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Ⅰ．建学の精神・大学の基本理念、使命・目的、大学の個性・特色等 

１．建学の精神・基本理念 

 本学は、学校法人静岡理工科大学の建学の精神「技術者の育成をもって地域社会に貢献

する」に基づき、理念を次のように定めている。 

  豊かな人間性を基に、「やらまいか精神と創造性」で地域社会に貢献する技術者を育成

する。 

ここで、「やらまいか」とは遠州地域の方言で「一緒にやってみよう」という意味であり、

進取の気性に富み、チャレンジ精神が旺盛な遠州人の気質を表現している言葉である。 

 

２．使命・目的 

 本学は建学の精神にうたわれているとおり、地域に密着し、地域産業に貢献する技術者

を育成する比較的小規模な単科大学である。地元袋井市と鈴与株式会社をはじめ県内の多

くの企業の経済的支援を得て創設され、その後も産学官の密接な関係を保ち、教育、研究

及び社会貢献において地域社会に役立っている。県内にある数少ない理工系大学の一つと

して、創立以来の卒業生約6,000人の多くは地域企業に就職し、名実ともに地域産業を支え

る存在になっている。このような本学の地域的な特色に基づき、先に述べた理念が定めら

れている。 

 理念に基づき、大学及び大学院の学則第１条では、その目的を各々以下のように定めて

いる。 

  大学：「本学は、学校教育法及び教育基本法に基づき、科学・技術に関する学術を研究

教授し、国際的視野と技術者としての使命感を持った向上心溢れる人材の育成、

及び実践的創造的研究により社会に貢献することを目的とする」 

  大学院：「静岡理工科大学大学院（以下「本大学院」という。）は、科学・技術の高度

の教育・研究を通じて、広く人類の文化の発展に寄与することを目的とす

る。」 

また、学部、学科、及び、大学院修士課程における目的を以下に示すように定めている。 

 

２．１ 理工学部 

 豊かな人間性と「やらまいか精神」及び国際的視野を持ち、理工学分野（機械工学、電

気電子工学、物質生命科学）における基礎・専門知識を身につけ、ものづくりやシステム

づくりにその技術及び技能を活用できる人材を養成することを目的とする。 

（Ⅰ）機械工学科 

  機械工学を構成する各分野の基礎原理を確実に理解し、それを実際の技術に応用でき、

社会からの要請の大きい実践的技術力を身につけ、「自ら考え、作り、楽しむ」積極的

な技術者を養成することを目的とする。 

（２）電気電子工学科 

  電気、電子及び電磁気の基礎を確実に身につけ、これらの知識及び技術を活用して各

種資格の取得及び主体的なものづくりを行い、社会的要請に応えられる能力を備えた技

術者を養成することを目的とする。 

（３）物質生命科学科 
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  機能性材料、生体材料、遺伝子、食品などの基礎及び専門的な知識と分析技術を講義・

実験・演習を通して実践的に修得し、新物質・新素材、環境とエネルギー、バイオテク

ノロジー、食品化学について理解し、環境・生活・生命・安全に関わる諸問題の解決に

貢献できる人材を養成することを目的とする。 

 

２．２ 総合情報学部 

 豊かな人間性と「やらまいか精神」及び国際的視野を持ち、情報科学の専門知識と人間

に対する理解をICT（情報コミュニケーション技術）に生かし、他者との協働を主体的に実

践しつつ、システムづくり・コンテンツづくりができる専門職業人を養成することを目的

とする。 

（１）コンピュータシステム学科 

  情報数理とコンピュータに対する深い理解を基盤として、まわりの社会と協調しつつ

主体的に問題解決を図り、情報技術の提供やシステム開発を通して情報化社会の発展に

貢献できる人材を養成することを目的とする。 

（２）人間情報デザイン学科 

  人と社会に対する深い理解を基盤として、実際に人と社会に役立つICTの利活用を、実

践の場で提案・対処・推進することができる人材を養成することを目的とする。 

 

２．３ 理工学研究科修士課程 

 広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要

する職業等に必要な高度の能力を有する人材を養成することを目的とする。 

（１）システム工学専攻 

 機械工学的分野、電気電子工学的分野、情報学の基礎に対する理解とシステム思考

を含む実践力の向上に重点を置くとともに、広がりを持った専門性(総合力)を教授し、

論理的・主体的に行動できる実践的な技術者を養成することを目的とする。 

（２）材料科学専攻 

 環境新素材分野とバイオ食品化学分野の基礎に対する理解と実践力の向上に重点を

置き、材料科学の基礎から応用に至る総合的な理解を持ち、論理的・主体的に行動で

きる実践的な科学者・技術者を養成することを目的とする。 

 

３．静岡理工科大学における 3 つのポリシー 

 使命・目的を達成するための具体的な方策として、各学部・学科及び大学院における 

3 つのポリシーを以下に示すように定めている。 

 

３．１ アドミッションポリシー 

 「やらまいか精神」に象徴される本学の理念に共感し、自ら考え行動しようとする学習

意欲の高い人。 

３．１．１ 理工学部 

 工学または理学に興味を持ち、理工学を通して社会に貢献したい人。 

（１）機械工学科 
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 ・ 機械工学に関する専門知識と機械工学分野におけるものづくり活動に欠かせない技術

を身につけたい人。 

（２）電気電子工学科 

 ・ 電気回路・電子回路の基礎を理解し、ハードウェア・ソフトウェア両面からの回路設

計やシステム設計などのものづくりを行いたい人。 

（３）物質生命科学科 

 ・ 生命化学・食品化学・バイオテクノロジー・微生物・環境科学・機能性材料・環境新

素材・エネルギー新素材の一分野についての基礎・専門知識，及び、環境分析・食品

分析・材料分析等の高度な分析技術を身につけたい人。 

 

３．１．２ 総合情報学部 

 コンピュータまたはコンピュータと人間や社会との関係に興味を持ち、ICT を通して社

会に貢献したい人。 

 

３．１．３ 理工学研究科修士課程 

 幅広い専門性に基づく総合力、問題解決能力、実践力を養い、将来、科学・技術の分野

に深く関わりたいと考えている人。 

 

３．２ カリキュラムポリシー 

 本学のカリキュラムは、人間として広く社会に目を開く素養を培い、将来の生き方に対

する指針を築くためのⅠ類科目群（人間・文化科目：教養教育）と技術者としての素養を

培うためのⅡ類科目群（専門基礎科目）及びⅢ類科目群（学科専門科目）（Ⅱ類＋Ⅲ類：

専門教育）から構成されている。さらに、各類には、実践を伴う「やらまいか科目」を系

統的に配置している（やらまいか教育）。やらまいか教育の中では、新しい知識を自ら獲

得すると共に、「教養教育」や「専門教育」で得た知識を自分のものとし、さらに、やらま

いか精神と意欲、自主性、問題解決能力、コミュニケーション能力等の社会人としての基

礎力を培うことになる。「教養教育」と「専門教育」に加え、実践をともなう「やらまいか

教育」を3本柱として互いに連携させ、個々の学生の適性・能力に応じたきめ細かな教育に

より入学した学生を必ず育てることを本学の教育方針としている。 
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 上に述べた教育方針に従って，大学全体，各学部、及び学科のカリキュラムポリシーを

以下のように定めている。 

 1) 研究者もしくは技術者としての確かな社会人基礎力を育成するために、全学共通カ

リキュラムとしてⅠ類科目群（人間・文化科目）とⅡ類科目群(専門基礎科目)を設置

する。 

 2) 各学科に特有な専門的な知識を体系的に学び、技能・技術の向上のために学科別のⅢ

類科目群（学科専門科目）を設置する。 

 3) 科目間の「つながり」を明確化し、系統だったカリキュラムを編成する。 

 4) 主体的な学びの姿勢を身につけ、「知識・技術」、「思考・判断」、「関心・態度」、「コ

ミュニケーション能力」を養い、知識やスキルを統合して問題解決につなげていく

能力や姿勢を育成する。そのために、Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類を通して実験や討論などを

実践的に行う PBL 型の授業（やらまいか科目）を展開すると共に、学生生活におい

ても、主体性や問題解決能力を培うことが可能な生活環境を設定する。 

 5) 入学から卒業に至る全期間を通して、プログラム化されたキャリア形成教育を実施す

る。 

 6) 国際的視野を培うため、外国語及び外国文化の教育を系統的に実施する。 

 

３．２．１ 理工学部 

（１）機械工学科 

 ・ 機械工学の基礎（４力、加工、材料）を理解し、さらに「ものから入る教育」を通し

て設計・解析・製作・評価の実践的プロセスが身につくカリキュラムを編成する。 

（２）電気電子工学科 

 ・ 電気に関する基礎学力を身に付けた学生を育てるため習熟度別クラス編成を行う。 

 ・ 「電気主任技術者」,「電気通信主任技術者」などの資格取得が可能なカリキュラム

を編成する。 

（３）物質生命科学科 

 ・ 基礎教育科目の徹底的な理解を求めるため、多くの科目を必修にする。 

また、学科特有の資格に加えて高校 1 種免許（理科）を取得可能なカリキュラムを編 

成する。 

 

３．２．２ 総合情報学部 

 学生の適性・能力に応じ、アプリケーションソフトウェアの高度な操作からプログラミ

ングに至る ICT 関連技術のうち、いずれか一つ以上の技術を身につけることができ、かつ、

高校 1 種免許（情報）を取得可能なカリキュラムを編成する。 

（１）コンピュータシステム学科 

 ・ コンピュータ自身やその理論に関してより深く学ぶことができる科目を配置する。 

 ・ 高校教諭 1 種免許（数学）を取得可能なカリキュラムを編成する。 

（２）人間情報デザイン学科 

 ・ 学生の興味・適性に応じ、情報学のより広い分野（特に、人間の生理、心理、社会に

関係する分野）に関する知識を選択修得可能なカリキュラムを編成する。 
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３．２．３ 理工学研究科修士課程 

 本学大学院の目的に基づき、以下の方針のもとにカリキュラムを編成する。 
 ・学科教育との連続性を大切にし、広がりを持った専門性（総合力）の養成に重点を置

く。 
 ・積極的・主体的に行動し協働して問題解決に当る実践的な技術者・研究者を育成する

ために、PBL 型の授業科目を設定する。 
 ・修士論文研究のテーマとして、従来の学術的テーマに加えて、産学連携による実践的

研究テーマも積極的に取り入れる。 
 

３．３ ディプロマポリシー 

３．３．１ 理工学部 

 新しいアイデアから社会的意義のある新たな価値を創造し、社会的に大きな変化をもた

らす技術者（＝イノベートする技術者）になることを目指し、以下に示すようなディプロ

マポリシーを定める。 

 知識・技術：理工学（機械工学、電気電子工学及び物質生命科学）の一分野についての

基礎・専門知識を持ち、技術および技能をものづくりやシステムづくりに

活用できる。 

 思考・判断：社会の多様化、国際化、複雑化する課題に対して探求心を持ちつつ、論理

的、創造的な思考ができる。 

 関心・態度：「やらまいか精神」の挑戦する力のもとで自主的、主体的、実践的に行動

することができる。また、教養・専門知識を修得するため継続的、自律的

に学習をする向上心を持つことができる。 

 コミュニケーション：コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力を習得し、自

らの思考・判断のプロセスを説明することができる。 

（１）機械工学科 

知識・技術：機械工学に関する専門知識と技術を修得し、それらの知識と技術をものづ

くり活動に応用できる。また、機械工学分野における設計・図面化・加工・

組み立て・評価といったものづくり活動に欠かせない技術を身につける。 

 思考・判断：社会の発展に機械工学が果たしている役割を十分理解し、従事している仕

事から課題を常に見つけ、高い企画力と行動力をもって積極的に課題解決

に取り組むことができる。 

 関心・態度：科学・技術の進歩と社会ニーズの変化に応じて、自律的かつ継続的に新し

い知識を学ぶ向上心を持つことができる。また、機械工学技術者としての

倫理感や責任感を持ちながら、他人と連携して、仕事に取り組むことがで

きる。 

 コミュニケーション：機械工学の方法論に基づき、自らの論理的な思考・判断のプロセ

スや結果を説明するためのプレゼンテーション能力とコミュニケ

ーション能力を持つことができる。 

（２）電気電子工学科 

 知識・技術：電気回路・電子回路の基礎を理解し、ハードウェア・ソフトウェア両面か
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らの回路設計やシステム設計などのものづくりを行うことができる。 

 思考・判断：電気電子工学が社会の発展に対して果たす役割を充分理解し、光応用技術、

情報・通信技術、制御・エネルギー技術を用いて課題解決のための根源的、

論理的、創造的な思考判断を行うことができる。 

 関心・態度：常にチャレンジ精神を持ち、問題解決のための知識習得・学習を自主的、

主体的、実践的に行うことができる。また、「電気主任技術者」,「電気通

信主任技術者」などの資格取得を目指す。 

 コミュニケーション：電気電子工学の方法論に基づき、自らの考え・手法を分かりやす

く伝えることができる。 

（３）物質生命科学科 

 知識・技術：生命化学・食品化学・バイオテクノロジー・微生物・環境科学・機能性材

料・環境新素材・エネルギー新素材の一分野について基礎・専門知識を持

つことができる。環境分析・食品分析・材料分析等の高度な分析技術を持

つことができる。 

 思考・判断：科学・技術と自然・環境との調和を理解し、未来を創造する思考判断がで

きる。 

 関心・態度：環境・生活・生命・安全に関わる諸問題に対する確かな関心と、問題解決

の為のより高い専門知識を習得する向上心・意欲を持つことができる。 

 コミュニケーション：物質生命科学における方法論に基づき、自らの思考や判断過程を

効果的に説明することができる。 

 

３．３．２ 総合情報学部 

 市民生活に立脚しつつ、人間とコンピュータとの関係をはじめ生起する課題を探求でき

る専門職業人になることを目指し、以下に示すようなディプロマポリシーを定める。 

 知識・技術：情報科学の幅広い専門知識と人間に対する深い理解を ICT に生かし、シス      

テムづくり・コンテンツづくりに携わることができる。 

 思考・判断：客観的な把握と普遍的かつ国際的な価値基準にもとづき、新たな創造に向

けて、筋道を立て根源的に問うことができる。 

 関心・態度：自己研鑽・自己省察をふまえ、進取の精神をもって、主体的に他者と協働

して実践できる。 

 コミュニケーション：情報社会で求められる能力を発揮して、他者からの伝達を真摯に

読み解くとともに、自己の考えを的確に表現し、伝達することが

できる。 

（１）コンピュータシステム学科 

 知識・技術：情報数理やコンピュータの専門知識とマンマシンインターフェースに対す

る深い理解にもとづいて、確かなシステムを開発することができる。 

 思考・判断：対象を数理的に捉えることができ、科学的な論理思考にもとづいて分析や

判断を行い、適切な解決策に導くことができる。 

 関心・態度：コンピュータの科学と技術に対する探究心および自己を向上させる積極的

な姿勢をもって、他者と協働して作業を遂行することができる。 
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 コミュニケーション：コンピュータ技術を駆使して、自らの意見や論理的な思考・判断

のプロセスを説明することができる。 

（２）人間情報デザイン学科 

 知識・技術：人に役立つ ICT の活用のために、情報の収集・分析、情報の発信、生体シ

ステムの一分野以上についての専門知識を持ち、実践の場でこれを活かす

ことができる。 

 思考・判断：人間に対する深い理解に基づき、ICT の適切な利活用について論理的に考

え、対処することができる。 

 関心・態度：人に対する思いやりを常に意識し、他者と協働して課題解決のために忍耐

強く、主体的・自律的に取り組むことができる。 

 コミュニケーション：人的コミュニケーションに必要な情報伝達能力と情報吸収力を持

ち、自らの意見を的確に示すことができる。 

 

３．３．３ 理工学研究科修士課程 

 広い視野に立った精深な学識を持ち、高度の専門性を要する職業などに必要な能力を有

する人材の養成を目指して、以下に示すディプロマポリシーを定める。 
（１）システム工学専攻 
 知識・技術：システム工学分野における広がりを持った専門性（総合力）を習得し、技

術者・研究者として実践的な技術開発に参加することができる。 
 思考・判断：現代社会における工学・情報学の重要性を認識し、その専門性を活かして、

科学，技術、ICT の利活用などを論理的・技術的に把握し考察することが

できる。 
 関心・態度：急速かつ多岐にわたる新展開が予想される工学・情報学に対して好奇心と

向学心を持ち続けることにより、新しい課題に対しても躊躇することなく

チャレンジすることができる。 
 コミュニケーション：コミュニケーションおよびプレゼンテーション能力を高め、高度

な思考・判断のプロセスや結果を他者と共有することができる。 
（２）材料科学専攻 
 知識・技術：材料科学分野における広がりを持った専門性（総合力）を習得することに

より、技術者・研究者として実践の場でその専門性を活かすことができる。 
 思考・判断：社会の発展に果たす材料科学の役割を十分に理解し、その専門性を活かし

て課題を論理的に分析して解決の道を探ることができる。 
 関心・態度：材料科学の基礎研究や応用研究に対して好奇心と向学心を持ち続け、新し

い課題に対しても躊躇することなくチャレンジすることができる。 
 コミュニケーション：コミュニケーションおよびプレゼンテーション能力を習得し、高

度な思考・判断のプロセスや結果を他者と共有することができる。 
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Ⅱ．沿革と現況 
１．本学の沿革 

  平成 3(1991)年 ・1 学部（理工学部）4 学科（機械工学科、電子工学科、知能情報学

科、物質科学科）からなる単科大学として開学 

  平成 8(1996)年 ・大学院理工学研究科修士課程(システム工学専攻、材料科学専攻)

を設置 

  平成 10(1998)年 ・すずよクリエイティブハウス(創作ショップ)竣工 

  平成 11(1999)年 ・知能情報学科を改組し情報システム学科を設置（入学定員：80→140） 

           ・研究実験棟増築 

          ・「マルチメディア・ラボ」開設 

  平成 12(2000)年 ・「クラブハウス」竣工 

  平成 13(2001)年 ・静岡北高等学校、星陵高等学校との高・大一貫教育を開始 

          ・開学 10 周年記念式典 

  平成 14(2002)年 ・韓国大邱大学校と交換留学生協定締結 

  平成 15(2003)年 ・電子工学科の名称を電気電子情報工学科に変更 

          ・「教育開発センター」開設 

  平成 16(2004)年 ・物質科学科の名称を物質生命科学科に変更 

          ・歩行者自転車専用道路開道 

  平成 18(2006)年 ・中国浙江工商大学と交換留学生協定締結 

          ・「夢創造ハウス」「エンジン実験棟」竣工 

          ・SIST ランゲージサロン設置 

  平成 19(2007)年 ・中国浙江省教育国際交流協会と教育交流協定締結 

          ・中国浙江工商大学と教育・学術交流協定締結 

  平成 20(2008)年 ・日本高等教育評価機構による第三者評価で「認定」の評価 

          ・情報システム学科を改組し、総合情報学部を開設 

          ・電気電子情報工学科を電気電子工学科に名称変更 

          ・教職課程を設置 

          ・中国浙江理工大学、浙江科技学院との友好交流協定締結 

          ・中国計量学院との教育・学術交流協定締結 

  平成 21(2009)年 ・エコスクールバス(バイオディーゼル燃料)運行開始 

          ・食堂及び売店リニューアル 

・文部科学省「大学教育・学生支援推進事業」採択 

  平成 22(2010)年 ・文部科学省「戦略的研究基盤形成支援事業」採択 

          ・文部科学省「大学生の就業力育成支援事業」採択 

  平成 23(2011)年 ・「先端機器分析センター」竣工 

          ・図書館リニューアル 

          ・開学 20 周年記念式典 

平成 24(2012)年 ・台湾高雄応用科技大学との友好交流協定締結 

        ・文部科学省「産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制 

整備事業」採択 
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２．本学の現況 

・大学名 

  静岡理工科大学 

 

・所在地 

  静岡県袋井市豊沢 2200-2 

 

・学部の構成 

  理 工 学 部 

機械工学科、電気電子工学科･･････学士(工学） 

     物質生命科学科････学士(理学） 

  総 合 情 報 学 部 

コンピュータシステム学科、人間情報デザイン学科･･････学士(情報学） 

  大学院理工学研究科修士課程： 

システム工学専攻、材料科学専攻･･････修士(理工学)又は修士(技術経営） 

 

・学生数、教員数、職員数（平成 24 年 5 月 1 日現在） 

  ○学生数： [理工学部] 938 人  [総合情報学部] 570 人  [大学院] 18 人 

  ○教員数： 

     学 長 

[理工学部]専任教員･･･教授 22 人、准教授 7 人、講師 8 人 

兼任(非常勤)教員 49 人 

[総合情報学部]専任教員･･･教授 9 人、准教授 11 人、講師 4 人 

  兼任(非常勤)教員 42 人 

    [大学院]兼担教員 61 人 

        兼任(非常勤)教員 13 人 

    [教育開発センター]専任教員 4 人 

             兼任(非常勤)教員 9 人 
 

  ○職員数： 正職員 33 人、嘱託職員 1 人、派遣職員 4 人、パート職員 14 人 
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Ⅲ．評価機構が定める基準に基づく自己評価 

 

基準 1．使命・目的等 

 

1－1 使命・目的及び教育目的の明確性 

≪1－1 の視点≫ 

1-1-① 

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） 

本学の使命・目的等は明文化され「大学学則」、「大学院学則」、「静岡理工科大学の教育

研究上の目的に関する規程」、「静岡理工科大学大学院の教育研究上の目的に関する規程」、

ホームページ、学生便覧などに記載されており、基準項目 1－1 を十分満たしている。 

≪エビデンス集(資料編)≫ 

【資料 1-1-1】学則第 1 章 

【資料 1-1-2】大学の教育研究上の目的に関する規程 

【資料 1-1-3】大学院学則第 1 章 

【資料 1-1-4】大学院の教育研究上の目的に関する規程 

【資料 1-1-5】学生便覧  【資料 F-5-1】と同じ 

【資料 1-1-6】静岡理工科大学 HP 

      「基本理念・教育方針・学則」http://www.sist.ac.jp/col/co03.html 

 

（3）1－1 の改善・向上方策（将来計画） 

今後とも、意味・内容の具体性と明確性を改善していくと共に、迅速に文章化を行って

いく。 

 

1－2 使命・目的及び教育目的の適切性 

≪1－2 の視点≫ 

1-2-① 

1-2-② 

1-2-③ 

個性・特色の明示 

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 

http://www.sist.ac.jp/col/co03.html
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基本理念“豊かな人間性を基に、「やらまいか精神と創造性」で地域社会に貢献する技術

者を育成する”に基づき教育目的を定めている。また、その目的を達成するための施策と

して3つのポリシーを定めている。特にカリキュラムポリシーの中には、本学の教育におけ

る大きな特色である、「教養教育」、「専門教育」、及び、「やらまいか教育」を核（3

つの柱）とした教育方針を明確に記述している。これらの理念、目的、教育方針は，本学

の個性・特色を明示したものであり、学生便覧やホームページに記載されている。以上の

点より、個性・特色を明示しているものと評価する。 

≪エビデンス集(資料編)≫ 

【資料 1-2-1】学則第 1 章  【資料 1-1-1】と同じ 

【資料 1-2-2】大学の教育研究上の目的に関する規程  【資料 1-1-2】と同じ 

【資料 1-2-3】大学院学則第 1 章  【資料 1-1-3】と同じ 

【資料 1-2-4】大学院の教育研究上の目的に関する規程  【資料 1-1-4】と同じ 

【資料 1-2-5】学生便覧  【資料 F-5-1】と同じ 

【資料 1-2-6】静岡理工科大学 HP  【資料 1-1-6】と同じ 

      「基本理念・教育方針・学則」http://www.sist.ac.jp/col/co03.html 

 

1-2-② 法令への適合 

学則の第１章に述べているように、教育基本法及び学校教育法に基づき本学の目的を定

めている。理念、目的、教育方針に関しても、法令を遵守して定めている。その遵守状況

に関しては、「エビデンス集・データ編 表3-2」に示してある。このように、法令へ十分

適合していると評価する。 

≪エビデンス集(資料編)≫ 

【資料 1-2-7】学則第 1 章  【資料 1-1-1】と同じ 

≪エビデンス集(データ編)≫ 

【表 3-2】大学の運営及び質保証に関する法令等の遵守状況 

 

1-2-③ 変化への対応 

平成24(2012)年度に第2次中期計画の一環として行ったカリキュラム改革では、社会情勢

を考慮して、教育目的や教育方針を多少変更すると共に、「教養教育」、「専門教育」、

及び、「やらまいか教育」の内容を改善した。また、きめ細かな教育の一環として、特に

上位層の学生を伸ばす教育を強化した。 

 「教養教育」においては、科目の統廃合を行うと共に、特に、英語に関しては、習熟度

別教育をさらに改善し、4年生前期まで継続的に学べる環境を整えた。また、1年生から必

修のキャリア形成科目を導入し、将来の生活設計に対して早い時期から検討する機会を創

出した。 

 「専門教育」においても、科目の統廃合を行い、系統だったカリキュラムに再編した。

特に、Ⅱ類（専門基礎科目）の数学系科目は、現在の入学生の状況を考慮して、入学時の

学力により段階的に学べる体制を構築した。 

 「やらまいか教育」は、3つの柱の内、最も遅れた分野であった。今回のカリキュラム改

革においては、Ⅰ類～Ⅲ類にPBL科目を増やし、その充実を図った。特に、Ⅰ類科目におい

http://www.sist.ac.jp/col/co03.html
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ては、従来学科ごとにバラバラに行われてきた「フレッシュマンセミナー」の内容を統一

し、「やらまいか教育」を担う科目として充実させた。また、「やらまいか教育」の主要な

科目である「創造・発見」と「社会貢献活動」は、従来、2～3年生の選択科目として位置

づけられていた。そこで、今回はこの２科目を1年後期における全学科の選択必修科目とし、

その内容も一新した。 

 上位層の学生を伸ばす教育としては、Ⅰ類に「アドバンスト英語」、Ⅱ類に「アドバン

スト数学」を設けた。また、Ⅲ類においても、習熟度別クラス編成、上位層向け科目など

によって、上位層の学生に対する教育を強化した。 

 以上述べたように、今回のカリキュラム改革は、社会情勢や学生の質の変化を考慮しな

がら、大学の個性・特色を活かした教育目的の実現をより確実にさせたものである。この

ように、外部環境の変化への対応は十分できているものと評価する。 

≪エビデンス集(資料編)≫ 

【資料 1-2-8】学生便覧  【資料 F-5-1】と同じ 

【資料 1-2-9】講義要項  【資料 F-5-2】と同じ 

【資料 1-2-10】第 2 次中期計画書 

 

