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静岡福祉大学
Ⅰ．建学の精神・大学の基本理念、使命・目的、大学の個性・特色等
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．静岡福祉大学（学校法人静岡精華学園）の建学の精神・基本理念
静岡福祉大学（以下「本学」という）の建学の精神は、「時代に即応する新しい人材の
育成」である。これは本学の設立母体である静岡精華学園の創立者であり、明治 36（1903）
年に静岡精華女学校を創設した杉原正市の熱い思いであり、教育にかける志であった。
また、静岡精華学園は平成 15（2003）年、学園創立 100 周年を機に、静岡精華幼稚園、
静岡大成中学校、静岡大成高等学校、静岡福祉大学を傘下に置く学園全体の基本理念（教
育理念）として、「愛・自立・共生」を新たに掲げた。建学の精神が示すところの、時代
に即応する人材育成に際し、各教育機関に共通する羅針盤を定めたものである。そうし
たなかで、本学は平成 16（2004）年の設立以来、建学の精神並びに基本理念を引き継
ぐと共に、平成 23（2011）年に発表した「静岡精華学園みらい創造計画」において、
大学独自の基本理念（教育理念）として「福祉力を鍛える」を掲げ、今日まで歩んでき
た。
２．静岡福祉大学の使命・目的
平成 26（2014）年 4 月、本学は開学 10 年目を迎えた。そこで、「建学の精神」及び
学園全体の基本理念（教育理念）である「愛・自立・共生」を高等教育機関として実体
化するために、とりわけ静岡県中部地区に立地する福祉・教育専門職を養成する高等教
育機関として具現化するために、その使命と存在価値に関して見直しを実施した。その
背景には、平成 31（2019）年から確実視されている 18 歳人口の減少がある。さらなる
少子化傾向という社会環境下、本学が進むべき方向性について改めて検討し、早急に対
策を立てる必要性があった。そこで、新学長主導のもと、これまで本学が地域社会に果
たしてきた役割を踏まえて、本学の使命を「実践力のある福祉・教育専門職の養成を通
じて福祉社会を実現する。」と明確化した。
また、学校法人静岡精華学園寄附行為第 3 条は、「この法人は、教育基本法及び学校
教育法に従い、学校教育を行うことを目的とする。」と掲げ、また本学の学則第 1 条で
は、「教育基本法及び学校教育法に基づき、福祉に関する高い知識と優れた技能を併せ備
えた有能にして社会の要請に応え得る有為な人材を養成することを目的とする。」として
いる。このように本学の目的は、高度な専門性を有する人材の養成にある。すなわち、
換言すれば、「福祉に関する高い知識と優れた技能を併せ備えた有能な人材」とは、「実
践力のある福祉・教育専門職」にほかならず、このような「社会の要請に応え得る有為
な人材養成」を担うことによって「福祉社会を実現する」ことが本学の目指す方向性と
いうことである。
さらに、以上の使命・目的を反映した方針として、「アドミッションポリシー（入学者
受入れの方針）」「カリキュラムポリシー（教育課程の内容・方法の方針）」「ディプロマ
ポリシー（学位授与の方針）」の 3 つの方針を定め、平成 27（2015）年度学生募集要項、
同学校案内等に記載すると同時に、ホームページへの掲載と併せて対外的に表明してい
る。
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３．静岡福祉大学の個性・特色
平成 21（2009）年 6 月の「静岡福祉大学自己評価報告書」において、本学はその個
性・特色を「『福祉力』を鍛える人間形成教育と地域福祉活動」と端的に記述した。「福
祉力」とは、年齢や障害にかかわらず、誰もが安心して暮らせるユニバーサルな福祉社
会の構築に貢献するために、主に福祉ニーズを抱えた対象者の課題及び、福祉に関連し
た地域の課題を解決する能力であり、生活環境の改善に向けた調整及び他職種との連携
を含む専門技術にほかならない。静岡福祉大学は、教育理念である「福祉力を鍛える」
をスローガンとして学部教育や養成する人材像に反映させている。
その具体的な成果として、この 10 年間に輩出した 153 人の社会福祉士、67 人の精神
保健福祉士（いずれも現役時代の合格者数）の活躍を挙げることができる。また短期大
学・短大部時代を含めれば介護分野においては、これまで 613 人の介護福祉士を輩出し
ている。そこで、高度な専門知識と専門技術を有する福祉及び介護分野における三大国
家資格取得を目指すことを核とする教育カリキュラムを構築している。人間形成教育と
いう考え方は、国家資格取得に必須である「相談援助演習」をはじめとする少人数クラ
スを通じた指導体制にも反映されている。加えて、平成 26（2014）年 4 月には、新入
生全員と学長が膝を交えて対話する「学長と話す会」を実施した。地域福祉活動につい
ては、地域交流センターを中心に学生のボランティア活動を通して地域社会に貢献する
実践教育を展開し、地域社会の発展に貢献している。
こうした実績を踏まえ、平成 26（2014）年 4 月に改めて本学の使命・目的を明確化
した理由の一つは、地域社会が抱える福祉課題の深刻化、並びに従来の福祉概念の重層
化にある。例えば、子育て支援の必要性、多問題を抱えた家族支援の重要性、認知症の
増加と在宅介護サービス充実への期待は年々、高まりつつある。このように地域住民の
生活課題が複雑化する時代において、福祉・教育専門職に課せられる機能は個々のニー
ズを抱えた福祉サービスの利用者支援にとどまらず、他職種との連携を通じ、社会的な
支援を必要とする様々な生活問題を解決に導くために、住民と密接に関わりつつ、福祉
コミュニティを創造する能力である。したがって専門職養成機関に期待される役割もま
た、専門職の輩出にとどまらず、地域の「知の拠点」としての役割へと広がりつつある。
そこで、学校教育法第 83 条に「目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広
く社会に提供することにより、社会の発展に寄与する」とあるように、地域の生活課題
を解決すべく行政機関との連携、社会福祉協議会との協働、教育機関（特別支援学校を
含む）との提携等を推進している。
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Ⅱ．沿革と現況
1．本学の沿革

静岡福祉大学の前身は平成 4（1992）年に開設した静岡精華短期大学である。21 世紀
を控え、女性の社会進出と国際化、情報化に対応する人材の育成を標榜し、国際文化学
科と商学科の 2 学科を設置した。地域社会の要請に応じて計画が進められ、開設にあた
っては土地の貸与・提供等、静岡県焼津市の全面的な協力を得た。
その後、社会状況の変化に合わせて、男女共学化を図ったほか、国際化の動向に対応
して留学生枠を増やした。一方、地域の要望に応えるためには高齢化社会を見据えた再
編成が課題ともなった。そこで、福祉系大学への再編成が検討の俎上に上り、平成 13
（2001）年、短期大学 10 周年記念式典において将来構想を公表するに至った。これは
平成 14（2002）年 4 月から従来の国際文化学科を廃止し、厚生労働省監督下の介護福
祉士養成施設である介護福祉学科を開設するというものである。同時に、より専門性に
特化した福祉人材の養成を視野に四年制大学開設の準備を始めた。その結果、静岡福祉
情報短期大学への名称変更を経て、平成 16（2004）年 4 月、静岡福祉大学が誕生した。
静岡福祉大学は、静岡精華学園の伝統と教育実績を踏まえ、21 世紀の福祉社会をリー
ドする高度な専門職を輩出することを目指し、1 学部 2 学科（社会福祉学部福祉心理学
科、福祉情報学科）としてスタートしたが、平成 21（2009）年 4 月には社会福祉士、
精神保健福祉士、介護福祉士という福祉分野における三大国家資格の取得を核とする教
育カリキュラムを整備すると共に、心理、児童、医療、情報、健康、介護という 6 つの
学習分野の最適な組合せに対応した履修コースモデルを打ち出し、専門性の内容に応じ
た 3 学科（福祉心理学科、医療福祉学科、健康福祉学科）を設置した。
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2．本学の現況

・大学名 静岡福祉大学
・所在地 静岡県焼津市本中根 549 番 1
・学部・学科の構成 社会福祉学部 福祉心理学科、医療福祉学科、健康福祉学科
・学生数、教員数、職員数（平成 26（2014）年 5 月 1 日現在）
①学生数
学部

入学 編入学 収容
定員 定員 定員

学科

社 福祉心理学科
会
福 医療福祉学科
祉
学 健康福祉学科
部
社会福祉学部合計
大学合計

10

330

99

102

120

79

400

60

10

250

46

40

43

28

157

60

10

250

51

44

46

48

189

200

30

830

196

186

209

155

746

200

30

830

196

186

209

155

746

教授

社 福祉心理学科
会
福 医療福祉学科
祉
学 健康福祉学科
部
合 計
③職員数
人 数
合 計

男

学科
合計
1 年生
2 年生
3 年生
4 年生

80

②教員数
学部学科

在籍者数

専任教員数
准教授 講師
助教

合計

10

1

5

2

18

5

2

2

2

11

5

4

2

1

12

20

7

9

5

41

正職員

12
22

女

男

10

0

嘱託

女

男

3

0

3

派遣
6

4

兼任
教員数
43

43

女

男

6

12

合計

女
19

31
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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－
≪1－1 の視点≫
の視点≫
1-1-①
1-1-②

意味・内容の具体性と明確性
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

本学の使命は、建学の精神、基本理念に基づき「実践力のある福祉・教育専門職の
養成を通じて福祉社会を実現する」と具体的に示しており、大学案内及びホームペー
ジに明確に示している（【資料 1-1-1】、【資料 1-1-2】）。また、目的については、学則
第 1 条に「本学は、教育基本法及び学校教育法に基づき、福祉に関する高い知識と優
れた技能を併せ備えた有能にして社会の要請に応え得る有為な人材を養成すること
を目的とする」と明確に示している。
さらに、教育目的についても、大学設置基準第 2 条に基づき学則第 4 条に学部及び
学科の目的を以下の通り示している。
「社会福祉学部 福祉心理学科の教育目的」
社会福祉学部 福祉心理学科では、心の問題を中心とした相談援助技術にかかわる
幅広い学識の涵養を図る。
「社会福祉学部 医療福祉学科の教育目的」
社会福祉学部 医療福祉学科では、医療現場における福祉相談援助技術や情報管理
技術とともに、ユニバーサルな環境構築にかかわる幅広い学識の涵養を図る。
「社会福祉学部 健康福祉学科の教育目的」
社会福祉学部 健康福祉学科では、高度な介護技術とともに、食育や運動などの健
康にかかわる幅広い学識の涵養を図る。
これらの教育目的の内容は、具体的かつ明確である（【資料 1-1-3】）。

1-1-② 簡潔な文章化

本学の使命・目的及び教育目的については、「基準 1.1-1-①」で述べた通り、明確か
つ簡潔な文章で記載しているが、それらに基づき作成した 3 つの方針（ディプロマポ
リシー、カリキュラムポリシー、アドミッションポリシー）により、さらにわかりや
すく文章化している。これらの 3 つの方針は、大学案内及びホームページにより学内
外に公表している（【資料 1-1-4】、【資料 1-1-5】）。
なお、この 3 つの方針については、平成 26（2014）年 4 月に開学 10 年目を迎えた
こと、また新学長が就任したことにより、従来の表現を見直し、分かりやすく若干変
更した。
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（3）1－1 の改善・向上方策（将来計画）

平成 26（2014）年 4 月に新学長が就任したことを契機に、従来の使命・目的及び 3
つの方針の文言を一部変更した。それに伴い、学内外に対し製作した冊子に整合性が
取れていないまま掲載されていることが判明した。今後は、新学長、新副学長のリー
ダーシップの下、全ての製作物において内容を統一した上で周知を図ることとする。
また、建学の精神、基本理念、使命・目的、3 つの方針等の周知方法として、学内
に対しては配布資料等により周知を図っているが、在学生が十分に理解しているとは
言い難い。今後は、入学時のオリエンテーションの充実を図り、導入教育等の時間を
利用するなどして、建学の精神・基本理念について理解が深まるよう努力したい。特
に、本学の基本理念である「福祉力を鍛える」の「福祉力」という語句については、
社会福祉実践における専門性を端的に言い表していることから、十分な説明を行うこ
ととする。

1－2 使命・目的及び教育目的の適切性
≪1－
≪1
－2 の視点≫
の視点≫
1-2-①

個性・特色の明示

1-2-②
1-2-③

法令への適合
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

1-2-②

法令への適合

1-2-③

変化への対応

本学の使命・目的や教育目的に基づく個性・特色は、「『福祉力』を鍛える人間形成
教育と地域福祉活動」と明示している。この内容については、ホームページに掲載し、
学内外への周知及び情報公開を行っている（【資料 1-2-1】）。
本学の目的は、本学を運営する学校法人静岡精華学園の寄附行為第 3 条「この法人
は、教育基本法及び学校教育法に従い、学校教育を行うことを目的とする」に基づき、
本学学則第 1 条に「本学は、教育基本法及び学校教育法に基づき、福祉に関する高い
知識と優れた技能を併せ備えた有能にして社会の要請に応え得る有為な人材を養成す
ることを目的とする」と定めている。これは、学校教育法第 83 条が定める大学の目
的に適合している（【資料 1-2-2】、【資料 1-2-3】）。
平成 26（2014）年 4 月に開学 10 年目を迎えたこと、また新学長が就任したことに
より、使命・目的を再構成した。
従前までの使命・目的は、「発展しつつある 21 世紀の福祉社会における公私の場で
活躍できる人材育成を最大の使命・目的としている。この目的を達成するために、第
一に『福祉力を鍛える』ことで人間形成を実現する教育を推進し、第二に『キャンパ
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スは地域全体』をスローガンに掲げ、ボランティア活動や『心の問題』を抱える地域
住民への対応、本学教員による地域住民への公開講座の実施など、地域福祉を重視し
地域貢献に徹している」としていた。
しかし、「2018 年問題」に象徴される 18 歳人口の減少並びに少子化の進捗、超高
齢社会並びに複雑化多問題化する福祉ニーズへの対応が求められているという社会環
境等を見据え、本学の方向性について改めて検討した結果、「実践力のある福祉・教育
専門職の養成を通じて福祉社会を実現する」という本学の特色を前面に出した端的か
つ明確な使命を掲げるに至った。
この新しい使命については、平成 26（2014）年 4 月 1 日に学長が全教職員に資料
を配布し説明することにより周知徹底を行っている（【資料 1-2-4】）。
また、教育目的については、平成 21（2009）年度の大学機関別認証評価において、
「学科ごとに人材の養成に関する目的やその他の教育上の目的が学則などに明確に定
められていない点は改善を要する」との指摘を受けて、平成 21（2009）年度内に作
成し平成 22（2010）年度より学則に明記している（【資料 1-2-5】）。
本学は、平成 21（2009）年度に福祉心理学科と福祉情報学科の 2 学科体制から福
祉心理学科、医療福祉学科、健康福祉学科の 3 学科体制へと移行したが、この移行の
理由は、「社会福祉士及び介護福祉士の一部法律の改正」という社会情勢の変化等に対
応するために、短期大学部における介護福祉士の養成から、四年制大学における、よ
り高度で専門的な介護福祉士の養成へと移行・決断した点にある。
以上のことから、本学では社会情勢及び運営の実態に沿った見直しを適切に行って
いると判断している。
（3）1－2 の改善・向上方策（将来計画）

平成 27（2015）年 4 月の開設に向けて、新学部「子ども学部」の設置を進めてい
る。この新学部設置により、既存の社会福祉学部と新学部における教育目的及び使命
について整合性を図る必要がある。見直しにあたっては、速やかに修正を実施するな
ど、齟齬のないように柔軟な対応に努めるものとする。

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
1-3-④

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
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

本学の目的及び教育目的は学則にて明文化されているが、学則の改定については、
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本学での承認だけでなく理事会での承認を得る必要がある。
具体的には、まず「教学運営協議会」にて学則改定に関する議題を上程し審議・検
討を行う。「教学運営協議会」は、本学の管理運営に関する重要事項を審議・決定する
ための組織であり、委員長を学長とし、副学長、学部長、学科長、事務部長、その他
学長が指名する教職員からなる最高意思決定機関である。教学運営協議会にて承認を
得られた案件については、教授会にて報告することとなっている。
その後、理事会・評議員会において議題として上程し、承認を得られた段階で最終
決定となる（【資料 1-3-1】）。
このように、目的及び教育目的については、審議から決定に至る過程において必ず
役員、教職員が確認する仕組みを採用している。すなわち、理解と支持を受けるため
のプロセスを明文化している。
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

学内における周知方法としては、学生便覧及びキャンパスライフの手引きが挙げら
れる。この 2 つの冊子は、在学生及び教職員全員に配布しているため、確実閲覧する
ことになる。なお、キャンパスライフの手引きは、本学の委員会組織のひとつである
学生厚生委員会が中心となって作成している冊子であり、学生が成人に達することに
より起こる環境の変化（飲酒・喫煙・異性との交際など）に対する注意喚起等を記載
している。
それ以外にも、入学式などの式典では、学長が必ず使命・目的について触れること
により、教職員及び在学生のみならず在学生の保護者に対しても周知している（【資料
1-3-2】、【資料 1-3-3】、【資料 1-3-4】）。
また、学外に対する周知方法としては、ホームページ及び大学案内において明示し
ている（【資料 1-3-5】、【資料 1-3-6】）。加えて、学生募集要項にも明示することで本
学の使命・目的及び教育目的等を理解した上で本学の志願者が受験するよう配慮して
いる（【資料 1-3-7】）。
本学を運営する学校法人静岡精華学園では、平成 23（2011）年度に「静岡精華学
園みらい創造計画〔平成 23 年度～平成 27 年度〕」と題した中期計画を策定した。そ
の中に記載されている本学の教育方針は、「少子高齢化時代を迎え、福祉社会に必要
な人材を養成する本大学への期待は高まっているが、定員を確実に確保するためには
教職員は学生中心主義に徹し、『福祉力を鍛える』人間形成教育を強化するとともに
地域の大学として地域社会に貢献する様々な社会活動を推進する」である（【資料
1-3-8】）。
この文中にある「人間形成教育の強化」とは、本学の使命である「実践力のある福
祉・教育専門職の養成を通じて福祉社会を実現する」ことにつながる。かつ目的であ
る「福祉に関する高い知識と優れた技能を併せ備えた有能にして社会の要請に応え得
る有為な人材を養成する」ことでもある。したがって、本学の中期計画は使命・目的
及び教育目的を反映している。
また、使命・目的及び教育目的に基づき策定した 3 つの方針（ディプロマポリシー、
カリキュラムポリシー、アドミッションポリシー）については【資料 1-3-9】の通り
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である。
ディプロマポリシーについては、前文に「教育理念を体現し、教育目標を達成する
とともに、福祉課題を解決に導くためのソーシャルワーカーとしての能力を身につけ
たものに学位を授与します」と示されており、使命・目的にある「福祉専門職」に必
要な能力であるソーシャルワークの知識・技術を身につけることにほかならない。し
たがって、使命・目的及び教育目的を反映した内容である。
カリキュラムポリシーにおいては、まず福祉心理学科に関しては「新生児から高齢
者まで、すべての人の幸せを実現するために（中略）科目を配置している」と示して
いる。これは、これからの多様化する福祉ニーズに対応した人材を養成することを示
しており、使命にある「実践力のある福祉・教育専門職の養成」と合致する。次に、
医療福祉学科では、「医療・福祉分野で、誰でも安心して日常生活を送るための支援に
必要な専門知識・技術を学ぶとともに、（中略）科目を配置しています」とあり、また
「『医療福祉科目』としては、（中略）実践力を高めるための演習・実習系の科目を配
置します」とも示している。この内容は、本学の使命である「実践力のある福祉・教
育専門職の養成を通じて福祉社会を実現する」に沿ったものと言える。健康福祉学科
では「健康の維持と増進および介護福祉にかかわる体系的で実践的な知識を身につけ、
（中略）健康社会の実現に貢献するための専門科目を配置しています」とあり、他学
科と同様に本学の使命を反映している。
アドミッションポリシーについては、前文に「福祉専門職の養成を通じて福祉社会
を実現することを教育理念に、福祉に関する高度な知識と優れた技術をあわせそなえ
た専門職の養成を教育目標として、以下のような人の入学を求めています」と示され
ており、「使命・目的」及び「教育目的」を反映している。
以上のことから、本学が策定している中期計画及び 3 つの方針に関しては、全て使
命・目的及び教育目的を反映している。
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
1-3-10

本学の教育研究組織については、【資料
】の通りである。
まず、学部学科については、使命・目的及び教育目的を実現するために、1 学部 3
学科（社会福祉学部、福祉心理学科・医療福祉学科・健康福祉学科）を設置している。
学部学科名については、大学設置基準に基づいており整合性を確保している。
次に、学科教員構成に関しては、福祉心理学科は教育目的である「心の問題を中心
とした相談援助技術にかかわる幅広い学識の涵養を図る」ために、福祉分野の教員及
び心理分野、保育分野、教養分野の教員から構成されており、教育目的に沿った教育
指導体制を整えている。医療福祉学科においても、「医療現場における福祉相談援助技
術や情報管理技術とともに、ユニバ－サルな環境構築にかかわる幅広い学識の涵養を
図る」という教育目的の下、福祉分野、情報分野、教養分野の教員で構成されている。
また、健康福祉学科は、「高度な介護技術とともに、食育や運動などの健康にかかわる
幅広い学識の涵養を図る」という教育目的に基づき、社会福祉・介護福祉分野、食育
分野、健康分野の教員で構成されており、全ての学科で教育目的と整合性が取れた配
置となっている。
なお、教員数並びに教授数については、大学設置基準を満たした人数を配置してい
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る（【資料 1-3-11】）。
現在の大学運営における課題として、学科では解決困難な課題が存在ことである。
そこで、課題解決を目的として、学科を横断する専門部会を設置している。特に、教
養教育部会は、在学生の一般教養の学修に関する事項を検討する組織であり、カリキ
ュラムの再編成を視野に検討を行っている。
また、学部学科とは別に、本学の専門領域の研究を行うための静岡福祉大学総合研
究所を設置し、4 つのセンターに分かれ専門分野に関する研究を行うとともに、地域
とも連携し社会貢献活動を行う体制を整えている。
この静岡福祉大学総合研究所は、本学の使命・目的に基づいた個性・特色となる教
育活動並びに地域福祉活動の拠点としての機能を担っている。
そして、学生の修学と学生生活に関し細やかなサポート体制を構築するために学生
支援総合センターを設置している。
また、学生の実習教育の充実を目的として、かつ実習機関・施設との密接な連携を
図るために、福祉実習指導センター・保育実習指導センターを設置している。
さらに、介護福祉士国家試験制度の導入を見据え、介護福祉士の合格率向上を目指
すと同時に、従来の社会福祉士・精神保健福祉士の合格率向上を図るために専門職の
養成を支援する国家資格試験対策センターを設置している。
その他、海外研修や諸外国からの体験入学等をサポートする国際交流センターを設
置し、コンピューターリテラシー及びインターネット環境の整備と充実を目的に教育
情報センターを設置して、それぞれ役割を果たしている。
これらの学部学科及びセンターの運営等を検討するために、各種委員会を組織し運
営等に必要で適切な教職員を配置している。配置においては、学長のリーダーシップ
により適材適所の方針を掲げている。同様に、特別な事業に限定し、学長が中心とな
り単年度で委員会を組織するなど、大学運営に対し柔軟な対応を行っている。平成 26
（2014）年度においては、「10 周年記念事業準備委員会」がこれに該当する。
以上より、本学の教育研究組織である学部学科等については、全て使命・目的及び
教育目的に基づいて設置しているとともに、適切な運営体制を整えている。
（3）1－3 の改善・向上方策（将来計画）

使命・目的及び教育目的に基づいた教育研究組織を整えているものの、本学の教職
員数に比べてセンター数・委員会数・部会数がやや多いことは否めない。1 人の教員
がいくつもの組織に所属していることから、今後は、教育目的に沿った人材の育成や
地域福祉活動をさらに効果的に推し進めるためにも、組織のあり様をスリム化・効率
化する必要がある。
使命・目的及び教育目的の有効性を保ちながら、センター等を再編成し組織の改善
を進めていくことが懸案となっている。

［基準 1 の自己評価］

本学は、建学の精神・大学の基本理念に基づいた使命・目的及び教育目的を明確に
定めている。また個性・特色についても明確に示し、わかりやすく換言した上で「3
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つの方針」を学内外に公表していることは評価できる。
さらには、法令を遵守した上で、社会情勢に応じた使命・目的の変更を実施するな
ど、教学運営協議会が中心となり柔軟かつ早急な対応にも努めている。
教育研究組織に関しても、使命・目的及び教育目的との整合性を図っている。
以上のことから、基準 1 を満たしていると判断する。

11

静岡福祉大学
基準 2．学修と教授
学生の
2－1 学生
の受入れ
≪2－1 の視点≫
の視点≫
2-1-① 入学者受入れの方針の明確化と周知
2-1-②

入学者受入れの方針に沿った学生受入れ方法の工夫
入学者受入れの方針に沿った学生受入れ方法の工夫

2-1-③ 入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持
（1）2－1 の自己判定

基準項目 2－1 を満たしている。

（2）2－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

2-1-①

入学者受入れの方針の明確化と周知

本学の使命である「実践力のある福祉・教育専門職の養成を通じて福祉社会を実現す
る」に基づいた入学者受入れ方針（アドミッションポリシー）を策定している。以下に
示すアドミッションポリシーは、ホームページ、大学案内及び学生募集要項に掲載し、
志願者やその保護者、高校の進路指導担当者など広く関係者に発信している（【資料
2-1-1】、【資料 2-1-2】、【資料 2-1-3】）。さらに、静岡県東部、中部において行われる高
校教員対象大学説明会（【資料 2-1-4】）や、進学業者主催の進学相談会（【資料 2-1-5】）
など、折につけ本学の使命や、それに基づくアドミッションポリシーについて説明を行
っている。
◆アドミッションポリシー（大学案内 P27 より引用）
静岡福祉大学の社会福祉学部には、福祉心理学科、医療福祉学科、健康福祉学科
という 3 つの特色ある学科が配置されています。社会福祉学部は、実践力のある広
い意味での福祉専門職の養成を通じて福祉社会を実現することを教育理念に、福祉
に関する高度な知識と優れた技術をあわせそなえた専門職の養成を教育目標として、
以下のような人の入学を求めています。
・福祉を中心に、心理・介護・健康・医療・情報の分野に興味を持つ人
・優しさを大切にし、子ども、高齢の人、障害のある人を支えたいと考えている人
・ボランティア活動に積極的に参加し、地域に貢献したいと考えている人
・主体的に学ぶ意欲があり、福祉の専門的な知識と技術を身につけたいと考えてい
る人
2-1-②

入学者受入れの方針に沿った学生受入れ方法の工夫
入学者受入れの方針に沿った学生受入れ方法の工夫

本学では前述の入学者受入れ方針にしたがって、多様な学生を受入れるための方法を
設けている。それらの実施方法は以下の通りである。
1）アドミッションズオフィス（ AO）入試
本学の教育理念を理解した上で入学への意欲が高く、入学後も目的意識をもって取
り組むことができる学生を求めるもので、書類審査と面談を通じて、志望者の適性・
能力・意欲・目的意識等を総合的に評価する。2 回にわたる面談の中で、本学の入学
者受入れ方針と志望者の大学に対するニーズが適合しているか慎重に審査する。AO
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入試は A 日程から D 日程の 4 回に分けて行っている。
2）指定校推薦入学試験
入学実績のある高校を中心に指定校制での入学制度を実施している。高校に対して
は本学の入学者受入れ方針を示し、これに合致し、なおかつ福祉、介護、心理、医療、
健康のいずれかの分野に意欲を持っている生徒の推薦を依頼している。出願者に対し
ては、面接、出願書類によって入学の合否を判定する。
3）公募推薦入学試験
出身学校長からの推薦が得られる者を対象に行っている。小論文と面接及び書類審査
を総合して合否を判定する。面接では、本学の入学者受入れ方針に沿った質問を行って
いる。
4）一般入学試験
一般入学試験では、基礎学力の到達度を評価するために、2 科目の筆記試験を行っ
ている。1 つは必修科目の「国語」であり、もう 1 つは、「英語」「数学」「日本史」
「生物」の 4 科目からの選択である。「国語」は、日本語で授業を行う限り最も基本
的かつ重要な科目であるとの判断から必修としている。一般入学試験は、前期、中期、
後期と 3 回の日程を設けて実施している。
5）大学入試センター試験利用入学試験
大学入試センター試験による 2 科目の得点から合否を判定している。2 科目のうち
「国語」は必修科目で、残りの 1 科目は「外国語」「地理歴史」「公民」「数学」「理
科」のうち最も高得点だった科目が選択される。
6）社会人特別選抜入学試験
入学時満 23 歳以上の者を対象とした試験である。小論文、面接及び出願書類から
合否を判定する。面接では、本学の入学者受入れ方針に沿った質問を行っている。
7）外国人特別選抜入学試験
入学時満 18 歳以上の外国人で、学校教育法施行規則を満たし、日本留学試験にお
いて「日本語」が 220 点以上の者を対象とした試験である。日本語留学試験、小論
文、面接から合否を判定する。面接では、本学の入学者受入れ方針に沿った質問を行
っている。
8）編入学試験（2 年次・3 年次）
2 年次編入学試験に関しては、大学の学部に 1 年以上在籍し、 31 単位以上修得も
しくは修得見込みの者、短期大学を卒業もしくは卒業見込みの者、高等専門学校、専
修学校の専門課程を卒業、修了した者もしくは卒業、修了見込みの者を対象に実施し、
3 年次編入学試験に関しては、大学の学部に 2 年以上在籍し、 62 単位以上修得もし
くは修得見込みの者、短期大学を卒業もしくは卒業見込みの者、高等専門学校、専修
学校の専門課程を卒業、修了した者もしくは卒業、修了見込みの者を対象に実施して
いる。小論文、面接及び出願書類を基に合否を判定し、面接では本学の入学者受入れ
方針に沿った質問を行っている。
これらの入学者受入れ方法については、学生募集要項に記載するとともにホームペー
ジにも掲載し、入学希望者に周知している（【資料 2-1-6】、【資料 2-1-7】）。さらに、オ
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ープンキャンパスや高校教員対象大学説明会等のイベントや学外で実施される進学相談
会、高校訪問等の機会においても説明している。
入学者の受入れに関しては、「静岡福祉大学入学者選抜規程」に基づき、入試委員会が
入試日程、内容、選考方法等を立案し、教学運営協議会での承認を経て、教授会等を通
じて教職員に周知している（【資料 2-1-8】）。
合格者判定については、この規程に基づいて入試委員会によって合否原案を作成し、
教学運営協議会の承認を経て学長が決定している。
2-1-③

