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平成 28 年度自己点検・自己評価報告書
刊行にあたって

この度、平成 28(2016)年度自己点検評価を実施し、その結果が「平成 28 年度自己点
検・自己評価報告書」としてまとまりましたので、刊行の運びとなりました。
本学における自己点検評価は、平成 13(2001)年度に始まり、次いで 3 年ごとに実施す
るという本学自己点検自己評価規程に基づき、平成 17(2005)年度に 2 回目の自己点検評
価を実施しました。
平成 14(2002)年の学校教育法の改正により、大学における自己点検・自己評価は、第
三者による認証評価が義務づけられ、平成 16(2004)年 4 月から施行されました。
本学は、日本私立大学協会の加盟会員校であり、協会が主体となって設立した第三者
評価機関である公益財団法人日本高等教育評価機構の認証評価を受審することとし、平
成 22（2010)年度に 3 回目となる自己点検評価を行い、その結果を認証に向けた「自己
評価報告書」として作成し、認証評価を受けました。一部保留となった項目を改善し、
平成 25(2013)年度には再評価を受審し、すべての基準が適合しているとの認定を受けま
した。
引き続き 4 回目の自己点検評価の作業に入り、結果を「平成 25 年度自己点検・自己評
価報告書」として刊行いたしました。
平成 28(2016)年 2 月には「学校法人東北文化学園大学 自己点検及び自己評価規程」
の改正が行われ、点検評価を毎年実施することとなり、5 回目の平成 28 年度自己点検評
価がその最初の作業となりました。
平成 29 年(2017)年度は、2 回目の認証評価を受審することとしており、本報告書は認
証評価の基準に沿った構成で作成されています。この自己点検評価の結果をフィードバ
ックし、教育研究活動の質の向上と充実を推進し、本学の教育目標の達成に努めていく
所存です。
つきましては、本報告書をご高覧の上、皆様の忌憚のないご意見やご助言をいただけ
れば幸甚に存じます。
平成 29(2017)年 3 月
東北文化学園大学
学長
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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．東北文化学園大学の建学の精神
東北文化学園大学（以下「本学」という。)の建学の精神は、平成 9 年 9 月 30 日付け
で文部大臣に提出された東北文化学園大学設置認可申請書における本大学設置の目標と
して、
「絶えざる技術の進歩、高度情報化、国際化、高齢化の進む中で、学問・研究を通
じて、自ら考える力と習慣を身につけ、必要な専門技術を修得した人材の育成を目指し、
もって新世紀に生じうる未経験のさまざまな問題に対応して豊かな将来社会の開拓に寄
与すること。」と記された。
平成 9 年の大学設置認可申請にあたっては、本学の建学の精神と本学園が仙台市にお
いて工学系及び医療系の専門学校や科学技術系短期大学を設置し専門技術者の養成を行
ってきた実績から、地域と時代の要請に応えるため、「医療福祉学部」「総合政策学部」
「科学技術学部」の 3 学部を擁する総合大学として設置することとなった。
医療福祉学部は、高齢化社会の到来にあたり、コ・メディカル部門に対する需要が益々
高く、この分野での専門技術者の育成が緊急課題である。また、社会福祉士、介護福祉
士等のより高度の福祉技術に対する需要も高くなっていることから、保健福祉について
の先端教育を目指し、同時にこの部門の指導者の育成にも力を注ぐことを目的とした。
総合政策学部は、経済の国際化のもと新たな事業機会を求めるアントレプレナー（自
ら企画、立案し、実行できる人材)の養成を通じ、分権的ネットワーク時代の地域社会の
経営に貢献する人材の育成を目指すことを目的とした。
科学技術学部は、近年飛躍的に発展を続ける情報科学や建築技術等、生活周辺の環境
充実を求める科学の発展に対応するため、前法人に既設の東北科学技術短期大学を改組
転換し、更に高度な研究・教育の充実を目指すことを目的とした。

２．東北文化学園大学の基本理念
本学では、建学の精神を実現するため、以下の 5 つの教育理念を掲げている。これら
の教育理念は、各学部学科の教育目的や、大学全体あるいは各学部学科・研究科専攻で
新たに定めるようになった３つのポリシーを策定するための基本となっている。
（１)豊かな人間性と創造力の養成
専門技術・知識を習得し、独自に工夫・応用できる創造性を育成する。同時に、豊
かな人間性と愛情をはぐくむ。
（２)専門技術の研鑽
専門技術の学問としての確立と研究の推進を行い、あわせて、実社会の需要に積極
的に応えられる技術と情熱を持つ人材を育成する。
（３)国際性豊かな人材の育成
高い識見と専門技術を生かし、多様な世界との文化・技術交流に積極的に取り組む
ことのできる国際性豊かな人材を育成する。
（４)社会の一員としての自覚と問題解決能力による貢献
国際社会、国家、地域社会の一員としての役割、責任を自覚し、社会に対する洞察
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力と問題解決能力をもって、進んで社会貢献に参加する人材を育成する。
（５)地域社会とともに発展する大学
地域社会との交流を活発に行い、同時に職業人の再教育、編入学、科目等履修生及
び社会人の受け入れなど、生涯学習に対応する。

３．東北文化学園大学の使命・目的
以上のような経緯、建学の精神、基本理念を踏まえて、本学の使命・目的については、
本学学則第１条及び大学院学則第２条において、以下のように明確に定められている。
表Ⅰ－１

東北文化学園大学の目的

東北文化学園大学学則

第１条

東北文化学園大学（以下「本学」という。)は、新しい時代が求める医療・福祉、経済
開発・地域経営及び応用情報・環境工学の分野での確固たる専門技術と広く豊かな視野
を身につけて、地域社会の発展に進んで協力し、それを通じて国家と人類社会の発展に
貢献する人材の育成を目的とし、そのための教育研究を行う。
表Ⅰ－２

東北文化学園大学大学院の目的

東北文化学園大学大学院学則

第２条

本大学院は、健康で文化的な生活の創造に関する学術の理論と応用を教授研究し、その
深奥を究めて、地域と文化の発展に寄与することを目的とする。

４．東北文化学園大学の個性・特色
○「東北文化学園大学のめざすところ」の策定
本学の建学の精神や教育理念を、より分かりやすく、具体的な言葉で表すことが必要
であるということで、平成 27（2015)年 11 月に「東北文化学園大学のめざすところ」を
策定し、
「輝ける者」をシンボルワードとすることとなった。この言葉を中心に置き、本
学の個性・特色を表す文章としたものである。その全文を図Ⅰ-1 に示す。
本学のめざすところについては、
「東北文化学園大学は、来るべき福祉・医療の時代に
対応するため、多領域のスペシャリストと学生が協同し、未来の“輝ける者”を育む大
学です。」と明文化して示した。
また、シンボルワードである「輝ける者」については、「『輝ける者』とは、職業人と
して自立した力を持ち、他者と関わり合いながら未経験の問題に応える人」と定義し、
本学が育てる人材のイメージを明示した。
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東北文化学園大学のめざすところ
東北文化学園大学は、
来るべき福祉・医療の時代に対応するため、
多領域のスペシャリストと学生が協同し、
未来の “輝ける者” を育む大学です。

～

輝ける者を育む大学、東北文化学園大学

～

人口減少、高齢化、生活の不安定、地域の空洞化、震災復興・・・。
東北は今、全国に先んじて、誰もが経験したことのない課題に直面しています。

東北文化学園大学は 1999 年に設置された、まだ比較的若い大学です。
「新世紀に生じうる未経験のさまざまな問題に対応」するということを理念として創設されました。

私達の大学は「協同」ということを大切にしています。
第一級の音楽家と一つの音楽を完成させる本学独自のプログラム「TBGU プロジェクトⅠ」、
ラーニングコモンズ、Student JOB、「感謝の日」など、
教職員や同級生との関わりはもとより、
上級生や下級生、地域の人達とのつながりも、大切にしている大学です。

何故なら、「新世紀に生じうる未経験のさまざまな問題」に向き合うとき、
自発的に他者と力を合わせるということが、これまで以上に求められているからです。

さまざまな垣根を越えて「協同」しながらの課題研究の達成やサークル活動、
学生自らが企画しての社会貢献や地域活動など、仲間たちと熱く、輝く瞬間が学生生活を彩ります。

一人の職業人として活躍するための資格取得やスキルの形成だけではなく、
周囲とつながる 4 年間によって「輝ける者」になったあなたを未来に送り出していきます。

「輝ける者」とは、職業人として自立した力を持ち、
他者と関わり合いながら未経験の問題に応える人です。

さまざまな目標をもって多領域の仲間と関わる、
「輝ける者」に至る 4 年間の学生生活を私達は支えます。

図Ⅰ－１

東北文化学園大学のめざすところ
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○多職種連携教育の推進
本学の個性・特色は、大規模ではな
いものの 3 学部 7 学科からなる総合大
学である点にある。医療福祉学部はリ
ハビリテーション学科及び保健福祉学
科はそれぞれ 4 専攻及び 2 専攻を擁し
ており、全体は 11 学科専攻で構成され、
医療福祉分野の教育研究が充実してい
る点が大きな特色となっている。平成
28 年度には科学技術学部に臨床工学
科が開設され、この特色はさらに強化
された。
以上のような特色から、本学は地域
に根差した多職種連携を重視しており、
医療福祉学部の 9 つの専門職（看護師、
保健師、理学療法士、作業療法士、言
語聴覚士、視能訓練士、社会福祉士、
精神保健福祉士、介護福祉士)を目指す
学生が集う「専門職連携セミナー」と
して合同実習報告会を実施し、学生が
自らの専門性を明確にするとともに、
他の専門職との相互理解を深める教育
を提供しており、これに科学技術学部
臨床工学科も近く加わることになり、

図Ⅰ-2

学部構成と多職種連携の関係

東北地方で最も充実した医療福祉職連携が学べる大学となっている。
○大学院健康社会システム研究科ナースプラクティショナー養成分野の設置
本学は医療福祉学部の他に、科学技術学部及び総合政策学部を擁しており、全学とし
て健康な社会の形成に資することを目標に教育研究を推進しているが、大学院では、こ
のようなコンセプトをより深めるため「健康社会システム研究科」を設置している。
同研究科は健康福祉専攻と生活環境情報専攻から構成されているが、健康福祉専攻に
設けられたナースプラクティショナー養成分野は、保健師助産師看護師法に基づく「特
定行為研修の指定研修機関」として厚生労働大臣から指定を受け、平成 28 年４月から厚
生労働省令に規定された 21 区分 38 行為すべての特定行為について研修を開始した。38
の特定行為全てについて指定されている機関は、東北地方で唯一、本大学院のみであり、
大きな特色となっている。
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Ⅱ．沿革と現況
１．本学の沿革
本学の前身は、昭和 53（1978)年 3 月学校法人東北文化学園として設立認可され、同
年 4 月宮城県仙台市本町に専修学校として設置認可された宮城デザイン専門学校である。
平成 4（1992)年 12 月には文部省から東北科学技術短期大学の設置が認可され、平成 5
（1993)年 4 月に同短期大学を開学した。
平成 10（1998)年 12 月には、同短期大学を改組転換する東北文化学園大学の設置が認
可され、法人名を現在の学校法人東北文化学園大学（以下「本法人」という。)に変更、
平成 11（1999)年 4 月本学は医療福祉学部リハビリテーション学科及び保健福祉学科、
総合政策学部総合政策学科、科学技術学部応用情報工学科及び環境計画工学科の 3 学部
5 学科の体制で開学された。その後、医療福祉学部には、平成 20（2008)年 4 月にリハビ
リテーション学科言語聴覚学専攻及び視覚機能学専攻、平成 22（2010)年 4 月に看護学
科が設置された。さらに、平成 28 年 4 月に科学技術学部に臨床工学科が設置され、現在
の 3 学部 7 学科 6 専攻の体制に至っている。
一方、大学院は、平成 15（2003)年 4 月に、
「健康で文化的な生活の創造に関する学術
の理論と応用を教授研究し、その深奥を究めて、地域と文化の発展に寄与する」ことを
目的として設置された。平成 23（2011)年 4 月、厚生労働省が進めている「特定看護師
（仮称)養成調査試行事業」に対応した「ナースプラティクショナー養成分野」を大学院
健康社会システム研究科健康福祉専攻（博士課程前期 2 年の課程)に開設した。この分野
の設置は、医師と看護師の中間的な職種の育成を目指し、外科（周術期)及び救急医療に
おけるチーム医療の推進、医療安全に寄与することを目的としたものである。
さらに、同分野は平成 28（2016)年 2 月、厚生労働大臣から保健師助産師看護師法第
37 条第 2 項第 5 号に規定する特定行為研修指定研修機関として指定された。同規定に定
める特定行為 21 区分全 38 行為について指定されたのは、東北地方で本学が唯一である。
表Ⅱ-1

本学の沿革（年表)
年

月

概

要

昭和 53(1978)年 3 月
昭和 53(1978)年 4 月

学校法人東北文化学園設立認可。
宮城デザイン専門学校を宮城県仙台市本町に設置、専修学校として認可。

昭和 56(1981)年 04 月

宮城デザイン専門学校の学校名を東北工科美術専門学校に改称。

昭和 58(1983)年 12 月

東北医療専門学校設置、専修学校として認可。

昭和 60(1985)年 04 月

東北商科専門学校を学校法人木村学園（宮城県仙台市)から継承。

昭和 60(1985)年 09 月

東北商科専門学校の学校名を東北情報工学専門学校に改称。

平成 02(1990)年 04 月
平成 03(1991)年 03 月
平成 04(1992)年 12 月

校舎を宮城県仙台市青葉区国見に移転。
東北工科美術専門学校と東北情報工学専門学校を統合、東北工科情報専門学校に学
校名称変更。東北医療専門学校を東北医療福祉専門学校に学校名称変更。
東北情報工学専門学校を廃止。
東北科学技術短期大学設置認可。

平成 05(1993)年 04 月

東北科学技術短期大学開学。

平成 10(1998)年 12 月

東北文化学園大学設置認可。法人名を学校法人東北文化学園大学に名称変更。

平成 11(1999)年 04 月

東北文化学園大学を宮城県仙台市青葉区国見に開学。東北科学技術短期大学募集停
止。
東北医療福祉専門学校を東北工科情報専門学校と統合するため、目的を変更し、東
北文化学園専門学校と改称。
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平成 12(2000)年 10 月

東北科学技術短期大学廃止認可。

平成 14(2002)年 09 月

東北文化学園専門学校を学校法人友愛学園（宮城県仙台市)に移管。

平成 14(2002)年 10 月

医療福祉学部リハビリテーション学科理学療法学専攻及び作業療法学専攻の収容
定員増員並びに医療福祉学部保健福祉学科精神保健福祉専攻設置に係る学則変更
認可。
学校法人東北文化学園大学が学校法人頌美学園（岩手県久慈市。設置校；アレン国
際短期大学及び久慈幼稚園)を吸収合併。

平成 15(2003)年 03 月
平成 15(2003)年 04 月
平成 15(2003)年 09 月

東北文化学園大学大学院健康社会システム研究科修士課程を設置。
医療福祉学部保健福祉学科精神保健福祉専攻を設置。
総合政策学部総合政策学科収容定員の増加に係る学則変更認可。

平成 16(2004)年 04 月
平成 16(2004)年 06 月
平成 17(2005)年 01 月
平成 18(2006)年 04 月

アレン国際短期大学募集停止。
学校法人東北文化学園大学の民事再生手続開始申立。
学校法人東北文化学園大学の民事再生計画認可決定の確定。
科学技術学部応用情報工学科をコンピュータサイエンス学科に、環境計画工学科を
住環境デザイン学科に学科名称変更。

平成 19(2007)年 01 月
平成 19(2007)年 04 月

アレン国際短期大学の廃止認可。
大学院健康社会システム研究科修士課程を博士課程（博士課程前期 2 年の課程及び
博士課程後期 3 年の課程)に課程変更。

平成 20(2008)年 01 月

学校法人東北文化学園大学の民事再生手続の終結決定。

平成 20(2008)年 04 月

医療福祉学部リハビリテーション学科言語聴覚学専攻及び視覚機能学専攻を設置。
科学技術学部コンピュータサイエンス学科を知能情報システム学科に、住環境デザ
イン学科を人間環境デザイン学科に学科名称変更。

平成 21(2009)年 10 月

学校法人東北文化学園大学が学校法人友愛学園（宮城県仙台市。設置校；東北文化
学園専門学校及び友愛幼稚園)を吸収合併。

平成 22(2010)年 04 月

医療福祉学部看護学科を設置。
医療福祉学部保健福祉学科精神保健福祉専攻の学生募集を停止。

平成 23(2011)年 03 月

東日本大震災発災。本法人の設置する東北文化学園大学・大学院、久慈幼稚園、友
愛幼稚園及び東北文化学園専門学校の学生・園児及び教職員が被災。各学校の施設
設備も被災。大震災被災への各種対応を開始。
大学院健康社会システム研究科健康福祉専攻博士課程前期 2 年の課程にナースプラ
クティショナー養成分野を設置。

平成 23(2011)年 04 月
平成 25(2013)年 04 月

法人理事会・評議員会役員を一新、現行の法人運営体制による教育研究活動を開始。

平成 25(2013)年 04 月

科学技術学部人間環境デザイン学科を建築環境学科に学科名称変更。

平成 26(2014)年 06 月

再生計画に基づく負債の弁済を全て終了。

平成 28(2016)年 02 月

大学院健康社会システム研究科健康福祉専攻（ナースプラクティショナー養成分
野)が、厚生労働大臣から保健師助産師看護師法第 37 条第 2 項第 5 号に規定する特
定行為研修指定研修機関（特定行為 21 区分)として指定。
科学技術学部に臨床工学科を設置。

平成 28(2016)年 04 月

１－１

民事再生

本学の沿革は上に示したとおりであるが、沿革上における本学が直面した危機及び危
機に対する全学的取組、そして大学を設置する学校法人として初めての民事再生手続開
始申し立てを行ったことについて触れておく。
平成 16(2004)年 1 月に元理事長が脱税容疑で査察を受けたことに端を発した本学の危
機は、大学の設置認可申請における虚偽申請の発覚、架空寄附問題、二重帳簿の存在に
まで及んだ。それは学校法人経営の根幹を揺るがすものであり、教職員の給与遅配、教
育研究費の執行停止に至った。虚偽申請が明らかとなった平成 16（2004)年 4 月以降、
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マスコミ等でも頻繁に取り上げられ、大学存続自体が危ぶまれる事態となった。大学の
存続に関わる緊急事態として、教職員、学生、保護者の三者が署名活動及び関係機関・
団体等への陳情活動を行い、多くの人々の支援により、正常な教育活動が可能となった。
文部科学省の対応もあり、医療法人恒昭会、学校法人藍野学院等からなる藍野グルー
プから経営支援を受けることが決定し、平成 16(2004)年 6 月 21 日に東京地方裁判所に
民事再生法による再生手続開始の申立てを行った。民事再生計画により、負債を縮減し、
作成された弁済計画の基に経営再建を図ることとなった。平成 17(2005)年 1 月には再生
手続開始が決定し、再生法人として、新たな大学経営、運営の段階に入った。
民事再生手続の開始決定後、順調に負債の弁済が行われ、平成 20(2008)年 1 月に東京
地方裁判所の決定により民事再生手続が終結した。このように、法人、大学教職員、学
生が一丸となって教育研究環境の改善等に取り組むとともに、大学経営の安定化と情報
公開の促進、学士教育の質の確立・保証に向けた活動の推進に積極的に立ち向かってき
た。

１－２

現在の学校法人運営体制

平成 25(2013)年 3 月 6 日、本法人の前理事長が大阪地方検察庁に逮捕され、平成
25(2013)年 3 月 26 日には起訴された。
起訴の内容は、前理事長が経営に関与していた大阪の別の学校法人で起きたことであ
り、本法人と直接関係するものではなかったが、教育に携わる者が法令を遵守すべきこ
とは言うまでもなく、決してあってはならないことである。
この件に関しては、文部科学省はじめ関係諸機関から、本法人が無関係であることの
理解を得ることができた。本法人は、平成 25(2013)年 4 月 1 日、理事会及び評議員会を
開催し、東北文化学園大学学長の土屋滋を理事長とする新たな学校法人運営体制で信用
の回復と教育研究環境の充実に取り組むことになった。前理事長は退任し、併せて副理
事長及び常務理事も退任した。
新たな理事会及び評議員会は、大学の各学部長など学内の各部局の代表等から構成さ
れ、教職員が一丸となって運営に取り組む体制を整えた。再生計画に基づく負債の弁済
は、順調な進展によって平成 26(2014)年 6 月に全て終了した。
現在の本法人は、人心を一新し、教育研究活動に全力で取り組んでいる。

１－３

東日本大震災の対応

１－３－１ 平成 22(2010)年度における東日本大震災の対応
平成 23(2011)年 3 月 11 日 14 時 46 分、東北地方太平洋沖震源（マグニチュード９)に
よる東日本大震災では、本学、久慈幼稚園、友愛幼稚園及び東北文化学園専門学校の学
生・園児及び教職員が被災したうえ、各学校の施設設備も被災した。
地震直後、構内にいた大学・大学院及び専門学校の学生・教職員合せて約 500 人は、5
号館前の広場に避難した。その後、教職員が震災の情報収集、建物の被災状況の確認作
業等を行った。宮城県全域で電気、水、ガスの供給が停止し、公共交通機関が動かなく
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なり、3 月 11 日は、帰宅できない学生及び教職員約 70 人がキャンパスに宿泊し、学生
が全員帰宅したのは地震発生後 5 日目の 3 月 16 日の朝となった。
また、3 月 11 日は理事長及び学長が出張中であったため、暫定的な災害対策本部を設
置し、3 月 14 日には正式な『災害対策本部』を設置した。災害対策本部設置後、学生・
園児・教職員等の安否確認、施設設備の被害状況確認等の対応を行った。
１．学生・園児等の安否状況
東日本大震災に伴う学生・園児等の安否確認は、地震直後から電力停止により電
話が不通になり、また携帯電話も繋がりにくい状況であったこともあり、災害対策
本部設置の 3 月 14 日（月)から開始した。
（平成 23 年 3 月 31 日現在)
学

在籍者数

安否判明者数

不明者数

東北文化学園大学

2,094 人

2,093 人

1人

東北文化学園大学院

14 人

14 人

0人

友愛幼稚園

104 人

104 人

0人

久慈幼稚園

112 人

112 人

0人

東北文化学園専門学校

687 人

687 人

0人

※

校

名

残念ながら東北文化学園大学の不明者 1 人（医療福祉学部保健福祉学科 3 年)は、平成 23 年 4 月

4 日逝去が確認された。
※

教職員は全員無事だったが、親族の方が逝去された者及び住居等が被災した者数人が確認された。

※

平成 23 年度入学予定者の安否についても確認を行った。

２．施設設備の被災状況（平成 23 年 3 月 31 日現在)
学

校

名

東北文化学園大学

主

な

被

災

状

況

1・３号館エキスパンション破損、1 号館屋上トランス大
破、体育館壁面破損

友愛幼稚園

井戸水給水管破損

久慈幼稚園

園舎壁亀裂

東北文化学園専門学 2 号館エキスパンション破損、給水系統漏水、教室壁面
校

破損

その他

メールシステム不通、構内インターロッキング陥没、備
品破損

※

施設設備の復旧工事は、平成 23 年 4 月 4 日から開始した。

※

復旧工事費（全ての器具等を含む)の概算金額は、118,800,000 円であった。

３．被災を受けた学生・園児への経済的支援計画等の策定
⑴

基金の設立について
就学支援、施設設備の復旧工事等のための基金の設立を検討した（平成 23 年
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(2011)4 月 6 日「輝ける者基金」設立)。
※
⑵

基金名の由来は、本法人の学園歌『輝ける者』である。

学費免除特別措置について
被災状況に応じて、入学金及び学費の全額・半額・30%の免除の特別措置、30
万円・20 万円・10 万円の緊急奨学金（一時給付金)の給付を決定した。
※

緊急奨学金は、緊急的対応として 4 月 27 日に第 1 回目の給付を実施した。

※

必要経費は、対象者数 228 人、特別措置 233,830,000 円、緊急奨学金 54,100,00
円の計 287,930,000 円と予測した。

⑶

こころのサポート対策について
健康管理センターを中心に「こころのサポートチーム」がケア対策を計画・実
施を検討した。

４．学事日程等の変更
⑴

東北文化学園大学・大学院
①

平成 22(2010)年度東北文化学園大学及び東北文化学園大学大学院学位記授
与式を平成 23(2011)年 3 月 18 日挙行する予定としていたが中止とした。

②

平成 23 年度東北文化学園大学及び東北文化学園大学大学院入学式を平成
23(2011)年 4 月 8 日挙行する予定としていたが、延期することとした（平成
23(2011)年 5 月 8 日に挙行)。

③

大学及び大学院の授業等を平成 23(2011)年 3 月 15 日から 4 月 30 日まで休講
とした。

５．地域住民への支援
地震直後、国見地域が断水になったことから、地域への支援として平成 22(2010)
年 6 月 26 日から地域住民への災害時の水確保のために専門学校２号館受水槽に設置
した『災害時非常用水栓』により、平成 23(2011)年 3 月 12 日から 3 月 18 日までの
7 日間、地域住民 3000 人を超える方が訪れ、水の提供を行った。

１－３－２

平成 23(2011)年度における東日本大震災の対応

学生・園児では、大学の学生 1 人が津波により亡くなったことが平成 23(2011)年 4 月
4 日に確認されたほか、少なからぬ学生・園児の親・親族が亡くなり、また、自宅が全
壊・半壊・一部損壊の被害を受けた。これら学生に対して東日本大震災の被災によって
修学を断念することがないよう本法人独自の支援を行った。
被災した大学・大学院及び専門学校の施設設備の復旧工事等は、入学式（平成 23(2011)
年 5 月 8 日挙行)までに必要最小限のものが行われ、授業開始後も平成 24(2012)年 3 月
31 日まで継続された。
本法人は、被災地の高等教育機関として、大学等の人的資源（教職員、学生、卒業生
にとどまらず、それぞれが持つネットワークを含む)や知的財産を最大限に活用し、東日
本大震災からの復興に資するために、大学及び専門学校がそれぞれ行う東日本大震災復
興事業の他に、学校法人として行う復興支援事業を計画実行した。
１．修学支援状況
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１)経済的な修学支援
東日本大震災により被災した学生及び園児に対して、経済的理由により修学を断
念することなく修学の機会を与えることを目的として『東日本大震災に伴う特別措
置制度』（以下、「特別措置制度」という。)を実施した。
２)こころのサポート対策
健康管理センターを中心に「こころのサポートチーム」を組織し、健康管理セン
ター職員及び教員が、東日本大震災や原発事故避難等で被災した学生に対してメン
タルサポートを行った。健康管理センターで対応した相談は延べ 49 件であり、これ
以外に各教員が個別に対応した。
２．建物、施設設備等の復旧等
東日本大震災により被災した建物及び設備（備品等)は、平成 24(2012)年 3 月 31 日
までに復旧対応するとともに、今後の地震等の被災に備えた備品購入及び防災訓練を
実施した。
３．『輝ける者基金』の設立
東日本大震災で被災した学生及び園児の修学支援や施設設備の復旧工事等の費
用の一助とするために震災復興基金『輝ける者基金』を設立した。
平成 23(2011)年度の震災復興基金『輝ける者基金』は、延べ 100 件、14,605,175
円の寄付があり、すべて東日本大震災で被災した学生及び園児への緊急奨学金に充
当した。
４．大学におけるボランティア活動
東日本大震災により甚大な災害に遭われた方々や地域に対して、ボランティア活
動を行った。
５．学校法人としての復興支援活動
教育研究機関である学校法人として大学・大学院及び専門学校が共同で様々な地
域支援活動や地域応援活動を行った。
１)仙台フィル『チャリティーコンサート』
２)復興支援フォーラム
３)震災復興支援提案募集事業「私たちにできること」
（１)東日本大震災による災害の復興から『新生』への光明を得ることを目的として、
学生に「私たちにできること」をテーマに復興支援プロジェクトを募集した。33 件
の応募があり、その中から 8 件のプレゼンテーションを平成 23(2011)年 10 月 23 日
に 1 号館 2 階 1257 教室で実施した。
（２)また、これに併せ、平成 17(2005)年度から継続して行ってきた「東北文化学園
大学 学長杯 高校生スピーチコンテスト」を今回の事業に組み込み、同じく「私た
ちにできること」をテーマに公募した。6 校 11 人の応募があり、第 1 次審査とし
て 7 人を選考して同じ 10 月 23 日に開催し、東北地域の高校生の復興にかける想い
に耳を傾けた。
４)『とどけ歌声！わたしたちの未来に！ 大船渡 第九コンサート』
東日本大震災からの復興と新生を願い、芸術文化を通した取り組みとして開催し
た。
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被災地の人々を見舞い、犠牲者を追悼するとともに、勇気をもって明日の東北を
築き上げようという意思を高らかに歌い上げるために、ベートーヴェンの第九シン
フォニー演奏会を平成 23(2011)年 12 月 16 日に岩手県大船渡市のリアスホールで開
催し、229 人が来場した。
また、平成 23(2011)年 12 月 17 日には、東北文化学園大学国見キャンパス体育館
において『大船渡第九コンサート』の帰還コンサートを実施し、302 人が来場した。
１－３－３

平成 24(2012)年度における東日本大震災の対応

東日本大震災から 2 年目を迎え、被災した学生及び園児に対してまだまだ支援が必要
であると判断し、平成 23(2011)年度に引き続き、被災の状況に応じた特別措置制度を実
施するとともに、大学及び専門学校では、特別な事情により経済的に困窮し、授業料等
の納付が極めて困難な学生に対して行う『授業料減免制度』を平成 24(2012)年度から新
たに実施した。
また、平成 23(2011)年度に引き続き、今後の地震等の震災に備えた安全対策等の準備
や、東日本大震災からの教育研究環境復旧・復興支援活動などを積極的に実施した。
１．修学支援状況
東日本大震災により被災した学生及び園児に対して、平成 23(2011)年度の支援内
容を見直した特別措置制度を実施した。

表Ⅱ-2 東日本大震災に伴う特別措置制度
入学検定料免除

入学金免除

授業料免除

支援合計

補助金額
(国･県)

3,570,000 円
（102 人)

7,900,000 円
（60 人)

61,200,000 円
（198 人)

72,670,000 円

38,786,722 円

久慈幼稚園

－

－

103,980 円
（1 人)

103,980 円

103,980 円

友愛幼稚園

－

－

839,500 円
（1 人)

839,500 円

839,000 円

262,500 円
（16 人)

1,755,000 円
（22 人)

12,625,000 円
（54 人)

14,642,500 円

8,769,000 円

3,832,500 円
（118 人)

9,655,000 円
（82 人)

74,768,480 円
（254 人)

88,255,980 円

48,498,702 円

大学

専門学校
合

計

表Ⅱ-3 授業料減免制度
授業料減免
大学
専門学校
合

計

補助金額(国･県)
（予定)

27,150,000 円
（139 人)

11,441,670 円

6,491,000 円
（42 人)

0円

33,641,000 円
（181 人)

11,441,670 円

２．震災復興基金『輝ける者基金』の継続
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平成 23(2011)年度に引き続き震災復興基金として『輝ける者基金』を設置し、費
用の一助とした。
３．大学におけるボランティア活動
震災から 2 年以上が経過し震災復興期である平成 24(2012)年度は、被災地の大学
として、長期的に被災者に寄り添うことができるプロジェクトを中心に活動した。
表Ⅱ-4 本学の主な震災復興、被災者支援ボランティア活動一覧
ボランティア活動

内容

一緒に春を待とう！プロジェク
ト

秋田県の障害者小規模作業所と連携し、春に開花するチューリップ
等の球根を植えた植木鉢を仮設団地の各世帯に届ける。
（名取市、女
川町)
宮城県内の被災沿岸地域に定点を設け、記録写真と現地住民の証言
を長期的に記録化し、東日本大震災の被害を多角的に検証するプロ
ジェクト。

被災地ドキュメント（定点観測)
プロジェクト
学生の数だけ鍋帽子とあったか
いメッセージを届けようプロジ
ェクト

調理で加熱した鍋に、綿入れの帽子をかぶせて保温する調理用具「鍋
帽子」を、有志学生及び教員が製作し仮設住宅団地の各世帯に絵手
紙を添えて配付する活動。

“あなたのお話をお聞きし
隊！”プロジェクト

平成 23(2011)年の秋から、宮城県女川町内各所の仮設団地を巡り、
住民の方々に様々なレクリエーション活動を提供するサロン活動。

NS プロジェクト

平成 23(2011)年 8 月から、ひと月に１度、180 戸の仮設住宅の住民
に用意した季節の絵手紙を手渡しながら安否と健康状態を確認、コ
ミュニケーションを図る活動。

健康支援隊

メンバー約 40 名で数チームを編成。１チームずつ交代で名取市内の
仮設団地を訪問し、入居者の体調確認やバイタルサイン測定、マッ
サージ等の提供活動を定期的に実施。

“未来”心と心をつなげるプロ
ジェクト

一昨年の大震災を教訓とし、災害時に被災者自身が速やかに生活上
の困難を克服するための生活用品の活用アイデアや、健康体操の方
法などを蓄積しパンフレット化する活動。

４．学校法人としての復興支援活動
教育研究機関である学校法人として大学・大学院及び専門学校が共同で様々な地
域支援活動を行った。
１)丘のうえの音楽会
丘のうえの音楽会は、
『被災地の学生が唄う～秋の第九コンサート』のプレイベン
トとして、平成 24(2012)年 9 月 19 日に 5 号館地下 1 階学生食堂で開催した。この
企画は、復興支援活動の一環であり、宮城県名取市の名取愛島応急仮設住宅に住む
方々等を招待し、計 180 人が参加した。
２)復興支援フォーラム
東日本大震災後、明日を拓く原動力となる東北の力を信じようと「震災ニモマケ
ズ。見よ！東北の底力」をテーマに、平成 24(2012)年 9 月 23 日に市内ホテルで前
年度に引き続き、復興支援フォーラムを開催し、765 人が来場した。
フォーラムは、作家の高橋克彦氏を招聘し、「和の心」と題する基調講演が行わ
れ、さとう宗幸氏によるトークショー「震災復興へのメッセージと歌唱」、パネルデ
ィスカッション「復興への三つの課題」を掲げ、これからの復興活動に向けた心と
課題について市民とともに考えた。
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３)高校生スピーチコンテスト
前年度に引き続き「東北文化学園大学 学長杯 高校生スピーチコンテスト」を今
回の事業に組み込み、東北の高校生が東日本大震災の体験をどのように思い、それ
をどのように活かしていくかを、「私たちにできること」と題して平成 24(2012)年
10 月 27 日に 1 号館地下大講義室で開催した。3 校 7 人の応募があり、3 人を表彰し
た。
表Ⅱ-5 高校生スピーチコンテスト
賞

演題

高校

学年

最優秀賞

私が今、考える事

宮城県柴田農林高等学校川崎校

2年

優秀賞

非日常を日常へ

常盤木学園高等学校

2年

審査員特別賞

復興のために

岩手県立花泉高等学校

2年

４)被災地の学生が唱う秋の第九コンサート
芸術文化をとおして東日本大震災からの復興と新生への支援を行うため『被災
地の学生が唱う秋の第九コンサート』を、平成 24(2012)年 11 月 11 日に川内萩ホ
ールで開催した。805 人が来場した。
５)『3.11 追悼コンサート』
東日本大震災で犠牲になった方々へ祈りを捧げるため、平成 25(2013)年 3 月 11 日
に東北電力ホールで『3.11 追悼コンサート』を開催した。午後 2 時 46 分に黙祷を捧
げ、その後、「モーツアルト作曲 レクイエム ニ短調,K.626」を東北大学交響楽団
が演奏し本学学生と市民有志が合唱を担当した。
併せて、東日本大震災の記録とその後の復興状況をテーマとして、学生や教職員に
よるポスターセッションを行った。