（3）1－2 の改善・向上方策（将来計画） 

 今後、社会情勢に応じて教育目的を修正していくと共に、理念や教育目的に対する達成

の度合いを監視していく必要がある。今回のカリキュラム改革と共に、以下に示す8つの全

学的な小委員会を創設した。今後、これらの小委員会と各学科の評価結果に基づき、カリ

キュラムの改善を図っていく。 

  ①やらまいか教育PDCA小委員会 

  ②外国語教育PDCA小委員会 

  ③アドバンスト教育PDCA小委員会 

  ④数学分野教育PDCA小委員会 

  ⑤理学分野教育PDCA小委員会 

  ⑥情報系基礎教育PDCA小委員会 

  ⑦科学技術系基礎教育PDCA小委員会 

  ⑧キャリア形成教育PDCA小委員会 

 

1－3 使命・目的及び教育目的の有効性 

≪1－3 の視点≫ 

1-3-① 

1-3-② 

1-3-③ 

1-3-④ 

役員、教職員の理解と支持 

学内外への周知 

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。 
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（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 

 本学における教育、研究、管理・運営等に対する戦略・戦術は，基本的に、中期計画（5

年間）によって決定されている。今年度は、平成24(2012)年度～平成28(2016)年度にわた

る第2次中期計画が開始された年度に相当する。中期計画は、学長の基本方針の下で、それ

までの中期計画実行から明らかになった現状と課題を考慮し、「教育」、「研究」、「10年後の

姿(ビジョン)」、「大学院」、「高・大一貫教育」、「国際化」、「学生支援」、「広報」、「管理運

営・人材育成」、「袋井キャンパス長期利用計画」、「地域との連携」の各分野を検討する11

のワーキンググループと各学科で策定される。各ワーキンググループで策定された計画は、

大学の最高意思決定機関である大学評議会（学長、大学担当理事、学部長、学科長などで

構成）、教授会で議論し、その結果がワーキンググループにフィードバックされ、再度議論

されるといったサイクルを繰り返すことによって最終的な中期計画が決定される。また、

中期計画は、当然、大学の理念、使命・目的、教育方針、3つのポリシー（アドミッション

ポリシー、カリキュラムポリシー、ディプロマポリシー）などに基づいて行われ、それら

を変更すべきようなことが生じた場合は、中期計画策定の過程でその対応も行っている。 

 以上述べたように、大学関係の役員、全教職員は、中期計画の策定に直接又は間接的に

深く関与し、その過程で、大学の理念、使命・目的、教育方針、3つのポリシーなどに関係

していることになる。このような点から、使命・目的及び教育目的に対して、役員及び教

職員の理解と支持を十分得られているものと評価する。 

≪エビデンス集(資料編)≫ 

【資料 1-3-1】第 2 次中期計画書  【資料 1-2-10】と同じ 

【資料 1-3-2】平成 23～24 年度評議会議事録 

【資料 1-3-3】平成 23～24 年度教授会議事録 

 

1-3-② 学内外への周知 

 使命・目的等は、ホームページ、学生便覧（ホームページでも公開），大学案内などに記

載されている。また、学生への周知といった点からは、今年度より、「フレッシュマンセミ

ナー」の講義内で本学の理念や使命・目的について詳細に説明し、学内の目につく場所に

掲示も行っている。さらに、教職員に関しては、大学の理念や中期計画の目標を記したも

のを、各研究室や事務室などに掲示している。したがって、学内外への周知に関しては、

十分満たしていると評価する。 

≪エビデンス集(資料編)≫ 

【資料 1-3-4】大学案内  【資料 F-2-1】と同じ 

【資料 1-3-5】学生便覧  【資料 F-5-1】と同じ 

【資料 1-3-6】静岡理工科大学 HP  【資料 1-1-6】と同じ 

 「基本理念・教育方針・学則」http://www.sist.ac.jp/col/co03.html 

 

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

 1-3-①で述べたように、中期計画、3つの方針、使命・目的、教育目的等は密接に関係し

ており、本項目を十分満たしている。 

http://www.sist.ac.jp/col/co03.html
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≪エビデンス集(資料編)≫ 

【資料 1-3-7】第 2 次中期計画書  【資料 F-6-2】と同じ 

 

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）教育研究組織の規模と構成図 

 大学は、図1-3-1に示すように、理事長、学長の下、修士課程2専攻からなる大学院理工

学研究科、3学科からなる理工学部、2学科からなる総合情報学部、各センター、総合技術

研究所、附属図書館、事務局などによって組織されている。 

 

図1-3-1 大学組織 

  

 各センターは教育研究支援組織である。教育開発センターは、特に学生に対する個別学

習支援を行う組織である。総合技術研究所は主に学外との共同研究を支援する組織である。

企画室は内外の大学調査研究と大学の将来計画関連の事務を扱う組織である。 
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2）教育研究組織を運営するための部会・委員会等 

 図1-3-1に示す組織を運営するために、本学では、図1-3-2に示すような部会・委員会等

を設置している。 

図1-3-2 部会・委員会等組織 

  

以下に、主要な委員会等の構成メンバー及びその任務の概略について記す。また、括弧中

に各委員会の開催頻度を記した。 

① 大学評議会 

 学長、学部長、研究科運営委員長、各学科長、図書館長、学生部長、事務局長及び大学

担当理事によって組織され、学長の諮問に応じて、教育・研究等に関する基本方針につい

て審議する(月2回)。 

② 教授会 

 専任教員によって組織され、大学評議会の方針を受けて、学部における教育、研究等に

関する事項及び学生の入退学、卒業等について審議する（月1回）。 

③ 教育部会 

 部会長、副部会長（両学部長がいずれかを担当）、各学科の専任教員1人、及び学務課長

によって組織され、学部教育の方針・実施等について審議し、その推進を図る(月1回）。 

④ 教務委員会 

 委員長（学長が委嘱）、各学科の専任教員1人，及び学務課職員によって組織され、時間

割編成及び授業等に関する事項について審議する（月1回）。 

 教育に関する定常的な業務に関しては主として教務委員会で、また、教育体系や教育内

容の変更に係わる事項に関しては教育部会で審議する。なお、教育開発センターは、Ⅰ・
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Ⅱ類科目の数学・英語・物理などの学習支援を行っており、運営面では教務委員会及び教

育部会と連携している。 

⑤ 教育PDCA小委員会 

 やらまいか教育PDCA小委員会、外国語教育PDCA小委員会、アドバンスト教育PDCA小委員

会、数学分野教育PDCA小委員会、理学分野教育PDCA小委員会、情報系基礎教育PDCA小委員

会、科学技術系基礎教育PDCA小委員会，及びキャリア形成教育PDCA小委員会で組織され、

教育部会及び教務委員会と協力しながら、主としてⅠ類及びⅡ類のカリキュラム実施に対

するPDCAを実行する委員会である。各小委員会のメンバーは学長の委嘱によって決定され

る（不定期）。 

⑥ 学生委員会 

 委員長（学生部長）、各学科の専任教員1人，及び学務課長によって組織され、学長の諮

問に応じ、学生生活に関する事項及び保健管理、課外活動、賞罰などに関する事項につい

て審議する（月1回）。 

⑦ キャリア形成委員会 

 委員長、副委員長（以上、学長が委嘱）、各学科の1年生から4年生担当委員各1名、イン

ターンシップ主担当、キャリア支援課長によって組織され、キャリア形成教育の実施方法、

就職指導の基本方針、求人開拓、企業訪問等に関する事項について審議する（月1回）。 

⑧ 研究科委員会 

 学部の教授会に相当し、大学院担当の専任教員によって組織され、大学院における教育、

研究等に関する事項及び学生の入退学、修了等について審議する（月1回）。 

 研究科長は学長が兼務している。なお、教育開発センター所属の教員（特命教員。他の

教員と役割を異にする）を除くすべての教員は、大学院教員を兼務している。 

 

 以上述べたように、本学の教育研究の基本的な組織である理工学部3学科、総合情報学部

2学科、理工学研究科2専攻、図書館及び各センター等の附属機関は、本学の掲げる使命・

目的及び教育目的を達成するための組織として、適切な規模で構成され、それぞれ部会・

委員会等による運営を通じて相互に関連性を保持させていると評価する。 

 

≪エビデンス集(資料編)≫ 

【資料 1-3-8】学則第 1 章  【資料 1-1-1】と同じ 

【資料 1-3-9】大学の教育研究上の目的に関する規程  【資料 1-1-2】と同じ 

【資料 1-3-10】大学院学則第 1 章  【資料 1-1-3】と同じ 

【資料 1-3-11】大学院の教育研究上の目的に関する規程  【資料 1-1-4】と同じ 

【資料 1-3-12】教授会規程 

【資料 1-3-13】大学院研究科委員会規程 

【資料 1-3-14】評議会規程 

【資料 1-3-15】自己評価委員会規程 

【資料 1-3-16】教育部会規程 

【資料 1-3-17】高・大一貫教育部会規程 

【資料 1-3-18】研究推進委員会規程 
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【資料 1-3-19】入試広報委員会規程 

【資料 1-3-20】入学試験・ＡＯ委員会規程 

【資料 1-3-21】大学院理工学研究科運営委員会規程 

【資料 1-3-22】教務委員会規程 

【資料 1-3-23】学生委員会規程 

【資料 1-3-24】安全・衛生委員会規程 

【資料 1-3-25】ハラスメント対策委員会運営要領 

【資料 1-3-26】総合技術研究所運営会議規程 

【資料 1-3-27】図書館・情報センター運営委員会規程 

【資料 1-3-28】やらまいかエデュケーションサイト運営委員会規程 

【資料 1-3-29】先端機器分析センター運営委員会規程 

【資料 1-3-30】教育開発センター運営委員会規程 

【資料 1-3-31】キャリア形成委員会規程 

【資料 1-3-32】組換えＤＮＡ実験安全委員会規程 

 

（3）1－3 の改善・向上方策（将来計画） 

今後とも、本学の使命・目的から 3 つのポリシー、中期計画に至るまで、可能な限り迅

速にホームページ、学生便覧などを通して学内外に公開していく。さらに、中期計画の実

行を通して、使命・目的の全教職員、全学生への浸透を深めていく。なお、部会・委員会

の数、開催頻度、会議時間については、大学評議会において、効率的かつ効果的な大学運

営、教職員の負担軽減等の観点から、その改善方策を引き続き検討していく。 

 

［基準 1 の自己評価］ 

 本学の使命・目的は「学則」等の学内諸規程において明確に定めており、これらは「教

養教育、専門教育、やらまいか教育」によるきめ細かな教育という本学の個性・特色にそ

ったものである。また、使命・目的は学生便覧や本学ホームページに掲げ、学生や教職員、

さらには広く一般社会に公表し、十分な周知を行っている。この使命・目的を達成するた

めの組織として学部・学科、センター等を適切に配置し、その運営を行うために「大学評

議会」や「教授会」をはじめとする部会・委員会を体系的に組織している。以上のことか

ら、本学の使命・目的の明確性、個性・特色等の明示、学生・教職員及び学外への周知等

は適切に行われていると評価する。 
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基準 2．学修と教授 

 

2－1 学生の受入れ 

≪2－1 の視点≫ 

2-1-① 

2-1-② 

2-1-③ 

入学者受入れの方針の明確化と周知 

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 

  大学の入学者受け入れ方針（アドミッションポリシー）は、「やらまいか精神」に象徴さ

れる本学の理念に共感し、自ら考え行動しようとする学習意欲の高い人」であり、入学試

験も「この趣旨に沿い、その芽となる素質・適性を見出すことを狙い」としている。この

受入れ方針に沿った説明文「アドミッションポリシーと入試制度」を、大学ホームページ

等に記載しており、それによって入学志願者などに周知を図っている。 

学部ごとのアドミションポリシーは、「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」の 3.1 節で述べたとおり、求める人材像を以下に示す形で定めてい

る。 

〈理工学部〉 

   ・ 工学または理学に興味を持ち、理工学を通して社会に貢献したい人。 

〈総合情報学部〉 

   ・ コンピュータまたはコンピュータと人間や社会との関係に興味を持ち、ICT を通し

て社会に貢献したい人。 

  なお、理工学部の学科ごとのアドミッションポリシーは定めているが、総合情報学部は

学部一括募集であり学科ごとのアドミッションポリシーを必要としないため定めていない。 

 

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   

前述した大学及び学部の受入れの方針は、○ア理念への志向性、関心、自発性、向上心な

どの態度・行動面の要素と、○イ 素質・適性の内容を担保する学力面の要素を求めている。

○アと○イに対する重みづけの差異にもとづいて、【表 2-1】のとおり複数の入試種別を用意し、

選考方法の使い分けを工夫している。なお、表中の「センター入試」は、本学では「一般

入試」のうちの「前期センター試験利用Ａ・Ｂ」と「後期センター試験利用Ａ・Ｂ」に該

当する。同様に、「附属校推薦」は本学では「法人内推薦」に該当し、「AO入試」には本学

では「高・大一貫入試」を含んでいる。 

学部における一般入試（前期Ａ・Ｂ、後期、前期センター試験利用Ａ・Ｂ、後期センタ

ー試験利用Ａ・Ｂ）は、将来、技術者・研究者として成長していくのに必要不可欠な素養・

素質である基礎学力と創造能力を重視している。 
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したがって学部学科ごとの専門性に応じた試験科目と配点を定めている。たとえば、「前

期Ａ」の場合、理工学部では数学（150 点）、理科（１科目。100 点）、外国語（100 点）の

３教科（合計 350 点）とし、総合情報学部では数学（100 点）、理科（１科目。100 点）、外

国語（100 点）、国語（100 点）から３教科選択（合計 300 点）としている。 

同様に「前期Ｂ」の場合、理工学部では数学（150 点）、理科（１科目。100 点）の２教

科、総合情報学部では数学（100 点）、理科（１科目。100 点）、外国語（100 点）から２教

科選択である。さらに理工学部の場合、理科の１科目は学科ごとに区別しており、機械工

学科では物理、電気電子工学科では物理または化学、物質生命科学科は物理、化学または

生物である。 

「前期センター試験利用Ａ・Ｂ」ならびに「後期センター試験利用Ａ・Ｂ」の場合、理

工学部では数学（100 点）、理科（１科目。100 点）、外国語（100 点）の３教科（Ａ）、総

合情報学部では数学（100 点）、理科（１科目。100 点）、外国語（100 点）、国語（100 点）、

地歴または公民（１科目。100 点）から３教科選択（Ａ）または２教科選択（Ｂ）である。 

一般入試とは異なって、以下の入試種別における受け入れ方法は両学部に共通である。 

推薦入試（法人内推薦、指定校推薦、公募推薦）は、高校での学業成績やクラブ活動等

の活躍に注目し、一般入試では測れない資質を持つ人材を求めている。したがって法人内

推薦ならびに指定校推薦の場合は、調査書（100 点）、小論文（100 点）及び面接（50 点）、

公募推薦の場合は、調査書（100 点）、適性検査（100 点）及び面接（50 点）によって選考

している。 

AO 入試は高校長の推薦などを必要とせず、「やらまいか精神」に共鳴し、本学で是非学

びたいという意欲や積極性のある人材を求めている。したがって学力の確認とともに、実

験への参加、面接、テーマ発表などによる選考を行っている。 

高・大一貫入試は、高校在学中から「発見する喜び」「創造する喜び」を体得して興味・

関心を高めながら、ゆとりをもって大学の専門的な勉学に入っていくという高・大一貫教

育の趣旨にそって、面接によって選考している。大学入学前の個々の生徒の学力は、「夏期

実験講座」の成績及び受講した本学講義科目の成績を、本学内の高・大一貫教育委員会が

把握している。また、出願時に提出される高校３年１学期までの成績と入学前に提出され

る高校３年間の成績、入学前に大学から与えた課題の出来具合、及び入学直後のプレイス

メントテスト（数学、英語）の成績からも把握している。 

 特別入試のうち外国人留学生対象の場合は、日本留学試験における日本語、理科（１科

目）及び数学を受験したことを条件として、面接によって選考している。特別入試のうち

海外帰国生徒対象ならびに社会人対象の場合は、基礎学力（英語、数学。各 100 点）、小論

文（100 点）及び面接（配点は設けていない）によって選考している。 

編入学試験のうち、一般試験（法人内専門学校からの受験を含む）の場合は小論文と面

接によって、外国人留学生（法人内専門学校からの外国人留学生を含む）の場合は日本留

学試験における日本語、理科（１科目）及び数学を受験したことを条件として、小論文と

面接によって、法人内専門学校からの推薦試験の場合は小論文と面接によって、それぞれ

選考している。 

  大学院では次のとおり複数の入試種別を用意し、選考方法の使い分けを工夫している。 

一般入試は、外国語（100 点）、専門（３科目選択。300 点）及び面接によって選考して
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いる。専門の合計 21 科目は、数学、機械系、電子系、情報系、生命系、物質系の分野から

構成されている。学内推薦入試は所属学科での成績上位 30％以内を原則的条件として、書

類審査と面接によって選考している。また、外国人留学生特別入試を設けており、小論文

と面接によって選考している。 

  入試の種別と選考方法以外の特別な制度的工夫として、学部と大学院の双方にスカラ

シップ特待生入試がある。この制度は前述したいくつかの種別の入試のなかに組み入れ

て実施している。 

学部では、一般前期Ａと前期センター試験利用Ａの入試において、成績が特段に優秀

だった者 40 人以内に対して、授業料全額免除の特典を与えている（スカラシップ 100）。

これは平成 10（1998）年度入学の１年生から導入した。また、前期センター試験利用Ａ

の入試において指定教科の合計得点率 60％以上だった者に対して、授業料半額免除の特

典を与えている（スカラシップ 50）。これは平成 22（2010）年度入学の１年生から導入し

た。法人内推薦入試においても成績が特段に優秀だった者６人（２つの高校で原則各３

人）以内に対して、授業料半額免除の特典を与えている（法人内スカラシップ）。これは

平成 22（2010）年度入学の１年生から導入した。大学院では、学内推薦入試において、原

則として所属学科での成績上位 10％以内だった者４人以内を対象として、授業料を半額免

除している（大学院スカラシップ）。これは平成 19（2007）年度入学の１年生から導入し

た。 

以上のスカラシップ特待生制度は、大学のアドミッションポリシーに掲げた「学習意欲 

の高い人」の受入れに有効である。ちなみに直近５年度間におけるスカラシップ特待生の

入学者数は、表 2-1-1 のとおりである。「スカラシップ 100」は毎年度 10 人から 20 人程度、

「スカラシップ 50」は開始初年度には 10 人だったが翌年度から 60 人以上、「法人内スカ

ラシップ」は毎年度６人以内、「大学院スカラシップ」は毎年度３人程度である。 

 

表 2-1-1  スカラシップ特待生数（入学年度期首） 

入学年度 

種別 

平成 19 

(2007) 

平成 20 

(2008) 

平成 21 

(2009) 

平成 22 

(2010) 

平成 23 

(2011) 

平成 24 

(2012) 

スカラシップ 100 10 21     12     20     10 16 

スカラシップ 50            10     60     69 

法人内スカラシップ         5      6      6 

大学院スカラシップ      4      2      4      4      4      2 

 

なお、この制度が経済的な学生サービスとしての機能を併有することは、「基準 2-7-①」

で後述する。 

 

2-1-③ 入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持 

  入学者数（編入学を除く）は、学部については【表 2-1】のとおり、直近５年度間のう

ち理工学部は入学定員を５年度ともに充足し、総合情報学部は４年度充足している。学科

別にみると、直近５年度間のうち理工学部の機械工学科は５年度、電気電子工学科は２年

度、物質生命科学科は４年度、総合情報学部（コンピュータシステム学科・人間情報デザ



静岡理工科大学 

21 

イン学科一括募集）は３年度、それぞれ入学定員を充足している。このとおり学科によっ

ては入学者数が入学定員に多少足りない年度があり、学部全体としては入学者数の安定的

な維持に到達はしていない。 

大学院については【表 2-3】のとおり、直近３年度間のうち入学定員を充足しているの

は１年度である。専攻別にみても、システム工学専攻、材料科学専攻ともに充足している

のは１年度である。定員に対する不充足が常態化している。 

直近５年度間の在籍者数は【表 2-2】のとおり学部では、入学年度による人数増減の影

響を受けているが、５年度間の推移をみると定員にふさわしい在籍者数をほぼ維持してき

た。大学院では、直近５年度間に定員を満たした年度がない。 

平成 24(2012)年 5 月 1 日現在の収容定員（入学定員及び編入学定員）、在籍者数、及び

在籍率は、【表 F-4】【表 F-5】のとおりである。 

学部では、在籍率が理工学部 1.05（機械工学科 1.13、電気電子工学科・電気電子情報

工学科 0.93、物質科学科 1.10）、総合情報学部 1.00（教養課程 1.16、コンピュータシステ

ム学科 1.02、人間情報デザイン学科 0.95）、両学部合計 1.03 であり、学部全体としては定

員の枠を損なわない在籍者数になっている。この状態を一貫して継続させることが課題で

ある。なお、同比率が、理工学部電気電子工学科・電気電子情報工学科と総合情報学部人

間情報デザイン学科では 1.00 を下回っている。これは入学者数の少ない年度があったため

に生じた現象であるが、その後、入学者の学年進行とともに次第に回復し、1.00 に向かい

つつある。 

  大学院理工学研究科では、同比率が 0.36（システム工学専攻 0.27、材料工学専攻 0.50）

であり、1.00 を大きく下回っている。システム工学専攻、材料工学専攻ともに、現時点で

は入学定員を上回る入学者数を確保しがたい状態になっている。 

退学者数、卒業者数は【表 2-4】のとおりであり、直近３年間の退学率の平均値は、理

工学部５％前後（機械工学科４％前後、電気電子工学科４％前後、情報システム学科７％

前後、物質生命科学科５％前後）、総合情報学部４％前後（教養課程４％前後、コンピュ

ータシステム学科４％前後、人間情報デザイン学科４％前後）、理工学研究科４％前後（シ

ステム工学専攻３％前後、材料科学専攻５％前後）で推移している。理工学部情報システ

ム学科の高い比率は、総合情報学部への改組にともなう募集停止によって、在籍者に占

める過年度生の割合が高まったことに起因している。全体として退学率は低い状態を保

っている。なお、退学の原因、改善・向上方策については「基準 2-4」で述べる。 

直近３年間の卒業率（学部の修業年限４年卒業率）の平均値は、表 2-1-2 のとおり、

理工学部 77％前後（機械工学科 77％前後、電気電子工学科 76％前後、情報システム学科

76％前後、物質生命科学科 81％前後）、総合情報学部 78％（一括募集のため学科別卒業

率は算出不能）である。また修了率（大学院の修業年限２年修了率）の平均値は、表 2-1-3

のとおり、理工学研究科 85％前後（システム工学専攻 85％前後、材料科学専攻 85％前後）

である。 
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表 2-1-2  学部・学科別の入学者数及び修業年限４年卒業者数（編入学生を除く） 

 平成 18（2006）年度入学 平成 19（2007）年度入学 平成 20（2008）年度入学 

卒業者数／入学者数 ％ 卒業者数／入学者数 ％ 卒業者数／入学者数 ％ 

機械工学科 66／88 75.0 52／67 77.6 79 ／102   77.5 

電気電子工学科      47／63 74.6 34／42 81.0 50／68 73.5 

物質生命科学科 37／47 78.7 35／46 76.1 50／57 87.7 

情報システム学科 112／146 76.7 84／112 75.0 96／123 78.0 

学部合計 262／344 76.2 205／267 76.8 275／350 78.6 

注：情報システム学科は平成 20(2008)年度入学者から総合情報学部 

 
表 2-1-3  大学院・専攻別の入学者数及び修業年限２年修了者数（編入学生を除く） 

 平成 20（2008）年度入学 平成 21（2009）年度入学 平成 22（2010）年度入学 

修了者数／入学者数 ％ 修了者数／入学者数 ％ 修了者数／入学者数 ％ 

システム工学専攻 3 ／3 100.0 4 ／ 6 66.7 16 ／18   88.9 

材料科学専攻 2 ／3 66.7 6 ／ 7 85.6 9 ／10 90.0 

理工学研究科合計 5 ／6 83.3 10 ／13 76.9 25 ／28 89.3 

 

≪エビデンス集(データ編)≫ 

【表Ｆ-4】学部・学科の学生定員及び在籍学生数 

【表Ｆ-5】大学院研究科の学生定員及び在籍学生数 

【表 2-1】学部・学科別の志願者数、合格者数、入学者数の推移 

【表 2-2】学部・学科別の在籍者数 

【表 2-3】大学院研究科の入学者の内訳 

【表 2-4】学部・学科別の退学者数の推移 

≪エビデンス集(資料編)≫ 

【資料 2-1-1】入学試験要項    【資料 F-4-1】と同じ 

【資料 2-1-2】ＡＯ入試要項  【資料 F-4-3】と同じ 

【資料 2-1-3】第２次中期計画書【資料 F-6-2】と同じ 

 
（3）2－1 の改善・向上方策（将来計画） 

前述したとおり学部の入試種別が多岐に亘り、近年はさらに多様化してきたが、この種

別の多様性が、限られた人的・物的資源のもとで中核的な種別による入学者確保の取り組

みを希薄化させていないか、検討する必要がある。いずれにしろ、入学者を安定的に確保

するための施策について早急に検討する必要がある。 

大学院の入学者数については、増加が容易ではない一因として経済的理由があったため、

平成 19（2007）年より前述したスカラシップ特待生制度を導入した。しかし新卒者雇用情

勢の深刻化にともなって、学部卒業者より明らかに有利といえる就職は実現していない。

大学院は入学定員を充足しないため在籍率も低くなっている。これらの問題点を含め、同

運営委員会で定員充足に向けた増加策に取り組んでいる。なお、大学院に関する「第２次

中期計画」では、増加策を含む大学院改革のため、○ア大学院生の質の向上、○イ教育・研究
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活動の学内外へのアピール、○ウ 就職先の開拓と大学院生の就職に対する意識改革、○エ 大