入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持
5

本学の過去 年間の志願者数、合格者数、入学者定員の推移は【表 2-1】に示した通
りである。大学全体での入学者数は、定員 200 人に対して、平成 22（2010）年度は 201
人、平成 23（2011）年度は 164 人、平成 24（2012）年度は 220 人、平成 25（2013）
年度は 191 人、平成 26（2014）年度は 196 人であった。学科別の入学者については、
福祉心理学科は、定員 80 名に対して、平成 22（2010）年度は 93 人、平成 23（2011）
年度は 87 人、平成 24（2012）年度は 126 人、平成 25（2013）年度は 106 人、平成 26
（2014）年度は 99 人で全て定員を満たしている。一方で、医療福祉学科はこの 5 年間、
健康福祉学科は、平成 23（2011）年度から 4 年間は、それぞれ定員 60 人に対して定員
を満たしていないものの、入学定員の 7 割を維持している。さらには医療福祉学科につ
いて定員減を検討中である。
なお、オープンキャンパスの延べ来場者数に関しては、平成 23（2011）年度が 1,174
人、平成 24（2012）年度が 1,319 人、平成 25（2013）年度が 1,317 人であった。一方
で、オープンキャンパスの 1 回あたりの平均来場者数は、平成 23（2011）年度が 130
人、平成 24（2012）年度が 131 人、平成 25（2013）年度が同じく 131 人であった（【資
料 2-1-9】）。
社会福祉学部の 3 学科それぞれで入学者を増やすために様々な工夫を行っている。福
祉心理学科では、オープンキャンパスでの模擬授業において心理学の内容をわかりやす
くかつ面白さを感じてもらえるように、グループワークや簡単な実験を行うなど内容を
工夫している。また、より専門的な授業内容を紹介するために「高校生のための心理学
講座」と題してオープンキャンパスとは別に学科企画として心理学に興味のある高校生
を対象にして展開している。医療福祉学科では、オープンキャンパスの模擬授業におい
て、福祉・医療分野での ICT の活用について iPad や実際の電子カルテのシステムなど
を活用して実施している。また、オープンキャンパス以外の学科企画として、ICT の福
祉、医療での応用をテーマにした企画を実施している。健康福祉学科では、オープンキ
ャンパスの模擬授業において介護や健康の体験型の授業を展開している。また、介護と
福祉以外に、運動指導を行える運動指導者の養成に力を入れ、運動経験を福祉や介護、
地域社会に活かしたいと考えている高校生へのアプローチをしている。
（3）2－1 の改善・向上方策（将来計画）

福祉心理学科は最近 5 年間で入学定員を充足しているものの、医療福祉学科は 5 年連
続、健康福祉学科は 4 年連続で入学定員を満たしていない。そのため本学では、入学定
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員を充足すべく様々な方面からの対策を行っている。以下、概説する。すなわち、学部
学科の新設・再編、各学科での広報活動の工夫、ウェブ広告の活用、地域社会への影響
力の強化、これまでの広報活動の見直しである。
本学では平成 27（2015）年度から子ども学部子ども学科の新設と、社会福祉学部医
療福祉学科の入学定員の変更（60 人から 40 人へ）を行う予定である。この新設・再編
によって入学定員は、現在の 200 人から、子ども学部 50 人、社会福祉学部 180 人の 230
人になる予定である。子ども学部子ども学科では、幼稚園教諭と保育士の養成を行う。
これまで本学では福祉心理学科において保育士の養成を行ってきたが、認定こども園へ
の移行が進む中で、両方の資格を同時に取得したいというニーズの高まりがあった。そ
のニーズに応えるべく新学部を立ち上げることになった。子ども学部と社会福祉学部の
志願者とでは、それぞれ入学動機が異なることが予想される。そのため、子ども学部新
設に伴って、新たな志願者が増加すると見込んでいる。
本学の広報活動は、進学雑誌、ダイレクトメール、高校訪問、ホームページなど様々
なメディアを活用し、それらの連携を意識して行っている。一方で、昨今のスマートフ
ォン普及は目を見張るものがあり、それは高校生においても例外ではないことから、ス
マートフォンに対応した広報活動にも力を入れることとし、平成 26 年(2014)年度の半ば
にスマートフォンにも対応できるウェブ広告に強い業者をコンペティションで選定する
予定である。
地域社会への影響力の強化については、これまで本学では地域の様々なイベントに学
生ボランティアをはじめ関係する教職員が参加し盛り上げてきた。しかし、それらのイ
ベントへの参加は一部の学生・教職員にとどまっていた。さらに、イベントへの参画の
あり方についても、企画・運営から主催者と協働で進めていくような方針ではなかった。
これらの状況を鑑みて、新学長の下、平成 26（2014）年度からは地域の自治体、NPO
法人、市民団体、社会福祉法人等と有機的につながり、様々な地域課題を解決すべく大
学の資源を積極的に活用する努力を重ねているが、今後も継続する予定である。
最後に、これまでの広報活動の見直しである。これまで本学では、オープンキャンパ
ス、高校訪問、進学相談会等に加え、進学雑誌・進学情報ホームページへの掲載、ホー
ムページ、大学案内、学生募集要項等において本学の 3 学科のそれぞれの強みを高校生
のニーズに合致するように伝えてきた。しかし、これまでの広報活動について批判的に
振り返り、良いものは残す一方で、効果のないものを大胆に削るといった姿勢が重要と
考える。今後は、客観的なデータを基にこれまでの広報のあり方を見直し、効率化して
いく予定である。
2－2 教育課程及び
教育課程及び教授方法
及び教授方法
≪2－2 の視点≫
の視点≫
2-2-①
2-2-②

教育目的を踏まえた教育課程編成
教育目的を踏まえた教育課程編成方針の明確化
編成方針の明確化
教育課程編成方針に沿った教育課程の体系的
沿った教育課程の体系的編成
編成及び教授方法の工夫
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
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。
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（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
教育目的を踏まえた教育課程編成方針の明確
編成方針の明確化
方針の明確化

本学の教育課程編成方針（カリキュラムポリシー）については、建学の精神と大学の
基本理念及び大学の使命、及び学位授与方針に基づき以下のとおり作成し、大学案内及
びホームページにより周知を図っている（【資料 2-2-1】【資料 2-2-2】）。
いずれの学科においても社会福祉関連資格を取得させるための教育課程を設けており、
それぞれの所定の科目群がカリキュラムの中心を構成している。また、各学科のカリキ
ュラム編成については、それぞれの専門的学問体系を基盤に、科目を基礎科目、専門科
目に区分し、学習領域や履修の体系性・順序性を考慮するとともに、それぞれの教育目
的を反映した教育課程を編成している。以下、学内外に公表している 3 学科の教育課程
編成方針を引用する。
◆福祉心理学科
新生児から高齢者まで、すべての人の幸せを実現するために、3 つの分野を設け、
それぞれの特色を活かした科目を配置しています。「心理分野」では、基礎から応用ま
での幅広い心理科目を中心に、臨床心理士、臨床発達心理士等の資格取得も視野に入
れ、専門分野の科目を配置します。「児童分野」では、心理学及び社会福祉学を基礎に、
児童虐待やいじめ、少子化等に対応する児童心理学、児童福祉学の分野の科目を配置
します。「福祉分野」では、こころのケアと障害者支援ができるソーシャルワーカー（社
会福祉士・精神保健福祉士）養成に欠かせない社会福祉学、精神保健福祉学などを配
置しています。
◆医療福祉学科
医療・福祉分野で、誰もが安心して日常生活を送るための支援に必要な専門知識・
技術を学ぶとともに、豊かな教養と見識、専門職としての高い倫理観の習得を目的と
して科目を配置しています。具体的には、「福祉情報科目」として、情報処理、障害者
をめぐる生活環境・情報保障やバリアフリー・ユニバーサルデザインに関する基本的
知識を身につける科目群を配置するだけではなく、医療・福祉の発展的・総合的理解
と情報技術の応用力の育成のために演習系科目に重点を置いています。「医療福祉科
目」としては、医療と医療情報の基礎から展開にいたる知識の吸収をめざし、実践力
を高めるための演習・実習系の科目を配置します。
◆健康福祉学科
社会福祉学部としての教育理念・目標を踏まえ、健康の維持と増進及び介護福祉に
かかわる体系的で実践的な知識を身につけ、相談援助の仕事も担う高度な介護福祉職、
さらには介護状態を防ぐための健康社会の実現に貢献するための専門科目を配置して
います。「介護福祉科目」では、講義による体系的な知識を身につけるⅠ群と並行して、
演習による生活支援技術の習得を重視し、多くの現場実習科目で構成されるⅡ群を設
置します。「健康福祉科目」では、講義科目を中心に、健康科学・健康管理について科
学的に理解することに加え、実習・演習科目を配置することによって、障害者・高齢
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者の運動分野における実践的な学習をめざします。
2-2-②

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

本学教育課程は、｢基礎科目｣及び｢専門科目｣（学部共通専門科目・学科専門科目）に
より体系的に構成されている。各科目群の全体構成並びに編成方針は次の表 2-2-1 の通
りである。
1）教育課程編成区分
表 2-2-1 各学科の科目群編成区分並びに
各学科の科目群編成区分並びに編成方針
並びに編成方針
基礎科目
外国語科目 専門教育への橋渡しとなる語学力の基礎を培い、外国語によるコ
ミュニケーション能力を養い、国際化社会における異文化理解の
基盤を確立する。
総合基礎科目 人間理解を基礎とした、広い視野と論理的な思考を形成する文化
的・社会的・科学的教養を確立する。
基盤情報科目 情報化社会での知的活動及び大学での学修を支えるための基礎知
識並びに基盤的スキルを修得する。
社会福祉学部共通専門科目
社会福祉科目 社会福祉に関する基礎的･基幹的知識の獲得と実践的修得（Ⅰ群）、
（Ⅰ群･Ⅱ群） 及び福祉社会の理解に資するより幅広い知識の獲得並びに総合的
な理解を目指す（Ⅱ群）。
卒業研究
修得してきた知識や技能を総合し、特定のテーマについて主体的
に研究し、科学的理解や分析を深める研究の過程を通して、一定
の研究成果を獲得する。
福祉心理学科専門科目
心理科目
心理学･臨床心理に関する基礎的及び展開的知識を獲得し、実践的
に修得する。
精神保健科目 精神科等の MSW（医療ソーシャルワーカー）に欠かせない精神
保健に関する基礎的及び展開的知識を実践的に修得する。
保育科目
保育に関する基礎的及び展開的知識を実践的に修得する。
医療福祉学科専門科目
福祉情報科目 福祉･医療現場の情報化を担う情報技術を獲得し、バリアフリー､
ユニバーサルデザインや情報保障に関する体系的･実践的知識を
修得する。
医療福祉科目 医療情報の管理･活用に要する知識を理解し実践する（Ⅰ群）、及
（Ⅰ群･Ⅱ群・ び医療現場における相談援助･事務管理・精神保健に関する知識を
Ⅲ群）
獲得し実践的に修得する（Ⅱ群・Ⅲ群）。
健康福祉学科専門科目
介護福祉科目 介護福祉の実践に要する体系的知識を修得し（Ⅰ群）、介護現場で
（Ⅰ群･Ⅱ群） 必須とされる技法を実践的に修得する（Ⅱ群）。
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健康福祉科目 健康の維持･増進のための科学的･体系的知識を、運動処方･介護予
防等の具体的問題意識をもって体得する。
基礎科目は、高等教育を修了した市民として有するべき資質（人と社会に対する
幅広い理解、人の尊厳・価値を学び、主体性と社会性をともなった基礎的な課題解
決力、良き市民としての基礎的能力）を身につけることをねらいとして、｢外国語科
目｣･｢総合基礎科目｣･｢基盤情報科目｣の 3 科目群の講義および演習で構成されてい
る。
「総合基礎科目」には、「キャリア支援」科目（1~3 年次必須）を設置し、総合的
な社会人としてのキャリア形成を行っていくための教育体系を段階的に設定してい
る。社会人になるための知識と自己表現法を学び、キャリアデザインを実践し、福
祉力や社会人基礎力を獲得することができるよう編成している。
専門科目は、社会の中で専門性を発揮できる職業人の知識とスキルを習得するた
めに編成されている。学部共通専門科目として｢社会福祉科目（Ⅰ群･Ⅱ群）｣･｢卒業
研究｣が設けられ、福祉心理学科においては｢心理科目｣･｢精神保健科目｣「保育科目」、
医療福祉学科においては｢福祉情報科目｣･｢医療福祉科目（Ⅰ群･Ⅱ群・Ⅲ群）｣が、
また、健康福祉学科においては｢介護福祉科目（Ⅰ･Ⅱ群）｣･｢健康福祉科目｣が編成
されている。
「社会福祉科目（Ⅰ・Ⅱ群）」は、専門教育の基軸として学部共通専門科目として
各学科共通に設定されている。その基礎・基幹部分であるⅠ群は、社会福祉士国家
試験の受験資格の指定科目と合致するよう編成されている。
「社会福祉科目」は、講義科目によって①人と社会の理解、②人間の尊厳（価値・
態度）の理解を目的とした社会福祉の基礎的・基幹的知識（Ⅰ群）並びにより幅広
い知識（Ⅱ群）を効果的に修得するとともに、③課題を発見し解決する力、④対人
コミュニケーション・実践力を身につける相談援助の実践的力量の涵養を図る観点
から、段階的に運用される演習・実習指導・実習に多くの時間を配当している。ま
た、社会福祉士養成カリキュラムの改訂に伴い、実習時間を増やす等より実践力を
強化するための科目配置を行っている。
学科専門科目は、各学科の専門的な学問体系の履修を目的として分野別に編成し
ている。また、一定の範囲内で他学科開講科目の受講を認めることによって、学生
の多様な学習ニーズにも応え得る柔軟性を継承している。
｢心理科目｣は、主に講義科目によって心理学・臨床心理の基礎から展開に至る知
識が教授されるとともに、少人数のカウンセリング演習を設置することによって、
状況に応じた知識の総合と応用の方法を体得し、こころのスペシャリストたる資質
の涵養を図っている。
｢精神保健科目｣は、精神保健の基礎から展開に至る知識を講義すると同時に、演
習・実習に多くの時間を配分し、知識の総合とこころを扱う専門家としての実践的
育成に努めている。精神科等における MSW（医療ソーシャルワーカー）の専門性
獲得に欠かせない科目である。
「保育科目」は、保育に関する基礎的及び展開的知識を実践的に修得することに
努めている。
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｢福祉情報科目｣は、講義科目によって障害者をめぐる生活環境・情報保障やバリ
アフリー・ユニバーサルデザインについての基本的知識を身につけると同時に、多
くの演習を配置することによって、医療・福祉の発展的・総合的理解と情報技術の
応用が可能な内容としている。
｢医療福祉科目｣では、講義科目によって基礎から展開に至る知識を吸収しつつ、
演習と現場での実習の機会を設けることによって、医療・福祉現場における情報管
理（Ⅰ群）・相談援助（Ⅱ群）・精神保健（Ⅲ群）を担う知的専門職としての実践的
経験を得られるよう配慮している。
｢介護福祉科目｣では、講義による体系的知識の獲得（Ⅰ群）と並行して演習によ
る介護技術の修得を重視し、多くの現場実習を配する（Ⅱ群）ことによって、指導
的介護福祉従事者としての実践能力の養成に努めている。
｢健康福祉科目｣は、講義科目を軸に食育を含む健康科学・健康管理の科学的理解
を獲得するとともに、多くの実習・演習を設けることによって障害者・高齢者への
運動処方等の具体的問題意識の下での実践的学習を図っている（【資料 2-2-3】、【資
料 2-2-4】、【資料 2-2-5】、【資料 2-2-6】）。
）CAP 制（【資料 2-2-7】）
本学の年間履修登録単位には制限を設けており、最低 8 単位、最高 50 単位となっ
ている。単位の過剰登録を防ぐために、1 年間あるいは 1 学期間に履修登録できる単
位の上限を設定する CAP 制を設けている。大学設置基準上、1 単位とは、教員が教
室等で授業を行う時間に加え、学生が予習や復習など教室外において学習する時間の
合計であり、標準 45 時間の学修を要する教育内容をもって構成されている。これを
基礎とし、授業期間は 1 学年間に約年 30 週、約 30 単位を修得することを標準とし、
これにより大学の卒業要件は 4 年間にわたって 124 単位を修得することを基本とし
て制度設計されている。すなわち、CAP 制は学修すべき授業科目を精選することで
十分な学習時間を確保し、授業内容を深く真に身につけることを目的とし、各年次に
わたって適切に授業科目を履修してもらうための制度である。
本学では各学年で登録可能な単位数の上限は年間 50 単位と定めている。ただし、
以下の要件を満たす者は、年間 56 単位を上限に履修登録を認めている。
ａ．直前の学年の GPA が 3.4 以上の者
ｂ．学科長承認のうえ学長決裁で認めた者
なお、本学は福祉・教育専門職を養成する機関であることから実習教育を重視して
いる。そこで、以下に該当する科目については CAP 制の対象から除外している。
ａ．教職課程で「教職に関する科目」及び「教科に関する科目」のうち他学科受講
を必要とする科目
ｂ．社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、保育士、診療情報管理士、教育実
習の資格に係る実習

2

3

）演習・実習教育
本学において、最も教授法に工夫を凝らしている科目が演習及び実習教育といえる。
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とりわけ実習教育では、座学では学ぶことのできない臨床体験を取り入れたきめの細
かい指導を特徴としている。以下、各学科を代表する資格取得に関する演習・実習教
育について記述する。
学部共通専門科目としての社会福祉士養成課程、また、各学科における専門科目に
おける専門資格養成課程において、福祉倫理・専門知識と基本的な相談援助技術につ
いて体験を通して主体的に学習する場であり、将来，社会福祉専門職としての基本的
態度を育成するための実践的な教育課程としての実習教育を行っている。
ａ．福祉実習指導センター・保育実習指導センター
福祉の国家資格である、社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士の受験資格
を得るにはそれぞれに定められた実習が必修となるが、その実習を履修するサポ
ート機関として福祉実習指導センターを設置している。同様に保育実習に関して
保育実習指導センターを設置している。
センターでは、実習施設と連絡や調整を図り、国家資格取得を目的とした実習
が円滑に行えるように実習先の施設・機関との調整を行い、実習を履修する学生
に対して、実習の準備から終了後までの手続き及び相談対応を行っている。
ｂ．演習実習教育の体系
社会福祉学部共通専門教育課程である社会福祉士養成課程においては、特に実
践的な教育である演習・実習教育に関する課程を体系的・順次的に編成している。
演習については、社会福祉士に求められる相談援助に係る知識と技術を実践的に
習得するとともに、専門的援助技術として概念化し理論化し体系立てていくこと
ができる能力を涵養し、実習については、相談援助に係る知識と技術について具
体的かつ実際的に理解し実践的な技術等を体得し、社会福祉士として求められる
資質、技能、倫理、自己に求められる課題把握等、総合的に対応できる能力を習
得することを目的としている。
これらの教育については、学内だけでなく実習先の社会福祉施設・機関との連携に
よる推進が重要となるため、科目を担当する教員による社会福祉演習実習委員会を組
織し、推進・調整にあたっている。体系的な教育体系において、より実践力を高める
ための特徴的な取り組みとして以下の教育プログラムを実施している（【資料 2-2-8】）。
イ．見学実習
相談援助演習（2 年次）の中で、社会福祉実習で実習先となる施設・機関の
概要を知り、社会福祉を学ぶ上で重要な現場に触れる機会を持つために、見学
先の施設・機関として社会福祉法人の協力を得て、特別養護老人ホーム、養護
老人ホーム、障害者福祉サービス事業所等の見学実習を実施している。配属実
習の重要な準備として予備知識を得るとともに、サービス利用者や支援の実際
を理解するために、事前学習・事後学習に力を入れている（【資料 2-2-9】）。
ロ．フィールドワーク自己学習
地域社会の成り立ちやその中での社会福祉相談援助機関や自治体の福祉計画
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などの役割について実践的な学びを深めるために、「フィールドワーク自己学習
課題」を課している。この学習課題は、より良い相談援助実習を達成するため
に、実習先の地域社会の状況を調べることで、地域の福祉ニーズや福祉課題を
把握し、社会資源、ネットワーク、専門職の連携等を活用した対応方法を考え
ることを目的としている。相談援助実習配属先の市町村における各種の福祉計
画を入手し、その地域における福祉課題を整理し考察すること、または、居住
地域の相談機関の所在やその機能を学び、課題に対して受講生が自らフィール
ドに出向き、行った調査をもとに考察し、記述をまとめる課題に取り組んでい
る。
ハ．実習報告会・意見交換会
社会福祉実習を意義あるかたちで充実させ、養成（教育）機関、実習先の施
設・機関、実習生（学生）の三者の協力により実習教育を充実させるため、実
習指導者意見交換会を毎年度開催している（【資料 2-2-10】）。
その中で、「ソーシャルワーク実習のあり方」「個別支援計画の作成と指導方
法」など実習教育において重要なテーマをもとに事例報告及び分科会での意見
交換、アンケートを行っている。
また、この意見交換会に合わせて実施している実習報告会では、実習生（学
生）による実習報告書（レポート）を基に実習の経験、学びについての報告を
行っている。また、作成した集録については、「相談援助実習報告集」として各
実習施設・機関に配布を行っている（【資料 2-2-11】、【資料 2-2-12】）。
精神保健福祉援助実習においては、演習・実習の充実によって実践力の高い精神
保健福祉士を養成することにある。本学においては、以下の 2 年次から 4 年次まで
の積み上げによる現場実習形態を実施している（【資料 2-2-13】）。
イ．2 年次には見学実習（精神科病院・障害福祉サービス事業所）を実施（【資料
2-2-14】）。
ロ．3 年次においては、夏季に参加型体験実習（3 日間）を実施し、記録の仕方
やコミュニケーション能力を高め、クライエントの生活背景の理解を実習教育
のねらいとしている（【資料 2-2-15】）。
ハ．3・4 年次で現場実習として精神科病院を基本に障害福祉サービス事業所にて
実施し、それぞれ実習指導者からの評価、実習巡回担当教員の連絡調整と経て
評価としている（【資料 2-2-16】）。
ニ．実習報告会並びに実習指導者シンポジウムを実施し、学生の実習報告には、
精神保健福祉士を目指す 3 年生の参加と実習指導者が出席し、充実した意見交
換を行っている。また、実習指導者シンポジウムにおいては、実習指導及び実
習教育のあり方を追究し養成校と実習指導者の共通のテーマをもって開催して
いる（【資料 2-2-17】）。
ホ．実習報告集を作成し、学生及び実習先に配布し学生の実習体験の共有を図っ
ている（【資料 2-2-18】）。
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介護福祉実習においては、介護の体験を通して、領域「人間と社会」で学んだ人
間の尊厳や、領域「こころとからだのしくみ」で学んだ介護に必要なからだのしく
みなど、これまでの学習内容を統合させて、領域「介護」とは何かを理解・再認識
し、それを実践する能力を習得することである。生活支援に係る知識と技術を習得
するとともに、即戦力のある介護福祉士を養成することにある。本学においては、
1 年次から 3 年次までの積み上げによる現場実習形態を実施している。実習評価に
おいては、実習指導者の評価及び実習巡回担当教員による事前指導、訪問指導、事
後指導を総合的に調整し行っている（【資料 2-2-19】、【資料 2-2-20】）。
イ．1 年次では、利用者の暮らしの場や関わりを通してコミュニケーションの大
切さを学ぶこと、また、施設の概要を理解するために、養護老人ホーム、小規
模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型共同生活介護、障害者支援施設等へ
の実習を実施している。
ロ．2 年次には、1 年次での実習の学びを基に、利用者の個別性に応じた生活支
援技術の実践と工夫の理解や、介護過程の準備として情報の収集・分析、介護
目標の設定、計画立案の取り組みを行うために、特別養護老人ホームや介護老
人保健施設、障害者支援施設等への実習を実施している。
ハ．3 年次では、居宅介護実習（2 日間）と施設実習を実施している。居宅介護
実習では、在宅の高齢者や障がい者、家族の状況を理解することや、在宅サー
ビスの概要や機能を理解するために、周辺の市社会福祉協議会を中心に実施し
ている。施設実習では、2 年次での実習の学びを基に、利用者一人を担当し個
別援助計画の立案・実施・評価といった一連の介護過程を実施する。また、介
護福祉士としての職業倫理や専門職としての姿勢を身につける。実習施設は、
特別養護老人ホームや介護老人保健施設、障害者支援施設としている。
ニ．3 年次に行った介護過程の取り組みを報告する機会として、介護事例研究発
表会を実施している。発表会では、介護福祉士を目指す 1 年生と 2 年生が参加
し、取り組み内容について意見交換を行っている。報告内容は、事例研究集を
作成し、学生等に配布し実習体験の共有を図っている（【資料 2-2-21】、【資料
2-2-22】）。
ホ．実習指導者と養成校で共通のテーマである、実習指導法や実習のあり方につ
いての意見交換の場として、実習指導者懇談会を実施している（【資料 2-2-23】）。
診療情報管理士養成課程における病院実習では、実践力のある専門性の高い診療
情報管理士の養成を目指し、2 年次より以下の通り系統的に指導を行っている。
イ．2 年次では、病院実習の全体像の把握を目的とした実習報告会への参加、実
習に際して求められるソーシャルスキルの確認を目的としたボランティアなど
の社会的活動への参加とその体験報告（病院実習指導の第１回講義）を課す（【資
料 2-2-24】）。
ロ．3 年次の病院実習指導では実習計画書の作成・日誌の記載方法の個別的に指
導し、医療情報学演習では病院実習に対応した情報分析能力の基礎的教育を実
施する（【資料 2-2-24】）。
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ハ．3 年次の夏季に 3 週間の病院実習を実施し、現場の各指導者の評価をもとに
実習巡回担当教員の報告を参考に検討し、評価する（【資料 2-2-25】、【資料
2-2-26】、【資料 2-2-27】）。
ニ．実習の総括としての実習報告会および学生主体の交流会を実施し、1 年から
4 年までの診療情報管理士を目指す学生の情報共有および交流を図る機会とす
る。実習報告会には実習指導者にも参加いただき、報告会終了後、教員との懇
談会を実施し、今後の実習プログラムならびに実習前教育の在り方について意
見交換を行う（【資料 2-2-28】）。
ホ．実習報告集を作成して学生及び実習先に配布し、学生の実習体験の共有を図
る（【資料 2-2-29】）。
保育実習では、保育所及びその他の児童福祉施設（障害者支援施設も含む）の役
割や機能・保育の内容や意義等について、保育を実践する経験を通して具体的に理
解する。本学においては、2 年次から 4 年次までの実習の積み上げ（保育実習Ⅰ、
保育実習Ⅱまたは保育実習Ⅲ）による現場実習体制を取って、実践力のある質の高
い保育士を養成することを目的としている。これらの実習を充実させるため、以下
のような内容で実習に取り組んでいる（【資料 2-2-30】。
イ．2 年次の保育実習Ⅰ（保育所実習）を実施するにあたり、保育実習指導Ａ（事
前指導）において、保育所の園長による講話・教材研究・実習指導案の作成等
を行う（【資料 2-2-31】）。
ロ．保育所の本実習の前に一日見学実習を実施して、保育所保育の流れを理解し
たうえで、2 年次の春季休暇中に保育所で 2 週間の実習を行う（【資料 2-2-32】、
【資料 2-2-33】）。
ハ．実習後には事後指導を行い、グループによる実習反省会と全体報告会を実施
し、次年度の実習につながるような指導を行う（【資料 2-2-31】）。
※福祉心理学科保育心理コースは 2 年生が最高学年であるため、平成 25（2013）
年度の保育実習は保育実習Ⅰのうち保育所実習のみである。
）卒業研究
卒業研究は、学生が興味関心を持ったテーマを選び、それまでに修得してきた知識
や技能を総合しながら、専門領域について主体的な研究を深めるための、教員と学生
相互の協働によるゼミナール形式の学びの場である。文献講読・調査・フィールドワ
ーク・製作・発表・討論等の過程を通じて科学的理解や分析を深め、学生自らが問題
を発見・追求して一定の成果を獲得することを目的とし、その成果については、卒業
論文にまとめることを目指す。
「卒業研究Ⅱ」（4 年次）では、研究の成果を報告することを目的とした卒業研究
発表会を開催している。多くの教員、学生、地域関係者を前にした発表は学生による
研究の共有、また、他の専門分野からの助言による新たな視点の獲得、学生の主体的
な研究発表の場と共同的な評価により、自己尊重感や達成感の向上につながっている

4
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（【資料 2-2-34】、【資料 2-2-35】）。
）国際福祉教育・海外福祉研修
国際的視野に立って社会福祉を構築することができるよう、国際福祉シンポジウム
及び海外福祉研修を実施している。
海外福祉研修に関しては、海外の福祉施設・機関を訪れ、見学や研修を行い現地の
福祉制度、福祉シンポジウム、またまちづくりや文化を学ぶ研修プログラムを組み立
てている。現地の学生との交流も行われ、帰国後は全員で報告書を作成し発表を行う
ことにより、自身が暮らす日本・静岡の魅力や課題を改めて認識する機会となり、同
時に自分自身を知ることにもつながっている。身近な問題、授業や課外活動で取り組
んでいる問題･課題、また日本の抱える社会・経済をめぐる問題などが、海外ではど
ういう状況にあるのか、どう解決しようとしているのか、人々の生活や物の見方・考
え方はどのようなものか等について、実際に自分自身で生活しながら、見聞きし、自
分で考える機会となっている。
平成 25（2013）年度は、アジアと北米という異なる地域に 2 回の海外研修を実施
した。
ａ．海外福祉研修（【資料 2-2-36】）
イ．韓国研修
日程：平成 25（2013）年 9 月 10 日～14 日 5 日間
訪問先：韓国ソウル 福祉施設、リハビリテーション施設、大学等
ロ．カナダ研修
日程：平成 26（2014）年 3 月 12 日～17 日
訪問先：バンクーバー カナダの福祉事情 ホームステイ、医療専門学校の
Gateway College「発達障害協会」保育・幼稚園・デイセンター重度の発達
障害者のディケアセンター自立生活支援センターなど。

