに、企

業側の求める人材を理解し、インターンシップ・就職活動への準備をはかる。 

 

また、専門科目においては、各学科の教育課程に即した各種資格が取得できるよう

に、会議を重ねて独自の教授方法を工夫・開発している。 

 

＜社会福祉学部社会福祉学科＞ 

社会福祉学科の教育課程は、カリキュラム・ポリシーである「1.「専門科目（基幹科

目）」にソーシャルワークの基礎となる科目を設定する。2.豊かな教養を涵養するとと

もに、知識の活用能力、課題探求力、問題解決力、表現能力、コミュニケーション能力

などを育成する。3.演習・実習科目を充実させ、各専門領域にかかわる知識の深化と、

技能・技術など実践力の向上を目指す。4.可能な限り参加型の少人数授業を実施する。」

を編成方針としており、ソーシャルワーク教育を主軸として、保育や教育、保健医療な

ど幅広い分野を学修し、多岐にわたる福祉施設や行政機関等で活躍する人材、共生社会
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のシステム構築に寄与する人材、ソーシャルワークのできる保育士、特別支援・社会分

野の教職において活躍し得る人材の養成を目的としている。 

教育目的達成のため社会福祉学科では、「くらしの未来専攻（平成28年度より社会福

祉専攻）」・「こども保育専攻」・「福祉心理専攻」・「特別支援教育専攻」の4つの

専攻を展開し、社会福祉士国家試験受験資格、精神保健福祉士国家試験受験資格、保育

士資格、認定心理士資格、中学校教諭一種免許状（社会）、高等学校教諭一種免許状（公

民・地理歴史）、特別支援学校教諭一種免許状（3領域）の取得を可能としている。ま

た入学定員60人という少人数教育の体制を活かし、必要となる知識や技術などの専門性

だけでなく、学生同士や教員とのコミュニケーションをとおして、人間性や社会性を

養っている。授業の体系は、見学、模擬実験、実習、実技のステップで、就職後に役立

つ学びを実現している。【資料2-2-8】 

また、学生一人ひとりが希望する学びの幅を広げるため、他学部・他学科科目の履修

を可能とした。さらに通信制の星槎大学と単位互換協定を結んだことで、平成25(2013)

年度入学生より幼稚園教諭一（二）種免許状の取得が可能となり、保育教諭として認定

こども園への就職も可能となった。また、小学校教諭一（二）種免許状の取得も可能と

している。【資料2-2-9】 

 

＜美術学部デザイン学科＞ 

デザイン学科の教育課程は、カリキュラム・ポリシーである「1.多種多様な講座を設

定し選択肢が豊かなカリキュラム。2.少人数制による個別指導に重点を置いたカリキュ

ラム。」を編成方針としており、知識や教養の修得と共に、個々の学生の感性や感覚の

練磨につとめ、感受性豊かで想像力や表現力や創造力のある人間形成を行うこと、教職

を目指す学生には、美術ならではの教育方法の特質と役割とを認識させ、教育現場での

授業等において、それらを反映させ実践できる人材の育成を目的としている。 

教育目的達成のためデザイン学科では、これまでの「造形芸術専攻」・「デザイン専

攻」の2つの専攻に加え、平成27(2015)年度より「染色・テキスタイル専攻」を展開し、

多種多様な講座を設定し、豊かなカリキュラムを配当しているとともに、中学校・高等

学校教諭一種免許状（美術）、高等学校教諭一種免許状（工芸）の取得を可能としてい

る。また入学定員40人という少人数教育の体制を活かし個別指導に重点を置いたカリ

キュラムを実践して、学生一人ひとりが持っている才能をさらに伸ばし、多くの学生に

公募展で入選・受賞できる実力を身につけさせている。 

授業の体系は、1年次より美術とデザインの基礎を学び、学年進行に伴い多彩な実技・

実習科目を開講することで、学生の多様な可能性を広げている。 

 

＜美術学部建築学科＞  

建築学科の教育課程は、カリキュラム・ポリシーである「1.情報技術・ものづくり技

術を身に付けた建築技術者の育成。2.建築技術者の思考・判断の基盤となる倫理観の養

成。3.自主的・能動的な学びから問題を探索・解決する能力の育成。4.地域社会での活

動を通じ社会適応力の育成。」を編成方針としており、建築士養成を主軸として、環境

やインテリアなど幅広い分野を学修し、人びとの生活から社会活動の基盤となる建築・

都市環境に関わる専門知識を有し、これらを構築する豊かな創造力をもち、社会に貢献
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する建築技術者の育成、また工業（建築）分野の教職において活躍できる人材の育成を

目的としている。 

教育目的達成のため建築学科では、「建築デザイン専攻」・「住環境デザイン専攻」・

「インテリア専攻」、そして平成27(2015)年度新設の「建築士専攻」の4つの専攻を展

開し、建築士受験資格はもとより建築施工管理技士、インテリアコーディネーター、福

祉住環境コーディネーターほか各種建築系資格及び、高等学校教諭一種免許状（工業）

の取得を可能としている。また入学定員40人という少人数教育の体制を活かし、講義だ

けでなくショールームや地域の建造物を実際に見て歩くフィールドワークや、学生のプ

レゼンテーションを実践して、デザインする感性や表現能力等を身につけさせている。 

なお、平成28(2016)年度は建築学科入学生数を考慮し、「建築士専攻」と「建築デザ

イン専攻」の2専攻に集約し、カリキュラムの効率化をはかった。 

授業の体系は、実験、実習、実技が学年ごとにステップする学びとしているほか、建

築士の受験対策やオープンデスクという学科独自のインターンシップにも積極的に取

り組んでいる。【資料2-2-10】 

 

＜経営学部経営学科＞  

経営学科の教育課程は、カリキュラム・ポリシーである「1.教養教育は専門教育の基

盤と捉えて充実をはかり、また、経営学の全体像の教育のために、導入的・総論的な基

幹科目を配置し、理論や実務、学際的な分野などの教育を行うために展開科目を配置す

る。2.実社会と密接につながり、現実感のある授業を行うことで、学修者に真剣な取り

組み姿勢を持たせ、自らが学びを実践する風土を作る。3.次世代に向けて、自らが指導

者、教員として後継者育成を行う能力を養う科目を設置する。4.少人数による専門演習

において、経営に関するテーマについて研究を行い、問題を分析・解明する能力やコミュ

ニケーション力の養成をはかる。」を編成方針としており、地域社会やスポーツビジネ

スなど幅広い分野を学修し、幅広い視野と国際的かつ地域に根ざした経営感覚を持つ幅

広い人材を養成、またこれらの学びの中から次世代を育む指導者を育成し、保健体育・

商業等の教職において活躍し得る人材の養成を目的としている。 

教育目的達成のため経営学科では、「トップマネジメント専攻（平成28(2016)年度よ

りビジネスクリエーション専攻）」・「ライフマネジメント専攻（平成28(2016)年度よ

りコミュニティデサイン専攻）」・「スポーツマネジメント専攻（平成28(2016)年度よ

りスポーツビジネス専攻）の3つの専攻を展開し、簿記・会計・ビジネス関係資格はも

とより、スポーツリーダー、中学校教諭一種免許状（保健体育・社会）、高等学校学校

教諭一種免許状（商業・地理歴史・保健体育）の取得を可能としている。また少人数ゼ

ミナールにより諸問題を分析・解明する能力やコミュニケーション力の養成をはかって

いる。 

授業の体系は、講義、演習、実習を通じて、学生が自ら行動して学ぶカリキュラムを

設置している。 

また、経営学部においては、今後少人数でより高度な学びを目指す、選択制のカリキュ

ラム・科目導入を考えており、平成27(2015)年度は試行的に基礎ゼミナールを1クラス

設けたところ、自主的に参加した13名の学生が集まり、経営の活発な学びの場として機

能した。平成28(2016)年度以降は、専門科目を含め徐々に充実させる予定である。 
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（3）2－2の改善・向上方策（将来計画） 

本学の建学の精神及び各学科の教育目的を効果的に遂行するため、カリキュラム・ポ

リシーを定め教育課程の体系的編成を行い、社会に貢献する人材育成を行っているとこ

ろではあるが、バイタリティがあり、しかもコミュニケーション能力の高い人材育成を

目指すためにはさらに改善が必要である。 

今後は、アクティブ・ラーニングの導入による課題解決能力の育成やナンバリングに

よる授業の体系化を検討する。 

 

【エビデンス集（資料編）】 

 【資料2-2-1】道都大学 学則 別表4 【資料F-3】と同じ 

 【資料2-2-2】平成28年度生用道都大学学生便覧 pp.24-25 【資料F-5】と同じ 

 【資料2-2-3】平成28年度生用道都大学学生便覧 pp.70-76 【資料F-5】と同じ 

 【資料2-2-4】2016 SYLLABUS 道都大学授業計画 【資料F-5】と同じ 

 【資料2-2-5】授業アンケート結果 

 【資料2-2-6】平成28年度生用道都大学学生便覧 p.81、p.99、p.105、p.115 【資料

F-5】と同じ 

 【資料2-2-7】大学案内 Campus Guide 2017 p.2 【資料F-2】と同じ 

 【資料2-2-8】平成28年度生用道都大学学生便覧 pp.88-97、pp.127-133 【資料F-5】

と同じ 

 【資料2-2-9】大学案内 Campus Guide 2017 p.2 【資料F-2】と同じ 

 【資料2-2-10】建築学科オープンデスク 資料 

 

 

 

2－3 学修及び授業の支援 

≪2－3 の視点≫ 

2-3-① 教員と職員の協働並びにＴＡ（Teaching Assistant）等の活用による 

学修支援及び授業支援の充実 

（1）2－3の自己判定 

 基準項目 2－3 を満たしている。 

 

（2）2－3の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 2-3-① 教員と職員の協働並びにＴＡ（Teaching Assistant）等の活用による 

学修支援及び授業支援の充実 

1）教員と職員の協働による学修支援及び授業支援の充実 

オフィスアワーを全学的に実施しているとともに、学修支援として各学科に履修アド

バイザーを配置し、学生に対し履修登録時に履修目標設定等に関してアドバイスを行う

など、学生による自主的な修学管理をサポートする体制を整えている。 

履修アドバイザーは、学部長又は学科長・ゼミナール担当教員・学務部との協働の下、

学生の各学期及び通算GPAにより次の修学指導を実施している。 
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1．1学期のGPAが1.2未満となった学生及びGPA1.5未満が2学期連続、または通算3学

期になった学生に対して、履修アドバイザーによる指導を行う。 

2．GPA1.2未満が2学期連続、または通算3学期になった学生に対しては、本人に対して

履修アドバイザーによる指導を行い、面談記録（又は指導記録）を保証人（保護者）

に送付する。 

3．GPA1.2未満が3学期連続、または通算4学期になった学生に対しては、本人に対して

学部長又は学科長による指導を行い、面談記録（又は指導記録）を保証人（保護者）

に送付する。 

4．3.の該当学生で指導を行っても以後の修学について改善が認められない場合（特別

な理由がある場合を除く）は、学務委員会及び教授会の議を経て、原則として退学の

勧告を行うこととする。【資料2-3-1】 

本学の修学支援は、具体的には入学前教育、初年次教育、修学支援教育に分けて実施

している。 

早期に入学が決定した対象者に対しては、入学前教育（入学前学習プログラム）とし

て、全学部共通課題及び学科別課題（特待生のみ）を送付し学修の機会を提供している。

【資料2-3-2】 

初年次教育を充実させるため、「DOHTO演習」として「基礎ゼミナールⅠA・B」「ス

タートアップ演習」を開講している。「基礎ゼミナールⅠA・B」では、ゼミナール担当

教員が学修だけでなく大学生活等に関することも少人数制にて支援している。【資料

2-3-3】 

本学の中途退学者の防止等対策としては、履修アドバイザーの設置のほか、学務担当

の委員を中心に、各学科で学生指導に注力している。問題の早期発見に向けて、各科目

の出席状況を各学科で共有する体制を整えている。連絡を受けた学科長もしくはゼミ

ナール担当教員は、該当学生と連絡を取り、出席を促すとともにその理由に対してのア

ドバイス、また退学に至る経過を把握して問題解決ができるかなどのアドバイスを行う。

必要があれば、保護者にも連絡を行っている。簡単に辞めさせてしまうのではなく、続

けていけるよう親身になって対応などをし、関係者で連絡を密にしている。以上のよう

に全学的に取り組んでいる結果、退学者数は以前より減少している。【資料2-3-4】 

問題解決できずやむを得ず退学する場合は、ゼミナール担当教員が所見として退学理

由を所管の学務部へ提出することとしており、その内容は学務部において事態把握・分

析され、様々な学修・修学支援など退学防止策として実行されている。 

 

表 2-3-①-1 学修支援内容 

 学修支援内容 関連部署 

入学前教育 入学前学習プログラム 学務部、各学科 

初年次教育 新入生オリエンテーション・ 

宿泊研修 

履修指導 

英語習熟度テスト 

スタートアップ演習 

学務部、図書情報室、キャリア支援セン

ター、各学科 

学務部、各学科 

全学 

各学科 
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基礎ゼミナールⅠA・B 

情報基礎演習Ⅰ・Ⅱ 

全学 

各学科 

修 学 支 援 年次別オリエンテーション 

履修指導 

学修指導 

国家試験・資格試験対策 

学務部、各学科 

学務部、各学科 

各学科 

各学科、キャリア支援センター 

 

＜社会福祉学部社会福祉学科＞ 

資格取得のためのカリキュラムが重層的であるため、各資格に精通した教員7名を履

修アドバイザーとして、履修登録前の学生相談に応じている。 

毎年5月中旬～6月中旬、入学者全員と2年生以上の特待生に対して、学部長と学科長

による個別面談を実施している。その目的は、学修に関することはもちろんだが、学生

生活全般についての確認、及び問題へのアドバイスである。面談で得た授業の理解度や

雰囲気、学内生活全般における学生の声は、共有の情報としてゼミナールの担当教員や

科目担当教員にフィードバックしている。 

教員と職員の協働については、実習・資格試験・就職活動（4年次後期）・資格申請

等、学科の特性上、随時意思の疎通をはかる必要があり、常に意識しながら実践されて

いる。さらに、数名の教員で担当する授業、少人数に分かれての授業も多いので、担当

教員間での連携も密に行われている。 

社会福祉学科では、TA等の活用による授業支援は行われていないが、常勤の教員が多

い特徴を活かして、学生が教員を気軽に訪ねて指導を得る形がとられている。 

なお、中途退学者の防止等対策として本学科では、担当科目の学生が2回連続欠席し

た場合、1～2年生は学科長へ、3～4年生はゼミナール担当教員へ連絡することを学科の

申し合わせ事項として継続している。 

 

＜美術学部デザイン学科＞ 

デザイン学科は、学生が学ぶ1号館、2号館、アトリエ棟のそれぞれに研究室がある教

員3名を履修アドバイザーとして配置し、学生が相談しやすいよう配慮して、履修登録

及び履修上の相談に応じている。また、他の専任教員においても、学修や学生生活全般

について学生が気軽に訪ね相談や指導を行う環境が整っている。教員相互間の連携も密

であり、学生情報の共有が行われている。学生を尊重し、学生の持ち味を活かし発展さ

せる考え方は、本学科の伝統となっているが、学生相互間も、学年の垣根を越え親密で

寛いだものがあり、教え教えられする関係から良い作品が数多く生み出され、教員によ

る指導を充分に補完している。 

教職希望者については、これまで期限付きという身分ではあるものの、特別支援学校に

職を見出しているが、一昨年度から他学科の授業科目を履修し、在学中に特別支援学校

の教員免許取得を目指す学生もおり、これまで以上の可能性を期待させる。 

教員と職員の協働については、キャリア支援センターとの連携・協力により就職内定率

の向上につなげていることや、学務部による生活面や資金面についての相談や援助も問

題なく機能している。 
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＜美術学部建築学科＞  

基本的に教員と職員による学修支援には、相互理解と学生の情報の共有が不可欠であ

る。本学はこれまで教員が事務職を兼務してきた経緯があり、現在も建築学科では3名

の教員が兼務職を担っており、教員と職員との協働は問題なく機能している。 

特に就職担当部局に建築学科教員が兼務していることが良い方向に影響し、就職活動

並びに企業実習（インターンシップ等）への学生指導及び支援（企業求人情報の迅速な

伝達や学生個々への対応等）が以前よりも積極的に実施できるようになり、建築学科の

就職率100％へも貢献している。【資料2-3-5】 

また、建築学科はゼミナール担当教員とは別に、所属教員が建築学科学生の学年担当

制度（担任）を設けている。各年度の前期・後期のセメスター開始時期には個人面談を

行うなどきめ細やかな対応で、教員が責任を持って学生の修学状況を見守っている。【資

料2-3-6】 

また、平成26(2014)年4月1日施行の「道都大学教育支援者(TA・SA)制度に関する規

程」を活用し、4年生の中から学業及び人物ともに優秀な学生をSA(Student Assistant)

として採用し、設計製図やコンピュータ関連の演習科目で教育的補助業務に従事させる

ことにより、賃金支給による経済的支援を行うとともに、学部教育の充実にも資するこ

とを目的として実施しており、下級生にも良い刺激となっている。 

 

＜経営学部経営学科＞  

経営学部の新入生の一般的な傾向として、大学生活になじんだ2年目以降、授業態度

の不真面目さや生活リズムの乱れが目立ってくる。この要因は本人の気の緩みもあるだ

ろうが、先輩の影響も否めない。対応として、学務部と協働してスポーツ等の部活動の

上級生に対する指導強化のほか、1年生に対する重点的な指導を行うこととした。また

授業においても、1年次の必修科目である情報基礎演習Ⅰ（前期）、Ⅱ（後期）などに

おいて、教員3名がTT(TeamTeaching)形式で指導を行うほか、ホームルームとしての役

割も持たせ、授業の冒頭又は終了時に注意・諸連絡を行うとともに、学生の呼び出しも

行っている。 

 また、3年生以降は専門ゼミナールにおいて、教員が担任として機能し、個々の学生

に対応していくが、本学科の特性上、2年次の学生に対しては、学科として注視し指導

する機会が薄い。ゼミナールでは基礎ゼミナールがあるが、担任は経営学部の教員とは

限らないため、2年次以降も密接な関係を持てるよう、事務職員とも情報共有しながら

学生の管理体制を築いている。 

特に留学生を抱える経営学部では、情報基礎演習のような実習・演習科目で、日本語

の微妙なニュアンスを伝えるために、中国語・ヴェトナム語・英語などを母国語に持つ

上級生をTA等に配置することが効果的と考えられるため、平成28(2016)年度以降に具体

化させていきたい。 

  

2）TA 等の活用による学修支援及び授業支援の充実 

本学には大学院が設置されていないため、平成25(2013)年度までTA制度がなく、TA

等による学修支援及び授業支援は行われていない。しかしながら少人数授業の成果もあ

り、学生同士が互いに教え合う姿、先輩が後輩を指導する場面をよく見かけることがで
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きた。このことを踏まえ学修支援及び授業支援の充実を目的として、平成26(2014)年4

月1日施行とする「道都大学教育支援者(TA・SA)制度に関する規程」を整備し体制を整

えた。  

本規程では、教育支援者として、学部研究生をTA、学部学生をSAに設定することと

し、平成27(2015)年度には建築学科専門科目の「基本製図」・「プレゼンテーションツー

ルⅠ」・「建築設計製図」において2名のSAの活用があり、学修支援及び授業支援の充

実がはかられている。 

教職員の協働による学生への学修支援及び授業支援に関する方針・計画・実施体制は、

適切に整備・運営されている。全学的にオフィスアワー制度を実施しているとともに、

担任制や履修アドバイザー制度等による中途退学者及び留年者への対応策も機能して

いる。 

 