学院FDの実施を推進していく。 

 

2－2 教育課程及び教授方法 

≪2－2 の視点≫ 

2-2-① 

2-2-② 

教育目的を踏まえた教育課程編成方針の明確化 

教育課程編成方針に沿った教育課程の体系的編成及び教授方法の工夫・開発 

 

（1）2－2 の自己判定 

基準項目 2－2 を満たしている。 

 

（2）2－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

理工学部 3 学科及び総合情報学部 2 学科、理工学研究科 2 専攻それぞれにおいて、建学

の精神に基づいた教育目標が明確に設定されている。この教育目的を達成するために、

「教養教育」、「専門教育」、及び「やらまいか教育」の 3 つの柱（カテゴリー）を連携

させた教育方針（教育課程編成方針）が明確に定められている。また、理念・教育方針な

どはホームページでも公開している。 

学部教育において、開講科目はⅠ類、Ⅱ類及びⅢ類の 3 つの類に分類されており、主と

して人文・社会系の科目からなるⅠ類科目が「教養教育」を担っている。また、数学、物

理など各科共通の専門基礎科目からなるⅡ類科目、及び各科の専門科目からなるⅢ類科目

が主として「専門教育」を担っている。そして、Ⅰ類の「創造・発見 1，2」、「インター

ンシップ」をはじめ、各学科に設けられたⅡ類・Ⅲ類の PBL 科目群が「やらまいか教育」

を担っている。これら 3 つのカテゴリーを連携させることにより、教育課程の体系的な編

成を進めている。 

各学科での対応については、以下に示すとおりである。 

機械工学科では、今年度から始まるカリキュラム改革において、講義科目と実験・実習

科目の結びつきがより密になるように、学生にとってより効率的に学ぶことができるよう、

科目、配当年次及び教育内容について見直しを行った。また、推奨履修科目をコースごと

に明確に特徴づけるものに改めた。実際の教育では、各分野間で教育課程の内容を定期的

に見直す教育改善システムを実行した。さらにピアレビューを実施し、各教員の具体的な

教育内容と問題点を学科全体で報告を受け改善を検討する機会を設けている。 

電気電子工学科では、教育目的を達成するために、電子制御・エネルギーコースが電気

主任技術者の認定校に、情報・通信コースが電子通信主任技術者の認定校となった。各コ

ースでは推奨履修モデルを定め、資格取得を目指した教育課程編成を行ってきた。また、

1 年次の入門科目群や実験科目群を中心として、物作り及びやらまいか教育を取り入れ、

社会的要請に応えられる能力を備えた技術者の養成を行っている。 

物質生命科学科では、教育目的を達成するために理科全般に対する幅広い基礎知識を提

供し、その上に立ったコース内容に沿った深い理解を目指した教育課程の編成を行ってき

た。教育内容を見直し、実験教育と講義の連携を強化し、確実な基礎科目の理解のため必

修化等の措置を講じ、また、各コースの推奨履修モデルを定めた。さらに、バイオ食品化
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学コースでは、食品衛生管理者認定校になるための実験設備・環境の整備を行い、認定校

となった。環境新素材コースでは実験内容を強化し、より実践的な人材の養成ができるよ

うになりつつある。 

コンピュータシステム学科では、システム設計や解析などのシステム開発者に要求され

る数学力やプログラミング力の育成を中心に情報科学・情報処理技術に関する幅広い基盤

育成のための教育課程を編成している。特に、プログラミングに関しては、特別のクラス

を編成して高度なプログラミング力を身につける情報技術者の養成を行なっている。また

近年の情報化社会において期待される組込みシステムの開発技術者の養成として、組込み

システム教育を特別プログラムとして新たなクラス化の検討に入っている。数学力の向上

には、数学教職課程の教育と合わせて、少人数クラス、演習形式などの形態を定着させ、

情報化社会の発展に貢献できる人材の養成を行なっている。 

人間情報デザイン学科では、教育目的を達成するため、プログラミングやソフトウェア

の高度利用を中心とする情報科学・情報処理技術を基盤に置いた教育課程を編成している。

同時に、Web デザイン分野では人間尊重の Web ユーザビリティへの理解、心理・生命情報

分野では高度な情報処理を行う人間への理解、そして物流・経営情報分野では産業活動に

おける情報処理への理解を深めるように、履修推奨モデルを定めている。また、少人数ク

ラス、演習形式などの形態や、やらまいか教育、PBL 科目などの方式を定着させ、ICT を

実践的に活用できる専門職業人を養成している。 

学部教育全体として、カリキュラム編成時においては、複数教員が担当する科目では教

科書を統一し、教育内容の標準化を行っている。 

履修登録に際してはキャップ制度を導入し、教科内容を確実に身につけさせるよう配慮

している。 

各学期終了時には、原則として全科目について学生による授業評価アンケートを実施し

ている。アンケート結果を基に、全教員がアンケートに対する自己評価レポートをまとめ

ることにより、個人での授業改善に努めている。また、ベストティーチャー制度による教

員の表彰、授業公開などを行い、学内全体での教授方法の改善も行っている。 

単位制の主旨を保つために、シラバスにおいて学生に対して教室外学修の指示を行って

いる。 

以上より、「教育目的を踏まえた教育課程編成方針の明確化」及び「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」を満足していると評価する。 

 

≪エビデンス集(資料編)≫ 

【資料 2-2-1】学生便覧    【資料 F-5-1】と同じ 

【資料 2-2-2】静岡理工科大学 HP  【資料 1-1-6】と同じ 

「基本理念・教育方針・学則」http://www.sist.ac.jp/col/co03.html 

【資料 2-2-3】講義要項    【資料 F-5-2】と同じ 

【資料 2-2-4】自己評価レポート 

【資料 2-2-5】ベストティーチャー制度 

【資料 2-2-6】教育開発センター独自教材 

【資料 2-2-7】PBL 科目一覧表 

http://www.sist.ac.jp/col/co03.html
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（3）2－2 の改善・向上方策（将来計画） 

1－2 でも述べたように、Ⅰ類及びⅡ類科目群については、教育部会の下に創設された 8

つの全学的な小委員会及び各学科の評価結果に基づき、教育課程及び教授方法の改善を図

っていく。 

また、各学部・学科においては、Ⅲ類専門科目群の PDCA 小委員会を組織し、専門科目

の教育課程及び教授方法の改善を進めていく。 

教員個々に関しては、学生による授業評価アンケートの結果に対する「自己評価レポー

ト」や「ベストティーチャー制度」「教育シンポジウム」などにより、授業方法の工夫・開

発を継続的に行っていく。 

 

2－3 学修及び授業の支援 

≪2－3 の視点≫ 

2-3-① 

 

教員と職員の協働並びに TA(Teaching Assistant)等の活用による学修支援及

び授業支援の充実 

 

（1）2－3 の自己判定 

基準項目 2－3 を満たしている。 

 

（2）2－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

学生の学修及び授業の支援体制として、教育開発センターを設置し、主として数学、英

語、物理等の日常の学修支援を行っている。また、専門科目についても教育開発センター

が窓口となり、質問の内容により各学科の教員へ引き継ぎを行うなど、全学的な教育支援

体制が整えられている。教育開発センターへの訪問者数は図 2-3-1 に示すとおりである。 
 

図 2-3-1 年度別教育開発センター訪問者数

 

 

年度により訪問者数に若干の増減はあるが、低学年を中心として年間延べ 300 名程度の

利用があり、センターが有効に機能していると言える。 

また、図 2-3-2 には GPA 成績と訪問者数を示す。教育開発センターの設置は成績不振者

への教育支援が主旨であったが、成績不振者の利用が伸び悩んでいるのが現状である。こ
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のため教育開発センターでは、Ⅱ類科目を中心として、成績不振学生への教育開発センタ

ー利用を促す制度の検討を進めている。 

 

図 2-3-2 GPA と教育開発センター訪問者数

 

 

個々の学生には各学科の専任教員を助言教員として定め、また、事務局学務課でも学科

担当職員を定めることにより、両者が協力しながら学生の学習支援及び授業支援を進めて

いる。学生の履修状況、出席状況については、Web 上に学生カルテが設けられている。 
 

図 2-3-3 学生カルテの Top 画面の一例 

 
 

学生カルテには、図 2-3-3 に示すように学生個々の履修情報、成績、出欠の状況などが
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入力されており、パソコン画面上で必要な情報が閲覧できるようになっている。学生への

指導状況を情報として書き込むことも可能であり、また学生の連絡先も入力されているた

め、e-mail や携帯電話で学生と連絡をとることが可能となっており、常に助言教員及び

担当職員等が学生の状況を把握できる体制が整えられている。 

また、教員は各学期にオフィスアワーを設定し、各教員の居室前及び掲示により公開し、

学生の自主的な学習を支援する制度が整えられている。 

さらに、同じく Web 上に設けられた図 2-3-4、図 2-3-5 に示すようなキャリア・ポート

フォリオにより、学生個々に学習や生活、キャリア形成の目標を設定し、自己評価及び助

言教員による評価を行っている。また、学習時間やアルバイト時間、睡眠時間等の入力に

より、教員及び職員が学生の生活状況を把握でき、必要に応じて適宜指導できる。 
 

図 2-3-4 キャリア・ポートフォリオの一例（基本情報、行動履歴等） 

 

 

学生カルテ及びキャリア・ポートフォリオを活用することにより、助言教員と担当職員
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が学生の学習外の生活状況についても相互に把握出来る体制が整えられている。現在のと

ころ体系的・組織的な改善方策は無いが、学科会議等で個別に対応している。また、奨学

金制度、教育開発センター、学生相談室などで原因別に対応している。 
 

図 2-3-5 キャリア・ポートフォリオの一例（目標設定） 

 

 

新入生に対しては入学前学習プログラムを用意し、入学前から学習支援を行っている。

入学前学習プログラムは、センター試験利用を含む一般入試合格者を除く、指定校推薦、

一般推薦、AO 入試、編入学試験合格者を対象に通信教育を行い、全 3 回の課題テスト及び

確認テストを行っている。確認テストの結果に基づき、学力低位者及び希望者には 5 日間

のスクーリング(50 分×5 コマ×5 日)を行っている。平成 23 年度には、約 220 名の通信教

育を実施し、そのうち約 80 名がスクーリングを受講した。 

数学や英語に関しては、普通科高校出身者と専門高校出身者間で入学時の習熟度が異

なるため、習熟度別のクラス分けを行っている。 

数学においては、入学時点でプレイスメント試験を行い、入学時の習熟度に応じた 3 グ
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ループにクラス分けを行っている。上位クラスのグループ A では、1 年前期に「微分積分」

の講義から始めるが、グループ B では 1 年前期に「基礎数学 2」を受講し、1 年後期に「微

分積分」を受講するカリキュラムとなっている。さらにグループ C では、「基礎数学 2」よ

りもさらに基礎的な「基礎数学 1」を 1 年前期で受講し、1 年後期には「基礎数学 2」を、

2 年前期に「微分積分」を受講するカリキュラムとし、習熟度に応じた内容から数学の履

修を始め、グループにより科目の履修時期を変えることにより、最終的に全ての学生を一

定のレベルまで引き上げることが出来るよう工夫している。 

英語においても、入学時にプレイスメント試験を行い、習熟レベルに応じて 3 つのグル

ープにクラス分けを行っている。1 年次では成績上位クラスでは「英語ワークショップ 1」

及び「英語ワークショップ 2」を、中位クラスでは「英語 1」及び「英語 2」を、それ以外

の学生は「基礎英語 1」及び「基礎英語 2」を受講するカリキュラムとなっている。また、

1 年の学年末に再度クラス分け試験を行い、2 年次に再びクラス分けを行うカリキュラムと

なっている。また、上記は全て選択必修科目であるが、成績上位クラスのうち、学習意欲

の高い学生には、選択科目である「アドバンスト英語 1-4」を用意し、更なる英語力の向

上に配慮したカリキュラム構成としている。 

実験科目及び演習科目などでは、技術職員や TA、SA 制度を活用し、少人数ごとに適切

な指導を行う体制を整えている。また、金銭面では各種奨学金の斡旋を行っている。 

退学、停学、留年等に関しては、学生カルテやキャリア・ポートフォリオを活用し、

事前に防止策を取っている。また、助言教員が個別に学生の相談に応じると共に、助言教

員では対応しきれない場合などには、学生相談室にて職員及びカウンセラーが学生の相談

に応じることが出来る体制をとっている。 

退学などの原因については，各科の学科会議で詳細に分析すると共に、教授会におい

て報告が行われ、それにもとづいて学務課によって原因別に集計され、全教員が状況把握

を行い改善に努めている。 

以上より、「教員と職員の協働並びに TA(Teaching Assistant)等の活用による学修支援

及び授業支援の充実」を満足していると評価する。 

 

≪エビデンス集(資料編)≫ 

【資料 2-3-1】学生支援体制の組織図 

【資料 2-3-2】オフィスアワー 

【資料 2-3-3】入学前学習プログラム 

【資料 2-3-4】大学院学生ティーチング・アシスタント規程 

【資料 2-3-5】非常勤教育職員・教育補助員に関する内規 

【資料 2-3-6】ＴＡ一覧 

 

（3）2－3 の改善・向上方策（将来計画） 

今後、学生カルテ及びキャリア・ポートフォリオをさらに有効に活用することにより、

休・退学対策を進めていくとともに、学科会議、教授会で原因分析を行い、防止策につい

て検討を進めていく。キャリア・ポートフォリオについては、より長い期間での目標や反

省を学生が記入し、学生自身の成長を確認できる方向に改善することになった。 
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学生の習熟度に応じた履修を支援する体制をさらに進め、学生個々の学修支援を充実

させていく。 

 

2－4 単位認定、卒業・修了認定等 

≪2－4 の視点≫ 

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

 

（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） 

1 授業時間を 90 分とし、15 週の講義をもって講義科目では 2 単位、演習・実験・実習

等の科目については 1 単位としている。 

単位認定基準は科目ごとにシラバスに明確に示している。評価基準は、100 点満点で 50

点以上を合格、49 点以下を不合格としている。成績表記は秀(S)、優(A)、良(B)、可(C)、

不可(D)とし、各々、秀：100～90 点、優：89～80 点、良：79～65 点、可：64～50 点、不

可：49 点以下が標準的な評価基準である。 

進級及び卒業・修了認定等の基準は学生便覧及び大学院履修要覧に明記している。学

部では、2 年への進級条件：修得単位数 20 単位以上、3 年への進級条件：60 単位以上、4

年への進級条件：卒業に必要な単位数のうち未修得の合計が 20 単位以下、と明確に定めら

れている。 

大学院の学位認定に関しては、「システム工学」及び「材料科学」の 2 専攻について、

各々「修士（理工学）」または「修士（技術経営）」の 2 種類の学位を与えている。学位の

分類は、履修科目及び修士論文テーマにより決定される。 

単位認定及び進級、卒業、修了認定基準は全て厳正に適用されている。ただし、本学

の再試験がシステマティックに運用されている点については、外部評価で問題となる可能

性がある（JABEE 評価での指摘事項）。今後、再試験制度をどう取り扱うか、学内で検討

を始めたところである。 

本学では GPA 制度を採用し、スカラシップ継続基準をはじめ、毎年春に各学年での優秀

な学生を表彰する優秀賞、及び卒業時に 4 年間を通して最も優れた学生を表彰する学長賞

などの評価資料として活用している。また、各学科では、コース配属や卒業研究の研究室

配属の決定、学外の優秀学生表彰制度への推薦者選抜、キャリア支援のための特別選抜生

の選抜、ベストティーチャー学生選考委員の選抜、「特別プログラム」の履修者決定など

に利用している。 

以上より、「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」

を概ね満足していると評価する。 

 

≪エビデンス集(資料編)≫ 

【資料 2-4-1】学生便覧  【資料 F-5-1】と同じ 

【資料 2-4-2】大学院履修要覧  【資料 F-5-3】と同じ 
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【資料 2-4-3】成績評価基準 

【資料 2-4-4】スカラシップ継続資料 

【資料 2-4-5】優秀賞、学長賞資料 

【資料 2-4-6】コース分け資料 

【資料 2-4-7】卒研配属資料 

【資料 2-4-8】大学院修士論文及び最終試験取扱要領 

【資料 2-4-9】卒業判定資料 

【資料 2-4-10】学位審査資料 

 

（3）2－4 の改善・向上方策（将来計画） 

単位認定に関しては、平成 24 年度カリキュラム作成時に、分野別に講義内容の標準化

を行い、単位認定基準を全学的に統一した。今後は教育部会の下に制定した 8 つの小委員

会及び各学科に設置したⅢ類 PDCA 小委員会により、適正な運用及び改善を行っていく。  

GPA 制度は、上位学生・スカラ学生においては、成績が下がらないよう単位の取りやす

い科目のみを選択し、チャレンジせず、興味を広げる努力を妨げている。下位学生も単位

の取りやすい授業を選択し、本来学科として理解して卒業してもらいたい科目の履修者が

少ない。などの弊害があるとの意見もある。この対応については、講義のナンバリング等

を含め教育部会で検討を進めている。 

 

2－5 キャリアガイダンス 

≪2－5 の視点≫ 

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

 

（1）2－5 の自己判定 

基準項目 2－5 を満たしている。 

 

（2）2－5 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

「職業的自立」に比べて「社会的自立」に向けた指導体制は多少弱いものの、教育課程

内と教育課程外の双方をとおして、キャリアガイダンスを含むキャリア形成支援に組織的

かつ体系的に手厚く取り組んでいる。 

  教育課程内では、キャリア形成教育がこれに該当するものであり、学部のⅠ類のキャリ

ア形成プログラムとして、「キャリア開発講座 1・2・3」「就職準備ガイダンス」「実践技術

者講座」「インターンシップ」「ワークライフ実践論」の諸科目を１年生から４年生までの

間に履修するように配置している。このうち「キャリア開発講座 1・2・3」「就職準備ガイ

ダンス」は必修科目である。キャリア形成プログラムは就職対策にとどまらず職業生涯を

中心としたキャリア形成に在学中から踏み出し、社会的・職業的自立を高める内容になっ

ている。これらの科目のシラバスは『2012 講義要項』のとおりである。なお、総合情報学

部のⅢ類には「長期インターンシップ」科目がある。 

大学院には、経営分野のキャリア形成に関連する科目として、システム工学専攻と材料

科学専攻に共通の講義科目「経営戦略論」、システム工学専攻情報学コースの講義科目「財
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務システム」「経営システム設計」がある。 

  教育課程外では、学部と大学院は共通のキャリア形成支援体制をとっている。それは、

Ａ：キャリア支援課、Ｂ：学部・学科、Ｃ：卒業研究指導教員（大学院は研究指導教員）

による三重の支援体制である。ＡとＢとの連携はキャリア形成委員会（大学院は理工学研

究科運営委員会）が、ＢとＣとの連携は各学科のキャリア形成委員（１学科あたり学年ご

との担当４人）と理工学研究科運営委員が担っている。 

キャリア支援課は、キャリア支援ガイダンスとキャリアデザインセミナーを中心に、学

部学生及び大学院生向けの指導を実施している。詳細は『ものづくり企業で活きる就業力

育成をめざす就職支援 2011 年度活動報告書』に記載するとおりである。 

キャリア支援ガイダンスは、主にキャリア支援課職員によって、就職活動に備えるため

の必要な基本情報などを講義形式で学ぶ講座である。ちなみに平成 23（2011）年度は、学

部４年生・大学院２年生向けに２回、学部３年生・大学院１年生向けに７回実施した。出

席率は学部４年生・大学院２年生では 20％から 40％程度、学部３年生・大学院１年生は

70％から 80％程度である。キャリア支援ガイダンスの一部は、2012 カリキュラムのもとで

平成 25（2013）年から、キャリア形成プログラムの「就職準備ガイダンス」科目として教

育課程内で実施する予定である。 

一方、キャリアデザインセミナーは、主に外部講師により就職活動に活用するためのス

キルなどについて、より体験・参加型で実践的に学ぶ講座である。平成 23（2011）年度は、

学部４年生・大学院２年生向けに３回、学部３年生・大学院１年生向けに 11 回実施した。

出席率は学部４年生・大学院２年生では 20％から 40％程度、学部３年生・大学院１年生は

10％から 60％程度である。 

キャリア支援課は、その他に、企業見学会（学部・学科と連携）、企業研究講座、全学

生との面談、模擬試験及びそのフォロー講座、企業セミナー、遠隔地就職活動旅費補助な

どを実施している。また、キャリア支援課に配置した非常勤キャリアカウンセラー（週３

日勤務）も学生と面談を行っており、平成 23（2011）年度は約 200 人の学生が面談を利用

した。 

学部・学科は、キャリア支援課主催の種々の取り組みのうえに、学部・学科の実状に応

じて各学科のキャリア形成委員を中心に、就職模擬面接、未内定者向け説明会などの独自

の取り組みを重ねている。また、前述した「キャリア開発講座 1・2・3」の授業は業者派

遣の外部講師が担当しているが、授業計画の策定、授業の進行調整、成績評価などは各学

科のキャリア形成委員が統括している。助言教員は、キャリア形成委員会の方針にしたが

い、「基準 2-3」で述べた「キャリアポートフォリオ」をとおして、１・２年生の就職活

動前段階の広義のキャリア形成について、助言・指導を行っている。卒業研究指導教員は、

全学ならびに学部・学科の方針をふまえ、４年生（総合情報学部は３年生後期と４年生）

に対して日常的なキャリア形成学習、就職・進路の個別指導に当たっている。 

  他に、資格試験対策講座を、キャリア支援課が「第二種電気工事士」「第三種電気工事士」

「TOEIC」「危険物取扱者（乙４）」「３次元 CAD 利用技術者」について、情報センターが「基

本情報処理」について、それぞれ開催している。また学生が有償で学内業務に協力する活

動（SIST アテンダント、図書館コンシェルジュ、ベストティーチャー選考学生委員、新入

生向け履修登録・ノート PC インストール指導補助など）も社会的自立に寄与している。 



静岡理工科大学 

33 

  以上のさまざまな取り組みのもとで、平成 20(2008)年度までの５年間では学部の内定

率は 95％以上を維持し、大学院の内定率は 85％以上を維持してきた。しかし 2008 年秋

に発生したリーマンショックにともなう全国的な雇用情勢悪化のもとで【表 2-10】のと

おり、翌年度以降は急激に低下し、平成 22(2010)年度は、学部の内定率 87％、大学院の

内定率 80％となった。平成 23(2011)年度は若干回復したが、依然として低迷している。

特に総合情報学部２学科の就職状況が芳しくない。 

 この低迷の主要因は、製造業の比重が大きい静岡県の産業構造が弱点となって全国平

均以上に有効求人倍率が低下したことと、入学時点から地元志向の強い本学学生が就職

に際しても地元志向が強いこととが、雇用ミスマッチを招来したことである。割合だけ

をみると、人数の少なかった平成 23（2011）年度の学部卒業生は、【表 2-11】のとおり

製造業への就職者が過半数を占めた。しかし低迷の背景には、工場の海外移転にともな

う新卒者求人数自体の減少という産業構造の変動が考えられる。また、学生の能力、特

に「社会人基礎力」が劣っていることも見逃せない主要因である。「社会人基礎力」、特

に「自己苔発」「目的意識」「実行力」「交渉力・調整力・コミュニケーション能力」「積

極性・自主性・チャレンジ精神」「持続力・忍耐力」「責任感」について、企業からみた

重要度・必要度と本学卒業生への評価との差が大きいことが、平成 22（2010）年に実施

した「企業アンケート」の結果から明らかになっている。なお、キャリア支援課が平成

24（2012）年３月の卒業時に実施した「就職に関するアンケート」の結果によると、就

職に関する学生の満足度は１から４までの４段階評価で平均 3.2 である。 

 

≪エビデンス集(データ編)≫ 

【表 2-10】就職の状況 

【表 2-11】卒業後の進路先の状況 

≪エビデンス集(資料編)≫ 

【資料 2-5-1】講義要項  【資料 F-5-2】と同じ 

【資料 2-5-2】就職に関するアンケート 

【資料 2-5-3】ものづくり企業で活きる就業力育成をめざす就職支援 2011 年度活動報告書 

【資料 2-5-4】企業アンケート 

【資料 2-5-5】第２次中期計画書  【資料 F-6-2】と同じ 

 

（3）2－5 の改善・向上方策（将来計画） 

キャリア形成支援に関する「第２次中期計画」では、次のとおり改善・向上の戦略と方

策を打ち出し、実行に入っている。○ア SPI試験対策、グループディスカッション、チーム

学習を、１年生から授業科目に導入すること、及びSPI試験対策と小論文対策を３年生か

ら強化することによって、「社会人基礎力」を高める。それによって、ほとんどの学生が、

３年後期末には企業の採用試験に向けて自信をもった状態に到達させる。○イ スカラシッ

プ特待生に学内エリートとして自覚させること、成績上位１割の学生に大手企業への就職

意識をもたせること、及び同学生には３年後期に就職に向けたエリート教育を実施するこ

とによって、大手企業への就職を定着させる。○ウ 各学科の特性を生かしたインターンシ

ップを展開するとともに、企業との連携を含めた卒業研究をとおして地元企業との産学連
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携を強化し、地元企業への就職を強化する。 

なお、国内及び静岡県の産業構造の変動にともなう雇用情勢の変化の方向を追究し、将

来を見通した対策を講じる必要がある。また、キャリア形成支援が就職と就業継続を含む

職業的自立に偏りがちの現状であることから、社会的自立の目標と方策を組み込んだキャ

リア形成支援が今後の課題である。 

 

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） 

教育目的の達成状況を把握する手段の一つとして、アンケート調査がある。本学では、

「在学生アンケート」、「卒業生アンケート」及び「企業アンケート」を数年おきに実施

している。これらの結果は、関連する委員会で分析され、教授会で報告されると共に、中

期計画の策定や実施に活かされている。さらに、今年度より、講義を担当する教員から見

た学生の状況変化を把握するため、「学生の勉学意識に関するアンケート調査」を開始し

た。さらに、学力的な面においては、入学時に実施されるプレイスメントテストの点数分

布、プレイスメントテストの年次変化、プレイスメントテストと入学後の成績との関係、

キャリアアセスメントで実施される言語能力・数理能力の年次変化や成績との関係、成績

の年次変化、などをリアルタイムで見ることができる SIST 情報システム（図 2-5-1 参照。

全教職員に公開）を整備している。 

図 2-6-1 SIST 情報システムの一例

 