5

ｂ．日韓国際福祉シンポジウム（【資料 2-2-37】）
静岡福祉大学と韓国福祉大学の共催により、「障害のある学生に対する支援」を
テーマに本学を会場に以下のとおり開催した。
日 時 平成 26（2014）年 2 月 6 日
会 場 静岡福祉大学第二大講義室
参加者 150 人
内 容 日本には 12,000 人の障害学生がいるものの、全国の学生全体の 0.37％
に過ぎない。日本では、発達障害の学生が増えている現状にある。韓
国の障害者福祉は遅れてスタートしたものの制度化のスピードは速く、
障害者雇用については、日本よりも進展している領域も少なくない。
韓国では、障害学生のいる大学には「障害学生支援センター」を置く
ことが法律によって定められている（平成 20（2008）年から義務化）。
韓国福祉大学は、障害学生 40％の国立大学であり、障害学生支援のリ
ーダー的存在として、手話や字幕などの情報保障をインターネットを
24
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使って遠隔支援を行い、モデル的な役割を果たしているなど障害学生
が置かれている現状や課題について意見交換を行った。
（3）2－2 の改善・向上方策（将来計画）

まず 1 番目に、本学においては全学的な基礎科目と学部共通の専門科目である社会福
祉教育の体系的編成を基本に、各学科において専門的な学問体系に基づき、資格取得を
踏まえた教育体系を採用している。しかし、それらの全体像を図示し、将来のキャリア
形成につながる展望を見通すことを可能とするカリキュラムマップが作られていない。
そこで、全学的な課題として、平成 27（2015）年度にはカリキュラムマップを作成し、
学生自身が初期の段階から自らの学習計画及び卒業後の進路を展望できる仕組みを整備
したいと考える。
2 番目に、本学はその教育目的及び使命を踏まえた教育課程を編成しているとはいえ、
学生の資質及び能力の多様性が近年、顕著に見られることから、2 つの課題が生じてい
る。1 つは専門課程に進む前に必要とされる基礎的な教育課程の充実である。すでに 1
年次 2 年次の全学生を対象とする基礎ゼミ的な科目である「キャリア支援」は用意され
ているものの、共通かつ明確な教育目標・達成目標に基づく体系化が図られているとは
言いがたい。3 年次には専門課程に欠かせぬ実習教育が始まり、そこでは対人援助の基
礎的な能力ともいえるコミュニケーション力、報告書作成に欠かせない文章力が問われ
る。さらには施設・機関における上司や利用者に対する挨拶の仕方、目上の人への言葉
の使い方等の社会人基礎力も含まれる。しかしながら、それらの能力ごとに到達度を明
確化して指導する教育課程の整備が求められている。
課題の 2 つ目は学生の資質及び能力の多様性に応じた教育課程の整備である。具体的
には、基礎的な教育課程の充実のみならず、一人ひとりの学生の指向性や発達度に応じ
た科目を用意する必要がある。必ずしも入学した学生の全員が最終的に本学の使命であ
る「実践力のある福祉・教育専門職」を目指すわけではない。4 年間を通じて、自らの
能力の限界を覚知する学生もいる。その興味が変化する学生もいる。そうした学生たち
が退学することなく、社会人として世に羽ばたくための知識と技術を習得し、自信を持
って就職活動ができるような体制づくりを通じて、高等教育機関としての責任を果たさ
ねばならないと考える。こうしたカリキュラム改革には学内コンセンサスを含む時間が
必要であることは当然としても、2 つの課題を解決するために、必修科目としての「基
礎ゼミ」導入といった形で実体化させる方向を目指したい。
3 番目の改善・向上方策としては、資格取得のための必須科目の再編成である。高等
教育機関であるからには、単なる実学としての資格取得を教育上のゴールとするわけに
はいかない。現実には学生のなかには、「あれもこれも」とばかり資格取得に励む者も少
なくないが、CAP 制（上限 50 単位）の本来の目的である、十分な予習復習を想定した
学修時間の確保を図る必要があろう。いわゆる「読み替え」科目の編成はもちろんだが、
単にダブルライセンス、トリプルライセンスをうたうのではなく、すなわち「資格あり
き」ではなく、専門職としての専門性獲得の観点から、手段としての資格の意味を理解
させねばならない。具体的には、3 学科を横断する形で必須科目が用意されているが、
学科ごとの特色ある教育目標との関連において、それらを再編成する必要がある。実習
25
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教育についても同様の観点から、地域社会で機能を果たす施設・機関との連携体制を強
固なものとし、教育者・現場指導者・学生の三者関係のなかで「協働実践学習」を深化
させねばならない。
2－3 学修及び授業の支援
学修及び授業の支援
≪2－3 の視点≫
教員と職員の協働並びに
2-3-① 教員と職員の協働
並びに TA(Teaching Assistant)等の
Assistant)等の活用による
等の活用による学修
活用による学修支
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
教員と職員の協働並びに TA(Teaching Assistant)等の
Assistant)等の活用による
等の活用による学修
活用による学修支援及
学修支援及
び授業支援の充実

本学では、教職員協働による全学的な学修支援体制として、以下の制度を導入し、あ
るいは取り組みを行っている。
1）履修指導及び相談
学部学科では、上位学年の学生及び新入生を対象としたオリエンテーションを年度
当初、入学当初にかけて行っている。新入生に対しては、それぞれの学科における全
体的な教育内容とその計画及び学修の到達目標を周知するとともに、大学での学習の
基本姿勢を理解させ、その動機付けを図っている。
また、上位学年の学生に対しては、年度当初のオリエンテーション期間に学科ごと
に履修相談及び履修指導日を設定し、指導を行うと同時に学科の担当教員が、個々の
学生に応じた履修方法や学習方法について指導を行っている（【資料 2-3-1】）。
その中で、特に学修状況において遅れを取っている学生については、学生支援総合
センターや学科ごとの担当教員（アドバイザー役）と連携して情報を共有する等、入
念な対応と適切な履修処理を心がけている。更に３年次編入生については、卒業を見
据えた単位認定状況等、適切な履修指導が必要なことから、個別対応を行っている。
）オフィスアワー制度
オフィスアワーとは、学生と教員のコミュニケーションを充実させるために設けら
れた時間帯のことで、この時間帯には、学生からの授業内容等に関する質問や勉強の
方法、さらには就職や将来の進路について個人的な相談を受けるために、教員が研究
室で待機しているシステムである。
本学では、全専任教員が原則として毎週 1 回（休業期間中を除く）オフィスアワ
ーを設け、学生の学業や学生生活全般にわたる相談に応じるために、教員研究室に在
室している。また、学生から寄せられた希望や要望等は、学科会議等に提起され、問
題の共有化と解決を図っている（【資料 2-3-2】）。

2
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）保護者会
保護者懇談会は、教職員が大学の教育内容などの情報を伝え、日頃の疑問点や悩み
を直接話せる個人相談、同窓の学生を持つ保護者同士の悩みの共有や情報交換の場と
して、年に 1 回開催している。最新の就職事情について保護者に知っていただく機
会としても重要であり、就職相談、進路支援などの機会ともなっている。平成 25
（2013）年度は、次の通り開催し、170 人の保護者の参加を得ている（【資料 2-3-3】）。

3

○静岡福祉大学保護者懇談会
日時 平成 25（2013）年 9 月 14 日（土）10:00～13:00
全体会においては、学生厚生委員会から学生生活の状況の報告と、学生教
務課からは学生支援の報告がなされた。また、就職部長からは前年度の就職
率の報告と就職活動の現状が報告された。国家試験対策委員会からは、国家
試験対策の実施状況と社会福祉士・精神保健福祉士の全国合格率と本学の合
格率等の報告がなされた。さらに、各学科別に分かれ学科での資格取得支援
や学生サポートの現状が報告された後、保護者と教員との個別面談が実施さ
れている。
）授業評価アンケートによる授業改善
本学では、FD 活動の一環として、各教員が直接学生の声を聞き授業に反映させ、
授業の内容及び方法を改善することと、組織的に教育システムを改善することに主眼
を置いている。さらに大学が整備しなくてはならない教育環境や制度に関する資料を
得ることを目的とし、「学生による授業評価アンケート」をセメスターごとに実施し
ている。学生からの質問やコメントに対して、授業を担当する教員が授業改善に向け
た取り組みを回答し、意見を寄せた学生に対して文書によって授業改善に責任を持っ
て取り組むフィードバックを行っている（【資料 2-3-4】）。
また、大学教員の教育能力を高めるための実践的方法を開発し、大学の授業改革の
ための組織的な取り組みである FD を全学的に向上させていくための FD 研修会を開
催した（【資料 2-3-5】）。

4

○FD 研修会
日時 平成 25（2013）年 12 月 11 日（水）15：10～16：30
場所 第 1 大講義室
内容 研修会講師 名古屋大学 中井俊樹准教授による講演（名古屋大学高等教
育研究センター）講演内容 大学における教授法 FD の基礎（教育の
仕方について） 教育力向上のための具体的な事例など
）学生支援総合センター
学生が楽しく充実したキャンパスライフを送るため、学生生活において様々な問題
に直面した場合の総合相談窓口として学生支援総合センターを開設している。センタ
ーでは、学生生活全般の相談と内容に応じて最も相応しい部門へつなげる総合窓口と

5
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して学生をサポートするインフォメーションセンターの役割を担っており、授業の履
修方法や試験、レポートの書き方などの学業に関する相談の他、パソコンの操作、資
格取得、クラブ・サークル活動、人生相談など様々な相談を受け付けている（【資料
2-3-6】）。
また、学生の悩みや思い、大学に関する要望などを的確につかみ、教育の現場や学
生生活へと還元するといった情報の収集や分析と発信を行っており、これまでの相談
がきっかけとなり、資格取得講座の開設やバスの増便、学内の環境整備など様々な問
題を解決してきた。
基本的には、相談担当者が学生相談室に在室しているが、メールでの相談も 24 時
間受け付けている。
場所 研究室棟横 心の相談センター1 階
）障害学生支援室
本学では、障害のある学生に対する支援のため、障害学生支援室を設置している。
障害学生の情報バリアフリーシステムとして位置づけ、障害種別を越えた総合的な
支援体制づくりを目標に、基本的には個別のニーズ、希望、障害特性に合わせた個別
支援を基本として、スタッフとして教員 4 名、職員 1 名がその役割にあたっている。
具体的な支援としては以下のとおりである（【資料 2-3-7】）。
教室内の席の確保、ノートテイク、点訳、拡大コピー、ビデオ音声の文字化、筆談
等の実施、個別指導（レポート執筆、学習計画作成等）、別試験会場の用意と試験時
間の延長、担当教員への文書による配慮依頼、段差昇降機、スロープ等設備の改善、
学習室の用意（パソコン、ロッカー、書棚等）、ボランティア講座の開催と組織化（ノ
ートテイク、音訳図書製作、介助等）、全学生への協力依頼（入学オリエンテーショ
ン、支援講座開催）、交通機関への働きかけ（バス会社への配慮依頼）等。
特に対応の多い、ノートテイク・パソコン要約筆記では、平成 25（2013）年度中
に以下の対応を行っている。

6

○ノートテイク・パソコン要約筆記
募集方法 学内外の掲示板にノートテイカー募集案内を掲示。
担当職員が連絡調整（コーディネート）を行い、障害学生支援室が協力。
養成方法 「障害支援技術論」（半期 2 単位）を開講するほか、本学教員主宰の
ノートテイク勉強会を開催。
）学務システム「アクティブ・アカデミー」の導入と運用
本学では、学務システム「アクティブ・アカデミー」を平成 25（2013）年度より
導入し、運用を行っている。このシステムにより、履修登録、成績閲覧、講義シラバ
ス閲覧、開講、休講等の連絡、各種申請書類の入手が可能となる。学生は、入学時に
交付したユーザーID 及びパスワードを入力してログインし、各種機能を活用するこ
とができる（【資料 2-3-10】）。

7
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（3）2－3 の改善・向上方策（将来計画）

学生の修学上の到達目標を確実に達成できるよう、今後、よりきめ細かな対応をして
いくための学修支援及び授業支援に関する方針・計画・実施体制等の検討を教職員の協
働体制により行う予定である。また、退学、留年等の実態及び原因分析、改善方策につ
いて、さらに検討を行い、改善を図っていく必要がある。
まず、本学における全学的な学修支援体制として「オフィスアワー制度」は、教員並
びに学生とも制度の趣旨を理解し、本年度も双方の意思の疎通を密接に保つ取り組みと
して機能を果している。
本学の「アドバイザー」の仕組みについては、個別の学生支援体制が学科により対応
が異なるため、全学的な制度とはなっていない。健康福祉学科におけるアドバイザーを
さらに実効ある制度として機能させるため、学生教務課、学生支援総合センター、障害
学生支援室などとの連携による支援を視野に全学的な協議が求められる。
また、学修管理・教務管理をすすめるシステム「アクティブ・アカデミー」について
は、現在、カリキュラム管理、履修管理、成績（GPA）管理等への活用が中心であるが、
支援が必要な学生に対するシステムの活用を行い、支援情報を総合化、包括化できるよ
うに改善する必要がある。具体的には、出席管理、学生カルテ、相談対応記録機能など
を追加し、統合運用することによって学生の履修支援、学修支援、学生生活支援に役立
たせ、今後は学習指導や進路相談等、指導履歴に関する情報を集約し、よりきめ細かな
学生指導につながるよう検討する必要がある。
さらには、授業における課題提出や教材配付、授業評価アンケート等、教員の授業支
援の機能を組み込んで運用するかどうかについては、今後の検討が必要となる。
学生の学修支援については、より基礎学力を養う基礎的な支援と、より専門的な知識
の獲得を目指す国家資格取得支援の両面をにらんだ対策が求められる。そのためには、
課題として①基礎ゼミの設置、②履修者少数科目の今後の見通し（教職科目等）、③卒業
研究の必須化、あるいは卒業研究に代わる 3~4 年次の専門ゼミの開設、④体験学習・ボ
ランティア活動の科目化等の方策が挙げられている。これらの課題を解決すべく検討を
教務委員会等で行っていく必要がある。
2－4 単位認定、卒業・修了認定等
≪2－4 の視点≫
単位認定、進級
、進級及び卒業・修了認定等の基準
及び卒業・修了認定等の基準の明確化
の明確化とその厳正な適用
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
（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
単位認定、進級及び卒業・修了認定等の基準
、進級及び卒業・修了認定等の基準の明確化
及び卒業・修了認定等の基準の明確化とその厳正な適用
の明確化とその厳正な適用

単位の認定及び卒業・修了の要件は、学則において次のように規定し、「学生便覧」で
明示している。
1）学位授与方針及び学位授与基準
本学の学位授与方針（ディプロマポリシー）は大学案内やホームページで学外に発
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信している（【資料 2-4-1】、【資料 2-4-2】）。
◆社会福祉学部のディプロマポリシー（大学案内 P28 より引用）
静岡福祉大学社会福祉学部の教育理念を体現し、教育目標を達成するとともに、
本学の学則に基づく所定の単位を修得することにより、福祉課題を解決に導くため
のソーシャルワーカーとしての能力を核に、以下の能力を身につけたものに学位を
授与します。
福祉心理学科では、心理・福祉・児童等の専門領域において深く理解し、対人援
助において重要な知識と高度な専門技術を身につけていること。福祉や心理的援助
における土台において理念や価値・態度をつちかっていること。
医療福祉学科では、福祉、医療、情報の 3 分野について基礎的な知識を修得し、
さまざまな学習課題に取り組むことができること。人間の尊厳を尊重し、多様な価
値観を認め、協調性をもって他者とかかわり連携することができること。
健康福祉学科では、介護福祉にかかわる体系的・実践的な専門的知識と技術を修
得し、対象者の課題解決に向けた取組ができること。高度な介護の知識・技術を活
用し、認知症の人をケアできること。運動や食育による健康づくりを基本に、介護
予防を含む健康体操や運動を通じ、人びとの生きがいを実現する能力を身につけて
いること。
）学位審査手続き
学位については、学位規則に基づき、静岡福祉大学学則に以下の通り定めている。
第 5 節 卒業及び学位
（卒業）
第 40 条 本学に 4 年（第 19 条、第 20 条及び第 21 条の規定により入学した者につ
いては、第 22 条により定められた在学すべき年数）以上在学し、別表に規定する各
学科所定の卒業に必要な単位以上を修得した者については、教学運営協議会の承認を
経て、学長が卒業を認定する。
2 第 15 条の 2 の規定により 3 年次編入学した者に前項の規定を適用する揚合には、
「4 年」を「2 年」と読み替える。
3 学長は、卒業を認定した者に対して、卒業証書を授与する。
4 卒業の要件を満たす学生が国家試験受験資格取得、就職活動などにより、引き続
き在学を希望する場合は、教学運営協議会の承認を経て学長の決定により、卒業を延
期することができる。
（学位）
第 41 条 卒業した者には、次の区分に従い、学士の学位を授与する。
社会福祉学部 福祉心理学科 学士（福祉心理学）
社会福祉学部 医療福祉学科 学士（医療福祉学）
社会福祉学部 健康福祉学科 学士（健康福祉学）

2

卒業要件については、以下の通り定めている。
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本学を卒業するためには、次の 3 つの要件を満たすことが必要となる。
ａ．本学に 4 年以上在学していること。
ｂ．本学各学科で定められた「卒業に要する単位」を修得していること。
ｃ．本学各学科で定められた「基礎科目」「専門科目」内の各科目群に定められて
いる必要単位を修得していること。
卒業要件 （平成25（2013）・平成26（2014）年度入学生）
福祉心理学科
科目区分
修得単位
外国語科目
4単位以上
基
礎
総合基礎科目
20単位以上
科
基盤情報科目
2単位以上
目
計
26単位以上
社会福祉科目Ⅰ・Ⅱ群
10単位以上
心理科目
12単位以上
専
精神保健科目
4単位以上
門
保育科目
0単位以上
科
他学科開講科目
0～10単位
目
卒業研究
0～8単位
計
26単位以上
基礎科目または専門科目から
72単位以上
合 計
124単位以上
医療福祉学科

科目区分
外国語科目
基
総合基礎科目
礎
科
基盤情報科目
目
計
社会福祉科目Ⅰ・Ⅱ群
福祉情報科目
専
医療福祉科目Ⅰ・Ⅱ群
門
科
他学科開講科目
目
卒業研究
計
基礎科目または専門科目から
合 計

修得単位
4単位以上
16単位以上
6単位以上
26単位以上
10単位以上
4単位以上
12単位以上
0～10単位
0～8単位
26単位以上
72単位以上
124単位以上
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健康福祉学科

科目区分
外国語科目
基
総合基礎科目
礎
科
基盤情報科目
目
計
社会福祉科目Ⅰ・Ⅱ群
介護福祉科目Ⅰ・Ⅱ群
専
健康福祉科目
門
科
他学科開講科目
目
卒業研究
計
基礎科目または専門科目から
合 計

修得単位
4単位以上
20単位以上
2単位以上
26単位以上
10単位以上
12単位以上
4単位以上
0～16単位
0～8単位
26単位以上
72単位以上
124単位以上

卒業認定の手続は、毎年度 3 月（及び 9 月）に開催される卒業判定会議（教学運営
協議会）において審議され、卒業要件単位数を満了した学生については、卒業認定の
決裁がなされている（【資料 2-4-3】）。
3

）単位認定
ａ．履修登録
履修登録は、年間の受講計画を立て、講義を受講し試験を受けて、履修する意
思を示すことであり、カリキュラム内容を把握し、卒業・取得希望資格等を考慮
して、年間の受講計画を記載して履修登録をする必要がある。
本学では、前期の履修登録時に後期科目も登録することを基本としているが、
後期科目については後期に変更することができる。前期と後期にそれぞれ「履修
登録確認期間」があり、登録の訂正は期間中に行う必要がある。前年度に単位が
修得できなかった科目は、再度履修することができる（これを「再履修」という）。
なお、修得済みの科目を再履修することはできない規定としている（【資料
2-4-4】）。
ｂ．単位修得について
単位修得については、筆記試験及びレポート他、本学において実施する試験に
合格しなければならない。科目によっては、各種検定試験の結果に基づき、ある
いは小テストの結果の累計等により単位認定が行われる場合がある。また、所定
の期間、在学しても、履修上の不備や出席日数の不足などにより、単位数が不足
している場合は、卒業が認定されず留年となる。なお、「単位数が不足している」
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状態とは、総単位数が不足していることだけではなく、科目群ごとの最低修得単
位数が不足している場合や必修科目が不合格である場合も含む（【資料 2-4-5】）。
）成績評価について
各教科の学業成績は、学期末の試験（筆記・レポート（論文・作品）・実技・実験・
実習等）の成績、平素の学習状況（出席、遅刻など）等を総合して、授業担当教員が
評価を行う。成績評価の基準・方法については、各教科の担当教員により、各科目の
シラバスに明記をしている。
成績評価は「秀・優・良・可・不可、履修中・認定」をもって表し、以下の表の通
り可以上を合格、不可を不合格としている。
なお、平成 25（2013）年度をもって、再試験を行わないこととし、定期試験での
成績評価について厳密化を図った。

4

評 価
基 準
秀
90点～100点
優
80点～89点
良
70点～79点
可
60点～69点
不可
59点以下
履修中
履修中の科目
認定 本学以外の教育施設において修得した単位を
認定

判 定
合格
不合格
履修中
合格

○社会福祉相談援助実習評価の仕組み（実習先と大学の協働により公平性を担保）
社会福祉相談援助実習の成績評価については、学内で開講する科目の評価とは
異なり、実習配属先施設・機関の指導者による評価が重要となる。社会福祉演習
実習委員会では、実習による学習成果の到達度評価の基準について、客観性を確
保するため、「配属実習施設・機関の評価及び実習日誌の記述内容をベースにしつ
つ、実習担当教員（実習指導クラス担当教員及び巡回指導担当教員）の合議によ
り最終的な評価を決定する」こととしている。そのための評価基準・評価方法と
して、①実習施設・機関が、実習の様子・実習日誌を基に評価する実習評価票、
②実習巡回担当教員による巡回指導、③実習日誌を用いている。
①については、「利用者の理解」、「施設機関の理解」、「相談援助方法に関する理
解」、「自分自身の理解」の各分野における評価基準を設定している。②及び③に
ついては評価基準を設定し、その評価点を総合し、評価を実施している。
さらに、精神保健福祉士養成の実習の評価についても同様の基準として実施し
ている。（【資料 2-4-6】）。
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）GPA の活用
本学では、学業成績評価を 5 段階評価とするとともに、GPA 制度による成績評価
を実施している。GPA とは、学生が自らの学業成績の状況を的確に把握して、適切
な履修計画とそれに基づく真剣な学習に役立てるために、履修した全科目の成績の平
均を数値で表したものである。GPA は、学習の質を評価する成績評価の国際基準と
なっており、合格した科目だけでなく、不合格や受験不可の科目も成績算出対象とな
ることを特徴とする（【資料 2-4-7】）。

5

○GP 及び GPA の計算方法
GP：学年ごとに授業科目の成績を 5 段階（秀、優、良、可、不可）で評価しそれ
ぞれに対して、以下の GP を与える。
成績評価
秀
優
良
可
不可
評価
S
A
B
C
D
GP

4.0

3.0

2.0

1.0

0

○GPA の計算式:
【学年 GPA】
4.0×S の修得単位数+3.0×A の修得単位数+2.0×B の修得単位数+/1.0×C の修得単位
総履修登録単位数(「D」の単位数を含む)
【通算 GPA】
(各学年に評価を受けた科目で得た取得ポイントの合計)の総和
(各学年に評価を受けた科目の単位数の合計)の総和
※注 1 取得ポイントとは、「（評価を受けた科目で得た GP）×（その科目の単位
数）」である。
※注 2 GPA の計算は、小数点第 3 位を四捨五入するものとする。
○GPA 制度導入に伴う注意事項について
ａ．履修登録変更期間を過ぎて履修登録の取消しや変更は認められないので、登
録した科目を途中放棄した場合や未受験であっても評価（不可）を受けた科
目として単位数が加算される。
ｂ．GPA による成績評価を基にして、本学の奨学金付与者などの選考を行う。
ｃ．極度に GPA の低い学生には、警告を与え、教員による教育指導を行い、学
修上の手助けを行う。
（3）2－4 の改善・向上方策（将来計画）

本学では、1 単位当たりの学修時間を確保するため、まず教室内外における授業の実
施時間について 1 セメスター15 回の授業確保を厳格に運用している。休講に際しては原
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則として補講が義務付けられ、シラバスに沿った授業計画の完遂を目指している。これ
らを前提として適正な成績評価、単位認定がなされるよう科目担当者に周知している。
また、授業の実施時間以外の時間の事前・事後の学習の内容についてもシラバスにより
全学生に周知し、教員は小テストや、学生が興味や質問などを記述し、教員と双方向の
コミュニケーションに役立てる「リアクション・ペーパー」、課題提出、定期試験等によ
って履修学生の習熟状況を把握しながら授業外学習時間の確保を促している。
その上で各授業科目において明示している評価方法及び評価基準にしたがって適正か
つ公平に成績評価、単位の認定を行っている。
単位認定及び卒業判定にあたっては、今後も学生及び教員に対し学則に定める各規定
の周知を図り、厳正に適用していくとともに適切な手続によって運用していく。
その一方で、点数等の数値化が困難な学生の発達評価について、どのような尺度を用
いるべきかが課題となっている。今後は、学生自らの評価「自己評価」と教員による「他
者評価」の比較が可能なシステムの導入、学生の修学状況を示す「学生カルテ」の試行
運用等を通じ、認定の仕組みを改善していきたい。
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
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
に関する指導のための体制の整
する指導のための体制の整
備

（1）2－5 の自己判定

基準項目 2－5 を満たしている。

（2）2－5 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

2-5-①
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
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
に関する指導のための体制の整
備