（3）2－3の改善・向上方策（将来計画） 

今後も教職員の協働による学生への学修支援及び授業支援に対して、適切に整備・

運営していくことはもちろんであるが、さらなる充実をはかるため、TA・SA等の適切

な活用、学修支援及び授業支援に関する学生の意見をくみ上げる仕組みを整えてい

く。 

 

【エビデンス集（資料編）】 

【資料 2-3-1】平成 28 年度生用道都大学学生便覧 p.75 【資料 F-5】と同じ 

【資料 2-3-2】入学前学習プログラム関係資料 

【資料 2-3-3】平成 28 年度生版（1 年生用）基礎ゼミナール受講資料 

【資料 2-3-4】学部、学科別の退学者数の推移（過去 3 年間）【表 2-4】と同じ 

【資料 2-3-5】建築学科 オープンデスク 資料 【資料 2-2-11】と同じ 

 【資料 2-3-6】建築学科 学習ガイダンス 

 

 

2－4 単位認定、卒業・終了認定等 

≪2－4 の視点≫ 

2-4-① 単位認定、進級及び卒業・終了認定等の基準の明確化とその厳正な適用 

（1）2－4の自己判定 

 基準項目 2－4 を満たしている。 

 

（2）2－4の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 2-4-① 単位認定、 進級及び卒業・終了認定等の基準の明確化とその厳正な適用 

本学の建学の精神及び各学科の掲げる教育目的を達成するため、ディプロマ・ポリ

シーを定めている。【資料2-4-1】 

単位については学則第22条に単位数の計算基準が定められている。また、学則別表1-2

において各学部・学科の卒業要件単位を定め、それらは学生便覧にも詳述され学生に周

知している。【資料2-4-2】【資料2-4-3】 

単位認定は、試験や出席状況等の総合評価で認定となるが、その方法・基準等につい
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ては、シラバスにおいて示されている。それに伴い、成績評価基準に従って成績評価さ

れる。成績等の表示及び成績評価基準については、学則第25条及び学生便覧にて学生に

周知している。【資料2-4-4】【資料2-4-5】【資料2-4-6】 

他学部・他学科の専門科目については、「道都大学 他学部・他学科の専門科目の履

修に関する規程」により、年間1・2年次6単位以内、4年間では40単位以内を限度に履修

を認めている。ただし、所属学部の専門科目の卒業要件単位としては30単位までの認定

としている。【資料2-4-3】【資料2-4-7】 

他大学等との単位互換については、学則第26条第3項の規定により60単位を限度とし

て卒業要件となる単位として認められる。【資料2-4-8】 

入学前の既修得単位の認定については、学則第27条第3項の規定により、編入学・転

学の場合を除き、60単位を超えないものとしている。【資料2-4-9】 

卒業要件としては、学則第11条において定められた期間の修学、学則別表1で定めら

れた各学科必修の授業科目の修得、学則別表1-2で定められた124単位以上の修得のほか、

入学時からの通算GPAが1.2以上であることを要する。【資料2-4-10】【資料2-4-11】 

卒業の認定については、上述の卒業要件を満たしているかの判定を卒業判定学科会議、

学務委員会及び教授会で行っている。 

進級については、基準を設けておらず学年の留め置き制度はない。よって休学した場

合を除き4年生までは全員が進級し、卒業判定不合格者となった場合に限り4年生に留ま

ることとなる。しかしながら低学年の再履修科目の履修料を徴収していないこと、さら

にGAPによる修学指導体制を整備していることから、学生の修学上、特に問題はないも

のと判断している。 

単位認定・卒業についての基準は明確にされており、これらの基準は、あらかじめ明

示されている。卒業認定も学務委員会及び教授会にて厳正に審議され、学長が決定して

いる。 

 

（3）2－4の改善・向上方策（将来計画）  

  厳格に運用されている単位認定及び卒業判定を継続していく。 

 

【エビデンス集（資料編）】 

【資料2-4-1】平成28年度生用道都大学学生便覧 p.24 【資料F-5】と同じ 

【資料2-4-2】道都大学 学則 第22条 【資料F-3】と同じ 

【資料2-4-3】平成28年度生用道都大学学生便覧 p.71 【資料F-5】と同じ 

【資料2-4-4】2016 SYLLABUS 道都大学授業計画 【資料F-5】と同じ 

【資料2-4-5】道都大学 学則 第25条 【資料F-3】と同じ 

【資料2-4-6】平成28年度生用道都大学学生便覧 p.72 【資料F-5】と同じ 

  【資料2-4-7】「道都大学 他学部・他学科の専門科目の履修に関する規程」第4条、 

第5条  

【資料2-4-8】道都大学 学則 第26条 【資料F-3】と同じ 

 【資料2-4-9】道都大学 学則 第27条 【資料F-3】と同じ 

【資料2-4-10】平成28年度生用道都大学学生便覧 p.75、p.81、p.99、p.105、p.115 

【資料F-5】と同じ 
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 【資料2-4-11】道都大学 学則 第11条 【資料F-3】と同じ 

 

 

2－5 キャリアガイダンス 

≪2－5 の視点≫ 

2-5-① 教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する指導のための体制の整備 

（1）2－5の自己判定 

 基準項目 2－5 を満たしている。 

 

（2）2－5の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-5-① 教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する指導のための体制の整備 

本学ではキャリア支援委員会を設置し、学生のキャリア支援に関する事項について協

議している。キャリア教育をより推進していくためには、キャリア支援センターと教員

の緊密な連携が必要である。そのため平成26(2014)年度よりキャリア支援室をキャリア

支援センターに改め、人事異動により教員2名、職員2名の教職協働の組織とした。この

ことにより正課科目を通じてのキャリア教育と教育課程外でのキャリア支援（インター

ンシップを含む）の連携が深められている。以下、具体的な取組みを記述する。 

 

1）地域中小企業団体との連携強化「キャリア支援演習Ⅱとの接続」 

平成26(2014)年度より北海道中小企業家同友会と連携し、会員である中小企業の経営

者を招き、正課授業「キャリア支援演習Ⅱ」の中で全学部1年生に講話を受講させてい

る。この講義を通じて様々な業種・業態の存在を知り職業意識を涵養し、2年次以降の

インターンシップ参加に繋げることを目的としている。平成28(2016)年度からは法人と

しても北海道中小企業家同友会に正会員として入会し、さらに連携強化をはかることと

している。 

表 2-5-①-1 経営者の講話 

実施日 会 社 名 役 職 講 師 名 業 種   

10/7 
(株)日本ハウス 

ホールディングス 
代表取締役社長 成田 和幸 

ハウス 

メーカー 
卒業生 

10/14 オイナモシリ(株) 代表取締役社長 八幡 好洋 観光土産 同友会 

10/21 北一食品(株) 取締役部長 小笠原 朗 外食 同友会 

11/4 (株)恒栄工業 専務取締役 上原 伸也 設備工事 同友会 

11/11 職人工房(株) 代表取締役社長 一関  脩 小売業 同友会 

11/18 北泉開発(株) 常務取締役 曽我部元親 鹿肉・石材 同友会 

12/2 (株)井上技研 専務取締役 犬嶋ユカリ リフォーム 同友会 

12/9 幡本印刷(株) 代表取締役社長 加藤  景 印刷 同友会 

12/16 
(株)アセットプランニ

ング 
代表取締役社長 及川  学 不動産 同友会 
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2）新卒応援ハローワークとの連携 

本学では平成25(2013)年度より定期的に「新卒応援ハローワーク」のジョブサポー

ターの出張相談を開催している。大学の求人にとどまらず、職業選択の幅を広げること

に役立っている。 

表 2-5-①-2 過去 3 年間の出張相談の状況 

年 度 実施回数(回) 利用者数(人) 

平成 25 年度 12 57 

平成 26 年度 13 41 

平成 27 年度 20 47 

 

3）インターンシップ 

本学では北海道内の11の大学で構成されている北海道地域インターンシップ推進協

議会に加盟している。推進協議会は加盟大学が連携し地域の産業界との交流を深め、イ

ンターンシップの普及・拡充をはかることを目的としている。なお、平成26(2014)年度

からはインターンシップ参加学生数の目標設定を行い、北海道地域インターンシップ推

進協議会によるインターンシップに加え、北広島市役所、北広島商工会、由仁町役場並

びに本学取引先に協力を要請して、受入企業等の自己開拓に努めている。また、北海道

中小企業家同友会や札幌商工会議所が主催するインターンシップ事業も積極的に活用

している。 

表 2-5-①-3 過去 3 年間のインターンシップ先 

 企 業 名 

平

成

25

年

度 

(株)大林組、(株)北洋銀行、札幌ファニシング(株)、大丸藤井(株)、長谷川産業(株)、 

(株)柳月、日本都市設計(株)、(株)北海道日建設計、(株)オリジナル HOTTa、 

須藤建設(株)、小樽市総合博物館、北海道科学技術総合振興センター、 

北海道科学活動ネットワーク、北海道警察、(社)北海道リハビリー 

 

平

成

26

年

度 

札幌市、北広島市、北海道警察、日本労働組合総連合会北海道連合会、 

北海道科学技術総合振興センター、長谷川産業(株)、(株)オリジナル HOTTa、 

(株)北海道アルバイト情報社、(株)スタジオシンク、(株)北洋銀行、(有)凛、 

(株)ディスコ、札幌ファニシング(株)、(株)大林組、(有)イメージ・ソース・ジャパン、 

(株)北海道日建設計、アトリエテッラ(株)、(株)ダンテック、北海道トンボ(株)、 

サンピアザ水族館、(株)総北海、(株)マイナビ、(有)やしろ積算、山﨑建設工業(株)、 

(株)巴コーポレーション、大成建設(株)、(株)クレオ、(株)ＬＩＸＩＬ、(株)画工房、 

日本都市設計(株)、ATELIER O2、フクシアンドフクシ建築事務所、 

(株)プライム建築都市研究所、(株)アトリエテンマ、(株)札幌杢幸舎、 

(株)ブロック工房、キャリアバンク(株) 

 

平

成

北広島市、由仁町、大成建設(株)、(株)北洋銀行 職人工房(株)、札幌芸術の森、 

北海道科学活動ネットワーク、(社)北海道リハビリー、(株)カナリヤ、   

(株)オリジナル HOTTa、日本労働組合総連合会北海道連合会、 
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27 

年

度 

(株)アカサカシンイチロウ アトリエ、(株)ディスコ、札幌ファニシング(株)、 

イエステーション副都心住宅販売(株)、日本都市設計(株)、(株)西塚構造事務所、 

コスモ建設(株)、(株)廣野組、堀尾浩建築設計事務所、(株)北海道日建設計、 

(有)fuwa mocha company、宮坂建設工業(株)、キャリアバンク(株) 

 

4）留学生に対する就職ガイダンス 

留学生に対し卒業後の就職・進路希望調査を実施し、新卒応援ハローワークの留学生

担当者を招いての留学生就職ガイダンスを開催している。 

 

表 2-5-①-4 留学生に対する就職ガイダンス 

開催日 
対象 

学年 
内 容 担当者 

7 月 3・4 留学生の就職・進路希望調査（12 名） キャリア支援センター 

10/22 3・4 
日本で就職を考えている留学生のための 

ガイダンス（日本の就職活動の方法）（12 名) 
新卒応援ハローワーク 

 

5）各種就職ガイダンスの実施 

本学では2年生全員に「VPI職業興味検査」を実施し、自分の職業への興味を自覚し、

職業情報を得ることの大切さを学ばせている。また、3年生全員に計5回の就職ガイダン

スを実施している。 

その他、「リクルートスーツの選び方・着こなし方講座」、「働く人たちを守る法律に

ついての講座」などテーマごとのガイダンスを開催するとともに、企業による単独学内

説明会や福祉施設（10事業所）を招いての合同の説明会を実施している。 

経営学部単独では、公務員を目指す学生が多いことから、公務員予備校（東京アカデ

ミー）から講師を招き、試験対策講座を実施している。 

さらに就職内定者に対しては、就職後の職場定着支援の一環として「内定者対象マ

ナー講座（社会人になる前に知っておきたいマナー）」を開催した。 

 

表 2-5-①-5 就職ガイダンス実施状況 

■3 年生対象 就職ガイダンス 

 
開催日 内  容 対象学部 出席率 

第 1 回 
6/4 ・何から始めたら良いのか就職活動 

・採用スケジュールの流れ 

社会福祉学部 67% 

経 営 学 部 57% 

6/19 美 術 学 部 46% 

第 2 回 7/16 
・就活サイトの活用法 

・夏休みの過ごし方（就活編） 

社会福祉学部 51% 

経 営 学 部 49% 

美 術 学 部 82% 

   10/22 ・今までのガイダンスの振り返り 社会福祉学部 58% 
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第 3 回 ・後期の活動について 経 営 学 部 51% 

10/23 美 術 学 部 81% 

第 4 回 
12/3 ・自己分析 

・企業研究 

社会福祉学部 29% 

経 営 学 部 54% 

12/4 美 術 学 部 57% 

第 5 回 
2/4 

・企業説明会の回り方 

社会福祉学部 45% 

経 営 学 部 58% 

2/5 美 術 学 部 46% 

 

■2 年生対象 

開催日 対 象 内 容 講 師 対象学部 出席率 

12/10 
全学部 

2 年生 

・VPI 職業興味検査 

・業種、職種について 
キャリアバンク(株) 

社会福祉学部 85% 

経 営 学 部 80% 

美 術 学 部 81% 

 

■学内企業説明会 

開催日 学内説明会 出席者数 備 考 

5/20 武ダ技建創(株) 5   

6/12 exsa—イクサ(株) 4   

6/23 (株)アラタ工業 3   

7/15 (株)きしだ Studio BACU 7   

8/7 福祉施設学内説明会 （10 事業所） 55 
4 年 17 名、3 年 8 名、 

2 年 10 名、1 年 20 名 

9/15 綜合警備保障(株) ALSOK 2   

10/15 (株)コメリ 2   

10/27 (株)常盤メディカルサービス 2   

 

■目的別ガイダンス 

開催日 講 座 名 対 象 出席者数 講 師 

4/3 北海道警察採用試験説明会 4 年生 7 道警採用センター 

8/6 
インターンシップ 

マナー講座 

インターン 

シップ参加者 
15 (株)デイスコ 

12/10 
言語・非言語Ｗｅｂテスト 3 年生 

21 (株)リクルートキャリ

ア 12/11 2 

12/17 
リクルートスーツの 

選び方・着こなし方講座 
3 年生 22 洋服の青山 

1/26 北海道警察業務説明会 全学年 8 道警採用センター 

1/27 内定者対象マナー講座 4 年生 4 キャリアバンク㈱ 
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1/28 
働く人たちを守る 

法律についての講座 
3.4 年生 33 北海道労働局 

 

■公務員講座 

開催日 内 容 出席者数 備 考 講 師 

12/18  公務員試験の概要 11 3 年 9 名、1 年 2 名 

東京 

アカデミー 

2/22 一般知能講議（1 回目） 12 3 年生 

2/23 一般知能講議（2 回目） 11 3 年生 

2/25 一般知能講議（3 回目） 10 3 年生 

 

6）教職員向けガイダンスの実施 

本学では、キャリア支援センターに限らず大学全体で学生に対するキャリア支援の強

化・向上を目的として、キャリア支援委員会・FD推進委員会・SD推進委員会合同の主

催で「キャリア支援のための教職員向けガイダンス（最近の大学生の就職環境分析～就

職情報会社の視点から～平成28(2016)年2月25日）」を開催している。また、平成25(2013)

年度より「発達障害の学生の支援」を目的とした研修会を開催した。 

 

7）個人面談（キャリアカウンセリング） 

本学では、就職・進学に対する相談助言体制は小規模校のメリットを活かし、個人面

談中心の支援を実施している。特に3年生全員に個人面談を実施しており、面談内容を

キャリアカルテとして求職登録票とともに集約し、キャリアカウンセリングを行う際の

基礎データとしている。また、キャリア支援センターは、CDA(キャリア・デベロップ

メント・アドバイザー)有資格者（内1名は2級キャリアコンサルティング技能士（国家資

格））の常勤職員2名を配属している。 

 

8）その他 

平成25(2013)年12月の「グランドデザイン検討委員会」での答申をうけ、キャリア教

育の中核にインターンシップの推進を位置づけることが明確化された。その後、イン

ターンシップの参加者数を増加させている。学部ごとの目標数は未達成であっが、一方、

インターンシップやキャリア支援科目の授業の中で、北広島市や由仁町さらには北海道

中小企業家同友会などの団体との連携を深めている。【資料2-5-1】 

 

（3）2－5の改善・向上方策（将来計画） 

・インターンシップの推進及び北海道中小企業家同友会や新卒応援ハローワークなどの

学外組織と連携を一層深める。 

・キャリア支援センターが主催するガイダンスへの学生の出席率を高めていく。 

・インターンシップや地域支援活動などの経験を、その後の大学生活や就職活動にどう

活かしていくかを学生が自ら考えていく場面を提供する。 

・キャリア支援センターが主催するガイダンスや各事業とキャリア支援科目（正課授業）

との更なる連携強化をはかる。 
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・学生の在学中の諸活動を記録し自分の強みやキャリアビジョンを明確化することを目

的とした学生用ジョブカード等の活用を検討する。 

・キャリア支援委員会を通じて教員組織と事務組織の協働化推進に取り組む。 

・インターネットやSNSの普及により、学生の就職活動における情報収集が浅いものと

なっている傾向にあることから、学生と企業が直接面談できる場面を学内で提供でき

る学内説明会などの機会を増やし、学生の職業理解を強化する。 

 

【エビデンス集（資料編）】 

 【資料2-5-1】「学校法人北海道櫻井産業学園 グランドデザイン検討委員会答申 

【資料 1-3-7】と同じ 

 

 

2－6 教育目的の達成状況の評価とフィードバック 

≪2－6 の視点≫ 

2-6-① 教育目的の達成状況の点検・評価方法の工夫・開発 

2-6-② 教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての評価結果のフィードバック 

（1）2－6の自己判定 

 基準項目2－6を満たしている。 

 

（2）2－6の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-6-① 教育目的の達成状況の点検・評価方法の工夫・開発 

本学では、各授業科目の授業修了時の達成目標をシラバスに明確化し記載している。

教育目的の達成状況は、各授業科目のGPの結果だけでは判断することは困難であり、国

家資格の合格や就職状況、卒業生等からの声に耳を傾け総合的に点検すべきと考え、平

成25(2013)年度に、外部有識者をメンバーとした「教育改革有識者委員会」を開催し、

学生の受入れ側である企業等の有識者からの目線でどのような力を身に付けた学生を

育てる必要があるかなどの意見を求めるとともに、「グランドデザイン検討委員会」の

「職場風土改善分科会」において、「卒業生就職先アンケート」を実施し、本学卒業生

にあてはまる基本的な能力に関する調査を行い、この結果を平成26(2014)年度カリキュ

ラム編成に反映させた。【資料2-6-1】 

各学部・学科の国家資格の合格率や就職の状況等については次のとおりである。 

 

＜社会福祉学部社会福祉学科＞ 

人間性・社会性・専門性を学生が身につけたか否かの点検・評価は、就職状況及びそ

の後のキャリア形成からうかがい知ることが可能と考える。就職状況については、学科

の平成28(2016)年3月卒業生の就職率は100％であった。卒業後に関しては、学科OB・

OG会の地域会合あるいは、卒業生からの求人依頼・卒業生への求人依頼、実習受入施

設（職場）等での懇談などからその後の状況を把握することが可能である。また、キャ

リア支援センター職員が施設等を訪れる際、卒業生の勤務状況について聞取りを行って

いる。 

さらに、数字となって現れるものとして、国家試験の合格率、教員採用試験合格者数
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などが挙げられる。平成26(2014)年度社会福祉士及び精神保健福祉士合格率は、前者が

