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青森中央学院大学

Ⅰ．建学の精神・大学の基本理念、使命・目的、大学の個性・特色等
1． 青森中央学院大学の建学の精神・基本理念
学校法人青森田中学園は昭和 21(1946)年、終戦直後の廃墟と化した青森市に創立され
た。地域の発展に伴い本学園の教育環境も充実し、平成 10(1998)年に青森中央学院大学
が開学、わが国で初めての経営法学部が設置された。平成 16(2004)年には大学院地域マ
ネジメント研究科（修士課程）を設置、同年青森中央学院大学に地域マネジメント研究
所が設置された。平成 26(2014）年には、看護学部看護学科が設置され、文系・理系を
併せもつ二学部体制となった。特筆すべきは、いずれもそれぞれの時代に生まれた地域
のニーズに呼応して設立された「知」の殿堂であることであり、専門教育を受けた人材
を地域に輩出することが本学の使命である。
青森中央学院大学の教育理念は心の教育にあり、建学の精神「愛あれ、知恵あれ、真
実(まこと)あれ」に要約される。
「愛あれ」とは、キリスト教のアガペの愛、仏道での慈
悲の語で表されるものに近く、いつくしみ愛する「慈愛」のことであり、
「知恵あれ」と
は、ものごとの識別に使われる知恵とそれを超える統合的な知恵を含んだ優れた知恵「英
知」あれということである。また、
「真実あれ」とは、真の世界をとらえることで、科学
的知識・技能を超え絶対的な真理をとらえることである。高い教養と専門的知識・技能
をそなえた豊かな人格形成は、
「愛あれ、知恵あれ、真実あれ」が渾然一体となってこそ
形成される。青年後期のアイデンティティを確立する大切な時に、本学の建学の精神に
添った 4 年間の学生生活を送ることは、若人のロマンとチャレンジ精神を発揚させ、生
涯学習への豊かな稔りに連なる日々になるものと信ずる。掲げられた建学の精神は教育
基本法の精神や学校教育法第 9 章に掲げられた大学の目的をも包含するものである。
平成 28（2016）年、本学園は創立 70 周年を迎える。青森中央学院大学の成長を支え
てきたのは建学の精神を三位一体として具現化しようとする教職員の結束と熱意に他な
らない。
2． 青森中央学院大学の教育目的と教育方針
青森中央学院大学における教育目的は、教育基本法及び学校教育法並びに建学の精神
に基づき、学校教育法の定めるところに従い、広く知識を授けるとともに深く専門の学
芸を教授研究し、知的・道徳的及び応用的能力を展開させ、国際社会、国家及び地域社
会の生活、文化の向上と産業経済の発展に貢献する人材の養成にある。
青森中央学院大学における教育方針は以下の 4 項目に凝集される。
（1）学生が主体的に問題意識を深め、自ら学修を継続し、明日を創造する能力を育む。
（2）学ぶ側に立ち、学生が着実に理解し、身に付く教育を行う。
（3）知識を単に学ぶだけではなく、知識の活用を図り、生きた知を教える。
（4）教職員同士が連携を保ち、教育内容及び教育方法の有機的なつながりを持って
教育を行う。
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3. 青森中央学院大学の特色
「地方創生」や「若者の地域定着」は、本学の開設時よりの全学的な目標となってい
る。
経営法学部においては、開学以来「地域貢献」・「少人数教育」・「グローバル化」に力
点を置いて、教育を展開している。
「地域貢献」については、地域密着型教育の実践であ
り、地域の知的中核拠点として、産学官の連携の下に、地域産業の振興に積極的な連携
を進めている。学生教育においては小規模大学の利点を生かして「少人数教育」を徹底
しており、密度の濃い教育を行っている。結果として、退学率の減少、卒業後の高い就
職率が維持されている。
「グローバル化」については、現在アジア６ヶ国からの留学生が
在籍し、海外の提携教育機関も 34 校を数えている。また、提携教育機関に留学する日
本人学生も毎年増加し、本学は地域のグローバル化進展の原動力となっている。
看護学部においても、基本的には同様に「地域貢献」
・
「少人数教育」
・
「グローバル化」
に力点を置いて教育を展開している。創設から間もないながらも「地域貢献」としては、
企業・自治体単位での健康維持・増進を目的としたクアオルト（ドイツ式健康ウォーキ
ング）事業の重要性を啓発・主導している。また、前身である青森中央短期大学看護学
科に引き続き、卒業後は地元への高い定着率が期待されている。
「少人数教育」はきめ細
かい学部教育とともに学業継続に関わる諸問題の解決に役立っている。「グローバル化」
に関しては、経営法学部の外国人留学生と年間の学園行事を通して学生間の交流が盛ん
である。また本学看護学部はすでに海外 2 大学の看護学部と学術協定を結びシンポジウ
ムの開催および情報交換を行っている。なお、看護学部においても学内留学制度を利用
した学生の短期海外留学が積極的に行われ、将来の国際医療活動への参加が期待されて
いる。
大学院地域マネジメント研究科においては一貫して地域に密着し地域に貢献できる人
材の養成に努めている。また、外国人留学生が多数在籍することから地元産業とアジア
各国との連携をサポートし、双方向のグローバル化に貢献している。加えて、国際性を
生かしたグリーンツーリズム、スポーツツーリズムあるいは「道の駅」産業の発展など
に関与し地域産業開発の指導的役割を担っている。