２．本学の現況
【大学名】 東北文化学園大学
【所在地】

宮城県仙台市青葉区国見六丁目４５番１号

【学部・大学院構成】
＜

学

部

＞

学部

学科

専攻
理学療法学専攻、作業療法学専攻、
言語聴覚学専攻、視覚機能学専攻

リハビリテーション学科
医療福祉学部

看護学科
保健福祉学科

総合政策学部

総合政策学科
知能情報システム学科
建築環境学科
臨床工学科

科学技術学部

＜

大

学

保健福祉専攻、生活福祉専攻

院

＞

研究科
健康社会システム研究科

博士課程前期 2 年の課程

博士課程後期 3 年の課程

健康福祉専攻

健康福祉専攻

生活環境情報専攻

生活環境情報専攻

【学部・大学院の学生数・教員数及び職員数】
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＜学部学生数＞

平成 28(2016)年 5 月 1 日現在

学部

学科・専攻

1 年次
182
88
45
31
18
88
58
45
13
328
63
63
28
29
51
108
499

リハビリテーション学科
理学療法学専攻
作業療法学専攻
言語聴覚学専攻
視覚機能学専攻
看護学科
保健福祉学科
保健福祉専攻
生活福祉専攻
計
総合政策学科
計
知能情報システム学科
人間環境デザイン学科
建築環境学科 ※
臨床工学科 ※※
計

医 療 福 祉
学
部

総 合 政 策
学
部

科 学 技 術
学
部

2 年次
198
93
49
37
19
94
44
39
5
336
84
84
36
25
61
481

在籍学生数
3 年次
4 年次
175
156
75
62
58
47
28
27
14
20
73
90
79
107
73
94
6
13
327
353
68
100
68
100
16
32
2
20
31
36
65
431
518

計
711
318
199
123
71
345
288
251
37
1344
315
315
112
2
105
51
270
1929

※ 平成 25(2013)年 4 月、科学技術学部「人間環境デザイン学科」を「建築環境学科」に名称変更。
※※ 平成 28(2016)年 4 月、科学技術学部に「臨床工学科」を設置。

＜学部教員数＞
学

部

医療福祉学部
総合政策学部
科学技術学部

平成 28(2016)年 5 月 1 日現在
学 科
リハビリテーション学科
看護学科
保健福祉学科
総合政策学科
知能情報システム学科
建築環境学科
臨床工学科
合 計

教授
17
9
8
9
4
4
4
55

准教授
11
7
12
5
3
1
2
41

＜大学院学生数及び教員数＞
研

究

科

健康社会システム
研
究
科

専

別

助教
8
7
2
0
0
1
0
18

計
41
26
24
16
8
8
6
129

助手
10
4
0
0
0
0
0
14

平成 28(2016)年 5 月 1 日現在
攻

健康福祉専攻
生活環境情報専攻
計

学生数
前期課程
後期課程
14
1
6
0
20
1

＜職員数＞
性

講師
5
3
2
2
1
2
0
15

授業担
当教員

研究指
導教員

37
20
57

17
10
27

平成 28(2016)年 5 月 1 日現在
正職員

男
女
計

嘱託職員
41
20
61

契約職員
3
1
4

※学校法人基礎調査より
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派遣職員
4
5
9

計
0
3
3

48
29
77
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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
 本学の使命・目的については、建学の精神、大学の教育理念に沿って、
「東北文化学園
大学学則」（以下「学則」という。)第 1 条に「東北文化学園大学（以下「本学」とい
う。)は、新しい時代が求める医療・福祉、経済開発・地域経営及び応用情報・環境工
学の分野での確固たる専門技術と広く豊かな視野を身につけて、地域社会の発展に進
んで協力し、それを通じて国家と人類社会の発展に貢献する人材の育成を目的とし、
そのための教育研究を行う。」と明確に定めており、この目的に則った各学部学科の教
育目標を、学則第 3 条第 3 項に定めている。【資料 1-1-1】
 大学院の使命・目的については、
「東北文化学園大学大学院学則」
（以下「大学院学則」
という。)第 2 条に「本大学院は、健康で文化的な生活の創造に関する学術の理論と応
用を教授研究し、その深奥を究めて、地域と文化の発展に寄与することを目的とする。」
と明確に定めており、これに沿った研究科の教育研究目標を、大学院学則第 6 条の 2
に定めている。【資料 1-1-2】
 医療福祉学部・総合政策学部・科学技術学部及び各学科の教育目的は、表 1-1-1 に示
す通り東北文化学園大学学則第 3 条に定めてられている。また、大学院健康社会シス
テム研究科及び各専攻の教育目的は、表 1-1-2 に示す通り東北文化学園大学大学院学
則第 6 条の 2 に定められている。
表 1-1-1

大学各学部学科の教育研究上の目的（東北文化学園大学学則第 3 条第 3 項)

学部・学科
医療福祉学部

リハビリテーション
学科

看護学科

教育研究上の目的
医療福祉学部は、広い教養と豊かな人間性を有し生命の尊厳に対し深い理解を
示す能力を養うとともに、医療福祉分野の専門能力を備えた専門職としての自
覚を持ち、積極的な行動のできる人材を育成することを目的とする。
リハビリテーション学科は、理学療法学、作業療法学、言語聴覚学、視覚機能
学の各分野について、理論及び応用の研究を行うとともに、それぞれに十分な
知識と技能を有し、医療福祉の実践を担う専門能力及び豊かな人間性を備えた
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士等の人材を育成する。
看護学科は、看護学、保健学の各分野について、理論及び応用の研究を行うと
ともに、それぞれに十分な知識と技能を有し、医療福祉の実践を担う専門能力
及び豊かな人間性を備えた看護師、保健師の人材を育成する。
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保健福祉学科

総合政策学部
総合政策学科

科学技術学部

知能情報
システム学科

建築環境学科 ※1

臨床工学科 ※2

保健福祉学科は、社会福祉、精神保健福祉、介護福祉に関わる各分野について、
理論及び応用の研究を行うとともに、それぞれに十分な知識と技能を有し、医
療福祉の実践を担う専門能力及び豊かな人間性を備えた社会福祉士、精神保健
福祉士、介護福祉士、福祉援助等に係る人材を育成する。
総合政策学部総合政策学科は、社会科学、人文科学及びその他の関連する分野
を総合的に学び、研究することにより、変化する社会環境を的確に分析し、対
応する能力を身に付け、社会経済の変化に対する先見性、自立した事業運営力、
地域活性化に貢献する情報発信力、国際社会で活躍する能力、豊かな教養と人
間性をもった人材を育成する。
科学技術学部は、実践的教育に基づき、科学技術に関わる深い見識と高度の技
術力を身に付けることに加えて、高い倫理観と豊かな創造力、多面的な分析力
と協調性、実社会における具体的な問題把握力と解決能力をもつ人材の育成を
目的とする。
知能情報システム学科は、ネットワーク、マルチメディア、バイオロボティク
スの各分野について、幅広いコンピュータの基礎知識に加え実践的な技術力を
教授し、豊かな発想力と自在な応用力を身に付けた高度情報化社会に対応でき
る人材を育成する。
建築環境学科は、建築デザイン、健康インテリア、建築設備の各分野を核とし
て、環境に配慮した建築空間の構成技術の獲得とその実践をとおして、充実し
た基礎教育と時代に適合した先端教育を行い、建築空間と人間生活の適正な関
係の改善に寄与できる人材を育成する。
臨床工学科は、臨床工学に関わる医療技術や医療機器開発の各分野について、
理論及び応用の研究を行うとともに、広い教養、高い倫理観、豊かな人間性と
研究心を有し、かつチーム医療の重要な一員として活動でき、さらに新たな医
療機器の開発に参画できる臨床工学技士の人材を育成する。

※1 平成 25(2013)年 4 月科学技術学部の「人間環境デザイン学科」を「建築環境学科」に名称変更。
※2 平成 28(2016)年 4 月科学技術学部に「臨床工学科」を設置。

表 1-1-2 大学院研究科各専攻の教育研究上の目的（東北文化学園大学大学院学則第 6 条の 2)
研究科・専攻

教育研究上の目的
健康社会システム研究科は、健康福祉及び生活環境情報に関する学術の理論並

健康社会

びに応用を教授研究し、その深奥をきわめるとともに、高度の専門職性が求め

システム研究科

られる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を養い、社会文化の進展に
寄与することを目的とする。
健康福祉専攻は、福祉社会の形成に必要な保健・医療・福祉に関する学術の理

健康福祉専攻

論及び応用を教授研究するとともに、高度の専門職性が求められる職業を担う
ための深い知識や卓越した能力を培い、健康福祉に関する高い学問的見識と研
究能力を有する人材を育成する。
生活環境情報専攻は、健康・安全生活環境の維持・創成に必要な情報・環境及

生活環境情報専攻

びその応用工学に関する理論及び技術を教授研究するとともに、高度の専門職
性が求められる職業を担うための深い知識や卓越した能力を培い、生活環境情
報に関する高い学問的見識と研究能力を有する人材を育成する。

エビデンス集（データ編・資料編)
【資料 1-1-1】東北文化学園大学学則【資料 F-3】と同じ
【資料 1-1-2】東北文化学園大学大学院学則【資料 F-3】と同じ
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1-1-②

簡潔な文章化

 本学の建学の精神、教育理念、及び大学・大学院の教育目標等については、学則、大
学院学則、学生募集要項、大学案内、ＴＧＢＵハンドブック等に、それぞれに必要な
内容を簡潔な文章で明示するとともに、大学・大学院ホームページにも掲載し広く公
開している。【資料 1-1-3】【資料 1-1-4】【資料 1-1-5】【資料 1-1-6】【資料 1-1-7】
 平成 27(2015)年 11 月には、建学の精神及び教育理念に基づき、本学のめざすところを
「輝ける者」を育む大学であることを掲げ、簡潔に明文化した。
「輝ける者」とは、
「職
業人として自立した力を持ち、他者と関わり合いながら未経験の問題に応える人」と
して明確に定義している。【資料 1-1-8】
エビデンス集（データ編・資料編)
【資料 1-1-3】東北文化学園大学学則【資料 F-3】と同じ
【資料 1-1-4】東北文化学園大学大学院学則【資料 F-3】と同じ
【資料 1-1-5】東北文化学園大学 2016 大学案内【資料 F-4】と同じ
【資料 1-1-6】2016ＴＢＧＵハンドブック【資料 F-5】と同じ
【資料 1-1-7】本学ホームページ

http://www.tbgu.ac.jp/

【資料 1-1-8】東北文化学園大学 2017 大学案内【資料 F-4】と同じ
（3)1－1 の改善・向上方策（将来計画)
 本学は、使命・目的及び教育目的について、建学の精神、教育理念及び学則・大学院
学則において具体的かつ明確に定め、広く社会に公表しており、これを継続する。
 今後、時代の要請や教育課程の改正等に応じて、より適切で簡潔な表現などについて
見直しを行う。
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
 本学では、本学の個性や特色を分かりやすく伝えるために、平成 27(2015)年 11 月に「東
北文化学園大学からのメッセージ

本学がめざすところと『輝ける者』の定義につい

て」を策定した。【資料 1-2-1】
 その中で、本学のめざすところについて、
「東北文化学園大学は、来るべき福祉・医療
の時代に対応するため、多領域のスペシャリストと学生が協同し、未来の“輝ける者”
を育む大学です。」と明文化して示した。
 また、シンボルワードである「輝ける者」について、「『輝ける者』とは、職業人とし
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て自立した力を持ち、他者と関わり合いながら未経験の問題に応える人」と定義し、
本学が育てる人材のイメージを明示した。【図 1-2-1】
 このメッセージについては、全学生や教職員に配布されるハンドブックの第１ページ
に掲載するとともに、大学のホームページにても閲覧できるようにしている。なお、
「輝
．．
ける者」については使用される媒体に応じて「輝けるもの 」等の表現も使用すること
としている。【資料 1-2-2】【資料 1-2-3】
エビデンス集（データ編・資料編)
【資料 1-2-1】平成 27（2015)年 11 月開催大学運営会議議事録
【資料 1-2-2】2016ＴＢＧＵハンドブック【資料 F-5】と同じ
【資料 1-2-3】本学ホームページ

http://www.tbgu.ac.jp/

1-2-② 法令への適合
・ 「学校法人東北文化学園大学寄附行為」
（以下「寄附行為」という。)の第 3 条には「こ
の法人は、教育基本法、学校教育法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合
的な提供の推進に関する法律に従い、学校教育及び保育を行い、人類社会の発展に貢
献する人材を育成することを目的とする。」と定めており、教育基本法及び学校教育
法等を遵守することを明示している。【資料 1-2-4】
・ 大学は学則第１条に、
「東北文化学園大学（以下「本学」という。)は、新しい時代が
求める医療・福祉、経済開発・地域経営及び応用情報・環境工学の分野での確固たる
専門技術と広く豊かな視野を身につけて、地域社会の発展に進んで協力し、それを通
じて国家と人類社会の発展に貢献する人材の育成を目的とし、そのための教育研究を
行う。」と定め、学則第 3 条第 3 項に各学部学科の教育研究上の目的について明示し
ている。【資料 1-2-5】
・ 大学院は大学院学則第 2 条に、「本大学院は、健康で文化的な生活の創造に関する学
術の理論と応用を教授研究し、その深奥を究めて、地域と文化の発展に寄与すること
を目的とする。」と定め、大学院学則第 6 条の 2 に研究科の目的、健康福祉専攻及び
生活環境情報専攻のそれぞれ目的を明瞭に定めている。【資料 1-2-6】
エビデンス集（データ編・資料編)
【資料 1-2-4】学校法人東北文化学園大学寄附行為【資料 F-1】と同じ
【資料 1-2-5】東北文化学園大学学則【資料 F-3】と同じ
【資料 1-2-6】東北文化学園大学大学院学則【資料 F-3】と同じ
1-2-③ 変化への対応
 以前から各学部の教育目的を定めていたが、時代の要請によって、平成 22(2010)年 1
月には各学科専攻の教育目的も学則第 3 条第 3 項に定め明記した。
 平成 27(2015)年 12 月には科学技術学部の知能情報システム学科と建築環境学科の教育
課程の改正が行われ、これに伴って学則第 3 条第 3 項の教育目的も改正された。
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 平成 28(2016)年 4 月に臨床工学科が新たに設置されるに伴って、平成 27(2015)年 4 月
には学則第 3 条第 3 項にその教育目的が追加された。【資料 1-2-7】
エビデンス集（データ編・資料編)
【資料 1-2-7】東北文化学園大学学則【資料 F-3】と同じ
（3)1－2 の改善・向上方策（将来計画)
 教育課程の改正等は、本学の使命・目的及び教育目的に基づいて行われているが、今
後も教育課程の見直しに当たっては、大学運営会議をはじめ、諸委員会や組織におい
て検証を行っていく。
 中長期かつ総合的な展望にたった将来構想については、将来構想委員会を中心として、
使命・目的、教育目的及び建学の精神を反映した積極的な取り組みを検討していく。

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

 建学の精神や教育理念、教育目的等は、学則、大学院学則、大学案内、ＴＢＧＵハン
ドブック、大学ホームページ等の各種配布印刷物にそれぞれ必要な内容を掲載するこ
とにより情報共有されている。
【資料 1-3-1】
【資料 1-3-2】
【資料 1-3-3】
【資料 1-3-4】
【資料 1-3-5】
 各学科専攻の教育目的は、平成 21(2009)年度には学則に追加されることになり、各学
科専攻の原案が各教授会で審議され、大学役職者で構成される大学運営会議で承認さ
れた。さらに、理事会・評議員会に付議され、平成 22(2010)年 2?月の理事会において
決定されている。以上のような検討や審議によって、本学の使命・目的及び教育目的
は、役員及び教職員に理解と支持を得ている。
【資料 1-3-6】
【資料 1-3-7】
【資料 1-3-8】
エビデンス集（データ編・資料編)
【資料 1-3-1】東北文化学園大学学則【資料 F-3】と同じ
【資料 1-3-2】東北文化学園大学大学院学則【資料 F-3】と同じ
【資料 1-3-3】東北文化学園大学 2017 大学案内【資料 F-4】と同じ
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【資料 1-3-4】2016ＴＢＧＵハンドブック【資料 F-5】と同じ
【資料 1-3-5】本学ホームページ

http://www.tbgu.ac.jp/

【資料 1-3-6】教授会議事要録
【資料 1-3-7】大学運営会議議事要録
【資料 1-3-8】理事会議事録
1-3-②

学内外への周知

 本学の使命・目的については、学則に定めるとともに、教職員・学生に配付されるＴ
ＢＧＵハンドブックに明記している。また、学部学科ごとに定める教育目標に関して
も周知徹底を図るため、ＴＢＧＵハンドブックに掲載している。【資料 1-3-9】
 各学部棟玄関には大学の教育理念を記したパネルを掲示している。【写真 1-3-1】
 大学案内等にも掲載することで周知徹底を図っている。また、医療福祉学部保健福祉
学科や看護学科において発刊される紀要及び科学技術学部の年次報告には、教育理念
や学部の教育目標を明記し、広く学外に周知している。【資料 1-3-10】
 教育理念、各学部の教育目標、3 つのポリシー（ディプロマポリシー、アドミッション
ポリシー、カリキュラムポリシー)、学則及び大学院学則は、ホームページ及び教職員
向けの学内イントラネットにも掲載され、いつでも閲覧できるようにしている。
 新任教職員に対しては、入職時の初任者研修において周知を図っている。
【資料 1-3-11】
 新入生に対しては、入学当初の新入生オリエンテーション、学外研修時に講話等を通
じて周知し、更なる理解を深められるように配慮している。【資料 1-3-12】
 オープンキャンパスでは全体説明会を開催し、学長等から入学希望者及び保護者に説
明を行っている。【資料 1-3-13】
 例年 9 月から 10 月にかけて、東北 6 県において、保護者懇談会を開催し、学長等から、
本学教育の使命・目的を周知している。【資料 1-3-14】
 本法人主催で毎年開催している医療福祉フォーラム（平成 23（2011)年から 3 年間は、
震災復興支援フォーラム)や第九コンサートでも、本学の考えや取り組みを発信してい
る。【資料 1-3-15】
 さらに、本法人が定期刊行している学園情報誌「季報」を教職員及び外部にも配布し、
本学の使命・目的に沿った取り組み等を広く周知している。【資料 1-3-16】
エビデンス集（データ編・資料編)
【資料 1-3-9】2016ＴＢＧＵハンドブック【資料 F-5】と同じ
【資料 1-3-10】看護学科紀要、科学技術学部年次報告
【資料 1-3-11】新任教員ガイダンス資料（次第・教員への連絡事項)
【資料 1-3-12】新入生オリエンテーション資料
【資料 1-3-13】オープンキャンパス資料
【資料 1-3-14】保護者懇談会資料
【資料 1-3-15】イベント資料各種
【資料 1-3-16】学園広報誌「季報」
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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

 大学の使命・目的については、建学の精神・教育理念に示されている。それを分かり
やすく発信するために「本学のめざすところ」である「輝ける者」を提示するととも
に、平成 27(2015)年 7 月に平成 27(2015)年度から平成 30(2018)年の 4 か年間の中期目
標・中期計画「輝ける者を育む」を策定した。【資料 1-3-18】
 大学の使命・目的を踏まえ教育目標が設けられており、それらをもとに具体化する方
策として 3 つのポリシーがある。ディプロマポリシーは、学生が卒業時（大学院は修
了時)に身につけるべき能力等を明確に定めている。カリキュラムポリシーは、教育目
的を達成するための事項を明確に定めている。アドミッションポリシーは、本学の学
部・学科・専攻及び大学院研究科が求める学生像を明確に定めている。
 このように、ディプロマ、カリキュラム、アドミッションの 3 つのポリシーは、大学
の使命・目的を示した建学の精神、教育理念と学部・学科・専攻の教育目的を適切に
反映して、策定されている。【資料 1-3-19】
エビデンス集（データ編・資料編)
【資料 1-3-18】中期目標・中期計画「輝ける者を育む」
【資料 1-3-19】アドミッションポリシー（ＴＢＧＵハンドブック)
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

 本学の教育研究組織は、表 1-3-1 に示すとおりであり、大学の使命・目的を果たすた
め、学則第 3 条に医療福祉学部、総合政策学部及び科学技術学部の 3 学部を置くこと
表 1-3-1 教育研究組織の構成
理学療法学専攻
リハビリテーション学科

作業療法学専攻
言語聴覚学専攻
視覚機能学専攻

医療福祉学部
保健福祉学科

保健福祉専攻
生活福祉専攻

看護学科
総合政策学部

総合政策学科
知能情報システム学科

東北文化学園大学
科学技術学部

建築環境学科
臨床工学科

大学院

健康社会システム研究科

総合情報センター
教育支援センター
地域連携センター
健康管理センター
大学事務局
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を定め、同第 2 項に各学部に置く各学科専攻を規定し、同第 3 項に各学部学科の教育
研究上の目的を明確に定めている。
 学則第 3 条の 2 に本学に大学院を置くことを定め、その目的を果たすため大学院学則
第 4 条に大学院に「健康社会システム研究科」を置くことを定め、同第 5 条に博士前
期課程及び後期課程の設置、同第 6 条に健康福祉専攻と生活環境情報専攻の 2 専攻の
設置を規定し、同第 6 条の 2 に研究科の目的及び各専攻の目的を明確に定めている。
 本学の使命・目的を果たすための組織として、学則第 4 条に総合情報センター、第 4
条の 2 に教育支援センター、第 4 条の 3 に地域連携センター、第 5 条に事務局及び第 6
条に健康管理センターを置くことを定めている。【資料 1-3-20】【資料 1-3-21】
 各学部学科専攻、大学院研究科の入学定員、収容定員、在籍学生数、教員組織は、エ
ビデンス集（データ編)の「学部・学科の学生定員及び 在籍学生数」
「大学院研究科の
学生定員及び在籍学生数」
「全学の教員組織（学部等)（大学院等)」に示すとおりであ
る。【資料 1-3-22】【資料 1-3-23】【資料 1-3-24】
エビデンス集（データ編・資料編)
【資料 1-3-20】東北文化学園大学学則【資料 F-3】と同じ
【資料 1-3-21】東北文化学園大学大学院学則【資料 F-3】と同じ
【資料 1-3-22】学部・学科の学生定員及び在籍学生数【表 F-4】と同じ
【資料 1-3-23】大学院研究科の学生定員及び在籍学生数【表 F-5】と同じ
【資料 1-3-24】全学の教員組織（学部等)（大学院等)【表 F-6】と同じ
【資料 1-3-25】東北文化学園大学共生社会学部（仮称)設置準備委員会規程
（3)1－3 の改善・向上方策（将来計画)
 本学の使命・目的のみならず、各学部学科の教育目標・特色等についても統一した表
記にし、わかりやすく伝える努力が必要であることから、就職センター、進学センタ
ー、ホームページ委員会と教学組織が連携しながら周知を図りその理解を深める。
 また、各学部学科から発刊されている紀要等においても、本学の教育理念や学部学科
の教育目標等について明記し、更なる周知の徹底を図るように努める。
 中期目標・中期計画「輝ける者を育む」に掲げた目標は、これを実現するためにＰＤ
ＣＡサイクルを機能させながら毎年見直しを行い進める。

［基準 1 の自己評価］
 建学の精神に基づく大学の使命・目的と教育の目的は明確であり、具体的かつ簡潔な
文章で表現されている。また、本学の個性・特色をわかりやすく伝えるため、
「東北文
化学園大学からのメッセージ」を策定し、
「輝ける者」という言葉で本学の育てる人材
のイメージが明示されている。
 使命・目的および教育目的は法令に適合し、役員及び教職員に理解と支持を得られて
いる。これらは印刷物やホームページ等を通して学内外に周知されているとともに、
時代の変化にも対応した追加や取り組みがなされている。
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 中長期的な計画及び３つ方針等は使命・目的及び教育目的に基づき策定されており、
大学の使命・目的及び教育目的と整合した教育研究組織が適切に構成されている。
 以上のことから、基準１を満たしていると判断する。
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基準 2．学修と教授
2－1．学生の受け入れ
≪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

入学者の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
 本学は、新時代を担う有意な人材を育成するために、教育理念に基づく入学者受け入
れの方針として全学的アドミッションポリシー（以下「全学ＡＰ」という。)を掲げて
いる。全学ＡＰは、募集要項、大学案内、ＴＢＧＵハンドブック及び大学ホームペー
ジ等、あらゆる媒体を通じて学内外に広く周知されている。
【資料 2-1-1】
【資料 2-1-2】
【資料 2-1-3】【資料 2-1-4】
 各学科専攻は、全学ＡＰに基づき、それぞれの教育目標に即した独自のアドミッショ
ンポリシー（以下「学科専攻ＡＰ」という。)を定め、全学ＡＰと共に広く学内外へ周
知している。【資料 2-1-5】【資料 2-1-6】【資料 2-1-7】【資料 2-1-8】
 大学院博士課程前期 2 年の課程及び博士課程後期 3 年の課程においても、建学の精神
に基づく入学者受入れの方針としてそれぞれアドミッションポリシー（以下「大学院
ＡＰ」という。)を掲げている。大学院ＡＰは、募集要項、ＴＢＧＵハンドブック（大
学院)及びホームページ等、あらゆる媒体を通じて学内外に広く周知されている。【資
料 2-1-9】【資料 2-1-10】【資料 2-1-11】
エビデンス集（データ・資料編)
【資料 2-1-1】【資料 2-1-5】2016 東北文化学園大学募集要項【資料 F-4】と同じ
【資料 2-1-2】【資料 2-1-6】2016 東北文化学園大学 大学案内【資料 F-2】と同じ
【資料 2-1-3】【資料 2-1-7】2016ＴＢＧＵハンドブック【資料 F-5】と同じ
【資料 2-1-4】【資料 2-1-8】【資料 2-1-11】東北文化学園大学ホームページ
【資料 2-1-9】2016 東北文化学園大学大学院募集要項
【資料 2-1-10】2016ＴＢＧＵハンドブック（大学院)
2-1-②

入学者受入れの方針に沿った学生受入方法の工夫

 本学は、入学者受入れの方針に沿って入学者を選抜するために、学長を委員長とする
「入学試験委員会」を設置している。同委員会は、入学試験実施を担当する「入学者
選抜試験実施専門委員会」及び合否判定を担当する「入学者選抜判定専門委員会」の 2
専門委員会から成る。さらに、入試業務を担当する「入試事務室」を設け、本学は公
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正且つ適切な方法で入学者を選抜し受入れている。【資料 2-1-12】
 入学者選抜方法（入学試験区分、試験科目及び試験実施方法等)の決定においては、全
学ＡＰ及び学科専攻ＡＰを的確に反映した入学者選抜方法となるよう、入学試験委員
会の議を経て、大学運営会議で最終的に決定する体制となっている。
【資料 2-1-13】
【資
料 2-1-14】【資料 2-1-15】
 入学者選抜試験は、入学試験区分毎に定めた「入学者選抜試験実施要領」等に即して
公平かつ公正に実施している。入学者選抜試験実施専門委員会は、入学者選抜試験実
施要領等の改善に向けて毎年確認し、更新作業を行っている。【資料 2-1-16】
 本学では、アドミッションズ・オフィス（以下「ＡＯ」という。)、指定校推薦、指定
校編入、一般推薦、一般編入、一般選抜試験等の入試区分毎に、全学ＡＰ及び学科専
攻ＡＰに即した選抜方法となるよう、入学試験問題を本学の教員が作題、点検してい
る。学長から任命された作題及び点検者は、守秘義務等の誓約書を取り交わした上で、
作題要領に従って厳正に業務を行っている。【資料 2-1-17】
 本学は平成 28(2016)年度から全学科でＡＯ入試を導入し、学科専攻ＡＰに即した選考
方法の実施をより徹底させた。受験生にはＡＯ入試専用の受験ガイドを通じて、学科
専攻ごとのＡＰ及び入学者受入れ方法を周知している。【資料 2-1-18】
 入学試験の合否判定は、入学者選抜判定専門委員会が入学試験結果（点数)から作成し
た合否判定素案に基づき各学部の入学試験判定教授会で審議を行い、その結果を受け
て最終的に学長が決定している。【資料 2-1-19】【資料 2-1-20】【資料 2-1-21】
 大学院健康福祉専攻ナースプラクティショナー分野では、入学試験前の時期に「事前
相談」として受験希望者全員に個別面談を実施している。事前相談では、カリキュラ
ム内容や授業形態、臨床における研究成果の活用等についての説明を行うと同時に、
受験希望者が入学目的の明確化を図り、将来のキャリアに係るビジョンを踏まえた研
究活動に入る準備を整えられるよう、助言等を通じて支援している。【資料 2-1-22】
エビデンス集（データ・資料編)
【資料 2-1-12】入学試験委員会組織図
【資料 2-1-13】入学試験委員会議事録
【資料 2-1-14】学部教授会議事録
【資料 2-1-15】大学運営会議議事録
【資料 2-1-16】入学者選抜試験実施専門委員会議事録
【資料 2-1-17】入学者選抜試験実施専門委員会議事録
【資料 2-1-18】ＡＯ入試試験ガイド
【資料 2-1-19】入学者選抜判定専門委員会議事録
【資料 2-1-20】学部教授会議事録
【資料 2-1-21】大学運営会議議事録
【資料 2-1-22】大学院入試要項健康福祉専攻 NP 分野「事前相談」
2-1-③

入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持

 18 歳人口の減少等に伴い、本学の定員充足率も全体的には低下傾向にあるが、医療福
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祉学部のリハビリテーション学科理学療法学専攻及び看護学科、科学技術学部臨床工
学科は、定員を適正に保っている。とくに平成 28(2016)年度新設の科学技術学部臨床
工学科は初年度の志願倍率が 3 倍を上回り、実質倍率も 1.86 倍となった【資料 2-1-23】
 医療福祉学部のリハビリテーション学科理学療法学専攻及び看護学科は、各々適正な
定員を確保しているが、今後とも定員充足を安定的に維持するため、それぞれ教育プ
ログラムに工夫を凝らし、さらなる教育の質向上を図っている。【資料 2-1-24】【資料
2-1-25】
 医療福祉学部リハビリテーション学科及び科学技術学部臨床工学科では、教育内容や
卒業後の進路についての社会的認知度を高めるため、仙台市内をはじめ東北各県でパ
ネル展示、体験イベント、学科専攻紹介等を行っている。【資料 2-1-26】
 本学は、高大接続システム改革に伴う大学教育改革に対応するため、平成 28 年度に「高
大接続改革検討ワーキンググループ」を設置して具体的検討を開始している。【資料
2-1-27】
 大学教育改革に伴う大学入学者選抜改革に対応するため、入試区分ごとに選抜方法の
再検討を行っている。ＡＯ入試については、平成 28（2016)年度に「ＡＯ入試改革検討
ワーキンググループ」を設置し、平成 30 年度のＡＯ入試に向けて、ＡＯの特性を活か
しつつ基礎学力をより適正に評価・判定する選抜方法の検討を行っている。【資料
2-1-28】【資料 2-1-29】【資料 2-1-30】
 本学では、医療福祉学部保健福祉学科及び総合政策学部総合政策学科の定員充足率が
平成 25(2013)年度以降著しく低下していることを重く受け止め、社会の要請に応え得
る学部学科とすべく、平成 27(2015)年度より改革のためのワーキンググループを立ち
上げ、組織改編を視野に入れたカリキュラムの検討を開始した。【資料 2-1-31】
 大学院の健康福祉専攻博士課程前期課程に平成 23(2011)年度から設置されているナー
スプラクティショナー養成分野は、平成 28(2016)年 4 月に厚生労働大臣から保健師助
産師看護師法（第 37 条の 2 第 2 項第 5 号)に基づく特定行為研修指定研修機関（特定
行為 21 区分)の指定を受けたことに伴い、教育内容をさらに充実させた。
【資料 2-1-32】
【資料 2-1-33】
エビデンス集（データ・資料編)
【資料 2-1-23】学部学科専攻別志願者数、合格者数、入学者数の推移（過去 5 年間)
【資料 2-1-24】教育の質改革検討ワーキンググループ会議資料（平成 28 年 1 月 27 日)：
職業のマッチングに関する取り組み―理学療法学専攻の活動を通して－
【資料 2-1-25】教育の質改革検討ワーキンググループ会議資料（平成 28 年 2 月 16 日)：
1 年次生に対する SA の取り組みから（看護学科)
【資料 2-1-26】学科紹介イベント記録、資料
【資料 2-1-27】高大接続改革検討ワーキンググループ会議議事録
【資料 2-1-28】入学試験委員会議事録
【資料 2-1-29】入学者選抜試験実施専門委員会議事録
【資料 2-1-30】ＡＯ入試改革検討ワーキンググループ会議議事録
【資料 2-1-31】新学科検討ワーキンググループ会議議事録
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【資料 2-1-32】特定行為研修指定研修機関の指定を証明する文書
【資料 2-1-33】ＴＢＧＵハンドブック（大学院)
（3)2-1 の改善・向上方策（将来計画)
 高大接続改革検討ワーキンググループの答申に基づき、入学者選抜方法を見直す。
 高等学校教育改革に伴う平成 34 年度学習指導要領の内容に合わせて、一般入学者選抜
試験の試験科目や選抜方法を検討する。
 大学院において、入学者受入れの方針に沿って学生を適切に選抜するための組織作り
や入学者選抜試験実施要領の作成等について検討する。