23.5％（全国平均27％）、後者が42.9％（全国平均61.3％）といずれも全国平均を下回っ

たことから、平成27(2015)年度は6月に学内にて早期の模擬試験を行った。平成27(2015)

年度社会福祉士及び精神保健福祉士国家試験合格率は、社会福祉士は22.7％（全国平均

26.2％）で合格率はマイナスであったが、合格者数は前年度より1名増えている。精神

保健福祉士の合格率は85.7%（全国61.6%）で前年度から飛躍的に向上した。平成

27(2015)年度の教員採用試験に関しては、一次試験合格者1名が体調不良のため二次試

験を欠席してしまい、合格者なしとなってしまった。これらの結果を受けて、2016年度

から、学内国家試験対策講座を国家試験受験見込み4年生に必修受講の形をとり、合格

率向上を図ることを学科で決定した。 

 

＜美術学部デザイン学科＞ 

本学科では教育目標の達成状況を点検・評価する方法として、公募展の応募による入

選結果を検証している。平成27(2015)年度は例年並の成果を上げるに至っており、具体

的な結果は次のとおりである。 

まず、全国展である「第101回光風会展」では、在学生1名が油彩で「光風奨励賞」を

受賞し、卒業生3名が会友出品をした。「第89回国展」においても在学生3名が版画部門

で入選を果たした。北海道唯一の工芸の公募展である「第42回北海道美術工芸協会展（美

工展）」において、在学生3名のうち、染色で1名、木工で1名が入選し、1名はペーパー

クラフトで会友出品、卒業生1名が染色で「佳作賞」を受賞し会友推挙を受けた。 

また、「第90回北海道美術協会展（道展）」においても在学生1名が油彩で「新人賞」

を受賞し、油彩で3名、版画で3名が入選を果たした。卒業生においても、水彩で1名、

版画で1名が「佳作賞」を受賞し、会員2名、新会員1名、会友5名が出品をした。さらに、

昨年に引き続き「漫画」で在学生1名が入選した。 

デザイン領域においては、絵画、工芸領域のような際立った成果ではないが、積極的

にコンテストの応募や地域貢献を推進している。 

就職の状況に関しては、平成28(2016)年3月卒業生は就職率は86.7％となり、この結

果は学科として一定の教育目的を達成していると考えるが、就職先として必ずしも専門

分野が活かされないケースが見受けられる。 

 

＜美術学部建築学科＞ 

教育目的の達成には、日々の教育の成果として学生個々の学修状況を客観的に正確に

把握する必要があるが、その具体的な方法は現在模索中である。学生数が小規模である

ため、実技系科目等では個々の学生の日々の指導の中から、学生の性格・技量等を少し

ずつ把握し、指導を通じての実技を主に達成度の確認を行っている。さらにその情報は

学科内で会議等を通じ共有している。ただし、専門の講義科目（座学）を含め指標化等

による客観的な達成状況の把握までは至っていないが、現在一部の講義で毎回学生個々

の理解度を問う「授業の振り返りアンケート」を記入させるなど、具体的な手法の確立

を検討している。就職の状況に関しては、平成27(2015)年3月卒業生まで3年連続で就職

率100％となり、学科として一定の教育目標を達成している。【資料2-6-2】 
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＜経営学部経営学科＞ 

経営学科では、入学後にそれぞれの力量に応じた伸ばす教育を心がけている。入学し

てくる学生の志望動機は多種多様で、全ての学生の学びに向けた意識は、全員が高いわ

けではない。特に基礎学力については非常に幅広い分布があり、推薦選考などにより合

格し、受験戦争を回避した学生の場合、実のところは集中して学ぶ姿勢そのものが身に

ついていないことも多い。そのため、学生を育て上げるにしても、指導上困難な場面に

多々遭遇するが、少人数・個別教育体制の下に、4年次になるまでには特殊なケースを

除き、おおむね一定の水準に育て上げていると自負している。 

このことは就職状況としての結果に現れ、いわゆる安定した優良企業への就職者が多

く、平成28(2016)年3月卒業生の就職率96%となった。特に公務員・公務団体（JA等）に

ついては16名(28％)合格・就職している。なお、教員採用については、残念ながら教員

の採用は無かったが、スポーツのコーチ（柔道）としての採用があった。 

 

2-6-② 教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての評価結果のフィードバック 

先述の外部有識者をメンバーとした「教育改革有識者委員会」における卒業生の就職

先や卒業生への意見聴取からは、「課題解決に前向きに取り組む姿勢」「コミュニケーショ

ン能力」「メンタル面のタフネスさ」などといったものが求められていることが明らかと

なった。それを踏まえた議論の中で、どの企業も「人間力」に普遍的価値を認めている

とした上で、「答申（平成25(2013)年11月5日）」では、「アクティブ・ラーニングへの転

換と全学生を対象としたインターンシップを中心に据えたカリキュラム改革を求める」

とされた。この答申内容は、学内メンバーで組織された「グランドデザイン検討委員会」

へも報告された。 

「グランドデザイン検討委員会答申（平成25(2013)年12月18日）」においてもアクティ

ブ・ラーニングへの転換、インターンシップの充実等のカリキュラム改革の提言がなさ

れ、平成26(2014)年度生カリキュラムにおいて、キャリア支援科目の充実をはかった。

【資料2-6-1】【資料2-6-3】 

また、本学では全学部・学科を通じて前・後期年2回の学生による授業評価アンケー

トを実施している。結果は教職員・学生に公表され、各教員は学科平均値と担当授業の

結果を比較しつつ、各自授業の改善に取り組むとともに、学生に対して本結果に対する

コメント・改善策などをホームページにて発信している。  

さらに、この全体結果についてはFD推進委員会で討議され、特に問題のある課題・改

善点についてはその対策がはかられることになる。【資料2-6-4】 

なお、平成25(2013)年度の外部有識者をメンバーとした「教育改革有識者委員会」の

答申等を踏まえて、平成26(2014)年度入学生のカリキュラムに反映することができた。

また、学生の授業評価をとおして、各授業科目の教育内容・方法や指導方法等の改善に

取り組んでいる。 

 

＜社会福祉学部社会福祉学科＞ 

平成27(2015)年度も前期1回・後期1回の学生による授業評価が行われ、その結果を受

けて教員のコメントを公表している。学科会議においても授業評価の意見交換が行われ、

学修面において問題のある学生の情報の共有をはかっている。また、国家試験の結果及
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び採用試験の結果を踏まえ、対策講座の担当教員による次年度の実施計画の作成も行わ

れた。さらに、OB・OG並びに実習指導者からの意見を各授業で反映すべく、学科教員

間はもちろん、教員と職員との意思疎通をはかっている。 

 

＜美術学部デザイン学科＞ 

平成27(2015)年度の授業評価も従来どおり、おおむね良好である。授業改善評価アン

ケートの集計結果及び学生の自由記述に対して、各教員がコメントを記入したものを公

表し各授業の改善に努めている。ただし、教員は、日常の授業の枠に留まらず、広い視

野で新たな取組みに留意すべきであると考える。 

本学科が得意とする絵画・版画・染色の領域について、例年並みの成果が上げられた

と判断できる。さらに、漫画やデザイン領域においても入選及び地域貢献を進めること

ができた。 

学生からの要望が多いイラスト・マンガ領域において、平成29(2017)年度よりこれま

で以上に多様な講座設定の充実を計る予定をしており、このことにより学生の選択肢を

広げ、学生個々の創作活動の発展が展望できると考える。 

 

＜美術学部建築学科＞  

前述の平成25(2013)年度の「教育改革有識者委員会」の発足・開催の中からの提言に

より実施した、学科卒業者（建築関係企業就業者及び起業者）に対するアンケートで、

教育内容・方法に関わる質問項目を設けた。その結果、国家資格である建築士の資格取

得への対応の強化と建築技術者育成の方向性の明確化が挙げられた。そこで、建築士資

格取得の強化に着目し、平成27(2015)年度からこれまでの3専攻に対し新たに「建築士

専攻」を加えた。それに伴い、建築士試験指定科目の内容、開講学年・学年配当等の見

直しを行い、受験対策科目などを新設し、建築士試験指定科目について公益財団法人建

築技術教育普及センターより「建築士試験指定科目の確認申請書（変更申請）」につい

ての確認も得ている。【資料2-6-5】【資料2-6-6】 

また、平成27(2015)年度も前期1回・後期1回の学生による授業評価が行われ、その結

果を受けて教員のコメントを公表している。 

 

＜経営学部経営学科＞  

経営学科では、平成27(2015)年度も前期1回・後期1回の学生による授業評価が行われ、

その結果を受けて教員のコメントを公表している。 

また、経営学科としての教育内容・方法及び学修指導等の改善として、①カリキュラ

ムの改訂、②指導力の高い科目担当教員の確保、③アクティブ・ラーニングをはじめと

する学生の学習能力を高める指導法の採用、④地域連携を活かした体験に基づく学修を

進めている。 

① カリキュラムの改訂については、平成27(2015)年度は選択制（自己推薦）の少人

数で充実した学びを実現するクラス（基礎ゼミナール）を立ち上げた。学生に自主

的に学ぶ姿勢が見て取れ、効果があると判断している。 

② 指導力の高い科目担当教員の確保については、非常勤講師において専門科目系の

専門性のほかに、指導力・人間力の見地から選考を進めた結果、学生の評価は良い
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授業が展開できた。 

③ アクティブ・ラーニングをはじめとする学生の学習能力を高める指導法の採用に

ついては、一部の教員は取組みを開始しているが、講義の内容や形式によりすぐに

適用することが難しい科目があることも指摘されている。今後も実習・演習系科目

等取り組めるものから、見本となる授業を組み立て、個々の教員の指導力向上へと

つなげる。 

④ 地域連携を活かした体験に基づく学修については、③とも関わるが、由仁町との

地域連携を活かし、本学学生が小学生を指導しながら自らも成長する「絆キャンプ」

を設定した（キャリア支援演習Ⅲ対応）。夏休みに自然体験を通じ、本学学生が由

仁町の小学生に対して、体力作りやしつけ・マナーを教える使命を与えたが、学生

は予想以上にしっかりと動き、求められる課題をこなしていた。 

経営学部では、平成28(2016)年度の専攻内容の変更に伴い、地域系専門科目の追加・

変更・削除をいくつか実施する。合わせて、少人数による高度教育のクラス設定も進め

る。また、平成28(2016)年度以降の段階的な予定として、若手の実力ある人材を専任教

員として登用していく。アクティブ・ラーニング等の授業手法の向上については、学部

学科で取り組む機運を盛り上げたい。そのためには、地域の力を借りることで、学問的・

人間的成長を促す、出張型・体験型の授業を揃えていく。 

 

（3）2－6の改善・向上方策（将来計画） 

今後も学生の授業評価を真摯に受け止め、より良い授業実施に向けた改善努力を継

続するとともに、卒業生や就職先企業等アンケート調査などにより、その声に耳を傾け

る工夫・努力を継続して実施する。さらに、教室外学修の学生アンケート調査や学生の

意識調査等も実施を検討し、教育内容・方法及び学修指導等の改善・向上に努める。 

 

【エビデンス集（資料編）】 

【資料2-6-1】「学校法人北海道櫻井産業学園 教育改革有識者委員会答申」 

【資料1-3-6】と同じ 

【資料2-6-2】建築学科会議議事録 

【資料2-6-3】「学校法人北海道櫻井産業学園 グランドデザイン検討委員会答申」 

【資料1-3-7】と同じ 

【資料2-6-4】授業アンケート結果 【資料2-2-5】と同じ 

【資料2-6-5】道都大学 学則の一部変更について（新旧対照表） 

【資料2-6-6】建築士試験指定科目の確認申請書 
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2－7 学生サービス  

≪2－7 の視点≫ 

2-7-①  学生生活の安定のための支援 

2-7-② 学生生活全般に関する学生の意見・要望の把握と分析・検討結果の活用 

（1）2－7の自己判定 

 基準項目 2－7 を満たしている。 

 

（2）2－7の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）  

2-7-① 学生生活の安定のための支援 

本学では、ゼミナール担任制を設けているが、これは学生の悩み事について個別に相

談を受け、助言・指導を行うことで安心した学生生活を送ってもらえるようにした制度

である。 

また、学生サービス・厚生補導のための主たる組織として、学務部学務課がその対応

にあたっており、「生活相談」、「保健相談」、「栄養相談」など学生生活に関する様々な

相談に応じている。特に近年は、精神的な悩み事・心配事を持つ学生が多くなっている

ことから、学務課職員で問題解決が困難な場合は、臨床心理士を含む3名の学生生活カ

ウンセラーと看護師資格を持つ1名の学生保健アドバイザーと連携をはかり、学生の問

題解決をはかる体制を整備している。 

 

表 2-7-①-1 学生相談 

種 類 相  談  内  容 

生活相談 個人的な悩みや心配ごとなど学生生活全般に関わること 

保健相談 
体調が優れない、心配な病状があるが病院・診療料がわからないなど、健康全般に関す

ること 

栄養相談 
食事チェック、安全なダイエット食に関する知識、食事が与える学業、スポーツ・パフォー

マンスへの影響など、食事・栄養全般に関すること 

 

さらに担任でない教員についても、オフィスアワーの表示板を設けて授業科目につい

ての質問・相談を受けられるよう各研究室内で逐次学生の対応を行っている。 

学内施設については、1号館1階に保健室、本部棟2階に女子学生専用休憩室を設置、

学生食堂やコンビニエンスストアを営業させるなどできる範囲で学生生活を円滑に過

ごせるよう配慮している。 

また各館にある学生ホール等にはテレビ・電気ポット・電子レンジ・自動販売機など

を置いて、学生に不便のないよう細部に至るまで要望に応えている。なお、保健室に常

勤職員は配置されていないが、窓口となる学務課に養護教諭免許取得者を配置し、保健

室の運営にあたっている。 

喫煙については、健康増進法により、受動喫煙防止のための分煙を行っており、校舎

内は全て禁煙として、屋外に2ヵ所の指定喫煙場所を設けている。 

学生への経済的な支援としては、日本学生支援機構の奨学金、地方公共団体の奨学金

のほか、本学独自の制度として「奨学生特別選抜」、「スカラシップ制度」による合格者
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に対する学費減免制度、「道都大学在学生奨学金制度」、スポーツ選手・留学生に対する

学費減免制度がある。特に、経済的理由によって就学が困難な学業成績が優秀な在学生

に対する本学独自の「道都大学在学生奨学金制度」は、学務委員会で公正に決定されて

おり、学生生活の安定のために役立っている。 

 

 

表 2-7-①-2 道都大学奨学金制度 

 

キャンパスライフに対する支援としては、大学内での昼食の位置づけがかなり重要な

ものになっていることから、学生食堂を運営する会社との話し合いの場を設けて、メ

ニューの見直しや単価の交渉を行っている。また、5年前から学生数の減少により業者

側の採算が取れない状況となり、大学側の対応としては、運営助成費として年間120万

円の補助金を支出し支援している。 

通学への支援としては、本学の立地環境が地下鉄駅やJR駅に隣接するような利便性の

良い場所にはないことから学生の利便性を考慮し、公共交通機関以外にJR北広島駅及び

地下鉄福住駅と本学の間について、大学の無料シャトルバスを運行して学生の送迎を実

施している。 

なお、JR北広島駅と本学間のシャトルバスについては、学生の増便及び運行時間に対

する要請があったことから、地元近隣の札幌北広島クラッセホテルとの業務連携に関す

る覚書を平成26(2014)年7月に締結し、同年の後期授業開始と同時にホテル送迎バスの

名 称 対象者 内 容 

給付 

奨学金 

2 年生以上、学業成績優秀で経

済的理由により学業継続困難

となった者 

・年額 30 万円給付（審査により在学中 2 年間を 

限度とする） 

・全学部で 9 名以内 

・募集は毎年 4 月の日本学生支援機構奨学生と同 

時に行う 

融資利息 

奨学金 

1 年生、銀行教育ローンの融資

を受けた者で、経済的理由によ

り学業継続を教育ローンに頼

らざるを得ない者 

・在学中（4 年間）利息相当額（総額 10 万円を限度）を

給付、返還明細を元に年利息額を給付 

・全学部で 5 名以内 

貸与 

奨学金 

3 年生以上、学業成績優秀で経

済的理由により学業継続困難

となった者及び主たる家計支

持者の死亡・失職等により家計

が急変した者で、学部長が推薦

する者 

・最大 1 年分の学費を無利息で貸与。 

・卒業した年の 7 月から 4 年以内に返還する。 

・全学部で 5 名以内 

 

学内 

ワーク 

スタディ奨学

金 

２年生以上に在学する学業成

績優秀な学生で、経済的理由に

より修学継続困難となった者 

・平日の授業のない時間帯、休暇期間中、若しく 

は土・日曜日に学内の各種業務に従事すること 

により、月額３万円以内の奨学金を支給する。 

・全学部で 9 名以内 
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学生利用を可能とすることで、運行ダイヤ数を増加させ利便性をさらに高めた。また、

約500台駐車可能な広い学生駐車場があり、登録制により自家用車での通学も認めてい

る。 

課外活動面への支援としては、本学の外郭団体である「道都大学体育・文化活動後援

会」及び「道都大学保護者会」の協力を仰ぎ、課外活動運営資金並びに全国大会等への

出場経費の助成を実施し、学生の金銭負担を軽減する支援を実施している。また、体育

系課外活動には部室、文化系課外活動には文化系クラブサークル室及びロッカー室を設

置し、課外活動の活性化に対する支援に努めている。 

 その他学生生活の安定のための支援としては、入学時に新入学生オリエンテーション、

編入学生オリエンテーションや留学生オリエンテーションを実施して、修学支援や学生

生活のための支援を実施している。また、新入学生に対しては宿泊研修も実施しており、

カタリバ北海道による他大学高学年学生とのグループワークや各種講演などのプログ

ラムをとおして、学生生活の安定のための支援を行っている。 

 

2-7-② 学生生活全般に関する学生の意見・要望の把握と分析・検討結果の活用 

本学では学生の直接的な意見を聴くため、学生休息室など3か所に意見箱を設置して、

学生生活全般等に関する自由意見を聴取し、適宜その改善に努めている。 

また、平成21(2009)年度に学生生活アンケートを実施し、その結果を分析・検討し、

学内改善に努めてきた。さらに平成25(2013)年設置の「グランドデザイン検討委員会」

の「職場風土改善分科会」において、在学生に対して29項目にわたるアンケートを実施

し、学生の意見・要望の把握と分析を行い、その結果は理事長へ答申され、現在、適宜

改善に向け努力しているところである。よって学生の意見・要望の把握と分析・検討結

果の活用がなされている。 

 

（3）2－7の改善・向上方策（将来計画） 

学生のアンケート等により改善・充実が望まれている事項については、財政的な裏付

けが必要となるものが多いことから、優先順位をつけた上で、できることから順次検

討・解決に向け努力する。 

 

 

2－8 教員の配置・職能開発等 

≪2－8 の視点≫ 

2-8-① 教育目的及び教育課程に即した教員の確保と配置 

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

教員の資質・能力向上への取組み 

2-8-③ 教養教育実施のための体制の整備 

（1）2－8の自己判定 

 基準項目 2－8 を満たしている。 

 

（2）2－8の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-8-① 教育目的及び教育課程に即した教員の確保と配置  
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学則第1条に示す教育目的に基づいて、第3条にあるような学部・学科を編成し、教員