以上のように、本学では、各種アンケートや SIST 情報システムによって、在学生及び

卒業生の態度・姿勢や学力を常時把握しながら、教育目的の達成状況を監視している。 

教育内容・方法及び学修指導等の改善を目指すための手法の中心となるのが学生によ
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る「授業評価アンケート」である。「授業評価アンケート」は、基本的に、全科目に対し

て実施され、その結果はその科目の担当教員に全体の平均値と共にフィードバックされる。

各教員は、「授業評価アンケート」の結果に基づき、自分の担当する講義に対する「自己

評価レポート」を作成・提出することになっている。「自己評価レポート」は、全教職員

に開示されると共に、「授業評価アンケート」の結果と「自己評価レポート」は教員評価

資料の一部としても利用されている。 

さらに、前期及び後期において、適当な２週間を設定し、基本的に全講義を全教職員

及び学生の全保護者に対して公開している。その際、授業参観した人にはアンケートに記

入してもらい、その結果は教育部会で分析すると共に、自分の担当している講義に対する

アンケート結果は各教員にフィードバックされている。 

また、公開授業は、ベストティーチャーの選出にも利用されている。まず、「授業評価

レポート」の結果に基づいてベストティーチャー候補者が選出される。この候補者の講義

に対するベストティーチャー選出委員（教職員と学生により構成）によるアンケート結果

によってその年度のベストティーチャーが決定される。ベストティーチャー及びその候補

者は、教授会において学長から表彰される。 

以上より、「教育目的の達成状況の点検・評価方法の工夫・開発」及び「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」を満足していると評価す

る。 

≪エビデンス集(資料編)≫ 

【資料 2-6-1】卒業生アンケート 

【資料 2-6-2】在学生アンケート 

【資料 2-6-3】企業アンケート  【資料 2-5-4】と同じ 

【資料 2-6-4】新入生アンケート 

 

（3）2－6 の改善・向上方策（将来計画） 

先に述べた 8 つの PDCA 小委員会及び各科に設けられたⅢ類 PDCA 小委員会を中心に、全

学的に改善・向上に取り組んでいく。 

各アンケート内容に関して、教育目的の達成状況が直接的に評価できるよう、改善を

進めていく。 

特に、教育目的の達成状況を正確に評価することは非常に難しい。今後とも、アンケ

ート内容の改善、新しい方法の工夫など、積極的に改善を進めていく。 

 

2－7 学生サービス 

≪2－7 の視点≫ 

2-7-① 

2-7-② 

学生生活の安定のための支援 

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。 
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（2）2－7 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

健康の維持・増進、経済的支援、課外活動への支援をはじめ、インフラストラクチャー

の整備、各種の支援、意見・要望の汲み上げとその活用などを含め、きめ細かい学生サー

ビスを実施している。 

 

2-7-①  学生生活の安定のための支援 

  学生生活のうち健康の維持・管理のため、毎年度１回、学生全員の定期健康診断と薬物

乱用防止の新入生向け講習を実施するとともに、非常勤の校医と看護師資格をもった常勤

職員が医務室を担当している。さらに健康の増進のため、指定喫煙場所以外での禁煙の徹

底、空き時間における運動施設の貸し出し、学生食堂の主要メニューの熱量・栄養素表示

などを実施している。特に精神的な健康の維持・管理のため、学生相談室に非常勤の臨床

心理士（月１回勤務）、カウンセラー（２人が各週１回勤務）、及び心理相談員（看護師兼

務。常勤）を配置して学生に対応し、助言・指導や必要に応じて医療機関の紹介、保護者

との連携、助言教員との連携などを行っている。医務室及び学生相談室の利用状況は【表

2-12】のとおりである。平成 23（2011）年度からカウンセラー２人を新たに加えたことに

よって、潜在的な相談ニーズを掘り起こしたと考えられる。 

経済的負担の軽減については、【表 2-13】に示すとおり、学外からの貸与または給付の

奨学金として８種類の制度があり、本学独自の授業料の全額免除、半額免除、または減免

の奨学金として９種類の制度がある。平成 23（2011）年度の実績でみると、のべ人数で合

計 176 人（在籍学生総数の 12.2％）の学生が、日本学生支援機構奨学金を除く表中の何ら

かの奨学金を支給されている。 

本学独自の奨学金には、たとえばスカラシップ特待生制度がある。これはＡ：「スカラ

シップ 100」（授業料全額免除）、Ｂ：「スカラシップ 50」（授業料半額免除）、Ｃ：「法人内

高校スカラシップ」（授業料半額免除）、Ｄ：「大学院スカラシップ」：（授業料半額免除）の

制度であり、Ａは平成 10（1998）年度入学の１年生から、ＢとＣは平成 22（2010）年度入

学の１年生から、Ｄは平成 17（2007）年度入学の１年生から、それぞれ導入した。対象者

は「基準 2-1-②」で述べたとおり該当する入試種別における成績優秀者であり、学部では

「スカラシップ 100」の場合は成績上位 20％以内、「スカラシップ 50」の場合は成績上位

30％以内、「法人内高校スカラシップ」の場合は成績上位 40％以内、大学院では 20 単位以

上修得が次年度の免除継続条件になっている。 

平成 24（2021）年度期首におけるスカラシップ特待生の人数は、「スカラシップ 100」

46 人、「スカラシップ 50」117 人、「法人内スカラシップ」12 人、「大学院スカラシップ」

２人であり、合計 177 人がこの制度による授業料の減免を受けている。 

なお、性格が異なるため【表 2-13】からは除外しているが、ほかに緊急援助奨学生制度

がある。これは、家計が急変した学生 2 名以内に対して当該学期の授業料を免除するもの

であり、平成 20（2008）年度から導入した。 

なお、「基準 2-3」で述べた SA･TA の制度も、「基準 2-5」で述べた遠隔地就職活動補助

制度も、ともに学生の経済的な負担を軽減する機能を果たしている。前者については、SA

（学部学生）には授業１コマあたり\1,500、TA（大学院生）には授業１コマあたり\2,500

を支給している。後者については、平成 23（2011）年度より開始したものであり、条件を
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満たした場合、交通費補助として上限\5,000、宿泊費補助として１泊２日では上限\4,000、

２泊３日以上では上限\8,000 を支給している。 

また、平成 21（2009）年度から、大学が格安寮費で居住性のよい民間社員寮の約 100 室

を確保し、留学生を含む学生に提供している。平成 24（2012）年 6 月現在で 39 人が入居

している。また、平成 22（2010）年度から、大学が民間アパートの約 50 室を確保し、月

額\10,000 の補助をつけて遠隔地出身の学生に提供している。平成 24（2012）年度期首に

おいて 49 人が入居している。 

  課外活動の促進については、クラブ（プロジェクト活動と一部重なるクラブ活動を含む）、

大学祭実行委員会、クラブ連合委員会、キャンパスライフ学生会議などの学生団体に対し

て、活動場所としてクラブハウス、サークル部室、すずよクリエイティブハウス（創作シ

ョップ）を提供し、各種運動施設、教室なども貸与している。また、新入生歓迎会（クラ

ブ連合委員会主催）に半日、大学祭（大学祭実行委員会主催。準備と後片づけを含む）に

４日など、大学の年度スケジュールの中に課外活動の行事時間を確保している。 

【表 2-14】に示すとおり、これらの学生団体に通常の活動費を補助するとともに、新入

生歓迎会、大学祭、ソフトボール大会、フットサル大会、チャレンジハイクなどの行事費

用を補助している。これらの費用は、大学予算から支出する場合と後援会予算から支出す

る場合がある。行事だけでなく通常の活動についても、その円滑な運営を学務課職員と顧

問教員が必要に応じて助言している。ボランティア活動、起業活動などにも、必要に応じ

て教職員が助言などを行っている。課外活動にともなう遠方への移動手段を確保するため、

通常運行時間外にスクールバス（本学所有のマイクロバス）を活用している。 

 

以上のとおり課外活動促進のため各種の支援を行っているが、クラブ――本学では学生

サークルをクラブと称する――などへの加入率が低い実態となっている。平成 24（2012）

年６月現在で、大学に登録した正式なクラブは 34 団体で、加入者数合計（のべ人数）は

693 人であり、在籍学生数の 45％程度であるが、実人数加入率は 30％台と推測される。た

だし、前年度ののべ人数 569 人と比較すると、約 120 人増加している。 

  学生サービスの一環として、その他にインフラストラクチャーの整備がある。通学手段

の提供として、スクールバスを最寄りの愛野駅との間に通常期は往復 70 本前後運行し（片

道\100、18:30 以降無料）、自家用車通学のため学生駐車場（半期\6,000）を整備している。

スクールバスの運行は、平成 22（2010）年度からはマイクロバスの購入などによって便数

を増やすとともに、運行期間・時間帯を拡大した。食事・売店は平成 21（2009）年 9 月か

ら通常期 19:00 まで営業時間を延長し、予約制で夜食弁当も販売している。また、シャワ

ートイレの設置を教育棟各階から開始し学内全体に増やしつつある。これらの整備は「基

準 2-7-②」で後述する学生からの意見・要望の反映でもある。 

  学生生活についての総合的支援として、「基準 2-2」で述べた助言教員または学生委員の

教員が学生の相談にのり、助言・指導（学生相談室との連携を含む）を行っている。 

  なお、社会人・編入学生・留学生に対しては、入学時に特別なガイダンスを実施してい

る。特に留学生に対しては、前述したとおり奨学金の支給や低額で快適な住居の確保を手

厚く行っている。 

   



静岡理工科大学 

38 

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 

  各種の施設・設備への満足度、各種の学修支援・学生支援への満足度、総合評価、及び

大学への要望など、学生生活全般に亘る内容の「在学生アンケート」を数年に一度実施し

ている。その分析結果を学内に公表し、各学科から改善に生かすための見解も企画室で集

約している。同時に、学生委員会・学務課をはじめ該当する委員会・課の定常的な取り組

みに反映させている。これらの検討や定常的な取り組みをふまえて、本学全体の中期計画

の策定・実行に生かしている。平成 24（2012）年度から始まった第２次中期計画は、その

現れである。   

他にキャリア支援課、各学科がアンケートなどで独自に意見・要望を把握し、業務の改

善に反映させている。図書館の選書では、一般学生からの要望、「図書館選書 WG」学生か

らの一般書の推薦、「図書館コンシェルジュ」学生からの学習書の推薦を受けている。また

食堂については、請負業者が不定期に利用者対象のアンケートを実施するとともに、「学生

食堂連絡会」のメンバーである学生代表から意見・要望を受けている。また、各プロジェ

クトからの意見・要望は、学生と教職員から構成される「ものづくり活動推進会議」にお

いて取り上げている。学生生活全般については、各学科・各学年の学生代表から構成され

る「キャンパスライフ学生会議」が一般学生の意見・要望を汲み上げてとりまとめ、学生

委員会・学務課が対応する仕組みになっている。 

特に留学生については、関係する教職員から構成される「留学生交流推進委員会」が意

見・要望に対応するとともに、留学生のなかでも多数を占める中国出身学生向けに中国語

を母語とする教職員１人（中国語非常勤講師と学務課非常勤職員を兼務）を配置して対応

している。 

 

≪エビデンス集(データ編)≫ 

【表 2-12】学生相談室、医務室等の利用状況 

【表 2-13】大学独自の奨学金給付・貸与状況 

【表 2-14】学生の課外活動への支援状況 

≪エビデンス集(資料編)≫ 

【資料 2-7-1】緊急援助奨学金生規程 

【資料 2-7-2】在学生アンケート  【資料 2-6-2】と同じ 

【資料 2-7-3】キャンパスライフ学生会議主宰の各種アンケート 

【資料 2-7-4】第２次中期計画書  【資料 F-6-2】と同じ 

 

（3）2－7 の改善・向上方策（将来計画） 

  学生支援に関する「第２次中期計画」では、○ア学生主体のキャンパスの活性化と○イ SIST
学生としての自覚と帰属意識の高揚を目標としている。 

○アは、ハードの面としてインフラストラクチャーの整備、ソフトの面として課外活動の

興隆と学友会結成との相乗作用という両者をとおして、キャンパスのにぎわいと学生の満

足感を高め、その過程で学生が主体的に成長することを狙っている。そのため、学友会の

結成と活動を大学が促進し、学友会を核として学生諸団体の自主的な運営能力を高めるこ

と、そのきっかけとして新入生歓迎会や大学祭における学生同士の協働を活用すること、
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及びインフラストラクチャーの整備によって活動しやすいキャンパスを作ることに取り組

んでいく。これらの取り組みが、クラブ団体数や加入者数の増加に寄与するはずである。 
○イは、自校教育の導入、学友会結成、及び本学の個性・優越性表出による一体感形成作

用をとおして、本学学生としてのアイデンティティや愛着ができることを狙っている。そ

のため、「フレッシュマンセミナー」に自校教育を導入すること、及び学友会の活動をとお

して学生を統合し、同時に学生の大学業務協力集団や学内のボランティア活動集団を育成

して、大学に対する貢献意欲を具体化することを推進していく。これは○アにも効果的と考

えられる。なお、学生の大学業務協力集団や学内のボランティア活動集団は、クラブ連合

委員会、大学祭実行委員会、学友会などの学生団体とどのような関係を構築することが望

ましいのか、また大学としてどのように支援するのかは、今後の検討課題である。 
 また、学生の意見・要望に対して、個別的な回答を超えた体系的な回答をどのような形

で公表していくかは、現在のキャンパスライフ学生会議の活動や学友会の結成と関連づけ

て、実施方法を検討する必要がある。 

 

2－8 教員の配置・職能開発等 

≪2－8 の視点≫ 

2-8-① 

2-8-② 

 

2-8-③ 

教育目的及び教育課程に即した教員の確保と配置 

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

する教員の資質・能力向上への取組み 

教養教育実施のための体制の整備 

 

（1）2－8 の自己判定 

基準項目 2-8 を満たしている。 

 

（2）2－8 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

年齢構成の偏りや職位構成の学科間格差がみられるものの、教員の専門性や経験などか

らみて教育目的と教育課程にふさわしい確保と配置を実施している。資質・能力向上への

取組みは、研究時間の確保や若手教員の研修・育成という課題が存在しているが、教員評

価、FD をはじめ全体としては適切に取組んでいる。教養教育実施のための体制も整備さ

れている。 

 

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 

基準 1-1 で述べた本学の使命ならびに理工学部３学科、総合情報学部 2 学科、及び大学

院理工学研究科修士課程のそれぞれの目的（人材養成の目的）にそって、教育課程ごとに

ふさわしい専門性を備えた教員を確保し、配置している。 

本学の教員組織は【表 F-6】に示すとおり、理工学部の機械工学科では専任教員 12 人（う

ち教授 8 人）、電気電子工学科では 12 人（うち教授 5 人）、物質生命科学科では 13 人（う

ち教授 9 人）、総合情報学部のコンピュータシステム学科では 10 人（うち教授 4 人）、人間

情報デザイン学科では 14 人（うち教授 5 人）である。両学部のすべての学科が、専任教員

8 人以上でうち教授４人以上という大学設置基準で必要とされる人数を常に満たしている。
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また、教職課程についても、専任教員 2 名以上でうち教授１名以上という教職課程認定基

準で必要とされる人数を常に満たしている。なお、本学では週の所定内労働時間が 40 時間

の四分の三以上に当たる雇用契約を締結している教員は、後述する「特任教員」「特命教員」

等で採用された場合であっても、専任教員に位置づけている。 

全学（両学部及び教育開発センター）の専任教員 65 人の構成をみると、職位別では教

授 32 人、准教授 20 人、講師 13 人、助教 0 人、助手 0 人であり、バランスが保たれてい

る。ただし総合情報学部に限ると、教授は 24 人中 9 人であり教授の比重が小さい。性別

では女性は全学で 4 人にすぎない。年齢別では【表 2-15】のとおり、全学で 30 歳以下１

人、31～40 歳 8 人、41～50 歳 16 人、51～60 歳 17 人、61～70 歳 23 人、71 歳以上 0 人と

なっており、高年齢層が多いという偏りがある。 

授業科目ごとの職位別専任教員の配置状況は【表 2-5】のとおりであり、ほとんどの必

修科目には専任教員を配置している。大学院は、教育開発センター所属の特命教員 4 人を

除く専任教員全員（61 人）が兼担している。 

  開設授業科目における専兼比率は【表 2-17】のとおりである。両学部共通の教職科目（必

修のみ）では 46.43％であり 50％を下回っているが、同じく共通のⅠ類では約 70％である。

両学部各学科のⅡ類では 70％弱に、同じくⅢ類では、学科間に差があるが約 70％から約

100％に達しており、専任教員が大半の科目を担当している。なお、両学部の各学科に所属

する専任教員がⅠ類の約 70％に当たる諸科目を分担する形になっている。前述のとおり、

本学では大学院所属の専任教員を配置していない。 

 

 2-8-②  教員の採用・昇任等、教員評価、研修、FD をはじめとする教員の資質・能力        

向上への取組み 

 教員（正規教員）の採用は、欠員が生じた場合や組織を改編し教員の増員が必要な場合

に行われる。昇任は慣例として毎年１回行われている。各ポストに対して定員が存在する

わけではないので、たとえば教授のポストが空いた場合、内部昇任で補うべきか、新規の

教授を採用すべきかといった問題は存在しない。教員の昇任と採用は切り離して行われて

いる。 

教員を採用する必要がある場合は、「教員選考基準」と「教員候補者選考規程」にした

がって次のとおり行われる。学長は教員候補者の選考手続きの開始について、大学評議会

及び常務理事会に諮るとともに、全学教授会に報告する。大学評議会は、学長、当該学部

長、専任教員 2 人、及び学校法人の常勤理事 2 人からなる教員候補者選考委員会を設置す

る。教員候補者選考委員会は、教員を募集（原則として公募）して候補者を選考し、学長

に推薦する。学長は、推薦された候補者について大学評議会の議を経て決定し、全学教授

会に報告の上、理事長に上申する。その候補者について、理事長は常務理事会の議を経て

任命する。なお、助手については、当該学科などの推薦により当該学部長が選考し大学評

議会及び全学教授会に報告する。 

募集・採用にあたっては、「教員選考基準」において、教授、准教授、講師、助教、助

手の職位ごとに、博士の学位、大学・短期大学・高等専門学校における専任教員の経歴な

どの資格要件を明記しており、さらに「教員候補者選考規程」において、人格、学歴、職

歴、著書論文、教育能力など、選考委員会が候補者について調査すべき項目を明記してい
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る。大学院研究指導教員適格判定については、研究科委員会の決定として、研究業績、教

育の実績・評価、及び研究面での社会貢献に関する指標を定めている。これらの資格要件、

調査項目、指標にもとづいて選考することによって、資質・能力の高い教員を採用してい

る。 

なお、特任教員については「学部及び大学院特任教員の採用に関する内規」、特命教員

については「特命教員の採用に関する内規」、客員教員については「学部及び大学院客員

教員の採用に関する内規」にしたがって、前述した一般の教員の採用にほぼ準じた手順で

採用を行っている。その際、経歴などから十分な資質・能力を有することがすでに明白な

候補者だけを選考対象としているため、ふさわしい知識、業績、経験など総合的に評価し

て選考している。非常勤講師については、当該学科等の推薦により学部長が選考し、全学

教授会に報告する。 

在籍教員の昇任は、「教員昇任候補者選考規程」と「教員昇任候補者選考内規」にした

がって以下のとおり行われる。学長は、昇任候補者の推薦を行うことについて、理事長と

協議の上、大学評議会に諮る。学長は、期間を定めて昇任候補者の推薦を受け付ける。な

お、昇任候補者を推薦できる者は、学長と専任教授である。専任教授会の下に学部長と専

任教授 4 人からなる昇任候補者推薦委員会を置き、学長は、昇任候補者をこの委員会に推

薦する。昇任候補者推薦委員会は、教員選考基準に基づき、候補者の資格審査、評価を行

い、学長に報告すると共に、大学評議会に諮る。専任教授会は、出席した教授の半数以上

の同意をもって昇任候補者を内定し、学長、大学評議会、教授会に報告する。学長は昇任

候補者を決定し、理事長に推薦する。 

  昇任候補者の選考にあたっては、「教員候補者選考内規」において、提出資料のうち業績

調書に盛り込む事項として、教育、研究、学内運営、社会的貢献などの事項を挙げている。

これらの事項を評価して選考することによって、資質・能力の高い教員を昇任させている。 

教員評価は、Ａ：学期ごとの担当科目についての自己評価（授業の自己評価レポート）、

Ｂ：年間の研究活動などについての自己申告にもとづく客観的評価（教員データベース）、

及びＣ：年度ごとの総合的な自己評価（教員の自己評価書）を参考にした学部長及び学長

による総合的な教員評価の 3 種類がある。Ａは学生による授業評価アンケートの結果を参

照しながら授業改善に活用し、Ｂは次年度の基礎教育研究費の上乗せ配分額に反映し、Ｃ

は次年度の昇給比率に反映する仕組みになっている。これらの評価制度は、教員の資質・

能力向上を促す機能を併有している。 

  研修については、教職員を対象とした毎年度 2 回の教育シンポジウム、学生相談研修会

などを学内で開催している。研究面では、50 歳以下の専任教員を対象とした２か月以内の

「若手教員短期研修制度」が平成 21（2009）年度から発足し、毎年度若干名の教員が利用

できる。これまでの累積で 2 人が利用した。 

  FD については、学部、大学院ともに教育評価委員会が統括しているが、全学の枠組みに

おける FD 推進自体は、教育部会のもとにある FD 推進小委員会が担っている。以下に述べ

るさまざまな FD の取り組みの成果は、平成 24（2012）年度から導入された「2012 カリキ

ュラム」に反映されている。 

  学部については、教育評価委員会の下に各種の教育 PDCA 小委員会とピアレビュー委員会

を置いている。教育 PDCA 小委員会は、Ⅰ類（次の 2-8-③で詳述）について４委員会、Ⅱ
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類について４委員会を置いている。その他、Ⅲ類については学科ごとに科目群に応じた小

委員会を置いているが、理工学部機械工学科と総合情報学部のようにⅠ類・Ⅱ類・Ⅲ類を

含めて科目群ごとに PDCA を担う小委員会ないし分科会を置いている場合もある。機械工学

科の場合は、JABEE への対応として学外からの評価を前提とした FD となっている。以上の

とおり、組織的には、FD は科目群ごとの小委員会などが実際の活動を担っている。この小

委員会などは科目担当者と重なる部分が大きく、当事者の自主的な活動という性質をもっ

ている。ピアレビュー委員会は、現在、理工学部の機械工学科に設けており、他の学部・

学科にも設けていく計画である。       

また前述の FD 推進小委員会が担う FD の一環として、授業公開とベストティーチャー選

考がある。授業公開は毎年度の前期と後期にそれぞれ２週間を設定し、原則としてすべて

の科目を教職員と法人役員は誰でも参観できる取り組みである。ベストティーチャー選考

は、科目履修学生による授業評価アンケートの結果から、得点の高い科目・クラスをⅠ類・

Ⅱ類から２つ、Ⅲ類から３つノミネートしたうえで、ベストティーチャー選考委員 12 人（FD

推進小委員会委員の教職員７人と各学科から選ばれた学生 5 人で構成）が前述の公開授業

の参観とノミネートされた教員が作成した説明文書にもとづいて行っている。他に、前述

した学期ごとの担当科目についての自己評価（授業の自己評価レポート）、及び教育シンポ

ジウムなどの研修も、FD の一環をなしている。以上の取り組みはいずれも教育部会が統括

している。 

大学院については、基本的に学部各学科の PDCA に包摂されているが、その位置づけと

性格について明確な学内合意には至っていない。「基準 2－1」の「改善・向上方策」にお

いて述べたとおり、第 2 次中期計画で掲げている「大学院 FD の推進」をとおして、そのあ

り方を明確化していく。 

 

 2-8-③  教養教育実施のための体制の整備 

本学の教養教育はⅠ類（人間・文化科目）に該当し、この類は「クラスタ」とよばれる

10 分野に区分されている。そのうち、やらまいかプログラムはやらまいか教育 PDCA 小委

員会（下位に「創造・発見」担当者会議を置く）が、外国語クラスタは外国語教育 PDCA 

小委員会が、アドバンストプログラムはアドバンスト教育 PDCA 小委員会が、キャリア形成

プログラムはキャリア形成教育 PDCA 小委員会がそれぞれ PDCA を担っている。これらのク

ラスタはいずれも教育評価委員会の下にある。残りの 6 クラスタ（人文、社会、保健体育、

日本語、自然・科学技術、総合）は、教育部会が PDCA を担っている。各クラスタの科目担

当教員は、当該クラスタの PDCA 小委員会委員の任期を交代で務める仕組みになっている。 

  Ⅰ類の科目担当教員は、前述のとおり専兼比率が約 70％であり、非常勤講師の比率がや

や高い。担当している専任教員は理工学部と総合情報学部の各学科にも分属しているが、

人間情報デザイン学科所属の一部教員と教育開発センター所属の一部教員が、比較的多く

の科目を担当している。ただし、キャリア形成プログラムの諸科目をはじめ複数の非常勤

講師がオムニバス形式で担当する科目は、専任の教員がシラバス作成、授業のスケジュー

ル管理、成績評価などを担っている。 

Ⅱ類もⅠ類と同様に、担当している専任教員は理工学部と総合情報学部の各学科に分属

しているが、担当している科目・クラスの多寡は学科間で多少偏りがある。 
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≪エビデンス集(データ編)≫ 