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
 本学は、
「建学の精神」に基づく「教育理念」の下、
「東北文化学園大学学則」
（以下「学
則」という。)第 1 条の教育目的に即して 3 学部 7 学科を設置している。各学部学科は、
学則第 1 条の教育目的に基づく「人材養成その他の教育研究上の目的」及びその達成
に向けた「学部の教育目標」を掲げている。【資料 2-2-1】
 各学部学科は「人材養成その他の教育研究上の目的」及び「学部の教育目標」を踏ま
えた「教育課程の編成・実施に関する方針」
（以下「カリキュラムポリシー」という。)
を定めている。学部学科のカリキュラムポリシーは、卒業認定に関する方針である「学
位授与の方針」
（以下「ディプロマポリシー」という。)及び「入学者受け入れの方針」
（以下「アドミッションポリシー」という。)と対応しており、これら 3 ポリシーは一
貫性が確保されている。以上はＴＢＧＵハンドブック、大学ホームページ等を通じて
学内外に公表されている。【資料 2-2-2】【資料 2-2-3】
 大学院は「建学の精神」の下、アドミッションポリシー、カリキュラムポリシー及び
ディプロマポリシーから成る「東北文化学園大学大学院健康社会システム研究科のア
カデミックポリシー」（以下「アカデミックポリシー」という。)を掲げている。大学
院では、アカデミックポリシーに基づく「東北文化学園大学大学院学則」
（以下「大学
院学則」という。)第 2 条の教育目的に則り、2 専攻を設置している。各専攻は、大学
院学則第 2 条の教育目的に基づく「人材養成その他の教育研究上の目的」を定め、ア
カデミックポリシーとの一貫性を確保している。以上は大学院ＴＢＧＵハンドブック、
ホームページ等を通じて学内外に公表されている。【資料 2-2-4】【資料 2-2-5】【資料
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2-2-6】
エビデンス集（データ編・資料編)
【資料 2-2-1】東北文化学園大学学則
【資料 2-2-2】2016 ＴＢＧＵハンドブック
【資料 2-2-3】【資料 2-2-6】東北文化学園大学ホームページ
【資料 2-2-4】東北文化学園大学大学院学則
【資料 2-2-5】2016 ＴＢＧＵハンドブック（大学院)
2-2-② 教育課程編成方針に沿った教育課程の体系的編成及び教授方法の工夫・開発
〔教育課程編成方針に沿った教育課程の体系的編成〕
 各学部学科は、学則第 26 条に基づく「東北文化学園大学履修規程」
（以下「履修規程」
という。)において、カリキュラムポリシーに即した体系的な科目構成の教育課程を定
め、ＴＢＧＵハンドブック、大学ホームページ等を通じて学内外に公表している。平
成 28（2016)年度入学生適用の授業科目分類は次の通りである。
・基礎科目
・専門基礎科目（医療福祉学部リハビリテーション学科・医療福祉学部看護学
科・総合政策学部・科学技術学部)
・専門科目（医療福祉学部・総合政策学部・科学技術学部)
・選択必修科目（医療福祉学部リハビリテーション学科言語聴覚学専攻)
・研修科目（科学技術学部)
・統合科目（医療福祉学部看護学科)
【資料 2-2-7】【資料 2-2-8】【資料 2-2-9】【資料 2-2-10】
 各学部学科では、1 年次から 4 年次までの教育課程を示した「カリキュラム・ツリー」
及び授業科目を学年配置で示した「カリキュラム配置図」を示して、学生が教育課程
を体系的に理解した上で科目履修するための一助としている。【資料 2-2-11】
 本学は、学生が学修すべき授業科目を精選し、1 単位当たり必要な学修時間（45 時間)
を確保することで授業内容を深く理解し身につけること（単位の実質化)を目的として、
平成 26(2014)年度入学生から 1 年間または 1 学期間に履修登録できる単位数の上限を
定める制度（以下「ＣＡＰ制度」という。)を導入している（総合政策学科 4 年次及び
臨床工学科を除く)。平成 28(2016)年度入学生適用ＣＡＰ制度の内容は、ＴＢＧＵハン
ドブック、大学ホームページ等により学内外に公表している。【資料 2-2-12】【資料
2-2-13】【資料 2-2-14】【資料 2-2-15】【資料 2-2-16】【資料 2-2-17】
 また本学では、単位制の趣旨を保つための工夫として、授業概要で科目毎に予習・復
習の指示を記載している。【資料 2-2-18】
 大学院の各専攻は、大学院学則第 27 条第 3 項の規定に基づく「東北文化学園大学大学
院履修規程」（以下「大学院履修規程」という。)において、教育目的及びアカデミッ
クポリシーに即した体系的科目構成の教育課程を定めて、ＴＢＧＵハンドブック（大
学院)及びホームページ等を通じて学内外に公表している。平成 28(2016)年度入学生適
用の授業科目は、博士課程前期課程では共通科目及び専門科目、博士課程後期課程で
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は学際領域科目及び専門科目で構成している。
【資料 2-2-19】
【 資料 2-2-20】
【資料 2-2-21】
【資料 2-2-22】
エビデンス集（データ編・資料編)
【資料 2-2-7】東北文化学園大学学則
【資料 2-2-8】【資料 2-2-12】東北文化学園大学履修規程
【資料 2-2-9】【資料 2-2-11】2016 ＴＢＧＵハンドブック
【資料 2-2-10】【資料 2-2-22】東北文化学園大学ホームページ
【資料 2-2-13】東北文化学園大学医療福祉学部リハビリテーション学科における履修登
録単位数の上限に関する細則
【資料 2-2-14】東北文化学園大学医療福祉学部看護学科における履修登録単位数の上限
に関する細則
【資料 2-2-15】東北文化学園大学医療福祉学部保健福祉学科における履修登録単位数の
上限に関する細則
【資料 2-2-16】東北文化学園大学総合政策学部総合政策学科における履修登録単位数の
上限に関する細則
【資料 2-2-17】東北文化学園大学科学技術学部における履修登録単位数の上限に関する
細則
【資料 2-2-18】授業概要（医療福祉学部、総合政策学部、科学技術学部)
【資料 2-2-19】東北文化学園大学大学院学則
【資料 2-2-20】東北文化学園大学大学院履修規程
【資料 2-2-21】2016 ＴＢＧＵハンドブック（大学院)
〔教授方法の工夫・開発〕
〇全学共通教育
 本学の理想とする人間像「輝ける者」の育成に向けた全学共通科目「ＴＢＧＵプロジ
ェクトⅠ（輝けるもの)」
「ＴＢＧＵプロジェクトⅡ（地域活動・ボランティア)」及び
「ＴＢＧＵプロジェクトⅢ（人間形成」)」を通じて、学部学科の枠を超えた全学共通
の教養教育や基礎学力の強化を行っている。
【 資料 2-2-23】
【資料 2-2-24】
【資料 2-2-25】
【資料 2-2-26】【資料 2-2-27】
 「海外研修」（学科によって科目名称は異なる)では、異文化や多様性に対する学生の
理解及びコミュニケーション力の涵養を図っている。【資料 2-2-28】【資料 2-2-29】
〇少人数教育
 初年次教育を含む基礎教育において、各教員がスチューデント・アドバイザー（以下
「ＳＡ」という。)として少人数クラス（数人から 10 人前後)を担当する「基礎課程ゼ
ミ」（科目名称は学科専攻によって異なる)または「ホームルーム」を設けている。こ
の仕組みによって、学修面のみならず学生生活面の指導も併せた個別的指導を実践し
ている。【資料 2-2-30】【資料 2-2-31】【資料 2-2-32】
 また、3 年次以降の専門教育を徹底させるため、少人数クラス（数人から 10 人前後)
の研究室（ゼミ)配属を必修科目としている（科目名称は学部学科で異なる)。ゼミ担
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当教員及びＳＡは、3 年次以降の専門教育に係る学修面だけでなく学生生活面において
も個別的指導を行っている。【資料 2-2-33】【資料 2-2-34】
〇体験的教育プログラム
 全学共通教育 2 科目「ＴＢＧＵプロジェクトⅠ（輝けるもの)」「ＴＢＧＵプロジェク
トⅡ（地域活動・ボランティア)」及び「海外研修」
（科目名称は学部学科で異なる)は、
それぞれ体験を通じた学生の主体的学修を促す内容となっている。【資料 2-2-35】【資
料 2-2-36】【資料 2-2-37】【資料 2-2-38】【資料 2-2-39】
 総合政策学部及び科学技術学部では、企業インターンシップに係る科目を置くことで
学外での体験的学修も単位として修得できる仕組みを設け、学生の段階的キャリア形
成を図っている。【資料 2-2-40】
 医療福祉学部では、学部内の共通科目として「専門職連携セミナー」
（3・4 年次・通年、
選択、1 単位)を設置し、地域包括ケアに不可欠な体験的多職種連携教育を行っている。
学生は学科専攻の枠を超えたチーム編成で事例に取り組んだ成果を報告会で発表し、
学部教員を交えた討論を行う。【資料 2-2-41】【資料 2-2-42】
〇他学部他学科履修制度
 本学は学際的交流を図るため、履修規程第 10 条に基づき「他学部他学科履修制度」を
設けている。学生は、各学部が他学部他学科に公開している科目を履修することで、
知識や応用力の拡充を図ることが出来る。この制度は、ＴＢＧＵハンドブック及びホ
ームページ等を通じて学内外に公表している。
【資料 2-2-43】
【 資料 2-2-44】
【資料 2-2-45】
【資料 2-2-46】【資料 2-2-47】
〇課外における全学共通教養教育（Ｅサポセミナー)
 教育支援センターは全学共通教養教育の一環として、各学部学科の教育課程科目とは
別枠で、複数の全学共通教養教育プログラム「Ｅサポセミナー」を実施している。
【資
料 2-2-48】【資料 2-2-49】
〇個別学修指導（コンサルティング＆コーチング)
 教育支援センターでは学生の多様な学修ニーズに応えるため、教育アドバイザーによ
る個別的な学修指導「コンサルティング＆コーチング」（以下「Ｃ＆Ｃ」という。)を
実施している。Ｃ＆Ｃは単なる学習指導にとどまらず、学生との面談（コンサルティ
ング)やＳＡ及び学科教員等との調整を通じて学生個々の学修ニーズを明確化し、その
意欲を引き出すこと（コーチング)をも含めて対応している。
【資料 2-2-50】
【資料 2-2-51】
【資料 2-2-52】
エビデンス集（データ編・資料編)
【資料 2-2-23】授業概要（医療福祉学部、総合政策学部、科学技術学部)
【資料 2-2-24】【資料 2-2-31】【資料 2-2-34】2016 ＴＢＧＵハンドブック
【資料 2-2-25】第九コンサート関連資料
【資料 2-2-26】ボランティアポイント関連資料
【資料 2-2-27】全学合同会議議事録（教育支援センター報告)
【資料 2-2-28】ＧＥＰ関連資料
【資料 2-2-29】平成 27（2015)年度ＧＥＰ報告会資料
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【資料 2-2-30】授業概要（医療福祉学部、総合政策学部、科学技術学部)
【資料 2-2-32】ホームルームの資料：時間割
【資料 2-2-33】授業概要（医療福祉学部、総合政策学部、科学技術学部)
【資料 2-2-35】授業概要（医療福祉学部、総合政策学部、科学技術学部)
【資料 2-2-36】2016 ＴＢＧＵハンドブック
【資料 2-2-37】平成 27（2015)年度ＴＢＧＵプロジェクトⅠ修了レポート集
【資料 2-2-38】平成 27（2015)年度ＴＢＧＵプロジェクトⅡ修了レポート集
【資料 2-2-39】平成 27（2015)年度ＧＥＰ報告会資料
【資料 2-2-40】授業概要（総合政策学部、科学技術学部)
【資料 2-2-41】授業概要（医療福祉学部)
【資料 2-2-42】医療福祉教育研究会第 3 回学術集会要旨集（西本報告)
【資料 2-2-43】東北文化学園大学履修規程
【資料 2-2-44】医療福祉学部学生の他学部等開設授業科目を履修する場合の単位の認定
に関する基準
【資料 2-2-45】東北文化学園大学医療福祉学部保健福祉学科生活福祉専攻及び精神保健
福祉専攻における保健福祉専攻専門科目履修に関する細則
【資料 2-2-46】総合政策学部学生の他学部開設授業科目を履修する場合の単位の認定に
関する基準＜平成 22 年度入学生から適用＞
【資料 2-2-47】科学技術学部入学学生の他学部等開設授業科目を履修する場合の単位の
認定に関する基準＜平成 20 年度以降入学者用＞
【資料 2-2-48】Ｅサポセミナー実績資料（全学合同会議報告)
【資料 2-2-49】平成 28（2016)年度Ｅサポセミナー案内パンフレット
【資料 2-2-50】平成 28（2016)年度Ｃ＆Ｃ案内パンフレット
【資料 2-2-51】平成 27（2015)年度Ｃ＆Ｃ実績資料（全学合同会議報告)
【資料 2-2-52】過去のＦＤ研修会報告（教育支援センターに関するもの)
〔教授方法改善にむけた組織体制の整備、運用〕
 本学は、教授方法の改善を組織的かつ継続的に進めるために、教務委員会及び教務課
を主管としてＦＤ研修会（年 4 回程度)、授業評価アンケート（年 2 回、学期末)及び
授業公開制度（年 1 回)を行っている。
 ＦＤ研修会では毎回参加者にアンケートを実施し、その結果等に基づいて教務委員会
でその都度評価を行い、研修の内容や実施方法等の改善を図っている。【資料 2-2-53】
 授業評価アンケートでは、教員がアンケート結果を授業改善に役立てるとともに、報
告書に記載する「学生へのメッセージ」を通じて、学生に対してアンケート結果を授
業にどう反映させているかを説明している。授業評価アンケートにおける評価項目、
評価基準、分析方法、結果の活用等については、教務委員会で継続的に検討し、必要
に応じて更新している。【資料 2-2-54】
 授業公開制度についても、制度の活用、実施の時期や方法等を教務委員会で継続的に
検討し、必要に応じて更新している。【資料 2-2-55】
 以上については全学合同会議、大学運営会議、教授会、学科会議など多様な経路でフ
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ィードバックを行い、全学的な情報共有を図っている。【資料 2-2-56】【資料 2-2-57】
【資料 2-2-58】【資料 2-2-59】
 本学は、教員に対し 1 年間の活動を振り返る自己評価報告として「教員個人調書」
「教
員研究業績書」及び「教員活動記録票」の提出を毎年度義務付けている。教員活動記
録票は、教員が前年度の活動を「教育活動」「学内業務」「研究活動」「社会貢献」「大
学における役割の達成度」の各領域で自らを振り返り、領域毎の成果と課題を検討す
るために活用されている。【資料 2-2-60】【資料 2-2-61】【資料 2-2-62】
 管理職（学科長、学部長等)は、管理下の教員に対して教員活動記録票に基づく面談を
行う。上司から客観的評価を得ることで、自己の活動をより多面的かつ客観的に検討
出来るようにすることを目的としている【資料 2-2-63】
 本学は教育の質改善を目指して平成 27（2015)年に「改革プロジェクト推進調整会議」
を立ち上げ、その下部組織として「高大接続改革検討ワーキンググループ」
「教育の質
改革検討ワーキンググループ」
「障害をもつ学生等の修学支援システム検討ワーキング
グループ」等を設置し、教育の質に関する体系的検討を行っている。
【資料 2-2-64】
【資
料 2-2-65】【資料 2-2-66】【資料 2-2-67】
 本学は、保健医療福祉専門職養成における多職種連携教育の充実に向けて「多職種連
携教育検討ワーキンググループ」を置き、体系的な多職種連携教育システムの構築を
検討している。【資料 2-2-68】
エビデンス集（データ編・資料編)
【資料 2-2-53】ＦＤ研修会資料
【資料 2-2-54】授業評価アンケート報告書
【資料 2-2-55】教務委員会議事録（ＦＤ研修会、授業評価アンケート、授業公開制度)
【資料 2-2-56】全学合同会議議事録（教務委員会報告)
【資料 2-2-57】大学運営会議議事録（教務委員会報告)
【資料 2-2-58】学部教授会議事録（医療福祉学部、総合政策学部、科学技術学部)
【資料 2-2-59】学科会議議事録
【資料 2-2-60】教員個人調書
【資料 2-2-61】教員研究業績書
【資料 2-2-62】教員活動記録票
【資料 2-2-63】管理職による教員面談
【資料 2-2-64】改革プロジェクト推進調整会議議事録
【資料 2-2-65】高大接続改革検討ワーキンググループ議事録
【資料 2-2-66】教育の質改革検討ワーキンググループ議事録
【資料 2-2-67】障害を持つ学生等の修学支援システム検討ワーキンググループ議事録
【資料 2-2-68】多職種連携教育検討ワーキンググループ議事録
（3) 2-2 の改善・向上方策（将来計画)
 学部学科毎にカリキュラム・マップを作成し、教育課程が教育目的に即して編成され
ているか確認する仕組みを強化する。
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 ディプロマポリシーとカリキュラムポリシーの一貫性を確保するため、カリキュラム
改正時に、新カリキュラムの各科目とディプロマポリシーとの対応確認作業を全学的
立場から教務委員会においても行うこととし、その工程表として平成 27(2015)年度に
「カリキュラム改正に係るフローチャート」を設けた。これに基づいてカリキュラム
改正を行うことで、ディプロマポリシーとカリキュラムポリシーの一貫的対応を継続
的に確保する。
 カリキュラムポリシーに沿った教育課程の体系的編成をさらに充実させるために、科
目ナンバリング制度を導入する。
 単位の実質化を図るために、初年次生を対象としたポートフォリオの導入を検討する。
 全学的な単位の実質化に向けて、ＣＡＰ制度未導入の総合政策学部 4 年次及び臨床工
学科に当該制度の導入を検討する。
 ＦＤ研修会、授業評価アンケート、授業公開制度等のさらなる活用を検討する。
 教員活動記録票の見直し及びさらなる活用を検討する。

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
〇学生への学修及び授業方針に関する方針・計画・実施体制の整備・運営
 学生への学修及び授業支援に関する全学的な方針・計画・実施体制については、教務
委員会が主管となって、方針及び計画を策定し、実施体制の管理運営を行っている。
委員は各学科専攻選出の教員及び大学事務局長から指名された職員で構成し、審議や
意思決定には教職員の意見が反映される仕組みとしている。【資料 2-3-1】
 教務委員会は学修及び授業支援に関する全学的な方針・計画・実施体制について、必
要に応じて大学運営会議での審議を要請するとともに、全学合同会議でも報告を行っ
ている。【資料 2-3-2】【資料 2-3-3】
 学科専攻レベルの学修及び授業支援に関する方針・計画・実施体制については、各学
科専攻で独自に方針・計画の策定、実施体制の管理運営を行っている。【資料 2-3-4】
 本学は入学前教育を全学的に行っている。入学前教育の内容及び形態は、学科専攻に
よって異なる。【資料 2-3-5】
 さらに、入学後の学修を円滑にスタートさせることを目的に、各学科専攻で入学予定
者と保護者を対象とした入学前ガイダンスを開催している。入学前ガイダンスは、入
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学前教育の一環に位置付けられる。【資料 2-3-6】
 新入生に対して、大学生活の円滑なスタートを支援するため下記の取り組みを行って
いる。
 入学式当日には、全学及び学科専攻毎の新入生オリエンテーション及び新入生保護者
説明会を開催している。【資料 2-3-7】【資料 2-3-8】
 入学式翌日に、全学レベル及び学科専攻レベルでそれぞれ新入生ガイダンスを開催し、
履修その他の学修指導及び学生生活に関する諸説明を行っている。【資料 2-3-9】
 また、教職員、学生リーダー及び学生サポーターの協働により、2 日間の「新入生歓迎
朝食会」及び 1 泊 2 日の「新入生学外研修」を実施し、新入生が一日も早く大学生活
に馴染めるように働きかけを行っている。【資料 2-3-10】【資料 2-3-11】
 各学生の基礎学力に応じた教育の実践に向けて、平成 24(2012)年度から新入生全員の
基礎学力を確認する「ＴＢＧＵベーシックテスト」を毎年度実施している。ＴＢＧＵ
ベーシックテストの結果は、学生への個別指導、語学教育のクラス編成、教育の質改
善を検討する際の分析に用いる基礎データ等として活用している。【資料 2-3-12】
 2 年次以上の学年では、各学期初日に学科専攻毎の学年別ガイダンスを実施し、履修そ
の他の学修指導及び学生生活に関する諸指導を行っている。【資料 2-3-13】
 医療福祉学部保健福祉学科では、3年次編入及び転学部転学科等生を対象にガイダンス
を毎年度当初に実施して、履修指導その他の学修指導を行うことにより、対象学生の
保健福祉学科における学修が円滑にスタート出来るよう支援している。【資料2-3-14】
 全学の語学教育は、総合政策学部の語学系教員が担当しており、各学科専攻のカリキ
ュラムポリシーに即した教育計画に基づき行っている。【資料2-3-15】
 全学の健康スポーツ教育は、医療福祉学部の健康スポーツ系教員が担当しており、各
学科専攻のカリキュラムポリシーに即した教育計画に基づき行っている。
【資料2-3-16】
 学外実習教育は、実習内容の検討及び事前・事後を含む指導を教員が行い、実習に伴
う各種手続き及び学生の生活環境面の調整等を職員が担当する体制をとっている。
【資
料2-3-17】
 教育支援センターでは、教育支援センター長（教員)、常勤及び非常勤の教育アドバイ
ザー及び事務職員が協働して、学生の学修支援を行っている。【資料2-3-18】
 教育支援センターは、教員と職員の協働の下、全学共通教養教育の一環として「Ｅサ
ポセミナー」と称する数々の教育プログラムを企画・運営し、学生、教員、職員の垣
根を取り払った交流の機会を提供している。【資料2-3-19】
 図書館では、総合情報センター長（教員)及び事務職員の管轄下で外部業者に運営を委
託し、利用しやすい環境を整えている。【資料2-3-20】
 大学院では、土曜日及び夜間にも授業を開講し、社会人が就学しやすい環境を整備し
ている。【資料2-3-22】
 大学院では、毎年度4月入学式終了後に、新入生及び在学生を対象としてガイダンスを
実施し、履修登録指導、学位論文審査、日本学生支援機構奨学金手続き等について説
明を行っている。また、入学生には必ず指導予定教員が決められ、学修や研究等から
大学院生活についてまで、個別に相談に応じている。【資料2-3-23】
〇オフィスアワー制度
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 本学は、常勤、非常勤を問わず、全教員がオフィスアワーを設定している。各教員の
オフィスアワーはＴＢＧＵハンドブック、ホームページ等で公開している。【資料
2-3-24】【資料 2-3-25】
〇ＴＡ（Teaching Assistant)等の活用
 本学では「東北文化学園大学ティーチング・アシスタント取扱要項」に基づき、実験・
実習・演習の授業で、大学院生のＴＡ（Teaching Assistant)による教育支援体制を整
えている。【資料 2-3-26】
 ＴＡとなる大学院生については、担当時間数を月 40 時間以内に抑えることで、研究活
動に支障が生じないよう配慮している。【資料 2-3-27】
〇休学、留年、中途退学への対応策
 本学は、各学生の学修状況及び将来計画について保護者に説明し、必要な情報を共有
するとともに協働して指導に当たることを目的として、東北 6 県の県庁所在地を中心
に毎年度「保護者懇談会」を開催している。保護者懇談会は、学科専攻教員及び学生
課を中心とした職員の協働で運営しており、とくに学修や生活上の問題から休学、留
年、中途退学の恐れがある学生の保護者と、個別面談を通じて問題解決に向けた検討
を行う貴重な機会となっている。【資料 2-3-28】
 本学では、学則第 25 条の 2 に基づき、学生が他の学部又は同一学部内の他の学科若し
くは専攻に、転学部又は転学科若しくは転専攻（以下、「転学部等」という。)を志願
するときは、欠員のある場合に限り、選考の上、転学部等を認める制度を設けている。
この制度は、入学後に専門分野の変更を希望する学生の受け皿となっている。【資料
2-3-29】【資料 2-3-30】
 本学では、成績不振学生の早期発見及び早期対応により休学、留年、中途退学等を回
避することを目的として、東北文化学園大学履修規程第 9 条の 3 に基づき、各学科専
攻で成績不振の判断基準を定め、基準に該当する学生に対する修学指導を実施してい
る。平成 27(2015)年度からは、成績不振学生の担当ＳＡは、当該学生の具体的状況及
び指導の経過を「修学指導報告書」にまとめて学期毎に提出する取り組みを行ってい
る。各ＳＡから提出された修学指導報告書は、教学上の管理責任を担う教員（学科長、
学部長、教学部長、副学長、学長)及び職員（教務課長代理、教務部次長、大学事務局
長)で回覧して情報共有を図っている。
【資料 2-3-31】
【資料 2-3-32】
【資料 2-3-33】
【資
料 2-3-34】
 中途退学回避の対応策検討に資することを目的として、各学科専攻の退学学生につい
て、出身高校、入試形態、成績等との関連分析をＩＲ室が行い、分析結果から示唆さ
れた傾向や留意点等を、教学上の管理責任を担う教員及び職員で共有するとともに、
各学科・専攻での対応策に活かすよう検討を依頼した。【資料 2-3-35】
〇学修及び授業支援に対する学生の意見をくみ上げる仕組み
 本学では学期毎に「授業評価アンケート」を実施し、その結果を報告書の形で公開し
ている。平成 23(2011)年度後期の報告書からは、科目担当教員が学生からの評価に応
えて授業を改善した点や学生への要望等を記載する「学生へのメッセージ」欄を加え、
授業評価における学生と教員間のコミュニケーションを図っている。【資料 2-3-36】
 また、全学生対象の「学生生活実態調査」を毎年度実施し、①個人属性、②経済状況、
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③学業、④進路希望、⑤課外活動、⑥からだと心の健康、⑦大学への満足度と要望の 7
項目について得た調査結果を報告書にまとめ、学内環境の整備や教育の質改善等の検
討において活用している。報告書の主な内容はＦＤ研修会でも報告され、全教職員で
情報共有を図っている。【資料 2-3-37】【資料 2-3-38】
 本学は、大学の情報や各学生の時間割、履修状況、成績紹介、各種連絡が学内外から
いつでも可能なインターネットポータルサイトである「Universal Passport」
（以下「ユ
ニパ」という。)を運用し、学生の学修支援及び教員の教育支援のツールとして活用し
ている。【資料 2-3-39】
〇教育能力の向上と学修支援
 本学では、教員と職員の学修支援能力を向上させるため、次の取り組みを行っている。
 教員の自己評価ツールとして平成 27(2015)年度から導入した「教員活動記録票」にお
ける「教育活動（学生と向き合うことができているか)」の項目では、「授業は授業概
要通りに実施した」「評価方法を事前に公表しその通り評価した」「学生の質問に積極
的に答えた」「学生の自主的な授業への参加を促した」「学生による授業アンケートを
実施し、かつ、その意見を積極的に反映した」の各細項目の達成度（5 段階)を自己評
価する。教員はこの自己評価を行うことで、学生の意見に真摯に向き合えたかを自問
し、改善に向けた努力をどの程度行ったかを自己認識することが出来る。
【資料 2-3-40】
 平成 19(2007)年度から実施しているＦＤ研修会は、全教職員を対象としており、教育
に関する全学的情報交換の場であるのみならず、教員と職員との協働による教育力及
び学修支援能力を涵養する場としても有益である。【資料 2-3-40】
エビデンス集（データ編・資料編)
【資料 2-3-1】教務委員会議事録
【資料 2-3-2】大学運営会議議事録（教務委員会関連の審議事項、報告事項)
【資料 2-3-3】全学合同会議議事録（教務委員会報告)
【資料 2-3-3】大学運営会議議事録（教務委員会関連の審議、報告)
【資料 2-3-4】各学科専攻会議議事録
【資料 2-3-5】入学前教育資料（各学科専攻)
【資料 2-3-6】入学前ガイダンス資料（各学科専攻)
【資料 2-3-7】平成 28 年度入学式次第
【資料 2-3-8】新入生保護者説明会の資料（各学科専攻)
【資料 2-3-9】新入生ガイダンス資料（教務委員会、各学科専攻)
【資料 2-3-10】新入生歓迎朝食会の資料
【資料 2-3-11】新入生一泊研修の資料
【資料 2-3-12】ＴＢＧＵベーシックテスト実施状況
【資料 2-3-13】在学生ガイダンス資料（教務委員会及び各学科専攻)
【資料 2-3-14】編入・転学科等生ガイダンス資料（保健福祉学科)
【資料 2-3-15】語学教育の実施に伴う資料
【資料 2-3-16】健康スポーツ教育の実施に伴う資料
【資料 2-3-17】学外実習教育実績
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【資料 2-3-18】教育支援センター規程
【資料 2-3-19】Ｅサポセミナー実績
【資料 2-3-20】図書館規程
【資料 2-3-21】図書館におけるＳＪ活動の資料
【資料 2-3-22】大学院時間割
【資料 2-3-23】大学院ガイダンス次第
【資料 2-3-24】2016ＴＢＧＵハンドブック
【資料 2-3-25】東北文化学園大学ホームページ
【資料 2-3-26】東北文化学園大学ティーチング・アシスタント取扱要項
【資料 2-3-27】ＴＡ実績
【資料 2-3-28】保護者懇談会実績（開催地、参加者数、個別面談数)
【資料 2-3-29】東北文化学園大学転学部又は転学科若しくは転専攻規程
【資料 2-3-30】転学部転学科転専攻学生数
【資料 2-3-31】修学指導報告書
【資料 2-3-32】休学者数の推移
【資料 2-3-33】留年者数の推移
【資料 2-3-34】退学者数の推移
【資料 2-3-35】ＩＲ室資料
【資料 2-3-36】授業評価アンケート報告書
【資料 2-3-37】学生生活実態調査報告書
【資料 2-3-38】ＦＤ研修会（学生生活実態調査報告)
【資料 2-3-39】ＵＮＩＶＥＲＳＡＬ

ＰＡＳＳＰＯＲＴの概要

【資料 2-3-40】教員活動記録票
【資料 2-3-41】ＦＤ研修会記録
（3)2-3 の改善・向上方策（将来計画)
 学生が入学後速やかに学修習慣を確立出来るよう、入学前教育及び初年次教育のさら
なる拡充を図る。新入生を対象に「初年次ポートフォリオ」を導入する。
 休学、留年、中途退学の防止に向けて、成績不振学生に対する修学指導をより適切に
行うために「修学指導記録システム」を導入する。このシステムは、ＳＡが成績不振
学生に修学指導を行う都度その内容を記録・更新した場合、更新通知が速やかに閲覧
権限者（学科長、学部長等)に届く仕組みである。これにより、関係する教職員間で迅
速な対応策の検討が可能となる。
 様々な理由から学修困難に陥っている学生の学修支援方法について、更なる対策を検
討し、休学、留年、中途退学する学生数の減少を図る。
2－4.

単位認定、卒業・修了認定等

≪2－4 の視点≫
2-4-①

単位認定、進級及び卒業・修了認定等の基準の明確化とその厳正な適用
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（1)2－4 の自己判定
基準項目 2－4 を満たしている。
（2)2－4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価)
2-4-① 単位認定、進級及び卒業・修了認定等の基準の明確化とその厳正な適用
〇教育目的を踏まえた卒業認定及び修了認定に関する方針の公表
 本学は、東北文化学園大学学則（以下「学則」という。)第 1 条及び第 3 条の 3 に掲げ
る教育目的を踏まえて、卒業及び修了判定ならびに学位授与の方針をディプロマポリ
シーとして定めている。ディプロマポリシーは、全学に係るディプロマポリシーに基
づき、学部学科毎の教育目的に即したディプロマポリシーを連ねる階層的な仕組みと
している。【資料 2-4-1】
〇単位認定及び成績評価の精緻化
 単位の認定及び成績の評価については、学則第 30 条に基づき東北文化学園大学履修規
程（以下「履修規程」という。)で具体的内容を定めている。【資料 2-4-2】
 成績評価に関しては、学部及び大学院の平成 25(2013)年度入学生から、評価レベルを
従来の 4 種（Ａ：80 点以上、Ｂ：70 点以上 80 点未満、Ｃ：60 点以上 70 点未満、Ｄ：
60 点未満、Ａ・Ｂ・Ｃを合格として単位認定し、Ｄを不合格とする)から 5 種（Ｓ：90
点以上、Ａ：80 点以上 90 点未満、Ｂ：70 点以上 80 点未満、Ｃ：60 点以上 70 点未満、
Ｄ：60 点未満、Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃを合格として単位認定し、Ｄを不合格とする)に変更し、
成績評価の精緻化を図った。【資料 2-4-3】
 学部では、平成 26(2014)年度入学生から、単位認定等成績評価の公平性を確保するた
めに、成績評価に対応した評価点（グレード・ポイント。以下「ＧＰ」という。)を設
定し、不合格科目も含めた履修科目のＧＰの平均値（グレード・ポイント・アベレー
ジ。以下「ＧＰＡ」という。)を算出して成績評価に用いる制度を導入し、「東北文化
学園大学における成績評価平均値（ＧＰＡ)に関する細則」を定めて運用している。学
生に対しては、学修到達の目安としてＧＰＡ2.0 以上を目指すよう指導している。【資
料 2-4-4】【資料 2-4-5】
 単位の実質化を図るために、平成 26(2014)年度入学生から履修登録単位数の上限を設
けるＣＡＰ制を適用している（総合政策学部総合政策学科 4 年次及び臨床工学科を除
く)。【資料 2-4-6】
 教員は、ユニパを通じて各学生の科目履修状況、成績評価、ＧＰＡ、及び既修得単位
数等を確認し、学修指導等に活用している。【資料 2-4-7】
〇進級及び卒業の基準の明確化とその厳正な適用
 進級については、各学科で定めた「進級及び履修に関する細則」に基づいて、厳正に
判定している。【資料 2-4-8】【資料 2-4-9】
 卒業については、各学科で卒業要件に基づいて作成した判定資料を用いて、学部教授
会において卒業判定を厳正に行っている。【資料 2-4-10】【資料 2-4-11】
 各学科の「進級及び履修に関する細則」及び卒業要件は、ＴＢＧＵハンドブック及び
ホームページ等を通じて学内外に公表している。【資料 2-4-12】【資料 2-4-13】
〇大学院
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 大学院は、建学の精神に基づいて、アドミッションポリシー、カリキュラムポリシー
及びディプロマポリシーで構成する「東北文化学園大学大学院健康社会システム研究
科のアカデミックポリシー」を定めている。【資料 2-4-14】【資料 2-4-15】
 健康社会システム研究科博士課程の前期課程及び後期課程における修了要件及び学位
授与については、東北文化学園大学大学院学則第 44 条から第 46 条に定めている。
【資
料 2-4-16】【資料 2-4-17】
 以上については、ＴＢＧＵハンドブック（大学院)及びホームページ等を通じて学内外
に公表している。【資料 2-4-18】【資料 2-4-19】
 学位授与審査に係る事項については、
「健康社会システム研究科博士課程前期課程学位
授与審査申し合わせ事項」、「健康社会システム研究科博士課程後期課程学位授与審査
申し合わせ事項」、「健康社会システム研究科博士課程後期課程を経ない者の学位授与
申請及び審査申し合わせ事項」として定め、それぞれ厳正に適用している。
【 資料 2-4-20】
【資料 2-4-21】【資料 2-4-22】
 学位授与の方針及び審査基準等については、大学院教授会にて定期的に確認している。
修正が必要な場合は、大学院教授会における修正案を大学運営会議に上申し、そこで
審議され承認を得る仕組みとなっている。【資料 2-4-23】【資料 2-4-24】
エビデンス集（データ編・資料編)
【資料 2-4-1】東北文化学園大学学則
【資料 2-4-2】東北文化学園大学履修規程
【資料 2-4-3】東北文化学園大学履修規程
【資料 2-4-4】東北文化学園大学における成績評価平均値（ＧＰＡ)に関する細則
【資料 2-4-5】2016ＴＢＧＵハンドブック p.27-28
【資料 2-4-6】2016ＴＢＧＵハンドブック p.25
【資料 2-4-7】ＵＮＩＶＥＲＳＡＬ ＰＡＳＳＰＯＲＴ
【資料 2-4-8】進級及び履修に関する細則（学科専攻)
【資料 2-4-9】進級判定記録（学科専攻)
【資料 2-4-10】卒業要件（学科専攻)
【資料 2-4-11】卒業判定（学部教授会)
【資料 2-4-12】2016ＴＢＧＵハンドブック
【資料 2-4-13】東北文化学園大学ホームページ
【資料 2-4-14】建学の精神（東北文化学園大学大学院健康社会システム研究科)
【資料 2-4-15】アカデミックポリシー（東北文化学園大学大学院健康社会システム研究
科)
【資料 2-4-16】修了要件及び学位授与（東北文化学園大学大学院健康社会システム研究
科博士課程前期課程)
【資料 2-4-17】修了要件及び学位授与（東北文化学園大学大学院健康社会システム研究
科博士課程後期課程)
【資料 2-4-18】2016ＴＢＧＵハンドブック（大学院)
【資料 2-4-19】東北文化学園大学ホームページ