を各学科等に配置している。各学科の専任教員数は大学設置基準第13条の別表第1及び

別表第2の基準を満たしている。また、教職課程における教職に関する科目、中学校教

諭一種免許状（社会・美術・保健体育）、高等学校教諭一種免許状（地理歴史・公民・

美術・工業・工芸・保健体育・商業）、特別支援学校教諭一種免許状（知的障害者に関

する教育の領域・肢体不自由者に関する教育の領域・病弱者に関する教育の領域）に関

する専任教員数は、それぞれ教職課程認定基準を満たしている。さらに、社会福祉士及

び精神保健福祉士国家試験受験資格を得させるための教育課程に関する専任教員数は、

社会福祉に関する科目を定める省令第4条の第2号から第4号（教員資格要件と員数）、精

神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令第1条第3項から第5項（教員資格要

件と員数）及び社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第5条第4号から第9号及び別表

第2（教員資格要件と員数）の基準を、保育士の資格を得させるための教育課程に関す

る専任教員数は、指定保育士養成施設指定基準第4-(2)-ア-(ア)及び第4-(2)-イ-(ア)から(オ)

の（教科担当教員組織及び教員資格）の基準をそれぞれ満たしている。 

 

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

とする教員の資質・能力向上への取組み  

教員の採用・昇任等については、「道都大学 教育職員の採用及び昇格規程」に定め、

対象教員の最終学歴と学位・研究業績・教育業績・学内業務の分担・社会貢献等、教授

会の審査を経て学長が決定、学長が理事長へ上申、理事長が任命することになる。 

教員評価については、平成18(2006)年から「道都大学 教員勤務評定規程」に基づき

試行を重ねてきたが、評価方法の抜本的見直しをはかるため平成27(2015)度も教員評価

を実施していない。 

FD活動の取組みに関しては、教授会の下に専門委員会のFD推進委員会をおいて、学

生の授業評価アンケートに基づく取組み、並びに他専門委員会等との連携をはかって実

施する研修会を中心とした取り組みを実施し、教員の資質・能力向上をはかっている。 

 

2-8-③ 教養教育実施のための体制の整備  

教養教育実施のための体制として本学では、平成27(2015)年度より専門委員会として

共通教育運営委員会を設置し、①共通教育科目の授業に関する事項、②共通教育科目の

担当教員に関する事項、③共通教育科目の履修指導に関する事項、④その他学長が必要

と認める共通教育に関する事項について審議することとした。 

本学の教養教育は、3学部を横断的に担当し、基礎学力を含む教養教育の向上及び効

率化を推進するために共通教育科目として開講している。なお、学部・学科を問わず基

礎ゼミナールが構成されているのが特色である。幅広い教養と深い思考力・豊かな発想

と人間性を培う場であり、「基礎ゼミナールⅠAB、ⅡAB（担任制）」の下で新しい大学

生活をサポートする場でもある。 

平成26(2014)年度より一部改訂した共通教育科目（教養科目）は、「一般教育科目」（人

間と文化分野・社会と歴史分野・自然と環境分野）、「情報リテラシー科目」、「外国語科

目」、「保健体育科目」、「基礎科目」（DOHTO演習・キャリア支援科目）があり、5つの

科目群で構成されている。また、共通教育科目の開講科目数は必修科目が13科目、選択
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科目は34科目である。これらの科目の授業内容は、各学部・学科の教育目的に沿って、

各教育課程で求められる基礎的な教養・知見・技能を培うもので、特に大学での修学及

び学生生活をサポートし、各学部の専門教育への橋渡し的な役割を担っており、学校法

人「グランドデザイン検討委員会」の答申を受け、平成26(2014)年度より「キャリア支

援科目」を中心に一部改訂している。基礎科目の「DOHTO演習」では、コミュニケー

ション・スキルや情報リテラシー、論理的思考力といった汎用性のある技能・基礎学力

を養成する目的から、「基礎ゼミナールⅠAB、ⅡAB（担任制）」や「スタートアップ演

習」といった演習科目が1～2年次まで開講されている。「DOHTO演習」は、共通教育科

目（教養科目）の1～2年次の必修科目として3学部4学科を横断する演習科目であり、各

学部専任教員が担当する各演習の総称である。基礎科目の「キャリア支援科目」では

「キャリアデサインⅠ～Ⅱ」、「キャリア支援演習Ⅰ～Ⅵ」、「インターンシップⅠ～Ⅳ」、

「アクティブプログラムⅠ～Ⅶ」が開講されている。【資料2-8-1】 

「基礎科目」の科目内の精査を行い、「入学前学習プログラム」とリンクして一定の

科目の流れ（入学前～4年次）を構築できた。基礎学力を養い、ゼミナールで自己を発

見し、社会人としての基礎的な見識を培うことができる。また、学生の多様なニーズに

対応し、キャリア教育の支援が整っている。 

 

（3）2－8の改善・向上方策（将来計画） 

・教育課程を遂行するための必要な教員は確保されているが、教員の年齢別構成につ

いては偏りがみられるため、できるだけ早期に解決する。 

・一部の専門科目基幹科目において、専任教員が配置されず非常勤講師に依存してい

る状況が見られるため、産業界の有識者や研究者、国際経験豊かな有識者を含め専

任教員でのプロパーを任用していく。 

・教員の資質・能力向上のための方策として、教員評価の仕組みを改訂し、平成

28(2016)年度より実施する。 

・教養教育については、平成27(2015)年度より設置した共通教育運営委員会の審議を

活発化させ、より適切な対応や指導を達成する。 

・FDについては、研修会の開催のみならず実質的なFD活動をとおして、大学の教育

体制の更なる改善に努める。 

 

【エビデンス集（資料編）】 

  【資料2-8-1】「学校法人北海道櫻井産業学園 グランドデザイン検討委員会答申」 

【資料 1-3-7】と同じ  
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2－9 教育環境の整備 

≪2－9 の視点≫ 

2-9-① 校地、校舎、設備、実習施設、図書館等の教育環境の整備と適切な運営・管理 

2-9-② 授業を行う学生数の適切な管理 

（1）2－9の自己判定 

 基準項目 2－9 を満たしている。 

 

（2）2－9の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 2-9-① 校地、校舎、設備、実習施設、図書館等の教育環境の整備と適切な運営・管理 

 

1）校地及び校舎の現況 

本学は、北海道札幌市に隣接する北広島市に位置している。JR北広島駅から約2㎞

（バスで約8分）の距離にあるメインキャンパスには、校舎・体育棟・本部棟・アト

リエ棟が所在し、その他約700m離れた場所に位置する第2キャンパスには、旧道都大

学短期大学部校舎を転用した課外活動棟や、野球場・室内野球練習場がある。 

本学の校地・校舎面積と大学設置基準上必要な面積を表2-9-①-1に、主要な建物の

概要を表2-9-①-2に示す。 

施設・設備の安全性としては、第2キャンパスの旧道都大学短期大学部校舎を転用

した課外活動棟を除く校舎については、耐震性が確保されている。 

施設設備の利便性については、新校舎である2・3号館は、エレベーターやエスカレー

ターが完備され、バリアフリーに配慮しているが、それ以外の旧校舎については、利

便性がはかられていない。 

 

2）主要施設の概要は以下のとおりである。 

1.運動場・体育施設 

表2-9-①-3に主な運動場の概要を示す。その他に、体育棟には体育館のほかトレー

ニングルームを設置しており、クラブに所属する学生はもちろん、一般学生や教職員

の健康増進の場としても利用される。 

2.図書情報館 

本学図書情報館は図書館と情報サービス施設の機能を併せ持った施設であり、現在

蔵書数は11万6,754冊、定期刊行物221種、視聴覚資料3,602点を所蔵している。サー

ビススペースとして、図書閲覧スペース、視聴覚スペース、コンピュータスペース等

があり、閲覧席数は223席である。また視聴覚室が2室あり、大画面スクリーンによる

視聴覚教育に有効活用されている。これらに書庫・事務室を含めた図書情報館面積は

1,547㎡である。図書情報館では学内全体のネットワークを制御しており、学内の事

務室、研究室、コンピュータ室の各マシンはすべて学内ネットワークに接続されてい

る。無線LANルータは、1号館大講義室、図書情報館内、2号館学生ホールに設置され

ている。サーバは光ケーブルを幹線に、ネットワークの負荷を軽減し安定性をはかる

目的でWebとメールを別々の回線で接続しており、サーバのメンテナンスは業者に委

託している。現在のクライアントマシンは無線接続を除き、研究用95台、教育用215

台、事務用73台である。 
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開館時間は、午前9時から午後5時45分までと授業時間に合わせ運営をしている。 

なお、過去に 1 時間の開館延長を実施していたが、学生の利用者がなく現在の開館

時間となっている。 

3.演習・実習室 

①コンピュータ室 

1号館のマルチメディア教室は社会福祉学部の「情報社会と福祉」「ユビキタス社

会」等の演習で、1号館コンピュータ室・OA機器実習室は経営学部が「マルチメディ

ア論」「情報システム論」等情報処理系の演習で使用している。また、2号館の第1コ

ンピュータ室・ハイテクアート室は美術学部デザイン学科の「CG演習」で、2号館

第2・第3コンピュータ室は美術学部建築学科がCADの演習等で使用しており、いず

れも使用する各学部・学科の特色に応じたマシンとソフトウェアの構成になっている。

なお、1・2号館とも、授業で使用していない時間帯には、学生にコンピュータ室の

開放をしている。 

②実験・アトリエ棟 

実験・アトリエ棟は、建築実験室を除いて主にデザイン学科の絵画・木工・陶芸・

版画・染色・ガラス工芸等の実習施設であり、ここで学生が年間をとおして早朝から

夜まで作品制作に取り組んでいる。なお、建築実験室は建築学科の一級建築士受験資

格に係る教育課程認定に必須の施設である。 

③介護実習室・家政実習室・入浴実習室・リハビリテーション実習室 

3号館には、社会福祉学部社会福祉学科の介護関係の実習施設として、介護実習室、

家政実習室、入浴実習室、リハビリテーション実習室等がある。 

これらの施設は、介護福祉士養成施設指定基準をも満たす実習室であり、社会福祉

学科の授業のほか、建築学科の「ユニバーサルデザイン演習」や学外者対象の「介護

技術講習会」、研修会・見学会にも利用している。 

4.その他の施設 

その他の施設としては、女子学生専用休息室、化粧室、保健室、学生ホール（食堂）、

学生自習室、売店等を備えている。また、学生用駐車場は、約500台が駐車できるス

ペースを確保している。加えて北海道という立地条件から、冬季間の積雪対策のため

に校舎周囲にはロードヒーティングを施し、それ以外の敷地には大型ブルドーザを配

備して適宜除排雪し、学生の登下校に際して万全の配慮を行っている。【資料2-9-1】 

 

 

表 2-9-①-1 校地及び校舎の面積（大学設置基準との比較） 

校   地 校   舎 

校地面積 （㎡） 設置基準校地面積（㎡） 校舎面積（㎡） 設置基準校舎面積（㎡） 

85,201  10,400 32,276  9,532  
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表 2-9-①-2 主要な建物の概要 

名 称 構 造 面積（㎡） 階 用  途 

1 号 館 
鉄筋コンク

リート造 
5,708.01  4 

講義室、大講義室、演習室、コンピュータ室、マルチメ

ディア教室、OA機器実習室、製図室、研究室、保健室、

学生自習室、事務室、会議室、同窓会室 等 

2 号 館 

鉄骨鉄筋 

コンクリー

ト造 

14,993.27  8 

講義室、大講堂、演習室、コンピュータ室、ハイテクアー

ト室、LL 教室、造形デッサン室、製図室、インターナ

ショナルルーム、図書情報館、学生ホール、売店、研究

室、会議室 等 

3 号 館 
鉄筋コンク

リート造 
2,961.10  3 

講義室、介護実習室、入浴実習室、家政実習室、リハビ

リテーション実習室、遊戯治療室、器楽練習室、音楽教

室、物理化学実験室、演習室、学生ホール 等 

体 育 棟 

鉄骨鉄筋 

コンクリー

ト造 

2,897.12  4 
運動場、更衣室、器具室、ランニングトラック、放送室、

部室、トレーニングルーム、事務室 等 

実 験 ・ 

ア ト リ エ 棟 
鉄骨造 1,721.09  2 

建築実験実習室、デザイン演習室、木工工芸教室、陶芸

教室、染色教室、インテリアデザイン教室、絵画教室、

クラフトデザイン教室、版画教室、彫刻教室、研究室、

事務室、シャワー室 等 

本 部 棟 
鉄筋コンク

リート造 
1,503.75  4 

女子学生専用休息室、化粧室、理事長・学長室、理事室、

事務室、会議室 等 

課 外 活 動 棟 
鉄筋コンク

リート造 
2,211.86  4 柔道練習場、部室 等 

 

表 2-9-①-3 運動場の概要 

名 称 面積（㎡） 仕   様 

グランド（サッカー・ラグビー場） 13,774  サッカー・ラグビー専用 天然芝・夜間照明 

野球場 11,300  両翼 92ｍ・中堅 110ｍ 夜間照明 

テニスコート 877  1 面 

室内練習場 600  野球専用室内練習場 夜間照明 

 

2-9-② 授業を行う学生数の適切な管理   

共通教育科目については、「英語」・「ドイツ語」・「スポーツ総合」において40名

以下のクラス編成を実施しているほか、「基礎ゼミナール」などもおおよそ20名以下の

少人数にクラス分けを実施し授業を展開している。また、各学科の専門科目の演習・実

技・実験・実習においても授業科目あたりのクラスサイズを20名又は40名以下に設定し

ており、少人数クラスの編成になるように努めている。 

なお、特に社会福祉学部社会福祉学科の社会福祉士養成、精神保健福祉士養成、保育

士養成においては、北海道厚生局健康福祉部長通知の「養成施設等の適正な運営にあ

たっての留意事項について」の基準に従い、演習・実習科目を20名以下となる適正なク

ラス編成としている。 

 

 



 道都大学  

50 

（3）2－9の改善・向上方策（将来計画） 

・今後も校地・校舎ともに教育環境を適切に維持・管理していく。 

・耐震化の済んでいない校舎について、できるだけ早期に耐震化等計画を立てる。 

・バリアフリー化の進んでいない校舎について、できるだけ早期にバリアフリー化計画 

を立てる。 

・また3-2-①に後述の「グランドデザイン検討委員会」の「インフラ活用・アメニティ

改善分科会」からの答申を受け、学生への利便性を配慮した校舎内の修繕等を行って

いく。【資料2-9-2】 

・学内ネットワークに関して、計画的に情報機器の更新し、適切な維持、運営を行って 

いく。 

・学生の学習環境の向上と教員の教育研究支援をはかるため、使用する端末機器備品に 

ついては随時刷新する。 

・大容量化するネットワークのトラフィックに対応するべく、サーバスペックの向上と 

回線の高効率化・高速化をさらに推進する。 

 

【エビデンス集（資料編）】 

【資料2-9-1】平成28年度生用学生便覧 pp.147-154 【資料F-5】と同じ 

【資料2-9-2】「学校法人北海道櫻井産業学園 グランドデザイン検討委員会答申」 

【資料 1-3-7】と同じ  

 

 

［基準 2の自己評価］  

本学は、建学の精神の下、各学部・学科で定められた教育の目的を達成すべく「3つの

方針」を明確にし、充実した学生生活、社会のニーズに応える人材育成をしている。 

学生の受入れに関しては、各学部・学科ともアドミッション・ポリシーを明示し、ホー

ムページ、学生便覧及び大学案内等で周知している。また入学者の選抜についても、入試

委員会を中心とした体制の下で、アドミッション・ポリシーに沿いながら適切な方法で行っ

ている。入学者の選抜方法については、本学の求める幅広い人材の確保のために、入学試

験の多様化を実施し、入学試験の方法の周知をはかり、入学選抜も厳正に行われている。

受入数については、各学部・学科間で差異があるが、今後、各学部・学科の特色を明確に

アピールし、入学定員の適正化を目指す。 

教育課程及び教授方法については、各学部・学科の教育課程がそれぞれの教育目的の個

性や特徴を踏まえて適切に編成されており、編成方針はカリキュラム・ポリシーとして学

内外に明示されている。また各学科の授業科目は、学科の特色にふさわしく充実した内容

であり、それぞれの専門分野で十分な実績を有する教員が確保され、適切に配置されてい

る。 

学修及び授業の支援については、教職員協働による学生への学修及び授業支援がが実施

されている。 

単位認定、卒業・修了認定等については、学則に従って厳正に実施されている。 

キャリアガイダンスについては、インターンシップなどを含め、キャリア支援教育のた

めの充実した支援体制が整備されている。 
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教育目的の達成状況の評価とフィードバックについては、学生アンケートや意見箱など

の調査を実施するとともに、平成25(2013)年設置の「グランドデザイン検討委員会」の「職

場風土改善分科会」において、卒業生就職企業に対して10項目にわたるアンケートを実施

し、企業の意見・要望の把握と分析を行い、理事長へその結果を答申し、改善に向け努力

する体制が整備されている。 

学生サービスについては、その体制が整備され、奨学金などの経済的な支援も充分に整

えられている。 

教員の配置・職能開発等については、大学設置基準を上回る専任教員数と資格関連の指

定基準を満たす適正な教員を配置している。 

FD活動の取組みについては、資質・能力向上の取組みをさらに活発に推進する必要があ

ると判断している。 

教育の整備については、授業に必要な施設・設備は確保され、学内美化にも取り組んで

いるが、学生の福利厚生のための環境整備をさらに検討する。また、耐震化やバリアフリー

化に向けて計画を策定していく。 
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基準 3．経営・管理と財務 

3－1 経営の規律と誠実性 

≪3－1 の視点≫ 

3-1-① 経営の規律と誠実性の維持の表明  

3-1-② 使命・目的の実現への継続的努力  

3-1-③ 学校教育法、私立学校法、大学設置基準をはじめとする大学の設置、 

    運営に関する法令遵守  

3-1-④ 環境保全、人権、安全への配慮  

3-1-⑤ 教育情報・財務情報の公表  

（1）3－1の自己判定 

 基準項目 3－1 を満たしている。 

 

（2）3－1の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-1-① 経営の規律と誠実性の維持の表明  

本学の経営は「寄附行為」に基づき、適正に運営されている。【資料3-1-1】 

さらに、「学校法人北海道星槎学園 理事会業務委任規則」を定め、高等教育機関と

しての社会的責務を果たすべく経営の規律を保持している。【資料3-1-2】 

 

3-1-② 使命・目的の実現への継続的努力 

本学園の目的は「寄附行為」第3条に「この法人は、教育基本法及び学校教育法に従

い、学校教育を行い、世界の平和と社会に貢献する有能な人材を育成することを目的と

する。」としており、「建学の精神」の具現化と目的を果たすべく、経営・管理組織機能

の充実をはかっている。 

経営・管理組織は理事会、そして理事長の諮問機関である評議員会を設置しており、

毎年度の事業計画はこれらの会議における協議を経て策定され、計画に基づく業務遂行

により目的実現に向け継続的に努力している。 

 

3-1-③ 学校教育法、私立学校法、大学設置基準をはじめとする大学の設置、 

        運営に関連する法令の遵守   

自己点検・評価活動において、認証評価機関が定める評価基準に則った自己点検・評

価を実施することで、各法令を遵守した適正な大学運営を行っている。 

 

3-1-④ 環境保全、人権、安全への配慮  

環境保全への配慮については、地球温暖化防止への取組みや節電意識を高めるため、

昨年度に引き続き、6月1日から9月30日まで軽装勤務によるクールビズを実施するとと

もに、平成27(2015)年夏にデマンド監視機器を導入し、使用電力を「見える化」するこ

とにより、一層の環境保全意識の醸成をはかった。【資料3-1-3】 

人権への配慮については、関係法令に則りハラスメント防止に関する諸規程、個人情

報に関する諸規程等を制定して対処している。また、「マイナンバー法」の施行に伴い、

新たに「学校法人北海道星槎学園 特定個人情報取扱規程」を制定し、個人情報の安全

管理に努めている。【資料3-1-4】 
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安全への配慮については、学内で発生する諸般の事象に伴う危機に対して、迅速かつ