【表 F-6】全学の教員組織（学部等、大学院等） 

【表 2-5】授業科目の概要 

【表 2-15】専任教員の学部、研究科ごとの年齢別の構成 

【表 2-16】学部の専任教員の１週間当たり担当授業時間数 

【表 2-17】学部・学科の解説授業科目における専兼比率 

≪エビデンス集(資料編)≫ 

【資料 2-8-1】静岡理工科大学委員会組織図 

【資料 2-8-2】教員選考基準 

【資料 2-8-3】教員候補者選考規程 

【資料 2-8-4】教員昇任候補者選考規程 

【資料 2-8-5】教員昇任候補者選考内規 

【資料 2-8-6】学部及び大学院特任教員の採用に関する内規 

【資料 2-8-7】特命教員の採用に関する内規 

【資料 2-8-8】学部及び大学院客員教員の採用に関する内規 

【資料 2-8-9】授業評価アンケート 

【資料 2-8-10】授業の自己評価レポート 

【資料 2-8-11】教員の自己評価書 

【資料 2-8-12】教員データベース 

【資料 2-8-13】教員評価規程 

【資料 2-8-14】若手教員短期研修制度規程 

【資料 2-8-15】第２次中期計画書  【資料 F-6-2】と同じ 

 

（3）2－8 の改善・向上方策（将来計画） 

管理運営・人材育成に関する第２次中期計画では、教員については、○ア管理職登用への

キャリアパス設定を含む教員の経営（管理運営）能力の育成を若手教員の時代から始める

こと、○イ近似研究分野での少人数グループによる研究支援をはじめとして、「ゆるやかな

講座制」にもとづく若手教員の研究・教育・管理運営能力向上のための指導体制の導入を

検討することを挙げている。○イには博士学位未取得者への指導と研究支援も含まれる。 

これらの方策は、多種多様な日常業務の処理に追われて、若手教員がその能力を十分に

伸長・発揮できない事態を防ぐためである。そのため、「若手教員短期研修制度」をより利

用しやすい形に改善することを、研究推進委員会で検討中である。 

また、若手、中堅、ベテランを問わず教員の研究時間の確保については、従来から懸案

になってきた。専任教員の 1 週間当たり担当授業時間数は【表 2-16】のとおりであるが、

授業以外に学内の諸々の運営業務や学生の相談・生活指導業務などに多大な時間を費やし

ている。これについては、たとえば部会・委員会などの整理、会議開催回数などの改善を

実施してきた。また、理学系研究拠点としての「先端機器分析センター」の平成 22（2010）

年度末竣工、今年度着工の「やらまいか創造工学センター」の創設などによって、研究活

動の場の充実が進行中である。教員の各種業務を総合した視点から、業務全般を効率化し

見直すことによって、さらに改善を図っていく。 
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FD については、すでに推進体制が全学共通のⅠ類・Ⅱ類の科目群だけでなく、各学科

Ⅲ類の科目群まで整備されたため、今後は、教育 PDCA 小委員会とピアレビュー委員会と

の関係を整理しつつ、現場の次元で有効に機能するように推進していく。 

以上の研究と FD についても、「第２次中期計画」の実行をとおして改善していく。 

 

2－9 教育環境の整備 

≪2－9 の視点≫ 

2-9-① 

2-9-② 

校地、校舎、設備、実習施設、図書館等の教育環境の整備と適切な運営・管理 

授業を行う学生数の適切な管理 

 

(1) 2-9 の自己判定 

基準項目 2-9 を満たしている。 

 

(2) 2-9 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

・施設設備に関する大学評価基準と現状との対比 

本学のキャンパスは、静岡県袋井市の一か所のみであり、校地、校舎、設備、実習施

設、図書館等の教育上必要となる施設を集約して設置している。校地面積は 86,804.3

㎡であり、校舎面積は 22,291.8 ㎡である。これらはいずれも設置基準上必要な面積を

満たしている（【表 2-18】）。 

講義室、演習室等は【表 2-20】に示すとおりであり、教育棟には講義室 17 室、演習

室 6 室、その他 5 室(ワークステーション室など)が、研究実験棟には大学院セミナー室

2 室、セミナー室 2 室、大学院生・卒研生自習室 1 室がある。教室の運営管理は学務課

が担当している。実験室は【表 2-21】に示すとおり、研究実験棟に学生用実験室 6 室と

各教員が持つ研究実験室 61 室、情報処理学習施設 9 室等からなる。実験・実習室の運

営は各学科・各教員が管理している。 

附属施設及びその他の施設に関しては、【表 2-22】【表 2-23】に示すとおりであり、「工

作センター」「すずよクリエイティブハウス（創作ショップ）」「夢創造ハウス」「エンジ

ン実験棟」の建物群を「やらまいかエデュケーションサイト（Ｙ．Ｅ．Ｓ）」と称し、

学生に開放するとともに、本学のやらまいか教育の中心施設として「創造・発見」の授

業やフォーミュラカー製作などの課外活動で盛んに利用されている。また、「先端機器

分析センター」は、平成 22 年度文部科学省「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」

に採択された研究プロジェクトを推進する研究拠点であり、基礎科学の研究や新素材の

開発などに活用しているほか、近隣企業と連携した研究開発など地域産業の活性化にも

貢献することを目指している。 

 

・教育環境に関する学生満足度調査に関する結果 

平成 22 年度に実施した在学生アンケートの結果によると、施設・設備に関する満足

度は、表 2-9-1 に示すとおり 5 点満点で平均 3.3 点であり、概ね満足を得ていると判断

できる。また、当該アンケートにおける意見等に関して分析を行い、改善策を検討し、

必要と判断されるものから順次対策を講じている。 
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表 2-9-1 平成 22 年度 在学生アンケート 施設・設備関係(抜粋) 

項目 5 4 3 2 1 平均 

学生ホール・休憩施設 31 88 152 89 59 2.9 

講義室・実験室 57 144 163 48 12 3.4 

体育館・トレーニングルーム 47 81 221 43 18 3.2 

グラウンド・テニスコート 39 66 235 37 28 3.1 

図書館 88 157 149 16 13 3.7 

合計 262 536 920 233 130 3.3 

 

・施設設備の安全管理 

本学の施設設備は安全・衛生委員会及び総務課の下で、安全管理規程に従って適切な

整備、運営されており、教育研究環境並びに学生アメニティ設備は、学生と教職員に有

効に活用されている。 

今後も施設設備の安全性や快適性を保つため、総務課及び安全・衛生委員会等の関連

部門が中心となって、更にきめ細かい対応策を検討し実施する。また、第２次中期計画

における長期利用計画に基づき、施設設備の拡充・整備並びに建物等のメンテナンスに

ついても計画的に実施している。 

 

・授業（講義、演習、実験等）のクラスサイズ 

本学ではきめ細かな教育を目指し、主要な科目はできる限り少人数で行っている。ま

た、同じ科目を複数回開講するなどして、履修者数が中講義室の座席数(130 人程度)を

上回るクラスを極力少なくしている。平成 23(2011)年度前期・後期の開講クラス数は計

566 クラスであったが、このうち履修者数が 130 人を超えたために大講義室(座席数 180

人 2 室、260 人１室)で授業を実施しなければならなかったのは 23 クラス(全クラスの

4.1%)と、ごく少数であった。また、実験や演習に関する科目は、少人数によるクラス

にて実施するなど、クラスサイズに配慮して開講している。 

 

上で述べたように、主要な科目はできる限り少人数で行っているため、講義室の数の

点から多少問題が出ている。表 2-9-2 に示すのは、平成 24（2012）年度前期における各

講義室の使用率である。 

絶対的な数の点で不足しているわけではないが、使用率が高い講義室が多く、学生や

教員にとって好ましい時間割が組みにくい状況になっている。 

表 2-9-2 各講義室の使用率 

講義室 講義室の数 収容人数(約) 使用率(％) 

300 講義室 1 260 40.0 

大講義室 2 170 50.0 

中講義室 7 120 58.3 

中講義室（LL)  2 80 38.0 

情報演習室(大) 1 120 40.0 

情報演習室(中) 4 100 58.0 

小講義室 6 50 42.7 
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≪エビデンス集(データ編)≫ 

【表 2-18】校地、校舎等の面積 

【表 2-20】講義室、演習室、学生自習室等の概要 

【表 2-21】学部の学生用実験・実習室の面積・規模 

【表 2-22】附属施設の概要(図書館を除く) 

【表 2-23】その他の施設の概要 

≪エビデンス集(資料編)≫ 

【資料 2-9-1】安全管理規程 

【資料 2-9-2】安全管理規程運用内規 

【資料 2-9-3】安全手帳 

【資料 2-9-4】附属図書館利用規則 

【資料 2-9-5】図書館利用案内 

【資料 2-9-6】情報センター利用手引 

【資料 2-9-7】先端機器分析センター利用案内 

【資料 2-9-8】工作センター利用案内 

 

（3）2－9 の改善・向上方策（将来計画） 

 学生実験室が狭い点に関しては、旧機器センターやクリーンルームの改装、やらまいか

創造工学センターの新設などによって、平成 26 年度には改善される予定である。しかしな

がら、講義室の数の問題に関しては当分残る可能性がある。今後、時間割の組み方をさら

に工夫する努力を続けていく。 

 

［基準２の自己評価］ 

学部における入学者数は過去 3 ヵ年、入学定員を充足している。教育課程の編成につい

ては「教養教育」「専門教育」「やらまいか教育」の 3 つを連携させた教育課程編成方針を

明確に定めている。学生の学修支援は、教育開発センターの利用、TA 活用、キャリアポー

トフォリオの利用等によりきめ細かく実施している。単位付与、進級・卒業等の基準は教

務関係規則やシラバスにおいて明確に定め、適切に運用している。キャリアガイダンスは

Ⅰ類の「キャリア形成プログラム」により体系的に取り組んでいる。教育目的の達成評価

は PDCA 小委員会において実施している。学生サービスは学生委員会を中心に、課外活動支

援、学費減免や家賃補助等の経済的支援、メンタルヘルス対応、アメニティ改善など広範

囲かつ学生の視点に立った施策を行っている。教員配置については、各学科の教育目的を

達成するために、適切な人員の選考と配置が行われている。以上のことから基準 2 を満た

していると評価する。 
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基準 3．経営・管理と財務 

 

3－1 経営の規律と誠実性 

≪3－1 の視点≫ 

3-1-① 

3-1-② 

3-1-③ 

 

3-1-④ 

3-1-⑤ 

経営の規律と誠実性の維持の表明 

使命・目的の実現への継続的努力 

学校教育法、私立学校法、大学設置基準をはじめとする大学の設置、運営に関

連する法令の遵守 

環境保全、人権、安全への配慮 

教育情報・財務情報の公表 

 

（1）3－1 の自己判定 

 基準項目 3－1 を満たしている。 

 

（2）3－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-1-①経営の規律と誠実性の維持の表明 

 本学園は「技術者の育成をもって地域社会に貢献する」という建学の精神の下、「学校法

人静岡理工科大学寄附行為」及び「学校法人静岡理工科大学寄附行為施行規程」に基づき

理事会を最高決定機関とし、また、理事長が法人の代表となって業務の総てを統轄し、運

営を行っている。「学校法人静岡理工科大学寄附行為」第 3 条では「この法人は、教育基本

法及び学校教育法に従い、学校教育並びに専修学校教育及び各種学校教育を行うことを目

的とする」と定め、教育基本法及び学校教育法に定める法令を遵守するとともに、これら

の法律の精神に則り、誠実に経営にあたることを表明している。また、教育・研究機関と

して公共的、社会的使命に誠実にあたるべく「学校法人静岡理工科大学倫理行動規範」を

制定し、全教職員の遵守すべき行動基準として「教育・研究の姿勢」「法令・職業倫理の遵

守」「人権・人格の尊重」「適正な業務の遂行」「情報開示・説明責任の遂行」の各項目を掲

げてそれぞれの行動基準を規定し、その継続的な実行を明確に表明している。 

≪エビデンス集(資料編)≫ 

【資料 3-1-1】学校法人静岡理工科大学寄附行為 

【資料 3-1-2】学校法人静岡理工科大学寄附行為施行規程 

【資料 3-1-3】学校法人静岡理工科大学倫理行動規範 

 

3-1-②使命・目的の実現への継続的努力 

 大学の経営は 5 ヶ年の中期計画(第 1 次:平成 19(2007)年度～平成 23(2011)年度，第 2

次:平成 24(2012)年度～平成 28(2016)年度)を策定し、これに基づいて計画的な運営を行っ

ている。中期計画は各年度に、各担当部署・学科・委員会等において当該年度の実行計画

を立案し、教育・研究・地域連携・入試・就職・財務・人事・設備投資等の多方面の施策

を中期計画に沿うよう計画的に推進している。また、秋に中期計画の進捗状況と達成度の

中間評価を行い、使命・目的の確実な履行を継続的に実施するための仕組みを整えている。

加えて、本学の理念と目標の実現を全学生及び教職員が常に意識し、これに向かって日々、
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教育・研究に取り組む姿勢を維持するために「理念・目標」を学内の各棟、全研究室、事

務室・センター等に常時掲示し、啓蒙に努めている。 

≪エビデンス集(資料編)≫ 

【資料 3-1-4】第２次中期計画書  【資料 F-6-2】と同じ 

【資料 3-1-5】中期計画の平成 24 年度実行計画書 

【資料 3-1-6】「理念・目標」を記した掲示物 

 

3-1-③ 学校教育法、私立学校法、大学設置基準をはじめとする大学の設置、運営に関連

する法令の遵守 

本学は【表 3-2 】に示すとおり、学校教育法、学校教育法施行規則、大学設置基準、学

位規則、私立学校法、各種告示など、大学の設置・運営に関する法令を遵守している。ま

た、大学設置基準に定める基準教員数、校地・校舎面積についても法令に定める基準を満

たしている。法令改正への対応は法人室総務担当と大学総務課が所掌し、諸官庁等からの

通知、教育関係諸団体の説明会等での情報収集に基づき、迅速かつ適切に対応している。

学内諸規則の改定を要する事項がある場合は、関係部署・委員会等との協議を経て、大学

評議会及び全学教授会に改正案を諮り、法人本部の常務理事会及び規則審査委員会の審議

を経て、常に最新の法令に適合するよう対応している。 

≪エビデンス集(データ編)≫ 

【表 F-6 】全学の教員組織(学部等)、同(大学院等) 

【表 2-18】校地、校舎等の面積 

【表 3-2 】大学の運営及び質保証に関する法令等の遵守状況 

 

3-1-④ 環境保全、人権、安全への配慮 

1)安全管理・環境保全について 

本学の安全管理は「静岡理工科大学安全管理規程」「静岡理工科大学安全管理規程運用

内規」に基づき、学長を委員長とする「安全・衛生委員会」が全学の安全管理・環境保全

等に関する事項を統括し、安全確保を図っている。安全・衛生委員会の事務は総務課が担

当し、施設設備の衛生・安全についての全般的な保守管理を行っている。また、空調設備

点検、衛生給排水設備の維持管理、清掃等については専門業者に業務を委託している。実

験に使用する毒劇物等の薬品は国・県の指導に従い各教員が実験室において適正に保管・

管理している。また、教員は計画的な購入をするとともに入出庫を記録・管理し紛失・盗

難・不正使用の防止、保管庫内の薬品容器の転倒・拡散防止の措置を講じている。 
 なお、安全・衛生委員会では、地震・防災や学生実験における注意事項を記述した『安

全手帳』を作成し、全学生と教職員に配布している。学生実験開始にあたっては、実験担

当教員が安全手帳の内容を詳細に説明し事故防止に役立てている。また、安全委員会の委

員による年 1 回の「安全パトロール」では、実験室や各センターの薬品の管理状況、什器

等の地震対策、安全通路の確保、電気配線の適切性、ガス検知器の有効性等について点検

を行い要改善箇所を安全・衛生委員会に報告し、各室管理責任者、総務課担当者がこれを

受けて速やかに改善を行っている。このほか、飲料水の残留塩素については、専門業者が

常時測定し年 1 回の貯水槽及びタンクの清掃を行い、水質の安全性を確保している。照明
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設備の照度は、施設の用途・目的に合わせて確保し、学生・職員の健康維持に努めている。

電気の受電設備、消防設備（消火器・避難器具等）、ボイラー、ガス漏れ感知器等につい

ては、定期的に点検を行い関係行政に報告している。 
 また、環境問題としてはクールビズの実施、夏期冷房温度の 28℃設定、蛍光灯の間引き

点灯などによる節電対策、構内分煙による受動喫煙防止、委託業者による実験廃液の水質

管理などを厳密に実施し、環境保全を図っている。 
≪エビデンス集(資料編)≫ 

【資料 3-1-7 】安全管理規程 

【資料 3-1-8 】安全管理規程運用内規 

【資料 3-1-9 】安全衛生委員会規程 

【資料 3-1-10】安全手帳 

 

2) 災害等に備えた体制 

 本学では、災害対策として「危機管理規程」を制定し、地震災害・風水害と噴火等の自

然災害や大規模で人為的な事故や災害から学園の財産である学生、教職員、施設設備等を

守るため、その組織や対応を定めている。また、新入生には前出の『安全手帳』のほかに

『地震が発生した時の行動ガイド』を全員に配布するとともに、教職員には「学校法人静

岡理工科大学緊急時対応カード」を常時携帯させ緊急時の出動先（近隣の法人内各学校）

を明らかにし、東海大地震等の大規模災害に備えている。 

大学では年 1 回、袋井市消防本部の協力を得て、教職員と学生による総合防災訓練を実

施している。平成 24(2012)年 5 月に開催した防災訓練では、避難訓練・三角巾実技訓練、

消火訓練、煙体験訓練を実施した。これらはすべて「静岡理工科大学消防計画」に基づい

て行っている。また、本学園では学生・生徒・教職員の災害時安否情報をインターネット

を利用して確認・集計する「災害時安否所在確認システム」を導入しており、年 4 回程度、

全学生及び教職員を対象として安否情報メールの送受信訓練も実施している。このほか、

研究実験等で放射性同位元素を取扱う作業については、「静岡理工科大学放射線障害予防規

程」と「静岡理工科大学研究実験棟放射性同位元素実験室放射線障害予防細則」に基づき、

放射線障害の防止と安全確保を図っている。なお、放射性同位元素の取扱いは「安全・衛

生委員会」が所管しており、法令に基づく講習会の開催や健康診断の実施を通して学生・

教職員に予防対策を周知している。組換えＤＮＡ実験については、これを適正に実施し、

その安全確保を図るため「組換えＤＮＡ実験安全管理規程」と「組換えＤＮＡ実験委員会

規程」を定めている。これに基づき、組換えＤＮＡ実験にあたっては「安全責任者」「実験

責任者」を選任し、実験従事者はこの両責任者の指示に従って法令を順守して安全確保に

努めている。「組換えＤＮＡ実験委員会」は学部長を委員長とし、本学教員の他に地域代表

者、地域自治体等から外部委員を選任し、公正な運営を図っている。 

≪エビデンス集(資料編)≫ 

【資料 3-1-11】危機管理規程 

【資料 3-1-12】地震が発生した時の行動ガイド 

【資料 3-1-13】静岡理工科大学消防計画 

【資料 3-1-14】災害時安否所在確認システム利用ガイド 
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【資料 3-1-15】静岡理工科大学放射線障害予防規程 

【資料 3-1-16】静岡理工科大学研究実験棟放射性同位元素実験室放射線障害予防細則 

【資料 3-1-17】組換えＤＮＡ実験安全管理規程 

【資料 3-1-18】組換えＤＮＡ実験委員会規程 

 

3)人権への配慮 

・情報セキュリティ対策について 

本学園は情報セキュリティの確保と向上を統一的な視点で行うために「情報セキュリテ

ィ委員会」（委員長：専務理事）を設置し、「情報セキュリティ基本方針」「情報セキュリ

ティ対策基準」「情報セキュリティ実施手順」に基づき、大学における情報セキュリティ

対策組織を設け、情報の適正な管理を行っている。統括責任者(専務理事)－副統括責任者

(学長)－責任者(学部長、事務局長等)－管理者(学科長、部課長等)で構成し、更にシステ

ム管理者、ネットワーク担当者を別に定めている。また、学生や一般市民に対してはホー

ムページに「プライバシーポリシー」を発表し、本学の情報セキュリティの方針を広く周

知している。 

・ハラスメント対策について 

本学園は、ハラスメントの防止と排除のための措置を定めた「ハラスメント防止等に関

する規程」に基づき、法人本部に「ハラスメント防止委員会」を設置し、学園全体のハラ

スメント防止にあたっている。また、この下に各学校に対策委員会を設置しており、大学

では「静岡理工科大学ハラスメント対策委員会運営要領」に基づき委員長（学部長・互選）

と委員（学生部長、事務局長、相談員 4 人）で構成する「ハラスメント対策委員会」を設

置している。学生には『学生便覧』に掲載の「ハラスメントを防止しよう」の内容をガイ

ダンスにおいて説明している。ハラスメントについては学務課職員と非常勤の臨床心理士

２名が学生相談室で学生及び教職員からの相談に当たる体制をとっている。このほか、ハ

ラスメント防止対策として全ての教員研究室と研究実験室の入口扉に透明ガラスを取付け、

密室感の解消を図っている。 

≪エビデンス集(資料編)≫ 

【資料 3-1-19】情報セキュリティ基本方針 

【資料 3-1-20】情報セキュリティ対策基準 

【資料 3-1-21】情報セキュリティ実施手順 

【資料 3-1-22】プライバシーポリシー 

【資料 3-1-23】ハラスメント防止等に関する規程 

【資料 3-1-24】静岡理工科大学ハラスメント対策委員会運営要領 

【資料 3-1-25】『学生便覧』p108～109「ハラスメントを防止しよう」 

 

3-1-⑤ 教育情報・財務情報の公表 

1) 教育情報の公表 

本学の教育情報は、「学校教育法施行規則」に定められている以下の項目について、大

学ホームページや学生便覧、大学案内等の刊行物により公表している。 

①大学の教育研究上の目的に関すること 
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②教育研究上の基本組織に関すること 

③教員組織，教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること 

④入学者に関する受入方針及び入学者の数，収容定員及び在学する学生の数，卒業又は 

修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること 

⑤授業科目，授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること 

⑥学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること 

⑦校地，校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること 

⑧授業料，入学料その他の大学が徴収する費用に関すること 

⑨大学が行う学生の修学，進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること 

≪エビデンス集(資料編)≫ 

【資料 3-1-26】静岡理工科大学ＨＰ 

「教育情報の公表」http://www.sist.ac.jp/col/co12.html 

 

2) 財務情報の公表 

学校法人は、私立学校法により財産目録，貸借対照表，収支計算書，事業報告書及び監

事による監査報告書を関係者への閲覧に供することが義務付けられている。また、情報公

開法の施行に伴い、従来からの届出に加え、財務情報の開示と説明責任の必要性がいっそ

う求められている。本学園の財務状況については、学校法人静岡理工科大学ホームページ

において、平成 19(2007)年度～平成 23(2011)年度までの 5 カ年について、財産目録、貸借

対照表、資金収支計算書、消費収支計算書、事業報告書、監査報告書（理事会用・評議員

会用）を公表している。また、学校法人静岡理工科大学寄附行為第 36 条「財産目録等の備

付」において、財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書、監査報告書を常に事務

所に備え付けるとともにこの法人の設置する学校に在学する者その他利害関係者からの請

求に応じて閲覧に供しなければならない、と規定している。 

≪エビデンス集(資料編)≫ 

【資料 3-1-27】学校法人静岡理工科大学ホームページ 

           「決算・事業報告(平成 19～23 年度」http://www.sist-net.ac.jp/kessan.html 

 

（3）3－1 の改善・向上方策（将来計画） 

大学の使命・目的の実現に向けた施策を継続的に実行するため、「第２次中期計画」の

着実な履行に全学を挙げて取り組むとともに、各施策の実行状況の中間報告、年度総括を

行い、この PDCA サイクルにより成果の達成を図る。「災害時安否所在確認システム」につ

いては学生登録率が低いため、防災訓練時の登録促進、在学生対象登録説明会の開催、新

入生への啓蒙強化等により登録率の向上を図る。教育情報及び財務情報の公表については、

学生、保護者等のステークホルダーや一般の方にも分かりやすい情報を提供するよう、デ

ータのグラフ化や解説資料を添えるなどの工夫を図っていく。なお、情報の公表で定めら

れている努力目標「教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報を積

極的に公表するよう努めるものとすること」については未対応であるので、教育部会でこ

の公表準備を進める。 

 

http://www.sist.ac.jp/col/co12.html
http://www.sist-net.ac.jp/kessan.html
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3－2 理事会の機能 

≪3－2 の視点≫ 

3-2-① 使命・目的の達成に向けて戦略的意思決定ができる体制の整備とその機能性 

 

（1）3－2 の自己判定 

 基準項目 3－2 を満たしている。 

 

（2）3－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

１）理事会 

本学園は私立学校法の規定に基づき、「学校法人静岡理工科大学寄附行為」及び「学

校法人静岡理工科大学寄附行為施行規程」において理事会を最高意思決定機関と位置付

けている。また、理事長が法人の代表者としてすべての業務を統轄し、運営を行ってい

る。執行体制は、図 3-2-1 の組織図に示すとおり、理事長の下に学長、大学担当理事、

中学・高校担当理事、専門学校担当理事、本部統括担当理事の執行部理事を置き、後述

する経営委員会と常務理事会において学園全体の諸課題について審議・決定している。 

 

図 3-2-1 学校法人静岡理工科大学の組織 
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理事会は 5 月、9 月、2 月に年 3 回、定例的に開催しており、必要があればその都度、