学園のシンボルマーク

校

章

雪解けの山に先駆けて咲く「こぶしの花」と「雪の結晶」を組み合わせたものである
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Ⅱ．沿革と現況
1．本学の沿革
昭和 21(1946)年 6 月

（※太字は青森中央学院大学関連事項）
青森珠算簿記学院（現
縫学院（現

青森中央経理専門学校）並びに青森裁

青森中央文化専門学校）創立

昭和 31(1956)年 3 月

学校法人田中学園

昭和 45(1970)年 1 月

学校法人青森田中学園に組織変更

昭和 45(1970)年 4 月

青森中央女子短期大学開学（現

設置認可
青森中央短期大学食物栄養学

科）
昭和 46(1971)年 4 月

青森中央女子短期大学附属第一幼稚園（現

認定こども園青森

中央短期大学附属第一幼稚園）開設
昭和 49(1974)年 4 月

青森中央短期大学幼児教育学科（現

青森中央短期大学幼児保

育学科）開設
昭和 55(1980)年 4 月

青森中央短期大学第二附属幼稚園（現

認定こども園青森中央

短期大学附属第二幼稚園）開設
昭和 56(1981)年 4 月

青森中央短期大学附属第三幼稚園（現

認定こども園青森中央

短期大学附属第三幼稚園）開設
昭和 63(1988)年 4 月

青森中央短期大学経営情報学科開設

平成元(1989)年 4 月

青森中央短期大学専攻科福祉専攻科移設

平成 10(1998)年 4 月

青森中央学院大学（経営法学部経営法学科）開学（青森中央短
期大学経営情報学科学生募集停止）
本部棟・図書館棟・プール棟・国際交流会館竣工

平成 11(1999)年 4 月

経営法学部に教職課程（中学校社会・高等学校公民）を設置
青森公立大学と単位互換協定締結

平成 12(2000)年 10 月

大連外国語学院（中国）との交流に関する協定を締結

平成 13(2001)年 8 月

上海大学（中国）短期留学プログラム開始
平成 14(2002)年 10 月

学術交流会館竣工

野球場・陸上競技場・サッカー場・テニスコート完成
アメリカ留学プログラム（南メイン大学他）開始
平成 15(2003)年 4 月

ボクシングジム完成

平成 16(2004)年 1 月

タイ国立カセサート大学との交流に関する協定を締結

平成 16(2004)年 4 月

青森中央学院大学大学院（地域マネジメント研究科）開設
青森中央学院大学地域マネジメント研究所開設
経営法学部に教職課程（高等学校商業）を設置
地域マネジメント研究科に教職（専修）課程（中学校社会、高
等学校公民・商業）を設置
上級秘書士課程を設置
柔道場完成

平成 18(2006)年 4 月

青森中央短期大学看護学科開設・7 号館竣工
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平成 19(2007)年 3 月

ベトナム国立貿易大学と交流に関する協定を締結

平成 19(2007)年 5 月

運城学院（中国）と交流に関する協定を締結

平成 20(2008)年 2 月

青森県十和田市と連携協力協定を締結
青森地域大学間連携協定を締結

平成 20(2008)年 4 月

学習支援センター開設
国際語学サポートセンター開設

平成 20(2008)年 5 月

吉林化工学院（中国）と交流に関する協定を締結

平成 20(2008)年 6 月

青森中央学院大学開学 10 周年記念総合運動場完成

平成 20(2008)年 9 月

戦略的大学連携支援事業の共同実施に関する協定を締結

平成 20(2008)年 12 月

青森中央学院大学開学 10 周年記念式典・祝賀会挙行

平成 21(2009)年 3 月

青森中央短期大学
認定（財団法人

平成 22(2010)年 3 月

短期大学基準協会）
平成 21 年度第三者認証評価の結果適格と

青森中央学院大学
認定（財団法人

平成 22(2010)年 4 月

平成 20 年度第三者認証評価の結果適格と

日本高等教育評価機構）

青森中央学院大学経営法学部経営法学科

中学校教諭一種免許

状（社会）高等学校教諭一種免許状（公民・商業）認定
青森中央短期大学食物栄養学科

中学校教諭二種免許状（家庭）

栄養教諭二種免許状認定、幼児保育学科

幼稚園教諭二種免許

状認定
平成 22(2010)年 5 月

青森中央短期大学開学 40 周年記念式典挙行

平成 22(2010)年 8 月

僑光科技大学（台湾）と交流に関する協定を締結

平成 22(2010)年 10 月

青森中央短期大学開学 40 周年記念祝賀会挙行

平成 22(2010)年 10 月

青森中央短期大学がタイ国立チュラロンコン大学看護学部と学
術協定を締結

平成 22(2010)年 10 月

上海大学国際交流学院（中国）と交流に関する協定を締結

平成 23(2011)年 2 月

泰日工業大学（タイ）と交流に関する協定を締結

平成 24(2012)年 4 月

青森中央文化専門学校服飾一般課程の廃止

平成 24(2012)年 12 月

ユーパラーウィッタヤライスクール（タイ）、ワーリーチェンマ
イスクール（タイ）、モンフォートカレッジ（タイ）、ダーラー
アカデミー（タイ）、プリンスロイヤルカレッジ（タイ）と交流
に関する協定を締結