的確に対処し、学生・教職員・近隣住民等の安全確保をはかり、学園の社会的責任を果

たすことを目的に「学校法人北海道星槎学園 危機管理規程」を制定している。 

さらに、火災や地震等の災害対策として「消防・防災計画書（大規模地震対応）」を

作成している。【資料3-1-5】【資料3-1-6】 

AED（自動体外式除細動器）は、学内3箇所（1号館体育館入り口前、2号館玄関ホー

ル、第2キャンパスロビー）に設置している。 

この件については「きたひろAEDステーション」に登録しており、北広島市のホーム

ページでも公表されている。 

また、本学の正門付近及び第2キャンパス入り口には登録の「標章」も掲示しており、

緊急時には学内ばかりではなく、学外の方も対処できるようにしている。 

 

3-1-⑤ 教育情報・財務情報の公表   

教育情報については、学校教育法施行規則第172条の2の規定に則り、ホームページの

「情報の公開」のページで公開している。 

財務情報に関しても、「決算の概要」をはじめ、私立学校法第47条の規定に則り、「資

金収支計算書」のほか、学校法人会計基準の改正に合わせ「事業活動収支計算書」ほか

をホームページで公開している。 

 

（3）3－1の改善・向上方策（将来計画） 

18歳人口の減少とともに大学を取り巻く環境は年々厳しさを増しており、このような

状況が今後も続くことが予想されている。 

本学は、このことを踏まえて、学園の目的・使命を果たすべく、継続的な経営・管理

と財政再建の取組みを実施していく。特に平成26(2014)年度は、学園創立50周年を迎え

たことから、新たな様々な事業を企画・立案した。その一つとして寄附募集を実施して

いる。また、地元北広島市との連携をさらに深め、地域創成を担う教育機関として信頼

される活動を展開していく。 

教育情報、財務情報の公開については、ホームページによるできるだけ迅速な情報提

供を心がけるとともに、私学事業団の「大学ポートレート（私学版）」の必要な情報を

適宜更新することで、受験生・保護者等に対するタイムリーな情報提供を行う。 

高等教育機関としての社会の信頼をより深めるためにも、その担保となる関係諸規程

の不断の見直し・整備が必要となる。今後とも法令・諸規程を遵守し、経営の規律と誠

実性を高めていく。 

 

【エビデンス集（資料編）】 

 【資料3-1-1】「学校法人北海道星槎学園 寄附行為」 【資料F-1】と同じ 

 【資料3-1-2】「学校法人北海道星槎学園 理事会業務委任規則」 

 【資料3-1-3】平成27年度夏期 道都大学総合節電対策 

 【資料3-1-4】「学校法人北海道星槎学園 特定個人情報取扱規程」 

 【資料3-1-5】「学校法人北海道星槎学園 危機管理規程」 

 【資料3-1-6】「消防・防災計画書（大規模地震対応）」 
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 3－2 理事会の機能  

≪3－2 の視点≫ 

3-2-① 使命・目的の達成に向けて戦略的意思決定ができる体制の整備とその機能性 

（1）3－2の自己判定 

 基準項目 3－2 を満たしている。 

 

（2）3－2の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 3-2-① 使命・目的の達成に向けて戦略的意思決定ができる体制の整備とその機能性 

「寄附行為」の定めにより、理事会において法人全体の管理運営に関する重要事項を

審議し、理事長の諮問機関として設置されている評議員会において理事会の審議事項に

ついての意見具申等を得、監事を配して法人の業務・財産状況を監査する。【資料3-2-1】 

理事会は「寄附行為」第17条第2項の規定に基づき「学校法人の業務を決し、理事の

職務の執行を監督する。」との権能と責務を有している。 

理事会の議事は「寄附行為」第17条第9項により、「寄附行為」に別段の定めがある場

合を除き、理事の過半数で決定される。また、「寄附行為」第14条により、各理事に代

表権はなく、法人の代表権は理事長のみに与えられている。なお、「寄附行為」第6条第

3項の定めによる常務理事（現在1名就任）は第13条の定めに基づき、理事長を補佐し、

この法人の業務を分掌している。また、常勤の理事は、理事長から各々の担当業務を指

定されており、機能性を発揮できる体制となっている。理事会は原則として毎年度5月・

10月・3月に招集開催されるほか、必要に応じて適宜招集開催される。【資料3-2-2】 

理事定数は「寄附行為」第6条により8人以上10人以内と定められており、選任区分は

「寄附行為」第7条により第1号理事「大学長」、第2号理事「評議員のうちから寄附行為

の定めるところにより評議員会において選任した者2人又は3人」、第3号理事「学識経験

者のうちから理事会において選任した者5人又は6人」となっている。この理事の選任条

項人数は平成25(2013)年度中に調整を行ったものであり、2号理事を1名削減し、3号理

事を1名増員することにより外部の多様な意見を取り入れ、経営機能の強化を目的とし

たものである。理事の任期は4年である。 

平成27(2015)年度中に理事会は8回開催され、議決権行使書を含む出席状況は100％と

良好な出席率の下、適切で迅速な意思決定が行われていると判断する。 

また、法人及び設置する学校の管理及び運営に関する業務の円滑化を目的として、迅

速な意思決定のために、「情報共有会議」及び「経営企画会議」（後述）を置いている。 

また平成25(2013)年度に理事長の諮問機関として、学校法人の中長期的な事業計画を

策定するために、「グランドデザイン検討委員会」を設置した。当委員会では「キャリ

ア支援強化（就職率100％化）分科会」ほか、8分科会にわたり平成25年12月18日付で

答申を行っている。さらに現行のカリキュラムの再検討をはじめとする教育改革を外部

有識者の視点から検討する「教育改革有識者委員会」を設置し、大学の大胆なカリキュ

ラム改革等の組織づくり、そしてその先には新たな収益確保を目指した新規教育事業の

設置を見据えた検討も進めている。【資料3-2-3】【資料3-2-4】 

監事については3-4-②に後述する。 
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（3）3－2の改善・向上方策（将来計画） 

大学を取り巻く社会環境の変化は、大学の生き残りをかけた極めて厳しい競争時代の

到来であり、従来にも増して著しいものがある。この状況下では、学校法人には的確で

迅速な意思決定が求められる。また今まで以上に幅広い見識と、グローバルな視野も必

要となっている。そのような観点から、時代に対応した法人組織の構築と、更なる幅広

い人材登用による機能強化をはかる。 

 

【エビデンス集（資料編）】 

 【資料3-2-1】「学校法人北海道星槎学園 寄附行為」 【資料F-1】と同じ 

 【資料3-2-2】理事会開催状況 【資料F-10】と同じ 

 【資料3-2-3】「学校法人北海道櫻井産業学園 グランドデザイン検討委員会答申」 

【資料1-3-7】と同じ 

 【資料3-2-4】「学校法人北海道星槎学園 教育改革有識者委員会規程」 

 

 

 3－3 大学の意思決定の仕組み及び学長のリーダーシップ  

≪3－3 の視点≫ 

3-3-① 大学の意思決定組織の整備、権限と責任の明確性及びその機能性 

3-3-② 大学の意思決定と業務執行における学長の適切なリーダーシップの発揮 

（1）3－3の自己判定 

 基準項目 3－3 を満たしている。 

 

（2）3－3の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 3-3-① 大学の意思決定組織の整備、権限と責任の明確性及びその機能性 

1）経営企画会議 

「経営企画会議」は、「学校法人北海道星槎学園 経営企画会議規程」に基づき適宜

開催され、①本学園の当面する諸課題に関すること、②本学園の経営方針の企画立案に

関すること、③本学園の運営に関する重要事項に関することなどを審議・決定し、必要

に応じて理事会及び評議員会に提案・報告する。構成員には、学長、事務局長及び学部

長が含まれており、大学の意思決定組織として機能している。【資料3-3-1】 

 

2）情報共有会議 

情報共有会議は「学校法人北海道星槎学園 情報共有会議規程」に基づき、原則毎週

1回、定例開催されているほか、必要がある場合には随時開催している。設置の目的は

「理事長の経営方針・決定事項及び学長の教育研究に関する方針・決定事項を学内組織

に十分反映させること並びに学園及び大学の諸活動に関する情報及び意見等を把握し、

連絡・調整を密にすることにより学園及び大学の円滑な運営に寄与すること」とされて

いる。当会議は、審議機関ではないため、大学全体の動向を把握するとともに、当面す

る諸課題等の情報を共有し、審議の必要な事項は遅滞なく「経営企画会議」に上げて審

議・決定する仕組みとしている。【資料3-3-2】 
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3）教授会 

教学の管理運営に関わる事項は教授職をもって組織される教授会並びに「学校教育法

施行規則」第143条に基づく専門委員会で審議されている。教授会は学則第7条に基づき

設置されており、「道都大学 教授会規程」（以下「教授会規程」という。）に基づき運

営されている。教授会は学長が招集し、設置学部の学部長が輪番で議長となり運営され、

「教授会規程」第4条に定める事項について審議する。教授会は構成員の3分の2以上の

出席により成立し、議事は「教授会規程」第5条により教授会の意見を聞き、学長が決

定する。また教授会を円滑に運営するために学部教授会が設置されているが、原則的に

は常時全学教授会として教授会を開催している。なお、教授会には具体的な諸事項を審

議するため「教授会規程」第16条により、学務・キャリア支援・図書紀要及び情報・入

試・FD推進・共通教育運営の各種専門委員会が常設され、「教授会規程」第18条に規定

に基づく審議がなされている。【資料3-3-3】 

 

4）事務局 

事務局は教学面の管理運営を事務側から支えるとともに、教育研究のサポートや学生

支援等の重要な役割を担っている。事務局では各種専門委員会の事務担当として、課長

相当職以上が企画立案に深く関わり執行している。また、事務局組織については、平成

24(2012)年度より段階的な組織改編を行っている。具体的には総務局を廃止し事務局と

して集約することにより、組織のスリム化・効率化をはかる体制を整えた。また縦割り

の弊害を排するため、各事務部門間の連絡・連携等の意思疎通をはかり、懸案事項につ

いて調整する目的で事務局長を中心として、毎朝幹部教職員の打合せを行うことで、必

要な事項の伝達を行っている。 

 

3-3-② 大学の意思決定と業務執行における学長の適切なリーダーシップの発揮 

学長は「学校法人北海道星槎学園が設置する学校の大学長の任用に関する規程」第2

条により理事会において選考し、理事長がこれを任命することとなっている。【資料

3-3-4】 

小規模な法人ということもあり、理事会、経営企画会議、情報共有会議、教授会、各

種専門委員会等との連携は緊密である。また平成26(2014)年度までは理事長が学長を兼

任していたが、平成27(2015)年度より理事長・学長が交代し、この厳しい経営状況を打

破するため、明確に役割分担する体制を整えて理事長が法人の経営側リーダーシップを、

学長が教学側のリーダーシップを担い、両輪として機能している。 

理事長の補佐役である常務理事、学長の指示に従い学部学務を統括する各学部長、事

務局事務を統括する事務局長等との意思疎通も密になされており、これにより法人・大

学とも決定事項を迅速に処理し遂行する体制があり、管理部門と教学部門との連携は十

分であるといえる。 

さらに理事会には学長以下4名の教職員（事務局長含）が参画し、その意思決定過程

に関与することにより、管理部門と教学部門との連携がはかられており、業務執行にお

いて学長が適切なリーダーシップを発揮している。 
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（3）3－3の改善・向上方策（将来計画） 

大学長のリーダーシップをより強固なものとするため、管理運営体制については、常

に見直しをはかっているところではあるが、設置校の集約による規模の縮小や少子化に

よる厳しい経営環境にかんがみ、更なる業務の弾力化・効率化・健全性を保つため、諸

規程の整備や各種専門委員会組織の見直しを行う。 

 

【エビデンス集（資料編）】 

【資料3-3-1】「学校法人北海道星槎学園 経営企画会議規程」 

【資料3-3-2】「学校法人北海道星槎学園 情報共有会議規程」 

【資料3-3-3】「道都大学 教授会規程」  

【資料3-3-4】「学校法人北海道星槎学園が設置する学校の大学長の任用に関する   

規程」 

 

 

3－4 コミュニケーションとガバナンス 

≪3－4 の視点≫ 

3-4-① 法人及び大学の各管理運営機関並びに各部門の間のコミュニケーションによる     

意思決定の円滑化 

3-4-② 法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックによるガバナンスの機能性 

3-4-③ リーダーシップとボトムアップのバランスのとれた運営 

（1）3－4の自己判定 

 基準項目 3－4 を満たしている。 

 

（2）3－4の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-4-① 法人及び大学の各管理運営機関並びに各部門の間のコミュニケーションに 

よる意思決定の円滑化 

本学園理事長の職務は「寄附行為」第12条に「理事長は、この法人を代表し、その業

務を総理する。」と定められている。【資料3-4-1】 

また、学長の職務は「学校法人北海道星槎学園 職制及び分掌規程」第9条第2項に「学

長は大学の執行責任者として学務を統括する。」と定められている。【資料3-4-2】 

前述のとおり、平成27(2015)年度より、厳しい経営状況を打破するため、明確に役割

分担すべく、それまで兼任であった理事長と学長が各々選任された。また、理事長、学

長、幹部教職員が構成員である「情報共有会議」を原則週1回開催することにより、十

分なコミュニケーションをはかっている。意思決定にあたっては、理事長、常務理事、

常勤理事、学長、事務局長、学部長、図書情報館長で構成する「経営企画会議」におい

て重要事項の審議がなされ、必要な事項は理事会、及び教授会等の意見を聴き、決定さ

れている。 

 

3-4-② 法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックによるガバナンスの機能性 

1）監事 

監事は私立学校法第37条第3項に基づき、「寄附行為」第16条に規定され、法人の業務
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と財産の状況を監査し、不正、法令違反等の重大事実があれば、文部科学大臣又は理事

会及び評議員会へ報告する権能と責務を有している。監事は理事会、評議員会に常時出

席しており、法人の業務及び財産について自由に意見を述べることのできる状況である。 

監事の選任については、「寄附行為」第8条に定められている。定数は「寄附行為」第

6条第1項第2号により2人とされ、その選任については「寄附行為」第8条により法人の

理事、職員（学長、教員その他の職員を含む）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され

ている。なお、現在は平成27(2015)年度から平成30(2018)年度までを任期とする監事が

選任されている。 

 

2）評議員会 

評議員会は「寄附行為」第23条により、「法人の業務若しくは財産の状況又は役員の

業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役

員から報告を徴することができる。」ものであり、「寄附行為」第7条第1項第3号「評議

員のうちから選任する理事の選任に関する決定権」、「寄附行為」第11条「役員の解任に

関する議決権」、「寄附行為」第26条「評議員の解任及び退任に関する決定権」等を有し、

「寄附行為」第22条により予算や事業計画等8項目については理事長に対する諮問事項

となっている。ただし諮問機関という性格上、決定された意見は理事会を拘束するもの

ではなく、その役割は法人に対する意見を広範囲に求め、その意見を反映させて、法人

の公共性を保つために組織されている。評議員会は原則として毎年度5月・3月に招集開

催されるほか、必要に応じて適宜招集開催される。【資料3-4-3】 

評議員会は「寄附行為」第20条第2項より17人以上21人以内をもって組織することと

されている。評議員の選任及び構成は「寄附行為」第24条第1項により、①大学長、②

この法人の職員で理事会において推薦された者のうちから、評議員会において選任した

者2人又は3人、③この法人の設置する学校を卒業した者で年齢25年以上のもののうちか

ら、理事会において選任した者3人、④学識経験者のうちから、理事会において選任し

た者11人以上14人以内としている。この「寄附行為」第24条第1項による選任構成人数

は平成25(2013)年度に改正されたもので、特に④の評議員である外部評議員の人数枠を

増やすことにより本法人の運営に多様な意見を取り入れ、経営機能の強化をはかるもの

である。 

平成27(2015)年度中に評議員会は4回開催され、議決権行使書を含む出席状況は100％

と良好な出席率の下、適切な運営が行われていると判断する。 

 

3-4-③ リーダーシップとボトムアップのバランスのとれた運営  

原則週1回開催の「情報共有会議」の構成員は、理事長、学長、事務局長はもとより、

教員は各学部長・所長、職員は各部・室・センター長で組織されている。このことによ

り、現場サイドの様々な問題点や要改善点が共有され、各自が情報を持ち帰り、各所属

部署で協議した意見等をフィードバックし、トップはそれらを「経営企画会議」や「理

事会」に諮る仕組みとなっており、リーダーシップとボトムアップのバランスの取れた

法人運営が行われている。 
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（3）3－4の改善・向上方策（将来計画） 

今後は、「情報共有会議」で出された諸課題を、各所属部署でこれまで以上に経営改

善につながる提言にまとめてフィードバックすることに努め、またそれを受けた経営側

は、可能なものは速やかに実行に移すことで、コミュニケーションとガバナンスの両立

をはかる。さらに「情報共有会議」の出席メンバーに各学科長を加える見直しをはかり、

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

定の円滑化を推進する。 

 

【エビデンス集（資料編）】 

【資料3-4-1】「学校法人北海道星槎学園 寄附行為」 【資料F-1】と同じ 

【資料3-4-2】「学校法人北海道星槎学園 職制及び分掌規程」 

【資料3-4-3】学校法人北海道星槎学園 理事、監事、評議員名簿 【資料F-10】と同

じ 

 

 

3－5 業務執行体制の機能性  

≪3－5 の視点≫ 

3-5-① 権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した組織編成及び職員の配置による 

業務の効果的な執行体制の確保 

3-5-② 業務執行の管理体制の構築とその機能性 

3-5-③ 職員の資質・能力向上の機会の用意 

（1）3－5の自己判定 

 基準項目 3－5 を満たしている。 

 

（2）3－5の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-5-① 権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した組織編成及び職員の配置による

業務の効果的な執行体制の確保 

職員に関する職制及び分掌は「学校法人北海道星槎学園 職制及び分掌規程」及び「学

校法人北海道星槎学園 事務分掌規程」に定めている。【資料3-5-1】【資料3-5-2】 

また、就業に関する基本事項については、「学校法人北海道星槎学園 就業規則」（以

下「就業規則」という。）に定めている。職員の採用・異動・昇格等については、「就業

規則」第2章採用・異動等に定めている。さらに教育職員の昇格については、「道都大学 

教育職員の採用及び昇格規程」に定めている。【資料3-5-3】【資料3-5-4】 

事務局組織については、平成24(2012)年度より段階的な組織改編を実施し、少人数の

運営かつ指揮命令系統が明確となる体制づくりを行い現体制となっている。具体的には、

平成25(2013)年4月に法人本部事務局と大学事務局を一体化し、課の整理を実施した。

平成25(2013)年11月総務局を廃止し事務局に集約、部・室の統合による組織のスリム

化・効率化をはかる体制を整えるとともに、課長待遇・補佐以下職員の所属を各部・室

へ変更し、課の段階での縦割りの弊害を排除した。また平成26(2014)年4月には部・室・

課の責任体制を明確するため、部・室・課に複数いた部課長を一人体制となるよう改め

た。さらに各事務部門長間の連絡・連携等意思の疎通をはかり、懸案事項について調整
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する目的で、前述のとおり事務局長を中心として毎朝幹部教職員の打合せを行っている。 

 

3-5-② 業務執行の管理体制の構築とその機能性 

事務組織の体制に関しては、前述のとおり、平成24(2012)年度からスリム化をはかっ

たが、平成25(2013)年度も、4月と11月の2回にわたり、より合理的な組織構築に向け改

編を行った。11月1日付の改編では総務局と事務局を一本化し、事務組織を事務局の下

に置くこととした。また、部（室）も6部（室）から4部（室）に統合し、より機能性を

高めることとした。 

 