臨時の理事会を開催する。本法人が行う教育事業に関する一切の業務及びこれに伴う一

切の事務に関する事項の決定及び執行は理事会が行う。なお、理事会の出席に関しては、

寄附行為第 13 条第 9 項において「理事会に付議される事項につき書面をもってあらか

じめ意思を表示した者は、出席者とみなす」と規定しており、これらの意思表示出席者

を加えた出席率は 100％であり、意思決定は適切に行われていると言える。 

２）経営委員会・常務理事会 

理事会は迅速かつ的確な意思決定を行うために、「学校法人静岡理工科大学理事会業

務委任規則」を定め、理事長に一定の権限を委任しており、更に「学校法人静岡理工科

大学専決規程」により執行部理事に一定の枠内での専決権を与えている。 

経営委員会は理事長を議長として、執行部理事及び理事長が指名する役職員(現在は、

学長と大学事務局長)で構成し、これに事務局として法人室次長が加わる。経営委員会

は毎月 1 回定例的に開催し、学園が直面する諸問題をはじめ、懸案事項、将来構想等、

広く経営課題について協議する。常務理事会から経営委員会に対してこれらの提案がな

された場合は、これを審議し、必要に応じて理事会に上程する。また、「理事会業務委任

規則」により、理事会から理事長に委任された予算執行権限の一部について審議を行う。 

常務理事会は、法人統括担当専務理事を議長とし、各部門の担当理事、大学事務局長

及び監査室次長を構成員とし、事務局として法人室次長を加え、毎週 1 回、理事長及び

経営委員会への上程案、重要な業務に関する事項など、法人全体の経営及び各校の運営

に関する事項について審議を行い、必要事項は経営委員会に上程する。常務理事会は必

要に応じて理事長が出席するできることとしており、意思決定の迅速化を図っている。 

また、法人本部と大学の意思疎通を図り、大学の運営管理を円滑にすることを目的と

し、月 4 回の常務理事会のうち１回は学長、学部長を加え、大学に関する議題を中心に

①大学の長期、中期及び短期の事業計画に関する事項、②予算及び決算に関する事項、

③大学教員の採用・昇任人事に関する事項、④その他の経営課題に関する事項、などに

ついて協議し、必要な事項は経営委員会へ上程する。 

役員等の選考は「学校法人静岡理工科大学役員等候補者推薦規程」に従い、理事会か

ら推薦された委員４名及び評議員会から推薦された委員３名で構成される「役員等候補

者推薦委員会」を法人本部に設置し、理事長の諮問に応えて役員候補者を推薦する。そ

の際、教育全般に見識を持った地域社会及び経済界の有識者や大学教育に深い知識を有

する者を候補者に選び理事長に推薦する。理事長はこの意見を尊重し検討したうえで、

理事会・評議員会に候補者を推薦し承認を得る。 

 以上のように、理事会は寄附行為の規程に基づき適切な時期・回数で開催され、本学

園の最高意思決定機関としての機能を十分に果たしている。また、議決、審議、諮問の

それぞれの役割を持つ機関(経営委員会、常務理事会等)は有効に機能し、理事会ととも

に本学園の戦略的意思決定を円滑に推進している。これらの会議には学長が委員として

出席しており、法人と大学との意思疎通を常に密に保っている。このように本学園では

迅速かつ適切な意思決定を行う体制が整っている。理事の選考については「役員等候補

者推薦規程」に基づき適切な手続きにより候補者を選考し理事会・評議員会の承認を得

ている。以上のことから、基準項目 3-2 を満たしていると評価する。 
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≪エビデンス集(資料編)≫ 

【資料 3-2-1】学校法人静岡理工科大学寄附行為  【資料 3-1-1】と同じ 

【資料 3-2-2】学校法人静岡理工科大学寄附行為施行規程  【資料 3-1-2】と同じ 

【資料 3-2-3】経営委員会運営要領 

【資料 3-2-4】常務理事会運営要領 

【資料 3-2-5】学校法人静岡理工科大学理事会業務委任規則 

【資料 3-2-6】学校法人静岡理工科大学専決規程 

【資料 3-2-7】学校法人静岡理工科大学役員等候補者推薦規程 

【資料 3-2-8】理事会・評議員会出欠表（平成 24 年 2 月・5 月開催分） 

 

（3）3－2 の改善・向上方策（将来計画） 

 今後も、理事会主導のもとで、公益性と効率性を追求した新たな内部統制、透明性の

高い人事制度、担当役員制、中期計画に基づく学園運営などの改革を継続して行い、そ

の成果を着実に上げていく。 

 

3－3 大学の意思決定の仕組み及び学長のリーダーシップ 

≪3－3 の視点≫ 

3-3-① 大学の意思決定組織の整備、権限と責任の明確性及びその機能性 

3-3-② 大学の意思決定と業務執行における学長の適切なリーダーシップの発揮

  

（1）3－3 の自己判定 

基準項目 3－3 を満たしている。 

 

（2）3－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

学長の職務については「学校法人静岡理工科大学組織規程」により「学長は、大学の校

務を掌り、所属職員を統括する」と規定しており、理事会の方針に基づいて大学運営全般

を行う権限と責任を有することを明確に定めている。また、大学の運営組織として学則に

「大学評議会」と「全学教授会」の両組織の設置を規定している。「大学評議会」は大学の

最高審議機関であり、学長・学部長・学科長・図書館長・学生部長・理工学研究科運営委

員長・大学担当理事及び事務局長を構成員とし、学長が議長となり、教育・研究に関する

基本方針の策定、教員人事に関する事項、施設・設備の整備に関する事項など大学の重要

事項について審議する。「全学教授会」と「理工学研究科委員会」は学長、専任の教授・准

教授・講師・助教を構成員とし、学長が議長となり（ただし全学教授会は学長が議長代理

を指名）、規則等の制定・改廃、教育課程の編成、学生の厚生及び補導、学生の入学や卒業、

学位授与などに関する事項について審議する。 

学部教育の諸施策の意思決定は「教育部会」(教育体系の変更に係わる事項)、「教務委員

会」(教務関係の定常的事項)、「各学科会議」(諸委員会等から出される方針、施策の学科

内での検討)などでの議論を経て原案が作成され、「大学評議会」、「全学教授会」で審議・

決定する。大学院教育に関しては教務委員会と教育部会の役割を兼ねた「理工学研究科運

営委員会」で原案が作成され、「大学評議会」、「理工学研究科委員会」で審議・決定する。



静岡理工科大学 

55 

研究に関しては「研究推進委員会」及び「総合技術研究所」が中心となり、研究の活性化

や戦略の立案を行っている。なお、附属図書館、各センター等において生じた教育研究上

の諸問題・施策は、それぞれを所掌する「運営委員会」「ワーキング・グループ」等の組織

において検討を行ったうえで「大学評議会」「全学教授会」に諮り、審議・決定する。 

このほか、学長は職指定により「自己評価委員会」、「教育評価委員会」、「安全・衛生委

員会」、「入学試験・ＡО委員会」等の主要な会議の委員長として会議の運営を行っている。

更に学長は職指定により「大学院理工学研究科委員長」と「総合技術研究所所長」も兼務

しており、大学院における高度な教育・研究の推進、総合技術研究所における研究推進、

外部資金獲得、産学官連携等の事業について、学長自らがトップとして組織運営を統括し

ている。 

学長を補佐する事務組織としては学長直轄の「企画室」を設置しており、内外の高等教

育関連事項に関する調査研究、大学の将来計画等など学長の適切な意思決定に資する業務

を行っている。 

以上のことから、本学は学長のリーダーシップが適切に発揮される体制のもとで、組織

的な大学運営とその意思決定が行われていると評価する。 

 

≪エビデンス集(資料編)≫ 

【資料 3-3-1】「学校法人静岡理工科大学組織規程」 

【資料 3-3-2】大学評議会規程 

【資料 3-3-3】教授会規程 

【資料 3-3-4】大学院研究科委員会規程 

【資料 3-3-5】学部教授会規程 

【資料 3-3-6】教育部会規程 

【資料 3-3-7】教務委員会規程 

【資料 3-3-8】大学院理工学研究科運営委員会規程 

【資料 3-3-9】研究推進委員会規程 

【資料 3-3-10】総合技術研究所規程 

【資料 3-3-11】総合技術研究所運営会議規程 

【資料 3-3-12】自己評価委員会規程 

【資料 3-3-13】自己評価委員会実施要項 

【資料 3-3-14】教育評価委員会規程 

【資料 3-3-15】安全・衛生委員会規程 

【資料 3-3-16】入学試験・ＡО委員会規程 

 

（3）3－3 の改善・向上方策（将来計画） 

本学の委員会組織図（「図 1-3-2 部会・委員会等組織」）にあるとおり、現在、学内には

約 30 の部会・委員会があり、この下に小委員会やワーキング・グループも数多く組織され

ている。これは、キャリア形成教育の強化、教育 PDCA 組織の明確化、やらまいか教育の推

進など、一連の大学改革の推進に伴って増加してきたものであるため、やむを得ない面も

あるが、このために教職員が多くの会議のメンバーを兼務することとなり、会議への出席
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や施策立案作業などの負担が増加している。このことは一方で、教職員の学生に対する手

厚い指導・助言を行う時間を減らす方向につながる恐れがあるため、効率よい委員会運営、

スリムな委員会組織の構築に向けて大学評議会で検討を進めていく。 

 

3－4 コミュニケーションとガバナンス 

≪3－4 の視点≫ 

3-4-① 

 

3-4-② 

3-4-③ 

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 

法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックによるガバナンスの機能性 

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） 

１）法人及び大学の各管理運営機関並びに各部門の間のコミュニケーションによる意思

決定の円滑化 

学長は職指定で理事会の理事となっており評議員も兼務している。また、理工学部長

は評議員に選任されている。理事会には理工学部長・事務局長も出席しており、学園の

方針・意思決定に関わる管理部門である理事会と、教学部門である大学との連携を密に

行っている。また、日常的には、毎週開催される常務理事会を通して、法人本部執行部

理事に大学における重要事項の報告・相談、協議を行っているほか、月次で開催される

経営委員会、合同校長会においても審議、報告がなされており、法人本部並びに各校と

大学とのコミュニケーションは円滑である。これらの会議はそのコミュニケーションを

通して法人・大学間の業務執行の相互チェックの機能も果たしており、学園の迅速な意

思決定に繋がっていると評価できる。 

 

 ２）法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックによるガバナンスの機能性 

監事の選任及び職務については、「学校法人静岡理工科大学寄附行為」第 6 条に「監

事 3 人」を置くと規定している。また、同・第 8 条（監事の選任及び職務）の中で選任

方法及びその職務について明確に規定しており、評議員会の同意を得て、理事長が指名

する。 

私立学校法並びに「学校法人静岡理工科大学寄附行為」に基づく監事の財務状況及び

業務監査については、平成 23 年度には理事長、執行部理事、学長・各校長からのヒア

リングも含め延べ 25 回の各校及び法人室での監査を実施し、その結果を平成 24 年 5 月

29 日開催の理事会・評議員会に結果報告を行っている。また、監事の理事会への出席に

ついては、平成 23 年度及び平成 24 年度に開催された理事会においても全員が出席して

おり、理事の業務執行の管理についても特に問題なく良好である。 

評議員会については理事会と同様、年 3 回、定例的に開催しており、必要に応じて臨

時に開催している。評議員会への諮問事項は、「学校法人静岡理工科大学寄附行為」第
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21 条に①予算並びに事業計画、借入金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、②予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄 、③寄附行為の変更、

④合併、⑤目的たる事業の成功の不能に因る解散 、⑥寄付金品の募集に関する重要事

項、⑦その他この法人の業務に関する重要事項で理事会で必要と認めたものと規定され

ており、それぞれ理事長の諮問に基づき審議されている。評議員の選任に関しては「学

校法人静岡理工科大学寄附行為」第 23 条に明確に定められており、本学園職員、本法

人設置学校卒業者、学識経験者等、定められた区分の中から規定に従い定められた人数

を満たすよう、適切に選任している。また、学長が職指定により評議員に加わることも

規定している。評議員の評議員会への出席状況は意思表示出席者を加えると毎回 100％

であり問題はない。 

 

 ３）リーダーシップとボトムアップのバランスのとれた運営 

 大学をはじめとして、学園全体での業務提案は、毎年 1 月に、各校が予算編成時に作

成する年度事業計画を法人統括担当専務理事及び部門担当理事と各校校長及び幹部教

職員とのヒアリングを行い、中期計画に基づく次年度の実行計画の説明を受けるととも

に、学園全体の課題への提案を受け、協議する場が設けられている。 

また、本学園には、法人本部執行部役員と各校からの代表委員からなる「職員懇談会」

が組織されており、3 ヶ月に 1 回、法人本部及び各校の状況の共有化を図るとともに、

主に人事処遇の改善や業務改善等に関して要望や提案を受け、具体的な改善施策に反映

させている。 

大学事務局では毎週金曜日に「課長会」を開催し、事務局長が会議のリーダーとなつ

て各課・センターの意見を吸い上げるとともに、経営委員会や常務理事会の議案や学園

の経営課題等を部課長を通して全教職員に周知している。また後述するように、ＳＤ研

修の一環として定期的に実施している、若手職員による「学外研修参加報告会」や「テ

ーマ検討会」、各部課長による「課題・問題解決のための意見交換会」は、管理職と一

般職員の全員参加による情報共有・課題検討の場であり、また、各職員が抱える問題意

識の発掘と各課の経営課題を再認識する場となっている。 

  教員からの意見は、各学科が毎月定期的に開催している「学科会議」及び各学科委員

で構成する各種の「部会・委員会・ワーキンググループ」等で議論され、重要事項につ

いては学科長や委員長が意見集約した後、大学評議会に意見・提案等の形で提出される。

大学評議会ではこれらについて協議し、必要な場合は当該事項を担当する委員会等に検

討を指示する。また、全学的な周知が必要な事項については、教授会や研究科委員会に

おいて学長や事務局長などから全教員に対して説明を行っている。 

以上のことから、法人・大学をはじめとした学校間のコミュニケーションは良好であ

り、監事・評議員の選考も寄附行為や関連規定に定められたとおりに行われていること、

一般教職員の意見を定期的に吸い上げるボトムアップの仕組みが学園内と大学内にお

いて制度化され、実行されていると評価する。 

 

≪エビデンス集(資料編)≫ 

【資料 3-4-1】学校法人静岡理工科大学寄附行為  【資料 3-1-1】と同じ 
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【資料 3-4-2】学校法人静岡理工科大学寄附行為施行規程  【資料 3-1-2】と同じ 

【資料 3-4-3】経営委員会運営要領 【資料 3-2-3】と同じ 

【資料 3-4-4】常務理事会運営要領 【資料 3-2-4】と同じ 

【資料 3-4-5】合同校長会運営要領 

【資料 3-4-6】学校法人静岡理工科大学役員等候補者推薦規程 【資料 3-2-7】と同じ 

【資料 3-4-7】職員懇談会実施要綱 

【資料 3-4-8】理事会・評議員会出欠表 【資料 3-2-8】と同じ 

 

（3）3－4 の改善・向上方策（将来計画） 

法人と大学間の各部門のコミュニケーションについては、毎週開催される常務理事会へ

の事務局長の出席、毎月開催される経営委員会への学長・学部長・事務局長の出席など、

法人の定例会議に大学役職者が出席することにより十分な意思疎通が図られ、良好な状態

にある。ただし、法人本部と大学および各校の所在地が県内に点在していることもあり、

情報の共有化を如何に広く迅速に図るかが課題となっている。情報共有化への改善につい

ては、大学諸規程を法人室でも最新のデータで共有するよう改善を図るなど、ネットワー

クを活用した学園全体での情報共有化を検討している。このような施策を引き続き実行し、

法人と大学並びに各校での互いに保有する最新の情報をもとに、意思決定を迅速に進めて

いけるよう環境整備を図る。 

 

3－5 業務執行体制の機能性 

≪3－5 の視点≫ 

3-5-① 

 

3-5-② 

3-5-③ 

権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した組織編制及び職員の配置による

業務の効果的な執行体制の確保 

業務執行の管理体制の構築とその機能性 

職員の資質・能力向上の機会の用意 

 

（1）3－5 の自己判定 

基準項目 3－5 を満たしている。 

 

（2）3－5 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

本学の職員数と職員構成はデータ編【表 3-1】に示すとおりであり、事務組織は図 1-3-1 

のように編成している。大学の事務局は総務部、学生事務部、図書課、技術課で組織され

ている。総務部には総務課と入試広報推進課を置き、庶務・経理・資産管理・研究活動支

援・学生募集等の業務を行っている。学生事務部には学務課とキャリア支援課を置き、教

育全般並びに学生生活全般の支援と就職支援の業務を行っている。また、教育開発センタ

ーは非常勤職員 1 人と学務課職員の兼務により運営している。図書課には司書を、工作セ

ンター、先端機器分析センター、情報センターには技術職員を配置して、それぞれの専門

知識・技術に基づいた教育・研究支援業務を行っている。  

 職員の採用は「学校法人静岡理工科大学職員服務規程」第 7 条で「新たに職員を採用す

る時は採用試験及び選考を行い、その結果に基づき公正に決定する」と規定しており、適
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切な選考、配属が行われている。また、昇任に関しては「目標管理制度」を採用しており、

「資格制度運用規程」や「人事評価規程」で「職員の職務目標レベルに応じた適正な格付、

職務目標へのチャレンジを通じての人材育成」などの方針を明らかにしている。昇格審査

はこれらの規程に基づき、論文審査→筆記試験→面接審査の順で実施し、格付審査委員会

（委員長：専務理事、委員：常務理事、事務局長、法人内の各校長等）の審査を経て管理

職については理事長が、それ以外の職員については専務理事が合格者を決定している。異

動に関しては毎年 1 月に全職員に対して「人事調査票」の提出を求め、本人の異動希望を

考慮しながら必要な配置換えや業務の変更を行っている。 

 

図 1-3-1 大学組織（再掲） 

 

教育研究を支援するための各課・センターの所管業務はそれぞれ以下のとおりである。 

・総務課 

総務、経理、人事、研究推進、大学広報など、多岐にわたる業務を担当している。具体

的には、予算編成・執行や決算等の経理業務、教職員の給与・服務・福利厚生等の人事業

務、建物設備・機器備品管理の管財業務などのほか「研究推進委員会」「総合技術研究所

運営会議」「安全・衛生委員会」など研究や安全に関する部会・委員会の事務を担当して

おり、科研費補助金等の学外資金獲得や学内研究費に関する業務、「大学広報委員会」の

所掌する公開講座・公開シンポジウムなどや、SIST サロン、産学官連携フォーラムなど社
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会貢献分野の業務も担当する。 

・入試広報推進課 

入試と入試広報に関する業務を担当している。入試については、学長、学部長及び学力

検査委員長と連携しながら各学科との意見調整を図り、毎年、入試戦略を策定している。

所管する委員会は「入学試験・ＡО委員会」「学力検査委員会」「判定委員会」「入試広報委

員会」等であり、入試広報活動に関しては、入学試験・ＡＯ委員会と連携し「大学案内」

「入試要項」等のパンフレットを作成し、また、オープンキャンパスや入試説明会の開催、

高校での説明会などの諸活動を行っている。学生募集に関しては、教員と一体となって入

試広報活動を展開している。 

・学務課 

教務と学生生活に関する業務を主とし「教育部会」、「高・大一貫教育委員会」、「教務委

員会」、「学生委員会」」、「理工学研究科運営委員会」など教学面を中心とした委員会の事務

を所管している。業務内容は、履修登録、時間割編成、成績管理、学籍管理、課外活動、

奨学金、大学祭、学生相談、健康診断など多岐にわたる。また、国際交流業務も担当して

おり、中国、韓国、東南アジア等の留学生の受入れや本学学生の交流協定校への派遣に関

する事務も担当している。 

・キャリア支援課 

就職や進学、キャリア形成支援業務を行っている。就職指導に当たっては、毎月、キャ

リア形成委員会を開催して全学的な調整を行い、必要に応じて各学科キャリア形成委員及

び卒業研究指導教員と連携を取り、学生の就業力向上や高い就職率の維持、大学院進学な

どをサポートしている。学生への支援は 3 年生の 5 月から 4 年生の 11 月まで、全員を対象

に就職ガイダンスを実施しており、また、学外のキャリアカウンセラーや ジョブサポータ

ーによる定期的な就職相談も行っている。 

・図書課、各センター 

 図書課は図書・学術雑誌等の受入れ、閲覧、貸出し、ラーニングコモンズの運営などの

業務を通じ、工作センター、先端機器分析センター、情報センターはそれぞれ工作機器、

分析装置、コンピュータ機器等の管理運営を通じて学生と教員を教育・研究両面から支援

している。また、教育開発センターの非常勤職員は学習相談の受付業務や入学前準備教育

の事務、センター教員のスケジュール管理、データ処理などの業務を行っている。 

 

職員の資質向上（ＳＤ）への組織的な取組みとしては、若手職員による「学外研修参加

報告会（年間10回）」、部課長を発表者とする「課題・問題解決のための意見交換会（年間7

回）」を開催している。今年度はこれらに加え、若手職員全員参加による「テーマ検討会（年

1回）」を新規に開催した。職員の行う学外研修の主なものとしては、日本私立大学協会主

催の各研修会、私立大学情報教育協会主催の研修会、私立大学図書館協会主催の研修会、

私立大学等経常費補助金事務研修会、静岡県学生厚生補導研究会などがあり、毎年担当部

課の職員が参加している。このほか、年２回程度開催する「教育シンポジウム」（主催：教

育部会）や年１回開催の「学生相談研修会」（主催：学生委員会）にも職員を参加させてい

る。なお、目標管理制度では理事長、学長及び事務局長の年度方針を受け、毎年、各課業

務の重点項目を設定し、半期に一度上司との面談により進捗状況のチェックを実施し業務
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改善を図っている。また、新規採用職員には法人本部での初任者研修、大学における新人

研修プログラムを実施し、学園と大学に関する基本的知識を修得するとともに、各担当部

署の大学における役割について理解を深めることに重点を置いた研修を行っている。 

以上のように、本学の推進する教育・研究・社会貢献活動等を支援するため、適切な事

務組織を編成し、各部門に有用な職員を配置している。また、職員の資質向上のために、

年間を通した継続的なＳＤ活動を展開しており、本学の業務執行体制は機能的に編成され、

実行していると評価する。 

 

≪エビデンス集(データ編)≫ 

【表 3-1】職員数と職員構成 

≪エビデンス集(資料編)≫ 

【資料 3-5-1】学校法人静岡理工科大学組織規程 

【資料 3-5-2】静岡理工科大学事務組織規程 

【資料 3-5-3】各委員会等委員名簿 

【資料 3-5-4】資格制度運用規程 

【資料 3-5-5】人事評価規程 

【資料 3-5-6】ＳＤ研修実施計画 

【資料 3-5-7】職員の学外研修参加一覧 

 

（3）3－5 の改善・向上方策（将来計画） 

 本学では、ＳＤ活動や目標管理制度により、職員の資質を最大限に引出し、広範な管理

運営業務を効果的かつ効率的に行っている。しかし、近年、社会が大学に求める役割はさ

らに拡大しつつある。グローバル化の進展、学生の社会人基礎力やキャリア形成、地域貢

献・社会連携の一層の推進などに関連する事業は年々、増加の一途をだどり、これに伴い、

事務量も増加している。このような大学を取り巻く環境変化に迅速かつ正確に対応できる

大学の事務組織のあり方について検討する必要がある。 

 

3－6 財務基盤と収支 

≪3－6 の視点≫ 

3-6-① 

3-6-② 

中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保 

 

（1）3－6 の自己判定 

基準項目 3－6 を満たしている。 

 

（2）3－6 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-6-①中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

 本学園では、大学部門、専門学校部門、中学・高等学校部門の各部門における「中期計

画」での収支計画に基づき、中長期的な収支目標として帰属収支差額比率 10％と定め、第

1 次中期計画においては、学生生徒の確保による学生生徒納付金の安定を財務基盤確立の
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第一歩と位置付けている。また、中期計画に基づき単年度収支では、毎年度、理事長の下

で「経営基本方針」と「事業計画及び予算編成方針」を策定し、これを各部門に通知し、

翌年度の予算編成を開始する。各部門の予算原案策定にあたっては、この予算編成方針で

示される各校の目標数値である帰属収支差額と部門ごと(大学部門、専門学校部門、高校・

中学校部門)に策定・実行している中期計画にそって翌年度の予算原案を立案する。これら

の原案は法人室で取りまとめられ、その後、理事長以下、法人本部役員による各校予算ヒ

アリングを実施し、予算案の精査、部門間の調整等を行ったうえで学園全体の翌年度予算

を立案し、常務理事会、経営委員会の議を経て理事会に諮り決定する。 

 大学部門において平成 24(2012)年度から進行中の第 2 次中期計画の「収支計画」では、

最終年度である平成 28(2016)年度には 10％を確保することを目標に掲げている。このため

に、在籍学生数増に伴う学生生徒納付金や補助金の増加により収入増を図るとともに、人

件費、教育研究経費、管理経費の計画的な支出による経費削減等により、目標の達成を図

ることとしている。 

 以上のように、本学園では中長期的な経営計画に基づいた適切な財務運営がなされてい

ると評価する。 

 

3-6-②安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保 

 本学園の帰属収支差額は過去 5 ヶ年においてすべて黒字であり、大学においても同様で

あり、収支としては健全性を維持し続けており安定的な経営基盤が構築されつつあると言

える。 

 学園全体では、5 年前の平成 19(2007)年度と比べ帰属収入は 9 億 3 千 5 百万円増の 70

億 6 千万円となり、趨勢比 115％となったが、消費支出も伴って増加し 9 億 6 千 2 百万円

増の 67 億 9 百万円となり趨勢比 117％となった。結果、帰属収支額は 3 億 7 千 8 百万円か

ら 3 億 5 千万円に減少し、帰属収支差額比率も 6.2％から 5.0％に逓減している。これは、

中期計画における専門学校 2 校、中学校 2 校及び日本語学校の開校並びに大学の先端機器

開発センター及び高等学校の校舎建設に伴い、旧校舎の資産処分差額が 1 億 1 千 5 百万円

計上されたほか、収入の伸びに比して教育研究経費の伸びが著しくなっていることによる

ものであり、学生生徒の確保が途上にあることにより収支が不均衡となっていることが起

因しているものである。 

また、大学においては収入の 75％程度が学生生徒納付金であり、学生数の確保が重要施

策であることを示している。入学者数は過去 3 ヶ年とも入学定員を上回っており、学生確

保の面でも安定的に推移している。また、補助金比率が 15％程度まで伸びてきており、健

全な財務基盤の確立に寄与している。帰属収入は学生数の増加に伴って着実に増加してお

り、過去 5 年間で最低の在籍者数であった平成 21(2009)年度に比べ、平成 23(2011)年度は

3 億 9 千 4 百万円増加の 25 億 4 千 4 百万円となり、趨勢比は 118％となった。学納金が 2

億 4 千 1 百万円増加、補助金が 1 億 1 千 4 百万円の増加によるものであった。一方、消費

支出は教育研究経費が 1億 2千 1百万円増加したが、教育研究経費比率は 31.4％に留まり、

ほぼ平成 21(2009)年度と同率なった結果、収入の伸びが反映され、帰属収支差額比率は

13.8％、帰属収支差額は 3 億 5 千 1 百万円となり、過去 5 年間では最高額となった。しか

しながら、今後の中期計画においては、新たな教育研究施設の建設及び教育の質的向上に
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向けた施策の実行により、人件費を含めた諸経費に関しても漸増してきている状況にある