平成 25(2013)年 3 月

青森中央短期大学看護学科がタイ国立チュラロンコン大学看護
学部と国際シンポジウムを開催（於：タイ･バンコク）

平成 25(2013)年 5 月

南台科技大学（台湾）、南開科技大学（台湾）、チューヴァンア
ンハイスクール（ベトナム）と交流に関する協定を締結

平成 25(2013)年 10 月

青森中央学院大学経営法学部経営法学科の入学定員を 150 人に
変更

平成 25(2013)年 10 月

青森中央学院大学看護学部看護学科設置認可

平成 26(2014)年 2 月

7 号館増築、2 号館新築

4

入学定員 80 人

青森中央学院大学

平成 26(2014)年 3 月

青森市横内町会と連携・協力に関する協定を締結

平成 26(2014)年 4 月

青森中央学院大学看護学部看護学科開設
青森中央短期大学看護学科募集停止
東北師範大学人文学院（中国）と交流に関する協定を締結

平成 26(2014)年 7 月

青森中央学院大学看護学部開設記念式典・記念講演・記念パー
ティー挙行
青森中央学院大学看護学部とチュラロンコン大学看護学部とで
交流に関する協定を締結
呉鳳科技大学（台湾）と交流に関する協定を締結

平成 26(2014)年 11 月

レジーナセーリーカレッジ（タイ）と交流に関する協定を締結
青森中央学院大学とサイアム大学看護学部（タイ）とで交流に
関する協定を締結

平成 27(2015)年 1 月

青森市横内地区 10 町会と青森中央学院大学他と横内地区まちづ
くり協議会を設立

平成 27(2015)年 3 月

青森市と包括的な連携に関する協定を締結
尊孔独立中学（マレーシア）、レクイドンハイスクール（ベトナ
ム）、クォックホックハイスクール（ベトナム）、チュンヴォン
ハイスクール（ベトナム）と交流に関する協定を締結

平成 27(2015)年 10 月

むつ市および弘前大学とむつ市にむつサテライトキャンパスを
設置

平成 28(2016)年 3 月

久留米大学と大学間連携に関する協定を締結

2．本学の現況
・大学名
青森中央学院大学
・所在地
青森県青森市大字横内字神田 12 番地
・学部構成および大学院の構成
学

部

大学院

経営法学部

経営法学科

看護学部

看護学科

地域マネジメント研究科

地域マネジメント専攻（修士課程）
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・学生数（平成 28 年 5 月 1 日現在）
1年

2年

3年

4年

学部名

学科名

経営法学部

経営法学科

194

175

136

看護学部

看護学科

92

92

89

大学院

専攻

地域マネジメント研究科

1年

地域マネジメント専攻

2年
9

（修士課程）

161
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・教員数（平成 28 年 5 月 1 日現在）
学部名

学科名

教授

准教授

経営法学部

経営法学科

15

8

8

-

-

看護学部

看護学科

9

8

4

2

7

・職員数（平成 28 年 5 月 1 日現在）
所属名
大学

専任職員

常勤嘱託職員
39

3

6

講師

助教

助手
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Ⅲ．評価機構が定める基準に基づく自己評価
基準 1．使命・目的等
1－1

使命・目的及び教育目的の明確性

≪1－1 の視点≫
1-1-①

意味・内容の具体性と明確性

1-1-②

簡潔な文章化

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

意味・内容の具体性と明確性

・使命・目的及び教育目的を明文化しているか。

＜大学＞
大学の使命・目的は、
「青森中央学院大学学則（以下大学学則）」第 1 条第 1 項に、
「青
森中央学院大学は、教育基本法及び学校教育法並びに建学の精神に基づき、学校教育法
の定めるところに従い、広く知識を授けるとともに深く専門の学芸を教授研究し、知的・
道徳的および応用的能力を展開させ、国際社会、国家及び地域社会の生活、文化の向上
と産業経済の発展に貢献する人材を養成することを目的とする」と明確に定めている【資
料 1-1-1】。
また、本学の教育方針として、次の通り明示している【資料 1-1-2】。
(1)学生が主体的に問題意識を深め、自ら学修を継続し、明日を創造する能力を育む。
(2)学ぶ側に立ち、学生が着実に理解し、身に付く教育を行う。
(3)知識を単に学ぶだけではなく、知識の活用を図り、生きた「知」を教える。
(4)教員同士が連携を保ち、教育内容及び教育方法の有機的なつながりを持って教育
を行う。
大学の使命・目的を踏まえて、経営法学部と看護学部の教育目的は、
「大学学則」に明
記されている。
経営法学部
「大学学則」第 1 条第 2 項において、「経営法学部は、豊かな人間性に立ち、よりよ
き人生を創造するとともに、社会的正義に立って社会の発展に貢献する、進取性に富み
良識ある職業人を養成することを目的とする。」と明確に定めている【資料 1-1-3】。
看護学部
「大学学則」第 1 条第 3 項において、「看護学部は、生命の尊厳を尊重し豊かな人間
性を備えて一人ひとりの「生」に寄り添い、科学的根拠に基づく判断力と技術による実
践力を有し、他の職種と協働しつつ看護の向上に資する研鑽力を養い、地域社会の保健
医療福祉に貢献できる人材を養成することを目的とする。」と明確に定めている【資料
1-1-4】。
＜大学院＞
大学院の目的は、
「青森中央学院大学大学院学則（以下大学院学則）」第 2 条第 1 項に
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おいて、
「教育基本法及び学校教育法の定めるところに従い、学部における一般的並びに
専門的教養の基礎の上に、高度にして専門的な学術の理論及び応用を教授・研究し、も
って社会の進展に寄与することを目的とする」と明確に定めている【資料 1-1-5】。
また地域マネジメント研究科の目的は、「大学院学則」第 2 条第 2 項において、
「地域
マネジメント研究科は、法律的な思考と知識を経営的な意思決定過程に織り込み、創造
的・応用的・総合的なマネジメントを成し得る高度な職業人を養成することを目的とす
る」と明確に定めている【資料 1-1-6】。
以上の通り、青森中央学院大学、経営法学部、看護学部並びに大学院、地域マネジメ
ント研究科は、その使命・目的及び教育目的を明確に定めている。
＜エビデンス集＞
【資料 1-1-1】青森中央学院大学