-41-

東北文化学園大学

【資料 2-4-20】健康社会システム研究科博士課程前期課程学位授与審査申し合わせ事項
【資料 2-4-21】健康社会システム研究科博士課程後期課程学位授与審査申し合わせ事項
【資料 2-4-22】健康社会システム研究科博士課程後期課程を経ない者の学位授与申請及
び審査申し合わせ事項
【資料 2-4-23】大学院教授会議事録（学位授与関連)
【資料 2-4-24】大学運営会議議事録（学位授与関連)
（3)2－4 の改善・向上方策（将来計画)
 全学的な単位の実質化に向けて、総合政策学部総合政策学科 4 年次及び臨床工学科に
おけるＣＡＰ制導入を検討する。
 ＣＡＰ制及びＧＰＡ導入の影響等について継続的な検証を行い、その成果を全学で共
有するとともに、全学レベル及び学部学科レベルで教育の質改善に活かす。
 学位授与の方針や基準及び学位審査手続きについて継続的に検証し、必要に応じて改
善する。

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（事実の証明及び自己評価)
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
〇キャリア教育のための支援体制
 本学の学生の進路は学科専攻で大きく異なるため、キャリア教育もそれぞれ学科専攻
の特性に対応した内容としている。
 医療福祉学部の各学科及び科学技術学部の臨床工学科では、目標とする職業分野の理
解と国家資格の取得に向けて、授業（実習及び実習の事前事後指導を含む)や国家試験
対策講座の中でキャリア教育が行われている。その成果は、各国家試験の合格率及び
就職率として示される（保健福祉学科生活福祉専攻で養成する介護福祉士は、既定の
課程修了（卒業)で資格取得となるため、合格率リストから除く)。
【資料2-5-1】
【資料
2-5-2】【資料2-5-3】【資料2-5-4】【資料2-5-5】
 一般企業等への就職が中心となる総合政策学部及び科学技術学部では、カリキュラム
にキャリア教育のための科目を初年次から段階的に配置している。【資料2-5-6】
 科学技術学部及び総合政策学部におけるインターンシップは、キャリア教育科目の一
つとしてカリキュラムに配置している。具体的内容や実施期間等については、学科ご
とに対応している。【資料2-5-7】
 資格取得については、模擬試験受験料の補助制度、専任教員等による課外の勉強会な
ど、学科専攻ごと独自の支援が行われている。【資料2-5-8】【資料2-5-9】
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〇就職・進学に対する相談・助言体制の整備、運営
 本学は、各学科専攻及び研究科選出の教員及び職員から成る就職委員会を設置し、学
生の就職・進学に関する様々な相談・助言を行う体制を整えている。【資料2-5-10】
 就職委員会は毎月開催し、学生・大学院生の進路内定状況を定期的にモニタリングし
ている。進路内定状況のデータは、就職委員会から全学レベル（全学合同会議、大学
運営会議)及び学部学科専攻レベル（学部教授会、学科専攻会議)で周知され、学内に
おける情報共有が図られている。
【 資料2-5-11】
【資料2-5-12】
【資料2-5-13】
【資料2-5-14】
【資料2-5-15】
 本学は、法人事務局就職センター（以下「就職センター」と言う。)を設置している。
就職センターは、センター長（副学長が兼務)及び専任職員で構成されている。【資料
2-5-16】
 就職センターの業務内容は、次の各領域にわたる。就職活動支援、求人開拓と研究、
キャリア関連科目サポート、進路相談、就職情報支援、就職に関するライブラリー・
資料の整備。【資料2-5-17】
 就職委員会は就職センターと連携しながら、就職ガイダンス等の企画、運営を行って
いる。就職ガイダンス等の情報は、就職委員を通じて各学科専攻・研究科の教員に周
知し、学生の参加率向上を図っている。【資料2-5-18】
エビデンス集（データ編・資料編)
【資料2-5-1】医療福祉学部リハビリテーション学科の各専攻カリキュラム
【資料2-5-2】医療福祉学部看護学科カリキュラム
【資料2-5-3】医療福祉学部保健福祉学科カリキュラム
【資料2-5-4】科学技術学部臨床工学科カリキュラム
【資料2-5-5】平成27（2015)年度国家試験合格率
【資料2-5-6】平成27（2015)年度キャリア形成科目一覧（科学技術学部知能情報学科、
建築環境学科、総合政策学部総合政策学科)
【資料2-5-7】平成27（2015)年度インターシップ関連科目（科学技術学部知能情報学科、
建築環境学科、総合政策学部総合政策学科)
【資料2-5-8】各学部学科専攻の模擬試験受験料補助制度一覧
【資料2-5-9】各学部学科専攻の資格試験受験対策に係る勉強会等の一覧
【資料2-5-10】就職委員会組織図
【資料2-5-11】就職委員会議事録
【資料2-5-12】全学合同会議議事録（就職委員会報告)
【資料2-5-13】大学運営会議議事録（就職委員会報告)
【資料2-5-14】各学部教授会議事録（就職委員会報告)
【資料2-5-15】各学科専攻会議議事録（就職委員会報告)
【資料2-5-16】就職センター組織図
【資料2-5-17】就職センターの業務内容
【資料2-5-18】就職ガイダンス実施状況
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（3)2-5 の改善・向上方策（将来計画)
 就職支援における教職員連携の中心である就職委員会の委員は、従来、各学部2名の教
員で構成していたが、平成28(2016)年度より各学科専攻から教員を選出する形に変更
した。各学科専攻に必ず就職委員がいる体制にしたことで、今後、就職委員会での検
討内容や決定事項の迅速な周知及び情報共有をさらに徹底させる。
 初年次から実施されているキャリア教育について、具体的な教育効果や進路実績と関
連づけた検証を全学的に実施する。
 インターンシップについては、キャリア教育科目上のものだけでなく、自由応募型イ
ンターンシップへの参加も推奨し、キャリア教育の拡充を図る。
 また、大学経由型インターンシップの充実に向けて、全学的な推進体制の整備・強化
及び受け入れ企業の拡大を検討する。

2－6．教育目的の達成状況の評価とフィードバック
≪2－6の視点≫
2-6-①

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
 学生の課外学修の状況について、教務委員会と教育支援センターの協働により、平成
25(2013)年度から全学生を対象に「学修状況調査」を毎年度実施している。学修状況
調査では、学生個々の学修の時間、内容、場所、それらに対する自己評価、学修サポ
ート体制に関する要望等を確認している。【資料 2-6-1】
 医療福祉学部のリハビリテーション学科、看護学科及び保健福祉学科では、学科専攻
ごとに、国家資格の合格率に基づき教育目的の達成状況を点検・評価する。各国家資
格の合格率は、全学合同会議や大学運営会議で全学的に周知し、情報及び検討課題の
共有化を図っている。【資料 2-6-2】【資料 2-6-3】【資料 2-6-4】
 就職内定状況は、学生が就職センターに提出する「内定報告書（兼進路決定報告書)」
で把握する。提出のない学生に対しては、就職センター、学科専攻の就職委員及びス
チューデント・アドバイザーが連携して、当該学生への連絡、面談等を行い、就職活
動の指導及び支援を行っている。【資料2-6-5】【資料2-6-6】
 卒業年次の学生を対象に「就職活動に関するアンケート」を平成21（2009)年度から実
施し、就職内定者・未内定者それぞれの就職活動パターン及び就職センターへの要望
等を集計・分析している。【資料2-6-7】【資料2-6-8】
 卒業生の就業状況を、就職活動の指導や支援を行う際の参考とすべく、卒業生の採用
実績を有する事業所への求人依頼の際に「卒業生在職者名簿」の提出協力を依頼し、
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状況把握を行っている。また、事業所に教職員が訪問した際や当該事業所の採用担当
者が来学した際に、情報の収集・補完を図っている。【資料2-6-9】
 「学生による授業評価アンケート」（以下「授業評価アンケート」と言う。)を毎学期
実施している。各科目の担当教員は、授業評価アンケートの結果に基づき学期ごとに
授業の内容・方法等の点検・評価を行う。【資料 2-6-10】
 毎年度、一定の期間を設定して公開授業制度を実施している。教員は、各学科専攻か
ら推薦された授業だけでなく、期間中に行われている授業を見学することが出来る。
授業を見学した教員は、既定の様式に意見・感想等をまとめ、教務課に提出する。提
出された意見・感想等は、当該授業を行った教員に開示する。公開授業制度は教務委
員会が管轄し、制度の運用に伴う諸手続きは教務課が行う。
【資料 2-6-11】
【資料 2-6-12】
 大学院では、修士論文等発表会及び博士論文発表会を公開で開催しており、学生の研
究・学修成果を確認する場としている。博士学位論文審査に当たっては、外部審査員
を招聘し、審査の公正性を担保している。
2-6-② 教育内容・方法及び学習指導等の改善へ向けての評価結果のフィードバック
 「学修状況調査」の結果は教務課で管理し、学修指導における基礎資料として各学科
専攻にデータを提供している。【資料2-6-13】
 「内定報告書（兼進路決定報告書)」「就職活動に関するアンケート」及び「卒業生在
職者名簿」の各データは就職センターに集約され、学内の就職情報システムにより集
計・分析される。その集計・分析結果は、学生、教員が随時参照可能であり、就職活
動及びその支援に用いられるとともに、学校基本調査等の調査、各種アンケートに対
応できるよう整備されている。【資料2-6-14】【資料2-6-15】【資料2-6-16】
 「授業評価アンケート」の結果は教務委員会が中心となって集計・分析を行い、
「学生
による授業評価アンケート調査実施結果報告書（以下「授業評価アンケート報告書」
と言う。)」にまとめて、毎年公開している。授業評価アンケート報告書には、科目担
当教員による改善事項等の説明及び「学生へのメッセージ」を記載し、点検・評価の
結果が授業にどのような形でフィードバックされているかが具体的に示されている。
【資料2-6-17】
エビデンス集（データ編・資料編)
【資料2-6-1】学修状況調査
【資料2-6-2】過去10年間の各国家資格合格率の推移
【資料2-6-3】全学合同会議（各国家資格合格率の報告)
【資料2-6-4】大学運営会議（各国家資格合格率の報告)
【資料2-6-5】内定報告書（兼進路決定報告書)
【資料2-6-6】内定報告書未提出の学生に対する指導体制を証明する資料
【資料2-6-7】就職活動に関するアンケート
【資料2-6-8】就職活動に関するアンケート結果を分析した資料
【資料2-6-9】卒業生在職者名簿
【資料2-6-10】学生による授業評価アンケート
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【資料2-6-11】公開授業制度に関する資料（教務委員会議事録)
【資料2-6-12】公開授業の見学者から提出された文書
【資料2-6-13】学修状況調査結果
【資料2-6-14】内定報告書（兼進路決定報告書)
【資料2-6-15】就職活動に関するアンケート
【資料2-6-16】卒業生在職者名簿
【資料2-6-17】学生による授業評価アンケート調査実施結果報告書
（3) 2-6の改善・向上方策（将来計画)
 「学修状況調査」のデータを各学科専攻で具体的にどのようにフィードバックしてい
るかを整理してまとめ、参考となる事例を全学で共有する。
 「授業評価アンケート」のフィードバックにおけるタイムラグの課題解決に向けて、
検討を行う。
 「学修状況調査」及び「授業評価アンケート」については、ＩＲ室によるデータ分析
に基づき、さらなる活用を検討する。
 公開授業制度が各教員の点検・評価に役立つ仕組みとなるよう、制度の内容や運用に
ついて再検討する。
 既に実施している取り組みのさらなる充実を図るとともに、卒業生を対象に教育目標
の達成度を図る調査の実施等を検討し、教育目標達成のためのＰＤＣＡサイクルを構
築する。
 初年次教育の側面から教育目的の達成を図るため、新入生を対象に初年次ポートフォ
リオを実施する。

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

〇学生サービス、厚生補導のための組織
 本学は「学生委員会」を設置して、奨学金適格認定、課外活動支援及び厚生補導等を
担う全学的組織として機能させている。学生委員会は、学生部長が委員長となり、各
学科専攻から選出された委員で構成され、庶務は学生課が担当する。【資料 2-7-1】
 学生委員会の委員は、「東北文化学園大学学友会」（以下、「学友会」という。)の幹事
としてその運営に関わり、学生のアドバイザーとなっている。学友会は、本学の文化、
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体育及び学生生活の向上に資する目的で設置されている組織であり、学園祭、卒業ア
ルバム制作、学生リーダー育成など様々な活動を行っている。【資料 2-7-2】
〇学生に対する経済的支援
 本学で奨学金を受給している学生は、日本学生支援機構奨学金を中心に在籍者の 5 割
超を占める。【資料 2-7-3】【資料 2-7-4】
 医療福祉学部のリハビリテーション学科、看護学科及び保健福祉学科の学生には、取
得する国家資格によって、貸与期間以上の勤務により返還が免除される「返還免除型
奨学金」がある。【資料 2-7-5】
 本学では、平成 24(2012)年度から、独自の奨学金制度として特別奨学生制度「輝ける
者奨学生」を設けている。「輝ける者奨学生」は「輝ける者奨学生Ⅰ」（採用枠 1 人／
年)及び「輝ける者奨学生Ⅱ」（採用枠 10 人／年)に大別される。「輝ける者奨学生Ⅰ」
は、大学入試センター試験利用入試（前期)受験者の中から、試験の成績が基準を満た
した最上位者に 4 年間（１年ごとに継続審査を実施)の授業料、実験実習費及び施設使
用費の全額を免除する。「輝ける者奨学生Ⅱ」は、一般選抜入試（前期日程)受験者の
中から、試験の成績が基準を満たした上位者に 4 年間（１年ごとに継続審査を実施)の
授業料全額を免除する。【資料 2-7-6】
 大学院では、本大学院に修学する者に対して学業・研究を奨励し、有為な人材を育成
するため、奨学金を給付し修学の一助とすることを目的として、
「東北文化学園大学大
学院奨学金規程」を制定し、給付型の奨学金制度を設けて学生を支援している。
 平成 22(2010)年度に導入した「兄弟姉妹等優遇制度」は、本学に入学する者の兄弟姉
妹及び父母が、本学または東北文化学園専門学校（旧設置校を含む)の卒業生もしくは
在学している場合に、入学金を免除するものである。兄弟姉妹及び父母が在学生の場
合は入学金を全額免除し、卒業生の場合は入学金を半額免除する。【資料 2-7-7】
 平成 22(2010)年度から運用している「姉妹校優遇制度」は、本法人が設置する学校（旧
設置校を含む)の卒業生が本学に入学する場合に、入学金を全学免除するものである。
【資料 2-7-8】
 また、特別な事情により経済的に就学困難な学生への修学支援として「授業料減免制
度」を平成 24(2012)年度から施行している。【資料 2-7-9】
 さらに、東日本大震災で被災した新入学生及び在学生を対象に、被災区分に応じた修
学支援として「特別措置制度」を平成 23（2011)年度から実施している。
【資料 2-7-10】
 4 年を超えて在学し、かつ学習意欲があり、一定要件を満たした学生に対しては、授業
料等の経済的負担軽減を目的として平成 21（2009)年度から「授業料等特別措置制度」
を施行している。【資料 2-7-11】【資料 2-7-12】
 本学では経済的側面から修学支援を行う一環として、学生が授業の空き時間等に学内
でアルバイトを行う「スチューデント・ジョブ（Student JOB。以下、
「ＳＪ」という。)
制度」を平成 18(2006)年度から施行している。現在、約 100 人の学生がＳＪクルーと
して常時登録しており、学内の様々な作業に当たっている。【資料 2-7-13】
〇学生の課外活動への支援
 学生の課外活動としてのサークル活動には、学友会費から予算配分し、サークル室や
備品等の環境整備や遠征費等の経済的支援を行っている。【資料 2-7-14】
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 「課外活動委員会」は、運動部会と文化部会に所属するサークル 24 団体及び同好会 8
団体で構成されている。学生課は課外活動委員会において、委員会内のルール確認や
年度予算の作成・配分等に関する支援を行っている。【資料 2-7-15】
 本学では、各サークル等のリーダーが所属の垣根を超えて親交を深め、サークル運営
に関する悩みを共有するとともに、リーダーの資質を高めることを目的として、サー
クルリーダー研修会を毎年度末に実施している。【資料 2-7-16】
 学友会が主体となり教職員と協働して開催する全学的行事（「新入生学外研修」「文化
学園祭」及び「スポーツ大会」等)は、学友会の各部会（学生リーダー会、学生会代表
者会議、課外活動委員会、文化学園祭実行委員会、卒業アルバム作成委員会)、学生課
及び学生委員（教員)間の密接な連携の下で企画、運営される。
 学友会における学生リーダー会は、学生リーダーによる組織体である。
「新入生歓迎朝
食会」及び「新入生学外研修」は学生リーダー会と教職員が協働して企画、運営され
る。【資料 2-7-17】【資料 2-7-18】
 学生リーダー育成のための「学生リーダー・学生サポーター研修会」（年 4 回実施)に
は、学生委員（教員)及び学生課職員もアドバイザーとして参加し、教職員の立場から
学生リーダー育成の支援に取り組んでいる。【資料 2-7-19】
 「文化学園祭」は、学友会の部会である「文化学園祭実行委員会」が中心となって企
画、運営する。その準備は、進捗状況や企画内容の確認のために開催する「学園祭連
絡協議会」（年 6 回)で教職員を交えた協議検討を経て行われる。【資料 2-7-20】【資料
2-7-21】
 平成 27(2015)年度は、本学のダンスサークルが主体となり、文化学園祭時に学友会と
大学の共催として「ＴＢＧダンスイベント」を企画、開催した。当イベントには宮城
県内の高校、専門学校、大学等から 12 チームが参加し、ダンスパフォーマンスを披露
した。【資料 2-7-22】
 本学学友会では、平成 14(2002)年度（第 1 期生卒業年度)から、課外活動において特筆
される活動を行った卒業年次生を表彰する制度として「輝ける者賞」制度を設けた。
学位記授与式において、毎年 10 人前後の学生が表彰されている。【資料 2-7-23】
 平成 26(2014)年度には、在学中に全国レベルまたは世界レベルで顕著に活躍した学生
を表彰する制度として「学友会会長特別賞」を制定した。この賞は、他薦・自薦で候
補者を募り、学生委員会で審議を行って受賞者を決定するものである。表彰式は学期
毎に年 2 回実施している。【資料 2-7-24】
〇学生に対する健康相談、心的支援、生活相談
 本学は、学生の心身の健康に係る相談に対応する部門として「健康管理センター」内
に「保健室」及び「学生相談室」を設置している。健康管理センターの運営は、健康
管理センター運営委員会によって行われる。健康管理センター運営委員会は、健康管
理センター所長、各学部から選出された教員及び学生部長等で構成され、学生支援に
おける学内の連携体制が整っている。【資料 2-7-25】
 健康管理センター保健室には看護師資格を有する常勤職員１名を配置し、訪れる学生
への対応及び必要に応じて学生相談室や専門医につなぐ業務を担っている。また、保
健室では学生の定期健康診断の結果通知及び経過観察や再検査対象者に対する健康指
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導、新入生ガイダンスにおける健康講話等を行っている。
【資料 2-7-26】
【資料 2-7-27】
 本学では、平成 22（2010)年度入学者から「健康調査票」の提出を義務付け、修学上支
援が必要な場合に、教職員が連携して対応の準備を整えた上で新入生を迎え入れる体
制をとっている。※健康調査票の管理者は健康管理センター要確認【資料 2-7-28】
 健康管理センター学生相談室には、資格を有する専任職員 1 名を配置し学生の多様な
相談に対応している。また、教職員に対する健康関連の啓発活動を行っている。
【資料
2-7-29】【資料 2-7-30】【資料 2-7-31】
 学生相談室では平成 22(2010)年度より、人の中にいるのが辛く感じる学生への配慮か
ら「心の休憩室」として面談室を利用できるようにしている。また、ランチタイムに
は相談室の一部を開放し、人間関係に悩みを持つ学生が気楽に過ごせる場所として提
供している。【資料 2-7-32】【資料 2-7-33】
 本学では、健康管理センターが中心となり、ＳＡを始めとする各学科専攻の教員と連
携を図りながら、障害を持つ学生や発達障害等が疑われる学生等の日常的サポートを
行っている。平成 22(2010)年度には「東北文化学園大学発達障害支援室の組織運営申
合せ」を制定して「発達障害支援室」を設置した。発達障害支援室では、発達障害の
学生だけでなく、発達障害の学生に対応する教職員に対する支援や関係者間の情報共
有を図る体制を整えている。【資料 2-7-34】【資料 2-7-35】
 総合政策学部では、平成 24（2012)年度には、発達障害など多様な学生に対応できる自
習室として「ＯＡＳＩＳ（オアシス)」〔自習支援室〕を設置した。【資料 2-7-36】
 学生の生活上の問題等については、ＳＡなど学科専攻の教員、学生委員会及び学生課
の協働で対応している。学生課は、学生委員会及び学内の関係部門と連携しながら、
学生に係る厚生補導の統括及び連絡調整を担当している。【資料 2-7-37】
〇編入生、転学部転学科等生への支援
 本学では、3 年次編生及び転学部転学科等の学生に特化したオリエンテーションを毎年
度始めに実施して、履修指導だけでなく、大学生活を円滑にスタート出来るよう個別
的な支援を行っている。【資料 2-7-38】
エビデンス集（データ編・資料編)
【資料2-7-1】学生委員会組織図
【資料2-7-2】東北文化学園大学学友会規程
【資料2-7-3】本学における奨学金受給学生の割合
【資料2-7-4】日本学生機構奨学金の種類及び受給者内訳
【資料2-7-5】返還免除型奨学金の種類及び受給者内訳
【資料2-7-6】輝ける者奨学生Ⅰ及びⅡの受給者内訳
【資料2-7-7】兄弟姉妹等優遇制度の適用者内訳
【資料2-7-8】姉妹校優遇制度の適用者内訳
【資料2-7-9】授業料減免制度の適用者内訳
【資料2-7-10】東日本大震災の被災学生に係る特別措置制度適用者内訳
【資料2-7-11】授業料等特別措置制度に関する規程
【資料2-7-12】授業料等特別措置制度の適用者内訳
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【資料2-7-13】ＳＪ登録学生の内訳、登録者数の推移
【資料2-7-14】学友会費の予算配分状況
【資料2-7-15】課外活動委員会の開催状況
【資料2-7-16】サークルリーダー研修会の実施状況
【資料2-7-17】新入生歓迎朝食会の実施状況
【資料2-7-18】新入生学外研修の実施状況

スポーツ大会の実施状況

【資料2-7-19】学生リーダー・学生サポーター研修会の実施状況
【資料2-7-20】文化学園祭の実施状況
【資料2-7-21】学園祭連絡協議会の開催状況
【資料2-7-22】ＴＢＧダンスイベントの実施状況
【資料2-7-23】「輝ける者賞」受賞学生
【資料2-7-24】「学友会会長特別賞」受賞学生
【資料2-7-25】健康管理センター運営規程
【資料2-7-26】保健室の業務内容
【資料2-7-27】保健室の利用状況
【資料2-7-28】健康調査票
【資料2-7-29】東北文化学園大学健康管理センター学生相談室運営細則
【資料2-7-30】学生相談室委嘱教員
【資料2-7-31】学生相談室の利用状況
【資料2-7-32】心の休憩室利用状況
【資料2-7-33】学生相談室のランチタイム利用状況
【資料2-7-34】東北文化学園大学発達障害支援室の組織運営申合せ
【資料2-7-35】発達障害支援室の利用状況
【資料2-7-36】ＯＡＳＩＳ（オアシス)に関する資料
【資料2-7-37】学生の生活問題に係る対応に関する資料
【資料2-7-38】編入・転学科転専攻等生ガイダンス
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、
「学生生活実態調査」を通じて学生の満足度の把握に努めている。毎年度行
う「大学への満足度と要望」に関する調査に加え、4 年毎に①個人属性、②経済状況、
③学業、④進路希望、⑤課外活動、⑥からだと心の健康、⑦大学への満足度と要望の
計 7 項目から成る大規模調査を実施している。学生生活実態調査の結果については、
毎年、報告書を作成して広く公表している。平成 26(2014)年度からは、ダイジェスト
版報告書の WEB 公開を開始した。【資料 2-7-39】【資料 2-7-40】
 学生生活実態調査の結果は、ＦＤ研修会等を通じて全学の教職員にフィードバックさ
れる。【資料 2-7-41】
 学生生活実態調査における学生からの要望に応えて、平成 27(2015)年度に教育支援セ
ンター（Ｅサポ)を移転・改築してラーニング・コモンズ化した。また同年度には、1
号館のトイレを改修してパウダールームの設置等を行った。
【 資料 2-7-42】
【 資料 2-7-43】
 学生から意見を収集するツールとして、本学では開学以来「なんでも意見箱」を設置
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した。平成 24（2012)年度よりホームページ上に「学生目安箱」を開設し、学生が直接
意見を伝える環境を整えている。【資料 2-7-44】
 本学では毎年度、東北 6 県の主要都市で「保護者懇談会」を開催している。保護者懇
談会は、大学と保護者のコミュニケーション・ツール的な機能を有する。具体的には、
本学の取り組み、就職状況及び進級・卒業要件等について、保護者の理解を深める機
会を提供するとともに、個別面談において教員が保護者に学生の状況を伝える機会と
なる。この点で、保護者懇談会は本学が行う学生サービスの一環として位置付けられ
る。【資料 2-7-45】
エビデンス集（データ編・資料編)
【資料2-7-39】学生生活実態調査報告書
【資料2-7-40】学生生活実態調査報告書ＷＥＢ版
【資料2-7-41】ＦＤ研修会（学生生活実態調査報告)
【資料2-7-42】教育支援センターのラーニング・コモンズ化
【資料2-7-43】1号館トイレ改修
【資料2-7-44】ＷＥＢ版学生意見箱
【資料2-7-45】保護者懇談会
（3) 2-7の改善・向上方策（将来計画)
・学生サービスに係る取り組みを定期的に検証し、必要に応じて改善を図る。
・学生の意見を反映させる仕組みについて、さらなる改善を検討する。
・障害者差別解消法施行に伴う合理的配慮について、学内の理解を浸透させる。

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、研修、ＦＤをはじめとする教員の資質・能力
向上への取り組み

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

〇学位の種類及び分野に応じた専任教員の確保及び配置
 本学の教員内訳を表 2-8-1 に示す。教員数は、助教以上 129 人、助手 14 人、兼任教員
227 人であり、教育を適正に行える体制を整えている。大学設置基準上必要な専任教員
数及び専任教授数について、全学部学科が充足している。
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 本学では、専門職養成の教育課程で演習及び実習の科目等を多数配置しており、そこ
に専門性の高い現任者を兼任教員として迎えることが多いため、兼任教員数が 227 人
に上っている。
表 2-8-1

学部・学科別教員構成

（平成 28（2016)年 5 月 1 日現在)
専 任 教 員 数

設置基準 設置基準

学部・学科

助手 上必要専 上必要専
教授

准教授

講師

助教

リハビリテーション学科
医療福祉学部

任教員数 任教授数

17

11

5

8

41

10

18

9

看護学科

9

7

3

7

26

4

12

6

保健福祉学科

8

12

2

2

24

0

14

7

34

30

10

17

91

14

44

22

9

5

2

0

16

0

14

7

9

5

2

0

16

0

14

7

知能情報システム学科

4

3

1

0

8

0

8

4

建築環境学科

4

1

2

1

8

0

8

4

臨床工学科※

4

2

0

0

6

0

4

2

12

6

3

1

22

0

20

10

27

14

105
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医療福祉学部
総合政策学部

計

計

総合政策学科

兼任
教員

157

35
総合政策学部

科学技術学部

計

35
科学技術学部

計

大学全体の収容定員に
応じ定める専任教員数
合

計

55

41

15

18

129

14

227

※平成28(2016)年4月設置

 学位の種類及び分野に応じた専任教員の確保と配置を担保するため、専任教員採用時
の選考要件及び専任教員の昇任要件には、各学部学科及び研究科の専門領域に適切に
対応した学位を有することを含めている。
【資料 2-8-1】
【資料 2-8-2】
【資料 2-8-3】
【資
料 2-8-4】
 大学院健康社会システム研究科の専任教員は、学部の教員が兼務している。
 大学院では、研究科の在籍学生からＴｅａｃｈｉｎｇ

Ａｓｓｉｓｔａｎｔ（以下「Ｔ

Ａ」という。)を任用し、授業や教育研究活動の補助業務を行わせている。
【資料 2-8-5】
 大学院の専任教員は、博士課程の教育研究指導が十分に行えると判断された学部の専
任教員（原則として教授、必要に応じ准教授)から選考しており、「設置基準上必要教
員数」及び「設置基準上必要指導教員数及び研究指導補助教員数」を満たしている
〇教員の年齢バランス
 教員の年齢構成を表 2-8-2 に示す。職位と年齢構成は、概ねバランスが取れている。
表 2-8-2

専任教員の年齢構成（全学)（平成 28（2016)年 5 月 1 日現在)

職

位

30 歳
以下

31～
40 歳

41～
50 歳

教

授

0 人

0 人

8 人

准教授

0 人

3 人

講

師

0 人

助

教

合

計

51～
60 歳

61～
65 歳

66～
70 歳

28 人

11 人

8 人

0

人

55 人

22 人

13 人

2 人

1 人

0

人

41 人

8 人

2 人

5 人

0 人

0 人

0

人

15 人

1 人

12 人

3 人

2 人

0 人

0 人

0

人

18 人

1 人

23 人

35 人

48 人

13 人

9 人

0

人

129 人
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71 歳
以上

合

計
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エビデンス集（データ編・資料編)
【資料2-8-1】各学部学科専攻の教員採用時の選考要件（学位に関する部分)
【資料2-8-2】各学部学科専攻の教員昇任要件（学位に関する部分)
【資料2-8-3】研究科の教員選考要件（学位に関する部分)
【資料2-8-4】研究科の教員昇任要件（学位に関する部分)
【資料2-8-5】大学院ＴＡ任用規程
2-8-②

教員の採用・昇任等、教員評価、研修、ＦＤをはじめとする教員の資質・能力
向上への取り組み

〇教員の採用・昇任等
 専任教員の採用・昇任は「学校法人東北文化学園大学就業規則」
「東北文化学園大学教
員選考規程」及び「東北文化学園大学大学院教員選考規程」に基づいて行われている。
【資料 2-8-6】【資料 2-8-7】【資料 2-8-8】
 上記の規程等と併せて、各学部学科及び研究科では、それぞれの専門領域に適切に対
応する教員を採用すべく、職位毎に、学位、教育研究業績、教育・実務経験等に関す
る選考基準を設けて運用している。【資料 2-8-9】【資料 2-8-10】
 専任教員の新規採用に際しては、書類審査、上記規程等に基づく教員選考委員会によ
る候補者面接及び教授会での審議を経て、教授会が選考した候補者を、学長から理事
長に上申する。教授については理事会に諮り、理事長が採用の可否を決定する。教授
以外の専任教員については、理事長が採用の可否を決定する。専任教員の昇任に際し
ても、新規採用に準じた形で選考している。【資料 2-8-11】【資料 2-8-12】
 学長は、教員の新規採用において教授会の推薦がなくても、本学の運営上又は教育研
究上必要と認めた場合には候補者を選考し、理事長に上申することができる。【資料
2-8-13】【資料 2-8-14】
 客員教授は「東北文化学園大学客員教授規程」及び「東北文化学園大学大学院客員教
授規程」に基づいて任用している。【資料 2-8-15】【資料 2-8-16】
 臨床教授等は「東北文化学園大学医療福祉学部臨床教授等称号付与規程」及び「東北
文化学園大学大学院健康社会システム研究科臨床教授等称号付与規程」に基づいて任
用している。【資料 2-8-17】【資料 2-8-18】
 兼任教員は「東北文化学園大学非常勤講師及び授業アシスタントに関する申合せ」に
基づいて任用している。兼任教員任用の妥当性については、毎年度開催する「非常勤
講師等任用審査会」により検証している。【資料 2-8-19】【資料 2-8-20】
〇教員評価
 本学は、教員が毎年度自らを振り返り作成する「教員個人調書」
「教育研究業績書」及
び「教員活動記録票」に基づき、教員自身による自己評価、学科長等の上長による評
価を実施し、次年度以降の活動の改善に向けた取り組みを行っている。【資料 2-8-21】
【資料 2-8-22】【資料 2-8-23】
 教員の資質・能力向上を目指す取り組みの一環として、全教職員を対象に、ＦＤ研修
会を毎年度 5 回程度開催している。学内の教職員が一同に会するＦＤ研修会は、
「教育
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の質向上」及び「教職協働」を図る上で重要な機会となっている。ＦＤ研修会の終了
時には参加者アンケートを毎回実施している。参加者アンケートの結果については、
次回以降の改善につなげるべく教務委員会が中心となって検討を行っている。【資料
2-8-24】【資料 2-8-25】
 毎学期実施している「授業評価アンケート」は、各科目の授業に対する評価であると
同時に、学生による教員評価の側面も有する。【資料 2-8-26】
 教員が他の教員の授業を見学できる「公開授業制度」は、教員相互の評価という側面
を持つ。【資料 2-8-27】
エビデンス集（データ編・資料編)
【資料2-8-6】学校法人東北文化学園大学就業規則
【資料2-8-7】東北文化学園大学教員選考規程
【資料2-8-8】東北文化学園大学大学院教員選考規程
【資料2-8-9】各学部学科専攻の教員採用時の選考要件
【資料2-8-10】研究科の教員選考要件
【資料2-8-11】東北文化学園大学教員選考規程
【資料2-8-12】東北文化学園大学大学院教員選考規程
【資料2-8-13】東北文化学園大学教員選考規程第7条
【資料2-8-14】東北文化学園大学大学院教員選考規程第4条
【資料2-8-15】東北文化学園大学客員教授規程
【資料2-8-16】東北文化学園大学大学院客員教授規程
【資料2-8-17】東北文化学園大学医療福祉学部臨床教授等称号付与規程
【資料2-8-18】東北文化学園大学大学院健康社会システム研究科臨床教授等称号付与規程
【資料2-8-19】東北文化学園大学非常勤講師及び授業アシスタントに関する申合せ
【資料2-8-20】非常勤講師等任用審査会
【資料2-8-21】教員個人調書
【資料2-8-22】教育研究業績書
【資料2-8-23】教員活動記録票
【資料2-8-24】ＦＤ研修会開催一覧
【資料2-8-25】教務委員会議事録（ＦＤ研修会アンケート結果報告の部分)
【資料2-8-26】授業評価アンケート報告書
【資料2-8-27】公開授業制度の実施状況
2-8-③

教養教育実施のための体制の整備

 本学の教養教育に関する最終的な意思決定及び責任は大学運営会議に帰する。教養教
育の実施に係る具体的な運営は、教務委員会（審議及び報告確認等)及び教務課（教務
業務全般)が担っている。【資料2-8-28】
〇全学共通の教養教育
 本学は平成24年（2012)年度より全学共通の教養科目として次の3科目を創設した。
 「ＴＢＧＵプロジェクトⅠ（輝けるもの)」は、ベートーヴェンの「交響曲第９番」を
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教材に用い、芸術活動により履修学生の教養を育むとともに、東日本大震災からの復
興再生支援を図る科目である。教育支援センターが主管し、科目の企画、運営等を中
心的に担っている。【資料2-8-29】【資料2-8-30】
 「ＴＢＧＵプロジェクトⅡ（地域活動・ボランティア)」は、ボランティア活動への参
加・実践を通じて、履修学生の「生きる力」を醸成するとともに、東日本大震災から
の復興再生支援を図る科目である。地域連携センターが主管し、科目の企画、運営等
を行っている。【資料2-8-31】
 「ＴＢＧＵプロジェクトⅢ（人間形成)」は、専門教育を理解する土台作りを目指し、
基礎的学習力の強化を通じて人間形成の基盤を涵養する科目である。教育支援センタ
ーが主管し、科目の企画、運営等を行っている。【資料2-8-32】
 教育支援センターは、全学的な教養教育及び学修支援等を行う組織である。課外の教
養教育プログラム「Ｅサポセミナー」、海外での研修及び留学を支援する「グローバル
エデュケーション・プロジェクト」（ＧＥＰ)、学生の多様な学修ニーズに対して個別
的に対応する「コンサルティング＆コーチング」（Ｃ＆Ｃ)等の主管となることで、全
学的な教養教育の中心的役割を果たしている。
【資料2-8-33】
【資料2-8-34】
【資料2-8-35】
 地域連携センターは、本学の研究教育資源を最大限に活用し、地域の振興及び発展に
寄与する事業を所轄している。教養教育における地域連携センターの役割は、全学共
通教養科目「ＴＢＧＵプロジェクトⅡ（地域活動・ボランティア)」の主管に加えて、
本学の周辺地域に対する感謝の念を体現する「感謝の日」
（年1回)、障害者スポーツ大
会「パロリンピック」
（年1回)の主催及び「公開講座」の運営が挙げられる。
【資料2-8-36】
【資料2-8-37】【資料2-8-38】
〇学部学科の教養教育
 学部学科における教養教育に係る科目は、各教育課程に基づき相互協力して実施して
いる。時間割の作成、授業担当者の確認、兼担教員及び非常勤講師の調整等、教学上
の管理は教務委員会及び教務課が連携して行っている。
【資料2-8-39】
【資料2-8-40】
【資
料2-8-41】【資料2-8-42】
 語学教育は総合政策学部総合政策学科が主担当となり、教育計画及び授業運営を担っ
ている。
 健康スポーツ教育は医療福祉学部保健福祉学科が主担当となり、教育計画及び授業運
営を担っている。
〇全学共通教養教育の再検討
 平成27（2015)年度に学長の指示の下「教育の質改革検討ワーキンググループ」を立ち
上げた。当ワーキンググループの庶務は教育支援センターが担当する。全学共通教養
教育の枠組みを検討し、必要に応じて再構築案を提示することは、当ワーキンググル
ープにおける検討課題の一つであり、平成28（2016)年度内の答申に向けて集中的に検
討作業を進めている。【資料2-8-43】【資料2-8-44】
（3) 2-8の改善・向上方策（将来計画)
 教員数と配置については、退職予定教員等の状況を考慮し、中長期的な人事計画を策
定した上で、各学部・研究科教授会及び事務局間で情報共有しながら、大学設置基準、
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国家資格関係の養成に係る指定規則上で定める教員数及び本学の教育研究上に必要な
教員数の確保に努める。
 兼任教員については、非常勤講師等任用審査会等で、人数も含めて採用の妥当性につ
いて検証を継続的に行う。
 教員の採用・昇任等、教員評価、教員の資質・能力向上への取組みについては、教員
の採用・昇任の審査において、選考規程及び各学部・研究科が定める資格基準によっ
て適正に評価しており、今後も継続していく。
 教員の教育研究活動に対する評価体制については、多様な視点に基づき適正に評価で
きる仕組みを検討する。
 教育支援センター及び地域連携センターの業務点検等を通じて、全学共通教養教育の
さらなる充実を図る。
 教育の質改革検討ワーキンググループの答申に基づき、必要に応じて全学共通教養教
育の見直しを行う。
エビデンス集（データ編・資料編)
【資料2-8-28】教養教育の意思決定組織（大学運営会議)と運用組織（教務委員会、教務
課)の関係を示す資料
【資料2-8-29】「ＴＢＧＵプロジェクトⅠ（輝けるもの)」授業概要
【資料2-8-30】第九コンサート開催一覧
【資料2-8-31】「ＴＢＧＵプロジェクトⅡ（地域活動・ボランティア)」授業概要
【資料2-8-32】「ＴＢＧＵプロジェクトⅢ（人間形成)」授業概要
【資料2-8-33】Ｅサポセミナー開催一覧
【資料2-8-34】ＧＥＰ運営委員会規程
【資料2-8-35】コンサルティング＆コーチング実績
【資料2-8-36】「感謝の日」実績
【資料2-8-37】「パロリンピック」実績
【資料2-8-38】「公開授業」実績
【資料2-8-39】教育課程（全学科専攻)
【資料2-8-40】教務委員会議事録
【資料2-8-41】兼担の調整を示す資料
【資料2-8-42】非常勤講師の調整を示す資料
【資料2-8-43】大学運営会議議事録（教育の質改革検討ワーキンググループ関連)
【資料2-8-44】教育の質改革検討ワーキンググループ議事録

2－9.