）キャリア形成支援教育及び就職支援
ａ．キャリア形成支援教育
1 年次から 3 年次まで必修科目であるキャリア支援Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを設け、1 年次
前期（Ⅰ-A）の「大学生活のデザイン」と後期（Ⅰ-B）の「社会人になるための
情報収集と自己表現法」から、2 年次前・後期（Ⅱ-A、Ⅱ-B）の「福祉力・社会
人基礎力」を「理解」し「身に付ける」課程を経て、3 年次前・後期（Ⅲ-A、Ⅲ
-B）の「就職試験で内定を勝ち取る」ための「基礎力」をつくり「実践力」をつ
ける課程へと導入する等、単なる就職支援に止まることなく、学生のキャリア形
成全体を支援できる教育体制が整備されている。また、1 年次においては学科ご
とに概ね 40 人程度の少人数クラスを設ける（担当教員は前・後期それぞれ 5 名
ずつ）とともに 1 年次から 3 年次までの教育内容は全て基礎から応用へと積みあ
がるように配列されている（【資料 2-5-1】、【資料 2-5-2】、【資料 2-5-3】）。
さらに、4 年次においては選択科目としてのキャリア支援Ⅳを設け、前期（ⅣA）から後期（Ⅳ -B）にかけて一貫して時事問題の解説を行うことにより、就職
試験を見据えた実践的内容が修得できるようになっている（【資料 2-5-4】）。
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ｂ．就職支援
平成 26（2014）年 3 月の卒業者について、同年 5 月 1 日現在は 93.4%である
（【資料 2-5-5】（※）。
※この場合の就職率は、平成 26（2014）年度学校基本調査における卒業後の状
況調査票の数字に基づき算出している。また、「就職率」の定義（一時的な仕事
に就いた者を除く就職者÷卒業者から大学院等への進学者や進学や就職を準備
していない者を除いた就職希望者）は、平成 25（2013）年 12 月 16 日付文部
科学省高等教育局長通知（【資料 2-5-6】）に基づいている。
さらに、平成 26（2014）年 3 月に刊行された週刊東洋経済の大学就職率ランキン
グ文系ベスト 100 でも全国 38 位（静岡に限れば全国 35 位の静岡大学に続き県内第
2 位）にランクされるなど、他大学との比較においても実績を挙げている（【資料
2-5-7】）。また、平成 26（ 2014 ）年卒業者の就職業種別内訳では「医療・福祉」が
102 名と 64.2%を占めており（【資料 2-5-5】）、全体の約 2/3 が福祉施設や病院等の医
療・福祉現場に就業するなど、福祉の大学ならではの傾向が明らかである（【資料
2-5-8】）。
これらの数字を達成する上で中心的役割を果たしているのが事務部のキャリア支
援課である。キャリア支援課には課長を含め 4 名のスタッフが常駐し、授業科目で
あるキャリア支援Ⅰ～Ⅲのコーディネートを担当するほか、学内企業・施設説明会（平
成 25（2013）年度は 12 月 4 日に実施、合計 51 の企業・福祉施設、54 ブースが参
加）を開催するとともに（【資料 2-5-9】）、キャリアコンサルタントによる就職相談
会（個別対応、平成 25（2013）年度は延べ 80 人の学生が参加）、就職活動再スター
ト講座（平成 25（2013）年度は夏季休業期間中の 8 月に毎週 1 回合計 4 回実施、参
加学生数延べ 63 人）、並びに学内企業単独説明会（平成 25（2013）年度はニチイ学
館、セントケア・ホールディング及び警視庁が来学）を実施している（【資料 2-5-10】）。
なお、キャリア支援課のスタッフは卒業生を含む学生の個別相談にも応じており、年
間相談件数は平成 25（2013）年度で 4,350 件に上っている（【表 2-9】）。
）国家試験受験支援を含む資格取得支援
本学は、その使命である「実践力のある福祉、教育専門職の養成を通じて福祉社会
を実現する」に基づき、国家資格を始め福祉に関する各種資格を取得することに力を
入れており、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、保育士、診療情報管理士な
ど社会において専門家として認められ、かつ、実際の職務に役立つ資格が取得できる
教育の体制が整備されている。そして単に養成課程が「ある」というだけでなく、国
家試験受験対策など資格を実際に取得するための支援も行っている（【資料 2-5-11】）。
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ａ．国家資格試験受験支援
社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、保育士などの国家資格試験対策に
関する諸事業を実施し国家資格試験合格を支援するための学内組織として国家資
格試験対策センターを設置しており（【資料 2-5-12】）、具体的な活動内容を審議
する国家資格試験対策委員会とも連携を図りつつ、特に、社会福祉士及び精神保
健福祉士国家試験受験については以下の支援を展開している。
イ．社会福祉士・精神保健福祉士国家試験受験対策講座の開催
学内の通常授業以外で設定される国家試験受験対策講座は外部業者「福祉塾」
に委託し、学生に対しては受講料無料にて開講している。平成 25（2013）年
度は社会福祉士及び精神保健福祉士国家試験共通科目並びに社会福祉士国家試
験専門科目の合計 19 科目につき、5 月から 10 月までの 32 日間で合計 64 コマ
の基礎講座、及び 10 月から 1 月までの 20 日間で合計 40 コマの実践・直前講
座を実施した（【資料 2-5-13】）。
ロ．その他の講座等の開催
国家試験対策スタートアップ講座（平成 25（2013）年度は 5 月に実施）、ワ
ンポイント講座、及びファイナルチェック（平成 25（2013）年度は 8 月及び 1
月に実施）、各種模擬試験（平成 25（2013）年度は 10 月に社会福祉士養成校
協会及び精神保健福祉士養成校協会の全国統一模擬試験、11 月に東京アカデミ
ー模擬試験、12 月に中央法規出版の全国模試をそれぞれ実施）を実施した（【資
料 2-5-14】）。
これらの支援は、国家資格を取得するための学内開講科目等の教授内容とも相俟
って、平成 25（2013）年の第 25 回社会福祉士国家試験、及び平成 26（2014）年
の第 26 回社会福祉士国家試験における合格率 2 年連続静岡県内第 1 位を達成する
という成果につながっている。なお、新卒者については平成 26（2014）年の国家
試験において、社会福祉士 18 名、精神保健福祉士 11 名、合計 29 名が合格してい
る（【資料 2-5-15】）。
ｂ．その他の資格取得支援
イ．介護福祉士、保育士、診療情報管理士
本学の健康福祉学科における所定の課程を修めて卒業することにより取得で
きる国家資格の介護福祉士は、平成 26（2014）年 3 月には 33 名が取得して卒
業した。また、やはり国家資格の保育士に関しては、本学の福祉心理学科保育
心理コースに在籍していない学生の場合、自主的に国家試験を受験して取得を
目指すことになるが、国家試験の筆記 8 科目のうち 7 科目については 11 の学
内開講科目で受験のサポートを受けることができるほか、実技試験のピアノに
ついても実技指導を受けることが可能である。これにより、平成 26（2014）
年 3 月の卒業生については、最終的に 1 名が合格し卒業している。一方、日本
病院会が付与する民間資格の診療情報管理士については静岡県内唯一の認定指
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定校として本学の医療福祉学科に所定の課程を整備しているが、平成 23（2011）
年度は 3 名、平成 24（2012）年度は 6 名の合格者を輩出した。なお、平成 25
（2013）年度は在学生の合格者はいない（【資料 2-5-11】、【資料 2-5-16】）。
ロ．介護職員初任者研修
国家資格ではないものの、修了することによって高齢者を中心とする介護福
祉施設等への就職が有利になるなどキャリアアップに有効な介護職員初任者研
修（旧ホームヘルパー2 級講座、三幸福祉カレッジに委託）については、大学
の後援会が受講費用を援助することにより資格取得を支援しており、平成 25
（2013）年度は夏季・春季の授業休業期間に研修会が開かれ、合計 12 名が修
了し、資格を取得している（【資料 2-5-17】）。
）インターンシップ
文部科学省・厚生労働省・経済産業省が平成 9（1997）年 9 月 18 日付（平成 26
（2014）年 4 月 8 日一部改正）で発出した「インターンシップの推進に当っての基
本的考え方」によればインターンシップの形態は概ね 3 つに類型化されているが、
そのうちの「イ 大学等の正規の教育課程として位置付け、現場実習などの授業科目
とする場合」には本学の社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、保育士、診療情
報管理士それぞれの養成課程における各実習が当てはまる。事実、実習した施設・機
関へ実際に就職する学生がいる他、実習によって仕事内容への理解が深まり職務遂行
への意欲や動機付けも高められている。

3

ａ．相談援助実習
社会福祉士を取得するための相談援助実習は、本学では 3 年次の夏季休業期間
に 120 時間以上、3 年次の春季休業期間に 90 時間以上行うことになっており、平
成 25（2013）年度は、合計 69 か所の施設・機関で延べ 106 名が実習を行った。
また、実習を遂行する力量を養う授業科目として相談援助実習指導が設けられてお
り、1 クラス 20 名以下の少人数により事前の準備から事後の振り返りに至る総合
的な指導がなされている（【資料 2-5-18】、【資料 2-5-19】）。
ｂ．精神保健福祉援助実習
精神保健福祉士を取得するための精神保健福祉援助実習は、本学では 3 年次の
春季休業期間に 90 時間以上、4 年次の夏季休業期間に 90 時間以上行うことにな
っており、平成 25（2013）年度は、合計 25 か所の施設・医療機関で延べ 43 名が
実習を行った。また、実習を遂行する力量を養う授業科目として精神保健福祉援助
実習Ⅰ・Ⅱが設けられており、事前の準備から事後の振り返りに至る総合的な指導
がなされている（但し、精神保健福祉士の養成課程については、平成 23（2011）
年度の入学生から新しいカリキュラムに移行しているため、実習及び実習指導に関
する上記科目の開講は平成 26（2014）年度をもって終了となる）（【資料 2-5-19】、
【資料 2-5-20】）。
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ｃ．介護福祉実習
介護福祉士を取得するための介護福祉実習は、本学では 1 年次の春季休業期間
に 80 時間以上、2 年次の夏季休業期間に 160 時間以上、3 年次の夏季休業期間に
200 時間以上行うことになっており、平成 25（2013）年度は、合計 39 か所の施
設で延べ 99 名が実習を行った。また、実習を遂行する力量を養う授業科目として
介護総合演習 A・B・D が設けられており、1 クラス 20 名以下の少人数により事
前の準備から事後の振り返りに至る総合的な指導がなされている（【資料 2-5-19】、
【資料 2-5-21】）。
ｄ．保育実習
保育士を取得するための保育実習は、本学では 2 年次の春季休業期間に 90 時間
以上、3 年次の夏季休業期間または春季休業期間のいずれかにおいて 90 時間以上、
4 年次の夏季休業期間に 90 時間以上行うことになっており、平成 25（2013）年度
は 26 か所の施設で 36 名が実習を行った（但し、福祉心理学科の保育心理コース
は平成 24（2012）年度から開設されたため、平成 25（2013）年度の実施は「保
育実習Ⅰ」のみ）。また、実習を遂行する力量を養う授業科目として保育実習指導
A・B・ C・D が設けられており、事前の準備から事後の振り返りに至る総合的な
指導がなされている（但し、前述したことと同様の理由により平成 25（2013）年
度は「保育実習指導 A」のみ）（【資料 2-5-19】、【資料 2-5-22】）。
ｅ．病院実習
診療情報管理士を取得するための病院実習は、本学では 3 年次夏季休業期間に
120 時間以上行うことになっており、平成 25（2013）年度は 9 か所の医療機関で
12 名が実習を行った。また、実習を遂行する力量を養う授業科目として病院実習
指導が設けられており、事前の準備から事後の振り返りに至る総合的な指導がなさ
れている（【資料 2-5-19】、【資料 2-5-23】）。
ｆ．福祉実習指導センター
相談援助実習、精神保健福祉援助実習、介護福祉実習を円滑かつ適切に遂行する
ための学内組織として福祉実習指導センターが設置されており、センター長（必要
に応じ副センター長）、指導教員、実習助手、及び事務部職員が配置され、社会福
祉演習実習委員会、精神保健福祉実習委員会、介護実習委員会との連携を保ちつつ、
学生への相談指導、実習施設・機関との連絡調整、実習の危機管理及び事務管理を
担当している（【資料 2-5-24】）。さらに、併設の資料閲覧室があり、相談援助実習、
精神保健福祉援助実習、介護福祉実習に係る実習施設・機関のパンフレットを始め
様々な関連資料が集積され、学生の事前学習等に役立てられている。なお、診療情
報管理士養成委員会に関しては、経理（実習費預り金）のみ福祉実習指導センター
が担当している。
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一方、前出の 3 つの類型中、「ハ 大学等と無関係に企業等が実施するインターン
シップのプログラムに学生が個人的に参加する場合」については、県内の福祉施設、
民間企業、行政から活動プログラムの紹介があり、本学としても積極的に学生に周知
している。具体的には、キャリア支援Ⅲの授業において、3 年生を対象に応募を呼び
かけた。2 年生を対象とする内容であれば、キャリア支援Ⅱの授業においても紹介し、
啓発ポスターを学内に掲示した（【資料 2-5-25】）。平成 25（2013）年度、本学に寄
せられた活動プログラムは、牧之原市産業経済部商工企業課（22 件）、静岡県中小企
業家同友会（25 件）のほか、静岡県社会福祉協議会、国レベルでは、法務省等であ
った（【資料 2-5-26】）。
それに対して、本学の学生はすでに上述した専門職としての実習系授業が設けられ、
その延長線上に就職を見据えていることもあり、応募意欲はそれほど高くはない。平
成 25（2013）年度についていえば 1 人の学生が法務省のインターンシップに応募し
たのみであった。もちろん現実的には本学の場合、実習系授業がインターンシップ実
習教育における機能の一部を担っていると言える。しかし、多くの学生が福祉施設へ
の就職を希望するとはいえ、教育課程としての実習に加えて、実際に就業体験を通じ、
卒業後の進路を決定したいという要望は確実にある。そこで、本学独自のインターン
シップ実習教育という枠組みを試行的に設けている。これは、実際に現場の仕事を体
験し、理解することを通じて、自らの資質・能力を見極めさせる点に意味がある。平
成 25（2013）年度には、社会福祉法人牧ノ原やまばと学園、社会福祉法人春風寮の
2 法人とインターンシップに関する協定を締結したほか、大学が立地する焼津市役所
にもインターンシップの形で学生が就業を体験した（【資料 2-5-27】【資料 2-5-28】
【資料 2-5-29】）。
将来のキャリアに関連した就業体験という枠組みで実施するだけに、その目標は何
か、目標を達成するためには具体的に何に留意するか、インターンシップを通じてど
のような成長を遂げたいか、といった設問を含むインターンシップ計画書を記述させ
るとともに、社会人基礎力に関して自己評価と受入先担当者による他者評価を実施し、
自己覚知を通じた成長を促すといった教育上の工夫を行った（【資料 2-5-30】【資料
2-5-31】）。平成 24（ 2012）年度には、7 人の学生が同制度を活用した。
（3）2－5 の改善・向上方策（将来計画）

）キャリア形成支援教育及び就職支援
本学は高い就職率を挙げているものの、就職希望者全員が就職できているわけでは
ない。また、自分自身が心身上の支援を必要としていること等により、必修科目であ
るキャリア支援Ⅰ～Ⅲの単位を修得できない学生が存在している。そこで、平成 26
（2014）年度からキャリア支援課のスタッフを 1 名増員して 4 名体制にするととも
に、従来から行われていた 1 年次のキャリア支援Ⅰを担当する教員の定期的なミー
ティング（概ね月 1 回開催、コーディネートはキャリア支援課）や支援ニーズを抱
える学生の情報を各学科長と共有することに加え、平成 26（2014）年度からキャリ
ア支援委員会（委員長は就職部長、委員には学生支援総合センター長や教育情報セン
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ター長のほか資格取得に関わる各学科の教員を配置し、事務部はキャリア支援課が担
う）と学科との連携を一層緊密にした。それによって支援ニーズを抱える学生をいち
早く把握し、適切な支援へとつなげられるような仕組みを構築している。さらに、教
育情報センターと連携しつつ学生の個別情報をより適切に活用できるようにするた
めの情報管理システムの構築についても検討が始まっており、平成 26（2014）年度
中には一定の方向性を打ち出すことになっている。

）国家試験受験支援を含む資格取得支援
社会福祉士国家試験の合格率が 2 年連続して静岡県内第 1 位になったとはいえ、
あくまでも県内他大学との比較においてであり、既卒を含めた総数では全国平均合格
率に及ばない。精神保健福祉士の国家試験においては、現役学生の全国平均合格率は
確保しているものの、既卒者の支援は課題となっている。また、診療情報管理士につ
いては、平成 25（2013）年度は在学生の合格者を出すことができなかった。そこで、
平成 26（2014）年度から、社会福祉士及び精神保健福祉士の国家試験受験対策につ
いては、従来からの取り組みに加えて、国家試験受験対策講座に対する国家資格試験
対策委員会所属教員の関与を強める一方、スタートアップ講座に 3 年生を参加させ
早い段階から国家試験への動機付けを高めるとともに、10 月が最初であった模擬試
験（この時期全国一斉に実施される社会福祉士養成校協会及び精神保健福祉士養成校
協会による全国統一模擬試験のこと）について、それに先立つ 8 月中に本学独自の
模擬試験を先行実施し、模擬試験の受験を合計 4 回に増やすなどの強化策を打ち出
している。さらに、診療情報管理士については、学科の担当教員による受験対策を強
化することとしている。
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）インターンシップ
資格取得ニーズの高まりに伴い国家資格の養成課程を履修する学生は増加する傾
向にあるが、特に社会福祉士及び精神保健福祉士については福祉・医療の職場に就職
する上で有利に働くことから、両方の資格取得を希望する学生も増えてきている。そ
の一方、既に社会福祉士の相談援助実習については養成校側担当教員の要件及び実習
を受け入れる施設・機関の実習指導者要件が厳しくなり、実習受入施設・機関の範囲
が狭くなり、就業体験の幅を狭める可能性が生じている。さらに精神保健福祉援助実
習についても同様の要件が必要になり、本学においても資格取得を希望する学生全員
を配属可能な実習施設・機関の確保が喫緊の課題となっている。また、支援ニーズを
抱える学生が増加している現状から実習の円滑な遂行につまずく学生も増加する傾
向にあり、それら支援ニーズを持つ学生を如何に支援するかが重要な課題となってき
ている。そこで、従来から行われていた実習施設・機関の新規開拓を強化するため、
平成 26（2014）年度から教職員が持っている各種のネットワークも最大限に活用し
ながら、指導者要件を満たす実習担当者が在籍する施設・機関の情報収集を強化する
とともに、福祉実習指導センターを中心にした「足を使った新規開拓」を積極的に推
進することとしている。また、支援ニーズを抱える学生への対応としては、従来から
の少人数クラスでの指導に加え、個別の面談を増やすなど個別指導を強化して個々の

3
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学生のニーズに寄り添うとともに、個々の学生の心身状態に合わせ、必要に応じて専
門職志向を方向転換させるなど、より丁寧な関わりを行うこととしている。
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
2-6-②

教育目的の達成状況の点検・評価方法の工夫・開発
教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての評価結果のフィードバック

（1）2-6 の自己判定

基準項目 2－6 を満たしている。

（2）2-6 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

2-6-① 教育目的の達成状況の点検・評価方法の工夫・開発

本学の目的は、「教育基本法及び学校教育法に基づき、福祉に関する高い知識と優れた
技能を併せ備えた有能にして社会の要請に応え得る有為な人材を養成すること」である。
その使命は「実践力のある福祉・教育専門職の養成を通じて、福祉社会を実現する」こ
とにある。すなわち、今日の福祉社会を支える人材を養成するに際して、実践的な教育
課程を重視する高等教育機関といえる。
こうした教育目的を教育課程に反映させるにあたり、内外に明示した方針がカリキュ
ラムポリシーである。そして同ポリシーに基づき、各教科の達成目標を掲載したシラバ
スが学生に公開されている。学生は目標達成の度合いに応じ、公平な基準に基づく成績
評価が与えられている（【資料 2-6-1】、【資料 2-6-2】）。
個別の授業における「工夫・開発」としては、社会福祉学部の教育課程のコアを形成
する科目群として位置づけられる演習・実習系授業において、全ての履修学生への個別
面談を実施している。面談の目的は、学生 1 人ひとりが教育目標を理解し、達成可能か
どうかを教員と学生の双方が確認する点にある。特に学生が自らの資質を自己確認し、
対人援助専門職にふさわしいかどうかを客観的に眺めることにより、職業上のミスマッ
チを防ぐ点に意味がある。教育目的は必ずしも全ての学生に理解されているとは限らな
い。また、理解していないからといって進路変更を促せば済む問題でもない。対人援助
専門職に不向きであることを自覚した学生に対しては、不定期に実施されるキャリア支
援課との協議において、学生の資質と能力に合ったキャリア支援を実施する仕組みを設
けている。面談で得られた情報は専門科目群を担当する教員間で共有され、個々の学生
に応じた指導に活用されている。こうした個別指導の仕組みにより、教育目的の達成状
況は不断に点検されている（【資料 2-6-3】、【資料 2-6-4】、【資料 2-6-5】）。
また、本学は福祉施設・機関をはじめとする福祉関連分野が求める有為な人材を養成
するという高等教育機関としての責任を果たすことが期待されている。それだけに、前
述したように実践的な教育を重視している。具体的には、国家資格である社会福祉士、
精神保健福祉士、介護福祉士、保育士に関わる実習（演習）科目の履修においては、実
習（演習）委員会を設置し、民間資格である診療情報管理士においても同様の委員会を
設置している。委員構成は、専門科目群の教員及び事務職員であり、委員会はほぼ定期
的に開催され、教育目的の達成状況に関し、点検・評価を実施している。同様に、併設
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する福祉実習指導センター及び保育実習指導センターでは、常時、学生面談に応じてい
るほか、センター所属教職員が上記委員会の構成員として参加している（【資料 2-6-6】
【資料 2-6-7】、【資料 2-6-8】、【資料 2-6-9】）。
本学では前期と後期に、全教科においてマークシート方式による学生からの授業評価
アンケートを実施している。同アンケート項目は、教育目的の達成状況を学生の側が評
価する内容である。集計結果は数値についてはグラフ化し、自由記述については原文の
まま電子データ化し、担当教員に配付される。全教員の平均値を含むレーダーチャート
の形式で整理されているため、自らの評価について客観的に把握することが可能である
（【資料 2-6-10】）。
また、毎年実施する学生生活調査では、教育目的の達成状況に関連する学生の学習状
況を把握する項目を設けている。それらの調査結果は、「学生生活調査報告書」と題した
冊子にまとめ全ての専任教員に配付される（【資料 2-6-11】）。
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

前期の講義が始まる前に全学生を対象に履修ガイダンスを実施している。 人の教員
が数名の学生を担当し、履修単位の取得状況を把握し、資格取得を目指す場合は年次ご
との必修科目を確認し、前年度の履修状況を踏まえて、卒業に向けて確実に履修を終え
るための、いわばコース設計を実施している。こうしたきめ細かな指導を通じて、学生
一人ひとりが教育目的を達成しているかどうかを確認し、その結果については学科ごと
に所属教員が把握するとともに、学科会議において学修指導の状況についても改善に向
けた協議を実施している（【資料 2-6-12】、【資料 2-6-13】）。
本学のように実習（臨床体験）を重視する高等教育機関においては、関連する各委員
会が教育目的の達成状況の点検、評価方法や指導方法の改善に向けたフィードバック機
能を果たしている。平成 25（2013）年度の試みとしては、少人数を対象とする社会福
祉演習授業「相談援助演習」において学生の達成度に関し、主観的評価に加えて客観的
かつ数値化を通じた平準化の試みも導入された。加えて、履修学生のみならず、実習先
である施設・機関に対しても「実習の手引き」を配付している。これによって、実習後
の成績評価はもちろん、実習期間中においても、教育目的の達成状況の点検を常に実施
している。具体的には、課題が発見された場合は、巡回担当教員と現場の実習指導者（施
設職員）との間で、指導法に関するすりあわせが行われる。ときには学生を交えた三者
面談を通じて、学修指導の改善に向けたフィードバックを実施している（【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目的は担当教員が自らの評価について客観的に把握するだけで
なく、改善方法をフィードバックする点にある。例えば、仮にシラバスに沿って授業が
展開されない場合は、前期と後期に各 1 回ずつ実施される授業評価アンケート中の評価
項目である「授業はシラバスに沿って行われた」の結果に基づき、改善が義務づけられ
ている。全ての教員は、必ずアンケート結果を授業の中で公表し、学生からの質問も含
めて具体的な改善方法について説明責任を負うのである。なお、授業の改善方法をテー
マに平成 25（2013）年度には外部講師による FD 研修会を実施した（【資料 2-6-10】、【資
料 2-6-17】）。
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（3）2-6 の改善・向上方策（将来計画）

個々の教員は教育目的の達成状況に関し、点検・評価するとともに工夫を加え、ある
いは方法上の開発を行ってはいるものの、全学的に統一した評価尺度の導入が課題であ
る。また、各学科のアドミッションポリシー、カリキュラムポリシー、ディプロマポリ
シーと教育課程との関係を分かりやすく明示したカリキュラムマップの作成が急がれる。
換言すれば、どのような資質と潜在力を有する人物を各学科が受け入れ、その資質と潜
在力をいかに教育目的と使命にしたがって涵養し、その評価をどのような基準に基づい
て証明するのかといった一連の流れを全ての学生と教員が共有しなければならない。そ
れらの改善方策は、学長のリーダーシップの下、平成 29（2017）年度中には実施する
予定であるが、そこに至る道筋については平成 27（2015）年度に委員会、教授会等の
既存の仕組みの中で検討することになる。
教育目的の達成状況の評価とフィードバックについては、退学率との関連を調査分析
する必要もある。すなわち教育目的を学生が理解した上で科目を履修しているかどうか、
それとも単に単位取得のために選択しているのか、いわばモチベーションを含む検証が
欠かせない。
また、教員の指導内容を分析する授業評価アンケートは実施しているが、バイアスを
防ぐ仕組みは十分ではなかった。平成 26（2014）年度には教員がアンケート結果を集
計するのではなく、学生が記述直後に封をするという方法に変更する。他にも、学生が
全ての項目に最高点を付ける、あるいは最低点を付けるといった極端な回答があること
から、精度の点で改善の余地があることも事実である。さらには複数の教員が担当する
授業評価のあり方についても一考の余地がある。専門知識を習得するプロセスを評価す
るものなのか、あるいは個々の学生との関係性における教員の指導力を評価するのか明
確にしておく必要がある。個々の教員の教授法・指導法・教育のあり方に関わる評価と
いうことになる。少なくとも平成 29（2017）年度までには課題整理と課題の解決を実
現する予定である。
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

本学の使命は「実践力のある福祉・教育専門職の養成を通じて、福祉社会を実現する」
ことにあるが、実際に入学する学生は資質、能力、性向において多種多彩である。学力
1 つを取り上げても、上位グループと下位グループとの間には大きな差異がある。した
がって、学生生活の安定のための支援も一人ひとり異なる課題を丁寧に解決するといっ
た個別支援の視点が欠かせない。一方で、仕組みとしての支援は一定の枠組みの中で、
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カテゴライズした課題を解決することを前提としている。
前者は主に個別性を前提とした支援の形態であり、各教員による個別支援、障害の特
性に応じた特別な対応が欠かせない障害学生への個別支援等が含まれ、後者は奨学金を
はじめとする経済的支援の仕組みや、学生支援総合センター等の組織的な支援等である。
もちろん、最初は組織的な枠組みの中で解決する支援であったものが、その個別性とい
う側面を重視する必要が生じ、一対一の対人援助へと向かう場合もある。
そこでまず、仕組みとして用意された支援について記述する。仕組みとしては、学生
生活の健康面、経済面、就職（キャリア）面、修学面、その他のキャンパスライフ面の
それぞれに支援体制を設け、学生に周知している。
健康面では、定期的に実施される健康診断、常時、養護教諭が常駐する保健室、そし
て健康を含むものの、さらに幅広い相談を受けとめる学生支援総合センターが用意され
ている（【資料 2-7-1】、【資料 2-7-2】）。
経済面では、静岡福祉大学奨学金（特待生奨学金、給付奨学金、特別スカラシップ）、
日本学生支援機構奨学金、授業料の減免制度、介護福祉士修学資金貸付制度があり、本
学の年平均約 4 割の学生がそれらの制度を利用し、近年の傾向として被支援学生の増加
が見られる（【表 2-13】）。
就職（キャリア）面では、キャリア支援課が年間を通じて、学生の相談に応じている
ほか、本学の特色ともいえる毎年 9 割を超える高い就職率から明らかなように、きめの
細かい支援を実施している（【資料 2-7-3】）。
修学面では、入学時の学力不足等を支える仕組みとしては、外部業者による入学前準
備教育を通信講座で開講している。入学後は全ての教員がオフィスアワーを明示し、授
業前後の質問にとどまらず学生からの相談に応じる仕組みを用意している。必修ではな
いが「卒業研究Ⅰ」、「卒業研究Ⅱ」ではゼミの形で学修指導を実施し、ときには就職面
の相談にも応じている（【資料 2-7-4】、【資料 2-7-5】）。
キャンパスライフ面では、入学時のガイダンスにおいて「キャンパスライフの手引き」
を配付し、オリエンテーションを実施するほか、学生教務課の職員が入学後のアパート
の紹介はもちろん、諸々の相談に応じている（【資料 2-7-1】）。
「学生生活の充実と発展を期することを目的」とする学友会は、毎年恒例の静福祭（学
園祭）を運営するほか、学友会総会、代議員会等を通じて各種の行事（新入生歓迎会、
納涼祭、ハロウィン等）を主催している。上述の学生自治組織では、毎年、新入生歓迎
会を通じてキャンパスライフ全般にわたる相談に応じている（【資料 2-7-6 】、【資料
2-7-7】）。
平成 26（2014）年度からは、学長が新入生全員を対象に 10～20 人程度のグループご
とに話し合う「学長と話す会」を実施している。これは「1 人も置き去りにしない教育」
を標榜する本学の姿勢の具現化の 1 つであり、新入生の段階から学生と組織の長がコミ
ュニケーションを図ることにより組織全体の支援意思を示す点に意義がある。その際に
配付する振り返りシートには、学生の率直な要望、感想、不安などが記載されるが、そ
れらのデータを平成 26（2014）年度は集計し分析中である（【資料 2-7-8】）。
また、インフォーマルな支援の場、いわばオアシス的な機能を果たしているといえる
のが地域交流センター及び学生ホールのロビーであり、学生によっては精神的な安定を
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得るサロンともなっている。
なお、学科を横断して組織的支援を担うセンター・委員会組織としては、上記の学生
支援総合センター（同委員会・障害学生支援室）、学生厚生委員会が設置され、学生が抱
える様々な課題の整理と解決を図っている（【資料 2-7-9】）。
次に、学生一人ひとりに応じた個別支援としては、特定の教職員の力量に依存するケ
ースが少なくない。本学は心理的な課題を抱えた学生も多い。臨床心理士の経験を有す
る教員とソーシャルワーカーとして実践を積み重ねた専門性を有する教員が、個別支援
を通じて、ときには研究室がカウンセリングルームともなる。あるいは非違行為などの
問題行動を起こした学生や長期欠席学生に対しては学生教務課の職員が家庭を訪問する
こともある。
保健室常駐の養護教諭や学生支援総合センターの相談担当者が、決められた時間内に
おける相談支援に終わることなく、個別に対応することもある。ちなみに、学生支援総
合センターに併設された学生相談室では、臨床心理士の資格を有する 3 人の専任教員、
1 人の心理専門カウンセラー（非常勤）のほか、5 人の教員が平成 25（2013）年度には
延べ 277 件の相談に応じた（【表 2-12】）。
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

学生の意見・要望は前述の組織、教職員が把握するが、系統的にそれらを分析する主
要なツール・方法は学生生活調査であり、毎年、報告書を刊行している。報告書の内容
は、教学運営協議会で議題として取り上げられ、近年、大きな課題となっているのは学
生の学修時間の少なさであった（【資料 2-7-10】）。
そのほか、学生の意見・要望は適宜、それらを受けとめた教職員が主に学科ごとに、
可能な限り解決を図っている。たとえば、長期欠席学生については、学生支援総合セン
ターから各学科長に名簿が配られ、学科の学生担当が連絡を取る責任を負う。ただし、
実現しやすい要望（ドアの引き戸化等のバリアフリー環境の整備）だけではなく、交通
アクセスの不便さ等、地域の課題については早急な解決に至らない点が課題となってい
る（【資料 2-7-11】）。
（3）2-7 の改善・向上方策（将来計画）

課題の整理と分析、課題の解決といった点において、本学のシステムは十分に機能し
ていない。そこで、平成 27（2015）年度からは従来の教育情報センターを企画情報セ
ンター（仮称）と名称変更し、データの活用を図る。それに伴い、より迅速なデータ収
集、学生一人ひとりに応じた電子カルテ化等の設計図を描いた上で、学生の満足度向上
につながるシステムを導入する予定である。
2－8 教員の配置・職能開発等
≪2－8 の視点≫
教育目的及
目的及び教育課程に即した教員の確保と配置
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
教員の採用・昇任等、教員評価、研修、FD(Faculty
FD(Faculty Development)をはじめと
Development)をはじめと