学則

第1条

【資料 1-1-2】学生便覧（大学）

5頁

【資料 1-1-3】青森中央学院大学

学則

第 1 条第 2 項

【資料 1-1-4】青森中央学院大学

学則

第 1 条第 3 項

【資料 1-1-5】青森中央学院大学大学院

学則

第 2 条第 1 項

【資料 1-1-6】青森中央学院大学大学院

学則

第 2 条第 2 項

1-1-②

簡潔な文章化

・使命・目的及び教育目的を簡潔に文章化しているか。

＜大学＞・＜大学院＞
大学、大学院の使命・目的及び学部、研究科の教育目的は、
「大学学則」及び「大学院
学則」に簡潔に明示されている【資料 1-1-7】【資料 1-1-8】。
また、これらの使命・目的と教育目的は、本学ホームページ、学校案内にも簡潔に明
示されているとともに、学生に入学年度当初に配布する「学生便覧」にも記載し、周知
を図っている【資料 1-1-9】【資料 1-1-10】。
以上の通り、大学及び大学院の使命・目的及び学部、研究科の教育目的は、簡潔に明
示されている。
＜エビデンス集＞
【資料 1-1-7】青森中央学院大学

学則

【資料 1-1-8】青森中央学院大学大学院
【資料 1-1-9】学生便覧（大学）

第 1 条第 1 項～第 3 項
学則

第 2 条第 1 項、第 2 項

6 頁、133 頁

【資料 1-1-10】学生便覧（大学院）

2 頁、27 頁

（3）1－1 の改善・向上方策（将来計画）
＜大学＞・＜大学院＞
大学及び大学院の使命・目的及び学部、研究科の教育目的については、明確かつ簡潔
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に表現しているが、今後も、学生はもとより社会的にもその意味・内容を容易に理解で
きているかを点検し、具体的にイメージを抱けるように見直しをしていく。
1－2

使命・目的及び教育目的の適切性

≪1－2 の視点≫
1-2-①

個性・特色の明示

1-2-②

法令への適合

1-2-③

変化への対応

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

個性・特色の明示

・使命・目的及び教育目的に大学の個性・特色を反映し、明示しているか。

＜大学＞
本学の個性・特色は、学校法人青森田中学園の建学の精神、すなわち「愛あれ、知恵
あれ、真実あれ」に基づき、教育目的に具現化されている。
「愛あれ」とは慈しみ愛する
「慈愛」のことであり、
「知恵あれ」とは優れた知恵「英知」あれとのことである。そし
て「真実あれ」とは絶対的な真理の把握をめざすということである。これらを渾然一体
として教育目的である、広い教養と深い専門的知識・技能並びに豊かな人格形成に役立
てようとするものである。具体的に各学部のディプロマ・ポリシー（学位授与方針）と
カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施方針）、アドミッション・ポリシー（入学
者受入方針）に反映させている【資料 1-2-1】。
具体的な本学の個性・特色の第一は、地域貢献の理念であり、地域に密着し、地域産
業の振興および地域の保健医療福祉にいかにして貢献するかを常に問い、地域の要請に
応え、時機に即した教育を具体的に展開していることである【資料 1-2-2】。
その第二は、国際化対応であり、本学の教育目的を「国際社会、国家及び地域社会の
生活、文化の向上と産業経済の発展に貢献する人材を養成する」こととしている。具体
的にはアジア諸国からの留学生を迎えるとともに本学学生の海外留学を推奨し、そのた
めの経済的支援も行っている。
その第三は、知的・道徳的及び応用的能力を育成するための「少人数教育の実施」で
あり、ゼミナール形式の演習は両学部ともに 1 年次から開講している。経営法学部では、
必修科目や教養科目については複数のクラスで開講することにより、適切なクラスサイ
ズを保てるように配慮している。看護学部では、少人数教育によってさらに科学的根拠
に基づく判断力と技術による実践力を育成している。臨地実習は勿論、各演習科目にお
いても少人数教育を主体に展開している。このことについては、学校案内、ホームペー
ジに明示している【資料 1-2-3】。
＜大学院＞
大学院地域マネジメント研究科は、その名称が示すように、地域社会に貢献する高度
な職業人の養成を目指している。本大学院の母体である学校法人青森田中学園は昭和 21
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（1946）年から地域社会に根付き、地域産業の振興に貢献する人材養成に注力してきて
おり、地域に貢献する高度な人材の養成という目的はこの学園の歴史に呼応するもので
ある。
また、グローバル化や情報化の進展が著しく、人口の構造的な減少や地域コミュニテ
ィの脆弱化、厳しい環境制約など地域社会の抱える問題・課題は複層化している。この
ような厳しい状況下において企業や行政、民間団体などの組織を円滑に運営し、地域内
外とのネットワークを効果的に活用していく高度な職業人が地域から求められている。
法律的な思考と経営的なセンスを併せ持ち創造的・応用的・総合的な実践力のある人材
養成は本研究科の特色であり、地域課題の解決に貢献すると期待される【資料 1-2-4】。
以上の通り、青森中央学院大学、経営法学部、看護学部及び大学院地域マネジメント
研究科は、使命・目的及び教育目的に大学の個性・特色を反映し、明示している。
＜エビデンス集＞
【資料 1-2-1】学生便覧（大学）