ことから、事務局が一体となって経費削減に努めている。 

貸借対照表関係比率では、固定資産構成比率が平成 23 年度に 90.3％と前年に比べ 40 ポ

イント程度増加している。一方、流動資産構成比率は 9.7％であり、前年に比べ 40 ポイン

トの減少となっている。これは、有価証券の計上を流動資産から固定資産に振り替えたこ

とによるものである。これら金融資産の保有状況は、過去 5 年間 200 億円程度で推移して

いたが、平成 23 年度には 194 億円に減少している。これは、高等学校での校舎建設に伴う

支払いにより減少させているものであるが、依然、退職給与引当金、減価償却累計額等必

要積立額を上回った資金を保持している。負債状況については、固定負債構成比率は着実

に減少しており借入金が減少していることが分かる。 

以上のように、本学園の財務基盤は中長期の目標に向けて着実に推移しており、収入・

支出面のバランスが確保されていると評価する。 

 

≪エビデンス集(データ編)≫ 

【表 3-5】消費収支計算書関係比率（法人全体のもの） 

【表 3-6】消費収支計算書関係比率（大学単独） 

【表 3-7】貸借対照表関係比率（法人全体のもの） 

【表 3-8】要積立額に対する金融資産の状況（法人全体のもの） 

≪エビデンス集(資料編)≫ 

【資料 3-6-1】第 2 次中期計画書  【資料Ｆ-6-2】と同じ 

【資料 3-6-2】学校法人静岡理工科大学ホームページ  【資料 3-1-27】と同じ 

           「決算・事業報告(平成 19～23 年度」http://www.sist-net.ac.jp/kessan.html 

 

（3）3－6 の改善・向上方策（将来計画） 

大学は「第 1 次中期計画」をほぼ計画どおりに完了し、現在は「第 2 次中期計画」の初

年度に入っている。ここで策定した収支計画を必達すること、すなわち今回の中期 5 ヶ年

計画の最終年度に当たる平成 28 年度の決算において、安定的に帰属収支差額 10％を確保

する財務基盤を構築することが、学園全体の財政の健全性をさらに高めることになる。 

この目標を必ず達成するために、毎年の実行計画を着実に実施し、財務面でも計画通り

の成果を上げていくことが求められる。また、学園全体としても、中期計画において各校

における教育環境整備としての施設・設備への投資が計画されていることから、現状の資

金を維持していくとともに、内部留保を充実させ、将来の投資に準備していく必要がある。 

 

3－7 会計 

≪3－7 の視点≫ 

3-7-① 

3-7-② 

会計処理の適正な実施 

会計監査の体制整備と厳正な実施 

 

（1）3－7 の自己判定 

基準項目 3－7 を満たしている。 

http://www.sist-net.ac.jp/kessan.html
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（2）3－7 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-7-① 会計処理の適正な実施 

 本学園の会計は 13 部門（法人本部・大学・6 専門学校・1 各種学校・2 高校・2 中学校）

で行われ、それらを総計して学校法人全体の決算としている。これら一連の会計処理は、

学校法人会計基準並びに「学校法人静岡理工科大学寄附行為」、「寄附行為施行規程」、「学

校法人静岡理工科大学専決規程」、「経理規程」、「稟議規程」、「施設・物品等管理業務規程」

の諸規定に基づき処理されている。経理規程に基づき法人統括担当専務理事は出納長とな

り、法人室次長を出納長を補佐する出納責任者として任命している。本学園の会計は、こ

の出納長と出納責任者並びに各部門の出納員により行っている。 

 本学園の予算管理は、目的計画別に予算管理されており、予算執行は予算責任者・担当

者により予算執行要求書が起票され、出納員による学校法人会計基準に基づく勘定科目等

の会計情報を付与して、「専決規程」及び「稟議規程」に基づく権限者の承認を得て執行さ

れる。会計処理においては、出納員により証憑書類と予算執行要求書との照査の上、会計

処理が行われ、所属長の決裁を得て出納が行われる。なお、この一連の決裁手順は、学園

内ネットワークによる電子決裁および会計システムによって予算管理されており、業務の

効率化と透明性が確保されている。 

なお、金融資産の運用は「学校法人静岡理工科大学資産運用基準」により、資金運用の

範囲、運用に関する手続き並びに基準が規定されているとともに、理事長の諮問機関とし

て理事長が指名した理事、監事、評議員からなる「資金運用諮問員会」を規定し、資金運

用に係る透明性を確保している。 

 以上のように、学校法人会計基準に基づく会計処理は適切に行われていると評価する。 

 

3-7-② 会計監査の体制整備と厳正な実施 

本学園の監査は、監事による監査、公認会計士（監査法人）による監査、監査室による

内部監査からなっている。 

寄附行為に基づく監事の監査は、各年度中間決算監査と期末決算監査を設置校への往査

並びに法人本部で行なう。また、監事は理事会、評議員会に出席して学校法人の業務執行

状況が適切に行われているかを監査している。監事監査の結果は、監査報告書として理事

会及び評議員会に提出されるほか、監査状況について監事の代表者が理事会及び評議員会

で報告を行っている。 

公認会計士による監査は、法人本部と学校毎にリスクアプローチによる財務数値作成に

おける内部統制監査及び決算期における財務諸表監査を行なう。公認会計士監査は私立学

校振興助成法に基づく監査のほか、大学運営全般について管理運営が適正に行われている

かを財務面を通して監査を行っており、監査法人の監査の結果は理事長に提出される。 

法人本部に所属する監査室は、理事長の指示に基づき、日常における会計処理に係る監

査に限らず、大学においては科学研究費補助金をはじめとした外部資金研究費の管理状況

について監査を行い、監事と連携を図り文部科学省へ報告を行っている。また、業務監査

として、例えば個人情報の管理など学園全体で懸案となっている監査テーマを年度ごとに

設定し、業務改善への提言を行っている。このほか、監査室では、公認会計士監査及び監

事監査での改善要望事項を受け、これらを各部門単体及び複数の部門に共通する事項に分
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類・整理し、各校に通知するとともに、期限を定めてそれらへの対応状況の報告を義務付

けている。 

公認会計士、監事監査、監査室による監査は以上に述べた体制の下で厳正に実施されて

おり、本学園の会計処理は適切に行われていると評価する。 

 

≪エビデンス集(資料編)≫ 

【資料 3-7-1】学校法人静岡理工科大学資産運用基準 

【資料 3-7-2】学校法人静岡理工科大学資金運用諮問委員会規程 

【資料 3-7-3】監査報告書 

【資料 3-7-4】理事会議事録、評議員会議事録 

 

（3）3－7 の改善・向上方策（将来計画） 

 会計処理に関しては、一連の手続きにより、出納員、所属長のチェックの上、処理され

ているが、処理の確実性、透明性を確保する意味からも内部統制の一層の充実を図ること

に努めなければならない。 

また、監査室がとりまとめ、各校に通知する改善事項については、総務課を中心に迅速

な対応を取ることに心がけ、懸案事項の早期処理に努める。 

 

［基準 3 の自己評価］ 

 本学園の経営は、最高意思決定機関である理事会を中心として、法人を代表する理事長

並びにこれを補佐する執行部理事により適切に運営されている。また、学長は理事会の理

事に職指定として加わっており、経営委員会、常務理事会の委員として法人と綿密なコミ

ュニケーションをとりながら、両学部長、事務局長等の大学執行部により、学長のリーダ

ーシップの下でのガバナンスが図られている。この大学運営を円滑に行うための事務局は

総務部、学生事務部を中心に体系的に組織され適切な人員が配置されている。財務面では

全国の大学に比して安定的な経営を行っており、財政基盤は健全である。また、会計処理

も適切に行われており、経営面、管理面、財務面から見た学園経営は適切に行われている。

以上のことから基準 3 を満たしていると評価する。  
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基準 4．自己点検・評価 

 

4－1 自己点検・評価の適切性 

≪4－1 の視点≫ 

4-1-① 

4-1-② 

4-1-③ 

大学の使命・目的に即した自主的・自律的な自己点検・評価 

自己点検・評価体制の適切性 

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） 

基準1-3の項で述べたように、本学における教育、研究、管理・運営等に対する戦略・

戦術は，基本的に、大学の使命・目的を反映した中期計画（5年間）によって決定されてい

る。中期計画実行年度に入ると、中期計画の策定に携わった11の小委員会及び各学科は、

中期計画に基づき各年度の実行計画（目標の設定、方針・施策、スケジュール等）を立て、

実行後、その結果を評議会に報告する（中間と最終）。報告された結果（目標の達成状況）

に基づき、場合によっては中期計画を見直し、次年度の実行計画に反映するといったサイ

クルを繰り返している。中期計画の最終年度においては、現状と課題をまとめ、次期中期

計画の策定を行っている。以上のように、本学においては、中期計画の策定、実行が自己

点検・評価の基本的な柱となっている。さらに、現状と課題をより明確にするために、中

期計画終了時点で、自己評価委員会の下で、日本高等教育評価機構の形式に従った自己点

検評価も行っている。 

 特に、教育に関しては、カリキュラム運用上の問題点を明らかにするために、基準1-1

で述べた8つのPDCA小委員会と各学科は、カリキュラムの実施状況やその効果などを、毎年、

教育評価委員会（大学評議会と同じ構成員）に報告することになっている（「図1-3-2 部会・

委員会等」参照）。 

 以上述べたように、ほぼ全教職員がいずれかの場面で関与するような体制で自己点検・

評価を定期的に行っており、基準項目4-1を十分満たしている。 

 

≪エビデンス集(資料編)≫ 

【資料 4-1-1】第 2 次中期計画書  【資料 F-6-2】と同じ 

【資料 4-1-2】第 1 次中期計画に対する平成 23 年度実行計画書 

【資料 4-1-3】第 2 次中期計画に対する平成 24 年度実行計画書 【資料 3-1-5】と同じ 

【資料 4-1-4】自己評価委員会規程  【資料 1-3-15】と同じ 

【資料 4-1-5】平成 23～24 年度自己評価委員会議事録 

【資料 4-1-6】自己評価報告書（平成 19 年 3 月） 

 
（3）4－1の改善・向上方策（将来計画） 

特に、8つの PDCA小委員会は今年度設置された委員会である。今後、その活動状況を見
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守っていく必要がある。 

 

4－2 自己点検・評価の誠実性 

≪4－2 の視点≫ 

4-2-① 

4-2-② 

4-2-③ 

エビデンスに基づいた透明性の高い自己点検・評価 

現状把握のための十分な調査・データの収集と分析 

自己点検・評価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） 

目に見える形で現れる目的に関してはその評価は簡単であるが、教育効果に対する評価

はかなり難しい。本学では、学生が行う「授業評価アンケート」（毎期、全科目に対して実

施）、教員が行う「授業自己評価レポート」（毎期、全教員が実施）や「学生の勉学意識に

関するアンケート調査」（毎期、全科目に対して実施）、在学生・卒業生・企業などに対し

て行うアンケート（数年に 1 度実施）、入試種別と成績との関係、成績の分布、成績間の

関係、教育開発センターの利用状況など（随時）によって教育効果の評価を行っている。

アンケートなどは、教育部会、学生委員会、学務課などが主体となって行っている。また、

入試種別と成績との関係、成績の分布、成績間の関係、教育開発センターの利用状況など

は、大学の基幹データベースと連動した SIST 情報システム（基準 2-6 参照）を通して、学

内であれば、全教職員がいつでも見ることが可能になっている。 

 中期計画に対する年度毎の実行計画と結果、PDCA小委員会の年度毎の報告などは、学内

の教職員に対しては公開されているが、学外には公開されていない。しかし、中期計画終

了時点で行う自己点検評価書や大学機関別認証評価を受ける際の自己点検評価書（自己評

価委員会が担当）は学内外に公開している。 

以上述べたように、自己点検・評価は可能な限り多くのデータを利用して行われており、

それらのデータは、所掌する委員会、課などによってほぼ定期的に収集されている。また、

自己点検・評価の結果は、必要に応じて、学内及び学内外に公開されている。このような

点から、基準項目 4-2 を満足しているといって良い。ただし、教育の評価方法及び自己点

検・評価結果の社会への公表に関しては、まだ十分であるとは言えない。 

 

≪エビデンス集(資料編)≫ 

【資料 4-2-1】授業評価アンケート 

【資料 4-2-2】授業自己評価レポート 

【資料 4-2-3】学生の勉学意識に関するアンケート調査 

【資料 4-2-4】在学生・卒業生・企業に対するアンケート 

【資料 4-2-5】平成 23～24 年度自己評価委員会議事録  【資料 4-1-5】と同じ 

【資料 4-2-6】平成 23～24 年度評議会議事録  【資料 1-3-2】と同じ 

【資料 4-2-7】平成 23～24 年度教授会議事録  【資料 1-3-3】と同じ 
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【資料 4-2-8】静岡理工科大学 HP 

 「大学機関別認証評価」http://www.sist.ac.jp/col/co09.html 

 

（3）4－2 の改善・向上方策（将来計画） 

「学生の勉学意識に関するアンケート調査」は，教育評価のために、今年度より始めた

アンケートである。今後、この結果を追跡すると共に、教育評価の指標としてより優れた

ものを模索していく。また、中期計画は、大学がどのような方向へ進もうとしているのか

が分かる大きな指標である。今後、学外へ公開することについても検討していく必要があ

る。 

 

4－3 自己点検・評価の有効性 

≪4－3 の視点≫ 

4-3-① 自己点検・評価の結果の活用のための PDCA サイクルの仕組みの確立と機能性 

 

（1）4－3 の自己判定 

基準項目 4－3 を満たしている。 

 

（2）4－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

中期計画の各年度における実行計画を作成しその結果を報告する 11 の小委員会及び各

学科とカリキュラム遂行状況を監視する8つの PDCA小委員会及び各学科の報告は、それぞ

れ、大学評議会及び教育評価委員会に提出される。そこで討議された結果は、対応委員会

又は部署にフィードバックされ、適切な処置が検討される。また、場合によっては、中期

計画自体を修正し、次年度以降の実行計画に反映することになる。以上のように、適切な

PDCA サイクルが機能しており、基準項目 4-3 を満たしている。 

 

≪エビデンス集(資料編)≫ 

【資料 4-3-1】第 2 次中期計画書  【資料 F-6-2】と同じ 

【資料 4-3-2】第 1 次中期計画に対する平成 23 年度実行計画書 【資料 4-1-2】と同じ 

【資料 4-3-3】第 2 次中期計画に対する平成 24 年度実行計画書 【資料 3-1-5】と同じ 

【資料 4-3-4】平成 23～24 年度評議会議事録  【資料 1-3-2】と同じ 

【資料 4-3-5】平成 23～24 年度教授会議事録  【資料 1-3-3】と同じ 

 

（3）4－3 の改善・向上方策（将来計画） 

現在実行している中期計画に関するサイクルをより有効にしていく方法について検討す

る必要がある。 

 

［基準 4 の自己評価］ 

 本学における自己点検評価は、中期計画の各年度実行計画の策定と評価による毎年のサ

イクルで行われている。また、自己評価委員会のもとで日本高等教育評価機構の形式に従

った自己点検評価も実施している。これらの自己点検評価は、各種アンケート調査や教員

http://www.sist.ac.jp/col/co09.html
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の授業自己評価レポートなどのエビデンス、中期計画の実行結果等に基づき、透明性を保

ちながら誠実に行われている。また、自己点検評価結果はホームページで公表している。

以上のことから基準 4 を満たしていると評価する。 



静岡理工科大学 

70 

Ⅳ．大学が使命・目的に基づいて独自に設定した基準による自己評価 

 

基準 A．社会連携 

 

A－1 大学が持っている物的・人的資源の社会への提供 

≪A－1 の視点≫ 

A-1-① 大学施設の開放、公開講座、リフレッシュ教育など、大学が持っている物的・ 

人的資源の社会への提供 

 

（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） 

 【資料 A-1-1】に、過去 5 年間に実施された公開講座、公開シンポジウム、SIST サロ

ン、市民体験入学、機器分析講座の開催日時とその内容を示す。 

1）人的資源の提供 

 人的資源の提供としては、開学年度より行っている地域住民を対象とした公開講座や

公開シンポジウムがある。これらは、「地域社会に開かれた大学」という本学の使命・

目的を踏まえ、地域住民の教養向上に資することを目的としている。また、多くの地域

住民に気軽に大学に出向いていただけるよう、公開講座等はできる限り「受講料無料・

申込不要」を前提に企画、開催している。 

 本学が独自に行っている公開講座の他に、平成 5(1993)年度より毎年 8 月に袋井市教

育委員会生涯学習課と連携した「静岡理工科大学市民体験入学」を開催している。これ

は、本学の魅力と大学のある袋井市の素晴らしさを PR し、生涯を通じて学び続けたい

という市民ニーズに応えるものである。内容は、外部講師による全体講座と本学教員に

よる選択講座からなり、選択講座は、複数の座学講義又は体験講義（実験を含む）の中

から参加者が選択、受講している。 

 公開講座等の企画に際しては、受講者アンケートの集計結果等を参考にしながら本学

教員が関わることができる講座内容を選定し、必要に応じて外部の有識者が講演するシ

ステムを取っている。更に本学教員は、毎年「講師登録」を行っており、その登録内容

も参考にしている。「講師登録」の内容は、外部機関にも提供し、外部からの講演依頼

にも対応できるようにしている。 

 また、産学官の交流や地域社会との交流を促進するため、SIST サロン、産学官連携フ

ォーラム（以上、本学主催）、産学官情報交換会（袋井市主催）、高校生向けの実験講座

「先駆け研究室体験」等の各種イベントの開催や高等学校への出張講義（【資料 A-1-2】）

や袋井教育委員会からの依頼による小・中学校への出張講義（【資料 A-1-3】）なども積

極的に行っている。 

2）物的資源の提供 

物的資源の提供としては、学内の各種施設を講義に支障のない範囲で社会へ開放してい

る。その利用時間や利用区分（有料/無料）等は、【資料 A-1-4】に示すとおりである。講 
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 義室・ホール・運動場・テニスコートは許可を受ければ休日の利用も可能である。 

 機器センター（平成 23(2011)年度よりは、先端機器分析センターに衣替え）では、主

に地域企業の技術者を対象とした「機器分析講座」（参加費：1,000 円／人）を実施して

いる。この他、機器利用による学内及び学外に対する技術支援を行っている。その利用

状況及び利用料金は【資料 A-1-5】に示すとおりである。 

 公開講座の実施、講演会講師や学外委員としての本学教職員の派遣等の本学の人的資

源の提供、更に英語検定試験等の会場提供、運動場及びテニスコートの開放、図書館の

一般開放、センター等の機器利用等の本学の物的資源の提供ともに地域社会のニーズに

十分対応しており、基準項目 A-1 を満たしていると評価する。 

≪エビデンス集(資料編)≫ 

【資料 A-1-1】公開講座等の開催一覧 

【資料 A-1-2】高等学校への出張講義等 

【資料 A-1-3】小学校、中学校への出張講義 

【資料 A-1-4】開放施設一覧 

【資料 A-1-5】機器センター（先端機器分析センター）の利用料金表 

 

（3）A－1 の改善・向上方策（将来計画） 

 本学の使命・目的を果たし地域社会への物的・人的資源を更に提供するため、 

  1) 地域住民が期待する講座の企画（講座の開催時期・形態・講師・講演内容等） 

  2) 広報活動の充実（新規受講者の獲得・受講者の増加等） 

等の検討を大学広報委員会が中心となって常時行っていく。 

 

A－2 企業や他大学との適切な関係 

≪A－2 の視点≫ 

A-2-① 企業や他大学との適切な関係 

 

（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） 

 本学は静岡県袋井市に立地し、地元自治体等から大きな支援を受けて開学した。そのた

め、開学当初より、以下に示すように、本学の産学官連携ポリシーに従い、地元自治体や

各種団体等との連携、協力関係を構築してきた。この活動の多くは、主として、総合技術

研究所が中心となって進めている。財団法人浜松地域テクノポリス推進機構（平成

24(2012)年 4 月より、浜松産業創造センターと一体化し公益財団法人浜松地域イノベーシ

ョン推進機構となった）、財団法人しずおか産業創造機構等の公的機関とは、①産学官連携

フォーラム（本学主催）への共催・後援、②大学発産学官連携フォーラム・浜松メッセ等

のイベント（公的機関主催）への本学参加、③公的機関担当者による本学講義等の実施、

④評価委員会等への本学教員の派遣、⑤本学に対する公的研究助成制度等の情報提供、⑥

公的機関のコーディネータによる本学教員の研究支援等により連携強化を図っている。ま
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た、県内の商工会議所、金融機関等の支援機関とは、①モノづくり技術展等のイベント（支

援機関主催）への本学参加、②中核人材育成事業等の委託事業の受託、③講演会への講師

派遣、④技術相談案件の仲介、提供等の連携を進めている。このほか、企業とはインター

ンシップを通して教育上の連携を行っている。 

 地方自治体等の行政機関とは、袋井市学術交流振興助成金等の助成金活用による産学協

同研究の実施や本学開講科目聴講者に対する支援等、多岐に渡る連携活動を推進している。

毎年、袋井市主催で「ものづくりフェスタ in 袋井」を行っているが、本学の敷地で大学祭

と同時開催している。また、平成 23(2011)年 3 月に起きた福島第 1 原子力発電所の事故に

より、放射能に対する住民の危機感が強まっている。そこで、地域貢献の一環として、平

成 24(2012)年度には、袋井市の資金援助を受け、環境放射線計測装置を先端機器分析セン

ターへ導入した。 

 なお、共同研究・受託研究を実施する場合、本学の「産学共同研究規程」に基づき、研

究の受け入れ、研究契約の締結、研究の実施、研究成果の報告・取扱い等の手続きを適正

に行っている。その他、本学教員を各種委員会に委員として派遣すること、本学教員の教

育研究成果を公開する機会として、講演会等に講師として派遣すること、研究会（モータ

ドライブ応用研究会、アグリニクス研究会等）を通して地元企業の技術力の向上を図るこ

と等も積極的に展開している。 

 大学間では、静岡大学大学院との単位互換、静岡県西部高等教育ネットワーク会議加盟

8 大学との共同授業など近隣大学との教育における相互交流や単位互換を行っている。ま

た、海外の大学等とは、平成 14(2002)年韓国大邱大学校と交換学生協定締結、平成 18(2006)

年中国浙江工商大学と交換学生協定締結、平成 19(2007)年中国浙江省教育国際交流協会と

教育交流協定締結、中国浙江工商大学と教育・学術交流協定締結、平成 20(2008)年浙江理

工大学・浙江科技学院との友好交流協定締結、中国計量学院との教育・学術交流協定締結

平成 24 年(2012 年)台湾高雄応用科技大学との友好交流協定締結など、多様な学術交流を

推進している。 

企業や外部機関との連携については総合技術研究所が中心となり、共同研究・受託研究

や講師派遣等の産学官連携活動を積極的に推進し、密接な連携を保ちながら教育研究活動

を展開していると評価する。また、他大学との単位互換協定、海外の複数大学との交換留

学協定などに基づく学生の派遣・受入れを通して、他大学とも適切かつ十分な交流を行っ

ており、基準項目 A-2 を満たしていると評価する。 

 

≪エビデンス集(資料編)≫ 

【資料 A-2-1】外部資金獲得額の推移 

【資料 A-2-2】静岡理工科大学 HP 

           「産学官連携ポリシー」http://www.sist.ac.jp/inds/000001.html 

【資料 A-2-3】産学共同研究規程 

【資料 A-2-4】静岡大学大学院との単位互換協定 

【資料 A-2-5】静岡県西部高等教育ネットワーク会議加盟 8 大学との共同授業 

【資料 A-2-6】韓国大邱大学校と交換学生協定 

【資料 A-2-7】中国浙江工商大学と交換学生協定 

http://www.sist.ac.jp/inds/000001.html
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【資料 A-2-8】中国浙江省教育国際交流協会と教育交流協定 

【資料 A-2-9】中国浙江工商大学と教育・学術交流協定 

【資料 A-2-10】中国浙江理工大学・浙江科技学院との友好交流協定 

【資料 A-2-11】中国計量学院との教育・学術交流協定 

【資料 A-2-12】台湾高雄応用科技大学との友好交流協定 

 

（3）A－2 の改善・向上方策（将来計画） 

今後も、研究会や共同研究等について、より密接な関係の構築やきめ細かな連携を進め

るため、企業等への橋渡しをする産学連携コーディネータ等の設置が必要不可欠であり、

総合技術研究所運営会議が中心となって検討している。また、海外の教育機関との連携拡

大については、特に静岡県と交流が密である中国浙江省との関係を重視すると共に、新た

に、台湾の大学との交流も開始したところである。 

 

［基準 A の自己評価］ 

 本学は地域市民、行政、産業界と連携し、学生や教職員などの人的資源を積極的に提供

して社会貢献及び地域の活性化に取り組んでいる。また、公開講座や施設開放を通して一

般市民や地域団体等の大学施設利用を積極的に受け入れ、本学に対する理解を深める努力

を幅広く実施している。また、共同研究や研究会等の活動にも力を注いでおり、企業の技

術者・研究者等との交流も活発に行っている。この他、アジア圏を中心とした海外の大学

との交流も年々増加してきており、交換留学や研究交流が深まっている。以上のことから

基準 A を満たしていると評価する。 
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Ⅴ．エビデンス集一覧 

 