2-8-③

する教員の資質・能力向上への取組み
教養教育実施のための体制の整備
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（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
1）教育目的及び教育課程を適切に遂行するために必要な教員の確保及び適切な配
置
平成 26（2014）年度における社会福祉学部の学科別専任教員数は、福祉心理学
科 18 人、医療福祉学科 11 人、健康福祉学科 12 人、学部全体の総専任教員数は
41 人であり、設置基準上必要な各学科の専任教員数 8 人、学部全体の専任教員数
37 人を満たし、各学科に適切に配置されている。また、教授数は福祉心理学科
10 人、医療福祉学科 5 人、健康福祉学科 5 人、学部全体の総教授数は 20 名であ
り、医療福祉学科及び健康福祉学科の教授数が学科教員の半数には達していない
が、設置基準上必要な各学科の教授数 4 人、学部全体の教授数 19 人を満たし、
静岡福祉大学職員組織規程により教員の職種は適正に配置している（【資料 2-8-1】、
【資料 2-8-2】、【資料 2-8-3】）。
福祉心理学科は、心理分野を専門とする教員並びに福祉分野、保育分野及び教
養分野を担当する教員により構成され、これらの教員の連携の下、心の理解力に
優れ、高い教養を備えた福祉の人材育成を目指している。医療福祉学科は、福祉
分野及び情報分野を専門とする教員並びに教養分野を担当する教員を含めて構成
され、これらの教員間の連携の下、医療と福祉にまたがる分野に貢献できる高い
情報活用能力を持った人材育成を目指している。健康福祉学科は、介護分野を専
門とする教員並びに健康分野を専門とする教員と教養分野を担当する教員を配置
し、今後到来する超高齢社会に備えた高度な介護技術や健康確保に関する優れた
知見を持った人材の育成を目指している（【資料 2-8-4】、【資料 2-8-5】）。
なお、「社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則」、「精神保健福祉士短期養成施
設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則」「指定保育士養成施設の指定及
び運営の基準」「教職課程認定基準」における教員組織の要件についても満たして
いる（【資料 2-8-6】）。
2）教員構成（専任・兼任、年齢等）のバランス
開設授業科目における専兼比率（担当者数に対する専任教員の割合）は、【表
2-17】が示すように、専門科目では、福祉心理学科 74.43％、医療福祉学科 40.82％、
健康福祉学科 82.46％、学部共通基礎科目では 64.73％、学部共通社会福祉科目
では 78.70％となっており、非常勤講師（兼任教員）との連携の下、教育が実施
されている（【資料 2-8-7】）。なお、医療福祉学科における専任の割合が低い理由
は、診療情報管理士認定試験受験資格指定校となっているため、指定に関する規
定に基づき、医学系の基礎科目 9 科目は臨床経験のある医師資格者、診療情報管
理に関する 2 科目及びコーディングに関する 3 科目は診療情報管理士指導者でな
ければならず、また、実技科目である医療事務科目も設置しており、実務経験者
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を非常勤講師として任用している点にある（【資料 2-8-8】、【資料 2-8-9】）。本学
では、資格や免許取得に関わる指定科目をカリキュラムの中心に位置づけている
ため、各学科の特徴的な専門科目を専任が担当する一方で、基礎科目については
非常勤講師にも活躍の場を提供している。また、専任教員と非常勤講師との連携
を図りながら教育内容に一貫性を持たせて講義を展開している。
専任教員の年齢別傾向は、【表 2-15】が示すように、教授は 56 歳～65 歳が半
数を占め、准教授と講師は 41 歳~45 歳がそれぞれ 42.9%、44.4％と高いが、准
教授は 41 歳以上であるのに対し、講師は 31 歳～55 歳と幅が広い。助教は 26 歳
～50 歳で 36 歳～40 歳が中心となっている。以上のことより、教授、准教授、講
師の年齢的なバランスは概ね適正である。また、専任教員の性別傾向は、採用に
あたっても考慮しており、下表のように、女性教員の割合が増加傾向にある。し
かし、職位からみると、助教における割合が高く、准教授では減少傾向がみられ、
職位を踏まえた検討が求められる（【資料 2-8-10】）。
表 専任教員の性別構成の推移（【資料 2-8-10】より作成）

男性
女性
職位 平成24年度 平成25年度
平成26年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
教授 （人）
14
14
14
5
6
6
（％）
73.7%
70.0%
70.0%
26.3%
30.0%
30.0%
准教授 （人）
6
6
5
4
3
2
（％）
60.0%
66.7%
71.4%
40.0%
33.3%
28.6%
講師 （人）
5
6
6
2
3
3
（％）
71.4%
66.7%
66.7%
28.6%
33.3%
33.3%
助教 （人）
1
1
1
2
3
4
（％）
33.3%
25.0%
20.0%
66.7%
75.0%
80.0%
計 （人）
26
27
26
13
15
15
（％）
66.7%
64.3%
63.4%
33.3%
35.7%
36.6%
2-8-②

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

）教員の採用
教員の採用は「静岡福祉大学教員任用基準」、「静岡福祉大学教員任用基準運用内規」、
「静岡福祉大学教員任用基準運用内規に関する細則」、「静岡福祉大学教員の任期制
に関する規程」に基づいて行われる。基本的な採用の流れは以下の通りである。学長、
学部長、事務部長と各学科長及び関連専門分野の教員との合議を経て採用方針が決定
された後、教員人事案が学長から理事長に上申される。理事長の承認を受けた後、学
長が選考委員会の委員指名を行う。通例では、学長を委員長とし、学部長、事務部長、
着任後に所属が予定されている学科の学科長、及び採用人事の対象となる授業内容に
精通している教員等から構成される。選考委員会では、必要とする募集教員の要件に
ついて検討し、基本的にはインターネット（科学技術振興機構の研究者人材データベ
ース）上で公募する。応募者に対して書類選考の後に、選考委員会による面接試験を
行う（【資料 2-8-11】、【資料 2-8-12】、【資料 2-8-13】）。平成 26（2014）年度は、
上記の手続きに則り、教授 1 名、准教授 1 名、講師 4 名、助教 1 名を採用した（【資

1
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料 2-8-14】）。
なお、全ての職位の教員の募集において、「静岡福祉大学教員の任期制に関する規
程」に従い、募集時に任期制であることを公示する。また面接採用時にも、3 年の任
期制であることを伝え、その旨を契約書にも明記している。3 年の任期が終了する 6
ヵ月前に、学長、学部長、事務部長からなる協議会を開催し、当該教員の任期中の勤
務状態などの調査結果を考慮して、勤務を継続するか、あるいは雇用を停止するかを
決定し、通知している（【資料 2-8-15】）。平成 26（2014）年度に任期満了となる
教授 1 名、准教授 2 名、講師 1 名、助教 1 名については、「教員自己評価申告シ
ート」の記述を依頼し、学長、学部長、学科長による協議を経て任期継続を決定
する予定である。（【資料 2-8-16】）。
2）教員の昇任
昇任については、「静岡福祉大学教員任用基準」において各職位の要件が示され、
そこにおける研究業績に関する資格別基準等については、「静岡福祉大学教員任用基
準運用内規に関する細則」において、職位別に学術研究著書ないしは学術研究論文数
が明示されている。昇任は、職位ごとにこれらの要件に適合することを条件に実施さ
れる。そのプロセスは、まず学科長の推薦を受けた当該教員に関し、学長、学部長及
び学科長の三者からなる協議会が招集され、教育・研究業績書などを基に検討が行わ
れる。ただし、全員が一堂に会する協議会形式ではなく、学長が個々の協議会メンバ
ーと協議し、最終決定を行う場合もある。その結果、基準が満たされている時には、
学長が推薦文を記述し、理事長に推薦し、最終的に理事長の承認を得ることにより昇
任が決定する（【資料 2-8-11】、【資料 2-8-13】）。平成 26（2014）年度は、4 名が
教授、2 名が准教授に昇任した（【資料 2-8-17】）。
3）教員の資質・能力向上への取り組み
ａ．研究費
教員の研究費（旅費を含む）は、「平成 26 年度静岡福祉大学教員研究費配分方
針」に基づき、助教、講師、准教授、教授ともに、専任教員は一律 20 万円であ
る。教授（学事顧問）・特任教授・特任講師については 10 万円としている（【資
料 2-8-18】）。また、教員研究費として、別枠で特別研究費 200 万円を設けてい
る。これは応募形式によるいわば学内競争資金であり、提出された研究計画書に
基づき審査を実施し、配分する。なお、審査基準として、科学研究費研究につな
がる内容であることを明示していることから、科学研究費研究の準備研究といっ
た性格を有するとともに教員の研究意欲を喚起することも視野に入れている（【資
料 2-8-19】）。平成 25（2013）年度は 9 件の申請があり、審査の結果、全員が採
択された（【資料 2-8-20】）。以上のように、教員の研究費に関しては、職位に
かかわらず平等に配分され、かつ研究の意欲を高める意図を有しつつ研究費
配分の仕組みを構築している。
科学研究費等の外部資金獲得については、平成 25（2013）年度は 8 件の科学
研究費を獲得している（【資料 2-8-21】）。なお、平成 26（2014）年度科学研究
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費助成事業への公募に関する説明を 9 月の教授会で行うなど、科学研究費獲得に
向けて、全教員に公募に関する情報及び科学研究費獲得方法に関する関連書籍・
資料の貸出等を行い、教員の研究活動の活性化に向けた支援を行っている（【資料
2-8-22】）。また、静岡県内の大学連携組織である「ふじのくに地域・大学コン
ソーシアム」に加入し、地域貢献に資する研究に対する助成金の獲得にも努
めている（【資料 2-8-22】）。公的研究費は、「静岡福祉大学における公的研究
費の取扱いに関する規程」に則り、適正に運営・管理されている（【資料 2-8-24】）。
ｂ．FD 活動
教員の教育活動を活性化するための中心的な取り組みとして、FD 委員会が行
う学生による授業評価アンケートの対応がある。教員は授業評価を受けた直後に、
授業評価アンケートに示された学生一人ひとりの意見を精査し、授業の改善に役
立つ工夫をすることが義務付けられている。授業改善方針は、当該教員が直接的
に履修学生に向けて授業中に説明し、FD 委員会に記載した用紙を提出する（【資
料 2-8-25】、【資料 2-8-26】）。また、平成 19（2007）年度から実施している大学
貢献度評価制度では、評価項目として教員の教育活動、研究活動欄を設け、その
実績データを人事評価に反映させることにより、教員の自覚的行動の促進と責任
感の醸成を図っている。この評価には、先述の学生による授業評価も含まれる（【資
料 2-8-27】）。なお、平成 25（2013）年度は、FD 委員会の企画により、FD 研修
会を開催し、教育力の向上を議論、検討した（【資料 2-8-28】）。
ｃ．その他の教育活動を活性化するための取り組み
教員は、「静岡福祉大学専任教員の勤務に関する内規」に基づき、原則として週
4 日間を出校日とし、その他の 1 日を自宅研修日とすることにより、学内にとど
まらず、学外における研究の機会が確保されている（【資料 2-8-29 】、【資料
2-8-30】）。また、原則として毎年度 1 回、
「静岡福祉大学研究紀要」を刊行し、
学術研究成果の発表の場を提供し、研究への動機づけを図っている。平成 25
（2013）年度は 21 本の論文の投稿があった（【資料 2-8-31】、【資料 2-8-32】、
【資料 2-8-33】）。
2-8-③

教養教育実施のための
教養教育実施のための体制の整備

基礎科目は、幅広い教養と基盤レベルの情報技術、バランスの取れた判断力の涵養を
目的として、｢外国語科目｣･｢総合基礎科目｣･｢基盤情報科目｣の 3 科目群で構成され、学
部共通の枠組みとして設定されている（【資料 2-8-34】）。また、全学部必修科目として、
1 年次より、
「キャリア支援Ⅰ-A」（前期）、「キャリア支援Ⅰ-B」（後期）を配し、前期に
学生生活の心構えや方法を学び、学業のみならず自律的な生活習慣を身につけることに
より学生生活の基盤を作り、後期にはさらに社会人になるための情報収集と自己表現力
を含む社会人基礎力を磨くことで、卒業に向けた実践的な教養教育を実施している（【資
料 2-8-35】）。さらに、2 年次には福祉力に裏付けられた、よりレベルアップした社会人
基礎力の習得を目指す「キャリア支援Ⅱ-A」、「キャリア支援Ⅱ-B」、3 年次には実践的な
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就活力の育成を目指す「キャリア支援Ⅲ-A」、「キャリア支援Ⅲ-B」へと段階的な成長を
促すカリキュラムを設けている（【資料 2-8-36】）。
なお、教養教育の充実を図るための「教養教育部会」が組織され、随時、メールや個
別の担当者会議を設けて、意見交流と授業改善に努めている（【資料 2-8-37】）。具体的
な改善としては、「教養ゼミ」的機能を果たす講義として、3 年生を対象とした「教養講
読 A」・「教養講読 B」、4 年生を対象とした「教養研究 A」・「教養研究 B」が設置されて
いる。これらの講義は、既存の専門ゼミと並行して学ぶことを可能としている。かつ幅
広い知識と教養の修得を目指す目的で、各教員独自のカリキュラム設定により、学生へ
のよりきめ細かな対応を目指す内容である（【資料 2-8-38】）。

（3）2－8 の改善・向上方策（将来計画）
本学の教員組織は、設置基準を満たし、教授、准教授、講師の構成及び年齢構成のバ
ランスも取れている。現在、教員の任用及び昇任については、従来の規程に基づき実施
されているものの、細則のレベルで改善の必要性が散見される。昇任については、任用
の規程に準じているが、さらに客観的かつ公平性を担保する科学的な評価尺度の開発が
望まれる。
そこで今後、以下の項目に関し、情報公開を前提とした解決方法を模索中である。
1）新規採用に関する評価基準とプロセスの客観化と透明化
2）昇任に関する評価基準とプロセスの客観化と透明化
3）授業評価アンケートの教員評価への活用方法
非常勤講師については、福祉・医療分野の医学系科目において、いわば外部の力を借
りているが、とりわけ診療情報管理士養成において医療系科目が多数存在し、中には医
師資格を要件とする科目もあり、毎年、確保に際して苦労していることも事実である。
そこで、医師資格のある専任教員の任用が喫緊の課題となっている。他の分野における
非常勤講師担当科目の見直しを含めてカリキュラム全般にわたり再検討する努力も欠か
せない。平成 27（2015）年度にはこれらの改善・向上方策を実体化したい。
教員の教育研究活動に関する評価については、学長を中心に FD 委員会で検討されて
いるが、まだ FD の意義、機能、効果について教員全員が共有しているとは言いがたい。
教育の主体である教員の意見を反映できる仕組みづくりを、FD 委員会が中心となり具
体的に検討し、具現化していく体制を平成 27（2015）年度は検討したい。
教員の研究活動の支援については、校務（授業、学内マネジメント業務等）で学会や
研修会への参加が困難な場合があり、悩ましい課題ではあるが、講師や助教は、研究を
深めるべき職位ともいえるだけに、優先的に参加できるように校務については配慮する
など、本学で研究者を育てていく環境を整備する必要もある。具体的には平成 27（2015）
年度、検討したい。
2－9 教育環境
教育環境の整備
環境の整備
≪2－9 の視点≫
2-9-①

校地、
校地、校舎、
校舎、設備、実習
備、実習施設、図書館等の教育
図書館等の教育環境
等の教育環境の整備と適切な
環境の整備と適切な運営
の整備と適切な運営・
運営・管
理
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2-9-②

授業を行う
授業を行う学
行う学生数の適切な管
生数の適切な管理

（1）2－9 の自己判定
基準項目 2－9 を満たしている。
（2）2－9 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
2-9-① 校地、
校地、校舎、
校舎、設備、実習
備、実習施設、図書館等の教育
図書館等の教育環境
等の教育環境の整備と適切な
環境の整備と適切な運営
の整備と適切な運営・
運営・管理
1）教育環境の整備
本学は、JR 東海道線焼津駅からバスで 20 分、西焼津駅からバスで 13 分、車で
のアクセスは東名高速道路焼津 IC から 15 分、吉田 IC から 15 分の場所にあり、キ
ャンパスは 1 か所に配置され、自然にあふれた閑静な環境に位置する（【資料 2-9-1】）。
校地は、平成 4（1992）年に地元自治体（焼津市）との公私協力方式で取得し、
大学所有部分と無償貸与部分があるが、学生の教育研究活動として充分な面積を有し
ている。
設置基準上必要面積 8,300 ㎡
静岡福祉大学校地 33,395.8 ㎡
（所有部分） 18,182.7 ㎡
（借用部分） 15,213.1 ㎡
校舎敷地及び運動場用地は、【表 2-18】が示すように、それぞれ 21,384.8 ㎡、
12,011.0 ㎡あり、校舎面積は設置基準上の面積 5,057.2 ㎡を大きく上回っている
（【資料 2-9-2】）。校舎建物については、以下のとおりである（【資料 2-9-3】）。
ａ．教室棟（鉄筋コンクリート 3 階建て）
教室棟は、1 階、2 階に大教室 3 室（120 人教室）、中教室 2 室（80 人教室）、
小教室 2 室（40 人教室）、保健室がある。【表 2-12】が示すように、保健室には
平成 25（2013）年度では 1,679 件の相談があり、多くの学生が活用している。3
階には小教室 4 室（40 人教室）があり、そのうち 2 室は、教育情報センター施
設として PC 及びセンターモニターを備える教室であり、さらにサーバーを設置
するインターネットオフィスがある。教室棟では全ての教室で無線 LAN が使用
でき、使用登録を済ませた学生所有の PC であればインターネットを活用できる
環境を整備している（【資料 2-9-4】、【資料 2-9-5】）。
ｂ．講義・厚生棟（鉄筋コンクリート 2 階建て）
講義・厚生棟の 1 階は、学生食堂（200 席）、中教室 2 室（70 人教室）がある。
2 階には、大講義室（無線 LAN 利用可・257 席）、演習室 3 室のほかに、心理学
関連実験室 2 室、準備室、観察室兼編集室、プレイルームが設置され、心理学の
専門教育を行う環境を整えている。さらに医療福祉室として使用している第 2 演
習室、福祉情報室があり、医療分野や福祉情報分野の展示がなされ、各分野の学
習を具体的な機器等を活用しつつ深めることが可能である。
ｃ．福祉創造館（鉄筋コンクリート 6 階建て）
福祉創造館は、1 階に学生の福利厚生施設である学生ホールとコンビニエンス
ストアがあり、1 階カフェテリア部分には、無線 LAN 環境が整備されている。2
階、3 階が第 2 大講義室（262 席）となっており、専用ビデオプロジェクター2
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基、書画カメラを備え、無線 LAN 等の対応ができる IT 環境が整った機能的な教
室である。4 階には中教室 1 室（60 人教室）、小教室 2 室（40 人教室）があり、
授業や研修発表に使用されている。5 階は、「福祉実習指導センター」及び「保育
実習指導センター」が設置され、実習の計画・相談等の業務を実施している（【資
料 2-9-6】）。また、研究室 6 室も同階に設置されている。6 階は、音楽室、リズム
室、ピアノ練習室 10 室を設置し、幼児教育の中心的な空間となっている。全館
を通し、障害者に配慮した施設となっており、エレベータ 1 基、障害者用トイレ
2 か所等を設置している。
ｄ．介護福祉棟（鉄筋コンクリート 3 階建て）
介護福祉棟は、1 階には「地域交流センター」があり、地域貢献活動の拠点ス
ペースとして活用されているほか、家政実習室、調理実習準備室、被服実習準備
室、小教室がある（【資料 2-9-7】）。2 階には「法人本部・事務局」があり、3 階
には研究室 8 室が配置されている。
ｅ．介護福祉実習棟（鉄骨平屋建て）
介護福祉実習棟は、介護福祉士養成科目の実習で活用されているが、外部団体
による福祉系講習会等にも有効活用されている。
ｆ．研究室棟（鉄筋コンクリート 3 階建て）
研究室棟は 1 階から 3 階まで合計 30 室の研究室が配置されている。また、1
階には、「心の相談センター」が設置され、心のケア活動に従事する方々に対して
支援を行い、卒業生のスーパーバイジングや地域・社会のメンタルヘルス改善に
貢献することを目指している（【資料 2-9-8】）。隣接して「学生支援総合センター」
と「障害学生支援室」が設置され、学生サービスの拠点として利用されている（【資
料 2-9-9】）。学生支援総合センターが行う学生相談は、【表 2-12】が示すように、
平成 25（2013）年度は 277 人で前年度の 112 人を大きく上回り、施設として欠
かせない存在となっている。
ｇ．管理棟（鉄筋コンクリート 2 階建て）
管理棟は、1 階に学生教務課、入試広報課、総務課、キャリア支援課の事務ス
ペースがあり、学生への対応は直接対面式のカウンターで実施している。さらに、
学長の執務室、応接室、複数の会議室等があり、1 階エントランスホールにはイ
ンターネットコーナが設置されている。2 階は図書館（439.71 ㎡）となっている。
図書館には、蔵書数 37,924 冊、学術雑誌 50 種類、視聴覚教材等 1,091 点が所蔵
され、閲覧用の 118 席の座席を有し、グループ学習室、多目的学習室、学習支援
室を設け、それぞれの目的に即した自主学習環境を整備している。また、大学図
書館機能に止まらず、自主企画展の実施等により、地域に対する図書館独自のサ
ービスも実施している（【資料 2-9-10】、【資料 2-9-11】、【資料 2-9-12】、【資料
2-9-13】）。
ｈ．体育館（鉄筋コンクリート一部 2 階建て）及び運動場用地
体育館は、1 階は各種スポーツ・健康関係の授業で使用されるほか、サークル
活動や休日には地域住民にも開放されている。2 階には、バーベル、ランニング
マシン、筋電計等を備えたトレーニング室があり、健康福祉関連の実技教育の教
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室ともなっている。体育施設は、体育館の他に「テニスコート」2 面を有してい
る。運動場用地は、授業で使用されるほか、クラブ活動・サークル活動などで使
用されている。また、地域貢献の一環として、休日などに地元自治体の高齢者が
グランドゴルフを行う場所として提供している。また、部室は 2 棟あり、部室棟
1（鉄骨平屋建て）には部室 7 室とミーティングルームがあり、部室棟 2（鉄骨平
屋建て）には部室 2 室と学友会室があり、学友会活動やサークル活動などの拠点
となっている。
2

）教育環境の適切な運営・管理
ａ．情報ネットワークの環境
学内全体に LAN ケーブルを整備し、各棟には光ファイバーを敷設している。
LAN は、食堂を除く学内の全教室、演習室、研究室、図書館に敷設し、また学生
が自由にネットワークを使用できるエントランスホールのインターネットコーナ
ーも敷設し、教室棟や大講義室の無線 LAN 設備とともに、ICT 化に対応できる
環境を整備している。情報ネットワークシステムについては、「静岡福祉大学情報
ネットワークシステム管理運営規程」に基づき、教育情報センターが中心となっ
て適切な運営、管理を図っている（【資料 2-9-14】）。
ｂ．講義室等の運営・管理
平成 23（2011）年度に学内の建物をつなぐ渡り廊下の出入り口を自動ドアに
改修し、福祉創造館（1 階～3 階）から教室棟、教室棟（2 階）から講義・厚生棟
（2 階）への車いすでの移動を容易にし、平成 24（2012）年度には教室棟 1 階の
保健室、101 教室、102 教室、103 教室については出入口をスライドドアに改修
してバリアフリー化を図るなど、障害学生が受講しやすい環境を整えた。また、
平成 25（2013）年度には大教室にスライディングウォールを取り付け、受講生
数に応じた教室サイズに変更可能な設備を施し、教室の有効活用を図った。「工
事等検収報告書」が示すように、例年通り、学生不在の夏期休暇期間中に校
舎の改修工事を進め、建物の安全管理に努めている（【資料 2-9-15】、【資料
2-9-16】）。なお、大学施設等の使用については、「静岡福祉大学施設等使用規
程」に基づき、運営、管理を行っている（【資料 2-9-17】）。
ｃ．危機管理体制の運営・管理
学生便覧に、学生用の災害対策マニュアルを掲載し、その中で全ての建物
の避難経路や避難場所を記した図を示し、周知に努めている（【資料 2-9-18】）。
また、教職員用の災害対策マニュアルには、災害対策本部体制について記載
し、災害時の役割分担等を明記し、災害対策を検討している（【資料 2-9-19】）。
大学の防火防災管理については、防火防災管理機関として、防火防災対策委
員会を設置し、組織的防火防災に努めている（【資料 2-9-20】、【資料 2-9-21】）。
なお、災害発生時に備えて、飲料水や食料、その他用品を備蓄し、さらに「防
災備蓄品マニュアル」を作成して誰でも閲覧できるように、事務部に備えて
ある（【資料 2-9-22】）。平成 25（2013）年度は、11 月 20 日に防災訓練を実
施した。訓練には、事務部職員、教員及び学生が参加し、地震による火災発
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生を想定した通報訓練、初期消火訓練、避難訓練等を行った。避難訓練は、
授業中の学生が避難誘導班の指示の下、運動場へ避難した。また、運動場で
は、学生を中心に消火器を使用した初期消火訓練を行った（【資料 2-9-23】）。
ｄ．学生の満足度調査
本学では、毎年度、学生生活調査を行っており、その中の「大学生活の満
足度」に施設に関する項目があり、「平成 25（2013）年度学生生活調査報告
書」によれば、「教室、体育館などの授業関連の施設」については満足が 36.9％、
不満足が 10.6%、「トイレ、学生ホール、部室などの福利厚生」については満
足が 45.7%、不満足 10.4%となっている。毎年、この結果も踏まえて、施設
の改善を検討している（【資料 2-9-24】）。
2-9-②

授業を行う
授業を行う学生数の適切な
行う学生数の適切な管
学生数の適切な管理

履修人数別の開講科目数は、以下の表のように、履修者数 20 人以下が 48.0％とほぼ
半数に達し、40 人以下では 77.4%と 8 割近くを占めている。
表 平成 25（2013）年度 履修人数別開講科目数
履修人数
科目数
割合
101人以上
21
4.2%
81人～ 100人以上
19
3.8%
61人～ 80人
31
6.2%
42
8.4%
41人～ 60人
21人～ 40人
147
29.4%
240
48.0%
1人～ 20人
合計
500
100.0%
社会福祉士養成に関連する演習・実習科目は 20 名以内で実施する要件があり、学科
ごとに 20 名以内のクラスを設けている。その他の専門分野の演習・実習系科目におい
ても 40 人以下の小規模クラスを原則とし、学生一人ひとりのフォローアップが可能な
体制を採用し、教育効果を高めている。また、基礎科目においても、1 年次必修科目で
あるキャリア支援Ⅰは多くても 40 名程度の少人数クラスとし、学生一人ひとりの顔が
見える体制を取り、3、4 年次に配置した教養講読及び教養研究においても、卒業研究に
準じる科目として双方向の教育ができる体制を整え、学生が安心して勉学に励める環境
を提供している（【資料 2-9-25】、【資料 2-9-26】、【資料 2-9-27】）。
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（3）2－9 の改善・向上方策（将来計画）
本学は、設置基準を上回る校地や校舎等を有し、ICT 化の流れの中でネットワーク環
境を整え、学生が情報を活用できる機会を提供するなど、教育研究活動を推進すべき施
設・設備を整えている。この設備を継続的に有効に活用するには、保守・点検が求めら
れ、人材を含めて、日進月歩といわれるインターネットオフィスの充実を常に検討して
いかなければならない。
また、自動ドアやスライドドア、段差の解消など、バリアフリー化を推進し、福祉を
標榜する大学として、障害学生が快適な学生生活を過ごせるように環境の改善に努めて
いるが、本学のエレベータは福祉創造館に一基あるのみで、肢体不自由学生が福祉創造
館以外の棟の 2 階に行くためには、福祉創造館のエレベータを使い、2 階に上がり、渡
り廊下を移動しなければならない。大学では図書館は必要不可欠な施設であり、いかな
る学生も自由に活用できるように、管理棟へのエレベータの設置が大きな課題である。
現在、少人数クラスや小規模クラスの授業が多く、教育体制としてはこの少人数教育
を維持しつつ、その体制に基づく教室の整備を進める必要がある。
とりわけ、教室数の不足が見込まれるだけに、長期計画の策定、すなわち上記の課題
を解決するために、次年度以降、中長期的なビジョンを策定する予定である。
[基準２の自己評価]