教育課程及び教授方法

≪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
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（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

〇校地と校舎の概要
 本学の校舎は、JR 仙台駅から JR 仙山線で約 15 分、最寄りの JR 国見駅から徒歩 1 分の
宮城県仙台市青葉区国見に立地している。運動場は、本学から徒歩 15 分の位置に第一
総合運動公園（仙台市青葉区荒巻字仁田谷地)、自動車で 15 分の位置に第二総合運動
公園（仙台市太白区茂庭字真里)を整備している。本学の校地・校舎の面積は、大学設
置基準上必要な面積を満たしている。【資料 2-9-1】【資料 2-9-2】
 教員研究室と実習室の配置は、1 号館は主に科学技術学部と総合政策学部、3 号館は医
療福祉学部、4 号館はリハビリテーション学科視覚機能学専攻、そして 5 号館（本部棟)
には看護学科となっている。更に 1 号館には、教育支援センター、図書館、健康管理
センター、学生相談室、地域連携センター等が配置されている。【資料 2-9-3】
 厚生棟は 1 階がコンビニエンス・ストア（セブン・イレブン東北文化学園店)で、2 階
に学生の自習スペースが設けられている。
 建物の耐震については、全ての建物が平成 2（1990)年以降に建築されており、昭和 56
（1986)年に改正された建築基準法施行令の耐震設計基準を満たしている。
 1 号館地下の大講義室や１階の階段教室等は、各種の学会会場や資格試験会場、講習会
会場などで学外団体に広く利用されている。同様に、体育館も種々の外部団体のスポ
ーツ大会等に活用されている。【資料 2-9-4】
〇施設管理
 土地、建物、施設設備の保守・管理・補修等については、法人事務局管理部（以下「管
理部」という。)が担当し、修繕及び管理運営を行っている。また、日常的に建物及び
施設設備等の保守点検を実施し、補修等が必要な場合は、管理部職員または外部業者
に依頼して迅速な対応ができるようにしている。
 消防設備、昇降設備、電気設備、空調設備等の保守・管理等については、管理部が担
当し、法令を遵守した空気環境及び水道設備等の定期点検、水質検査等を外部委託業
者により実施している。なお、設備等に不具合が発生した場合は、迅速な対応ができ
るように外部委託業者と連携を図っている。【資料 2-9-5】
 警備業務は外部に委託し、24 時間体制で行っている。また、本学全教職員、非常勤講
師及び外部訪問者には、名札の着用を義務付けている。
〇バリアフリー、安全対策、地域社会との連携
 バリアフリー対策として、建築時に建物の出入口にスロープ等を設置するとともに、3
号館の南側入口と 1 階の段差部分にスロープを設置している。体育館及び図書館には、
車椅子自動昇降機を設置している。【資料 2-9-6】
 身障者対応トイレは、１号館に 3 箇所、3 号館と 5 号館にそれぞれ 2 箇所設置されてい
る。平成 27（2015)年 4 月に 1 号館 1 階のトイレを改修し、女性専用のパウダールーム
を設置した。
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 1 号館、3 号館及び 5 号館（本部棟)に設置しているエレベーターには、点字表示を設
置している。
 学内にＡＥＤ（自動体外式除細動器)を 3 台設置し、学生及び教職員を対象にＡＥＤ使
用に係る講習会を開催し、使用方法を周知している。平成 28（2016)年度は教職員対象
（安全衛生委員会委員)に消防署職員の講習会を開催した。【資料 2-9-7】
 平成 22（2010)年 6 月には、災害時等に学生及び近隣住民の飲料水を確保するための災
害時緊急給水システムを受水槽に設置し、供用を開始した。また、小型太陽光パネル
を用いた発電機の整備、校舎内における非常時の案内板の整備、救急用品の整備等を
行った。特に、災害時緊急給水システムについては、東日本大震災翌日から緊急給水
を行い、延べ 3,000 人を超える地域住民が訪れ、15,000 人分相当の飲料水を提供した。
【資料 2-9-8】
 本学は校地内のみならず周辺も含めて禁煙区域に指定している。教職員が禁煙区域内
を巡回し、必要に応じて禁煙指導を実施している。また、学内に禁煙支援室を設置し
ている。【資料 2-9-9】【資料 2-9-10】
〇総合情報センター図書館
 図書館運営に関わる事項を審議・検討する機関として、各学科・専攻から選出された
委員で構成される「図書館運営委員会」を設けている。平成 28（2016)年 2 月の委員会
において、大学の 3 つのポリシーに基づき、「東北文化学園大学図書館蔵書構築指針」
を検討・策定した。【資料 2-9-11】
 そこでは、新時代の実学を担う有為な人材を育成するための教育理念及び人間教育を
重視した専門教育にも十分対応するため、豊富で精選された資料を集積することを図
書館の目標として掲げた。
 大学図書館の主人公は学生である。利用者サービスの向上を計る指標として、入館者
数、貸出冊数、レファレンス数などをあげることができる。図書館では、平成 26（2014)
年度より毎年度「年次報告書」を作成し、年度初めの図書館運営委員会に報告してい
る。【資料 2-9-12】
 大きな傾向としては、平成 27（2015)年度の教育支援センター（E サポ)の全面オープ
ンにより入館者数は減少しているが、貸出人数、貸出冊数は大幅に増加している。
 図書館サービスを形成する要素として、資料だけでなく、館員と施設も重要である。
平成 26（2014)年 4 月より株式会社紀伊國屋書店に運営を業務委託している。現地統括
管理者を含めて 8 名のスタッフ体制で、図書・閲覧・雑誌・ILL など専門的サービスを
提供している。また、学生の読書促進のための展示やビブリオバトルなどのイベント
も実施している。
 図書館は、1 階 2 階合計で 403 席の閲覧席を備えており、定期試験・国家試験の勉強等
に真剣に取り組む学生を支援している。2 階には学生自習用デスクトップ型パソコン
44 台とプリンタ 2 台を配備し、カウンターでは 20 台のノート型パソコンの貸出も行っ
ている。平成 25（2013)年 9 月、1 階ロッカー室を廃止し、ラーニンズコモンズの場と
して 22 席のグループ学習室を設置した。
 開館時間は、授業期間中は平日 9 時 00 分から 21 時 00 分まで（休業期間中は 9 時 00
分から 17 時 00 分まで)、土曜は 9 時 00 分から 18 時 00 分までである（休業期間は休
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館)。平成 25（2013)年 9 月より、実験的に 1 階閲覧室部分のみを日曜日に開放してい
る。【資料 2-9-16】
 図書館 1 階には蔵書検索用パソコン 4 台を配備し、学生はいつでも自由に利用できる。
平成 26(2014)年 6 月に蔵書検索システムＯＰＡＣ（Online Public Access Catalog)
を、学生のスマホなど学外からも利用できるように設定した。また全国の大学図書館
の論文、蔵書等を検索できるＣｉＮｉｉ（国立情報学研究所学術情報ナビゲータ)との
連携、学都仙台ＯＰＡＣでの横断検索も可能となった。平成 28(2016)年 9 月には、学
内学外ＯＰＡＣを統合し、より利用しやすい環境とした。
 さらに平成 26(2014)年 4 月より、博士論文・各学部紀要を中心とする「東北文化学園
大学機関リポジトリ」を作成・公開し、図書館ホームページより本学学術情報を発信
している。
〇体育施設
 本学敷地内に体育館を設置している。また、第一総合運動公園（仙台市青葉区荒巻字
仁田谷地)及び第二総合運動公園（仙台市太白区茂庭字真里)を整備している。なお、
第二総合運動公園までの交通手段については、学園バスを運行している。
 体育館には、アリーナの他にも剣道場、ウエイトトレーニング室、ランニングコース、
シャワールーム、サークル室が配置されている。地域活動として、各種のスポーツ大
会等で利用されている。【資料 2-9-19】
 駐車場屋上を「空中庭園」として整備し、ミニバスケット等で学生が運動できるスペ
ースとして活用している。
 学生の体育活動促進を図る目的で、指定した曜日の昼休み時間に体育館アリーナを開
放している。
〇情報サービス施設と機器
 全学共通の情報教育用として、コンピュータ室 1 室を 5 号館（本部棟)に設置し、デス
クトップ型パソコン 103 台及びプリンタ 9 台を配備している。【資料 2-9-20】
 語学教育等の施設として、ＣＡＬＬ（Computer Assisted Language Learning)機能を
有したＬＬ（Language Laboratry)教室を 1 号館に 2 室設置し、デスクトップ型パソコ
ン 120 台とプリンタ 6 台を配備している。【資料 2-9-21】
 学生自習用の情報設備としては、図書館 2 階にデスクトップ型パソコン 44 台とプリン
タ 2 台、１号館地下 1 階の教育支援センター（Ｅサポ)にデスクトップ型パソコン 8 台
とプリンタ 2 台を配備している。加えて、学生貸出用のノートパソコンを全 30 台（Ｅ
サポでの貸し出し 10 台を含む)用意しており、5 号館（本部棟)2 階ホール、地下学生
食堂、1 号館地下教育支援センター（Ｅサポ)及び図書館において、無線ＬＡＮでイン
ターネットに接続できる環境を整備している。【資料 2-9-22】
 電子メールについては、学生には入学時に、教職員には入職時にメールアカウントを
交付している。
 ポータルサイトとしてユニパを設け、学生、教職員間の連絡手段、履修登録等に使用
している。
〇自主学習環境、食堂、売店、ＡＴＭ
 学生間のコミュニケーションを支援し学習環境を整備するため、厚生棟自習室（利用
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時間：平日 9 時 00 分～22 時 00 分、土曜日 9 時 00 分～18 時 00 分)を設置している他、
学生食堂（利用時間：平日 9 時 00 分～20 時 00 分、土曜日 9 時 00 分～14 時 00 分)を
開放している。
 学生食堂は、5 号館（本部棟)地下 1 階（360 人収容)に設置しており、平成 26(2014)
年 4 月より食堂の運営をシダックスフードサービス株式会社に業務委託している。営
業時間は、平日 11 時 00 分から 14 時 30 分（ラストオーダー14 時 00 分)である。
 売店として、平成 21(2009)年 9 月から学内にコンビニエンス・ストア（セブン・イレ
ブン東北文化学園店)が営業しており、地域住民にも解放している。
 学生は、法人購買課を通じて授業等で共通して使用する医療器具（ゴニオメータ)や白
衣等を購入することができる。
 ＡＴＭは、正門北側にゆうちょ銀行株式会社、厚生棟 1 階のセブン・イレブン東北文
化学園店内に設置されている。【資料 2-9-23】
〇サークル室
 全サークルに対して１号館と５号館、体育館、駐車場（空中庭園)にサークル室を用意
し、学生の課外活動を支援している。【資料 2-9-24】
〇駐車場、駐輪場
 駐車場は、教職員用、非常勤講師用及び来客用を整備している。
 学生用駐輪場として、学内に自転車用駐輪場、JR 国見駅南側に原動機付自転車用駐輪
場を整備している。【資料 2-9-25】
 学生による自動二輪及び自動車での通学を禁止しているため、学生用駐車場は設置し
ていない。
エビデンス集（データ編・資料編)
【資料 2-9-1】 東北文化学園大学の位置及び校地・校舎の配置図
【資料 2-9-2】 校地・校舎の面積
【資料 2-9-3】 東北文化学園大学主要施設の位置
【資料 2-9-4】 外部団体の校舎利用実績一覧
【資料 2-9-5】 施設設備の安全管理、メンテナンスに関する規定、運用方針、運用計画
等及び管理体制を示す資料
【資料 2-9-6】 バリアフリー設備の設置状況
【資料 2-9-7】 ＡＥＤ（自動体外式除細動器)の設置場所
【資料 2-9-8】 東日本大震災翌日からの緊急給水の様子
【資料 2-9-9】 禁煙区域の地図
【資料 2-9-10】 禁煙巡回の実績
【資料 2-9-11】 総合情報センター図書館の概要
【資料 2-9-12】 文献データベース一覧
【資料 2-9-13】 体育館見取り図
【資料 2-9-14】 コンピュータ室の機器設備一覧
【資料 2-9-15】 ＬＬ（Ｌａｎｇｕａｇｅ

Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ)教室の設備機器と導

入済みソフトウエア一覧
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【資料 2-9-16】 学生自習用パソコンの貸し出し実績
【資料 2-9-17】ＡＴＭ配置図
【資料 2-9-18】サークル室配置図
【資料 2-9-19】自転車用と原動機付自転車用駐輪場の位置
2-9-②

授業を行う学生数の適切な管理

 各科目に割り当てる講義室あるいは実習室に関しては、授業種別とその内容、1 学年の
学生数と前年度の履修人数、そして科目担当者の意見を踏まえて、適切に選定してい
る。【資料 2-9-20】
 各学部学科専攻で実施形態は異なるが、少人数配置のゼミを初年次から取り入れてい
る。
 語学系の科目では、1 クラス当たりの履修人数が 25〜30 人程度となるように調整して
いる。
 看護学科やリハビリテーション学科などの履修人数が多い実習科目では、科目担当教
員に加えて複数教員の支援とティーチング・アシスタント（ＴＡ)を活用している。
エビデンス集（データ編・資料編)
【資料 2-9-20】 授業（講義、演習、実験等)のクラスサイズを示す資料
（3) 2-9 の改善・向上方策（将来計画)
 図書館、教育支援センター等の開館時間延長について検討する。
 老朽化した実験機器・設備の更新、ならびに教室・実習室、教員研究室の空調設備の
刷新を計画的に進める。
 インターネットが使用環境の拡大を検討する。
 学内の案内板の整備を含めて、障がい者がより利用しやすい環境を整備する。
 学生生活実態調査の結果を受けて、更なる学生食堂のメニュー改善に取り組む。
 学内カフェのオープンについて検討を進める。
 ゼミ等の少人数教育を実践する場及び学生のグループワーク、国家試験に向けた自主
学習等の場の確保を目指す。

[基準２の自己評価]
○学生の受入れ
 本学の使命・目的を踏まえて 3 つのポリシーを明確に定めており、その周知について
も各種媒体をとおして、適切に行っている。
 理学療法学専攻、看護学科、臨床工学科は入学定員を上回る学生を確保できている。
 本学の認知度を高める取り組みとして、進学ガイダンスや高校教員説明会を東北各県
で開催しており、インターネットやテレビコマーシャル等情報ツールを駆使した広報
活動も展開している。
○教育課程及び教授方法
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 各学部学科においてカリキュラムポリシーを明確に定め、それぞれの分野において体
系的な教育課程を編成し、ＣＡＰ制度も導入している。
 全学共通教育として本学独自のプロジェクト科目や海外研修科目を設けており、教養
教育や基礎学力の強化を図っている。
 医療福祉学部では、多職種連携を実践的に学ぶ科目として、
「専門職連携セミナー」を
設けており、本学の特色の一つとなっている。
 教授方法等の改善については、更なる教育の質改善を目指して「改革プロジェクト推
進調整会議」を立ち上げ、下部組織として「高大接続改革検討ワーキンググループ」
「教
育の質改革検討ワーキンググループ」
「障害をもつ学生等の修学支援システム検討ワー
キンググループ」等を設置し、検討を行っている。
○学修支援及び単位認定・卒業認定等
 「授業評価アンケート」や「学生生活実態調査」を実施しており、報告書等にまとめ
公表し、授業やアメニティーの改善に役立てている。
 成績不振学生への早期対応により休学、留年、中途退学等を防ぐために、成績不振学
生に対する修学指導を実施している。
 全学的な卒業及び修了判定並びに学位授与の方針を、ディプロマポリシーとして定め、
ＴＢＧＵハンドブックに掲載し周知している。
 進級判定は、各学科の「進級及び履修に関する細則」に基づき、卒業認定については、
各学科専攻の卒業要件に基づいて、教授会において審議し、学長が決定している。
 新入生及び在学生に対して、ＳＡを配置し、オフィスアワーも全学的に実施しており、
学生の学修や生活相談に応えている。
○キャリア教育及び教育目標の達成状況
 キャリア教育については、医療系各学科では、国家試験対策講座等をとおして、一般
企業等への就職が中心となる学科では、キャリア教育のための科目を教育課程に配置
し、適切に取り組んでいる。
 各学科専攻が就職委員会及び就職センターと連携しながら、本学独自の業界研究会や
就職ガイダンス等の企画、運営を行っている。
 本学では、教育目的の達成状況の把握のため「学修状況調査」「授業評価アンケート」
を毎年実施しており、点検・評価の結果をフィードバックしている。
○学生サービス
 本学は「学生委員会」を設置して、学生の奨学金適格認定、課外活動支援及び厚生補
導等を担う全学的組織として適切に機能させている。
 学生への経済的支援については、日本学生支援機構奨学金の他、本学独自の奨学生制
度や学費免除制度を設け、適切な支援を行っている。また、学内清掃等のアルバイト
を行うＳＪ制度を設け、特徴ある支援制度として運用している。
 学生の課外活動等への支援は、学生及び教職員の親睦団体である学友会をとおして行
われており、各種行事や研修会などは、学生と教職員が協働して取り組んでいる。
○教員配置及び教育環境の整備
 専任教員数及び教授数は大学設置基準上の必要人数を確保しており、適切に配置して
いる。また、教員の採用・昇任については、「人事委員会規程」「大学教員選考規程」
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等に基づいて厳格に行っている。
 全学的教養教育及び学修支援等を行う組織として、教育支援センターを設置している。
 校地、運動場及び校舎等は大学設置基準を満たしており、図書館、体育施設、ＩＴ施
設等も適切に整備されている。耐震性等の安全性やバリアフリーを含めた利便性につ
いても適切に整備されており、学生・教職員に有効に活用されている。
 施設・設備に対する学生の要望については、学生生活実態調査や授業評価アンケート
からくみ上げ、改善に反映している。
 授業を行う学生数については、授業形態に応じて教育効果をあげられるよう、適切に
決定されている。
 以上のことから、基準 2「学修と教授」について、基準を満たしていると判断した。
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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
関連する法令の遵守

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

○法人の目的及び設置する学校の使命及び目的について
 学校法人東北文化学園大学（以下「本法人」という。)の目的については、「学校法人
東北文化学園大学寄附行為」（以下「寄附行為」という。)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、人類社会の発展に貢献する人材を
育成することを目的とする。」と明確に定め、規律と誠実性をもって本法人の健全な運
営の維持に努めている。【資料 3-1-1】
 東北文化学園大学（以下「本学」という。)の使命・目的は、建学の精神、大学の教育理
念に則り、
「東北文化学園大学学則」
（以下「学則」という。)第 1 条に「本学は、新しい
時代が求める医療・福祉、経済開発・地域経営及び応用情報・環境工学の分野での確固た
る専門技術と広く豊かな視野を身につけて、地域社会の発展に進んで協力し、それを通
じて国家と人類社会の発展に貢献する人材の育成を目的とし、そのための教育研究を行
う。」と定め、各学部学科の教育目標は学則第 3 条第 3 項に定めている。【資料 3-1-2】
 東北文化学園大学大学院（以下「大学院」という。)の使命・目的については、「東北文
化学園大学大学院学則」
（以下、
「大学院学則」という。)第 2 条に「本大学院は、健康で
文化的な生活の創造に関する学術の理論と応用を教授研究し、その深奥を究めて、地域
と文化の発展に寄与することを目的とする。」と明確に定めており、これに沿った研究科
の教育研究目標を、本大学院学則第 6 条の 2 に定めている。【資料 3-1-3】
○本学の使命・目的の維持について
 本学の使命及び目的の維持については、建学の精神及び本学の教育理念、学部の教育目
標及び 3 つのポリシーを記載した TBGU ハンドブックを作成し、学生及び全教職員に配布
することにより、本学及び本大学院の建学の精神や教育目標の共有が可能になり、私立
学校としての自主性を確立すると共に、高等教育機関に求められる公共性を高めるため
の組織体制及び諸規程を整備し、社会の要請に応え得るよう努めている。【資料 3-1-4】
エビデンス集(データ編・資料編)
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【資料 3-1-1】学校法人東北文化学園大学寄附行為
【資料 3-1-2】東北文化学園大学学則
【資料 3-1-3】東北文化学園大学大学院学則
【資料 3-1-4】2016TBGU ハンドブック
3-1-②

使命・目的の実現への継続的努力

○本法人の継続的な取り組みについて
 理事会は、寄附行為第 17 条第 1 項に「この法人に理事をもって組織する理事会を置く。」
とし、同条第 2 項に「理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督す
る。」と定め、その運営については、
「学校法人東北文化学園大学理事会運営規程」
（以
下「理事会運営規程」という。)を制定し、理事会の適正かつ円滑な運営に努めている。
【資料 3-1-1】【資料 3-1-5】
 理事会の適正かつ円滑な運営のために、平成 28(2016)年 2 月 23 日に「学校法人東北文
化学園大学常任理事会設置規程」を制定し、同年 4 月 1 日に施行した。【資料 3-1-6】
 評議員会は、寄附行為第 20 条第 1 項に「この法人に、評議員会を置く。」とし、第 22
条に諮問事項を、第 23 条に意見具申等を定め、本法人における諮問機関としての役割
を果たしている。【資料 3-1-１】
 管理運営に必要な機関については、法人事務局総務部に企画調整課を置いて、理事会
及び評議員会の目的達成のための運営体制を整えている。
 事業計画については、これらの管理組織において、教育組織及び大学事務局と連携し、
毎年度策定し、着実に遂行している。【資料 3-1-7】
 平成 27(2015)年 7 月に、今後 4 年間にわたる「輝ける者を育む」を策定し、学校法人
としての使命及び目的の実現に取り組んでいる。【資料 3-1-8】
○大学の継続的な取り組みについて
 本学の使命及び目的の実現のための方策については、平成 28(2016)年 4 月に、ハンド
ブックの巻頭に「東北文化学園大学からのメッセージ

本学のめざすところと「輝け

るもの」の定義について」を掲載することにより、学生及び本学教職員による建学の
精神などの共有化に継続的に取り組んでいる。【資料 3-1-4】
エビデンス集(データ編・資料編)
【資料 3-1-1】学校法人東北文化学園大学寄附行為
【資料 3-1-4】2016TBGU ハンドブック
【資料 3-1-5】学校法人東北文化学園大学理事会運営規程
【資料 3-1-6】学校法人東北文化学園大学常任理事会設置規程
【資料 3-1-7】学校法人東北文化学園大学事業計画書
【資料 3-1-8】学校法人東北文化学園大学「中期目標・中期計画
3-1-③

輝ける者を育む」

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

 本法人の寄附行為、本学の学則及び諸規程は、
「学校教育法」、
「私立学校法」、
「大学設
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置基準」、「私立学校振興助成法」及び「学校法人会計基準」等の関係法令に基づき作
成しており、本法人の全教職員は、就業規則を含めこれらの規程を遵守している。
 各法令等が定める届出事項については、計画的かつ遅滞なく行っており、本法人及び
本学等の設置及び管理運営は、法令遵守のもとに円滑に行っている。【資料 3-1-1】
 本法人の財務状況及び業務状況については、毎年 5 月開催の決算理事会前に、2 人の監
事による財務状況監査に加え、業務状況監査を実施している。
 内部監査については、平成 24(2012)年 6 月 21 日に「学校法人東北文化学園大学内部監
査規程」
（以下「監査規程」という。)を制定、同年 7 月 1 日から施行し、第 1 条に「本
法人が設置する各学校における業務の適正化、経営の効率化を図り、もって本法人の
健全な発展と社会的信頼の保持に資することを目的とする。」とし、第 5 条に「理事長
の下に内部監査室を設置する。」と定めている。【資料 3-1-9】
 内部監査の実施に必要な事項については、監査規程第 18 条に「監査実施に必要な事項
については、別に定める学校法人東北文化学園大学内部監査実施細則による。」とし、
監査規程の制定及び施行を同日とする「学校法人東北文化学園大学内部監査実施細則」
を定めている。【資料 3-1-10】
 内部監査の実施状況については、「監査規程」に基づき、本法人の業務全般について、
平成 25(2013)年度に 7 件、平成 26(2014)年度に 5 件及び平成 27(2015)年度に 5 件の監
査を実施している。【資料 3-1-11】
 監事については、毎年開催される文部科学省主催の監事研修会に必ず参加し、最新の
情報収集及び研鑽に努めている。【資料 3-1-12】
 会計監査法人については、決算理事会前の約 2 週間にわたる決算監査に加え、約 100
日を超える月次財務状況監査を依頼している。
 監事、会計監査法人及び内部監査室による三様監査については、平成 27 年度から実施
し、この結果を監事から理事長に報告している。【資料 3-1-13】
エビデンス集(データ編・資料編)
【資料 3-1-1】学校法人東北文化学園大学寄附行為
【資料 3-1-9】学校法人東北文化学園大学内部監査規程
【資料 3-1-10】学校法人東北文化学園大学内部監査実施細則
【資料 3-1-11】内部監査実施報告（平成 25 年度～平成 27 年度)
【資料 3-1-12】文部科学省主催「学校法人監事研修会」参加状況
【資料 3-1-13】学校法人東北文化学園大学三様監査報告
3-1-④

環境保全、人権、安全への配慮

○環境問題について
 環境問題については、CO2 削減や節電を中心とした省エネルギー対策に積極的に取り組
んでおり、具体的な施策としては、平成 27(2015)年 10 月、電力の自由化に伴い電力の
契約先を東北電力からオリックス株式会社に変更し、さらには、平成 27(2015)年 11 月、
屋外空調機を制御するデマンド監視装置を設置することにより、使用電力量を 1600kWh
から 1420kWh に削減した。【資料 3-1-14】
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 平成 27(2015)年度に本学体育館で使用している全ての水銀灯を LED に交換した。その
他、同時期に本学階段教室の照明器具の LED 化を実施した。
 夏季期間におけるクールビズについては、平成 23(2011)年度から実行しており、平成
25(2013)年度は 6 月～9 月、平成 26(2014)年度以降は 6 月～10 月まで実施することに
より、これまで以上に教職員への節電等の啓蒙を行っている。
○人権問題について
 人権問題については、平成 26(2014)年 2 月 25 日に「学校法人東北文化学園大学ハラス
メントの防止等に関する規程」（以下「ハラスメント規程」という。)を制定、同日施
行し、本法人内におけるハラスメントの防止、排除のための措置及びハラスメントに
起因する問題が発生した場合への適切な対応のための措置を行っている。
 ハラスメント規程は、ハラスメント防止委員会の機能及び情報集約の強化、理事長の
責任の明確化及びハラスメント相談員の公示を明文化し、教職員の就労及び学生の修
学における健全で快適な環境等の維持に努めている。【資料 3-1-15】【資料 3-1-16】
 ハラスメントの相談窓口は、教職員へは委嘱した「ハラスメント相談員」
（以下「相談
員」という。)をイントラへ公示し、学生にはハンドブックで周知を図り、平成 27（2015)
年 3 月 17 日及び 12 月 8 日に相談員研修会を実施した。【資料 3-1-17】【資料 3-1-4】
○研究倫理について
 研究倫理については、平成 20(2008)年 7 月 2 日に「東北文化学園大学研究倫理規程」
（以下「研究倫理規程」という。)を制定し、平成 26(2014)年文部科学省・厚生労働省
告示第 3 号「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」（以下「告示」という。)
に基づき、平成 28(2016)年 1 月 7 日に改正し、本学における人を対象とする医学系研
究の適切に実施している。【資料 3-1-18】
 研究倫理の審査については、研究倫理規程と同日に「東北文化学園大学研究倫理委員
会規程」を制定し、告示に基づき研究倫理規程と同様、同日に改正し、研究計画が告
示に適合しているか否かその他、人を対象とする医学系研究に関し必要な事項の審査
を行っている。【資料 3-1-19】
○個人情報について
 個人情報については、平成 15(2003)年に「個人情報の保護に関する法律」が制定され
たことに伴い、平成 17(2005)年 5 月 25 日に「学校法人東北文化学園大学個人情報保護
規程」を制定し、平成 22(2010)年 9 月 28 日に改正し、個人の権利利益及びプライバシ
ーの保護に努めている。【資料 3-1-20】
 公益通報については、平成 16(2004)年に「公益通報者保護法」が制定されたことに伴
い、平成 21(2009)年 3 月 26 日に「学校法人東北文化学園大学公益通報者保護規程」を
制定し、平成 22(2010)年 5 月 1 日及び平成 23(2011)年 5 月 1 日に改正し、公益通報者
の保護及び公益通報の処理を行っている。【資料 3-1-21】
 個人番号及び特定個人情報については、平成 25(2013)年に「行政手続における特定の
個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び平成 15(2003)年に「個人情報
の保護に関する法律」の制定並びに平成 28(2016)年に個人情報保護委員会において一
部改正された「特定個人情報の適正な取扱いのガイドライン」に基づき、平成 28(2016)
年 3 月 22 日に「学校法人東北文化学園大学個人番号及び特定個人情報取扱規程」を制
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定し、同年 3 月 1 日から適用し、適正な取扱いを確保している。【資料 3-1-22】「東北
文化学園大学研究倫理委員会規程」第 2 条第 3 項では、人を対象とする医学系研究の
倫理に関する講習その他必要な教育を行うことを定めており、研究倫理審査申請を行
う場合は講習会での受講を申請条件としている。
表 3-1-1

研究倫理に関する講習会

実施月日
平成 26 年 11 月 6 日
平成 27 年 9 月 9 日

講習会題目

講師

臨床研究と疫学研究について
～研究対象者の保護と円滑な研究を目指して～
研究倫理とは何か

福士 審
（東北大学大学院医学系研究科)
西村 高宏
（ 東北文化学園大学医療福祉学部)