3-5-③ 職員の資質・能力向上の機会の用意  

職員の資質・能力の向上に関しては「学校法人北海道星槎学園 SD推進委員会規程」

に基づき、学内での研修を実施するほかにFD推進委員会とも密に連携をはかっている。

平成26(2014)年度からは、FD推進委員会との共催で「学生・キャリア支援のための教職

員向け研修会」や「キャリア支援のための教職員向け就職ガイダンス」を実施した。【資

料3-5-5】 

SD推進委員会単独では、平成27(2015)年度は、学内研修を2回開催している。第1回

は平成27(2015)年9月に「財務分析に関する研修」を、平成28(2016)年1月には第2回目

となる「応接とその心得」と題して実施した。 

また、日本私立大学協会北海道支部が実施する各種の研修会及び研究協議会にも積極

的に出席する機会を設けている。 

  

（3）3－5の改善・向上方策（将来計画） 

業務執行体制については、厳しい財政状況の中ではあるが、適正な事務組織・人員配

置を常に検討して、その機能性を高めていくよう努める。更なる職員の資質向上をはか

るため、SD (Staff Development)活動を活発化させる。その際、これまでの学内講師に

よる研修にとどまらず、外部からの講師招聘によるSD活動を進める。また、今後も部門

別の内部研修の実施や、日本私立大学協会北海道支部が独自で行う各種研修会及び研究

協議会に積極的に参加させる。 

 

【エビデンス集（資料編）】 

【資料3-5-1】「学校法人北海道星槎学園 職制及び分掌規程」【資料3-4-2】と同じ 

 【資料3-5-2】「学校法人北海道星槎学園 事務分掌規程」 

 【資料3-5-3】「学校法人北海道星槎学園 就業規則」 

 【資料3-5-4】「道都大学 教育職員の採用及び昇格規程」 

 【資料3-5-5】「学校法人北海道星槎学園 SD推進委員会規程」 
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3－6 財政基盤と収支  

≪3－6の視点≫ 

3-6-① 中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

3-6-② 安定した財政基盤の確立と収支バランスの確保 

（1）3－6の自己判定 

 基準項目 3－6 を満たしている。 

 

（2）3－6の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-6-① 中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

本学の中長期的計画は、平成24(2012)年7月に、理事会において議決された「道都大

学改革5ヵ年計画」が基本になっている。この中では基本方針の1つに財務体質の強化を

掲げ、さらに経営改善計画の1つとして人件費の抑制を挙げている。具体的には、第1弾

として平成24(2012)年度に希望退職を募集し、専任教員・事務職員合わせて19名の応募

があった。また、第2弾として平成26(2014)年度にも同様の募集を実施し、計3名の応募

があったことにより人件費抑制をはかることができている。【資料3-6-1】 

さらに平成26(2014)年度には、平成30(2018)年度までの5ヵ年にわたる「学校法人北

海道櫻井産業学園 経営改善計画（5ヵ年）」（以下「経営改善計画」という。）を策

定し、適切な財務運営の確立を目指している。なお「経営改善計画」には、各年度の実

施計画を盛り込んでおり、翌年度には進捗状況を検証し、必要に応じ修正の上、確実な

計画実行に努めている。【資料3-6-2】 

 

3-6-② 安定した財政基盤の確立と収支バランスの確保  

帰属収支差額が複数年マイナスとなっており、前述の「道都大学改革5ヵ年計画」や

「経営改善計画」で掲げている財務体質の強化が喫緊の課題となっている。前述のとお

り、2回にわたる希望退職募集により、各々翌年度の人件費の大幅な削減が実現できた

が、根本的な収支バランスの確保のためには、入学者の増加をはじめとする収入の確保

と同時に、人件費以外の管理経費等の抜本的な見直しが絶対条件となる。 

 

（3）3－6の改善・向上方策（将来計画） 

適切な財務運営の確立、収支バランスの確保のために、具体的な目標数値を記した中

長期計画として、平成26(2014)年度から「経営改善計画」を策定した。今後は、この計

画を着実に実行に移していく。 

今後も、掲げた数値目標の進捗状況を随時把握し、状況に応じた対処を講ずるため、

定期的に理事長を筆頭に現状分析を行うこととする。 

また、収支バランス確保のため、外部資金の積極的獲得を目指す。平成27(2015)年度

は、文部科学省の「私立大学等改革総合支援事業」を申請したが、選定に至らなかった。

しかし、「私立大学等経営強化集中支援事業」は選定され、補助金収入の増額がはから

れた。今後は、選定に向け、また増額に向けてポイントアップに全学的に取り組む。 

このほか、平成25(2013)年2月15日に、学校法人国際学園と締結していた、入試広報

活動での協力に主眼をおく「業務連携合意書」を、具体的な連携活動の内容が幅広く深

まったとの共通認識に至ったため、平成27(2015)年12月22日に、新たに「包括連携協定
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書」として締結し直した。この包括連携協定の趣旨を活かすべく、連携先が属する理念

共有体である「星槎グループ」の一員に加わることを鮮明にするため、平成28(2016)年

4月1日から、法人名を「学校法人北海道星槎学園」に変更する。さらに、平成29(2017)

年4月1日からは、大学名も「星槎道都大学」に改称を予定している。名称変更を足がか

りに、新しく生まれ変わる大学のイメージの定着をはかりつつ、包括連携による相互協

力により、経営基盤の強化をはかる。【資料3-6-3】【資料3-6-4】 

 

【エビデンス集（資料編）】 

 【資料3-6-1】「道都大学改革5ヵ年計画」 【資料1-3-5】と同じ 

 【資料3-6-2】「学校法人北海道櫻井産業学園 経営改善計画（5ヵ年）」 【資料1-3-8】

と同じ 

 【資料3-6-3】「学校法人国際学園と学校法人北海道櫻井産業学園との業務連携合意書」 

 【資料3-6-4】「学校法人国際学園と学校法人北海道櫻井産業学園との包括連携協定書」 

 

 

3－7 会計  

≪3－7の視点≫ 

3-7-① 会計処理の適正な実施 

3-7-② 会計監査の体制整備と厳正な実施 

（1）3－7の自己判定 

基準項目 3－7 を満たしている。 

 

（2）3－7の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-7-① 会計処理の適正な実施 

本学では、学校法人会計基準に基づき「学校法人北海道星槎学園 経理規程」をはじ

め、「学校法人北海道星槎学園 経理事務実施要領」に則り会計処理がなされている。

予算の執行に当たっては、経理課が伝票処理を担当しているが、金銭の収受・支出を伴

う伝票は、金額・内容を各学部長、各部長の判断に基づき、必要に応じて理事長の決裁

を仰いでいる。また、日常の処理において不明な点については、その都度公認会計士の

指導・助言を受け解決するようにしている。 

また、予算と決算とで大幅なかい離が生じないよう、例年3月に評議員会の意見を聞

き、理事会で更正予算を決定し、適正な会計処理を実施している。【資料3-7-1】【資料

3-7-2】 

 

3-7-② 会計監査の体制整備と厳正な実施 

本学は、公認会計士事務所との間で監査契約を締結し、年間をとおして現金実査、帳

票類の照合、決算監査等を受けている。期中監査の最終日には、経理担当者への講評が

あり、実務的な改善点等が示される。同時に別途理事長や監事に対して、監査状況の報

告と改善すべき点があれば、その内容の説明がなされている。また、学園監事は、ほぼ

毎回の理事会に同席しており、その場で監事の視点からの意見が出されるとともに、理

事会の前後には理事長以下役員との会談の時間を設け、活発な意見交換を行っている。 
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（3）3－7の改善・向上方策（将来計画） 

平成27(2015)年度から学校法人会計基準が改正されており、適切に対処すべくこれま

で以上に会計知識の向上をはかるとともに、公認会計士との連携を密にすることで、よ

り適正な会計処理の実施をはかる。また、学園監事については、従来どおり、出席する

理事会の日に合わせ、各理事との間で業務運営全体に関する意見交換を行うことに加え、

公認会計士との連携を深めるため、理事会後に別途時間を設定するほか、監査日程に合

わせて合流するなどして意見交換の機会を確保するとともに、今後は、監事による年度

毎の「監査計画書」の立案を行う。 

 

【エビデンス集（資料編）】 

 【資料3-7-1】「学校法人北海道星槎学園 経理規程」 

 【資料3-7-2】「学校法人北海道星槎学園 経理事務実施要領」 

 

［基準3 の自己評価］ 

本学の経営・管理の強化については、「寄附行為」に基づき高等教育機関としての社会

的使命を果たすべく、建学の精神の具現化と本学の目的達成のため努力を続けている。ま

た、学校教育法、大学設置基準、私立学校法、私立学校振興助成法をはじめ、各種法令を

遵守し、法人運営に係る各業務が適切に遂行されており、これらを監事及び公認会計士が

監査し、業務遂行が適正に行われているかをチェックする体制が整えられている。 

理事会の機能については、開催回数及び理事、監事の出席状況も適切であり、経営・管

理上の意思決定が適正に行われている。 

本学は、「経営企画会議」や「情報共有会議」等を設置していることから、理事会決定

や教授会審議を経て学長が決定した事項を迅速に学内に反映することが可能となっており、

管理運営部門と教学部門との連携も十分にはかられ、理事長・学長のリーダーシップが十

分に発揮できる体制で運営されている。 

財務基盤については、引き続き経営改善計画に基づき運営することで強化をはかり、将

来計画を実現できるよう努める。 

会計については、学校法人会計基準及び本学園が定める「学校法人北海道星槎学園 経

理規程」等に則り、厳正な会計処理を実施する。 
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基準 4．自己点検・評価 

4－1 自己点検・評価の適切性 

≪4－1の視点≫ 

4-1-① 大学の使命・目的に即した自主的・自律的な自己点検評価 

4-1-② 自己点検・評価体制の適切性 

4-1-③ 自己点検・評価の周期等の適切性 

（1）4－1の自己判定 

  基準項目 4－1 を満たしている。 

 

（2）4－1の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-1-① 大学の使命・目的に即した自主的・自律的な自己点検・評価 

本学の目的・使命は、学則第1条において「本学は教育基本法並びに学校教育法に則

り、教養識見を備えた有能な人物を養成するとともに、高度の知識および技術の教授並

びに学術の研究を為すことを目的とし、産業の興隆並びに文化の発展に寄与し、もって

世界の平和と人類の福祉に貢献することを使命とする。」と定めている。【資料4-1-1】 

本学では、財団法人日本高等教育評価機構での大学機関別認証評価を受審する以前は

大学基準協会の評価基準を本学用にアレンジした評価基準を使用し、受審後は日本高等

教育評価機構の評価基準を準用し、自己点検・評価活動を実施してきた。平成23(2011)

年度までの評価基準においても、各評価基準及び評価の視点は大学の使命・目的との整

合性を確認する項目が設定されており、大学の使命・目的を再認識しながら自己点検・

評価活動を実施してきたことから、大学の使命・目的に即した自己点検・評価活動であっ

た。 

平成24(2012)年度の認証評価基準変更に伴い、大学が独自に設定した基準項目による

自己点検・評価として、今回後述のとおり2項目（基準A・B）の評価基準を設定し、自

主的・自律的な自己点検・評価活動を行った。 

 

4-1-② 自己点検・評価体制の適切性 

本学の自己点検・評価体制は、平成5(1993)年4月に「道都大学 自己点検規程」に基

づき「自己点検運営委員会」を設置し、自己点検・評価の学内体制を整備してきた。こ

の委員会は、学長・副学長・学部長・副学部長・教養部長・事務局長・事務局次長・附

属図書情報館長で構成され、その下に自己点検実施委員会が設置され、自己点検・評価

が実施されてきた。その後、平成9(1997)年7月に「道都大学 自己点検年次報告書(1996

年度版)」を創刊し、それ以来本学では自己点検・評価活動に際し、年度ごとに重点項目・

テーマを設定して実施していたが、平成24(2012)年度からは、財団法人日本高等教育評

価機構の基準に従い、独自基準を設定している。 

また、学内の自己点検・評価活動に加え、平成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「認定」の評価結果を得ることができた。 

本学では、認証評価受審を機に、それまでの「道都大学 自己点検規程」を廃止し、

平成22(2010)年4月より、新たな「道都大学 自己点検・評価運営規程」を定め、合わ

せて「自己点検・評価運営委員会」を設置した。この新委員会は学長を委員長とし、学

科長・部室長以上の教職員から構成され、自己点検・評価活動を刷新するとともに、そ
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の機動性及び実質性を高めている。平成27(2015)年度については、学長が委員長として

自己点検・評価活動を指揮先導した。【資料4-1-2】 

「道都大学 自己点検・評価運営規程」は、建学の精神を実践し、本学の設置目的及

び社会的使命の達成のために、教育研究活動等に関する自己点検・評価の実施について

の手順を定めている。この実施においては、学長のリーダーシップが不可欠であり、「情

報共有会議」などを活用することによって、本学の使命・目的達成に向けて機動的な取

組みができるよう体制を再構築している。 

なお、本学においては、平成8(1996)年度から平成16(2004)年度にかけて、大学が紋別

と北広島の2カ所のキャンパスに分かれていたこと、また、平成13(2001)年度からは経

営学部が加わり3学部となったが、自己点検・評価の実施体制は、以上のような変遷を

遂げ現在に至る中、大学運営の改善・向上をはかるための点検・評価体制として適切に

機能している。 

 

 4-1-③ 自己点検・評価の周期等の適切性 

本学のこれまでの自己点検・評価活動は、平成5(1993)年度から毎年度行われている。

また、平成8(1996)年度から平成26(2014)年度までは「自己点検・評価年次報告書」を毎

年度発行している。 

開学してからの15年間は、単年度ごとの組織立った自己点検・評価活動は行われては

いないが、その後は自己点検・評価活動は継続的に実施してきており、自己点検・評価

の周期及び自己点検・評価活動において確認された改善・向上方策への取組みは適切で

ある。 

表4-1-③-1 自己点検・評価年次報告書の刊行 

回 自己点検・評価年次報告書の年次別の刊行 備考 

第1回 平成 8(1996)年度版 自己点検年次報告書  

第2回 平成 9(1997)年度版  自己点検年次報告書  

第3回 平成10(1998)年度版 自己点検年次報告書  

第4回 平成11(1999)年度版 自己点検年次報告書  

第5回 平成12(2000)年度版 自己点検年次報告書  

第6回 平成13(2001)年度版 自己点検年次報告書  

第7回 平成14(2002)年度版 自己点検年次報告書  

第8回 平成15(2003)年度版 自己点検年次報告書  

第9回 平成16(2004)年度版 自己点検年次報告書  

第10回 平成17(2005)年度版 自己点検年次報告書  

第11回 平成18(2006)年度版 自己点検年次報告書  

第12回 平成19(2007)年度版 自己点検年次報告書  

第13回 平成20(2008)年度版 自己点検年次報告書  

第14回 平成21(2009)年度版 自己点検年次報告書 認証評価受審年度 

第15回 平成22(2010)年度版 自己点検・評価年次報告書  

第16回 平成23(2011)年度版 自己点検・評価年次報告書  

第17回 平成24(2012)年度版 自己点検・評価年次報告書  
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第18回 平成25(2013)年度版 自己点検・評価年次報告書  

第19回 平成26(2014)年度版 自己点検・評価年次報告書 CD版のみ発行 

 

（3）4－1の改善・向上方策（将来計画） 

本学の自己点検・評価活動は、自己点検・評価活動が開始されてから平成26(2014)年

度までに、少しずつ点検・評価項目の見直しや実施体制の整備を行ってきた。今後は、

これまでの自己点検・評価結果に基づき、3学部4学科としての教育研究活動を再点検・

評価し、社会的使命をより十全に果たすために、本学の将来を見据えた中長期的な計画

の中に自己点検・評価活動の結果を反映させていきたい。 

今後は、自己点検・評価活動に限らず、できるだけ多くの教職員が本学の現状と課題

について情報を共有し、日常的に課題解決に向けて取り組み、改善していくような組織

体制の改善に努める。 

 

【エビデンス集（資料編）】 

【資料4-1-1】道都大学 学則 第1条 【資料F-3】と同じ 

 【資料4-1-2】「道都大学 自己点検・評価運営規程」  

 

 

4－2 自己点検・評価の誠実性   

≪4－2の視点≫ 

4-2-① エビデンスに基づいた透明性の高い自己点検・評価 

4-2-② 現状把握のための十分な調査・データの収集と分析 

4-2-③ 自己点検・評価の結果の学内共有と社会への公表 

（1）4－2の自己判定 

基準項目 4－2 を満たしている。 

 

（2）4－2の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-2-① エビデンスに基づいた透明性の高い自己点検・評価 

本学の「自己点検・評価報告書」は4-1で述べたとおり、これまで大学基準協会及び日

本高等教育評価機構の評価基準を準用して作成してきた。また、平成24(2012)年度から

は、日本高等教育評価機構の基準に従っている。 

本学の「自己点検・評価報告書」は「自己点検・評価運営委員会」を構成する各委員

が中心となって執筆を担当している。全体の編集は評価課が担当し、各種データや規

程等の根拠資料と照合をしながら編集作業を行っている。 

発行における最終的な確認は、執筆者の校正確認だけでなく、学長をはじめ「自己点

検・評価運営委員会」委員全員がチェックした後に発行した。 

以上のことから、本学の自己点検・評価の根拠、作業の主体、手続きにおいて、客

観性や透明性を確保している。 
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4-2-② 現状把握のための十分な調査・データの収集と分析 

「自己点検・評価運営委員会」を構成する各委員が責任を持って、各部署からそれぞ

れ必要に応じて、現状把握のためのデータ収集をしている。データの分析は各部署にて

行われている。 

 

4-2-③ 自己点検・評価の結果の学内共有と社会への公表 

自己点検・評価の結果の公表を適切に行うため、「自己点検・評価報告書」の発行が

必須である。本学では、報告書を作成し、学内外への公表については、ホームページに

掲載し、自己点検・評価の結果を公表している。 

 

（3）4－2の改善・向上方策（将来計画） 

本学の自己点検・評価の結果は報告書として、平成8(1996)年度における最初の報告

書作成から平成26(2014)年度に至るまで毎年発行してきた。平成27(2015)年度につい

ては、データを作成・保存するが、「自己点検・評価年次報告書」の作成は見送り、2016

年評価書に内容を反映させる。今後も報告書を発行し、現状を広く公開するとともに、

継続的に課題を明らかにしていきたい。また、PDF又は電子書籍の形で大学ホームペ

ージへ掲載し、積極的に広く社会に公開していくことによって透明性をより高めてい

く。 

今後も教育研究活動等の意義を自らに問い続ける姿勢を重要と認識し、改善に努め

ていく。 

 

 

4－3 自己点検・評価の有効性  

≪4－3の視点≫ 

4-3-① 自己点検・評価の結果の活用のための PDCAサイクルの仕組みの確立と機能性 

（1）4－3の自己判定 

基準項目 4－3 を満たしている。 

 

（2）4－3の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-3-① 自己点検・評価の結果の活用のためのPDCAサイクルの仕組みの確立と機能性 

本学の自己点検・評価活動を管理運営するのは、「自己点検・評価運営委員会」であ

る。「自己点検・評価年次報告書」の作成に当たっても「自己点検・評価運営委員会」

が責任編集を行っている。 

自己点検・評価の結果の活用については、各部署で対応できるものは、その部署で責

任を持って解決に当たるよう学長より指示をする。また、他の部署にまたがる課題につ

いては、学長を中心として責任者で、横断的な対応をはかっている。 

 

（3）4－3の改善・向上方策（将来計画） 

本学の自己点検・評価活動は、過去においては、大学運営に関して、教職員と在学生

の視点からのもので、ともすると自己中心的な点検・評価となっている部分も存在する。 

今後は、社会とりわけ地域の評価、卒業生からの評価など、客観性のある評価を取り
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入れていく必要がある。また、PDCAサイクルがよりうまく機能するように、意思決定

と組織運営の改善に努める。 

 