学生の受入れについては、本学の使命に基づいたアドミッションポリシーをホームペ
―ジや大学案内等に掲載するとともにオープンキャンパスなどの学内外のイベントを通
して周知し、この方針に従って AO 入試、推薦入試、一般入試、大学入試センター試験
利用入試に加え編入等の特別選抜を実施し、福祉分野に強い関心を持つ多様な学生を受
け入れている。過去 5 年間の入学定員は福祉心理学科以外の学科は充足していないとい
う傾向にあるが、現状の把握に努め、各学科の発展につながる学科ごとの広報活動の工
夫、全体的な広報の見直し、地域社会へのアピールなど、効果的な方策を講じて本学の
方針に適した入学者の受け入れを図っている。
教育課程及び教授方法については、アドミッションポリシーに基づく各学科の学位授
与方針（ディプロマポリシー）や教育課程編成方針（カリキュラムポリシー）を策定し、
大学案内やホームページで周知を図りながら、これらの方針に則って、各学科の専門的
学問体系を基盤に、学習領域や履修の体系性・順序性を考慮してカリキュラムを編成し
ている。このカリキュラムの下で、教育が学生の主体的な学習に発展するための教育効
果を高める教授方法を推進する体制作りが検討され、実施に向けた取り組みも行われて
いる。
学修及び授業の支援については、年度当初のオリエンテーションにおいて、各学年に
対応した履修の相談や指導を教職員協働で行い、各学生に適した履修登録が行われるよ
うに支援している。学生支援総合センターやオフィスアワー制度、学科によっては担任
制度があり、これらは教員と学生のコミュニケーションの場を提供し、学修支援の一端
を担っている。障害のある学生については障害学生支援室が学修や授業に支障のないよ
うに支援を行っている。また、学期ごとに FD 活動の一環として学生による授業評価ア
ンケートを実施し、授業の改善を図っている。平成 25（2013）年度からは学務システ
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ム「アクティブアカデミー」を導入し、現在は学修や授業に関する手続きや情報提供等
を行っているが、経過を踏まえながら学修や授業の支援につながる今後の運用を検討し
ている。
単位認定及び卒業認定については、ディプロマポリシーに基づき、学則に明確な基準
を明記し、年度当初のオリエンテーションや学科ガイダンス等で学生に周知徹底してい
る。卒業認定については、卒業判定会議（教学運営会議）において厳正に審議し、判定
する。
キャリアガイダンスについては、1 年次から 3 年次まで必修科目としてキャリア支援
Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを履修し、基礎から応用へとキャリア形成を進める教育体制を整備し、キャ
リア支援課を中心に 4 年次の就職活動に向けた指導を行い、成果を上げている。資格取
得については、国家資格試験対策センター、国家試験対策委員会を設置し、外部業者委
託による授業料無料の社会福祉士・精神保健福祉士国家試験対策講座の開講、模擬試験
の実施等、試験に向けた支援を行っている。その他の資格についてもそれぞれ委員会を
設置し、それぞれの特色に応じた支援を行い、資格取得にとどまらず、就職支援へと繋
げている。インターンシップに関しても、正規の教育課程として位置づけた実習教育に
とどまらず、大学教育の充実につながる試みを積極的に取り入れている。
教育目的の達成状況の評価とフィードバックについては、本学は実践的な教育課程を
重視しており、実習教育における教育目的の達成状況の点検・評価については、定期的
に開催される各実習に関連する委員会で検討され、教育内容や教育方法の改善へとつな
げている。すなわち、各委員会がフィードバック機能を果たしている。また、各期に実
施している授業評価アンケートも、教員が自らの担当教科を点検・評価し、教育内容や
教育方法の改善へとつなげるフィードバック機能を有している。
学生サービスについては、学生支援総合センター及び学生厚生委員会が中心となって
組織的な支援が実践され、それらに属する障害学生支援室や保健室、学生相談室が個別
の対応を行い、学生の抱える多様な課題の整理や解決を図っている。毎年実施される学
生生活調査から学生生活全般に対する学生の意見や要望を概ね把握でき、それらの分析
結果を関連する部署にフィードバックすることにより検討が行われ、改善に向けた流れ
が構築されている。
教員の配置・職能開発に関しては、大学設置基準及び社会福祉関連資格や教員免許状
取得に関わる基準を満たし、職位構成や年齢構成のバランスの取れた教員組織のもと、
非常勤講師と連携して適任な科目担当者を配置している。なお、規程に則って教員の採
用及び昇任を実施し、適正な教員組織及び教員の配置の維持に努めている。研究面では、
科学研究費獲得への支援や特別研究費設定による研究費配分の工夫により教員の研究活
動の活性化を図り、教育面では、FD 委員会を設置して FD 活動を実施し、教育活動の
活性化を進めている。
教育環境の整備については、大学設置基準を上回る校地や校舎等を有し、ICT 化の流
れの中で学生に情報活用の機会を提供するネットワーク環境や各学科の特徴を活かした
施設や設備、障害学生の快適な学生生活を保障する構内のバリアフリー化等、本学の教
育目的に適した教育研究活動を推進する環境を整えている。さらにこの環境を継続的に
有効に活用するために適切な運用・管理を行っている。
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基準 3．経営・
経営・管理と財務
理と財務
経営の
規律と
3－1 経営
の規律
と誠実性
≪3－1 の視点≫
経営の
規律と
実性の維持の表
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
使命・目的の実現への継続的
継続的努力

3-1-③

学校教育法、私
教育法、私立学校
立学校法、大学設
法、大学設置基準をはじめとする大学の設
置基準をはじめとする大学の設置、運営
置、運営に関
運営に関
する法令の遵守
連する法令の
遵守

3-1-④

環境保全、
環境保全、人権
保全、人権、安全への配
人権、安全への配慮
、安全への配慮

3-1-⑤

教育情報
教育情報・
情報・財務情報の
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 の自己判定理由（事実の説明及び自己評価）

3-1-①

経営の
経営の規律と
規律と誠実性の維持の表
実性の維持の表明
3

3-1-②

使命・目的の実現への
使命・目的の実現への継続
の実現への継続的
継続的努力

3-1-③

学校教育法、私
教育法、私立学校
立学校法、大学設
法、大学設置基準をはじめとする大学の設
置基準をはじめとする大学の設置、運営
置、運営に関
運営に関
する法令の遵守
連する法令の
遵守

学校法人静岡精華学園の寄附行為第 条に「この法人は、教育基本法及び学校教育法
に従い、学校教育を行うことを目的とする」と定め、その目的に沿った誠実な運営に努
めている（【資料 3-1-1】）。
また、学校法人が設置する学校は、関係法令・諸規程等に基づく学校経営が組織的に
行われ、各学校が社会的な役割を果たすとともに、社会的に信頼される学校法人として
の確立を目指している（【資料 3-1-2】、【資料 3-1-3】）。
なお、理事会、評議員会は、定期的に開催され、監事による監査を確実に実行してい
る。
理事会、評議員会、教学運営協議会などが適切に行われることにより、大学の使命・
目的の実現に向けた努力を行っている。
学校法人が設置する各学校が、その設立における使命・目的を実現していくために、
「静岡精華学園みらい創造計画 〔平成 23 年度～平成 27 年度〕」を平成 22（2010）年
度に作成した。この計画は各学校における運営上の基本方針を示すとともに、学校法人
の機能強化、法人組織の質の向上等が盛り込まれている。また、この基本的な計画に基
づき、各学校においても具体的な中期目標・中期計画が作成され、使命・目的の実現へ
の継続的努力を行っている（【資料 3-1-4】）。
大学の設置及び運営は、学校教育法及び私立学校法に基づき寄附行為、学則及び諸規
程を整備し実施されている。また、各種報告、届け出等も適切に行われている。大学の
校地面積、建物面積、教員数などは大学設置基準を満たしている。
なお、学校教育法施行規則第 172 条の 2 に定める教育研究活動等の情報の公表につい
ては、大学ホームページ上において適切に実施している。
3-1-④

環境保全、
環境保全、人権
保全、人権、安全への配
人権、安全への配慮
、安全への配慮
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環境への配慮については、夏季の省エネルギー対策として、職員には軽装（クールビ
ズ）を励行し、学内の冷房設定温度を 28℃としている。6 月と 9 月には冷暖房機器の
一斉点検・整備を実施するなど、施設設備の適正な管理に配慮することにより、エネル
ギー消費の削減に努めている（【資料 3-1-5】）。
人権への配慮については、「倫理・コンプライアンス規程」、「静岡福祉大学ハラスメ
ントの防止及び対策等に関する規則」に基づき、教学運営協議会の下にハラスメント防
止・対策委員会を設置し、ハラスメントの防止、被害の救済及び環境改善等の活動を行
っている。特にセクシャル・ハラスメントは、発生時の迅速な対応はもとより、意識啓
発のための広報活動が重要であるため、毎年度新入生に配布する学生便覧に「倫理・コ
ンプライアンス規程」、「静岡福祉大学ハラスメントの防止及び対策等に関する規則」を
掲載している（【資料 3-1-6】、【資料 3-1-7】）。
安全への配慮については、「学校法人静岡精華学園危機管理規則」に基づき、理事長
を総括責任者とする学園の危機管理委員会の下、学長を危機管理責任者とした大学の危
機管理委員会を設置している（【資料 3-1-8】）。
日常の安全管理については、昼間は警備員による学内巡回警備を、夜間は機械警備と
定期巡回パトロールを外部業者に委託し、学内・学生の安全を確保している。
なお、平成 21（2009）年度大学機関別認証評価の評価報告書において、「危機管理
体制のガイドライン及びマニュアルの策定が望まれる」とされたことを受け、本学の危
機管理委員会により、平成 22（2010）年度に「危機管理基本マニュアル」を策定した。
当該マニュアルでは、災害、事件、事故、人権侵害、感染症、業務上の過失等に起因
する人命、財産等に重大な被害が生じ、又は生じる恐れがある場合への対応を定めてい
る（【資料 3-1-9】）。
3-1-⑤

教育情報
教育情報・
情報・財務情報の
財務情報の公表

学校教育法施行規則における大学の教育等情報、及び私立学校法に基づく財務情報の
公開については、ホームページで公開している。公開の内容は大学における教育等情報、
大学設置認可申請書、大学設置に係る設置計画履行状況報告書、自己点検評価報告書、
学校法人に関しては、監事監査報告書、事業報告書、計算書類などである（【資料 3-1-10】、
【資料 3-1-11】）。また、財務諸表等の閲覧については、「学校法人静岡精華学園財産目
録等閲覧取扱要領」を定め、積極的にその公開に努めている（【資料 3-1-12】）。
(3) 3－1 の改善・向上方策（将来計画）

本学園の建学の精神は「時代に即応する新しい人材の育成」である。この目的達成の
ためには社会情勢の変化を常に意識しながら社会的ニーズも踏まえて教育活動を行って
いかなければならない。よって、「静岡精華学園みらい創造計画〔平成 23 年度～27 年度〕」
の検証を行うとともに新しい学園総合計画作成のための準備を進めていく。また、大学
においては新学部設置に伴う諸規程の見直しを行う。環境保全に関しては施設設備の継
続的な改修整備、学生の安全対策に関しては防犯カメラの設置や守衛を置くことなどの
検討を行う。
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3－2 理事会の機能
≪3－2 の視点≫
3-2-① 使命・目的の達成に向けて戦略
使命・目的の達成に向けて戦略的意
戦略的意思決
的意思決定が
思決定ができ
定ができる体制の整備とその機能性
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
使命・目的の達成に向けて戦略的意
戦略的意思決
的意思決定が
思決定ができ
定ができる体制の整備とその機能性
できる体制の整備とその機能性

学校法人静岡精華学園の最高意思決定機関は理事会であり、通常年 3 回（5 月、12 月、
3 月）開催される。理事の定数は 9 人～11 人であり、選任区分は第 1 号理事が各所属長
で定数は 3 人又は 4 人、第 2 号理事が評議員理事で定数は 3 人、第 3 号理事が学識経験
者で定数は 3 人又は 4 人となっている。理事の現員は 9 人であり、第 1 号理事が 3 人、
第 2 号理事が 3 人、第 3 号理事が 3 人となっており、私立学校法及び寄附行為で定める
基準を満たしている。
理事会へ提出する議題については、全て学校法人運営委員会において事前の協議を行
い、理事会における意思決定が迅速でより的確に行えるよう進めている。学校法人運営
委員会には理事長、常務理事、学長、校長、園長が出席し、理事会審議事項のみではな
く、必要に応じ学園全般の諸課題に対し協議を行っている（【資料 3-2-1】）。
また、理事会における外部理事数は 4 名である。外部理事に対しては、重要事項につ
いて、事前に説明を行い、学園の運営状況を理解しやすいよう配慮している。
(3) 3－2 の改善・向上方策（将来計画）

高等教育の質保証に対する社会的要請の高まりや経営環境の厳しさが増す中、理事会
においては迅速かつ的確な経営判断及び戦略的な意思決定が求められる。そのためには、
学長をはじめとする大学教職員が、理事会に対し、経営、運営等に関する最新の情報発
信を常に行わなければならないので、大学の中にある様々な情報を活用し、教育、研究
等の大学の業務改善や意思決定の支援情報、収集、分析、評価、活用、提供などの業務
を行う機関として IR（Institutional Research）室の設置について検討する。
3－3 大学の意思決
大学の意思決定の
思決定の仕
定の仕組み及び学長のリーダーシ
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
大学の意思決定組織の整備、
思決定組織の整備、権限
定組織の整備、権限と
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
大学の意思決定と業
思決定と業務執行
定と業務執行に
務執行における学長の適切なリーダーシ
ける学長の適切なリーダーシップの発揮
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
大学の意思決定組織の整備、
思決定組織の整備、権限
定組織の整備、権限と
権限と責任の明確性及びその機能性

大学の意思決定は、静岡福祉大学学則に基づき学長の下に教学運営協議会と学部の教
授会を設置して行っている（【資料 3-3-1】）。
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また、教学運営協議会の審議の円滑化を目的として、各種委員会を設け、教授会の下
に大学の専門分野を審議するための専門部会を設けている。
以下に各組織について説明する。
1）教学運営協議会
「静岡福祉大学教学運営協議会規程」に基づき、学長を委員長として、副学長、学
部長、学科長、事務部長及び学長が指名する者が構成員となり、大学の運営に関わる
基本方針等を審議、決定する最高意思決定機関として設置されている。
会議は、教授会開催週を除く毎週水曜日に開催され、会議の招集及び会議における
議長は、委員長である学長が行う（【資料 3-3-2】）。
2）教授会
「静岡福祉大学教授会規程」に基づき、学長、学部長、学科長、専任の教授、准
教授、講師、助教及び事務部長並びに学長が必要であると認めた者（事務部各課長等）
が構成員となり、本学の研究、教育、教務等及び学長の諮問に関する事項について審
議する機関として設置されている。
会議は、毎月第 2 水曜日に開催し、会議の招集及び会議における議長は、学部長
が行う（【資料 3-3-3】）。
3）各種委員会・専門部会
「静岡福祉大学委員会等設置規程」又は個別に定める規程（静岡福祉大学規程集（目
次））に基づき、大学運営に関する各種審議を行う機関として、「平成 26 年度静岡福
祉大学委員会等名簿」に示す委員会・専門部会を設置している（【資料 3-3-4】、【資
料 3-3-5】、【資料 3-3-6】）。
3-3-②

大学の意思決
大学の意思決定と業
思決定と業務執行
定と業務執行に
務執行における学長の適切なリーダーシ
ける学長の適切なリーダーシップの発揮
の発揮

学長は、大学の学務を総理し、大学を代表するとともに、学校法人の理事及び運営委
員としてその意思決定に参画していることから、学校法人の運営方針を的確に大学に反
映することができる立場にいる。
また、学長は、大学の最高意思決定機関である教学運営協議会の委員長として会議を
招集し、会議の議長として大学運営に関する重要事項の審議・決定という役割を担う。
審議の進め方をはじめとして、学長のリーダーシップに基づき、全ての議事を進行して
いる（【資料 3-3-7】）。
教授会、各種委員会及び専門部会に対して、学長は自らが長となり、或いはその構成
員の任命権を持つなど、リーダーシップを発揮できる権限が担保されている。
(3) 3－3 の改善・向上方策（将来計画）

教学運営協議会は、大学運営に関する最高意思決定機関であるが、静岡福祉大学教学
運営協議会規程において、会議の成立要件、議決要件が示されていないため、早急な整
備が欠かせない。
また、平成 21 （2009）年度大学機関別認証評価の評価報告書において、「教授会に
ついて、教学運営協議会との関係が不明確である点については早急に対応することが望
まれる」と指摘されたが、未だに明確化されていない。例えば、静岡福祉大学教学運営
協議会規程では、教学運営協議会の決定事項は教授会に報告すればよいことになってい
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るが、静岡福祉大学教授会規程では所掌事項を審議するとなっているなど、教授会の役
割、位置付けを明確に整理する必要がある。
さらに、ややもすれば、参加者のほとんどが聞き役に徹する単なる報告会に終始しが
ちであり、マネジメントの観点からも教授会の活性化が望まれる。学長の諮問機関とし
ての機能も果たしていない。それらの課題を解決するために、平成 27（2015）年度は
学長のリーダーシップの下、ガバナンス改革を目指したい。
3－4 コミュニケー
コミュニケーションとガバ
ションとガバナ
ンとガバナンス
≪3－4 の視点≫
3-4-① 法人及び大学の各管
及び大学の各管理
運営機関並びに各部門
コミュニケーションによ
ションによ
各管理運営機関並びに
機関並びに各部門の
各部門の間のコミュニケー
る意思決
る意思決定の
思決定の円滑
定の円滑化
円滑化
3-4-②
3-4-③

法人及び大学の各管
及び大学の各管理
各管理運営機関の
運営機関の相互チェ
機関の相互チェックによるガバ
相互チェックによるガバナ
ックによるガバナンスの機能性
リーダーシ
ボトムアッ
アップ
のバラ
ンスのとれた運営
リーダー
シップとボトム
アッ
プのバ
ランスのとれた
運営

(1) 3－4 の自己判定

基準項目 3－4 を満たしている。

(2) 3－4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

3-4-①

法人及び大学の各管
及び大学の各管理
各管理運営機関並びに
運営機関並びに各部門
機関並びに各部門の
各部門の間のコミュニケー
コミュニケーションによ
ションによ
る意思決
思決定の
定の円滑
円滑化
る意
思決
定の
円滑
化

学校法人の最高意思決定機関である理事会に提出する議題は、基本的に全て学校法人
運営委員会で協議される。学校法人運営委員会の構成メンバーは、理事長、常務理事、
学長、校長、園長となっている。また、この会議には大学事務部長、中学校・高等学校
事務長及び法人本部職員もオブザーバーとして出席している。理事会及び学校法人運営
委員会の審議事項等は、大学の教学運営協議会において学長又は大学事務部長から詳細
に報告されている（【資料 3-4-1】）。よって、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は図られている。
3-4-②

法人及び大学の各管
及び大学の各管理
各管理運営機関の
運営機関の相互チェ
機関の相互チェックによるガバ
相互チェックによるガバナ
ックによるガバナンスの機能性
3
3

監事は寄附行為に基づき 名が選任されている。 名とも非常勤であるが理事会及び
評議員会に出席し意見を述べるとともに、必要の都度、理事長及び常務理事から学校法
人の運営状況について説明を受けている。また、監事は毎年、大学の視察（授業及び施
設見学等）を行っている。監事は毎年、公認会計士監査に立会い、年間の監査状況等の
報告を受けるとともに情報交換を行っている（【資料 3-4-2】）。
評議員会は理事会の諮問機関として予算、借入金（当該会計年度内の収入をもって償
還する一時の借入金を除く）及び基本財産の処分並びに運用財産中の不動産及び積立金
の処分、事業計画、予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄、寄附行為の変更、合併、
目的たる事業の成功の不能による解散、寄附金品の募集に関する事項、その他この法人
の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるものについて、理事会で決定す
る前に、あらかじめ評議員会の意見を聞いている。評議員の定数は 19 人～23 人で、現
員は 19 人となっており、選任区分ごとに定数を満たしている（【資料 3-4-3】）。
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3-4-③

リーダーシ
リーダーシップとボトムアッ
ボトムアップ
アップのバラ
のバランスのとれた運営
ンスのとれた運営

理事長は理事会、評議員会、及び学校法人運営委員会における意見等を重視しつつ、
学園の運営に対し適切なリーダーシップを発揮している。年度当初に大学全教職員を対
象として実施される教職員全体会においては、学園運営の基本的な方針、当年度の事業
計画等、学園の進むべき方向について理事長が説明している。また、学長からは学長任
期中の行動原則及び年度の重点目標等について配布資料を基に説明している（【資料
3-4-4】）。
学長は、教学運営協議会の議長を務め、大学における学長のリーダーシップが発揮し
やすい組織体制となっている。教学運営協議会の下には各種委員会が設置されており、
教学運営協議会及び教授会の審議を適切に行うため、事前に各種委員会において事案の
検討と整理を行っている（【資料 3-4-5】、【資料 3-4-6】）。
また、教職員からの提案を学園の運営に生かす仕組みとして、教職員からの改革・改
善提案制度「1 人 1 改革運動」を実施し、教育活動を推進していく上での様々な改革・
改善に取り組んでいる。
法人業務に関する連絡協議、法人本部と学校及び学校相互間における業務の調整連絡
については法人本部事務局長、大学事務部長、高校事務長等で組織する静岡精華学園業
務連絡協議会において調整連絡を図っている（【資料 3-4-7】）。
また、事務の改善等に関わることは、毎日実施される各課内のミーティング、毎週 1
回開催される部課長によるミーティングで情報提供や改善提案がなされるようにして
いる。

(3) 3－4 の改善・向上方策（将来計画）

学園の運営を円滑に進めるためには、各部門間における情報の共有、コミュニケーシ
ョン等が的確に図られていることが重要である。本学における管理運営体制については、
管理部門と教学部門の双方向による活発な意思疎通の体制を推進しつつ、迅速な意思決
定ができるような仕組みを整える。
具体的には、学長をサポートする体制として、平成 26（2014）年度から副学長を選
任し、特定の課題に迅速に対処する等、その強化を図ったところである。
また、学長が指名する若手教職員で構成する諮問チームを組織して、大学運営におけ
る現状の分析と課題解決に向けての議論を行い、長期的な視点に基づく将来計画につい
て検討する予定である。その検討結果を踏まえ、新しい学園総合計画の作成や今後の大
学運営に活かしていく。
3－5 業務執行体制の機能性
務執行体制の機能性
≪3－5 の視点≫
3-5-①

権限の適切な分
権限の適切な分散
の適切な分散と責任の明確化に配慮
任の明確化に配慮した組織編制及び職員の配置による
の効果的な執行
執行体制の確保
業務の効果的な
執行
体制の確保

3-5-②

業務執行の
務執行の管理体制の構築
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
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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
権限の適切な分散
の適切な分散と責任の明確化に配慮
任の明確化に配慮した組織編制及び職員の配置による
の効果的な執行
執行体制の確保
業務の効果的な
執行
体制の確保

業務体制及び執行体制については、「静岡福祉大学職員組織規程」により、学長、副学
長、学部長、学科長、教育職員及び事務職員等の職種とそれぞれの職務内容を定めてい
る（【資料 3-5-1】）。
更に、事務組織については、「静岡福祉大学事務組織及び事務分掌規程」により、職制
と職務、担当ごとの事務分掌を定め、課長の指揮の下、業務を進めている（【資料 3-5-2】）。
事務部内での意思疎通、連携体制として、毎月初めに事務部の全職員が出席しての事
務部会議及び毎週１回、部長、課長等が出席しての部課長会を開催し、各課、センター
による業務報告や業務遂行への意見交換も行い、業務点検の場として運営されている
（【資料 3-5-3】）。
3-5-②

業務執行の
務執行の管理体制の構築
理体制の構築とその機能性
3.3-2-

①」で述べたとおり、理事会は、学校法人の業務に関する最高意思決定機
「基準
関であり、理事会の諮問機関として設けられている学校法人運営委員会には、学長がそ
の構成員となり、業務の遂行を適切に管理している。
大学は、学長を頂点とした教員組織、事務組織及び各種委員会等の機関が「静岡精華
学園みらい創造計画〔平成 23 年度～27 年度〕」の実現に向けた各種施策を企画・立案し、
教学運営協議会で大学運営に関わる基本的方針等は審議・決定され（【資料 3-5-4】）、そ
の他の事項は、学長の決裁を経て執行される。
これらの過程は、規程等により権限の範囲、決定までの手続きが明確化されている。
3-5-③

職員の資質・能力向上の機会の用意
20

「静岡福祉大学職員就業規則」第 条において「職員は、その職務遂行のため自発
的研修に励み、創意工夫と研究的態度を信条として資質の向上に努めなくてはならない」
と規定している（【資料 3-5-5】）。
これを受けて、本学では、外部研修機関が実施する研修会やセミナーへの参加を勧奨
するとともに、学校法人が主催する事務職員研修会に積極的に参加している（【資料
3-5-6】、【資料 3-5-7】）。
教職員からの改革・改善提案制度である「1 人 1 改革運動」において、平成 25（2013）
年度に①改革成果の部 18 件、②改革成果の部（所属長推薦）5 件、③一般提案の部 29
件、④課題提案の部 5 件の合計 57 件が提案されるなど、多数の改善案が提案されたこ
とは、セミナー等への参加を推奨した成果の表れといえる（【資料 3-5-8】）。
（3）3－5 の改善・向上方策（将来計画）
少子化が進行する状況で、本学の使命である「実践力のある福祉・教育専門職の養成
を通じて福祉社会を実現する」ためには、教育の質と学生サービスの向上を図ることが
重要である。
しかし、本学は教職員数が少なく、日々の業務に追われる中で、各自が自発的に研修
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に充てられる時間が取りづらい状況にある。
そのために、効率・効果的な研修計画の策定、研修の的確な受講により、本学教職員
の資質・能力の向上とその能力が発揮できる人事管理システムの整備に努めていく。
また、業務執行の管理体制の構築とその機能性をより一層確かなものにしていくため、
業務執行時におけるダブルチェック体制、公平性に基づく牽制機能の働く体制の確立と
内部監査体制の整備に努めていく。
3－6 財務基
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
中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立
財務運営の確立
3-6-②

安定した財務
安定した財務基
財務基盤の確立と収
の確立と収支バラ
支バランスの確保

(1) 3－6 の自己判定

基準項目 3－6 を満たしている。

(2) 3－6 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

3-6-①

中長期的な計画に基づく適切な財務運営
長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立
財務運営の確立
5
23

中期 か年計画「静岡精華学園みらい創造計画〔平成 年度～27 年度〕」に基づき、
年次計画を策定している（【資料 3-6-1】）。年次計画は、各所属部門からの事業活動計画
及び予算要求を基に、法人本部事務局が学内を統括し内容精査した上で計画案を取りま
とめている。主要な事業計画及び予算案は、評議員会の承認、理事会の議決を経て正式
決定している。
予算執行において予算額を超える場合には、各所属部門が流用調書を作成し、総轄経
理責任者（常務理事）の承認を経て、予算の科目間流用を図って全体予算をコントロー
ルしている。また、やむを得ない事由等により、予算とのかい離が大きい場合には、補
正予算を編成し、理事会の議決を経て予算の補正を行っている。
資産運用については、「学校法人静岡精華学園資産運用規則」に基づき法人本部事務
局（会計課）が行っている。「学校法人静岡精華学園資産運用規則」では、安全かつ効率
的な資産運用を図ることを目的とし、運用対象及び運用方法の制限等を定めている（【資
料 3-6-2】）。平成 26（2014）年 3 月 31 日の預貯金残高は、現金預金 509 百万円、退職
給与引当及び施設整備引当特定資産 1,432 百万円であり、定期預金、国債及び地方債を
対象に運用している（【資料 3-6-3】）。
借入金については、平成 26（2014）年 3 月 31 日では長期借入金 462 百万円、1 年以
内返済借入金 71 百万円であり、日本私立学校振興・共済事業団、静岡県私学教育振興
会及び市中銀行から低利率で借入れている。償還に要する期間は、大学で 12 年間、中
学・高等学校では新校舎建設に伴って 18 年間あるが、現在まで債務返済は遅滞なく行
っている。
平成 25（2013）年度末の負債比率（他人資本÷自己資本）は法人全体で 20.1%であっ
た。本指標は、財務の安全面では 100%以下であることが望ましいことから、健全な状
況といえる。また、支払余力については、過去 5 年間いずれの年度も流動資産が流動負
債を上回っており、流動比率（流動資産÷流動負債）では 142.3～210.1%と 100%以上を
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維持しており、支払能力を継続して有している（【資料 3-6-4】）。
3-6-②

安定した財務
安定した財務基
財務基盤の確立と収
の確立と収支バラ
支バランスの確保

平成 25（2013）年度の帰属収支差額比率は、法人全体 1.8%、大学部門 5.1%であっ
た。過去 5 年間の推移は、平成 24（2012）年度以降、法人全体、大学部門ともプラス
に転じており良好な状況である。
平成 25（2013）年度の人件費比率は、法人全体 64.5%、大学部門 62.0%とともに高
い状況にある。過去 5 年間推移は、法人全体で大きな変化は見られないが、大学部門で
は平成 23（2011）年度 64.9%に次ぐ高い数値となっている。
教育研究活動については、過去 5 年間におけるキャッシュフローが 205～270 百万円
と法人全体で安定的に推移しており、健全な収支バランスとなっている。
大学部門の入学者数は、定員 200 名に対して平成 23（2011）年度では 164 名と大幅
減となったが、その後は平成 24（2012）年度 220 名、平成 25（2013）年度 191 名、平
成 26（2014）年度 196 名と回復し、入学定員を概ね確保できている（【資料 3-6-5】）。
また、平成 27（2015）年度から新学部（子ども学部）増設を計画しており、更なる定
員増に取り組んでいる。
外部資金の導入については、大学後援会からの寄附金収入、公開講座の受講料収入及
び焼津市からの補助金収入、その他継続的な資金獲得に努めている。また、科学研究費
助成事業は、過去 5 年間で延べ 12 件、年間平均 6 百万円程度の収入となっている（【資
料 3-6-6】）。
(3) 3－6 の改善・向上方策（将来計画）

既存学部の定員確保及び新学部増設による定員増によって、学生生徒等納付金の安定
確保に努めるとともに、補助金等の外部資金の積極的獲得によって帰属収入の増加を図
る。また、人件費比率の低下や経費削減等による支出抑制を、予算編成段階から計画的
に進めることによって安定した財務基盤の確立に努めていく。
3－7 会計
≪3－7 の視点≫
会計処
3-7-① 会計
処理の適正な実施
3-7-②

会計監査
会計監査の体制整備と厳正な実施
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
会計処理の適正な実施

学校法人会計基準に準拠し、法人が定めた「学校法人静岡精華学園経理規程」、「学校
法人静岡精華学園経理規程施行細則」、「学校法人静岡精華学園固定資産及び物品調達規
程」並びに「学校法人静岡精華学園固定資産及び物品管理規程」等の諸規程に基づいた
会計処理を実施している。なお、会計基準の改正や新規取引等によって会計規程等が陳
腐化した場合には、所定の手続きにより諸規程類を適時改正している（【資料 3-7-1】、【資
料 3-7-2】、【資料 3-7-3】、【資料 3-7-4】）。
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監査法人による会計監査を年間 6 回実施しており、会計処理について適切な指導、助
言を受けている。また、監査日以外であっても、公認会計士と連絡を取り合って、その
都度確認するよう努めている。