○情報セキュリティポリシーについて
 情報セキュリティポリシーとして、平成 25(2013)年 1 月 9 日に「東北文化学園大学の
情報システム運用に関する規程」を制定（同年 4 月 1 日施行)し、本学の教育研究、社
会活動の安全な遂行及び本学の情報資産の安全性を確保している。【資料 3-1-23】
○安全への配慮及び管理について
 消防設備については、毎年 2 回 3 月と 9 月に法定点検を業者に委託し実施するととも
に、改善等を指摘された箇所については随時対処し、その結果を 3 年ごとに仙台市青
葉消防署予防課指導係へ提出している。
○防火及び防災について
 防火及び防災については、平成 2(1990)年 4 月 1 日に「学校法人東北文化学園大学防火
管理規程」を制定したが、防災の必要性から平成 22(2010)年 9 月 22 日に「学校法人東
北文化学園大学防火・防災管理規程」
（以下「防火・防災管理規程」をいう。)に改正し
た。【資料 3-1-24】
 震災への対応については、平成 23(2011)年 3 月 11 日に発生した東日本大震災を教訓と
して、翌年に「震災対応マニュアル－もしもの時にあなたの身を守る－」
（以下「震災
対応マニュアル」という。)を作成、学生及び教職員に配布するとともに、毎年開催す
る新入生ガイダンスにおいて、震災対応マニュアルの解説を実施している。
 防火及び防災の教育については、教職員を対象として平成 28(2016)年 3 月 11 日に屋内
消火栓の放水実技を実施し、同年 3 月 14 日に「防火・防災危機管理マニュアル」を策
定し、イントラに掲載することにより周知を図り、また、同年 4 月 27 日に仙台市青葉
消防署国見出張所の所長を招き、講演会を実施した。【資料 3-1-25】【資料 3-1-26】
○安全衛生について
 安全衛生については、平成 17(2005)年 11 月 1 日に「学校法人東北文化学園大学安全衛
生管理規程」
（以下「安全管理規程」という。)を制定し、平成 27(2015)年 12 月 1 日に
ストレスチェックの施行に伴い、安全管理規程を改正、同日施行し、教職員の健康及
び安全確保に努めている。【資料 3-1-27】
 安全衛生委員会については、平成 17(2005)年 11 月 1 日に安全管理規程の第 6 条に定め
る「学校法人東北文化学園大学安全衛生委員会規程」
（以下「委員会規程」という。)」
を制定し、委員会規程の第 3 条に定める委員により、平成 25(2013)年度から原則とし
て毎月 1 回開催し、教職員の時間外勤務状況、構内放射線量の測定状況、施設設備法
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定検査状況としての建築物環境衛生管理、法令検査点検、エレベーター点検、設備点
検、日常清掃点検、教職員のインフルエンザ等感染症の罹患状況、労働災害の発生状
況及び健康診断の受診状況等を報告、問題点について審議、改善を行い、安全衛生管
理活動の円滑な推進に努めている。【資料 3-1-28】
 自動体外式除細動器（ＡＥＤ)については、警備室、1 号館、2 号館及び 3 号館の 4 箇所
に 1 台ずつ、また、講義用として体育館に 1 台の計 5 台を設置し、本法人のイントラ
及び震災対応マニュアルに掲載することにより、教職員及び学生に周知し、緊急時の
措置対応に努めている。【資料 3-1-29】
○学内の警備について
 学内の警備については、警備会社警備員が常駐しており、昼間及び夜間に定期的に 1
日複数回、構内を巡回し、毎日、その警備報告書を法人事務局管理部に提出すること
になっており、構内の安全確保に努めている。
エビデンス集(データ編・資料編)
【資料 3-1-4】2016TBGU ハンドブック
【資料 3-1-14】電気使用量比較グラフ
【資料 3-1-15】学校法人東北文化学園大学ハラスメントの防止等に関する規程
【資料 3-1-16】学校法人東北文化学園大学人権侵害及びハラスメント防止のためのガ
イドライン
【資料 3-1-17】学校法人東北文化学園大学ハラスメントの防止等に関する規程に基づ
く、ハラスメント相談員の公示について
【資料 3-1-18】東北文化学園大学研究倫理規程
【資料 3-1-19】東北文化学園大学研究倫理委員会規程
【資料 3-1-20】学校法人東北文化学園大学個人情報保護規程
【資料 3-1-21】学校法人東北文化学園大学公益通報者保護規程
【資料 3-1-22】学校法人東北文化学園大学個人番号及び特定個人情報取扱規程
【資料 3-1-23】東北文化学園大学の情報システム運用に関する規程
【資料 3-1-24】学校法人東北文化学園大学防火・防災管理規程
【資料 3-1-25】震災対応マニュアル－もしもの時にあなたの身を守る－
【資料 3-1-26】防火・防災危機管理マニュアル
【資料 3-1-27】学校法人東北文化学園大学安全衛生管理規程
【資料 3-1-28】学校法人東北文化学園大学安全衛生委員会規程
【資料 3-1-29】国見キャンパス AED 設置場所
3-1-⑤

教育情報・財務情報の公表

 教育情報については、本学ホームページ上に、平成 23(2011)年 4 月 1 日から改正施行
された「学校教育法施行規則」に定められた教育情報を公開している。【資料 3-1-30】
 日本私立学校振興・共済事業団の大学ポートレート（私学版)に登録し、本学のポート
レートを掲載して本学の特色や学生生活支援等に係る情報を公開している。
 財務情報については、本法人が設置する学校に関する「学園基本情報」等を公開して
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おり、公共性、健全性、規律及び誠実性の確保に努めている。【資料 3-1-31】
エビデンス集(データ編・資料編)
【資料 3-1-30】東北文化学園大学ホームページ

TOP＞大学概要＞学校教育法施行規則

に基づく教育情報の公開
【資料 3-1-31】東北文化学園大学ホームページ

TOP＞大学概要＞情報公開

（3)3-1 の改善・向上方策(将来計画)
○安全への配慮及び管理について
 危機管理については、危機そのものが多様化しており、自然災害に限らず、考え得る
様々なリスクを想定し、対応に努める。
 災害が発生した場合の対応としては、大学としての公共性及び公益性から、学生及び
教職員に限らず、地域住民の避難及び収容場所としての役割を担わなければならない
ので、本学の教育研究の特徴を活かした対応策を計画的に検討する。
 情報公開については、学校教育法施行規則 172 条の 2 で指定している教育情報の 9 項
目及び自己点検・評価を含め、積極的に進めているが、社会への説明責任を果たし、
社会からの信頼を維持確保するために、より一層の工夫に努める。
 大学ポートレートの掲載情報の更新を常時行うように努める。

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

〇理事会について
 大学の目的を達成するための学校法人としての管理運営は、寄附行為及び理事会運営
規程に基づいて行われている。本法人は、寄附行為により、理事会の運営方針と監事
の職務等を明確に規定しており、学校法人としての適正で円滑な業務をはかるための
方針が明記されている。【資料 3-2-1】、【資料 3-2-2】
 理事定数は、寄附行為第 5 条第 1 号の規定で 8 人から 10 人と定められており、現在の
理事総数は 8 人である。【資料 3-2-1】
 理事構成は学内理事が 6 人、学外理事は、地方独立行政法人・特任部長及び短期大学
教授の 2 人であり、バランスの取れた構成となっている。
 理事会は、表 3-2-1 のとおり各年度において開催し、寄附行為の定めにより、予算、
決算をはじめとする重要事項について審議した。
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表 3-2-1

理事会の開催回数

年度

平成 25(2013)年度

平成 26(2014)年度

平成 27(2015)年度

回数

20 回

20 回

17 回

 平成 28(2016)年度から、常任理事会を「学校法人東北文化学園大学常任理事会設置規
程」に則り、本法人の業務の円滑な運営を諮るための意思決定機関として、法人の専
任教職員である理事を構成員として、定期的に開催し、理事会及び評議員会に提出す
る議案の精査、決定、議題整理を行っている。【資料 3-2-3】
〇監事について
 法人の業務及び財産を監査する 2 人の監事は、平成 27(2015)年度に開催した理事会全
てに両監事とも出席し、私立学校法及び寄附行為の定めにより、法人の業務及び財産
の状況について適切な助言を行っている。
 監事 1 人は、平成 28(2016)年度から毎週 2 日常勤しており、可能な限り常任理事会に
も出席している他、学校法人の適切な運営に貢献をしている。
〇評議員会について
 評議員会は、表 3-2-2 のとおり各年度において開催し、寄附行為第 22 条に定められた
諮問事項に関する意見聴取のほか、寄附行為第 23 条（評議員会の意見具申等)の定め
により理事会に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答えている。【資料 3-2-1】
 評議員会の定数は、寄附行為第 20 条第 2 項の規定で 17～21 人をと定められており、
現在の評議員総数は 18 人である。【資料 3-2-1】
表 3-2-2

評議員会の開催回数

年度

平成 25(2013)年度

平成 26(2014)年度

平成 27(2015)年度

回数

10 回

11 回

9回

〇理事会の決定事項の周知方法について
 理事会の決定事項は、全学合同会議において理事長から各学校及び事務局に伝達され、
それぞれの学校及び事務局では円滑に実施している。
〇理事等の選任等の方法について
 理事の選任については、寄附行為第 6 条で定められており、監事の選任については、
寄附行為第 7 条に定められている。【資料 3-2-1】【資料 3-2-1】
 理事及び監事の候補者の選考は「学校法人東北文化学園大学理事、監事及び評議員候
補者選考規程」の規定に基づき、適正に行われている。【資料 3-2-4】
エビデンス集(データ編・資料編)
【資料 3-2-1】学校法人東北文化学園大学寄附行為
【資料 3-2-2】学校法人東北文化学園大学理事会運営規程
【資料 3-2-3】学校法人東北文化学園大学常任理事会設置規程
【資料 3-2-4】学校法人東北文化学園大学理事、監事及び評議員候補者選考規程
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（3)3－2 の改善・向上方策（将来計画)
・理事会運営は適切に行われており、理事会の機能をより強化するため、理事の定数の
変更、常勤理事の担当制及び外部理事の充実に努める。
・評議員会についても、平成 27(2015)年度に構成員を一新し、評議員会の機能をより強
化するため、次期の改選を目途に外部評議員の充実に努める。

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
〇学則、大学運営会議、教授会について
 本学では、
「東北文化学園大学学則」
（以下、「学則」という。)、「東北文化学園大学大
学院学則」
（以下、
「大学院学則」という。)に則り、教学面における管理運営を行って
いる。【資料 3-3-1】【資料 3-3-2】
 教学に関する大学内の最高審議機関として「大学運営会議」を設置し、「東北文化学
園大学運営会議規程」（以下、「大学運営会議規程」という。)に基づいて運営してい
る。【資料 3-3-3】
 学部では、教学に関する重要事項の審議機関として「大学学則」に基づき、医療福祉
学部教授会、総合政策学部教授会及び科学技術学部教授会を設置し、「東北文化学園
大学医療福祉学部教授会規程」「東北文化学園大学総合政策学部教授会規程」及び「東
北文化学園大学科学技術学部教授会規程」（以下、「教授会規程」という。)に則り運
営している。【資料 3-3-4】【資料 3-3-5】【資料 3-3-6】
 研究科では、大学院学則に基づき、健康社会システム研究科教授会を設置し、「東北
文化学園大学大学院健康社会システム研究科教授会規程」（以下、「研究科教授会規
程」という。)に則り運営している。【資料 3-3-7】
 大学全体に関する重要事項については、教授会及び研究科教授会の議を経た後、大学
運営会議で審議が行われ、学長が決定する。大学運営会議は学長が主宰し、原則毎月 1
回開催される。学長、副学長、研究科長、学部長、教学部長、学生部長、総合情報セ
ンター長、地域連携センター長、教育支援センター長、事務局長、学長が指名する教
授をもって構成される。その運営は、学則及び大学運営会議規程に則り、大学の教育
研究に関わる重要な事項について審議し、学長が決定する。【資料 3-3-3】
 学部教授会及び研究科教授会は、教授会規程及び研究科教授会規程の定めにより、学
部長及び研究科長並びに教授をもって構成しているが、学長が認める場合は、准教授
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を構成員に追加することができる他、学部長または研究科長が、必要に応じ学部教授
会及び研究科教授会の承認を得て、構成員以外の教職員を出席させ、意見を聴くこと
ができる。【資料3-3-4】【資料3-3-5】【資料3-3-6】【資料3-3-7】
 学部教授会は、その構成員の 3 分の 2 以上の出席をもって成立する。研究科教授会は、
2 分の 1 以上の出席をもって成立する。学部教授会及び研究科教授会は、毎月（8 月を
除く。)定期的に開催するとともに、必要に応じて臨時にも開催する。
 学部教授会の運営は、学則及び各学部の教授会規程に則り行われ、学部の教育研究に
関わる重要な事項について審議し、学長が決定を行うに当たり意見を述べるものとし
ている。研究科教授会の運営は大学院学則及び研究科教授会規程の定めにより行って
おり、大学院の教育研究に関わる重要な事項について審議し、学長が決定を行うに当
たり意見を上申する。【資料 3-3-4】【資料 3-3-5】【資料 3-3-6】【資料 3-3-7】
 学科運営に関する協議の場として学科毎に学科の会議を、研究科の専攻運営に関する
協議の場として専攻毎に専攻の会議を設けている。その他、各学科・部署等の協議機
関として、
「教務委員会」
「入学試験委員会」
「学生委員会」
「広報委員会委員会」
「就職
委員会」等の各種委員会が設けられている。
〇全学合同会議について
 法人、経営部門と教学部門の意見交換の場として、
「全学合同会議」がある。全学合同
会議は、組織運営、教育及び研究の諸問題について迅速に解決を行い、法人側と教学
側の連携及び意思統一を図るために「学校法人東北文化学園大学全学合同会議規程」
（以下、「合同会議規程」という。)に基づいて設置している。【資料 3-3-8】
 合同会議規程第 5 条に定める構成員は、理事長、理事長の指名する理事・監事、学長、
学生部長、総合情報センター長、健康管理センター所長、教育支援センター長、研究
科長、学部長、学科長、幼稚園園長、専門学校校長、教頭、各事務局の局長、次長、
部長、副部長で、その他理事長が必要と認めた者がである。【資料 3-3-8】
 全学合同会議は、寄附行為第 3 条に定める本法人の目的を達成するため原則月 1 回開
催し、理事長が必要と認めた時は、適宜招集する。全学合同会議では、教学各部門の
運営状況についての報告、法人、経営部門の運営状況の報告、理事会、評議員会での
決定事項等の報告が行われ、意見交換も行われている。【資料 3-3-8】
〇大学の意思決定について
 学長の下に大学運営会議、教授会、研究科教授会そして各種委員会が整備されており、
意思決定組織は適切に運営されている。
エビデンス集（データ編・資料編)
【資料 3-3-1】東北文化学園大学学則
【資料 3-3-2】東北文化学園大学大学院学則
【資料 3-3-3】東北文化学園大学運営会議規程

旧

【資料 3-3-4】東北文化学園大学医療福祉学部教授会規程
【資料 3-3-5】東北文化学園大学総合政策学部教授会規程
【資料 3-3-6】東北文化学園大学科学技術学部教授会規程
【資料 3-3-7】東北文化学園大学大学院研究科教授会規程
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【資料 3-3-8】学校法人東北文化学園大学全学合同会議規程
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
〇学長について
 学長は、「東北文化学園大学学長選任規程」第3条において「人格、識見ともに優れ、
かつ、教育研究等において指導力を発揮し得る能力を有し、学長としての職務を掌理
し得るものでなければならない」と定められている。また、学長は寄附行為の定めに
より理事に選任され、運営面においても職務責任を有する。
【資料3-3-9】
【資料3-3-10】
〇副学長について

 平成26(2014)年度より、学長の業務執行を円滑に推進するために、学長を補佐する「副
学長」として専任教授より2名指名されている。2名の副学長はそれぞれ教学・学生担
当、入試・進学・広報担当の役割を分担しており、大学教育・運営上の重要事項に関
して学長を補佐する体制を整備している。【資料3-3-11】
〇大学運営会議について
 本学では、大学運営における最高審議機関として大学運営会議を設置している。学長
が議長を務める大学運営会議では、学則及び大学運営会議規程に則り、教育研究に関
わる以下の重要事項を審議している。【資料3-3-3】
⑴ 大学及び大学院の規程及びこれに準ずるものの制定並びに改廃に関する事項
⑵ 大学及び大学院の機構の改変に関する事項
⑶ 大学の学部及び大学院の研究科の新設並びに改廃に関する事項
⑷ 大学及び大学院の予算その他の重要な学務に関し学長から諮問された事項
⑸ 大学及び大学院の教員の選考及びその基準に関する事項
⑹ 大学及び大学院の学生の定員に関する事項
⑺ 大学及び大学院の教育課程に関する事項
⑻ 大学及び大学院の学生の賞罰に関する事項
⑼ 大学及び大学院の学生の厚生補導及び身分に関する重要事項
⑽ 名誉教授称号授与に関する事項
⑾ 理事長から諮問された事項
⑿ 大学の学部、大学院の研究科その他の機関の連絡調整に関する事項
〇学部教授会について
 学部教授会では、学則及び教授会規程に則り、学部の教育研究に関わる以下の重要な
事項について審議している。【資料3-3-12】
①学生の入学、卒業及び学位の授与に関する事項
②教授・准教授・講師及び助教の人事に関する学長の諮問事項
③教育課程及び授業科目に関する事項
④学生の転学部・転学科、除籍に関する事項
⑤学則及び諸規程等の制定、改廃に関する事項
⑥学生の賞罰に関する事項
⑦その他学長の諮問事項
〇研究科教授会について
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・研究科教授会では、大学院学則及び研究科教授会規程に則り、研究科の教育研究に関
わる以下の重要な事項について審議している。【資料 3-3-13】
①学生の入学、課程の修了及び学位の授与に関する事項
②教授・准教授・講師及び助教の人事に関する学長の諮問事項
③教育課程及び授業科目に関する事項
④学生の除籍に関する事項
⑤学則及び諸規程等の制定、改廃に関する事項
⑥学生の賞罰に関する事項
⑦その他学長の諮問事項
エビデンス集（データ編・資料編)
【資料 3-3-1】東北文化学園大学学則
【資料 3-3-2】東北文化学園大学大学院学則
【資料 3-3-3】東北文化学園大学運営会議規程
【資料 3-3-8】学校法人東北文化学園大学全学合同会議規程
【資料 3-3-9】東北文化学園大学学長選任規程
【資料 3-3-10】学校法人東北文化学園大学寄附行為
【資料 3-3-11】「平成 27・28 年度における副学長への業務依頼について」
【資料 3-3-12】東北文化学園大学学則第 14 条第４項第３号に規定する教育研究 に関す
る事項に係る申合せ
【資料 3-3-13】東北文化学園大学大学院学則第 14 条第４項第３号に規定する教育研究 に
関する事項に係る申合せ
（3)3－3 の改善・向上方策（将来計画)
 大学の意思決定は規程に則り、学長のリーダーシップの下に円滑に行われているが、
「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律」(平成27(2015)年4月1日施
行)に基づき、学長のリーダーシップが適切に発揮されることを明確にした規程の改正
を実施し、学長のリーダーシップによる意思決定の制度を構築する必要がある。

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。
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（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
○学校法人東北文化学園大学の理事会について
 学校法人の最高意思決定機関である「理事会」は、原則８月を除き毎月開催し、「寄
附行為」に規定する議案の審議及び決定を行っている。【資料3-4-1】
 理事会の基本的な決定事項については、「学校法人東北文化学園大学 理事会運営規
程」第2条において以下の通り定められている。
⑴ 寄附行為の変更、及び法令に定められた認可申請を要する事項
⑵ 業務運営及び事業計画に関する重要な事項
⑶ 予算の編成、決算等経理及び財務に関する事項
⑷ 重要な財産の保管及び処理に関する事項
⑸ 重要な職制及び職務分掌の制定改廃に関する事項
⑹ 就業規則、その他重要な規程の制定改廃に関する事項
⑺ 役員及び評議員に関する事項
⑻ その他理事会が必要と認めた事項
○経営と教学の関係について
 教学の運営については、学長も出席する大学運営会議において承認を受け、教授会の
意見を徴集し、意思決定がなされている。
 経営と教学の戦略目標に対する意思統一は、８月を除き毎月開催される「全学合同会
議」において確認している。【資料3-4-2】
 教職員全体のコミュニケーションを図る一環として、毎年1月の仕事始めには「理事
長・学長、校長の新年の挨拶があり、4月1日には「東北文化学園大学・専門学校辞令
交付式」の際改めて挨拶がある。
 新年度に向けての理事長・学長、校長等の抱負は、広報誌「季報」において運営方針
等が伝わる仕組みになっており、学内イントラを通じて情報の共有を進めている。
○経営と教学の役割分担について
 経営と教学の責任分担によって、学長が推進する教学運営を理事長が経営面から支え
るという体制が一般的であるが、本学の場合、学長が理事長を兼ねているため、その
補佐役として副学長、大学事務局長及び法人事務局長がその役割を果たしている。
 経営と教学の連携、意思決定は「全学合同会議」がその役割を担い、スムースな意思
疎通が図られている。【資料3-4-2】
エビデンス集(データ編・資料編)
【資料 3-4-1】学校法人東北文化学園大学寄附行為
【資料 3-4-2】全学合同会議規程
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

○本法人の意思決定の仕組みについて
 法人の最高意思決定機関である「理事会」の構成員には、
「寄附行為」第 6 条第 1 項第
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1 号に基づき、本学から学長が選任されている。また、
「評議員会」においても、
「寄附
行為」第 24 条第 1 項第 1 号に基づき、本法人に所属のある教職員 4～6 人（現在は 5
人)が選任されており、本法人と本学とは密接な関係にあり、充分な協議の上に意思決
定が行われている。（評議員 18 人中 14 人が本学関係者)
 また、教授会は各学部の最高議決機関であり、事務部門とあらかじめ教授会の審議内
容について調整をし、各学部の重要事項を審議・決定する。
 教授会で審議・決議した内容は「大学運営会議」へ送られ、大学の最高議決機関とし
てさらに審議・決定され、理事会へ審議内容が送られる。
○経営企画会議について
 「経営企画会議」は、理事長、理事、学長、副学長、各学部長、研究科長、各センタ
ー長、大学事務局長、法人事務局長及び専門学校校長、専門学校事務局長等が構成員
となっており、本法人が設置する学校と部局又は部局間における運営上の調整を行っ
ており、相互チェック機能を備えている。【資料3-4-3】
 理事会で審議する内容は大学、専門学校、幼稚園からそれぞれ提出されるもののほか、
事務部門でも審議する内容もあることから、理事会へ提案する前に、「経営企画会議」
おいて検討される。
○監事の職務について
 本法人のガバナンスとしては、寄附行為の第16条に監事の職務が規定されており、次
のような業務を行う。
⑴ この法人の業務を監査すること。
⑵ この法人の財産の状況を監査すること。
⑶ この法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当
該会計年度終了後2月以内に理事会及び評議員会に提出すること。
⑷ 第１号又は第2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正
の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したと
きは、これを文部科学大臣に報告し、又は理事会及び評議員会に報告すること。
⑸ 前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して、評議員会の招集を
請求すること。
⑹ この法人の業務又は財産の状況について、理事会に出席して意見を述べること。
 寄附行為の監事定数は2人であり、寄附行為第23条で「監事は、この法人の理事、職員
（学長、園長、教員その他の職員を含む。以下同じ。)又は評議員以外の者であって理
事会において選出した候補者のうちから、評議員会の同意を得て、理事長が選任する。」
と定められている。現在2人の監事は2名とも非常勤として就任しており、任期は2年と
なっている。監事は常時理事会及び評議員会に出席し、法人の業務の監査等を行って
いる。
 また、監事の理事会への平成27(2015)年度の出席率は100％であり、良好な出席状況の
もと適切に運営されている。
○評議員会について
 「評議員会」は寄附行為第20条に設置が定められ、第23条で「この法人の業務若しく
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申し述べ、若
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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。」と定めている。
 評議員の定数は17人～21人（現在18人)とし、現に在職する理事数の2倍を超える人数
の評議員をもって組織している。
 選任区分は、寄附行為第24条で、第1号評議員「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4～6人」、第2号評議員「この法人
の設置する学校を卒業した者で年齢25歳以上の者のうちから理事会において選任した
者2人」、第3号評議員「学識経験者のうちから理事会において選任した者11～13人」
と規定している。評議員会は、理事長が招集する。
 議長は、評議員のうちから評議員会において選任される。現員は、第1号評議員5人、
第2号評議員2人、第3号評議員11人の合計18人であり、任期は2年である。平成27(2015)
年度中に開催された評議員会の実出席率は92.0％となっている。
エビデンス集(データ編・資料編)
【資料 3-4-3】学校法人東北文化学園大学経営企画会議規程
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

○理事長のリーダーシップについて
 理事長は理事会・評議員会をまとめ、本法人の経営にリーダーシップを発揮している。
また、管理運営の中枢をなしている副学長（理事)は、教授会、東北文化学園大学運営
会議に出席し、本法人と本学教学部門の円滑な運営に寄与している。
 例えば、本法人事務局による各部署との「予算調整」は、各部署の「予算・決算」、
「事業報告書」及び「事業計画書」に反映されている。
 理事長の経営方針や法人の意思決定内容は「全学合同会議」において、理事長から報
告され、重要な施策についても、各センターなどから報告を受け、「経営企画会議」
において審議し決定されている。【資料3-4-3】
 理事長に対して決裁等を求める機能として、「学校法人東北文化学園大学 決裁権限規
程」を制定し、稟議事項やその決裁の方法等を定めている。【資料3-4-4】
 本法人の基本方針に基づいて各部署で起案された運営に関する計画や提案事項は、こ
の規程によって決裁されることになっている。
 学生の意見・提案等については、「学生生活実態調査」「授業評価アンケート」をそ
れぞれ学生委員会、教務委員会が実施し、とりまとめている。
【資料3-4-5】
【資料3-4-6】
 改善課題については担当委員会等で取り上げ検討され、学生サービス向上のための改
善に生かされている。実際の事例としては、「ラーニング・コモンズ」及び「学生自
習室」の設置、キャンパス・アメニティとしてのトイレの改装等が行われた。
エビデンス集(データ編・資料編)
【資料 3-4-3】学校法人東北文化学園大学経営企画会議規程
【資料 3-4-4】学校法人東北文化学園大学決裁権限規程
【資料 3-4-5】平成 26(2014)年度 学生生活実態調査報告書
【資料 3-4-6】平成 26(2014)年度 後期授業評価アンケート結果（学部・専攻科)
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（3)3－4 の改善・向上方策（将来計画)

 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をさらに強め
るとともに、法人及び大学の各管理運営機関の相互チェック機能によるガバナンスの
あり方を検討していく。

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制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制及び職員の配置による
業務の効果的な執行体制の確保

○学校法人東北文化学園大学理事会及び評議員会について
 本法人では、寄附行為に則り、理事8～10人及び監事2人の役員（理事の実数8人のうち、
本学専任教員4人及び本法人専任職員2人並びに外部理事2人)を置き、理事をもって構
成する理事会が本法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督している。
【資料3-5-1】
 理事総数の過半数の議決により選任される理事長は、本法人を代表し、業務を掌理し
ている。【資料3-5-1】
 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
る監事2人は、寄附行為に定める監事の職務（本法人の業務の監査、本法人の財産の状
況の監査等)を行っている。【資料3-5-1】
 同じく、寄附行為に則り、評議員17～21人（評議員の実数18人のうち、本学専任教員8
人及び本法人専任職員6人並びに外部から招聘している学識経験者4人)で組織する評
議員会を置き、理事長からあらかじめ諮問された事項について審議し、評議員会の意
見の具申等を行っている。【資料3-5-1】
○学校法人東北文化学園大学常任理事会について
 本法人では、常任理事会設置規程に則り、理事長及び本法人の教職員を兼ねる理事を
もって構成する常任理事会を設置し、理事会及び評議員会に提案する議題に関する事
項、本法人及び本法人が設置する学校の管理運営に関する総合調整に関する事項、そ
の他あらかじめ理事会が委託した事項を審議し決定している。【資料 3-5-2】
○理事、監事及び評議員の候補者の選考及び選任について
 理事、監事及び評議員の選任については、学校法人東北文化学園大学理事、監事及び
評議員候補者選考規程に則り、理事長を委員長とし、副理事長、常務理事、常勤理事
若干人で組織する理事・監事・評議員候補者選考委員会が候補者を選考し、寄附行為
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に則り、理事、監事及び評議員を選任している。【資料 3-5-3】【資料 3-5-1】
○学校法人東北文化学園大学経営企画会議について
 本法人では、「学校法人東北文化学園大学経営企画会議規程」に則り、理事長を議長
とし、理事、学長、副学長、学長補佐、各学部長及び研究科長、東北文化学園専門学
校長、同副校長、各事務局長、理事長が必要と認めた者をもって組織する学校法人東
北文化学園大学経営企画会議（以下「経営企画会議」という。)を設置している。
 経営企画会議は、本法人が設置する学校の経営企画（予算、入試、事業、施設等を含
む)に関すること、理事会の企画・立案の支援及び執行に関すること、本法人が設置す
る学校と部局における運営上の調整に関すること及びその他理事長が運営上必要と認
める事項について検討している。【資料 3-5-4】
○学校法人東北文化学園大学事務組織について
 本法人の事務組織は、法人の総務、財務、管理、就職関係、学生募集を担当する法人
事務局、教育研究活動を支援する大学事務局及び専門学校・幼稚園事務局の 3 部局に
加え、予算執行等に関して監査するための内部監査室及び学内情報の集約と分析に基
づく円滑な意思決定の推進等を目的としたＩＲ室を理事長の下に設置し、構成してい
る。【資料 3-5-5】
 本法人の事務組織の業務の遂行については、
「学校法人東北文化学園大学事務組織規程」
（以下「事務組織規程」という。)の定める職制、組織及び事務分掌に基づき、職員を適
切に配置し、かつ、組織の各部署が担当する事項を定め行っている。【資料 3-5-5】
 各部署が遂行する業務は、学校法人東北文化学園大学決裁権限規程及び東北文化学園
大学文書決裁規程に定める手続き及び業務の性質に応じて定められた決裁者の決裁を
経て決定されている。【資料 3-5-6】【資料 3-5-7】
○東北文化学園大学の教育研究組織について
 本学では、その使命・目的を達成するために有する教育研究組織の適切な機能を目的
として、学則（第 1 章第 4 節)に、職員の職位及び各教育研究組織の長を置くことを定
めている。【資料 3-5-8】【資料 3-5-9】
 各教育研究組織の長は、本学の設置する各種委員会（予算委員会、同入学試験委員会、
同入学試験委員会、同入学者選抜試験実施専門委員会、同入学試験委員会入学者選抜判
定専門委員会、同教務委員会、同学生委員会、同国際交流委員会、同就職委員会、同総
合情報センター図書館運営委員会、同体育施設運営委員会、同ホームページ委員会、同
禁煙委員会、同情報委員会、同広報委員会、同将来構想委員会、同大学院特定行為研修
管理委員会、同共生社会学部（仮称)設置準備委員会及び同教員人事委員会)の規程に則
り、各種委員会の構成員として当該委員会を組織し、各種委員会の規程に定める事項の
審議及び委員会において決定する事項に係る責務を担っている。【資料 3-5-10】
 本学の最高意思決定機関は、学長を議長とする大学運営会議であり、学長、副学長又
は学長補佐、研究科長、各学部長、学生部長、教学部長、総合情報センター長、教育
支援センター長、地域連携センター長、大学事務局長及び学長が必要に応じて指名す
る教授で構成され、学則第 13 条第 3 項に定める事項を審議決定している。
【資料 3-5-11】
 大学運営会議の審議事項については、各種委員会規程に基づき、原則として、各学部
の教授又は准教授から選出された教員、大学事務局長及び必要に応じて同局長が指名
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する同局職員等で組織され、定例として開かれる常設の各種委員会で審議・検討され、
大学運営会議では全学的な視点から審議・検討している。【資料 3-5-10】
 教育研究に関わる学内意思決定機関の組織である研究科教授会及び各学部教授会は、
いずれも定例教授会及び臨時教授会を開催し、各学部研究科の教育目的に即した意思
決定を行うとともに学生の緊急の対応を必要とする事項について審議決定している。
エビデンス集(データ編・資料編)
【資料 3-5-1】学校法人東北文化学園大学寄附行為
【資料 3-5-2】学校法人東北文化学園大学常任理事会設置規程
【資料 3-5-3】学校法人東北文化学園大学理事、監事及び評議員候補者選考規程
【資料 3-5-4】学校法人東北文化学園大学経営企画会議規程
【資料 3-5-5】学校法人東北文化学園大学の事務組織図
【資料 3-5-6】学校法人東北文化学園大学決裁権限規程
【資料 3-5-7】東北文化学園大学文書決裁規程
【資料 3-5-8】東北文化学園大学教育研究組織
【資料 3-5-9】東北文化学園大学学則
【資料 3-5-10】学校法人東北文化学園大学各種委員会規程（予算委員会、同入学試験
委員会、同入学試験委員会、同入学者選抜試験実施専門委員会、同入
学試験委員会入学者選抜判定専門委員会、同教務委員会、同学生委員
会、同国際交流委員会、同就職委員会、同総合情報センター図書館運
営委員会、同体育施設運営委員会、同ホームページ委員会、同禁煙委
員会、同情報委員会、同広報委員会、同将来構想委員会、同大学院特
定行為研修管理委員会、同共生社会学部（仮称)設置準備委員会及び同
教員人事委員会)
【資料 3-5-11】大学運営会議規程
3-5-②

業務執行の管理体制の構築とその機能性

○事業計画及び事業報告について
 本法人の業務は、寄附行為に則り、法人を代表し、業務を総理する理事長が招集する
理事会において決定されている。
 当該年度の業務執行は、本法人全体及び本法人が設置する学校ごとに、教育研究、広
報及び管理運営面等の課題と事業計画の詳細を学校法人東北文化学園大学事業計画書
（以下「事業計画書」という。)にまとめ、理事長からあらかじめ評議員会に諮問され
た後、前年度 3 月開催の理事会における審議承認を得て、各学校にあっては各学校の
長を通じて、各事務局にあっては各事務局長を通じて、全教職員に周知され、事業計
画に基づき課題の共有が行われている。
 事業計画書の管理運営状況は、各学校の長、各事務局長がその履行状況を評価し、翌
年度の事業計画書に反映されると共に、監事による決算監査報告及び独立監査法人に
よる計算書類の監査報告を付した当該年度の事業報告「学校法人東北文化学園大学事
業報告書」として、5 月に開催の理事会における審議承認を得て、全教職員に周知され
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る他、学校教育法施行規則に基づく教育情報として、財務情報と共に本学のホームペ
ージで公表している。【資料 3-5-12】
 平成 28(2016)年度の各部署における事業計画の進捗状況は、原則月 1 回開催される全
学合同会議において報告され、必要に応じて、意見交換、提出議案の協議を行い、組
織運営、教育及び研究の諸問題の迅速な解決のため、各部署の事業進捗管理者である
同会議構成員の連携を図ると共に、全職員の意思統一を行っている。【資料 3-5-13】
○中期目標・中期計画について
 本法人は、『学校法人東北文化学園大学中期目標・中期計画「輝ける者を育む」(平成
27～30 年度)』（以下「中期目標・中期計画」という。)を策定し、平成 27(2015)年 5
月 26 日の理事会の承認を得て、重点項目である総合改革プランを履行中である。
 本法人は、中期目標・中期計画において、『医療と福祉に貢献する医療人、豊かな人
間性を兼ね備えた産業人、高度な企画力とシーダーシップを併せ持つ社会人の育成を
目指すこと』、『求める理想の人間像を「輝ける者」とし、学生を、単なる技術者と
してではなく、「輝ける者」として社会に送り出すため、その過程を全力で支援して
いくこと』を宣し、これを強力に推進し、実践するために、平成 27(2015)年 7 月 1 日、
教職員全体集会において、役員自らが、その基本理念及び総合改革プランの詳細につ
いて説明を行い、全教職員への周知を行った。【資料 3-5-14】
 中期目標・中期計画の進捗管理は、各学校の長、各事務局長の責任で行っており、平
成 27 年度のチェック（自己点検･評価)及びアクション（改善計画の策定)の状況は、
法人事務局総務部企画調整課が事業ミッションシートとして集約すると共に、同シー
トに基づき、平成 28 年度事業計画（書)を策定（平成 28(2016)年 3 月 22 日、理事会承
認)し、各部署において計画に基づく、事業を遂行している。
エビデンス集(データ編・資料編)
【資料 3-5-12】学校法人東北文化学園大学事業計画書、同事業報告書
【資料 3-5-13】学校法人東北文化学園大学全学合同会議規程
【資料 3-5-14】学校法人 東北文化学園大学中期目標・中期計画「輝ける者を育む」
（平成 27～30 年度)
3-5-③