27～28 頁、61～62 頁

青森中央学院大学ホームページ
【資料 1-2-2】青森中央学院大学ホームページ
【資料 1-2-3】青森中央学院大学

2017

学校案内

11 頁

青森中央学院大学ホームページ
【資料 1-2-4】青森中央学院大学ホームページ
1-2-②

法令への適合

・学校教育法第 83 条に照らして、大学として適切な目的を掲げているか。

＜大学＞
本学の目的は、
「大学学則」第 1 条第 1 項に定めており、学校教育法第 83 条の規定に
照らして適合している。また、大学設置基準第 2 条に則り、学部ごとに人材の養成に関
する目的等を学則に明確に定めている【資料 1-2-5】。
＜大学院＞
本大学院の目的は、
「大学院学則」第 2 条に定めており、学校教育法第 99 条の規定に
照らして適合している。また、大学院設置基準第 1 条の 2 に則り、研究科の人材養成に
関する目的等を学則に明確に定めている【資料 1-2-6】。
以上の通り、大学及び大学院の目的は、法令に照らして適切である。
＜エビデンス集＞
【資料 1-2-5】青森中央学院大学

学則

【資料 1-2-6】青森中央学院大学大学院

第 1 条第 1 項
学則
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1-2-③

変化への対応

・社会情勢に対応し、必要に応じて使命・目的及び教育目的の見直しなどを行っているか。

＜大学＞
本学学則第 2 条第 1 項において、本学は「教育研究水準の向上を図り、本学の目的及
び社会的使命を達成するため、教育研究活動の状況について自ら点検及び評価を行い、
その結果を公表する」と定めている【資料 1-2-7】。
経営法学部では、この使命・目的及び教育目的が社会情勢の変化に対応しているか適
宜点検しており、実際に、教育研究活動の見直しを次の通りに行った。
中央教育審議会答申「学士課程教育の構築」に基づき、平成 25（2013）年度におい
て、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシーの 3
つの方針を策定し、平成 26（2014）年度から、これらの 3 つの方針に則って改編した
教育課程を実施している。この教育課程の改編は、幅広い「21 世紀型市民」の育成を標
榜しつつ、明確な「学習成果」を重視して教育水準の維持向上を図ろうとする現今の社
会情勢に応えようとするものである【資料 1-2-8】。
具体的には、多様な人材養成に応えるべく履修面における選択範囲を拡充するととも
に、学部として具体的な人材養成の方向付けとして、
「ビジネス実践」
・
「ビジネス法務」・
「公共法務」の 3 つのプログラムから成る「特別養成プログラム」を設け【資料 1-2-9】、
さらに、
「課題探究・地域創造」の科目群を設置して、より実践的教育を目指すことを可
能とした。
看護学部は、青森中央短期大学看護学科を改組転換し、平成 26（2014）年度に開設
された。この開設の狙いは、
「より豊かな人間性と科学的根拠に基づいた看護実践能力・
問題解決力等を有し、チーム医療の一員として活躍できる人材として地域に貢献できる
人材」である、近年のより質の高い看護職者の養成という社会的要請に応えることにあ
る【資料 1-2-10】。
＜大学院＞
現時点では、大学院地域マネジメント研究科の設置目的は社会情勢に適しており、今
後地域状況や時代環境の変化に応じて、適宜検討していく。
以上の通り、青森中央学院大学、大学院は、社会情勢に対応し、必要に応じて使命・
目的及び教育目的の見直しを行っている。
＜エビデンス集＞
【資料 1-2-7】青森中央学院大学

学則

【資料 1-2-8】学生便覧（大学）

27～28 頁、

青森中央学院大学

第 2 条第 1 項

ホームページ

【資料 1-2-9】特別養成プログラム資料
【資料 1-2-10】学生便覧（大学）

61～62 頁
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（3）1－2 の改善・向上方策（将来計画）
＜大学＞
建学の精神を踏まえて、自己点検・評価において、今後とも各学部における教育目的
へ本学の個性・特色をいかにして反映させるべきかを検討していく。また使命・目的及
び教育目的については、自己点検評価活動を通じて法令への適合を確保しつつ、社会情
勢や社会的要請などに対応し、必要に応じて見直しを図っていく。
経営法学部では、平成 26（2014）年度からの新たな教育課程の実施を行って 2 年を
過ぎたことから、平成 28（2016）年度にはディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポ
リシーに基づく実施結果を点検・評価するためのカリキュラム検討委員会を設けて、見
直しを行っていく。
看護学部では、平成 29（2017）年度の完成年度までは、基本的に申請時の使命・目
的に添って教育を行うが、完成年度までの 4 年間に社会情勢も変化することから、完成
年次以降のより良い教育を目指して、使命・目的等を見直すために、毎年教育評価を行
い、その結果を「カリキュラム振り返りシート」に記載し、改善点等を蓄積している。
そして、経営法学部と同じように、平成 28（2016）年度にはカリキュラム検討委員会
を設けて、完成年次以降の教育課程の改革に取り組んでいく。
＜大学院＞
地域経済の長期的な低迷や国の諸制度などの抜本的改正、グローバル化や情報化など
の急速な進行など、本大学院の存立基盤が著しく変容する場合も想定されるので、日頃
から教育環境の変化などについては適切に評価し、必要に応じて速やかに改善・向上方
策を策定し、円滑に計画実施していく方針である。
1－3