3-7-②

会計監査
会計監査の体制整備と厳正な実施
監査の体制整備と厳正な実施
2

会計監査は、監査法人の公認会計士 名及び会計補助員 2 名によって、年間 6 回（6
日間）実施している。計算書類、元帳及び関連帳票との照合のほか、会計処理における
内部統制に関連する内容についても監査している。
監事監査は、非常勤監事 3 名によって「学校法人静岡精華学園監事監査規程」に基づ
き年間 2 回実施している。監事は財産状況及び業務状況について監査を行い、公認会計
士と情報交換の場を設けて連携を図っている（【資料 3-7-5】）。また、学内の施設及び授
業を視察し、理事者との意見交換も行っている。
平成 25（2013）年度に係る理事会は 3 回開催（平成 25（2013）年 5 月 23 日～平成
26（ 2014）年 3 月 7 日）されているが、監事 3 名のうち 2 名以上が毎回出席し、積極
的な関与を図っている（【資料 3-7-6】）。
(3) 3－7 の改善・向上方策（将来計画）

会計処理及び監査については、現行の体制を維持し厳正に実施していく。平成 27
（2015）年度からの学校法人会計基準の改正については、適正な会計処理を行えるよう
監査法人と連携し、会計に関する規程類の改正を進めていくとともに、外部講習や OJT
等によって担当職員の力量向上にも努めていく。
[基準 3 の自己評価]
の自己評価]
16 2004

大学は、平成 （ ）年の開学以来、理事長、学長の強いリーダーシップの下、
学校教育法等関係法令、法人の寄附行為、大学の学則を遵守した経営管理を行っている。
学校法人の意思決定体制については、理事会を最高意思決定機関として、学園全体の
諸課題を検討する学校法人運営委員会と併せて、法人及び大学等に関する各種事項が審
議され、本学の使命・目的達成のための戦略的な意思決定が行われている。
法人と大学間は、理事長と学長が緊密な連携が取られており、堅実かつ積極的に施策
を展開している。
財務については、現在入学定員を概ね確保できている。また、平成 27（2015）年度
から新学部（子ども学部）の増設による更なる定員増に取り組んでいる。
会計処理については、学校法人会計基準に準拠し、諸規程に則した会計処理を実施し
ている。
大学では、建学の精神「時代に即応する新しい人材の育成」、教育理念「福祉力を鍛え
る」を具現化するための 5 か年計画である「静岡精華学園みらい創造計画〔平成 23 年
度～27 年度〕」を策定し、教育環境の整備、教育の質の向上を図り、実習や実践的活動
を通じて実践力のある福祉・教育専門職を養成してきた。
以上により、基準 3 を満たしていると評価している。
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基準 4．自己点検・評価
4－1 自己点検・評価の適切性
≪4－1 の視点≫
大学の使命・目的に即した自主
的・自律
的な自己点検・評価
主的・自
律的な
自己点検・評価
4-1-① 大学の使命・目的に即した自
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・目的に則
大学の使命・目的に則した自主
した自主的・自律
的・自律的な自己点検・評価

本学では、学則第 2 条第 1 項に「本学は、教育研究水準の向上を図り、前条の目的及
び社会的使命を達成するため、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価（以下
「自己評価」という。）を行うものとする」と定めている（【資料 4-1-1】）。
また、同条第 3 項の「自己点検・評価委員会に関する規程は別に定める」に基づき、
「静岡福祉大学自己評価実施規程」を定めている。「静岡福祉大学自己評価実施規程」で
は、公益財団法人日本高等教育評価機構の評価基準を準用し、点検及び評価項目を設定
している（【資料 4-1-2】）。
以上より、学則及び規程に関しては、法令に基づいた内容であり本学の使命・目的に
則したものであると判断できる。
なお、平成 25（2013）年度の自己点検・評価においては、自己点検・評価委員会の
委員が平成 21（2009）年度に受審した時の自己評価報告書の記載内容を点検したこと
から、自主的・自律的な自己点検・評価を実施していると判断している。
4-1-②

自己点検・評価体制の適切性
2
2

4-1-③

自己点検・評価の周期等の適切性
21 2009

学則第 条第 項に「自己評価を行うため、本学に自己点検・評価委員会を置く」と
定めている。本学は、この学則に基づき自己点検・評価委員会を設置している（【資料
4-1-3】）。
自己点検・評価委員会の組織については、「静岡福祉大学自己評価実施規程」に基づき、
委員長（学長）以下、学部長、学科長、教務部長、学生部長、事務部長のほか、学長が
指名した者をもって構成されている。
平成 25（2013）年度については、教職員 16 名により構成されており、2 回の会議を
経て自己点検・評価業務を実施している（【資料 4-1-4】）。
以上より、本学の自己点検・評価に対する体制は適切に整備されているといえる。
本学では、平成 （ ）年度の認証評価受審後、「静岡福祉大学自己評価実施規程」
に基づいた自己点検・評価を実施していなかった。
その反省を踏まえ、平成 25（2013）年度の自己点検・評価委員会では、平成 21（2009）
年度の改善・向上方策（将来計画）の内容が適切に改善されているのかを確認するため
の自己点検・評価を実施した。ただし、この業務についても「静岡福祉大学自己評価実
施規程」に沿ったものではなく、平成 26（2014）年度から規程に基づいた内容で実施
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するための前段階として自主的に実施したものであった。
とはいえ、本学では毎年、①学生生活向上を目的としたアンケート調査の実施（以下、
「学生生活調査報告書」の作成とする）、②授業評価アンケートを期の半ばに実施し、そ
の結果を当該授業の最終回までに今後の授業改善案の報告をすることの 2 点を本学の自
己点検・評価業務と位置付け、それぞれの目的に沿った課題を掘り下げて、その結果を
冊子の作成や外部への公表をすることにより常に改善を図ってきた。また、③毎年刊行
されている本学紀要内巻末に、当該年度に発表した各自の研究業績の掲載を義務づけて
おり、研究水準の向上にも努めてきた（【資料 4-1-5】）。
まず、「学生生活調査報告書」の作成については、毎年 12 月に 1 年生から 3 年生まで
は全員を対象に、4 年生については対象となる授業の受講者にマークシート方式での調
査を実施し続けている。
調査内容については、学業、進路・キャリア支援、学生生活、大学に関する 4 つの領
域から構成されており、様々な角度から学生の意見を収集するものとなっている。また、
回答を集計し、担当教職員による分析コメントやグラフをまとめて、「学生生活調査報告
書」と題した冊子として作成し、学生及び教職員に配布している。平成 25（2013）年
度については、①学生からの「教室の椅子が硬く座り心地がよくない」という意見に対
して座席部分にパットを装着したこと、②学生食堂の運営業者と学生によるメニューに
関する意見交換会を実施したこと、などの改善を図った（【資料 4-1-6】）。
次に授業評価アンケートだが、学生に自由な意見を記入してもらうため、無記名でア
ンケートに回答させている。また、アンケートの集計結果を踏まえ、当該授業の最終回
までに今後の授業改善策を報告できるように、アンケートを期の半ばに実施してきた。
これにより、教員は改善策の是非を学生から聴取することが可能となり、次年度の授業
に役立てることができるため、年々改善を図ることができる仕組みとなっている（【資料
4-1-7】）。
以上のように、本学では、部分的ながらも周期的な点検・評価を実施してきたといえ
る。
（3）4－1 の改善・向上方策（将来計画）

本学では、自己点検・評価に関する規程及び組織は整備されているが、それらに基づ
いた自己点検・評価ではなく、各事業において独自に自己点検・評価を実施しているの
が現状である。また、「静岡福祉大学自己評価実施規程」の内容も一部において古い表記
があることが判明している。
したがって、今後は平成 26（2014）年度内に「静岡福祉大学自己評価実施規程」の
見直しを実施すると同時に、その規程に沿った内容による、本来の意味での自己点検・
評価業務を実施することで、本学の改善・向上方策を全教職員が共有し、組織的に改善
できる体制を整えていくこととする。
4－2 自己点検・評価の誠
自己点検・評価の誠実性
≪4－2 の視点≫
ンスに基づいた透明性の高い
明性の高い自己点検・評価
4-2-① エビデンスに基づい
高い自己点検・評価
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4-2-②
4-2-③

現状把握のための十
現状把握のための十分な調査
分な調査・
調査・データの収集と分析
収集と分析
自己点検・評価の結果の学内共
有と社会への公表
自己点検・評価の結果の学内
共有と社会への
公表

（1）4－2 の自己判定

基準項目 4－2 を満たしている。

（2）4－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

4-2-①

エビデンスに基づい
ンスに基づいた透明性の高い
明性の高い自己点検・評価
高い自己点検・評価

4-2-②

現状把握のための十
現状把握のための十分な調査
分な調査・
調査・データの収集と分析
収集と分析
25 2013
IR

本学が自己点検・評価業務と位置づけている「学生生活調査報告書」の作成に関して
は、アンケートの項目内容を、学生の実態が把握できるように学生厚生委員会が吟味し、
また、アンケート回収後のデータ分析は、透明性を高めるために外部業者に委託し数値
化している（【資料 4-2-1】、【資料 4-2-2】）。
学生がアンケートを自由に記入しやすいように無記名で回答させていることは、より
精度の高いエビデンスにするための配慮である（【資料 4-2-3】）。また、「学生生活調査
報告書」と題した冊子としてまとめ、学生や教職員に配布していることも、学内に対す
る透明性の確保を目的としたものである（【資料 4-2-1】）。
平成 （ ）年度は、 は組織化されていないものの、「学生生活調査報告書」を
作成する過程では、学生厚生委員会が丁寧に学生の声を拾い上げ、アンケートの項目内
容にフィードバックできるような組織として機能している。
また、アンケートのデータ分析に関しては、学校用パソコンソフト等を専門としてい
るシステム業者に委託していることから、分析結果の信頼度は高い。
以上のことから、現状把握のための十分な体制を構築していると判断できる。
4-2-③ 自己点検・評価の結果の学内共有と社会への公表
「学生生活調査報告書」は、学生や教職員に配布することで学内に公表している。そ
のことにより明らかになった課題や情報を教職員全体が共有するとともに、適宜、学生
との意見交換に利用している。学生から意見があった学生食堂のメニューに関する事項
において、直ちに食堂運営業者、学生代表、学生厚生部長等による意見交換会を実施し
たことは、「学生生活調査報告書」を利用した一例といえる。また、「学生生活調査報告
書」の項目にある、「授業に対する理解度」や「大学生活の充実度」を把握することで、
学生の学習及び生活の悩み等をサポートする学生支援総合センター委員会が学生のニー
ズに合った支援を行うことが可能である。
加えて、保護者に対しても、入学式後に実施される保護者説明会や毎年 9 月に実施さ
れる保護者会においても調査結果を報告している等、社会への公表も積極的に行ってい
る（【資料 4-2-4】）。
（3）4－2 の改善・向上方策（将来計画）

「学生生活調査報告書」の作成に関していえば、記載されている意見及び要望は、経
費等を勘案する必要が生じる場合もあることから、必ずしも全てに対して実現の方向で
検討をしているわけではない。
今後、「学生生活調査報告書」に示された意見及び要望については、全てにおいて改善
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策を計画的に検討の上、検討結果を明示することにより学生に対する誠実性を高めるよ
うにする。
また、IR に対する組織化については、平成 26（2014）年 4 月 1 日より、自己点検・
評価に関するデータ等を収集・管理する担当として、事務部に独立した部署として「企
画情報」担当職員を設けるとともに、IR を専門とする部署を組織化する準備を開始する
ことで、今後は、調査・データの収集と分析の充実を図りたい。
4－3 自己点検・評価の有効性
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 D A サイク
（1）4－3 の自己判定

PC

ルの仕組みの確立と機能性

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）

PC
ルの仕組みの確立と機能性
本学で自己点検・評価として位置づけている授業評価アンケートでは、アンケート項
目及び実施時期に関する検討（Plan）、アンケートの実施（Do）、外部業者に委託するこ
とにより透明性を高めた集計業務（Check）、当該授業科目の最終回までに授業改善案を
報告（Action）という流れで進めている。さらに、授業改善案を報告後、冊子としてま
とめ、希望者が自由に閲覧できるよう学内外への情報公開に備えている（【資料 4-3-1】）。
以上より、本学における自己点検・評価業務は、PDCA サイクルを確立していると判
断している。
4-3-①

自己点検・評価の結果の活用のための D A サイク

（3）4－3 の改善・向上方策（将来計画）

平成 25（2013）年度の自己点検・評価業務において明らかになった次の課題に対し、
計画的かつ継続的に業務化する必要性がある。
1）業務の PDCA サイクルを実現するための業務計画、達成目標に関する全学的な合
意形成が図られていたとは言いがたい。
2）関連部署、個人では課題の抽出はあったものの、その解決にあたり、中長期的な
展望に基づく組織的な体制を構築してこなかったため、組織を横断する有機的な作
業に結びつかなかった。
こうした課題に対し、平成 26（2014）年度には自己点検・評価委員会を再編成し、
学長のリーダーシップの下、全教員並びに関連部署の職員が参加する仕組みとし、自己
点検・評価作業を改善すべく条件整備に努めている。
［基準 4 の自己評価］
10

本学は開学 年目を迎え、また新学長の下で平成 26（2014）年度に自己点検・評価
委員会を再編成し、自己点検・評価作業を改善すべく努力している。本報告もその再編
成された委員会において設置されたワーキングチームにより検討されたものである。
基準 1～3 においては、平成 21（2009）年度の認証評価受審後の見直しに基づき、「静
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岡福祉大学自己評価実施規程」に沿うよう努力を重ね、平成 21（2009）年度の認証評
価の改善が適切に実施されているか、全教職員挙げて自己点検・評価を実施してきたと
ころである。
本学では学生生活向上を目的としたアンケート調査を実施しており、「学生生活調査報
告書」を作成し教職員や学生に配布するとともに、保護者会においても調査内容を報告
している。調査結果に基づいて、教室の椅子の改善や学生食堂のメニュー等の成果をあ
げることができた。また教員の自己点検・評価の手段として授業評価アンケートを実施
しており、その結果に基づき教員の授業改善・教育研究に活用している。これらは毎年
実施されており自己点検・評価の周期も確保されていると考えている。さらにその結果
は誰でも閲覧可能で社会への説明責任を果たしている。
以上のことから、自己点検・評価の適切性、誠実性、及び有効性は確保され、教育の
質の向上及び社会への説明責任は果たしていると判断する。今後は平成 26（2014）年
度新たに設置された「企画情報」部署を中心に全教職員一丸となって、中長期的展望に
立った自己点検・評価作業の改善に努めたい。
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Ⅳ．大学が使命・目的に基づいて独自に設定した基準による自己評価
地域社会に対する貢献活動
地域交流センターの社会貢献活動

基準 A．
A－ 1

≪A－1 の視点≫
A-1-①
A-1-②
A-1-③

地域交流セ
地域交流センターの設置目的と位置づけ
福祉大学の専門性を活かした地域社会への貢献
具体的な地域貢献活動の実施

（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）

本学は建学の精神、教育理念、使命に基づき、地域交流センター、エクステンション
センター、心の相談センター、産官学連携推進センターの 4 つの機関で構成される静岡
福祉大学総合研究所を設置している。それらの共通目的は、「本学の教育・研究との有機
的な関係のもとに広く学術を総合した研究及び各専門領域の研究を行うこと」にあり、
規程に基づき 4 つの事業を実施する。
1）研究、調査の企画及び遂行
2）研究、調査の成果又は資料の発表及び刊行等
3）研究会、講演会及び公開講座等の開催
4）研究資料等の収集、整理及び保管
5）その他研究所の目的達成に必要な事項
以下、「キャンパスは地域」を掲げる本学の大きな特色とも言える地域交流センターに
関し、その機能と役割を説明する。
A-1-① 地域交流センターの設置目的と位置づけ
地域交流センターは、平成 16（2004）年 9 月 1 日に、次の活動目的のために設置さ
れ、学生のボランティア活動を通じて実践教育を展開し、地域社会の発展に貢献してい
る（【資料 A-1-1】）。
1）本学の学生に対し、各学科の教育目標に則したボランティア等の実践活動を支援
する。
2）地域からの要請に対し、本学の福祉に関する専門的な知識・技術をもって、広く
地域社会に貢献する。
A-1-② 福祉大学の専門性を活かした地域社会への貢献
『地域福祉の真ん中に』を目標に、地域交流センターを設置している。地域交流セン
ターの主な役割は、地域のボランティア情報などを学生に対して発信し、コーディネー
ト等を通じて、その自主的な活動を支えるというものである。学生にはコミュニティに
おける実践教育の場を提供するとともに、地域社会の推進に寄与し、福祉のまちづくり
を期待している。地域交流センターの中心業務は「地域活動支援」である。その他にも
地域福祉に欠かせない人材を育てる「人材養成・研修」、福祉社会づくりの基礎資料とな
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る「調査研究」、さらに地域福祉情報の発信・受信を行う「広報啓発」など、地域社会へ
の貢献がある（【資料 A-1-2】）。
学生はこれらの活動に参加し、地域住民との交流を通じて、地域の現状を受けとめ福
祉課題を学ぶこととなる。この活動は、地域の福祉団体とのつながりを深めるものとな
っている。特に大学で学んだ福祉実践の諸理論及び知識とボランティア実践との相互作
用を図るよう取り組んでいる。
A-1-③ 具体的な地域貢献活動の実施
地域交流センターの主な活動は次の 4 項目である。
1）地域活動支援（情報収集・整理、相談・調整等）
ａ．ボランティア活動
年間を通じて地域の団体や施設、企業、行政などからのボランティア要請と学
生のボランティア参加希望との懸け橋となるべくコーディネートを行っている。
それと同時に本学学生がボランティア活動の主体者として参加するための支援を
行っている。これらの活動を通して、地域住民の方々と学生を「つなぐ」交流及
び活動の拠点となっている。
これらの活動の中心を担うのが学生スタッフとなる。学生スタッフは学生が組
織する学生運営委員会に所属し登録した者である。学生スタッフの業務は、①月
1 回程度行う定例会への出席と、ボランティア活動の広報、募集、その他これに
伴う業務、②必要に応じて対外的な研修に参加する、③その他となっている。
平成 25（2013）年度のボランティア活動実績は【資料 A-1-3】の通りである。特
に、県ボランティア協会との連携事業においては、県内中高生のボランティア活
動を活性化するため、学生は、大学で学んでいる社会福祉に関する専門知識や技
術を実践的に活用している。また、地域からのボランティアニーズに対応すべく、
地域交流センターの職員と学生スタッフが協働しコーディネート等の業務を担っ
ている。
学生運営委員会は、平成 23（2011）年度に発足した。同委員会は、学生の自
主的組織として地域交流センター事業の企画運営を担うほか、近隣の小学校にお
いて実施される「通学合宿」や本学及び地域の公共施設等で実施される「わんぱ
く寺子屋」において中心的な役割を担っている。さらに、地域の方々の学びの場
である「静福サロン」での活動を通して、地域の高齢者の「生きがい」を創造す
るための活動も展開している。また、定期的に「広報誌」の発行を行い、地域交
流センターが地域の方々と学生の活躍の場となっていることや、その活動の様子
などについて情報を発信している。
ｂ．わんぱく寺子屋
わんぱく寺子屋とは、焼津市放課後子ども教室推進事業と連携した事業である。
地域の子どもたちに、勉強やスポーツ、文化活動等の体験の「場」を設けること
により、安全で安心な居場所づくり並びに心豊かで健やかに育まれる環境づくり
を推進するための事業である。この事業は、本学を含めた焼津市内のいくつかの
施設で行われており、本学学生スタッフは、地域福祉実践活動の場としてこの活
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動をサポートしている。
平成 25（2013）年度は、本学を会場とする「わんぱく寺子屋」活動が 13 回（平
日開催 2 回、土日開催 11 回）行われ、子ども達・保護者並びに学生スタッフの
参加者総数は 1,559 人であった。その中でも、10 月 20 日に行われた焼津市社会
福祉協議会主催の「焼津福祉まつり」においては、焼津市総合福祉会館において
「出張わんぱく寺子屋」を開催し、子どもと保護者を合わせ 289 人の参加があっ
た（【資料 A-1-4】）。
わんぱく寺子屋は、保育系授業の内容と合わせた実践教育的側面もあることか
ら、社会福祉学部福祉心理学科保育心理コースの学生スタッフが中心となってい
る。さらに、地元企業や団体との連携を強化し地域住民や企業・団体と本学学生
との協働により地域貢献を図っている。活動の主な内容及び参加者数は【資料
A-1-4】の通りである。
ｃ．通学合宿（せせらぎスクール、しおかぜスクール、なかよし学校）
通学合宿とは、焼津市内の小学校 3 校（焼津西小学校、焼津港小学校、大井川
南小学校）及び同校の PTA 及び焼津市教育委員会、静岡県教育委員会青少年課と
の協力により実施している事業である。小学生たちが小学校の敷地内で寝泊まり
するスクールキャンプを実施している。同事業は、異年齢の小学生同士の交流を
通して温かな人間関係を形成することと、親から離れた環境で子ども自身の手で
生活する力を養い、心豊かで、たくましく、独り立ちできる能力を育てることを
ねらいとしている。また、地域の育成会、学校、地域社会、ボランティア等との
連携を図り、地域での青少年健全育成の環境を整えることも目的となっている。
学生スタッフは企画・運営を担う他、本事業のプログラムを作成し、コーディネ
ーターとして主体的に地域の小学校に関わっている。また、各小学校の PTA の
方々とも協働することで教育的な相乗効果をあげている（【資料 A-1-5】、【資料
A-1-6】）。
ｄ．高齢者のサロン活動
高齢者を対象にしたサロン活動を「静福サロン」の名称で焼津市内と近隣の市
民を対象に実施している。同事業は、地域の高齢者の社会参加の推進と生きがい
づくり、さらには介護予防に寄与することを目的としている。
本学社会福祉学部健康福祉学科の健康福祉総合演習の授業と連動させることに
より、コミュニティの主体性の形成に寄与している（【資料 A-1-7】、
【資料 A-1-8】）。
2

）人材養成
ａ．学生スタッフ運営委員会
本学の「福祉力を鍛える」という教育理念の下、学生が心身ともにバランスの
取れた人間として成長し、社会性、市民性を養うことを目的に、学生スタッフに
よる学生運営委員会を組織している（【資料 A-1-9】、【資料 A-1-10】）。
同委員会では定例会を実施し、その中でボランティア活動の広報、募集などの
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業務を行い、学生相互の情報交換や学び合いを通しての人材養成の場となってい
る。また、学生スタッフは海外交流事業への参加や他大学ボランティア部門へ出
向くなど学外での研修に積極的に取り組んでいる。
その他、ボランティア手帳を発行し、ボランティア活動を行う学生に配布し、
ボランティア活動歴を記録することにより活動モチベーションを高め、さらには
学びの振り返りに活用し、自己の成長に役立てている（【資料 A-1-11】）。
ｂ．海外との交流活動
平成 26（2014）年 2 月 14 日から 18 日までの 5 日間、静岡県海外交流事業と
の連携により台湾台北市において研修を実施した。訪問先の国立台湾大学社会工
作系においては大学での福祉教育についての説明やボランティア活動等に関する
情報交換を行っている。また、エデン社会福祉基金においては、障害者への支援
活動への取り組み状況などについて学びを深めている。特にエデン社会福利基金
基隆総合センターでは利用者の就労支援活動の見学、また発達障害児及び高齢者、
軽度心身障害者への支援活動などの見学及び情報交換などの交流を図っている。
同交流活動は、海外の地域福祉について主体的な学びを深めるきっかけとなり、
海外の社会福祉の現状や先進的な取り組みを学ぶ場となっている。また、本事業
は学生スタッフが実施計画を立てるなど、人材養成の一環として役割を果たして
いるものである（【資料 A-1-12】）。
）広報、啓発活動
広報誌は地域交流センターの地域貢献活動として地域住民や関係機関、その他の団
体に理解を深めていただくことを目的としている。広報誌は地域の方々のボランティ
ア活動への理解や主体的な住民参加のきっかけづくりの一環として貢献すべく情報
発信を担っているのである（【資料 A-1-13】）。
また本学学生に対しては、福祉の専門教育への意識啓発、地域社会への貢献の重要
性やボランティア活動実践の重要性の理解を図り活動参加へのきっかけづくりを図
っている。

3

）調査研究活動
調査研究活動においては、「焼津市ミニデイサービス運営に関するアンケート」を実施
した。同調査は、焼津市内のミニデイサービス（以下、ミニデイとする）での取り組
みや、抱えている問題点・取り組むべき課題を把握し、今後の推進の在り方を検証し
たものである。ミニデイ 59 か所の正・副代表の 2 名、計 118 名に依頼し、回答は
90 名。回収率は、76.3％であった。結果は【資料 A-1-14】のとおりである。その結
果については、平成 25（2013）年度第 4 回「静福サロン」において報告し、地域住民等
と意見交換等を行った。今後の小地域におけるミニデイサービス事業運営に関する情報
を提供することにより地域への貢献が可能となった。

4
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（3）A－1 の改善・向上方策（将来計画）

地域交流センターでは①本学の学生に対し、各学科の教育目標に則したボランティア
等の実践活動を支援する、②地域からの要請に対し、本学の福祉に関する専門的な知識・
技術をもって、広く地域社会に貢献することを目的として活動を行っている。
今後は、ボランティア活動のコーディネートや地域からの要望要請に基づく参画にと
どまらず、地域交流センターを地域住民や学生の 1 つの活動の拠点としていくためにも、
学生自らが活動をする中で地域の課題やニーズを発見し、また調査研究等を実施するな
どして、ボランティア活動を中心とした地域住民との協働による課題解決へ向けた一層
の地域社会への主体的参画及び学びを深める活動が求められるところである。

他各センター等の社会貢献活動

A－2 その

≪A－2 の視点≫
A-2-①
A-2-②

エクステンションセンターの社会貢献活動
高校生福祉スピーチコンテストによる教育活動を通じた社会貢献活動

（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）

エクステンションセンターの社会貢献活動
エクステンションセンターの活動は、地域の文化の発展の為に、本学の知的財産を地
域社会に還元し、重要な社会的課題となっている生涯教育・生涯学習の発展に貢献する
こと、本学学生のキャリア支援の為に正規の科目とは別の自由時間を利用して多様な知
識や技術（資格など）を修得させることを目的としている。業務内容は、①公開講座（地
域社会に向けての生涯学習のプログラム）②エクステンションプログラム（本学学生を
対象とする資格取得プログラム）③特別公開講座（本学学生又は地域社会に向けた各種
セミナー）④その他センターの企画するもの、となっている（【資料 A-2-1、資料 A-2-2】）。
公開講座は、焼津市とも連携を図り、春期と秋期の 2 回にわたり開講している。平成
25（ 2013）年度開講した講座は、【資料 A-2-3】の通りである。主に本学の専門性を生
かした内容で、本学教員が年に約 22 講座を担当している。本学教員が学際的かつ総合
的に探求した成果を地域社会に還元するほか、一般市民が求めるテーマを基に、外部講
師を招聘し、講座を開催し、学びの機会を広く地域社会へ提供することを目指している。
また、講座終了時に受講者にアンケートを実施し、受講者のニーズに対応した講座を計
画するよう努めている（【資料 A-2-3】）。
エクステンションプログラムでは、本学の学生を対象として資格取得の支援を行って
いる。資格は、日本語ワープロ検定・情報処理技能検定・食生活アドバイザー・家庭料
理技能検定の 4 種類である。関連する科目担当教員の指導により、試験や検定に臨んで
おり、平成 25（2013）年度については、日本語ワープロ検定準 1 級の受験者は 1 名お
り合格している。2 級受験者は 19 名おり合格者は 10 名である。準 2 級の受験者は 45
名おり合格者数は 30 名、3 級の受験者は 80 名おり合格者は 52 名となっている。1 級は
A-2-①
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受験者 1 名臨んだが合格はなかった。情報処理技能検定は 1 級の受験者が 2 名だったが、
合格には至らなかった。2 級の受験者は 56 名おり合格者は 22 名、3 級は受験者が 6 名
おり合格者は 2 名であった。食生活アドバイザーの受験者は、2 級が 1 名おり合格して
いる。3 級は受験者が 12 名おり合格者は 4 名であった。家庭料理技能検定は、平成 25
（2013）年度の受験者はいなかった（【資料 A-2-4】）。
特別公開講座では、市民に関心の高いテーマを設定して講演やシンポジウムを開講し
ている。地域の行政機関や団体、学校等との連携により、地域社会に根ざしたテーマ（防
災、町づくり、認知症ほか）など、幅広い分野の講座を無料で提供している。平成 25
（2013）年度は、「思春期の心と性～性ってなんだろう～」と題し、ハートブレイク思
春期研究所所長を迎えての講演と、静岡県中央児童相談所所長、静岡県東部補生活安全
課生活安全係長、誠信会児童家庭支援センター、特別支援学校の方々を迎えてのシンポ
ジウムを開催し、参加者は 109 名となっている。過去 3 年のテーマと参加者の状況は【資
料 A-2-5】の通りである。
こうした講座やシンポジウムの一般市民に対する広報は、自治会での回覧板の利用、
小中学校での講座資料の配布の協力依頼などにより、広く行きわたるように努めてきた。
より多くの市民が本学に足を運ぶ機会を設けることにより、一時減少気味であった公開
講座の受講者数は増加の傾向にある。なお、本学学生には公開講座を無料で参加できる
ように開放するとともに、多くのニーズに対応している。
A-2-② 高校生福祉スピーチコンテストによる教育活動を通じた社会貢献活動
「静岡福祉大学高校生福祉スピーチコンテスト」は、スピーチコンテストを通じて、
福祉体験から得た感動・意見や、地域あるいは日本社会の福祉のあり方への提案、生活
の中に見出す福祉の心や意識などの幅広いテーマについて、高校生の主張を募集し、発
表の機会を設ける行事である。その目的は、少子化時代における地域の若者の福祉への
啓発を図り、また新たな福祉の魅力をより多くの地域の方に周知することで社会貢献活
動の一環となることにある。
平成 19（2007）年に始まった高校生福祉スピーチコンテストは、本学の教育理念に
基づき設置された特設委員会である「高校生福祉スピーチコンテスト実行委員会」によ
り運営され、平成 25（2013）年までに、第 1 回～第 7 回のスピーチコンテストを実施
するに至っている。
具体的な活動の流れは、まず 4 月に全学から福祉に関連したテーマを募集し、その中
から委員会等が、今年度のテーマを決定する。テーマの決定後、スピーチコンテストの
後援と審査員派遣申請のため、静岡県、静岡県社会福祉協議会、焼津市、静岡新聞社・
静岡放送、静岡県私学協会を訪れて協力を依頼する。その後、募集要項・ポスター・ち
らしを作成し、県内外約 160 校の高校に発送することでスピーチ作品を募集している
（【資料 A-2-6】）。さらに、6～7 月には、県内 50 校以上の高校を訪問し、福祉担当の教
員に広報活動を行っている（【資料 A-2-7】）。地域への周知のために、焼津市・藤枝市の
広報誌にコンテスト開催案内を掲載している（【資料 A-2-8】）。
平成 25（2013）年度は、9 月中に届いた応募作品（【資料 A-2-9】）の中から本学全教
員による第 1 次、第 2 次審査を通過した 12 名の高校生が、11 月 24 日（日）に開催さ
れた「第 7 回高校生福祉スピーチコンテスト」で地域の聴講者・本学在学生に向け新鮮
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な主張を発表した（【資料 A-2-10】）。
地域への啓発活動として、コンテスト終了後、新聞の報道記事のみではなく、後援機
関である『静岡新聞』に「最優秀賞作品」の掲載も行っている（【資料 A-2-11】）。また、
本学のホームページ上でも募集から開催結果の報告まで掲載し、より広い地域への働き
かけをしている（【資料 A-2-12】）。さらに、コンテスト出場者のスピーチを作品集とし
てまとめた冊子を、参加校並びに県内の高校、地元の中学校へ発送し、本学の地域への
貢献・教育活動の一環とした（【資料 A-2-13】）。
このような経緯の中で、年々応募に参加する高校や応募作品の数が増えてきている。
平成 19（2007）年度に参加した 10 校の高等学校から、平成 25（2013）年度の青森県
の農業高校を含む 23 校にまで至っている（【資料 A-2-13】）。応募作品も平成 23（2011）
年度 88 作品、平成 24（2012）年度 99 作品、平成 25（2013）年度 138 作品（【資料 A-2-9】）
と増え、県内の高校への周知も確実なものとなってきている。また、平成 25（2013）
年度は、さらに地域との一体化を目指すため、より幅広い年齢層の参加を願い、審査の
間に特別企画として地域の 3 名の中学生による『中学生の福祉活動報告』も行った（【資
料 A-2-10】）。
コンテスト当日の参加者にアンケートを実施し、次年度コンテストに向けた改善を図
る努力も続けている（【資料 A-2-14】）。上記の第 7 回コンテストの特別企画として、地
域の中学校と焼津市社会福祉協議会、焼津市福祉教育課の協力を得て行なった『中学生
の福祉活動報告』をプログラムに取り入れたことも改善例の 1 つである。
（3）A－2 の改善・向上方策（将来計画）