職員の資質・能力向上の機会の用意

○授業評価アンケート及びＦＤ研修について
 本学では、教育研究活動の向上を図るために、学生による授業評価アンケートを実施
し、教員個々が授業改善に活用している他、評価結果を学内で公開することにより授
業改善促進につなげている。【資料 3-5-15】
 本学では、教職員を対象としたＦＤ研修会を実施し、教員の教育研究活動の改善の場と
している。この研修会は学内教育研究活動を公開する役割を担っており、教員には、学
部の枠を超えた情報交換の場として、職員には、教員の教育研究活動を知り、教職協働
を目指す上で重要な場として実施しており、平成 25(2013)年度から平成 28(2016)年度の
実施状況は、データ編の表「ＦＤ研修（平成 25 年度～平成 28 年度)」のとおりである。
○教員活動記録票について
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 本学では、教員自らが教育研究に関する活動を振り返り、次年度に向けた課題を認識
し、改善に向けた取り組みを検討する自己点検・自己評価ツールとして、教員活動記
録票を活用している。記録票作成者（教員)と学科長が面談及び意見交換を行い、学部
長及び学長が閲覧し、教員の自己点検・自己評価内容を確認している。【資料3-5-16】
○外部研修への参加について
 教職員が外部研修に参加することで、資質、能力の向上を図ることを推進するため、
外部研修の情報をメールや業務連絡で提供している。【資料3－5－17】
○ＳＤ研修について
 本法人では、平成25(2013)年度から平成28(2016)年度において、全教職員を対象とし
たＰＣスキルアップ研修及びビジネススキルアップ研修に加え、課長代理以上の管理
職を対象としたマネジメントスキルアップ研修を実施している。実施状況は、データ
編の表「ＳＤ研修(平成25～28年度)」のとおりである。
 本法人では、平成28(2016)年度、本法人の財務状況に対する共通理解、事業目標･中期
計画に対するＰＤＣＡアプローチの実践を目的とした教員を含む全職員を対象とした
ＳＤ研修を実施した。【資料3-5-18】
 本法人では、平成29(2017)年度の大学設置基準改正に伴うＳＤ研修の体系実施を計画
しており、教職協働を鍵概念としたＳＤ研修の検討を行っている。【資料3-5-19】
○専任職員を対象とした目標管理制度の導入について
 本法人では、平成 27(2015)年度から専任職員を対象として、目標管理制度を中心とし
た人事考課制度を導入し、被考課者への目標設定研修及び考課者の考課スキルアップ
研修を重ね、同制度の定着化及び効果向上を継続的に行い、組織としての目標達成を
目指し、取り組んでいる。
エビデンス集(データ編・資料編)
【資料 3-5-15】東北文化学園大学授業評価アンケート
【資料 3-5-16】教員活動記録表
【資料 3-5-17】外部研修参加資料
【資料 3-5-18】学校法人東北文化学園大学平成 28 年度ＳＤ研修資料
【資料 3-5-19】東北文化学園大学ＳＤ研修実施プログラム（案)
（3)3－5 の改善・向上方策（将来計画)
 教員を主体としたＦＤ活動と職員を主体としたＳＤ活動に多くは取り組んできたが、
平成 29(2017)年度以降の教職協働に基づいた総合的なＳＤ活動の計画・実施のための
体制を立ち上げ、具体的な活動計画を策定する。

3－6

財務基盤と収支

≪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

安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保
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（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

○民事再生に係る弁済について
 本法人では、平成 16(2004)年度の民事再生手続きによる再生計画認可決定以降、債権
弁済計画に基づき総額約 66 億 4 千 2 百万円の弁済を着実に履行してきた。
【資料 3-6-1】
 平成 26 年(2014)年度の約 16 億 3 千万円の最終弁済にあたっては、平成 21(2009)年度、
平成 24(2012)年度及び平成 25(2013)年度の特定預金積立により教育環境に支障を与え
ることなく平成 26(2014)年 6 月 16 日に弁済を完了している。【資料 3-6-2】
○中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立について
 平成 27(2015)年度からは中期目標・中期計画「輝ける者を育む」に基づき、資金収支
計画を作成し予算ヒアリングを行い事業計画・予算書を作成している。【資料 3-6-3】
【資料 3-6-4】
 資金収支計画は、学生募集状況等による変更を随時見直しており、中長期的な資金状
況を管理・予測している。【資料 3-6-4】
 資金運用については、将来に向けた資金の充実として特定預金への繰入を計画・実行
している。【資料 3-6-4】【表 3-11】
エビデンス集（データ編・資料編)
【資料 3-6-1】学校法人東北文化学園大学の民事再生手続きの概要
【資料 3-6-2】学校法人東北文化学園大学

債権弁済（別除権・一般債権)一覧

【資料 3-6-3】中期目標・中期計画「輝ける者を育む」
【資料 3-6-4】資金収支予算（決算)推移（予測)表
【表 3-11】要積立額に対する金融資産の状況（法人全体のもの)（過去 5 年間)
3-6-②

安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保

○安定した財務基盤の確立について
 本学では、平成 16(2004)年度の民事再生以降入学生確保に苦慮しており、入学定員の
充足が緊急の課題であり、そのため、本法人で設置している専門学校で実績のある臨
床工学科を、平成 28(2016)年度に収容定員振替により大学に設置し、減少傾向にあっ
た入学生確保に努めている。
 外部の研究資金獲得については、教員への外部資金情報の公開及び申請手続等に係る
研修会の開催により獲得の支援に努めている。【資料 3-6-5】
○安定した収支バランスの確保について
 収容定員充足が十分でないものの収入に応じた予算執行を行うことで、収支バランス
を確保している。
 平成 27(2015)年度の財務比率で全国平均と比較すると、学納金収入が減少したことに
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より人件費比率は 51.0%と全国平均 48.3%よりやや高い。【表 3-5】【表 3-6】
 教育研究経費は 31.9%と全国平均 36.4%より低い数値となっているが、30％以上を維持
している。【表 3-5】【表 3-6】
 総負債比率 9.1%及び負債比率 10.1%は、民事再生に係る債権弁済が完了したことから
全国平均 14.3%、16.7%と比較し良好な値となっている。【表 3-9】【表 3-10】
エビデンス集（データ編・資料編)
【資料 3-6-5】東北文化学園大学

外部資金獲得状況表

【表 3-5】消費収支計算書関係比率（法人全体のもの)
【表 3-6】事業活動収支県産初関係比率（法人全体のもの)
【表 3-9】貸借対照表関係比率（法人全体のもの)
【表 3-10】貸借対照表関係比率（法人全体のもの)
（3)3－6 の改善・向上方策（将来計画)
 本学は平成 26(2014)年 6 月に別除権借入約 16 億 3 千万円の一括繰上弁済を実施して、
平成 29(2017)年 3 月末時点での借入は、私立学校振興・共済事業団からの借入約 1 億
4 千万円を残すのみである。
 平成 26(2014)年度まで退職給与引当金及び減価償却累計額といった要積立額を確保す
ることが出来ていなかったが、安定した財務運営のため資金収支計画による資金状況
に留意しながら積立を実施していく。
 流動比率 138.9%及び前受金保有率 170.1%が全国平均（流動比率 255.0%、前受金保有率
369.4%)と比べ低い数値となっている。これは収容定員充足率が低いため十分な学納金
収入を確保出来ていない事が要因であるため、学科再編等による入学生確保の改善に
向け検討していく。

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
 会計処理については、学校会計基準並びに「学校法人東北文化学園大学
「学校法人東北文化学園大学

経理規程」、

予算管理規程」及び「学校法人東北文化学園大学

資

金運用規程」等に基づき処理し、不明点等については顧問の監査法人に適宜相談して
おり、月次の会計処理については、毎月開催される理事会、評議員会及び全学合同会
議に報告を行っている。【資料 3-7-1】
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 予算執行については、当初予算に基づき予算執行が行われているが、緊急の対応が必
要な場合には、評議員会の意見を聞いた上で、理事会の議を経て補正予算を組み対応
している。【資料 3-7-2】
 資金運用については、「学校法人東北文化学園大学

資産運用規程」を遵守し、運用

を実施している。【資料 3-7-3】
3-7-②

会計監査の体制整備と厳正な実施

 「私立学校法」第 37 条第 3 項に基づく監事による監査及び「私立学校振興助成法」第
14 条第 3 項に基づく監査法人による会計監査を、毎年確実に実施している。
 監事による監査内容については、決算監査に加え常勤監事との週 1 回の意見交換、2 人
の監事との月 1 回のミーティングを実施し、財務状況に限らず本学の経営状況等につ
いて定期的に報告しており、監事は最新情報の収集及びその研鑽のため、毎年開催さ
れる文部科学省主催の「監事研修会」に必ず 1～2 人が参加している。
 監査法人監査については、毎年監査法人と監査契約を締結し、期中監査、決算監査 (平
成 28(2016)年度は延べ 104 日間を予定)を実施し、その監査においては会計帳簿・帳票
伝票等の確認、適正な処理を行っているかの担当者へのヒアリング、会計処理の妥当
性の検証、理事会・評議員会の議事録の内容確認等が行われている。
 監査法人による監査時には、公認会計士から監査状況の報告を受け、決算理事会の前
には、監事に対する財務経理部長による決算状況報告に加え、事業報告の説明と質疑
応答を行っており、監事はその結果を踏まえ、決算理事会及び評議員会で監査報告を
行っている。

【資料 3-7-4】【資料 3-7-5】

エビデンス集（データ編・資料編)
【資料 3-7-1】学校法人東北文化学園大学

経理規程

【資料 3-7-2】学校法人東北文化学園大学

予算管理規程

【資料 3-7-3】学校法人東北文化学園大学

資産運用規程

【資料 3-7-4】監査報告書(平成 27 年度監事による監査・独立監査人の監査)
【資料 3-7-5】学校法人東北文化学園大学理事会議事録(平成 28 年 5 月)
（3)3－7 の改善・向上方策（将来計画)
 中期計画・中期目標「輝ける者を育む」の実施中であり、その中の大項目の一つが「財
務内容の改善」である。財務基盤の安定化のために、予算管理の厳正な実施と、無駄
な経費支出の削減の強化、支出管理の徹底を目指していく。
 中期計画・中期目標を実施する上で、引き続き法令遵守の精神に則り、会計処理の適
正な実施を行い、会計監査の厳正な実施が継続されるよう体制の堅持に努めていく。

[基準 3 の自己評価]

 本法人は、教育基本法及び学校教育法に準拠した寄附行為を定め、学校法人として適
切な管理運営体制や関係諸規程を整備している。
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 平成27(2015)年度からは中期目標・中期計画「輝ける者を育む」に基づき本学の将来
像を明確に定め、これらを教職員が共有し、実現に向けて継続的に努力している。

 環境保全、人権、安全への配慮においては、それぞれに対応した規程を整備するとと
もに各委員会を設置し、適宜連携を図りながら具体的な対策を講じている。

 本法人においては、理事長が建学の精神の周知、中期目標・中期計画の策定等の指導
的役割を担い、本法人の全般にわたるリーダーシップを発揮している。

 本法人の最高意思決定機関である理事会は法令及び寄付行為に基づき、設置学校全般
にわたる重要事項を審議し、また理事会を補完する機関としての常任理事会、学校法
人の運営に関する重要事項についての諮問機関である評議員会等により、本法人の管
理運営体制は整備されおり、適切に機能している。

 本学においては、学長のリーダーシップの下、運営会議や教授会にかかる規程等を整
備し、本学を円滑に運営していくための体制が整い、適切に運営している。

 学長は、教学運営は勿論のこと、法人運営においてもその職務を遂行しており、法人
と教学部門は各種会議体等を通じて円滑な連携の下で適切かつ機能的に運営している。

 財務面では、民事再生による弁済を完了し、安定的な財務基盤の確立のために中長期
的な資金状況を管理・予測している。

 学校教育施行規則に定める教育情報及び公共性、健全性、規律及び確実性の説明責任
を果たす財務情報は、本学ホームページで公開している。

 以上のことから、基準3「経営・管理と財務」について、基準を満たしていると判断し
た。
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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

 本学では、自己点検及び自己評価（以下「点検及び評価」という。)の組織並びに運営
について、
「東北文化学園大学自己点検及び自己評価規程」
（以下「点検及び評価規程」
という。)第 2 条に点検及び評価の基本方針として、「⑴

教育研究の自由を尊重しつ

つ、大学及び大学院の使命実現と本学教職員の意欲を高めるために行うこと。⑵
会に対して、教育研究活動等の状況を説明できるものであること。⑶
を基礎とし、公正かつ客観的で信頼性の高い評価を行うこと。⑷

社

専門的な知見

評価の方法及び指

標については、継続的に調査研究を行い、その改善に努めること。」と規定し、大学及
び大学院において自主的・自律的な自己点検・評価を行っている。【資料 4-1-1】
エビデンス集（データ編・資料編)
【資料 4-1-1】東北文化学園大学自己点検及び自己評価規程
4-1-②

自己点検・評価体制の適切性

 本学の自己点検・評価活動は、点検及び評価規程第 4 条に「点検及び評価を行うため、
自己点検及び自己評価運営委員会（以下「運営委員会」という。)を置く。」と規定し、
運営委員会は、学長、副学長又は学長補佐、研究科長、各学部長、学生部長、教学部
長、総合情報センター長、教育支援センター長、地域連携センター長、事務局長及び
その他学長が必要と認めた者によって組織すると規定している。
 加えて、点検及び評価規程第 7 条第 1 項に「教育研究活動、学生サービス、教学事務
等の専門の事項を点検及び評価するために、各学部及び研究科並びに大学事務局に、
自己点検及び自己評価実施委員会（以下「実施委員会」という。)を置く。」と定め、同
条第 2 項に「実施委員会は、必要に応じて作業部会を置くことができる。」と規定して
いる。
 また、「東北文化学園大学自己点検及び自己評価に関する申合せ」第 4 条に、「報告書
の具体的な実施方針の策定、報告書作成・精査、各種データ及び資料の取りまとめ等
をするために、自己点検総括ワーキンググループ（以下「ワーキンググループ」とい
う。)を置く。」とし、第 5 条に「報告書の各規準項目に点検及び評価の検討、各種デ
ータ及び資料の作成・取りまとめ等を行う作業部会を置く。」と規定している。
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 点検及び評価規程第 10 条第 1 項において、「実施委員会は、点検及び評価の経過並び
にその結果をとりまとめ、自己点検・自己評価報告書を作成し、運営委員会に報告す
るものとする。」、同条第 2 項、
「運営委員会は、第 4 条に基づき、原則として 3 年ごと
に大学及び大学院全体としての点検及び評価の結果を取りまとめ、理事長に報告する
ものとする。」と規定している。このように、本学では「運営委員会」、
「実施委員会」、
「ワーキンググループ」、「作業部会」により、適切な自己点検・評価が可能な体制を
整えている。【資料 4-1-2】【資料 4-1-3】
エビデンス集（データ編・資料編)
【資料 4-1-2】東北文化学園大学自己点検及び自己評価規程
【資料 4-1-3】東北文化学園大学自己点検及び自己評価に関する申合せ
4-1-③

自己点検・評価の周期等の適切性

 点検及び評価規程第 10 条第 2 項では、原則 3 年毎に大学及び大学院全体としての点検
及び評価の結果を取りまとめ、理事長に報告することを明記している。
【資料 4-1-4】
【資
料 4-1-5】
エビデンス集（データ編・資料編)
【資料 4-1-4】東北文化学園大学自己点検及び自己評価規程
【資料 4-1-5】学校法人東北文化学園大学自己点検及び自己評価規程
（3)4－1 の改善・向上方策（将来計画)
 本学の自己点検・評価は、運営委員会を中心として、全学的な協力で一層円滑に実施
できる体制を構築する。外部評価に関しては、点検及び評価規程第 12 条において「点
検及び評価の結果について第三者の意見を得る等の学外者による検証及び第三者機関
による外部評価を受けるよう努めるものとする。」と規定している。
 また、点検及び評価の結果の反映策として、点検及び評価規程第 13 条 において「学
長、研究科長及び各学部長並びに事務局長は、運営委員会から報告された点検及び評
価の結果に基づき、改善が必要と認められるものについて、大学及び大学院並びに大
学事務局の将来的な計画に反映されるよう努めるものとする。」と規定している。
 今後も、法人部門との連携も含めた規程の整備及び客観的評価に基づいた主体的な点
検・評価を実施し、改善策を講じ、大学の質保証を確立していく。

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
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（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

 本学は、日本高等教育評価機構の評価項目及び評価基準に則り「自己点検・自己評価
書」（以下「評価書」という。)を作成している。その準備段階として各学科教員及び
大学及び法人事務局職員からなる「ワーキンググループ」及び「作業部会」が大学の
基礎データを収集・分析し、評価している。【資料 4-2-1】
 評価書の結果は、大学内外に公表しており、その内容、透明性、情報の共有、社会へ
の公表など全てにおいて誠実に努めている。また、平成 27(2015)年から理事長の直轄
部署として設置したＩＲ（Institutional Research（以下「ＩＲ」という。))室で、
大学の教学面での詳細なデータの収集・分析結果の提供に基づき、
「ワーキンググルー
プ」及び「作業部会」で客観的に自己点検・評価を行っている。【資料 4-2-2】
エビデンス集（データ編・資料編)
【資料 4-2-1】自己点検評価報告書（平成 22 年 5 月)
【資料 4-2-2】学校法人東北文化学園大学ＩＲ室規程
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

 本学では、学生の大学生活に関する詳細なデータを収集・分析するために、平成 19
（2007)年度から毎年、全学生対象のアンケート調査を実施している。収集されたデー
タは、学生委員会が分析した上で、
「学生生活実態調査実施結果報告書」を作成し、教
職員と学生にも公表している。【資料 4-2-3】
 また、平成 17（2005)年度から「授業評価アンケート」を毎年実施し、授業に対する学
生の満足度を高めるために、教授法及び授業内容について継続的に改善を図っている。
このアンケート結果は、教務委員会で分析を行い、
「授業評価アンケート実施結果報告
書」としてまとめ、教職員及び学生に公表するとともに、学生のアンケート結果に対
する教員側の改善策についても、
「学生へのメッセージ」として大学ホームページ上で
公表している。【資料 4-2-5】
 公開授業も行われており、教授法等の改善点に関して教職員相互間で意見交換も行っ
ている。【資料 4-2-6】
 さらに、一般市民を対象に毎年実施している「東北文化学園フォーラム」においても
アンケートを実施し、市民の声を収集・分析している。【資料 4-2-7】
エビデンス集（データ編・資料編)
【資料 4-2-3】学生生活実態調査実施結果報告書（平成 27 年度)
【資料 4-2-4】授業評価アンケート実施結果報告書（平成 21 年度)及び大学ＨＰ
http://www.tbgu.ac.jp/内、Universal Passport
【資料 4-2-5】学内公開授業参加状況一覧表（平成 25,26,27 年度)
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【資料 4-2-6】医療福祉フォーラム資料（平成 27 年度)
4-2-③

自己点検・評価の結果の学内共有と社会への公表

 点検及び評価規程第 11 条において、「運営委員会は、理事会において決定された自己
点検・自己評価報告書を速やかにホームページ等で広く公表する。」と定め、この規定
に基づき本学のホームページで公表している。
 また、
「法人点検及び評価規程」第 9 条においても「各学校は、大学点検評価、幼稚園
点検評価及び専門学校点検評価について、原則として毎年実施する。」と規定し、毎年
の実施と結果の公表に努めている。【資料 4-2-8】【資料 4-2-9】。
エビデンス集（データ編・資料編)
【資料 4-2-7】本学ＨＰ（http://www.tbgu.ac.jp/)
【資料 4-2-8】学校法人東北文化学園大学自己点検及び自己評価規程
（3)4－2 の改善・向上方策（将来計画)
 今後も客観的な自己点検・評価を実施するために、各種データの収集・分析に努め、
学内全体で共有するとともに、外部への公表を促進する。また、ＩＲ室では、入試状
況（志願者・合格者・入学者推移)、高校ランク別、志願者アンケート集計、新入生対
象の「ＴＢＧＵベーシックテスト」集計、中途退学者及び休学者状況及び国家試験状
況などの大学の自己点検・評価に必要なデータの分析を行うなどの機能をさらに充実
させ、大学の教育活動等に活かしていく。

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)
・点検及び評価規程第 4 条に、
「自己点検及び自己評価を行うため、自己点検及び自己評
価運営員会（以下「運営委員会」という。)を置く。」、同第 13 条において、
「学長、研
究科長及び各学部長並びに事務局長は、運営委員会から報告された点検及び評価の結
果に基づき、改善が必要と認められるものについて、大学及び大学院並びに大学事務
局の将来的な計画に反映されるように努めるものとする。」と定められている。【資料
4-3-1】
・これを受け、平成 24(2012)年 6 月に、「東北文化学園大学将来構想委員会規程」の制
定により「将来構想委員会」を設置し、大学運営の改善・向上につながる体制を整備
した。この将来構想委員会は、学長、研究科長、各学部長、学生部長、教学部長、各
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センター長、各学科長、教務委員会委員長及び大学事務局長で組織され、ＰＤＣＡサ
イクルを意識し、自己評価報告書に記載された改善・向上方策について検討を行い、
それを教育研究活動等の大学の運営に反映させるべく活動している。【資料 4-3-2】
・平成 24(2012)年度の主な実施内容は、
「各学部の将来構想」
「Student JOB 制度」
「感謝
の日」及び「キャンパス禁煙活動」の在り方、全学共通科目の設置、全学教養教育の
在り方、情報システムの在り方等について、将来構想委員会と他の各担当委員会等と
共同して検討し、教育研究活動を具体化している。【資料 4-3-3】
・平成 25(2013)年度においては、ＦＤ教育育成検討ワーキンググループを組織し、教員
の資質向上とそれを大学の教育研究活動に反映させる方法の検討結果に基づき、東北
文化学園大学サバティカル制度規程を制定し、平成 26 年度から運用している。【資料
4-3-4】
・平成 27(2015)年度からは、学校法人東北文化学園大学中期目標・中期計画「輝ける者
を育む（平成 27 年度から平成 30 年度)」に基づき、「総合改革プラン」の一つである
「大学における改革」に掲げた「表 4-3-1」のとおりの 8 つの事項について、将来構
想員会及び各担当委員会を中心に検討等を進めた。【資料 4-3-5】
・さらに、平成 28 年(2016)度からは、学長のリーダーシップの下に設置されたワーキン
ググループ（表 4-3-2 のとおり)において、現状分析を行い、目標達成のための方策を
決め、具体的な計画を実行している。【資料 4-3-6】
表 4-3-1

総合改革プラン【大学における改革】
内

容

１

科学技術学部に新たな学科として臨床工学科を平成 28 年 4 月に開設します。

２

入学者の確保目標を設定し、入学者の増加に努めます。
学部・学科の再編、新設等による将来構想を計画し、平成 29 年度の実施を目指し
ます。
教育研究環境及び施設設備の改良を計画的に実施します。
教育の質の向上を目的として、全学教養教育の確立、初年次教育の充実、キャリ
ア形成教育の充実、専門教育の質の充実を図ります。
入学者、在学者の休学、退学の防止及び留め置き学生の減少を促す教育の改善に
努めます。
学修支援、経済的支援、課外活動支援制度の充実とキャンパスアメニティの向上
を計画的に進めます。
子どもの発達支援を目的としたクリニック構想を具体化し、発達支援教育との連
携による特色ある事業を展開します。

３
４
５
６
７
８

表 4-3-2

各ワーキンググループ等
名

１
２
３
４
５

称

高大接続改革検討ＷＧ
教育の質（教育課程・教育方法・教育評価・全学共通教養教育・TBGU プロジェク
ト等)改革ＷＧ
障害を持つ学生等の修学支援システム検討ＷＧ
私立大学等改革総合支援事業（タイプ 1・2・3・4)申請検討ＷＧ
保健福祉医療専門職養成における多職種連携教育検討ＷＧ
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６
７

全学マインド科目統括ＷＧ（輝けるもの、地域活動・ボランティア、異文化探究(仮
称)セミナー学修入門、ボランティア探究(仮称))
改革プロジェクト推進調整会議

・また、平成 17(2005)年度後期に試行し、平成 19(2007)年度から実施している学生によ
る「授業評価アンケート(前期・後期)」は、平成 28(2016)年度で計 10 回実施した。
このアンケートの分析結果は、ＰＤＣＡサイクルに基づき、教授法及び授業内容の改
善を図ることに活用し、組織的教育力の向上を掲げるＦＤ活動における重要な視点と
なっている。さらにこのアンケートの分析結果を受けて、教員側からの「学生へのメ
ッセージ」として授業改善に向けた指針を作成し学生に大学ホームページ上で公表す
るなど、授業評価を次年度の授業に活かすサイクルを構築している。【資料 4-3-7】
・前述の授業評価アンケートと同じように、学生の日常生活及び勉学への取組状況を把
握し、キャンパスライフの質の向上を図るための基礎資料を得ることを目的に、平成
19(2007)年度第 1 回、平成 23(2011)年度第 2 回、平成 27(2015)年度第 3 回と 3 回目と
なる「学生生活実態調査」により、施設設備等の見直しを行っている。【資料 4-3-8】
・また、
「学生生活実態調査実施結果報告書」にまとめ、大学ホームページ上で学生に公
表するとともに、その結果を基に学生サービスの向上及び学生指導にもつなげている。
・教員には、1 年間の活動を振り返る自己評価資料として教員個人調書、教員研究業績
書及び教員活動記録票の提出を毎年度義務付けている。教員活動記録票は、各教員が
前年度の活動を「教育活動」「学内業務」「研究活動」「社会貢献」「大学における役割
の達成度」の各領域について自ら振り返り、各々の成果と課題を検討するために用い
られている。管理職（学科長、学部長等)は管理下の教員に対して、教員活動記録票に
基づく面談を行い、各教員が上司による客観的評価を踏まえ、更なる改善・向上を図
っている。【資料 4-3-10】
エビデンス集（データ編・資料編)
【資料 4-3-1】東北文化学園大学自己点検及び自己評価規程
【資料 4-3-2】東北文化学園大学将来構想委員会規程
【資料 4-3-3】各学部の将来構想、ＳＪ、感謝の日、禁煙活動に関する資料
【資料 4-3-4】東北文化学園大学サバティカル制度規程
【資料 4-3-5】中期目標・中期計画「輝ける者を育む」平成 27 年度▸平成 30 年度
【資料 4-3-6】学長通知文書 27.12.02 付
【資料 4-3-7】授業評価アンケート及び学生へのメッセージ（本学ＨＰ、
http://www.tbgu.ac.jp/内、Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ

Ｐａｓｓｐｏｒｔ)

【資料 4-3-8】学生生活実態調査用紙（平成 27 年度)
【資料 4-3-9】学生生活実態調査実施結果報告書（平成 27 年度)
【資料 4-3-10】教員個人調書、教員研究業績書、教員活動記録票（平成 27 年度)
（3)4－3 の改善・向上方策（将来計画)
・本学では、将来構想委員会、各担当委員会及びワーキンググループを中心として、Ｐ
ＤＣＡサイクルを意識し、前述した「総合改革プラン」の「大学における改革」表 4-3-1)
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を実現するための努力を継続している。今後もその実現に向け、将来構想委員会、各
担当委員会及びワーキンググループで取組んでいく。

［基準 4 の自己評価］
・自己点検・評価については、適切に行っている。平成 22(2010)年度認証評価の時点で
は、自己点検・評価の結果を教育研究はじめ大学運営の改善・向上につなげる仕組み
が構築され、かつ適切に機能しているかについて、運営の改善・向上につなげる体制
は十分に整備されていなっかたため、「改善が必要である。」との指摘を受けた。
・その際指摘を受けた事項について改善し、自己点検・評価の結果を大学の教育研究及
び大学運営の改善・向上につなげる体制を構築し、実施している。
・以上のことから、基準を満たしていると判断する。

-94-

東北文化学園大学

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．社会人基礎力の涵養
A－1

社会性を育むための活動

≪A－1 の視点≫
A-1-①

「スチューデント・ジョブ（ＳＪ)」制度の推進

A-1-②

「学生リーダー」の育成

A-1-③

「キャンパス全面禁煙化」と「ＴＢＧ＋Ｍ」活動の推進

（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

「スチューデント・ジョブ（ＳＪ)」制度の推進

 平成 18(2006)年度から、在学生に学内の清掃業務を担当させ、その対価を支払うスチ
ューデント・ジョブ制度が始まった。空き時間を利用して学内でアルバイトをするこ
とにより修学資金を得ることができるため、奨学制度の性格も有している。
 現在の活動内容は、清掃だけでなく、イベントの誘導等、教職員と協働する部分も多
い。また、ＳＪ交流会やスポーツ大会を独自に企画し、スタッフ同士の交流を深める
機会を設け、社会性を高める取り組みをしている。【資料 A-1-1】
《清掃の様子》

《ＳＪ本部》

エビデンス集（データ編・資料編)
【資料 A-1-1】ＣＡＭＰＵＳ ＬＩＦＥ 2016
A-1-②

「学生リーダー」の育成

 学友会の学生リーダーが、
「新入生学外研修」並びに「新入生歓迎朝食会」等を主体的
に運営している。先輩学生が、新入生が大学へスムースに移行するためのサポートを
行うことにより、親しみやすく学生の立場にたったアドバイスが出来る。
 学生リーダーの資質を高めるために、大学教職員が引率し、年に 4 回の「学生リーダ
ー・学生サポーター研修会」を実施している。【資料 A-1-2】
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リーダー研修会

開講

レクリエーション

学外研修

学外研修

エビデンス集（データ編・資料編)
【資料 A-1-2】「学生リーダー・学生サポーター研修会」実施要領
A-1-③

「キャンパス全面禁煙化」と「ＴＢＧ＋Ｍ」活動の推進

 平成 19(2007)年 4 月からキャンパス内全面禁煙とし、
その実施のため学生部長を委員長とした全学禁煙委員
会が設置された。禁煙委員会では、禁煙に関するルー
ルやマナー周知のＰＲ、禁煙支援活動及び指導を行っ
ている。【資料 A-1-3】
 全教職員が交代制で指導のための禁煙巡回を実施して
いる他、入学時には全学生に、喫煙を始めない努力を
すること等について宣誓する「禁煙に係る宣誓書」の
提出を求めており、禁煙意識を高める施策を行ってい
る。【資料 A-1-2】
 喫煙習慣をやめられない学生がマナーを守りながら禁
煙に移行できるように、平成 25(2013)年 10 月に禁煙指 写真
導室（平成 28(2016)年 4 月から禁煙支援室に名称変更)
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を設置した。また、キャンパス周辺の地域を禁煙推進区域と
して、歩きたばこやポイ捨て等を行わないよう指導している。
 平成 25(2013)年度からオリジナルキャラクターを用いたマナ
ーアッププロジェクト「ＴＢＧ＋Ｍ（マナー)」活動を展開し
ている。このプロジェクトは、自分達の学生生活をより快適
にするために「学生自身がマナーについて考えて行動する」
プロジェクトで、タバコに関するマナーだけでなく、構内及
び近 隣に おけ る 美化 意 識向 上等 を目 的 とし て いる。【 資料

図 TBG+M
オリジナルキャラクター

A-1-5】
エビデンス集（データ編・資料編)
【資料 A-1-2】「学生リーダー・学生サポーター研修会」実施要領
【資料 A-1-3】東北文化学園大学禁煙委員会規程
【資料 A-1-4】東北文化学園大学受動喫煙の防止に関する規程
【資料 A-1-5】プラスマナーマフラータオル
（3)A－1 の改善・向上方策（将来計画)
 ＳＪ制度は単なるアルバイトではなく、学生の社会性を高め、キャリア観を育み、大
学への帰属意識の涵養にも繋がっている。ＳＪスタッフの活動をさらに支えるため規
程を整備することが必要である。
 学生リーダーは、開学時から存在し、新入生学外研修を運営し新入生のサポートをす
ることは、本学の伝統となっている。学生だからできることを見出し、今後も活躍の
幅を広げられるよう指導を続ける。
 キャンパス内の環境整備の一つとして全面禁煙を継続し、学生の健康増進のため、禁
煙教育や指導を推進する。並行して、すでに喫煙習慣のある学生が禁煙に移行するま
での間、マナーを守った喫煙ができるよう、マナー指導を行っていく。

A－2

人間性を育む教育活動

≪A－2 の視点≫
A-2-①

「Ｅサポセミナー」

A-2-②

「第九コンサート」

A-2-③

「ビブリオバトル」

（1)A－2 の自己判定
基準項目 A－2 を満たしている。
（2)A－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価)
A-2-①

「Ｅサポセミナー」

 平成 27(2015)年度は、テーマ『生活する力を養う』として、「からだ」「社会」「自然」
「自分（を見つめる)」「習慣」をキーワードに教養教育の一環として「見る力」、「聴
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く力」、「考える力」、
「話す力」を養い、
「対話する力」の涵養のためＥサポセミナーを
開催している。【資料 A-3-1】
 Ｅサポセミナーの一つ「てつがくカフェ＠ＴＢＧＵ」は、本学学生だけでなく一般参
加も可能で、参加者全員がフラットな立場で『我々が「自明の理」と思うことにあえ
て焦点を当てて考えている。参加者同士が「聴く」、「考える」、「語る」、「対話する」
作業を積み重ね、答えがない問いに正面から向き合う２時間。原則、月１回開催して
いる。【資料 A-2-2】
エビデンス集（データ編・資料編)
【資料 A-2-1】Ｅサポセミナー資料
【資料 A-2-2】「てつがくカフェ＠ＴＢＧＵ」ポスター
A-2-②

「第九コンサート」

 東日本大震災の復興支援コンサートを契機として始まった『第九コンサート』に学生
達が参加することで、震災からの心の復興と本学の特色ある教育の柱の一つとして、
積極的に他者と関わりを持ち、力を合わせて物事を達成することの意味を学ぶための
イベントとして、毎年末に本学及び本法人協力のもと、東北文化学園『第九コンサー
ト』を開催し、1000 人前後の市民が訪れている。【資料 A-2-3】
 本学では、東日本大震災後の 12 月に被災地大船渡でベートーヴェンの「交響曲第 9 番」
を歌う復興支援コンサートを実現させた。この活動を評価し、本学の特色ある教育の
柱の一つとして、全学共通科目「ＴＢＧＵプロジェクトⅠ（輝けるもの)」に発展させ
た。【資料 A-2-4】
 同科目は「交響曲第 9 番」を教材として、歌唱法の指導だけでなく、歴史的背景や歌
詞に込められた生命賛歌の意味を理解して人間的成長を目指すとともに、被災地の大
学として、積極的に他者と連携して地域の復興・再生を支援する活動と位置付けてい
る。
 複数の合唱団や交響楽団と合同で「第九」の練習、企画、準備、運営を行っていく中
で、豊かな人間性、協調性、コミュニケーション能力、生命の尊厳に対する深い理解
を獲得させようとするものである。【資料 A-2-5】
エビデンス集（データ編・資料編)
【資料 A-2-3】ＴＢＧＵプロジェクトⅠ（輝けるもの)シラバス
【資料 A-2-4】「第九コンサート」プログラム他
【資料 A-2-5】「第九コンサート」報告書
A-2-③

「ビブリオバトル」

 知的書評合戦「ビブリオバトル」とは、ゲーム感覚を取り入れた新しいスタイルの書
評合戦（コミュニケーションゲーム)である。
 参加者同士で本を紹介し合い、もっとも読みたいと思う本を投票で決める催し。
『人を
通して本を知る・本を通して人を知る』（本の紹介コミュニケーションゲーム)を本学
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では、平成 26(2014)年度からコミュニケーション力及びプレゼンテーション力向上の
一環として「ビブリオバトル」を開催している。【資料 A-2-6】
＜平成 27(2015)年度＞
【プ レ 企 画】10 月 1 日（木)バトラー：3 人
【大学祭企画】10 月 17 日（土)バトラー：5 人

観覧者：15 人（総投票：15 票)
観覧者：約 30 人（総投票：22 票)