使命・目的及び教育目的の有効性

≪1－3 の視点≫
1-3-①

役員、教職員の理解と支持

1-3-②

学内外への周知

1-3-③

中長期的な計画及び 3 つの方針等への使命・目的及び教育目的の反映

1-3-④

使命・目的及び教育目的と教育研究組織の構成との整合性

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

役員、教職員の理解と支持

・使命・目的及び教育目的の策定などに役員、教職員が関与・参画しているか。

＜大学＞＜大学院＞
大学、大学院の使命・目的及び各学部の教育目的の策定及び改定などは、学部教授会、
研究科委員会の議を経て定められ、教職員の理解と支持を得ている。【資料 1-3-1】
これらの策定及び改定については、最終的に理事会において承認を得ることになって
おり、役員の理解と支持は得られている。【資料 1-3-2】
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以上の通り、大学及び大学院の使命・目的及び教育研究上の目的に対する役員及び教
職員の理解と支持は得られている。
＜エビデンス集＞
【資料 1-3-1】青森中央学院大学

学部教授会規程

青森中央学院大学大学院研究科委員会規程
【資料 1-3-2】学校法人青森田中学園寄附行為
1-3-②

学内外への周知

・使命・目的及び教育目的をどのように学内外に周知しているか。

＜大学＞＜大学院＞
学生に対しては、入学式において理事長祝辞・学長式辞の中で教示しているほか、新
入生オリエンテーション・ガイダンス等における学長講話、学園創立記念日、学園感謝
祭等の行事の際に示され、どのような意味があるのかを学生自身に理解させるように努
めている。
学外への周知については、大学ホームページ、対外的に配布する学校案内等にも、建
学の精神、大学の教育目的・教育方針を示し周知を図っている【資料 1-3-3】。
以上の通り、使命・目的及び教育目的は、学内外において広く周知している。
＜エビデンス集＞
【資料 1-3-3】学生便覧（大学）
学生便覧（大学院）

5～6 頁
2頁

青森中央学院大学ホームページ
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

・使命・目的及び教育目的を中長期的な計画に反映しているか。

＜大学＞＜大学院＞
建学の精神や使命・目的及び教育目的を踏まえ、
「学校法人青森田中学園中期経営計画
（平成 27 年度（2015 年度）～平成 31 年度（2019 年度）」を策定した【資料 1-3-4】。
この計画は、9 つの項目「入試広報戦略」「教育改革・学生支援戦略」「グローバル化戦
略」「キャリア支援戦略」「地域連携・地域貢献戦略」「研究活動推進戦略」「経営基盤安
定化戦略」「教育環境整備戦略」「ブランドイメージ戦略」を重点項目として設定し、そ
れぞれ基本方針と目標、具体的な年度計画を掲げている。
以上の通り、中長期計画は、使命・目的及び教育目的を反映していると判断する。
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・使命・目的及び教育目的をディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッシ
ョン・ポリシーに反映しているか。