［基準 4 の自己評価］ 

本学の自己点検・評価が開始された平成5(1993)年度以降、自己点検・評価の運営に関

しては、当初、手探りで仕組みを構築してきた。本学の持つ課題の改善については、許す

限り真剣に取り組んできた。しかしながら、昨今の大学の置かれた状況をかんがみると、

本学の現状把握と課題解決だけではなく、社会のニーズに応える視点が重要であること、

また、本学の存在意義を高めるために、他大学にはない特色を洗い出して伸ばしていく。 
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Ⅳ．大学が使命・目的に基づいて独自に設定した基準による自己評価 

基準 A．実学教育の実践 

A－1 教育方法 

≪A－1の視点≫ 

A-1-① 教育理念と教育方法の特色 

（1）A－1の自己判定 

基準項目 A－1 を満たしている。 

 

（2）A－1の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

A-1-① 教育理念と教育方法の特色 

高度経済成長期に設置された本学園は、高度経済成長を支える即戦力たりうる人材

（産業人）の育成に力を注いできた。いわゆる実学・実務教育に注力し、社会に大きく

貢献してきた。 

本学は学園の中では、後発ではあるが、むろんその流れをくんでいる。そして、「百

折不撓と奉仕の精神を有する人に」をはじめとする建学の精神をいかに教育の場に実践

するか、長期間にわたり試行錯誤をしてきた。本学では学問の教授、いわゆる正課授業

での教育だけでは、建学の精神を学生に身につけさせるのは難しいと考える。したがっ

て、生活指導や課外活動の場も教育の場と考え、教職員が一丸となって指導にあたるこ

とが必要と考える。むろん、とことん面倒を見る大学の姿勢こそが具現化に至る第一歩

であることはいうまでもない。各学科及びいくつかの課外活動の取組みを取り上げ、点

検・評価する。 

 

＜社会福祉学部社会福祉学科＞ 

社会福祉学科においては、社会福祉士国家資格が全専攻で共通して取得可能な資格で

ある。特に社会福祉士及び精神保健福祉士は在学中に受験可能なことから、受験対策講

座等の指導をしている。平成27年度社会福祉士・精神保健福祉士国家試験対策短期合宿

は、4年生12名（教員5名）が参加し、10月2日～10月4日2泊3日の日程で、北広島市地

域交流センター「ともに」にて開催した。今までの反省をふまえて1ヵ月早めて行った

が、これは本学の学生が非常にのん気なため、早めに試験勉強をスタートさせるためで

ある。 

その他、各学年において、下記のような社会福祉で特色ある領域において様々な体験

をしてもらい、福祉のプロパーとしての資質を磨き、将来の職業観を涵養している。 

 

1）1 年の施設見学 

キャリア支援演習Ⅰの後半において、社会福祉学科全ての学生が社会福祉施設見学

に行く。 

目的は、現場を見て、現場で働く専門職の話を聞くことで、今後の学びと自身の将

来像をイメージできるようにする。 

2）2 年のオレンジリボン活動 

9月の集中授業を使い、児童虐待の知識と現状（地域として北海道）理解をとおし

て、どのように北広島市民にその対策や方法を伝えていくのかを考え、実際に地域の
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講演会などでポスター発表などを行う。 

3）3 年の認知症高齢者に関するもの 

いくつかの3年のゼミナール学生を中心に、認知症キャラバンを本学で開催し、自

ら学んだことを北広島市民に伝える活動を行っている。 

この活動として、市内の認知症カフェに学生が参加している。 

4）4 年生の障害 3 分野に関するもの 

身体・知的・精神の3分野について、4年生がグループに分かれてその現状等を考察

し、実習の経験を活かしてポスター発表を行っている。 

 

＜美術学部デザイン学科＞ 

デザイン学科では、絵画に関して、全国的にも稀有なほど例年実績を上げている。ま

た、他の各領域においても学んだ成果を個展・グループ展などで恒常的に発表を行って

いる。平成27(2015)年は、初めての取組みとして、北広島市及び近隣の市民を対象に実

施された「道都大学開放DAY」において、染色、テキスタイル、版画、コンピュータグ

ラフィクスなどの作品の展示販売を行った。【資料A-1-1】 

他の展示会も同様であるが、学生が主体的に実施しており、企画・運営力や個々の学

生とのコミュニケーション力などが養われる機会となっている。 

デザイン領域では、学生が中心となり市民を対象としたワークショップやポスターデ

ザインコンペでの採用、北広島市社会福祉協議会依頼のボランティア活動に利用する缶

バッチのデザインなど、学外からの依頼に応じている。 

これらの成果は、個々の教員がマンネリズムに陥ることなく、研鑽を積み、力をつけ

ることが学生への最大の還元に資するものであると考える。 

いうまでもなくデザイン学科に所属する学生の多くは、美術・工芸の作品創りによっ

て自己実現を目指しており、成果が得られたことによる達成感や高揚感は、学生として

の生活に止まらず卒業後の生き方にまで大きな影響を及し、学業成績のみならず、進路

開拓の面でも好結果を生んでいる。在学中に展覧会やコンペに参加し、早期に最後まで

やりとげる根気を養う指導に努めている。 

 

 

 

表 A-1-1 平成 27 年度公募展入選結果 

覧会名 賞 作品部門 名 前 学年 

第 42 回 美工展 会員出品 染色 篠木 正幸 （卒） 

    染色 工藤  悠 （卒） 

  会友出品 染色 杉原 友紀 （卒） 

    ﾀﾝトﾍﾟｰﾊﾟｰｸﾗﾌﾄ 小林 ちほ (3) 

  佳作賞 染色 永井優花里 （卒） 

  新会友推挙       

  入選 染色 吉永眞梨香 (4) 

    木工 坂本偉武希 (2) 
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第 101 回 光風会展 会友出品 油彩(会友賞候補) 川村 未紗 （卒） 

    油彩 三澤 和浩 （卒） 

    油彩 高田 健広 （卒） 

  光風奨励賞 油彩 鈴木 里奈 (3) 

第 89 回 国展 会友出品 油彩 森田 知穂 （卒） 

  準会員出品 版画（ｼﾙｸｽｸﾘｰﾝ） 神田 真俊 （卒） 

  入選 版画（ﾘﾄｸﾞﾗﾌ） 成田 夏美 (4) 

    版画（ｼﾙｸｽｸﾘｰﾝ） 西村 光智 (4) 

    版画（銅版） 林  毬菜 (4) 

第 69 回 全道展 八木賞 版画 松浦  進 （卒） 

ＭＯＮＳＴＥＲ 入選 透明粘土 瀬川   綺羅 (3) 

 Exibition 2015         

集英社 JUMP トレ

ジャー 新人漫画賞 

入選 漫画 新屋  崎 (2) 

JR タワー 

アートボックス 

優秀賞 版画 松浦  進 （卒） 

第 48 回 道美展 入選 工芸（染色） 高野 雪菜 (4) 

      吉永眞梨香 (4) 

第 28 回  大賞 版画 風間 雄飛 （卒） 

全国和紙画展 グランプリ       

第 90 回  道展 佳作賞 水彩 山田 剛弥 （卒） 

    版画 大泉 力也 （卒） 

  新人賞 油彩 鈴木 里奈 (3) 

  新会員 水彩 中鉢可奈子 （卒） 

  会員出品 版画（ｼﾙｸｽｸﾘｰﾝ） 兼平浩一郎 （卒） 

      神田 真俊 （卒） 

  会友出品 油彩 梅原 賢伸 （卒） 

      高田 健広 （卒） 

      清武  昌 （卒） 

      藤本 太志 元研究生 

    版画（ｼﾙｸｽｸﾘｰﾝ） 関谷 修平 （卒） 

  入選 油彩（賞候補） 室谷 優歩 (4) 

    油彩 斉藤はつめ (4) 

      古西 元希 (2) 

      本庄（長岡）世奈 科目等 

    版画 （ｼﾙｸ） 外川 篤司 （卒） 

     〃 （ｴｯﾁﾝｸﾞ） 林  毬菜 (4) 

     〃 （ﾘﾄｸﾞﾗﾌ） 成田 夏美 (4) 

     〃 （ﾘﾄｸﾞﾗﾌ） 中村真理子 (4) 
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＜美術学部建築学科＞ 

建築学科では地域連携事業の一環として、平成27(2015)年度「北広島市地域連携事業

道都大学防災講座」を実施した。これは地域防災をとおして地元のまちを多角的に知ろ

うというもので、北広島市の防災担当者による災害を想定した訓練体験や、地図による

シミュレーションを行っている。さらには夏季・冬季に右麻痺と高齢者体験用装具を身

に付け、車椅子（自走式と介助式）の介助という、健常者とは異なる状態による避難経

路調査のフィールドワークも実施し、最終的には住民の目線に立った学生の視点による

ハザードマップを制作することを目的に継続的に実施している。 

建設業界は「資格が無いとできない実務」が他の業界に比較して多い。将来の資格取

得は、卒業生の仕事の成否や昇進昇格にも直結するものであり、これは「工学部ではな

く美術学部」に属する本学建築学科でも軽視できない部分である。 

本法人は名称に「産業」を冠し（平成27(2015)年度まで）、建学の精神にも「産業人

の育成」を謳い、過去に専門学校・短期大学部を設置していた法人創設期以来、建設関

連の学科・専攻で資格取得教育に力を注いでおり、その精神は現美術学部建築学科にも

脈々と受け継がれている。 

数多の資格中、例えば建築士については平成27(2015)年度より新たに「建築士専攻」

を設置した。この専攻は卒業後の2級建築士早期取得を意識したもので、4年生時には余

裕をもって資格取得の試験対策準備ができるカリキュラム構成となっている。また、課

外活動でも「建築士養成研究部」が創部されて20年余となっている。このクラブには2

つの活動がある。1つは創部以来実施している卒業生対象の2級建築士対策講座である。

これは卒業生及び受験資格のある在学生対象に実施する2級建築士対策講座であり、4月

から2次試験受験までの11月、土曜・日曜日及び夏季休業中には平日にも実施している。

過去には15名の合格者を輩出した年度もある。しかしこの講座は卒業生の場合、近郊在

住で大学に通えることが条件となり、専門学校や短期大学卒業で受験資格を有する学生

も現在在籍していないため、希望者がいる年度のみの活動となっている。もう1つは4年

生対象の「2級建築士アカデミック講座」の実施である。これは株式会社建築資料研究

社日建学院との共催で4年生対象に実施するものであり、4年後期から建築士受験時であ

る卒業後の翌年7月までをカバーする対策講座である。現在は一部有料になっているが、

次年度以降の無料化を学内調整で検討している。 

建築施工管理技士対策については、学生に対し「2級建築施工管理技術検定」を4年生

の11月に受験させている。この検定は建築系の専門や大学の最終学年生のみが受験でき

る検定で、この合格者は卒業後実務経験1年で受験できる「2級建築施工管理技士」の受

験の際、1次試験が免除になる。建築学科では4年生前期に正規科目「ライセンス演習」

で、後期には前述の「建築士養成研究部」の課外勉強会で対策講座を開講し、平成

27(2015)年度には6名の合格をみた。 

「商業施設士」は商業施設の運営・管理システムや構成・デザインを総合的に計画・

設計・監理を行う最近注目されている認定資格で、建築学科では認定先である社団法人

商業施設技術者・団体連合会よりカリキュラムの認定を受けている。 

その他「福祉住環境コーディネーター」・「色彩検定」・「カラーコーディネーター検定」

についてもカリキュラム内や課外勉強会で対応し、資格取得に意欲のある学生へ対応し

ている。 
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＜経営学部経営学科＞ 

経営学科では、様々な資格に挑戦するだけでなく地域の企業に飛び込んで組織と仕事

について学ぶ。課外活動での組織運営や活動を通じての精神力向上も視野に入れている。 

実学教育の実践について、本年度は以下の事柄について配慮又は実施を行った。 

1)特設ゼミの設置 

1年生に対し開講される「基礎ゼミ」に経営学科の特別ゼミを開講した。経営学につ

いて、講義の枠を超えて総合的・実践的に学ぶことを目的としたゼミで、自発的意思で

13名が参加した。この中には成績優秀で特待生として合格した学生や、社会人枠で入学

した現役の社長（65歳）も参加し問題提起と活発な議論が行われた。具体的には、経営

学やマーケティングの基礎教育のほか、まちづくり活動への参加、テレビ番組収録現場

の見学、地域情報調査などを適時実施し、年間をとおして取り組みを行った。このゼミ

はメンバーそのままで2年生でも継続されると共に、次年度入学生に対しても、同様の

クラスを開設する予定である。 

2)「きたひろウォーカー」による PBL 

後述の基準Bの地域連携と重複するが、3・4年生を中心として市内の飲食店の紹介を

SNS(Facebook)上に紹介する取り組み「北広ウォーカー」を実施した。これは北広島市

の学生地域支援活動に応募し、採択されたものである。この活動をとおして、学生は北

広島市という地域で活動する人々への理解を深め、同時に、地域の人々が学生と交流す

るきっかけにつながり、有意義だった。さらなる詳細については以下のサイトを参照さ

れたい。【資料A-1-2】【資料A-1-3】 

3)学生が地域の子供たちを‘しつけ’する「絆キャンプ」 

8月の夏休みに入る直前に、由仁町の小学生15名と、本学の学生28名で、合同のキャ

ンプを行った。（由仁町青少年育成協議会と共催）打ち解けた雰囲気の中、夕食の材料

の買い出し、テント設営、バーベキュー、温泉入浴、ナイトハイク、真っ暗鬼ごっこな

どイベントが続く中、小学生に対し本学学生が、安全配慮や作業をとおしてのマナーに

ついて、優しく丁寧に指導を行った。そこでは、教員や大人が指導するのとは違った視

線と話し方が感じられ、子供たちは素直に受け入れていた。また、学生同士、学年や部

活の垣根を超えた交流が出来て、視点が広がって良かったと感想を述べていた。【資料

A-1-4】 

4)実務派の教員の登用 

学生に対し生の「現場の声」が聞こえることを目的に、非常勤講師を委嘱する場合、

担当科目についての学歴・経歴の精査は当然として、企業等での実践を重視し、かつ、

学生の心を捉えることのできる人材を登用している。いくつかの科目はその難易度にも

かかわらず、人気科目となっている。 

 

＜硬式野球部＞ 

  硬式野球部の平成 27(2015)年度の目標は「日本一」である。そして、指導方針は 

①何事にも動じない強い心を持つ。自分の感情を自分でコントロールする力を持て。 

②当たり前のことを当たり前にできる選手・チームであること。 

③チームの為に何ができるのか、何をすれば良いのか考えること。 

④大学生らしい行動をし、常に模範となること。 
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心が変われば態度が変わる 

態度が変われば行動が変わる 

行動が変われば習慣が変わる 

習慣が変われば人格が変わる 

人格が変われば運命が変わる 

運命が変われば人生が変わる 

⑤地域の方に愛され、応援していただける野球部になろう。 

 である。 

平成27(2015)年度の成果として、レギュラー以外の選手が心から勝ちたい、勝たせて

やりたいと思う強い組織ができたことである。次年度以降も同様に指導方針をしっかり

徹底していく。 

 

＜柔道部＞ 

  柔道部の平成 27(2015)年度の目標は、全日本学生ベスト 8 である。 

ただ強いだけはでなく、周りから応援されるようなチーム作りを目指している。 

地方大学でどこまで勝負できるか、常に「挑戦」「下克上」というテーマを掲げ、日々、

学生達は厳しい稽古に励んでいる。 

 

＜サッカー部＞ 

  サッカー部の平成 27(2015)年度の目標は、「各種大会優勝」を掲げ、悪くてもベスト

４を設定いたしました。選手たちも理解を深め成長したと感じている。 

  平成 28(2016)年度の目標は、「タイトル奪還」を掲げており、スタッフ・選手の意気

込みがひしひしと感じ取れる状態である。 

 

＜ラグビー部＞ 

ラグビー部のミッション（使命）は、「ラグビーをとおしての人間形成の確立」であ

り、精神的に自律した大人の集団を目指している。 

個人が大人としての判断ができるようになれば私生活・勉強・ラグビーと取り組む姿

勢が変わってくる。「あたりまえなことが、あたりまえにできるようになること」こそ

がミッションである。わかりやすい表現として、下記を使用している。人間的な成長な

くして、技術の進歩なしと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラグビー部のビジョン（将来展望）であるが、「名実共に北海道・東北No.1になる」

としている。また、ラグビー部のゴール（最終目標）は、「大学選手権出場」である。 

 

＜ハンドボール部＞ 

平成27年度の活動方針は、大学の公式なクラブ活動であることを肝に銘じ、学業・課

外活動・アルバイトの3つをバランスよく行動することを心がける。 

男子ハンドボール部においては、戸澤監督から学生への指導として、報告・連絡・相

談の（ほうれん草）の徹底がなされた。また、リーグ成績は前年を下回ったが、4年生
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の中には卒業後ドイツにハンドボールの勉強のため留学する学生、就職・進学とそれぞ

れ希望の道に進むことができた。 

女子ハンドボール部においては、昨年度は怪我が多かったことが災いし、春・秋とも

入れ替え戦を経て1部リーグ残留となった。木下監督から学生への指導としては、今年

度は少なくともリーグのAクラスにいられる成績をあげ、安定的なチームづくりを目指

した。部員数が少ない中よく活動し、4年生は全員就職・進学が決まり無事卒業となっ

た。 

平成28年度に向けては、大学の公式なクラブ活動であることを肝に銘じ、学業・課外

活動・アルバイトの3つをバランスよく行動することを心がけることは本年同様である。 

男女とも1部リーグ4位であったことから次年度はリーグのAクラスを目指し、優勝争

いに加われるチームづくりを目指す。また、怪我をしない基本的な練習も怠らない。 

 

 

表 A-1-3 体育会系クラブの主な試合結果 

硬式野球部 

 8/30・31、9/2・   札幌学生野球秋季リーグ戦 第 1 節     優勝（全勝） 

3・5   

 9/16・17・24・   札幌学生野球秋季リーグ戦 第 2 節 

25・27・28 

 10/4・5       明治神宮野球大会北海道地区代表決定戦   優勝 

 11/13－18      明治神宮野球大会             準々決勝敗退 

サッカー部 

 6 月－10 月     学生サッカーリーグ            3 位 

 7/25－8/23      知事杯全道サッカー選手権大会       準決勝敗退 

柔道部 

 7/12        北海道ジュニア柔道体重別選手権大会    男子：優勝 3 名 

                                女子：準優勝 2 名 

 8/29        北海道学生柔道体重別選手権大会      男子：3 階級 優勝 

                                女子：6 階級 優勝 

 8/30        北海道学生柔道体重別団体優勝大会     男子：準優勝 

 9/13        全日本ジュニア              90kg 級 伊藤亘輝（3 年） 

           柔道体重別選手権大会出場         100kg 級 高田大樹（1 年） 

                                     富樫 匠（2 年） 

 9/23        北海道柔道段別選手権大会         初段の部：優勝 渡部晃輔（1 年） 

                                初段の部：準優勝 横山晃希（1 年） 

 10/2・3       全日本学生柔道体重別選手権大会      男子：11 名、女子：12 名 出場 

ラグビー部 

 9/12－10/18     北海道地区大学選手権大会         準優勝 

 1/2－6       全国地区対抗 

           学生ラグビーフットボール選手権大会    出場 
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バスケットボール部 

 9/5－10/18     北海道大学選手権大会（リーグ戦、男子）  1 部 6 位 

バレーボール部 

 10/17－11/7    北海道大学男女バレーボール秋季大会（女子） 1 部 6 位 

ハンドボール部 

 5 月        北海道学生ハンドボール春季リーグ戦    1 部：男子 3 位、女子 3 位 

 8 月        ミニミニカップ東日本学生選手権大会    男子 C組 4 位 

 9/30－10/4     北海道学生ハンドボール秋季リーグ戦    1 部：男子 4 位、女子 4 位 

 

 