エビデンス集（データ編・資料編)
【資料 A-2-6】ビブリオバトルポスター等

基準 B．倫理観と専門性の養成
B－1

独自の教育体制

≪B－1 の視点≫
B-1-①

専門性を獲得するための教育

B-1-②

地域連携教育

（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 専門性を獲得するための教育
○専門職連携教育の実施
 本学医療福祉学部では 9 種の専門職（看
護師，保健師，理学療法士，作業療法
士，言語聴覚士，視能訓練士，社会福
祉士，精神保健福祉士，介護福祉士)を
養成している。わが国の保健医療福祉
は今日、地域包括ケアの時代にあり、
その中心課題は保健医療福祉専門職が
連携をはかり優れたチームワークを展
開できる人材を養成することである。
 本学では、「専門職連携セミナー」を 3

図表 B-1-1

年次の学部共通科目として開講し、約 2

グループごとの報告会風

景
週間のグループワークをすすめている。平成 27 年度は学部全体で 75 名の学生が履修
し、
「是非後輩にすすめたい」
「連携の面白さを知った」などその評価は極めて高い。
【資
料 B-1-1】【資料 B-1-2】【資料 B-1-3】【資料 B-1-4】
○大学院ナースースプラクティショナー養成分野の設置
 医療の高度化に対応する看護師を育成することを目的として平成 23(2011)年 4 月より
本学大学院健康社会システム研究科・健康福祉専攻内にナースプラクティショナー（N
P)養成分野を設置した。
 この養成分野は平成 28(2016)年 2 月より看護師特定行為研修の研修機関として指定さ
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れており、改正保健師助産師看護師法に基く特定研修制度における特定行為全 21 区分
38 特定行為全てを東北地方で唯一修得できる。加えて、周術期・救急医療に求められ
る高度な医学知識、医行為を修得し、的確な慢性疾患の管理および急変対応ができる
能力修得が目標である。【資料 B-1-7】
○発達支援教室講演会（ひろば)
 平成 20(2008)年度に医療福祉学部リハビリテーション学科言語聴覚学専攻を新設した
ことに伴い、地域の方々と共に発達障害支援のあり方を学ぶとともに、その実践の場
として「発達支援教室」を開設した。
 週 3 日程度教室を開講し、自閉症スペクトラムのこどもと、その保護者を中心に支援
を行っており、「発達支援教室講演会（ひろば)」を毎年本学で開催している。
 支援の必要なこどもを持つ保護者や支援者を対象に、重要なテーマを取り上げながら
に毎年 3 回の発達支援教室講演会「ひろば」を開催してきた。平成 27(2015)年度は、
「当事者の望む支援とは～当事者の言葉から学ぶ～」をテーマとして開催した。学生
も参加し当事者が望む本当の支援について考えることができた。
【資料 B-1-9】【資料 B-1-10】

発達支援教室の活動：「ひろば講演会」

図表 B-1-2 発達支援教室講演会（ひろば)開催概要
年度

講演会「ひろば」講演タイトル

講師

参加者

平成
20年

①発達障害の医学
②自閉症のコミュニケーション障害と発達支援教室
③自閉症スペクトラムの世界と支援のあり方
④困った行動が教えてくれる自閉症児への支援

稲垣真澄：国立精神神経センター
藤原加奈江：本学教員
当事者
藤原加奈江：本学教員

平成
21年

家族と集団とのより良い連携のために
①保護者対象、②教員対象、③保護者・教員対象

保護者
支援学校教員

平成
22年

①療育の意味するところ
②過程における支援の実践報告
③集団における支援の実践報告

加藤潔：札幌市自閉症支援センター
保護者
幼稚園（保育園）・学校教員

・
・
54名

平成
23年

①保護者の立場から
②支援者の立場から
③よりよい未来のために

2名の保護者
地域支援専門員、船岡特別支援学校
発達支援教室スタッフ

・
・
・

平成
24年

①医療の最前線
②自閉症に活かす感覚統合、最新の自閉症療育
③その他の自閉症療育

今 公弥：五十嵐小児科医師
永井洋一：新潟医療福祉大学、丸井美恵子
発達支援教室スタッフ

平成
25年

①専門職の取扱説明書
②特別支援教育の将来構想
③専門職活用術指南

発達支援教室スタッフ
宮城県・仙台市教育委員会
加藤潔：札幌市自閉症支援センター

平成
26年

①運動感覚の「どうしてそうなの？」
②集団適応の「どうじてそうなの？」
③実践からのどうしてそうなのからどうしたらよいの

加藤寿宏：京都大学医学部人間健康学科
金沢京子：北海道社会福祉法人侑愛会
奥平綾子：兵庫県おめめどう代表

141名
153名
153名

平成
27年

①本人達からのことば①
②本人達からのことば②
③医師の立場からみた自閉症児者への支援

当事者
当事者
今 公弥：五十嵐小児科医師

89名
85名
134名

平成
28年

①支援をつなぐ形と方法
②サポートファイルを持とう、使おう
③支援者がつながりあうために

宮田広善：姫路聖マリア病院小児科
蔦森武夫：仙台市発達相談支援センター
加藤恵子：鴨川市教育委員会学校教育課

エビデンス集（データ編・資料編)
【資料 B-1-1】2013 年度医療福祉学部「専門職連携セミナー」報告書
【資料 B-1-2】2014 年度医療福祉学部「専門職連携セミナー」報告書
【資料 B-1-3】2015 年度医療福祉学部「専門職連携セミナー実施要項」
【資料 B-1-4】2015 年度専門職連携セミナー報告会次第
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・
・
・
84名

140名
116名
90名
40名
37名
52名

65名
54名
49名
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【資料 B-1-5】医療福祉学部における「専門職連携セミナー」の履修について
【資料 B-1-6】2016 年度専門職連携セミナー報告会次第
【資料 B-1-7】特定行為研修指定機関指定証
【資料 B-1-8】特定行為研修修了証
【資料 B-1-9】発達支援教室講演会(平成 27 年度)
【資料 B-1-10】発達支援教室講演会(平成 28 年度)
B-1-②

地域連携教育

図表 B-1-4

○「国見介護予防大学」


国見介護予防大学開講

式

国見地区にお住いの方に向けて、介護予防につ
いて学ぶ「国見介護予防大学」を毎年開講して
いる。講座を通して、まずは参加者自身が元気
な生活を過ごすことが目的であるが、将来的に
は介護予防の学びを友人や会合等の集いで情
報共有し、地域の要介護者の減少につなげてい
くことを目標としている。学生においては、厚
生労働省の介護予防事業プログラムの基本的
な内容を理解し、実際に地域高
齢者 に指 導で きる ノウ ハウ を

図表 B-1-3

習得 する こと を目 的と して い

回

日 時
内 容
開講式・ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ
平成 2７年
１
測定「こころとからだの測定」
１０月１９日（月）
実技「レクリエーションスポーツ」

る。平成 27(2015)年度の地域高
齢者の参加は 30 名、学生の参

２ １０月２６日（月）

加は 8 名であった。
【資料 B-1-12】
 東日本大震災後、被災地にあ
る医療系大学として看護の立
場で復興支援のために活動し
たいという看護教員と学生達
により活動を開始した。被災
続して関わるとともに、高齢
化が進む大学近郊の町内会の
方々への健康教室を開催し、
認知症予防に関する食・手芸
活動・文化活動を実施し認知
症予防・進行防止啓蒙活動を
行っている。自助・自立の意
欲を引き出し、生きがいのあ

場 所

講話「転ばぬ先の杖・運動器の機能向上」
実技「レクリエーションスポーツ」

東北文化
学園大学
1 号館
2階

講話「栄養改善でいきいき長生き」
実技「レクリエーションスポーツ」
講話「口腔機能の低下が原因で起こる病気」
４ １１月１６日（月）
実技「レクリエーションスポーツ」
講話「認知症と物忘れの違いってなあに」
５ １１月３０日（月）
実技「レクリエーションスポーツ」
測定「うつを防ぐ日常生活のﾋﾝ」
６ １２月７日（月） 実技「レクリエーションスポーツ」
閉講式
３

○「いきいき健康教室」

者の自立支援・復興支援に継

国見介護予防大学プログラム

１１月９日（月）

図表 B-1-5
回

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
室Ⅱ

国見介護予防大学プログラム

日 時
内 容
平成 2８年
開講式・ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ
１
１０月１７日（月） 測定「こころとからだの測定」
講話「栄養改善でいきいき長生き」
実
２ １０月２４日（月）
技「ストレッチング・レクリエーション」
講話「転ばぬ先の杖・運動器の機能向上」
３ １０月３１日（月）
実技「筋力トレーニング・レクリエーション」
講話「口腔機能の低下が原因で起こる病気」
４ １１月１４日（月）
実技「ｺｰﾃﾞｨﾈｰｼｮﾝｴｸｻｻｲｽﾞ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ」
講話「認知機能低下とうつ予防のために」
５ １１月２１日（月）
実技「ｺｰﾃﾞｨﾈｰｼｮﾝｴｸｻｻｲｽ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ」
測定「こころとからだの測定」
６ １１月２８日（月）
閉講式・測定結果の解説

場 所
体育館
体育館
体育館
評価実習室Ⅱ
（3 号館 2 階）
評価実習室Ⅱ
（3 号館 2 階）
評価実習室Ⅱ
（3 号館 2 階）

る生活支援づくり支援をめざ
している。学生は、プログラムの実際を見学・体験して学ぶことにより、高齢者の実
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態を理解することを目的としている。さらに、学生主体で認知症に関するロールプレ
イ、高齢者のためのレクリエーションを計画・実施し、学びの発表をすることでプレ
ゼンテーション能力の向上を図ることも目的としている。【資料 B-1-14】
○「介護予防事業」
 リハビリテーション学科理学療法学専攻は、平成 22(2010)年度から国見地域包括支援
センターと連携して、住民主体の運動自主グループ育成を行ってきた。平成 24(2012)
年度には 3 ヶ所の自主グループ育成ができ、その後継続支援として年 1 回の体力測定
を行ってきた。平成 25(2013)年から介護予防啓発事業として、本学で介護予防の講座
を開催している。自主グループ育成・継続支援での体力測定や啓発講座開催時に学生
も参加し、住民とのコミュニケーション、測定技術等を学習している。また、地域包
括ケアシステムの中で住民主体の介護予防が重視され、理学療法士等の専門家の支援
が求められている現状がある。地域理学療法セミナー(平成 28(2016)年度)の履修学生
や理学療法特論の地域理学療法研究班(平成 27(2015)年度)の学生は住民主体の自主グ
ループを見学し、グループの育成・継続の理学療法士として支援の仕方、その支援に
理学療法士だけでなく地域包括支援センターや区担当の保健師などとの連携、その住
民のリーダーの重要さ等を学ぶことを目的としている。さらに、地域理学療法研究班

図Ｂ-1-3

体力測定風景

図Ｂ-1-4

運動指導体験風景

図Ｂ-1-5

講座の講義風

学生は国見 6 丁目からのグランドゴルフのボランティア等に参加し、高齢者が元気で
あることや町内会の方々から町内会のしくみ等を住民から学び、住民との交流の仕方
を学習している。
１)地域での体力測定－運動自主グループへの継続支援
①平成 27 年 6 月 25 日
高齢者：

7名

学

5名

生：

②平成 27 年 8 月 21 日
高齢者：

15 名

学

11 名

生：

千代田町・好日庵集会所（図Ｂ-１-３)

国見コミュニティセンター

5 名(2 年生)、6 名(4 年生)

２)地域理学療法研究班
①平成 27 年度はじめより月１回程度で年度終わりまで継続(実習期間中は休止)。主
にグランドゴルフのボランティアを行い、グランドゴルフ大会、町内会行事のボラ
ンティアも実施した。(学生が主体のため活動日は不明)
学

生： 7 名(3 年生)

高齢者：人数不明
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②運動自主グループへの活動参加と指導体験(平成 28 年 2 月)
学

生：5 名(3 年生)が 2 名ずつ参加

活動場所：(2/23)千代田町・好日庵集会所
(2/15)三滝集会所

高齢者

約 10 名

高齢者

約 30 名（図Ｂ-１-４)

(2/12・19・26)国見コミュニティセンター

高齢者

約 20 名

３)介護予防講座「運動のススメ」(図Ｂ-１-５)
平成 28 年 3 月 1 日

高齢者

31 名

学生

6名

8日

高齢者

49 名

学生

5名

15 日

高齢者

20 名

学生

4名

22 日

高齢者

37 名

学生

6 名(うち保健福祉 3 名)

エビデンス集（データ編・資料編)
【資料 B-1-11】理学療法士・健康運動指導士の運動のススメ
【資料 B-1-12】国見介護予防大学の開催について（平成 27 年)
【資料 B-1-13】国見介護予防大学の開催について（平成 28 年)
【資料 B-1-14】【資料 B-1-15】東北文化学園大学看護学科健康支援隊：健康教室予定場
所名取市桜団地（第 1 回目平成 28 年 4 月 30 日)
【資料 B-1-16】東北文化学園大学看護学科健康支援隊；健康教室予定場所：東北文化学
園大学
【資料 B-1-17】東北文化学園大学看護学科健康支援隊；健康教室予定場所：愛島団地、
名取市愛島笠島字西小泉東部団地
【資料 B-1-18】理学療法士・健康運動指導士の運動のススメ （第 1 回目平成 28 年３月１日)

B－2

国際性の修得

≪B－2 の視点≫
B-2-①

海外大学との連携

B-2-②

グローバル・エデュケーションの推進

（1)B－2 の自己判定
基準項目 B－1 を満たしている。
（2)B－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価)
B-2-①

海外大学との連携

 医療福祉学部リハビリテーション学科視覚機能学専攻においては、国際交流として、
中山医學大學からの視光系学生及び教員の短期研修を平成 26(2017)年 2 月に受入れた。
 平成 26(2014)年度には、医療福祉学部リハビリテーション学科作業療法学専攻が中心
となって、台湾大学医学部作業療法学科との間における学術交流の協定を、締結する
ために検討を行った。
 台湾のアジア大学との間で、研究及び教育における協力を発展させ、また相互理解を
促進することを目的に覚書を締結し、学生の交流や講義、講演及びシンポジウムの実
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施等を行っている。【資料 B-2-1】【資料 B-2-2】
エビデンス集（データ編・資料編)
【資料 B-2-1】東北文化学園大学医療福祉学部リハビリテーション学科作業療法学専攻と
台湾大学医学部作業療法学科との間における学術交流に関する覚書
【資料 B-2-2】Memorandum of Understanding Between Asia University, Taiwan And Tohoku
Bunka Gakuen University, Japan
B-2-②

グローバル・エデュケーションの推進

○「海外研修プログラムの実施」


異文化交流や外国語の会話力アップ等を目指し、海外研修を実施している。本学教員
が引率し、ホームステイや大学の寮に宿泊しながら異文化体験や現地の人々との触れ
合いを通じて、国際理解や国際感覚の素養を身に着けるものである。平成 25(2013)年
度はオーストラリア・ケアンズと中国・上海を訪問、それぞれジェイムズ・クック大
学と復旦大学で研修した。平成 26 年度は参加希望学生が少なく、実施に至らなかった
が、平成 27 年度はオーストラリア・ケアンズでの研修を実施した。【資料 B-2-3】【資
料 B-2-4】

図表 B-2-1 平成 25 年度研修風景

図表 B-2-2

平成 27 年度研修風景

○「グローバル・エデュケーション・プロジェクトの推進
 平成 27(2015)年度は、本学におけるグローバル・エデュケーション（Ｇｌｏｂａｌ・
Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ・Ｐｒｏｊｅｃｔ)の推進を図るために、「グローバル・エデュケ
ーション・プロジェクト」を設置し、その組織および運営に関し必要な事項を定めた。
【資料 B-2-6】【資料 B-2-7】
 平成 27(2015)年度は、保健福祉学科 1 の学生が「トビタテ ! 留学ＪＡＰＡＮ 日本代
表プログラムがチャレンジすることとなり、グローバル・エデュケーション・プロジ
ェクト委員やＳＡ担当教員による支援を行った。結果は惜しくも 2 次選考で落選とな
った。【資料 B-2-8】
エビデンス集（データ編・資料編)
【資料 B-2-3】平成 25(2014)年オーストリア研修スケジュール
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【資料 B-2-4】平成 27(2016)年オーストリア研修スケジュール
【資料 B-2-5】2017ＧＥＰ海外研修プログラム

チラシ

【資料 B-2-6】東北文化学園大学グローバル・エデュケーション・プロジェクトに関す
る申合わせ
【資料 B-2-7】平成 28 年度前期（第 4 期)官民協働海外留学支援制度～トビタテ ! 留学
ＪＡＰＡＮ 日本代表プログラム～募集要項
【資料 B-2-8】トビタテ ! 留学ＪＡＰＡＮ 日本代表プログラム

広報チラシ

【資料 B-2-9】2015 年Ｅサポご案内コンサルティング＆コーチングチラシ
【資料 B-2-10】Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｂｏｏｔ Ｃａｍｐ Ｉｎ Ａｋｉｕ 2015 チラシ

B－3

共生社会を目指す教育

≪B－3 の視点≫
B-3-①

発達支援教室の設置

B-3-②

共生の実践

（1)B－3 の自己判定
基準項目 B－3 を満たしている。
（2)B－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価)
B-3-①

発達支援教室の設置

 発達支援教室は、東北文化学園大学の教育研究資源を最大に活用して地域の発達障害
児・者と言語障害児・者及びその家族の支援を目的として平成 20(2008)年 5 月に開設
した。専門家、保護者、地域住民が発達支援を学び実践する場として講演会の開催や
各種催しを計画し、地域に開かれ、活用できるような取り組みを実施している。
 学生は、対象者との関わりや支援の方法について学ぶことを目的としている。また、
 一人ひとりの多様なあり方を支援することができる専門職を目指す教育の一環として
行われている。利用人数はＯＴ部門が延べ 144 名、ＳＴ部門が延べ 363 名であった。
学生の参加は 274 名であった。【資料 B-3-1】【資料 B-3-2】
エビデンス集（データ編・資料編)
【資料 B-3-1】東北文化学園大学発達支援教室規程
【資料 B-3-2】自閉症部門のご案内チラシ
B-3-②

共生の実践

○パロリンピック
 平成 17(2005)年度から、日常的に体を動かす機会が少ないと考えられる知的障害のあ
る方を対象としたスポーツレクリエーションイベント「パロリンピック」を毎年開催
している。
「パロリンピック」を通して地域の障害のある方々の心身の健康づくりを促
進することが目的である。学生においてはイベント参画から、障害のある人を含めた
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すべての対象者へ「支えるスポーツ」を通じた、ホスピタリティマインドやコミュニ
ケーション能力の養成等専門職としての資質の向上を図ることを目的としている。
 障害のある人を含めたすべての対象者の人格と個性を尊重し支え合い、人々の多様な
在り方を相互に認め合える全員参加型の社会を目指す教育の一環として行われている。
 平成 27(2015)年度は 10 月 10 日に第 11 回パロリンピック開催した。仙台市内の 6 施
設から 112 人、施設職員、ご家族の方、本学の学生ボランティア・教職員を含めると
約 300 人が参加した。ボーリングをアレンジしたゴーリング、玉入れ、ふうせんバレ
ーの 3 競技で熱戦が繰り広げられた。【資料 B-3-4】【資料 B-3-5】
図表 B-3-1 玉入れ風景

図表 B-3-2

参加者によるバルーンリリース風景

○高校生スピーチコンテスト
 本学では、大学と高校との連携関係を築くことを目的とした高大連携事業の一環とし
て、平成 17(2005)年から高校生らしい瑞々しい感性や息吹きを表現するための場とし
て“ＴＢＧ高校生スピーチコンテスト”を開催している。これまでの宮城県内のみな
らず東北各県から 26 校 119 名の高校生がこの大会へ参加している。
 第 12 回目の平成 28(2016)年度は「今、伝えたいこと」をテーマに、宮城県内のみなら
ず岩手県・山形県・福島県の４県の高等学校５校から８名の高校生が参加、自己の体
験に基づいた思い思いの主張を披露した。【資料 B-3-6】【資料 B-3-7】【資料 B-3-8】

エビデンス集（データ編・資料編)
【資料 B-3-4】第 11 回パロリンピック プログラム
【資料 B-3-5】第 12 回パロリンピック プログラム
【資料 B-3-6】高校生スピーチコンテスト参加者一覧
【資料 B-3-7】高校生スピーチコンテスト歴代テーマと受賞者一覧
【資料 B-3-8】第 12 回ＴＢＧ高校生コンテスト広報資料
基準 C．地域貢献・社会貢献
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C－１

大学施設の地域開放

≪C－1 の視点≫
C-1-①

近隣地域への施設開放

C-1-②

大学施設の他機関等への提供

（1)C－1 の自己判定
基準項目 C－1 を満たしている。
（2)C－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価)
C-1-①

近隣地域への施設開放

○「東北文化学園友の会」
 本学が位置する国見一丁目から六丁目の「国見町内会」の会員との間で本学の施設利
用等について平成 27(2015)年 9 月に「東北文化学園友の会（以下「友の会」という)」
を結成し、二者で申合せの文書を取り交している。
 「友の会」会員には、図書館（閲覧のみ)・学生食堂の利用の他、会員の母体となって
いる国見町内会主体のイベントについても教室等本学の施設が、無料で利用できるよ
うにしている。【資料 C-1-1】
〇地域の学校への施設貸与
 近隣の高等学校には定期的に施設の貸与を行っており、中学校総合体育大会（中総
体)・インターハイ他で宮城県を会場として行われるスポーツ大会等の練習会場として
本学のグラウンドや体育館を要望に応じて、地域の中学・高校等へ貸与している。
【資
料 C-1-2】
〇災害等緊急時における対応
 緊急避難等を余儀なくされる大災害に際して、避難場所として本学の敷地・施設につ
いては、安全性が確保できる限り解放することとしている。
 本学南端に設置された災害時緊急給水システムは、災害時に地域住民に水の提供を行
えるように設置されたものである。平成 23(2011)年 3 月の東日本大震災では実際に稼
働し地域住民から感謝された。【資料 C-1-3】
エビデンス集（データ編・資料編)
【資料 C-1-1】H27.9.11 版「東北文化学園友の会」＜申し合わせ＞（写)
【資料 C-1-2】体育館貸与状況一覧
【資料 C-1-3】平成 22 年度東北文化学園大学教育計画支援費成果報告書
C-1-②

他機関への大学施設の貸与

○学会・研究会等への大学施設の貸与
 主に本学の教職員が会員となっている学会・研究会等を開催する折には積極的に施設
を提供している。【資料 C-1-4】
 平成 24(2012)年 10 月 27～28 日、本学において「第 24 回日本インテリア学会大会(仙
台)」が開催された。開催にあったては、本学の教員や学生が運営に協力した。また、
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学生たちは最先端の研究発表に触れることができ、貴重な機会となった。
【 資料 C-1-5】
 平成 26(2014)年 8 月 28 日～29 日の 2 日間、2014 年電気設備学会第 32 回全国大会が本
学を会場として開催された。同学会理事で東北支部長の本学教員が全国大会実行委員
会委員長を務め、関連学科の教員も委員会に参加し、本学学生もスタッフとして活躍
した。研究者やエンジニアによる一般講演のほか、大会記念特別講演会、シンポジウ
ム、技術展示等が展開され、期間中延べ 700 人を超える研究者やエンジニアが本学を
訪れた。【資料 C-1-6】
 平成 27(2015)年 6 月には、東北心理学会第 69 回大会が、本学で開催された。「被災地
の睡眠を考える」というタイトルでのシンポジウムや「不眠症の認知行動療法」とい
うテーマのワークショップ等が行われた。学生も参加し睡眠の重要性等について学ぶ
機会になった。【資料 C-1-7】
〇「ロックの学園 in 東北」
 平成 24(2012)年 10 月 20・21 日には、
「ロックの学園ｉｎ東北」が本学の学園祭と同時
に開催され、約 3,000 人が本学を訪れた。【資料 C-1-8】
 「ロックの学園」とは架空の学校「三崎ロック学園」
（旧神奈川県立三崎高等学校)で、
開催されたロック・フェスティバル「ロックの学園 2007」が起源となって行われてき
た、NHK エンタープライズ、ジャパンエフエムネットワーク、NTT ぷららが設立した「ロ
ックの学園製作委員会」が主催する音楽イベントである。
エビデンス集（データ編・資料編)
【資料 C-1-4】学会大会等開催実績表
【資料 C-1-5】第 24 回日本インテリア学会大会ポスター
【資料 C-1-6】2014 年電気設備学会第 32 回全国大会ポスター
【資料 C-1-7】東北心理学会第 69 回大会
【資料 C-1-8】「ロックの学園ｉｎ東北」ポスター

C－2

専門性を生かした社会貢献

≪C－2 の視点≫
C-2-①

行政・学協会への役員・委員の派遣

C-2-②

公開講座・研究会への講師派遣

（1)C－2 の自己判定
基準項目 C－2 を満たしている。
（2)C－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価)
C-2-①

行政・学協会への役員・委員の派遣

 本学の教職員のスキルに合わせて依頼のある役員・委員等への派遣を積極的に行って
いる。【資料 C-2-1】
エビデンス集（データ編・資料編)
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【資料 C-2-1】教職員の学協会への役員・委員派遣実績一覧（H28.5.1 版)
C-2-②

公開講座・研究会への講師派遣

〇市民講座・公開講座
 本学主催の「市民学習講座」への講師派遣（パンフレット等)。【資料 C-2-2】
 都仙台コンソーシアムサテライトキャンパス「公開講座」への講師派遣。
【資料 C-2-3】
 協定のある国見地区町内会連合会「国見介護予防大学」の開催。【資料 C-2-4】
 （公財)仙台市健康福祉事業団共催による「連続市民講座」への講師派遣。
【資料 C-2-5】
【講座内容】9 月から毎月第 2 木曜日（12 月を除く) 14 時 00 分～15 時 30 分（90 分)
月

日

第1回
9月8日
第2回
10 月 13 日
第3回
11 月 10 日
第4回
1 月 12 日

テーマ

暮らしと
安全を考える

からだと
健康を守る

講座名 / 講 師
水の文化誌：仙台、まち中の水辺と地
形をたずねて
科学技術学部 准教授 八十川 淳
快適住宅環境の提案
科学技術学部 教授

山本 和恵

中高年の目の病気と予防法
医療福祉学部 教授 浅野 浩一
リラクゼーションと睡眠
医療福祉学部 准教授 佐藤 俊彦

内

容

明治・大正期の地図に記されている土地
の息吹、地形を再発見し、仙台の地域景
観を考えます。
快適な住宅設計の考え方について、解説
します。改修時に使える補助制度などに
ついても触れたいと思います。
加齢とともに増えてくる目の病気につい
て分かり易く解説します。日常生活での
注意点や簡単な予防法もお話します。
睡眠を良くするための知識と技法につい
てお話しします。睡眠の個人差や年齢によ
る変化についても取り上げます。

〇東北文化学園フォーラムの開催
 年一回程度実施される東北文化学園フォーラム（平成 28(2016)年度で 14 回を数える)
では市内中心部のホテル等で招聘した講師と共に本学の教員がその時のテーマに沿っ
てセッションを重ねる公開フォーラムを実施している。【資料 C-2-6】

【参考】

「東北文化学園フォーラム」開催一覧
回数

年月日

テーマ

場所

第１回

H17.10.9

高齢化社会を生き抜く知恵

第２回

H18.3.5

うつをかんがえる ～生き生きとした心と体を維持するために～

ホテルメトロポリタン仙台

第３回

H19.8.12

高齢者の心の健康を考える

ホテルメトロポリタン仙台

第４回

H20.2.3

これからの高齢者医療を考える ～21世紀のリハビリテーションを支える人々～

ホテルメトロポリタン仙台

第５回

H20.8.16

発達障害とともに ～理解と支援の取り組み～

ホテルメトロポリタン仙台

第６回

H20.11.1

発達障害の脳科学 ～アスペルガー障害の理解と支援を目指して～

第７回

H21.8.9

発達障害とともに ～子どもから大人まで～

ホテルメトロポリタン仙台

第８回

H22.8.8

ウェルカム・エイジング・シリーズ１老後を楽しもう！ ～住まいと暮らし～

ホテルメトロポリタン仙台

第９回

H23.6.19

東日本大震災の教訓 ～今、若者と語ろう～

江陽グランドホテル

第１０回

H24.9.23

明日を拓く原動力 ～震災ニモマケズ―見よ！東北の底力～

江陽グランドホテル

第１１回

H25.9.8

『我らが力試さん！いまが正念場』

江陽グランドホテル

第１２回

H26.6.15

医療・福祉における“こころ”との対話

江陽グランドホテル

第１３回

H27.5.24

あなたの終の棲家はどこですか？

江陽グランドホテル

第１４回

H28.5.22

いつまでも食事を楽しむために

江陽グランドホテル

仙台ホテル

○事業報告書等の作成指導
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 本学地域連携センターが主導して平成 26(2015)年に企画し、翌平成 27(2016)年度に仙
台市落合市民センターとの共催事業として、「文集講座『わが青春の思い出』」を実施
し、報告書を作成した。
 平成 28 年度についても、仙台市落合市民センターの自主事業として出来上がった報告
書をテキストとして継続して事業を進めている。【資料 C-2-7】
エビデンス集（データ編・資料編)
【資料 C-2-2】「学びのお手伝い市民学習講座」パンフレット
【資料 C-2-3】サテライトキャンパス「公開講座」パンフレット
【資料 C-2-4】「国見介護予防大学」開催要項（広報チラシ)
【資料 C-2-5】
「東北文化学園・せんだい豊齢学園連続市民講座」開催要項・広報チラシ
【資料 C-2-6】「東北文化学園フォーラム」パンフレット
【資料 C-2-7】報告書『追憶・戦争の時代～仙台郊外広瀬村の子どもたち～』
C－3

地域・社会との協働

≪C－3 の視点≫
C-3-①

ボランティア活動

C-3-②

地域・社会との連携協力

（1)C－3 の自己判定
基準項目 C－3 を満たしている。
（2)C－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価)
C-3-①

ボランティア活動

〇ボランティアポイント制度
 社会貢献活動への参加を奨励するための地域ボランティア活動の意味を学び実践して
いくことを奨励するために地域連携センターが主体となって制度として設けた。
 ボランティア活動の実践に関して、ボランティアポイント制度を制定し、一定のポイ
ントを獲得した場合２単位を付与することによって、ボランティア精神の涵養と実践
【資料 C-3-1】【資料 C-3-2】
 さらに、ボランティアポイント制度によって、優秀なボランティア活動を実践した学
生には、表彰制度を設けている。
○「感謝の日」地域清掃活動
 本学が存続の危機に面した際に行われた大学存続署名活動から 1 年を迎えた平成
17(2005)年 6 月 25 日（土)を「感謝の日」と定め第 1 回目の「感謝の日」地域清掃活
動を 500 名余の学生・教職員が参加して行った。以降毎年 6 月下旬に大学存続を支え
てくださった仙台市民に感謝の気持ちを込めて市内の清掃ボランティア活動を続けて
きた。
 平成 20(2008)年度からは、この活動のきっかけとなった署名活動の時に 1 年次生だっ
た学年が卒業したこともあり、同年度の第 4 回からは、本学周辺の国見地域の公園・
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駅舎・福祉施設を対象とした活動を行うようになった。平成 22(2010)年度の第 6 回目
からは、国見地区の連合町内会からも地域住民の方々も参加されるようになり、地域
住民と協働の日に育っている。【資料 C-3-3】
〇地域イベント等への参画
 国見町内会主催の防災訓練を兼ねた「国見町内会親睦レクレーション大会」に、本学
学生が学生ボランティアとしての参画した。【資料 C-3-4】
 地域組織等から要請を受けて自主的に学生がボランティア活動に従事する中で、社会
の仕組みを模索することで、地域組織等の協働しながら社会性を養うと共に自らが提
案できるためのスキルを学ぶことができる。

エビデンス集（データ編・資料編)
【資料 C-3-1】シラバス ＴＢＧＵプロジェクトⅡ（地域活動・ボランティア)
【資料 C-3-2】新入生教務課ガイダンス資料
【資料 C-3-3】「感謝の日」の告知用ポスター及びチラシ
【資料 C-3-4】「国見町内会親睦レクレーション大会」（国見町内会かわらばん平成 28
年 11 月号)
C-3-② 地域・社会との連携協力
〇宮城県登米市「保健福祉事業における連携協力」
 宮城県登米市「保健福祉事業における連携協力」に関する覚書を平成 18(2006)年 1 月
13 日に締結し、介護予防事業を連携して進めてきた。
 これまでに高齢者実態調査の実施や高齢者体力診断の指導、介護予防高齢ボランティ
アリーダーの養成等の形で大学教員が関わり、現在は、登米市が主催する一次予防事
業「和話輪リーダー（介護予防自主活動推進リーダー)養成事業」の活動支援を行って
いる。平成 25(2013)年度までに登米市全体で約 600 人の和話輪リーダーが育ち、介護
予防活動を行っている。【資料 C-3-5】
〇仙台市青葉区・国見町内会連合会との連携協定
 平成 23(2011)年 2 月 17 日付で国見地区における地域連携に関して国見地区町内会連合
会・東北文化学園大学・東北福祉大学の三者及び仙台市青葉区が地域課題の解決に向
けて協定を締結。【資料 C-3-5】
 協定書締結以降、国見地区社会福祉協議会を核として国見地区町内会連合会・国見地
区民生委員児童委員協議会・青葉区社会福祉協議会・国見地区赤十字奉仕団等の地域
組織の他、協定の一翼を担った本学、東北福祉大等が定期的に意見交換を行いながら
地域課題の解決に向けて協議を進めている。【資料 C-3-6】
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〇東日本大震災を契機とした連携協力
 南三陸町との震災復興事業における連携協力【資料 C-3-7】
 東松島町との震災復興事業における連携協力【資料 C-3-8】
 女川町への震災復興事業における連携協力【資料 C-3-9】
 名取市閖上地区への震災復興事業における連携協力【資料 C-3-10】
○障がい者就労支援共同事業
 同事業は、本法人と複合プリンタ関連会社 2 社が平成 25(2013)年に協定を結び、同年
6 月から開始された。
 障がいの区分別複合プリンタ清掃マニュアルを作成し、社員の方が本学の複合プリン
タを使用して、複合プリンタ清掃認定試験を目指す障がいのある方に清掃業務の実習
指導を行う事業である。【資料 C-3-11】
エビデンス集（データ編・資料編)
【資料 C-3-5】宮城県登米市「保健福祉事業における連携協力」覚書
【資料 C-3-6】国見地区町内会連合会・東北文化学園大学・東北福祉大学協定書
【資料 C-3-7】南三陸町との震災復興事業における連携協力書
【資料 C-3-8】東松島町との震災復興事業における連携協力書
【資料 C-3-9】女川町への震災復興事業における連携協力
【資料 C-3-10】名取市閖上地区への震災復興事業における連携協力

[基準 A・B・C の自己判定]
 本学は、本学の教育理念を踏まえ、大学の施設や教育研究資源を地域・社会に積極的
に提供しており、保健医療福祉分野での地域貢献・社会連携を中心に、全学各部署が
取り組みを行っている。
 本学は、東北文化学園フォーラム、第九コンサート、感謝の日、パロリンピック等、
市民と協働する特徴あるイベントを開催しており、定着させている。
 キャンパス内外の環境整備の一つとして、全面的な禁煙推進を全国の大学にさきがけ
て実行しており、禁煙教育や指導を継続的に推進している。
 地域・社会との連携事業として、保健福祉事業、震災復興支援事業及び障害者就労支
援事業等に取り組んでおり、協定等を締結して進めている。海外を含め他大学との連
携についても進めている。
 以上のことから、基準 A・B・C について、基準を満たしていると判断した。
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Ⅴ．エビデンス集一覧
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