＜大学＞
使命・目的及び教育目的に基づいて、どのような人材を養成するかを明確に定めてお
り、さらにこの目的を具体的に実践するための 3 つの方針を定めている。
経営法学部・看護学部ともに、「大学学則」第 1 条第 2 項・第 3 項においてその目的
を明示しており、それらに基づき、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、
アドミッション・ポリシーをそれぞれ定めている。
3 つのポリシーは、大学の使命・目的及び教育目的が反映された内容となっており、
教育目的を軸として相互に連動しており、学生便覧および本学ホームページ上で明示さ
れている【資料 1-3-5】。
経営法学部
ディプロマ・ポリシー（学位授与方針）
＜態度・志向＞
①自立した市民として主体的に判断・行動し、より良い人間関係や社会を築くた
めの基本的態度を身に付けている。
②多様な価値観を認め、お互いの意思を尊重し合う態度を身に付けている。
＜知識・理解＞
修得した経営学と法学を核とする学際的な知識を生かし、現代の組織社会やそこ
に生きる人々の間の協働や利害調整の仕組みを広い視野に立って理解できる。
＜技能・伝達＞
①日常及び職業の生活にわたって必要とされる技能（情報収集・分析・評価の能
力、数量的スキル、論理的思考力）を身に付け、適切に活用できる。
②自らの考えを明確に表現し、他者と適切にコミュニケーションを図ることがで
きる。
＜総合・統合＞
持続可能な社会の構築に向け、獲得した知識・技能を総合し、高い倫理観を持っ
て、自ら課題を見出し、解決にあたることができる。
カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施方針）
学部の教育目的を達成するために学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）に基づ
き、教育課程をコモンベーシックス、人間探究科目、専門科目の 3 つの科目群に分
け、各科目群を構成する授業科目が有機的に連携し、系統的に学修できるようにす
る。
＜コモンベーシックス＞
現代の社会生活を営み、仕事の遂行に不可欠な基本的技能を修得するために「外
国語」、「情報処理」、そして外国人留学生用の「日本語」から編成する。
「外国語」は、グローバル社会を視野に置き、コミュニケーション・スキルを身に
つけるための科目。
「情報処理」は、情報社会におけるコンピュータ・リテラシーを身につけるための
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科目。
「日本語」は、異文化理解を推し進めるとともに、大学での学修に必要な日本語能
力を身につけるための科目。
＜人間探究科目＞
教養教育の課程として位置づけ、
「自己の探究」、
「社会の探究」、
「自然の探究」の
3 つの領域から編成し、それぞれに課題性を有した科目を設ける。
「自己の探究」は、生活世界の中で生きる意味を求め、人間理解を深めるとともに、
自己創造に向けた手がかりをつかむための科目。
「社会の探究」は、生活世界を形づくっている現代社会の諸相の探究を通して社会
状況を理解し、相互信頼を築く素養を身につけるための科目。
「自然の探究」は、人間と自然との共生の探究を通して自然に包まれる人間の解明
を行い、自然にかかわる諸問題の知識と理解を身につけるための科目。
＜専門科目＞
経営学、法学、そして関連する経済学などの学修を通して、職業人としての専門
性の基礎を身につけるために、「基礎科目」、「基幹科目」、「展開科目」、そして「課
題研究・地域創造」、「専門演習」の科目を編成する。
「基礎科目」は、現代の社会経済現象の理解を行い、社会生活と協働における経営
及び法律の領域の基本的知識と理解を身につけるための科目。
「基幹科目」は、経営と法律、関連する諸領域の理解を踏まえて諸問題を分析し、
リーガルマインドを有する経営的思考を身につけるための科目。
「展開科目」は、自らの選考と関心に基づき、社会生活及び協働における具体的な
課題の解明を行い、問題解決にむけた方途を見出すための科目。
「課題探究・地域創造」は、具体的な問題領域から課題を見出し、知識を活用して
解決の方途を示すことができるための科目。
「専門演習」は、修得した知識に基づいて問題の所在を明らかにし、解決の方途を
見出し、説得する能力を身につけるための科目。
アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）
1．経営学や法学の専門知識を活かし、地域社会、国際社会のなかで活躍しよう
という意欲をもつ人
2．人間性が豊かで、責任感のある人
3．旺盛な知的好奇心をもち、自ら積極的に学習や研究に取り組む意欲をもつ人
4．学問のみならずサークルやボランティア活動で独自の優れた個性を発揮する
意欲をもつ人
看護学部
ディプロマ・ポリシー（学位授与方針）
＜態度・志向＞
ア．看護の対象となる人間と社会への理解を深め、人間性を育み、人権を尊重・
擁護する倫理観を身につけている。
イ．生涯にわたり専門職としての目標を持ち、主体的に研究等、自己研鑽し続け
る能力を身につけている。
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＜知識・理解＞
ウ．看護学の理論、科学的判断、援助的関係形成、看護技術の基礎能力を身につ
けている。
＜技能・伝達＞
エ．一人ひとりの健康課題を分析し、対象者に合わせた看護を実践できる。
＜総合・統合＞
オ．保健医療福祉関係者と協働し社会に働きかけていくために、地域の健康課題
を分析し、人的・物理的・経済的な資源を調整する実践力の基礎を身につけ
ている。
カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施方針）
看護学部では、教育課程を「コモンベーシックス」「人間探究科目」「専門科目」
の 3 つに区分し、それぞれの区分の科目群による教育および学修が有機的に連携す
るように編成し、学生が体系的に学修できるようにしています。
1．現代社会に生きる職業人に不可欠な基本的技能を学ぶために「コモンベーシ
ックス」を配置する。
2．人間性を豊かにし、人間、社会、そして自然への理解を深め、人権を尊重・
擁護する倫理観を学ぶために「人間探究科目」を配置する
3．看護の対象者を理解し、基礎・基本から実践・応用までの看護学の理論と技
術を深め、実践を統合できる能力を身につけるために「専門科目」を配置する。
「専門科目」は、「健康科学と看護実践」「人間発達と健康支援」「看護の統合
と発展」の区分に編成する。
4．看護の概念枠組みである人間・健康・環境の理解、一人ひとりの健康課題の分
析、看護・援助技術の基礎を学ぶために「健康科学と看護実践」を配置する。
5．人間の成長発達や対象者の健康課題に応じた専門的な看護を展開し、看護実
践力や応用力を高めることを目指し、「人間と健康支援」を配置する。
6．地域で生活する対象者と家族への看護を展開し、地域の健康課題の分析およ
び保健医療福祉関係者との協働・連携・調整力、看護を創造的に開発できる能
力を養い自律性を高めるために「看護の統合と発展」を配置する。
アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）
1．人間の尊厳に対する感性を持ち、人を大切にできる人
2．人が生まれ社会で生活していく過程を科学的に理解するための基礎学力を有
している人
3．人への関心を持ち、どのような人とも対等にコミュニケーションができ、協
調性が図れる人
4．心身ともに健康で、主体的に行動できる人
＜大学院＞
「大学院学則」第 2 条第 1 項及び 2 項において、教育目的は具体的かつ明確に示して
おり、それらに基づき、デ ィ プ ロ マ ・ ポ リ シ ー、カ リ キ ュ ラ ム ・ ポ リ シ ー、アド
ミッション・ポリシーをそれぞれ定めている。
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3 つのポリシーは、それぞれの学部の教育目的が反映された内容となっており、教育
目的を軸として相互に連動しており、本学ホームページ上で明示されている【資料 1-3-6】。
ディプロマ・ポリシー（学位授与方針）
地域マネジメント研究科は、院生が課程を修了する際に求められる学習成果の到
達水準を定め、この要件を満たしている者に学位として修士（地域マネジメント）
を授与するものである。本研究科は地域に貢献できる人材の養成に努めており、法
律的な思考と知識を経営的な意思決定過程に織り込み、創造的・応用的・総合的な
マネジメントを成し得る高度な職業人の育成に向けた教育を実施している。本研究
科のカリキュラムは、この目的を踏まえて体系的に構成されている。院生は各自の
関心と修了後の進路に応じて科目を選択し、以下の要件を満たせば学位が認定され
る。
① 本研究科が定めた修業年限を満たし、修了に必要な所定の授業科目を履修して
所定の単位を修得した者
② 担当指導教員並びに特別演習の各教員の指導を受けて、修士論文または特定の
研究課題に取り組み、期日までに提出された研究成果が審査に合格した者
カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施方針）
本研究科は、地域に貢献できる人材の養成を目指して、法律的な思考と知識を経
営的な意思決定過程に織り込み、創造的・応用的・総合的なマネジメントを成し得
る高度な職業人の育成に向けた教育を実施し、また時代の潮流や地域の様々な課題
に適切に対応できるマネジメント力の獲得に向けた体系的なカリキュラムを構成す
る。
地域課題の総合的・システム的な理解を促す導入科目として、地域マネジメント論
（必修科目）を配置し、専門的知識や理論、分析方法などを学ぶとともに、具体的
な問題解決能力を高めるために、経営学・経済学、法学・政治学の各分野にわたる
専門科目を基本科目として配置する。また、修士論文や課題研究を効果的に実施す
るため、課題研究科目を配置し、適切に指導・助言する。
アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）
本研究科は、地域に貢献できる人材の養成を目指して、法律的な思考と知識を経
営的な意思決定過程に織り込み、創造的・応用的・総合的なマネジメントを成し得
る高度な職業人の育成を目的としている。
その実現のために、入学者受け入れ方針として、以下を掲げる。
1.地域における課題を広くとらえ、日本あるいは世界の地域の発展に貢献しよう
とする強い意識を持つ人
2.将来の目標を明確に持ち、基礎的専門知識および一般教養を身につけている人
3.新時代を切り開く、意欲と創造力に溢れる人