エビデンス集（データ編）一覧 

コード タイトル 備考 

【表 F－1】 大学名・所在地等  

【表 F－2】 設置学部・学科・大学院研究科等／開設予定の学部・学科・大学院研究科等  

【表 F－3】 学部構成（大学・大学院）  

【表 F－4】 学部・学科の学生定員及び在籍学生数  

【表 F－5】 大学院研究科の学生定員及び在籍学生数  

【表 F－6】 
全学の教員組織（学部等）  

全学の教員組織（大学院等）  

【表 F－7】 附属校及び併設校、附属機関の概要  

【表 F－8】 外部評価の実施概要  

【表 2－1】 学部、学科別の志願者数、合格者数、入学者数の推移（過去 5 年間）  

【表 2－2】 学部、学科別の在籍者数（過去 5 年間）  

【表 2－3】 大学院研究科の入学者数の内訳（過去 3 年間）  

【表 2－4】 学部、学科別の退学者数の推移（過去 3 年間）  

【表 2－5】 授業科目の概要  

【表 2－6】 成績評価基準  

【表 2－7】 修得単位状況（前年度実績）  

【表 2－8】 年間履修登録単位数の上限と進級、卒業（修了）要件（単位数）  

【表 2－9】 就職相談室等の利用状況  

【表 2－10】 就職の状況（過去 3 年間）  

【表 2－11】 卒業後の進路先の状況（前年度実績）  

【表 2－12】 学生相談室、医務室等の利用状況  

【表 2－13】 大学独自の奨学金給付・貸与状況（授業料免除制度）（前年度実績）  

【表 2－14】 学生の課外活動への支援状況（前年度実績）  

【表 2－15】 専任教員の学部、研究科ごとの年齢別の構成  

【表 2－16】 学部の専任教員の 1週当たりの担当授業時間数（最高、最低、平均授業時間数）  

【表 2－17】 学部、学科の開設授業科目における専兼比率  

【表 2－18】 校地、校舎等の面積  

【表 2－19】 教員研究室の概要  

【表 2－20】 講義室、演習室、学生自習室等の概要  

【表 2－21】 学部の学生用実験・実習室の面積・規模  

【表 2－22】 附属施設の概要（図書館除く）  

【表 2－23】 その他の施設の概要  

【表 2－24】 図書、資料の所蔵数  

【表 2－25】 学生閲覧室等  

【表 2－26】 情報センター等の状況  
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【表 2－27】 学生寮等の状況 ※該当なし 

【表 3－1】 職員数と職員構成（正職員・嘱託・パート・派遣別、男女別、年齢別）  

【表 3－2】 大学の運営及び質保証に関する法令等の遵守状況  

【表 3－3】 教育研究活動等の情報の公表状況  

【表 3－4】 財務情報の公表（前年度実績）  

【表 3－5】 消費収支計算書関係比率（法人全体のもの）（過去 5 年間）  

【表 3－6】 消費収支計算書関係比率（大学単独）（過去 5 年間）  

【表 3－7】 貸借対照表関係比率（法人全体のもの）（過去 5 年間）  

【表 3－8】 要積立額に対する金融資産の状況（法人全体のもの）（過去 5 年間）  

 

エビデンス集（資料編）一覧 

基礎資料 

コード 
タイトル 備考 

(注）フ…「ファイル綴り」 

   BOX…「冊子類を箱で保管」 該当する資料名及び該当ページ 

【資料 F-1-1】 学校法人静岡理工科大学寄附行為    学校法人規程集 

【資料 F-1-2】 学校法人静岡理工科大学寄附行為施行規程 学校法人規程集 

【資料 F-2-1】 大学案内 ＢＯＸ 

【資料 F-2-2】 学校法人パンフレット ＢＯＸ 

【資料 F-3-1】 静岡理工科大学学則 大学規程集 

【資料 F-3-2】 静岡理工科大学大学院学則 大学規程集 

【資料 F-4-1】 入学試験要項＜2013、2012＞ フＦ－４ 

【資料 F-4-2】 指定校推薦入試要項＜2013、2012＞ フＦ－４ 

【資料 F-4-3】 AO 入試要項＜2013、2012＞ フＦ－４ 

【資料 F-4-4】 特別入学試験要項＜2013、2012＞ フＦ－４ 

【資料 F-4-5】 大学院学生募集要項＜2013、2012＞ フＦ－４ 

【資料 F-4-6】 大学院学内推薦試験学生募集要項＜2013、2012＞ フＦ－４ 

【資料 F-4-7】 大学院スカラシップ特待生試験募集要項＜2013、2012＞ フＦ－４ 

【資料 F-4-8】 大学院スキップ入試学生募集要項＜2013、2012＞ フＦ－４ 

【資料 F-4-9】 社会人特別入試・転入学試験・再入学・編入学試験要項＜2013、2012＞ フＦ－４ 

【資料 F-4-10】 本学卒業生対象推薦試験要項＜2013、2012＞ フＦ－４ 

【資料 F-5-1】 2012 年度学生便覧 ＢＯＸ 

【資料 F-5-2】 2012 年度講義要項 ＢＯＸ 

【資料 F-5-3】 2012 年度大学院履修要覧 ＢＯＸ 

【資料 F-5-4】 高・大一貫コース紹介 フＦ－５ 

【資料 F-6-1】 平成 24 年度事業計画書 フＦ－６ 

【資料 F-6-2】 第 2 次中期計画書 ＢＯＸ 

【資料 F-7】 平成 23 年度事業報告 フＦ－７ 

【資料 F-8】 アクセスマップ、キャンパスマップ フＦ－８ 

【資料 F-9】 学校法人静岡理工科大学規程集及び大学規程集目次 フＦ－９ 
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基準 1．使命・目的等 

基準項目 備考 
(注）フ…「ファイル綴り」 

   BOX…「冊子類を箱で保管」 コード 該当する資料名及び該当ページ 

1-1．使命・目的及び教育目的の明確性 

【資料 1-1-1】 学則第 1 章 大学規程集 

【資料 1-1-2】 大学の教育研究上の目的に関する規程 大学規程集 

【資料 1-1-3】 大学院学則第 1 章 大学規程集 

【資料 1-1-4】 大学院の教育研究上の目的に関する規程 大学規程集 

【資料 1-1-5】 学生便覧 【資料 F-5-1】と同じ 

【資料 1-1-6】 基本理念･教育方針･学則 http://www.sist.ac.jp/col/co03.html フ１－１ 

1-2．使命・目的及び教育目的の適切性 

【資料 1-2-1】 学則第 1 章 【資料 1-1-1】と同じ 

【資料 1-2-2】 大学の教育研究上の目的に関する規程 【資料 1-1-2】と同じ 

【資料 1-2-3】 大学院学則第 1 章 【資料 1-1-3】と同じ 

【資料 1-2-4】 大学院の教育研究上の目的に関する規程 【資料 1-1-4】と同じ 

【資料 1-2-5】 学生便覧 【資料 F-5-1】と同じ 

【資料 1-2-6】 基本理念･教育方針･学則 http://www.sist.ac.jp/col/co03.html 【資料 1-1-6】と同じ 

【資料 1-2-7】 学則第 1 章 【資料 1-1-1】と同じ 

【資料 1-2-8】 学生便覧 【資料 F-5-1】と同じ 

【資料 1-2-9】 講義要項 【資料 F-5-2】と同じ 

【資料 1-2-10】 第 2 次中期計画書 【資料 F-6-2】と同じ 

1-3．使命・目的及び教育目的の有効性 

【資料 1-3-1】 第 2 次中期計画書 【資料 F-6-2】と同じ 

【資料 1-3-2】 平成 23～24 年度評議会議事録 議事録フォルダ内 

【資料 1-3-3】 平成 23～24 年度教授会議事録 議事録フォルダ内 

【資料 1-3-4】 大学案内 【資料 F-2-1】と同じ 

【資料 1-3-5】 学生便覧 【資料 F-5-1】と同じ 

【資料 1-3-6】 基本理念･教育方針･学則 http://www.sist.ac.jp/col/co03.html 【資料 1-1-6】と同じ 

【資料 1-3-7】 第 2 次中期計画書 【資料 F-6-2】と同じ 

【資料 1-3-8】 学則第 1 章 【資料 1-1-1】と同じ 

【資料 1-3-9】 大学の教育研究上の目的に関する規程 【資料 1-1-2】と同じ 

【資料 1-3-10】 大学院学則第 1 章 【資料 1-1-3】と同じ 

【資料 1-3-11】 大学院の教育研究上の目的に関する規程 【資料 1-1-4】と同じ 

【資料 1-3-12】 教授会規程 大学規程集 

【資料 1-3-13】 大学院研究科委員会規程 大学規程集 

【資料 1-3-14】 評議会規程 大学規程集 

【資料 1-3-15】 自己評価委員会規程 大学規程集 

【資料 1-3-16】 教育部会規定 大学規程集 

【資料 1-3-17】 高・大一貫教育委員会規程 大学規程集 

http://www.sist.ac.jp/col/co03.html
http://www.sist.ac.jp/col/co03.html
http://www.sist.ac.jp/col/co03.html
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【資料 1-3-18】 研究推進委員会規程 大学規程集 

【資料 1-3-19】 入試広報委員会規程 大学規程集 

【資料 1-3-20】 入学試験・AO 委員会規程 大学規程集 

【資料 1-3-21】 大学院理工学研究科運営委員会規程 大学規程集 

【資料 1-3-22】 教務委員会規程 大学規程集 

【資料 1-3-23】 学生委員会規程 大学規程集 

【資料 1-3-24】 安全・衛生委員会規程 大学規程集 

【資料 1-3-25】 ハラスメント対策委員会運営要領 大学規程集 

【資料 1-3-26】 総合技術研究所運営会議規程 大学規程集 

【資料 1-3-27】 図書館・情報センター運営委員会規程 大学規程集 

【資料 1-3-28】 やらまいかエデュケーションサイト運営委員会規程 大学規程集 

【資料 1-3-29】 先端機器分析センター運営委員会規程 大学規程集 

【資料 1-3-30】 教育開発センター運営委員会規程 大学規程集 

【資料 1-3-31】 キャリア形成委員会規程 大学規程集 

【資料 1-3-32】 組換え DNA 実験安全委員会規程 大学規程集 

 

基準 2．学修と教授 

基準項目 備考 
(注）フ…「ファイル綴り」 

   BOX…「冊子類を箱で保管」 コード 該当する資料名及び該当ページ 

2-1．学生の受入れ 

【資料 2-1-1】 入学試験要項＜2012、2011＞ 【資料 F-4-1】と同じ 

【資料 2-1-2】 AO 入試要項＜2012、2011＞ 【資料 F-4-3】と同じ 

【資料 2-1-3】 第 2 次中期計画書 【資料 F-6-2】と同じ 

2-2．教育課程及び教授方法   

【資料 2-2-1】 学生便覧 【資料 F-5-1】と同じ 

【資料 2-2-2】 基本理念･教育方針･学則 http://www.sist.ac.jp/col/co03.html 【資料 1-1-6】と同じ 

【資料 2-2-3】 講義要項 【資料 F-5-2】と同じ 

【資料 2-2-4】 自己評価レポート フ２－２ 

【資料 2-2-5】 ベストティーチャー制度 フ２－２ 

【資料 2-2-6】 教育開発センター独自教材 教育開発ｾﾝﾀｰ保管 

【資料 2-2-7】 PBL 科目一覧表 フ２－２ 

2-3．学修及び授業の支援 

【資料 2-3-1】 学習支援体制の組織図 フ２－３ 

【資料 2-3-2】 オフィスアワー フ２－３ 

【資料 2-3-3】 入学前学習プログラム ＢＯＸ 

【資料 2-3-4】 大学院学生ティーチング・アシスタント規程 大学規程集 

【資料 2-3-5】 非常勤教育職員・教育補助員に関する内規 大学規程集 

【資料 2-3-6】 TA 一覧 学務課保管 

2-4．単位認定、卒業・修了認定等 

http://www.sist.ac.jp/col/co03.html
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【資料 2-4-1】 学生便覧 【資料 F-5-1】と同じ 

【資料 2-4-2】 大学院履修要覧 【資料 F-5-3】と同じ 

【資料 2-4-3】 成績評価基準 フ２－４ 

【資料 2-4-4】 スカラシップ継続資料 学務課保管 

【資料 2-4-5】 優秀賞、学長賞資料 学務課保管 

【資料 2-4-6】 コース分け資料 学務課保管 

【資料 2-4-7】 卒研配属資料 学務課保管 

【資料 2-4-8】 大学院修士論文及び最終試験取扱要領 大学規程集 

【資料 2-4-9】 卒業判定資料 学務課保管 

【資料 2-4-10】 学位審査資料 学務課保管 

2-5．キャリアガイダンス 

【資料 2-5-1】 講義要項 【資料 F-5-2】と同じ 

【資料 2-5-2】 就職に関するアンケート フ２－５ 

【資料 2-5-3】 ものづくり企業で活きる就業力育成をめざす就職支援2011年度活動報告書 フ２－５ 

【資料 2-5-4】 企業アンケート フ２－５ 

【資料 2-5-5】 第２次中期計画書 【資料 F-6-2】と同じ 

2-6．教育目的の達成状況の評価とフィードバック 

【資料 2-6-1】 卒業生アンケート フ２－６ 

【資料 2-6-2】 在学生アンケート フ２－６ 

【資料 2-6-3】 企業アンケート 【資料 2-5-4】と同じ 

【資料 2-6-4】 新入生アンケート フ２－６ 

2-7．学生サービス 

【資料 2-7-1】 緊急援助奨学金生規程 大学規程集 

【資料 2-7-2】 在学生アンケート 【資料 2-6-2】と同じ 

【資料 2-7-3】 キャンパスライフ学生会議主宰の各種アンケート フ２－７ 

【資料 2-7-4】 第 2 次中期計画書 【資料 F-6-2】と同じ 

2-8．教員の配置・職能開発等 

【資料 2-8-1】 静岡理工科大学 委員会組織図  フ２－８ 

【資料 2-8-2】 教員選考基準 大学規程集 

【資料 2-8-3】 教員候補者選考規程 大学規程集 

【資料 2-8-4】 教員昇任候補者選考規程 大学規程集 

【資料 2-8-5】 教員昇任候補者選考内規 大学規程集 

【資料 2-8-6】 学部及び大学院特任教員の採用に関する内規 大学規程集 

【資料 2-8-7】 特命教員の採用に関する内規 大学規程集 

【資料 2-8-8】 学部及び大学院客員教員の採用に関する内規 大学規程集 

【資料 2-8-9】 授業評価アンケート フ２－８ 

【資料 2-8-10】 授業の自己評価レポート フ２－８ 

【資料 2-8-11】 教員の自己評価書 フ２－８ 

【資料 2-8-12】 教員データベース フ２－８ 
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【資料 2-8-13】 教員評価規程 大学規程集 

【資料 2-8-14】 若手教員短期研修制度規程 大学規程集 

【資料 2-8-15】 第 2 次中期計画書 【資料 F-6-2】と同じ 

2-9．教育環境の整備 

【資料 2-9-1】 安全管理規程 大学規程集 

【資料 2-9-2】 安全管理規程運用内規 大学規程集 

【資料 2-9-3】 安全手帳 ＢＯＸ 

【資料 2-9-4】 附属図書館利用規則 大学規程集 

【資料 2-9-5】 図書館利用案内 ＢＯＸ 

【資料 2-9-6】 情報センター利用手引 ＢＯＸ 

【資料 2-9-7】 先端機器分析センター利用案内 ＢＯＸ 

【資料 2-9-8】 工作センター利用案内 ＢＯＸ 

 

基準 3．経営・管理と財務 

基準項目 備考 
(注）フ…「ファイル綴り」 

   BOX…「冊子類を箱で保管」 コード 該当する資料名及び該当ページ 

3-1．経営の規律と誠実性 

【資料 3-1-1】 学校法人静岡理工科大学寄附行為 学校法人規程集 

【資料 3-1-2】 学校法人静岡理工科大学寄附行為施行規程 学校法人規程集 

【資料 3-1-3】 学校法人静岡理工科大学倫理行動規範 学校法人規程集 

【資料 3-1-4】 第 2 次中期計画書 【資料 F-6-2】と同じ 

【資料 3-1-5】 第 2 次中期計画に対する平成 24 年度実行計画書 フ３－１ 

【資料 3-1-6】 「理念・目標」を記した掲示物 フ３－１ 

【資料 3-1-7】 安全管理規程 【資料 2-9-1】と同じ 

【資料 3-1-8】 安全管理規程運用内規 大学規程集 

【資料 3-1-9】 安全衛生委員会規程 大学規程集 

【資料 3-1-10】 安全手帳 【資料 2-9-2】と同じ 

【資料 3-1-11】 危機管理規程 学校法人規程集 

【資料 3-1-12】 地震が発生した時の行動ガイド フ３－１ 

【資料 3-1-13】 静岡理工科大学消防計画 フ３－１ 

【資料 3-1-14】 災害時安否所在確認システム利用ガイド フ３－１ 

【資料 3-1-15】 静岡理工科大学放射線障害予防規程 大学規程集 

【資料 3-1-16】 静岡理工科大学研究実験棟放射性同位元素実験室放射線障害予防細則 大学規程集 

【資料 3-1-17】 組換え DNA 実験安全管理規程 大学規程集 

【資料 3-1-18】 組換え DNA 実験委員会規程 【資料 1-3-32】と同じ 

【資料 3-1-19】 情報セキュリティ基本方針 学校法人規程集 

【資料 3-1-20】 情報セキュリティ対策基準 学校法人規程集 

【資料 3-1-21】 情報セキュリティ実施手順 学校法人規程集 

【資料 3-1-22】 プライバシーポリシー フ３－１ 
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【資料 3-1-23】 ハラスメント防止等に関する規程 学校法人規程集 

【資料 3-1-24】 ハラスメント対策委員会運営要領 【資料 1-3-25】と同じ 

【資料 3-1-25】 『学生便覧』p108～109「ハラスメントを防止しよう」 フ３－１ 

【資料 3-1-26】 大学 HP「教育情報の公表」http://www.sist.ac.jp/col/co12.html フ３－１ 

【資料 3-1-27】 学校法人 HP 「決算・事業報告(平成 19～23 年度」 

http://www.sist.ac.jp/col/co12.html 
学校法人 HP 

3-2．理事会の機能 

【資料 3-2-1】 学校法人静岡理工科大学寄附行為 【資料 3-1-1】と同じ 

【資料 3-2-2】 学校法人静岡理工科大学寄附行為施行規程 【資料 3-1-2】と同じ 

【資料 3-2-3】 経営委員会運営要領 学校法人規程集 

【資料 3-2-4】 常務理事会運営要領 学校法人規程集 

【資料 3-2-5】 学校法人静岡理工科大学理事会業務委任規則 学校法人規程集 

【資料 3-2-6】 学校法人静岡理工科大学専決規程 学校法人規程集 

【資料 3-2-7】 学校法人静岡理工科大学役員等候補者推薦規程 学校法人規程集 

【資料 3-2-8】 理事会・評議員会出欠表（平成 24 年 2 月・5 月開催分） フ３－２ 

3-3．大学の意思決定の仕組み及び学長のリーダーシップ 

【資料 3-3-1】 学校法人静岡理工科大学組織規程 学校法人規程集 

【資料 3-3-2】 大学評議会規程 大学規程集 

【資料 3-3-3】 教授会規程 大学規程集 

【資料 3-3-4】 大学院研究科委員会規程 大学規程集 

【資料 3-3-5】 学部教授会規程 大学規程集 

【資料 3-3-6】 教育部会規程 大学規程集 

【資料 3-3-7】 教務委員会規程 大学規程集 

【資料 3-3-8】 大学院理工学研究科運営委員会規程 大学規程集 

【資料 3-3-9】 研究推進委員会規程 大学規程集 

【資料 3-3-10】 総合技術研究所規程 大学規程集 

【資料 3-3-11】 総合技術研究所運営会議規程 大学規程集 

【資料 3-3-12】 自己評価委員会規程 大学規程集 

【資料 3-3-13】 自己評価委員会実施要項 大学規程集 

【資料 3-3-14】 教育評価委員会規程 大学規程集 

【資料 3-3-15】 安全・衛生委員会規程 大学規程集 

【資料 3-3-16】 入学試験・AO 委員会規程 大学規程集 

3-4．コミュニケーションとガバナンス 

【資料 3-4-1】 学校法人静岡理工科大学寄附行為 【資料 3-1-1】と同じ 

【資料 3-4-2】 学校法人静岡理工科大学寄附行為施行規程 【資料 3-1-2】と同じ 

【資料 3-4-3】 経営委員会運営要領 【資料 3-2-3】と同じ 

【資料 3-4-4】 常務理事会運営要領 【資料 3-2-4】と同じ 

【資料 3-4-5】 合同校長会運営要領 学校法人規程集 

【資料 3-4-6】 学校法人静岡理工科大学役員等候補者推薦規程 【資料 3-2-7】と同じ 

【資料 3-4-7】 職員懇談会実施要綱 学校法人規程集 

http://www.sist.ac.jp/col/co12.html
http://www.sist.ac.jp/col/co12.html
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【資料 3-4-8】 理事会・評議員会出欠表 【資料 3-2-8】と同じ 

3-5．業務執行体制の機能性 

【資料 3-5-1】 学校法人静岡理工科大学組織規程 【資料 3-3-1】と同じ 

【資料 3-5-2】 静岡理工科大学事務組織規程 大学規程集 

【資料 3-5-3】 各委員会等委員名簿（平成 23 年度） フ３－５ 

【資料 3-5-4】 資格制度運用規程 学校法人規程集 

【資料 3-5-5】 人事評価規程 学校法人規程集 

【資料 3-5-6】 SD 研修実施計画 フ３－５ 

【資料 3-5-7】 職員の学外研修参加一覧 フ３－５ 

3-6．財務基盤と収支 

【資料 3-6-1】 第 2 次中期計画書 【資料 F-6-2】と同じ 

【資料 3-6-2】 学校法人 HP 「決算・事業報告(平成 19～23 年度」 

http://www.sist.ac.jp/col/co12.html 
【資料 3-1-27】と同じ 

3-7．会計 

【資料 3-7-1】 学校法人静岡理工科大学資産運用基準 学校法人規程集 

【資料 3-7-2】 学校法人静岡理工科大学資金運用諮問委員会規程 学校法人規程集 

【資料 3-7-3】 監査報告書 フ３－７ 

【資料 3-7-4】 理事会議事録、評議員会議事録 事務局保管 

 

基準 4．自己点検・評価 

基準項目 備考 
(注）フ…「ファイル綴り」 

   BOX…「冊子類を箱で保管」 コード 該当する資料名及び該当ページ 

4-1．自己点検・評価の適切性 

【資料 4-1-1】 第 2 次中期計画書 【資料 F-6-2】と同じ 

【資料 4-1-2】 第 1 次中期計画に対する平成 23 年度実行計画書 フ４－１ 

【資料 4-1-3】 第 2 次中期計画に対する平成 24 年度実行計画書 【資料 3-1-5】と同じ 

【資料 4-1-4】 自己評価委員会規程 【資料 1-3-15】と同じ 

【資料 4-1-5】 平成 23～24 年度自己評価委員会議事録 議事録フォルダ内 

【資料 4-1-6】 自己評価報告書（平成 19 年 3 月） ＢＯＸ 

4-2．自己点検・評価の誠実性 

【資料 4-2-1】 授業評価アンケート フ４－２ 

【資料 4-2-2】 授業自己評価レポート フ４－２ 

【資料 4-2-3】 学生の勉学意識に関するアンケート調査 フ４－２ 

【資料 4-2-4】 在学生・卒業生・企業に対するアンケート 【資料 2-6-1･2･3】と同じ 

【資料 4-2-5】 平成 23～24 年度自己評価委員会議事録  【資料 4-1-5】と同じ 

【資料 4-2-6】 平成 23～24 年度評議会議事録 【資料 1-3-2】と同じ 

【資料 4-2-7】 平成 23～24 年度教授会議事録 【資料 1-3-3】と同じ 

【資料 4-2-8】 大学HP「大学機関別認証評価」http://www.sist.ac.jp/col/co09.html フ４－２ 

4-3．自己点検・評価の有効性 

【資料 4-3-1】 第 2 次中期計画書 【資料 F-6-2】と同じ 

http://www.sist.ac.jp/col/co12.html
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【資料 4-3-2】 第 1 次中期計画に対する平成 23 年度実行計画書 【資料 4-1-2】と同じ 

【資料 4-3-3】 第 1 次中期計画に対する平成 24 年度実行計画書 【資料 3-1-5】と同じ 

【資料 4-3-4】 平成 23～24 年度評議会議事録 【資料 1-3-2】と同じ 

【資料 4-3-5】 平成 23～24 年度教授会議事録 【資料 1-3-3】と同じ 

 

基準Ａ．社会連携 

基準項目 備考 
(注）フ…「ファイル綴り」 

   BOX…「冊子類を箱で保管」 コード 該当する資料名及び該当ページ 

A-1．大学が持っている物的・人的資源の社会への提供 

【資料 A-1-1】 公開講座等の開催一覧 フ A－１ 

【資料 A-1-2】 高等学校への出張講義等 フ A－１ 

【資料 A-1-3】 小学校、中学校への出張講義 フ A－１ 

【資料 A-1-4】 開放施設一覧 フ A－１ 

【資料 A-1-5】 機器センター(先端機器分析センター)の利用料金表 フ A－１ 

A-2．企業や他大学との適切な関係 

【資料 A-2-1】 外部資金獲得額の推移 フ A－２ 

【資料 A-2-2】 産学官連携ポリシーhttp://www.sist.ac.jp/inds/000001.html フ A－２ 

【資料 A-2-3】 産学共同研究規程 大学規程集 

【資料 A-2-4】 静岡大学大学院との単位互換協定 フ A－２ 

【資料 A-2-5】 静岡県西部高等教育ネットワーク会議加盟 8 大学との共同授業 フ A－２ 

【資料 A-2-6】 韓国大邱大学校と交換学生協定 フ A－２ 

【資料 A-2-7】 中国浙江工商大学と交換学生協定 フ A－２ 

【資料 A-2-8】 中国浙江省教育国際交流協会と教育交流協定 フ A－２ 

【資料 A-2-9】 中国浙江工商大学と教育・学術交流協定 フ A－２ 

【資料 A-2-10】 中国浙江理工大学・浙江科技学院との友好交流協定 フ A－２ 

【資料 A-2-11】 中国計量学院との教育・学術交流協定 フ A－２ 

【資料 A-2-12】 台湾高雄応用科技大学との友好交流協定 フ A－２ 

 

http://www.sist.ac.jp/inds/000001.html