高校生福祉スピーチコンテストによる教育活動は、回数を重ねながら、よりその内容
が充実している。エクステンションセンターの活動も、教員の専門性や地域のニーズに
対応した講座等を実施するなどの方策を通じて、その活動も安定した成果をあげている。
今後の改善・向上方策としては、静岡福祉大学総合研究所内のセンターに位置づけら
れる、「心の相談センター」及び「産官学連携推進センター」の活発化の検討があげられ
る。
「心の相談センター」は実施体制が変化したため、センターの機能について見直しが
検討されている。現状としては、相談対応の出来る臨床心理士資格のある教員が減少す
るなどの諸事情により、新規の相談者は受け付けず、継続中の相談者のみ、対応してい
る。その一方で、シンポジウムを開催するなど、研修の機能は果たしている。今後は、
本学の方針としてどうあるべきかを再検討し、あるべき方向を確定していく必要がある。
「産官学連携推進センター」は本学の専門的研究をもって、新たな産業の形成、地域
社会の形成、市民生活の形成を目指している。教員の専門性と県工業研究所、産官学に
関係する組織とのネットワークをさらに進めることにより、具体的な取り組みをさらに
前進させ、産学官連携推進センター内の組織を通じた連携を深めていくことが課題であ
る。
［基準 A の自己評価］

本学では、地域交流センターにおけるボランティア活動等の「地域活動支援」、「人材
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養成・研修」、「調査研究」、「広報啓発」を行うことを通じて、地域社会へ貢献している。
エクステンションセンターでは、①公開講座、②エクステンションプログラム、③特別
公開講座、④その他諸活動において、地域社会への貢献を果たしている。
また、福祉スピーチコンテストを通じ、高校生に福祉の心や意識などに関する主張を
募集することで、地域の若者の福祉への啓発を図り、発表会や冊子作成・配布を行う事
で、新たな福祉の魅力を広く地域の方々に伝える等、社会貢献を果たしている。
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【資料 2-2-18】 平成 25 年度精神保健福祉援助実習 実習報告集
【資料 2-2-19】 介護福祉実習の手引き
【資料 2-2-20】 平成 25 年度介護福祉実習実習生一覧
【資料 2-2-21】 平成 25 年度介護福祉事例研究発表会資料
【資料 2-2-22】 平成 25 年度事例研究集
【資料 2-2-23】 平成 25 年度介護福祉実習指導懇談会資料
【資料 2-2-24】 2014 年度シラバス（P328「病院実習指導」）
【資料 2-2-25】 病院実習（診療情報管理）評価票及び評価基準
【資料 2-2-26】 病院実習巡回指導報告
【資料 2-2-27】 2013 年度実習配属リスト
【資料 2-2-28】 診療情報管理士病院実習報告会資料
【資料 2-2-29】 平成 25 年度診療情報管理士病院実習報告集
【資料 2-2-30】 保育実習の手引き 平成 25 年度版
【資料 2-2-31】 保育実習指導 A 授業の概要と目的
【資料 2-2-32】 1 日見学実習のための日誌の書き方①
25 年度 保育実習Ⅰ（保育所）配当表及び実習日誌評
【資料 2-2-33】 平成
価票（保育実習Ⅰ＜保育所＞）
卒業研究関連資料及び名簿（「『卒業研究Ⅰ』履修希望届の
【資料 2-2-34】 提出について」等）
【資料 2-2-35】 教職員教務便覧－2014 年度版－（P4~P11）
【資料 2-2-36】 平成 25 年度海外福祉研修資料
【資料 2-2-37】 日韓国際福祉シンポジウム資料
2-3．学修及び授業の支援
【資料 2-3-1】 2014 年度オリエンテーション日程
【資料 2-3-2】 2013 年度前期オフィスアワー一覧
【資料 2-3-3】 平成 25 年度静岡福祉大学保護者懇談会 次第
【資料 2-3-4】 授業評価アンケートの実施に関する資料（平成 23～25 年度）
【資料 2-3-5】 2013 年度 FD 研修会資料
【資料 2-3-6】 2014 年度学生便覧（P62「学生支援総合センターについて」）
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【資料 1-1-5】と同じ
【資料 F-5】と同じ
【資料 F-5】と同じ
【資料 F-5】と同じ
【資料 F-5】と同じ
【資料 2-2-6】と同じ

【資料 F-5】と同じ

【資料 F-5】と同じ

静岡福祉大学
2014 年度学生便覧（ P63「障害学生支援について」）及び日
【資料 2-3-7】 本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク資料
（平成 25）年度社会福祉士国試対策講座【基礎】実施
【資料 2-3-8】 2013
報告書
25 年度国家試験資格対策センター業務スケジュール、
【資料 2-3-9】 平成
ワンポイント講座、学内模擬試験の資料
【資料 2-3-10】 教職員教務便覧－2014 年度版－（P12～P23）
2-4．単位認定、卒業・修了認定等
【資料 2-4-1】 静岡福祉大学大学案内（P28）
静岡福祉大学 ホームページ
【資料 2-4-2】 （http://www.suw.ac.jp/about/greetings.php）
大学紹介＞ごあいさつ・3 つのポリシー
【資料 2-4-3】 静岡福祉大学学則（第 40 条、第 41 条）
【資料 2-4-4】 2014 年度学生便覧（P22~P23「履修登録について」）
【資料 2-4-5】 2014 年度学生便覧（P33~P43「試験・単位取得について」）
【資料 2-4-6】 2014 年度以降の相談援助実習の評価基準について
2014 年度学生便覧（ P35~P36「 GPA 制度による成績評価に
【資料 2-4-7】 ついて」）
2-5．キャリアガイダンス
年度シラバス（P64~65「キャリア支援Ⅰ-A」「キャリ
【資料 2-5-1】 2014
ア支援Ⅰ-B」）
年度シラバス（ P66~P67「キャリア支援Ⅱ -A」「キャ
【資料 2-5-2】 2014
リア支援Ⅱ-B」）
年度シラバス（ P68~69P「キャリア支援Ⅲ-A」「キャ
【資料 2-5-3】 2014
リア支援Ⅲ-B」）
年度シラバス（ P70~P71「キャリア支援Ⅳ -A」「キャ
【資料 2-5-4】 2014
リア支援Ⅳ-B」）
【資料 2-5-5】 卒業者の内定状況報告書（「平成 26 年度学校基本調査」）
【資料 2-5-6】 文部科学省高等教育局長通知（平成 25 年 12 月 16 日付）
【資料 2-5-7】 週刊東洋経済編集部「最新版『大学就職率ランキング』ベス
ト 100」（2014 年 3 月 17 日）
【資料 2-5-8】 卒業者の就職台帳（平成 26 年卒生）
【資料 2-5-9】 学内企業・施設説明会（パンフレット）
就職支援事業の記録（「キャリア・コンサルタントによる就
【資料 2-5-10】 職相談会」「キャリア・コンサルタントの就職活動講座」「学
内企業単独説明会」等）
【資料 2-5-11】 2014 年度資格取得の手引き
【資料 2-5-12】 静岡福祉大学国家試験対策センター規程
（平成 25）年度社会福祉士国試対策講座【基礎】実施
【資料 2-5-13】 2013
報告書
25 年度国家試験資格対策センター業務スケジュール、
【資料 2-5-14】 平成
ワンポイント講座、学内模擬試験の資料
【資料 2-5-15】 社会福祉士及び精神保健福祉士の受験者数と合格者数及び合
格率（2011 年度～2013 年度）
【資料 2-5-16】 介護福祉士・保育士・診療情報管理士の資格を取得して卒業
した者の人数
介護職員初任者研修・ホームヘルパー2 級受講者数及び後援
【資料 2-5-17】 会の費用補助を証明する資料（平成 25 年度収支予算書及び
収支決算報告書）
2014 年度シラバス（ P121~P123「相談援助実習指導」「相
【資料 2-5-18】 談援助実習」）
【資料 2-5-19】 相談援助実習、精神保健福祉援助実習、介護福祉実習、保育
実習Ⅰ、病院実習の実習先及び参加人数
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一部【資料 F-5】と
同じ
【資料 2-2-35】と同じ
【資料 F-2】と同じ
【資料 1-1-5】と同じ
【資料 F-3】と同じ
【資料 F-5】と同じ
【資料 F-5】と同じ
【資料 F-5】と同じ
【資料 F-5】と同じ
【資料 F-5】と同じ
【資料 F-5】と同じ
【資料 F-5】と同じ

【資料 2-2-6】と同じ
【資料 2-3-8】と同じ
【資料 2-3-9】と同じ

【資料 F-5】と同じ

静岡福祉大学
2014 年度シラバス（ P228~P230「精神保健福祉援助実習Ⅰ」
【資料 2-5-20】 「精神保健福祉援助実習Ⅱ」）
年度シラバス（P374~P380「介護総合演習 A・B・C・
【資料 2-5-21】 2014
D」「介護福祉実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」）
2014 年度シラバス（ P278~P279「保育実習指導 A」「保育
【資料 2-5-22】 実習Ⅰ」）
2014 年度シラバス（ P328~P329「病院実習指導」「病院実
【資料 2-5-23】 習」）
【資料 2-5-24】 静岡福祉大学福祉実習指導センター規程
【資料 2-5-25】 インターンシップ啓発ポスター
【資料 2-5-26】 平成 25 年度インターンシップ資料
社会福祉法人牧ノ原やまばと学園及び社会福祉法人春風会と
【資料 2-5-27】 のインターンシップに関する協定書
【資料 2-5-28】 試行的なインターンシップ受け入れ先と候補者
【資料 2-5-29】 焼津市とのインターンシップに関する資料
【資料 2-5-30】 インターンシップ計画書
【資料 2-5-31】 インターンシップ体験における評価項目（社会人基礎力を中
心に）
2-6．教育目的の達成状況の評価とフィードバック
【資料 2-6-1】 2014 年度シラバス
【資料 2-6-2】 2014 年度学生便覧（P33~P43「試験・単位取得について」）
【資料 2-6-3】 相談援助実習に関する個別面談資料
【資料 2-6-4】 平成 25 年度社会福祉演習実習委員会議事録
【資料 2-6-5】 平成 25 年度第 14 回福祉実習指センター会議議事録
【資料 2-6-6】 平成 26 年度静岡福祉大学組織図
【資料 2-6-7】 平成 26 年度静岡福祉大学委員会等名簿
平成 25 年度実習委員会による委員会などの議事録（福祉実
習指導センター委員会、介護実習委員会、診療情報管理士養
【資料 2-6-8】 成委員会、社会福祉演習実習委員会、精神保健福祉実習委員
会、保育実習委員会）
【資料 2-6-9】 静岡福祉大学福祉実習指導センター規程
【資料 2-6-10】 授業評価アンケートの実施に関する資料（平成 23～25 年度）
【資料 2-6-11】 平成 25 年度学生生活調査報告書
【資料 2-6-12】 2014 年度オリエンテーション日程
1～ 4 年生ガイダンス資料（教員用）
【資料 2-6-13】 医療福祉学科
健康福祉学科 1～4 年生ガイダンス資料
【資料 2-6-14】 2014 年度以降の相談援助実習の評価基準について
【資料 2-6-15】 介護福祉実習の手引き、相談援助実習の手引き、精神保健福
祉援助実習の手引き
【資料 2-6-16】 実習巡回指導報告書
【資料 2-6-17】 2013 年度 FD 研修会資料
2-7．学生サービス
【資料 2-7-1】 キャンパスライフの手引き
【資料 2-7-2】 静岡福祉大学学生支援総合センター規程
就職支援事業の記録（「キャリア・コンサルタントによる就
【資料 2-7-3】 職相談会」「キャリア・コンサルタントの就職活動講座」「学
内企業単独説明会」等）
【資料 2-7-4】 2014 年度入学手続要項（P6「入学前準備教育について」）
卒業研究関連資料及び名簿（「『卒業研究Ⅰ』履修希望届の
【資料 2-7-5】 提出について」等）
【資料 2-7-6】 学友会の活動状況に関する資料
【資料 2-7-7】 静岡福祉大学学友会会則
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【資料 F-5】と同じ
【資料 F-5】と同じ
【資料 F-5】と同じ
【資料 F-5】と同じ

【資料 F-5】と同じ
【資料 F-5】と同じ
【資料 1-3-10】と同じ
一部【資料 2-6-4】と
同じ
【資料 2-5-24】と同じ
【資料 2-3-4】と同じ
【資料 2-3-1】と同じ
【資料 2-4-6】と同じ
一部【資料 2-2-13】、
【資料 2-2-19】と同じ
【資料 2-3-5】と同じ
【資料 1-3-3】と同じ
【資料 2-5-10】と同じ
【資料 2-2-34】と同じ

静岡福祉大学
【資料 2-7-8】 学長と話す会関連資料
【資料 2-7-9】 平成 26 年度静岡福祉大学組織図
【資料 2-7-10】 平成 25 年度学生生活調査報告書
【資料 2-7-11】 平成 25 年度医療福祉学科・健康福祉学科会議録
2-8．教員の配置・職能開発等
【資料 2-8-1】 教員組織要件（大学設置基準）と現状を示す資料
【資料 2-8-2】 平成 26 年度教員一覧表
【資料 2-8-3】 静岡福祉大学職員組織規程
【資料 2-8-4】 平成 26 年度教員担当科目一覧表
静岡福祉大学 ホームページ
【資料 2-8-5】 （http://www.suw.ac.jp/about/teacher.php）
大学紹介＞教員紹介
【資料 2-8-6】 社会福祉士・介護福祉士学校指定規則に基づく専任教員数と
現状を示す資料
【資料 2-8-7】 2013 年度授業一覧
【資料 2-8-8】 診療情報管理士認定試験受験資格を認める大学及び専門学校
の指定に関する規程
【資料 2-8-9】 2014 年度資格取得の手引き（P27）
【資料 2-8-10】 年齢別教員構成
【資料 2-8-11】 静岡福祉大学教員任用基準
【資料 2-8-12】 静岡福祉大学教員任用基準運用内規
【資料 2-8-13】 静岡福祉大学教員任用基準運用内規に関する細則
【資料 2-8-14】 平成 26 年度採用者起案文書
【資料 2-8-15】 静岡福祉大学教員の任期制に関する規程
【資料 2-8-16】 教員自己評価申告シート
【資料 2-8-17】 平成 26 年度昇任起案文書
平成 26 年度静岡福祉大学教員研究費配分方針及び静岡福祉
【資料 2-8-18】 大学研究費マニュアル
25 年度特別研究費の配分に関する資料（「平成 25 年度
【資料 2-8-19】 平成
特別研究費の配分について」等）
【資料 2-8-20】 平成 25 年度特別研究費支出明細及び特別研究費申請一覧表
【資料 2-8-21】 外部から受け入れた研究費
【資料 2-8-22】 平成 26 年度科学研究費助成事業公募関連説明事項
【資料 2-8-23】 ふじのくに地域・大学コンソーシアム資料
【資料 2-8-24】 静岡福祉大学における公的研究費の取扱いに関する規程
【資料 2-8-25】 平成 25 年度 FD 委員会議事録
【資料 2-8-26】 授業評価アンケートの実施に関する資料（平成 23～25 年度）
平成 25 年度大学貢献度評価の手続きガイド及び大学貢献度
【資料 2-8-27】 評価票
【資料 2-8-28】 2013 年度 FD 研修会資料
【資料 2-8-29】 静岡福祉大学専任教員の勤務に関する内規
【資料 2-8-30】 平成 26 年度自宅研修日
【資料 2-8-31】 静岡福祉大学研究紀要規程
【資料 2-8-32】 紀要掲載論文執筆申込について
【資料 2-8-33】 静岡福祉大学紀要（第 10 号）
【資料 2-8-34】 2014 年度シラバス（P カ-1~P カ-2「基礎科目」）
年度シラバス（P64~65「キャリア支援Ⅰ-A」「キャリ
【資料 2-8-35】 2014
ア支援Ⅰ-B」）
2014 年度シラバス（ P66~69「キャリア支援Ⅱ -A、 B」「キ
【資料 2-8-36】 ャリア支援Ⅲ
-A、 B」）
【資料 2-8-37】 平成 26 年度静岡福祉大学社会福祉学部専門部会委員
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【資料 1-3-10】と同じ
【資料 2-6-11】と同じ

【資料 1-3-11】と同じ

【資料 2-2-6】と同じ

【資料 2-3-4】と同じ
【資料 2-3-5】と同じ

【資料 F-5】と同じ
【資料 F-5】と同じ
【資料 F-5】と同じ

静岡福祉大学
【資料 2-8-38】 教養講読 A・B、教養研究 A・B 一覧
2-9．教育環境の整備
【資料 2-9-1】 アクセスマップ、キャンパスマップ
【資料 2-9-2】 施設設備に関する大学設置基準と現状との対比を示す資料
【資料 2-9-3】 2014 年度学生便覧（P72～P80）
【資料 2-9-4】 2014 年度学生便覧（P53～P59）
【資料 2-9-5】 静岡福祉大学教育情報センター規程
【資料 2-9-6】 静岡福祉大学福祉実習指導センター規程
【資料 2-9-7】 静岡福祉大学総合研究所地域交流センター規程
【資料 2-9-8】 静岡福祉大学心の相談センター規程
【資料 2-9-9】 静岡福祉大学学生支援総合センター規程
【資料 2-9-10】 静岡福祉大学附属図書館規程
【資料 2-9-11】 静岡福祉大学附属図書館利用規程
【資料 2-9-12】 静岡福祉大学附属図書館学外者利用細則
【資料 2-9-13】 平成 26 年度学術実態基盤調査（大学図書館編）資料
【資料 2-9-14】 静岡福祉大学情報ネットワークシステム管理運営規程
【資料 2-9-15】 工事等検収報告書
【資料 2-9-16】 平成 25 年度事業報告書
【資料 2-9-17】 静岡福祉大学施設等使用規程
【資料 2-9-18】 2014 年度学生便覧（P125～P144）
【資料 2-9-19】 災害対策マニュアル（教職員用）及び（学生用）
【資料 2-9-20】 静岡福祉大学防火防災管理規程
【資料 2-9-21】 静岡福祉大学災害対策本部運営要領
【資料 2-9-22】 防災備蓄品マニュアル
【資料 2-9-23】 防災訓練実施の資料
【資料 2-9-24】 平成 25 年度学生生活調査報告書（P15）
【資料 2-9-25】 2013 年度授業一覧（クラスサイズ別）
【資料 2-9-26】 2013 年度履修人数一覧
【資料 2-9-27】 2013 年度演習・実習系科目一覧

基準 3．経営・管理と財務

基準項目
該当する資料名及び該当ページ

コード
3-1．経営の規律と誠実性
【資料 3-1-1】 学校法人静岡精華学園寄附行為（第 3 条）
【資料 3-1-2】 静岡精華学園法人本部規程集 目次
【資料 3-1-3】 静岡福祉大学規程集 目次
【資料 3-1-4】 静岡精華学園みらい創造計画〔平成 23 年度～平成 27 年度〕
25 年度地球温暖化対策に対する対応及び「ノーネクタ
【資料 3-1-5】 平成
イ運動」の実施について
【資料 3-1-6】 倫理・コンプライアンス規程
【資料 3-1-7】 静岡福祉大学ハラスメントの防止及び対策等に関する規則
【資料 3-1-8】 学校法人静岡精華学園 危機管理規則
【資料 3-1-9】 危機管理基本マニュアル
【資料 3-1-10】 教育情報の公表
【資料 3-1-11】 財務情報の公表
【資料 3-1-12】 学校法人静岡精華学園財産目録等閲覧取扱要領
3-2．理事会の機能
【資料 3-2-1】 学校法人運営委員会規程
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【資料 F-8】と同じ
【資料 F-5】と同じ
【資料 F-5】と同じ
【資料 2-5-24】と同じ
【資料 2-7-2】と同じ

【資料 F-7】と同じ
【資料 F-5】と同じ

【資料 2-6-11】と同じ

備考
【資料 F-1】と同じ
【資料 F-9】と同じ
【資料 F-9】と同じ
【資料 1-3-8】と同じ

静岡福祉大学
．大学の意思決定の仕組み及び学長のリーダーシップ
【資料 3-3-1】 静岡福祉大学学則（第 7 条、第 8 条）
【資料 3-3-2】 静岡福祉大学教学運営協議会規程
【資料 3-3-3】 静岡福祉大学教授会規程
【資料 3-3-4】 静岡福祉大学委員会設置規程
【資料 3-3-5】 静岡福祉大学規程集 目次
【資料 3-3-6】 平成 26 年度静岡福祉大学委員会等名簿
【資料 3-3-7】 教学運営協議会会議録
3-4．コミュニケーションとガバナンス
【資料 3-4-1】 静岡福祉大学教学運営協議会規程
【資料 3-4-2】 平成 25 年度 監査報告書
【資料 3-4-3】 学校法人静岡精華学園寄附行為
静岡福祉大学の進路、学長任期中（平成 26～平成 29 年度）
【資料 3-4-4】 の行動原則及び平成
26 年の重点目標
【資料 3-4-5】 静岡福祉大学委員会設置規程
【資料 3-4-6】 静岡福祉大学教授会規程
【資料 3-4-7】 静岡精華学園業務連絡協議会規程
3-5．業務執行体制の機能性
【資料 3-5-1】 静岡福祉大学職員組織規程
【資料 3-5-2】 静岡福祉大学事務組織及び事務分掌規程
【資料 3-5-3】 平成 25 年度 行事予定表（月別）
【資料 3-5-4】 静岡精華学園みらい創造計画〔平成 23 年度～平成 27 年度〕
【資料 3-5-5】 静岡福祉大学職員就業規則
【資料 3-5-6】 平成 25 年度 研修会・セミナー参加実績一覧
【資料 3-5-7】 平成 25 年度事務職員研修会資料
【資料 3-5-8】 平成 25 年度「1 人 1 改革運動」
3-6．財務基盤と収支
【資料 3-6-1】 静岡精華学園みらい創造計画〔平成 23 年度～平成 27 年度〕
【資料 3-6-2】 学校法人静岡精華学園資産運用規則
【資料 3-6-3】 財産目録（平成 26 年 3 月 31 日現在）
【資料 3-6-4】 過去 5 年間の決算等の計算書類（平成 21 年度～平成 25 年度）
【資料 3-6-5】 自己診断チェックリスト（日本私立学校振興・共済事業団版）
過去 5 年間の科学研究費助成事業（平成 21 年度～平成 25 年
【資料 3-6-6】 度）
3-7．会計
【資料 3-7-1】 学校法人静岡精華学園経理規程
【資料 3-7-2】 学校法人静岡精華学園経理規程施行細則
【資料 3-7-3】 学校法人静岡精華学園固定資産及び物品調達規程
【資料 3-7-4】 学校法人静岡精華学園固定資産及び物品管理規程
【資料 3-7-5】 学校法人静岡精華学園監事監査規程
監事の職務執行状況（「平成 26 年度学校法人実態調査票【文
【資料 3-7-6】 部科学省】」）
3-3

基準 4．自己点検・評価

基準項目
該当する資料名及び該当ページ

コード
4-1．自己点検・評価の適切性
【資料 4-1-1】 静岡福祉大学学則（第 2 条）
【資料 4-1-2】 静岡福祉大学自己評価実施規程
【資料 4-1-3】 平成 26 年度静岡福祉大学組織図
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【資料 F-3】と同じ
【資料 F-9】と同じ
【資料 2-6-7】と同じ
【資料 3-3-2】と同じ
【資料 F-1】と同じ
【資料 1-2-4】と同じ
【資料 3-3-4】と同じ
【資料 3-3-3】と同じ
【資料 2-8-3】と同じ
【資料 1-3-8】と同じ

【資料 1-3-8】と同じ

備考
【資料 F-3】と同じ
【資料 1-3-10】と同じ

静岡福祉大学
【資料 4-1-4】 平成 25 年度自己点検・評価委員会議事録
【資料 4-1-5】 静岡福祉大学紀要（第 8 号～第 10 号「研究活動報告」）
【資料 4-1-6】 平成 25 年度学生生活調査報告書
【資料 4-1-7】 授業評価アンケートの実施に関する資料（平成 23～25 年度）
4-2．自己点検・評価の誠実性
【資料 4-2-1】 平成 25 年度学生生活調査報告書
学生厚生委員会による、調査方法から学生生活調査報告書作
【資料 4-2-2】 成までの検討資料
25 年度学生生活調査報告書のアンケート用紙及び収集
【資料 4-2-3】 平成
データ
【資料 4-2-4】 平成 25 年度保護者説明会配布資料
4-3．自己点検・評価の有効性
【資料 4-3-1】 授業評価アンケートの実施に関する資料（平成 23～25 年度）

基準 A．地域社会に対する貢献活動

【資料 2-6-11】と同じ
【資料 2-3-4】と同じ
【資料 2-6-11】と同じ

【資料 2-3-4】と同じ

基準項目
備考
コード
該当する資料名及び該当ページ
A-1．地域交流センターの社会貢献活動
【資料 A-1-1】 静岡福祉大学総合研究所地域交流センター規程
【資料 A-1-2】 静岡福祉大学大学案内（P52）
【資料 F-2】と同じ
ボランティア活動実績一覧（静岡県ボランティア協会連携事
【資料 A-1-3】 業含む）
【資料 A-1-4】 わんぱく寺子屋実績一覧
【資料 A-1-5】 通学合宿実績一覧
PTA との絡みが含
【資料 A-1-6】 小学校との協力関係が示されている資料（
まれているもの）
【資料 A-1-7】 静福サロン実績一覧
【資料 A-1-8】 2013 年度シラバス（P381）
【資料 A-1-9】 学生スタッフ名簿
【資料 A-1-10】 地域交流センター学生スタッフ運営細則
【資料 A-1-11】 ボランティア手帳
【資料 A-1-12】 静岡県海外交流事業に関する資料
【資料 A-1-13】 学生スタッフが作成した広報誌
【資料 A-1-14】 調査研究資料
A-2．その他各センター等の社会貢献活動
【資料 A-2-1】 静岡福祉大学総合研究所エクステンションセンター規程
【資料 A-2-2】 静岡福祉大学大学案内（P67）
【資料 F-2】と同じ
公開講座に関する資料（パンフや焼津市との関連がわかるも
【資料 A-2-3】 の）
【資料 A-2-4】 検定試験受験者数及び合格者数
【資料 A-2-5】 特別公開講座のテーマ一覧
【資料 A-2-6】 スピーチ募集ポスター・チラシ、コンテスト案内チラシ
【資料 A-2-7】 広報のための高校訪問予定表・報告書
【資料 A-2-8】 市の広報誌「広報やいづ」「広報ふじえだ」への案内記事
7 回高校生福祉スピーチコンテストの応募作品一覧（ 138
【資料 A-2-9】 第
作品）
【資料 A-2-10】 第 7 回高校生福祉スピーチコンテストのプログラム
【資料 A-2-11】 静岡新聞の掲載記事・最優秀作品掲載広告記事
【資料 A-2-12】 第ジ）7 回高校生福祉スピーチコンテスト結果報告（ホームペー
【資料 A-2-13】 第 7 回高校生福祉スピーチコンテスト作品集
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静岡福祉大学
【資料 A-2-14】 参加者へのアンケート調査結果
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