 (3)A-1の改善向上方策（将来計画） 

各学部・学科においては、学生一人ひとりの状況を把握し、入学した学生の中途脱落

を防ぐばかりではなく、社会に貢献できる人材として育成・支援していくシステムを構

築しているところであるが、非常勤教員を含めて全学的に徹底することは難しい現状で

ある。今後もシステムを構築するための継続的な検討が必要である。 

 

【エビデンス集（資料編）】 

 【資料 A-1-1】デザイン学科、各個展等一覧表、資料 

 【資料 A-1-2】北広ウォーカー ホームページ 

  https://www.facebook.com/北広ウォーカー-809362889105738/ 

 【資料 A-1-3】きたひろ.TV ホームページ 「学生たちが取り組んだ食べ歩きマップ 

『北広ウォーカー』」 https://www.youtube.com/watch?v=84_Bk3BJ2pc 

 【資料 A-1-4】平成 27 年度由仁町広報「ゆに」9 月号 P.12 

       「小学生と大学生の夏の思い出 ～由仁絆キャンプ～」 

 

［基準 Aの自己評価］ 

とことん面倒を見る大学として、学生一人ひとりを全学でサポートしていこうとしてい

る姿勢は評価できる。また、建学の精神を具現化しようとする教育体制及び指導体制につ

いても評価できる。より良い体制を確立するために継続的な検討が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=84_Bk3BJ2pc
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基準 B．地域連携 

B－1 大学が有する物的・人的資源の社会への提供 

≪B－1の視点≫ 

B-1-① 大学が有する物的・人的資源の社会への提供 

（1）B－1の自己判定 

基準項目 B－1 を満たしている。 

 

（2）B－1の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

B-1-① 大学が有する物的・人的資源の社会への提供 

ここでは、地域連携推進における大学資源の活用について、学長・教職員・学生の

活動及び連携体制の面から、平成27(2015)年度の活動の事実を説明するとともに評価

を行う。 

 

1）学長による地域連携 

1. 包括協定の締結 

平成27(2015)年4月に夕張郡由仁町及び由仁町教育委員会と包括連携協定を締結し、

また、平成28(2016)年4月には古宇郡神恵内村とも協定を締結した。平成26(2014)年

度の北広島市と合わせ、3自治体と包括連携協定を締結したことになる。 

経緯についてふれると、2015年6月に本学の國松客員教授を通じ、北海道神恵内村

から地域連携を視野に入れた検討委員会発足依頼があった。同年6月に本学において

副村長ほか村役場担当者と美術学部との間で事前打合せを行い、村の意向として道の

駅を有効活用するための事業案をはじめ今後の連携事業案を確認した。以後、現地道

の駅や宿泊研修施設等の見学と3回の検討委員会を神恵内村にて実施した。村がまず

最初に大学との連携で実施希望する事業として教員はもとより学生の力を借り、道の

駅での美術作品の制作・展示を行うことであり、大学にとっては学生の作品制作をと

おし活動・発表の場の拡大が期待できる。今後さらに、実質的な連携実現に向けた検

討を進め、平成28年度より連携事業の具体的話し合いを行っている。 

地域連携を大学改革の重要な柱と明言し、各自治体トップとの積極的な交流やマス

コミを通じた広報活動を行い、学内に対しても地域連携の重要性を発信するなど積極

的に推進した。 

 

 

2.協定に基づく活動 

大学を地域に公開する開放DAYでは、北広島市の酒まつりをアカデミックに支援す

る目的で、酒に関するシンポジウムを開催した。大学祭ではメインステージのプログ

ラムの大半を地元出演者（音楽、ダンスなど）によるものとした。 

 

2）教職員の地域活動 

1.公開講座 

平成27(2015)年度の公開講座は第37回道都大学公開講座(D-Open)として6月～7月

に9講座、第38回として9月～10月に9講座が実施された。 
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表 B-1-1 第 37 回 道都大学公開講座 

 

表 B-1-2 第 38 回 道都大学公開講座 

講 座 名 受講生数 

「今さら聞けない表計算のパソコン基礎講座」   36 

「ビジネスプランを創ろう」 

 ～地域コミュニティビジネスとしてのカフェ開業計画～ 
8  

「英語の見方変えてみませんか」 14  

「科学と知性－Ⅱ」 6  

「認知証と予防対策」 21  

「栄養と食生活」 11  

「経営の基本的な考え方ご存知ですか？」 7  

「即習 ワード講座（初心者向）」 28  

「初めてのコンピュータアニメーション（初心者向）」 10  

 

道都大学公開講座は38回を実施し、受講生は北広島市をはじめ札幌市や近隣市町か

ら集まり、地域の知の拠点としての機能を果たしている。受講生の評価アンケートで

は質と量に対して一定の高い評価を得て、数年にわたり連続して受講する市民もいる。 

平成27(2015)年度は、講座数が18と前年度より増加し、また開講日は土日に加え平

日も加わり、改善された。 

2.「きたひろしまシニアパソコン大学」 

「きたひろしまシニアパソコン大学」（1年間）は市内に居住する高齢者を対象にIT

リテラシーの取得と向上を目的として開講され、41名が受講した。本学の教員が講師

となり開講9年目となる平成27(2015)年度までに内容や運営方法が改善され、毎回定

員を上回る受講希望者があり、年間の平均出席率が90％以上であった。【資料B-1-1】 

受講申込者数の多さや出席率の高さから、市民から好評を得ていることがわかる。

講師3名の教員が担当しているが、大きな負担と報酬の面で課題が残る。なお、パソ

コン等の機材の更新がなされ、学習環境は改善されている。 

また、受講者には本学の各種イベント参加にご協力をいただいている。 

3.北広島市における委員等 

講 座 名 受講生数 

「介護保険のケアプランって何だろう？～一般向け～」  9  

「大人の折り紙教室」 29  

「超高齢社会に向けて－老人性難聴とコミュニケーション」 9  

「今さら聞けない入力についてのパソコン基礎講座」 23  

「科学と知性－Ⅰ」 6  

「教養としての UNIX（コマンドライン編）」 3  

「初めてのドイツ語―ウィーンへ行こう―」 6  

「賃金業務取扱主任者資格試験」民事法基礎講座 4  

「ちょっとお気楽に、でも少し真剣に決算書を読んでみましょう」 11  
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多くの教員が各種委員会等の委員を歴任している。平成27(2015)年度は地方創生に

関わる委員の就任があった。 

また、北広島市以外の他自治体からの依頼があり、今後は拡大が見込まれる。委員

の活動は適切であり、自治体から高い評価を受けている。課題はニーズに対応できる

教員に偏りがあり、担当教員の負担が重くなっていることである。 

 

  表 B-1-3 北広島市で教員が委員を務める委員会等 

＜新規＞ 

北広島市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議（会長） 

北広島市いじめ等問題対策委員会 

クリーン北広島推進審議会（副会長） 

＜継続＞ 

芸術文化ホール運営委員会 

都市計画審議会 

保健福祉計画検討委員会 

ラブホテル建築規制委員会 

社会教育委員会 

地域包括支援センター運営協議会 

特別支援教育専門委員会 

福祉有償運送運営協議会 

教育施策審議会 

地域連携指導推進協力者懇話会 

芸術文化振興審議会 

北広島市子ども・子育て会議（会長） 

北広島市地域密着型サービス等運営委員会（委員） 

西部コミュニティ・スクール(CS)委員会（委員長） 

（西部小学校運営協議会・西部中学校運営協議会） 

 

 

4.その他の自治体における委員等 

 

表 B-1-4 北広島市以外の他自治体で教員が委員を務める委員会等 

由仁町地方創生推進会議 

神恵内村道の駅強化プロジェクト委員会（委員長・委員） 

神恵内村地方創生推進会議（会長） 

 

5. 介護のしごと魅力アップ推進事業 

社会福祉分野の求人状況は非常に良いが、高校の先生方や高校生の保護者には、い

まだに福祉分野の給料は安いというイメージがあることから、高校への出張授業や

オープンキャンパスでの保護者向け講座などで、福祉分野の現状やソーシャルワーク
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の実情を、今まで以上の工夫を持って周知する計画を、入試担当者ともども模索して

いる。平成 27(2015)年度の例として、道の補助事業「介護のしごと魅力アップ推進事

業」で高校生向けの「社会福祉専門職の就業体験」という体験型事業を行った。 

 

3）学生の地域活動 

1.地域イベントへの協力参加 

・北広島市との関連では、6月に開催され、全国から3,000人を超える参加者を集める「北

広島ロードレース」において、経営学部生10名が会場の設営や選手の誘導などを行っ

た。 

・8月に開催された市の祭典・ふるさと祭りでは、美術学部生6名が模擬店を出店した。 

・夏季・冬季には美術学部生が自然災害時における避難方法の確認等を行った。 

・柔道部の学生が除雪活動を、冬の祭典で硬式野球部員24名がスタッフとして活動した。 

・由仁町との関連では、7月に町内で行われた小学生の合宿に社会福祉学部生2名が参加

し、児童への家庭学習指導を行った。8月には経営学部生30名が小学生との「絆キャ

ンプ」を実施した。 

・地域のニーズに応えて学生が活躍し、地域から高い評価を得ている。「町の中で学生

の存在感が高くなった」、「新鮮に思える」等の歓迎する声が市民から寄せられた。 

 

 2.学生主体の活動 

北広島市では、市の学生地域活動支援事業として経営学部生10名が市内の食に関す

る企業をインターネットで紹介する活動を行い、その他に3学部の学生3名による地域

FM放送番組の制作・出演も行われている。 

・アダプテッドスポーツ部による参加した活動 

5月 救護施設静心寮の開設記念行事（札幌市白石区） 

5月 猪飼嘉司氏の講演会（札幌市南区、信證寺） 

6月 さっぽろトリム＆ラン（真駒内競技場） 

6月 ウォーリーウォーク 

7月 第3回全日本車椅子ソフトボール選手権大会（千歳レラ） 

7月 Team Paramount Adventure主催、アクティブチャレンジ Mt.レースイ（夕張） 

10月 手稲山Challenge2015秋 

10月 スポーツフェスティバル（当別総合体育館） 

11月 救護施設白石福祉園の開設記念行事（札幌市白石区） 

2月 二分脊椎症患者会の方々と、さっぽろ雪まつりを観光した。 

2月 北広島団地地域サポートセンター「ともに」で行われた運動会 

・北広島市学生地域活動支援事業 

経営学部3年生10人が、フェイスブック「北広ウォーカー」で、北広島市の美味し

い飲食店を紹介するプロジェクトを実施している。 

北広島市の学生地域活動支援事業は高い評価を受けている。 

・地域FM放送番組の制作・出演も同様に高い評価を受けている。 
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4）地域連携の体制 

1.教育カリキュラムの編成・特別授業 

全ての学生が在学中に地域に関連する科目を履修する教育カリキュラムが展開さ

れている。 

地域に関するカリキュラムが全学部同一であるため、学部によっては実施に困難性

を伴う科目がある。充分な教育効果を得るには改善が必要である。 

2.地域総合研究所の改編と新たな連携窓口の設置 

地域連携の声を受ける窓口を事務局長とし、ワンストップな対応を行っているが、

負担が大きい。 

3.地域総合研究所 

  北広島市、由仁町、神恵内村などへ政策提言を行っている。高い評価を得ている。 

 

（3）B－1の改善・向上方策（将来計画） 

1）学長による地域連携推進の宣言 

地域連携を推進する組織を明確にし、必要な予算を計上すべきである。 

 

2）教職員の地域活動 

全ての教職員が地域連携の重要性を認識し能動的に行動すべきである。 

1.公開講座 

受講生のニーズに適合した講座を開講し、受講生の教養を高めると同時に、社会人

の大学進学者数増加へと誘導する仕組みを考える。質の向上のために受講を有料化し、

担当教員へのインセンティブを高めるとともに、損益を明らかにして競争原理を導入

する。 

2.「きたひろしまシニアパソコン大学」 

講師を担当する教員に報酬等のインセンティブを与え、評価する仕組みを構築すべ

きである。次年度は開講10年を迎えることを機に、運営組織や資金調達方法などの改

善が予定されている。【資料B-1-1】 

3.北広島市における委員等 

教員は委員の責務を全うしており、一層の貢献が期待される。 

少数の教員が複数の委員を兼任している状況が見られるため、委員の平準化をはか

るべきである。 

4. その他の自治体における委員等 

教員は委員の責務を全うしており、一層の貢献が期待される。 

少数の教員が複数の委員を兼任している状況が見られるため、委員の平準化をはか

るべきである。 

5. 社会福祉分野のしごと魅力アップ事業 

教職員は計画通りの活動を行った。今後も引き続き社会福祉分野のしごとの魅力を

発信すべく一層の努力が必要である。 
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3）学生の地域活動 

1. 地域イベントへの参加 

学生が学業や課外活動と地域活動の調整を容易にする仕組み作りと、地域活動に対

して単位を認定するなどの取組みも必要である。また、活動する学生の募集や取りま

とめは教職員に頼る属人的体制であるため、活動の告知や募集について公平なシステ

ムを構築すべきである。 

2. 学生主体の活動 

北広島市の学生地域活動支援事業は高い評価を受けている。また、地域FM放送番

組の制作・出演も同様に高い評価を受けている。 

 

4) 地域連携の体制 

1. 教育カリキュラムの編成・特別授業 

地域に関するカリキュラムは学部ごとに定めるべきである。 

2. 地域との窓口 

地域の声を受ける窓口が事務局長に一本化されたが、負担が大きい。地域連携セン

ターを新設し地域からも理解されやすい窓口とするなど、利便性を高めた有機的な組

織運営が必要である。 

3. 地域総合研究所 

北広島市、由仁町、神恵内村などの政策提言を行っているが、機能を高めるために

は体制の整備と研究員の増員が必要である。 

 

【エビデンス集（資料編）】 

 【資料B-1-1】「きたひろしまシニアパソコン大学」 

 

［基準Bの自己評価］  

建学の精神に沿った研究体制として「地域総合研究所」が設置され、平成27(2015)年度

からは北広島市との広範な連携の窓口として事務局長が機能している。  

「地域総合研究所」としての取組みは、スタートしたばかりであり多くの課題を抱えて

はいるものの、本学のグランドデザインの方向性と一致するものとして評価できる。 

今後、機能を高め、さらに多くの自治体と連携を進めていくため、早急に体制の整備を

する必要がある。
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【資料2-6-1】 「学校法人北海道櫻井産業学園 教育改革有識者委員会答申」 【資料1-3-6】と同じ 

【資料2-6-2】 建築学科会議議事録  

【資料2-6-3】 
「学校法人北海道櫻井産業学園 グランドデザイン検討委員会

答申」 
【資料1-3-7】と同じ 

【資料2-6-4】 授業アンケート結果 【資料2-2-5】と同じ 

【資料2-6-5】 道都大学 学則の一部変更について(新旧対照表)  

【資料2-6-6】 建築士試験指定科目の確認申請書  

2-7．学生サービス  

2-8．教員の配置・職能開発等  

【資料2-8-1】 
「学校法人北海道櫻井産業学園 グランドデザイン検討委員会 

答申」 
【資料1-3-7】と同じ 

2-9．教育環境の整備 

【資料2-9-1】 平成28年度生用学生便覧 pp.147-154 【資料F-5】と同じ 

【資料2-9-2】 
「学校法人北海道櫻井産業学園 グランドデザイン検討委員会

答申」 
【資料1-3-7】と同じ 

 

 

 

基準3．経営・管理と財務 

基準項目 
備考 

コード 該当する資料名及び該当ページ 

3-1．経営の規律と誠実性 

【資料3-1-1】 「学校法人北海道星槎学園 寄附行為」 【資料F-1】と同じ 

【資料3-1-2】 「学校法人北海道星槎学園 理事会業務委任規則」  

【資料3-1-3】 平成27年度夏期 道都大学総合節電対策  

【資料3-1-4】 「学校法人北海道星槎学園 特定個人情報取扱規程」  

【資料3-1-5】 「学校法人北海道星槎学園 危機管理規程」  

【資料3-1-6】 「消防・防災計画書（大規模地震対応）」  
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3-2．理事会の機能  

【資料3-2-1】 「学校法人北海道星槎学園 寄附行為」 【資料F-1】と同じ 

【資料3-2-2】 理事会開催状況  【資料F-10】と同じ 

【資料3-2-3】 
「学校法人北海道櫻井産業学園 グランドデザイン検討委員会 

答申」 
【資料1-3-7】と同じ 

【資料3-2-4】 「学校法人北海道星槎学園 教育改革有識者委員会規程」  

3-3．大学の意思決定の仕組み及び学長のリーダーシップ 

【資料3-3-1】 「学校法人北海道星槎学園 経営企画会議規程」  

【資料3-3-2】 「学校法人北海道星槎学園 情報共有会議規程」  

【資料3-3-3】 「道都大学 教授会規程」  

【資料3-3-4】 
「学校法人北海道星槎学園が設置する学校の大学長の任用に関す

る規程」 
 

3-4．コミュニケーションとガバナンス 

【資料3-4-1】 「学校法人北海道星槎学園 寄附行為」 【資料F-1】と同じ 

【資料3-4-2】 「学校法人北海道星槎学園 職制及び分掌規程」  

【資料3-4-3】 学校法人北海道星槎学園 理事、監事、評議員名簿  【資料F-10】と同じ 

3-5．業務執行体制の機能性  

【資料3-5-1】 「学校法人北海道星槎学園 職制及び分掌規程」 【資料3-4-2】と同じ 

【資料3-5-2】 「学校法人北海道星槎学園 事務分掌規程」  

【資料3-5-3】 「学校法人北海道星槎学園 就業規則」  

【資料3-5-4】 「道都大学 教育職員の採用及び昇格規程」  

【資料3-5-5】 「学校法人北海道星槎学園 SD推進委員会規程」  

3-6．財務基盤と収支 

【資料3-6-1】 「道都大学改革5ヵ年計画」 【資料1-3-5】と同じ 

【資料3-6-2】 「学校法人北海道櫻井産業学園 経営改善計画（5ヵ年）」 【資料1-3-8】と同じ 

【資料3-6-3】 
「学校法人国際学園と学校法人北海道櫻井産業学園との業務連携

合意書」 
 

【資料3-6-4】 
「学校法人国際学園と学校法人北海道櫻井産業学園との包括連携

協定書」 
 

3-7．会計  

【資料3-7-1】 「学校法人北海道星槎学園 経理規程」  

【資料3-7-2】 「学校法人北海道星槎学園 経理事務実施要領」  

 

 

 

基準4．自己点検・評価 

基準項目 
備考 

コード 該当する資料名及び該当ページ 

4-1．自己点検・評価の適切性 

【資料4-1-1】 道都大学 学則 第1条 【資料F-3】と同じ 

【資料4-1-2】 「道都大学 自己点検・評価運営規程」  

4-2．自己点検・評価の誠実性  

4-3．自己点検・評価の有効性  
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基準A．実学教育の実践 

基準項目 
備考 

コード 該当する資料名及び該当ページ 

A-1．教育方法 

【資料A-1-1】 デザイン学科 各個展等一覧表、資料  

【資料A-1-2】 
北広ウォーカー 

https://www.facebook.com/北広ウォーカー-809362889105738/ 
 

【資料A-1-3】 
きたひろ.TV https://www.youtube.com/watch?v=84_Bk3BJ2pc 

「学生たちが取り組んだ食べ歩きマップ【北広ウォーカー】」 
 

【資料A-1-4】 
平成27年度由仁町広報「ゆに」9月号 P.12 「小学生と大学生の夏

の思い出 ～由仁絆キャンプ～」 
 

 

 

 

基準B．地域連携 

基準項目 
備考 

コード 該当する資料名及び該当ページ 

B-1．教育方法 

【資料B-1-1】 「きたひろしまシニアパソコン大学」  

 

https://www.youtube.com/watch?v=84_Bk3BJ2pc