以上の通り、使命・目的及び教育目的を学部及び大学院のディプロマ・ポリシー、カ
リキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシーに反映している。
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＜エビデンス集＞
【資料 1-3-4】学校法人青森田中学園中期経営計画（平成 27 年度（2015 年度）～
平成 31 年度（2019 年度））
【資料 1-3-5】学生便覧（大学）

27～28 頁、61～62 頁

青森中央学院大学ホームページ
【資料 1-3-6】青森中央学院大学ホームページ
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

・使命・目的及び教育目的を達成するために必要な教育研究組織が整備されているか。

＜大学＞＜大学院＞
使命・目的及び教育目的を達成するため、以下の学部及び研究科等の教育研究組織を
設置している【図 1-3-1】。
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【図 1-3-1】
自己点検評価委員会

学務委員会
（国際交流含む）
大学院
地域マネジメント研究科
研究科委員会

人事委員会

学校法人
青森田中学園
法人本部

青森中央
学院大学

大学
経営会議

部局長会議

入試広報委員会

経営法学部
教授会

キャリア支援委員会

看護学部
教授会

図書館情報システム委員会

事務局

研究推進委員会
（研究紀要含む）

青森中央学院大学
地域マネジメント研究所

研究倫理委員会

図書館情報センター

地域社会活動委員会

国際交流センター

FD委員会
入試広報センター
キャリア支援センター
学習支援センター
学生相談室
健康管理室

[学園共通委員会］
・ねぶた運営委員会

地域連携センター
ｻﾃﾗｲﾄｷｬﾝﾊﾟｽ「ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｳｨﾝﾄﾞｳ」

・学園祭実行委員会
・ねぶた運営委員会

学生会館

・学園広報「こぶしの花」編集委員会
・安全衛生委員会

［学長直轄委員会］

・高大連携委員会

［経営法学部設置委員会］

・危機管理委員会

・教職課程指導委員会

・利益相反マネジメント委員会

・公務員試験対策委員会

・ハラスメント防止委員会

［看護学部設置委員会］
・実習委員会
・国家試験対策委員会

大学及び大学院の使命・目的及び教育目的を達成するために、教育研究組織として、
大学「経営法学部」
「看護学部」、大学院「地域マネジメント研究科」、及び「大学院地域
マネジメント研究所」を設置している。
平成 10（1998）年 4 月に「経営法学部」を設置し、平成 26（2014）年 4 月に青森中
央短期大学看護学科から改組して「看護学部」を設置し、2 学部体制とした。平成 16（ 2004）
年 4 月に「大学院地域マネジメント研究科」及び、附属機関として「地域マネジメント
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研究所」を設置した。
また、法人組織である図書館情報センター、国際交流センター、入試広報センター、
キャリア支援センター、学習支援センター、地域連携センター、及び各部の共通委員会
である自己点検評価委員会、学務委員会、入試広報委員会、キャリア支援委員会、図書
館情報システム委員会、研究推進委員会、研究倫理委員会、地域社会活動委員会、FD
委員会を設置し互いに連携を図っている【資料 1-3-7】。
以上の通り、使命・目的及び教育目的を達成するために必要な教育研究組織は整備さ
れている。
＜エビデンス集＞
【資料 1-3-7】学校法人青森田中学園
青森中央学院大学

組織規程

教育組織運営規則

（3）1－3 の改善・向上方策（将来計画）
今後も、使命・目的及び教育目的の策定ために学則等の変更を行う場合は、教職員・
役員の理解と支持を得られるように、学部教授会、研究科委員会、役員会を適切に運営
するように努めていく。
使命・目的及び教育目的の周知は、現在でも学内ではガイダンス等で、学外では本学
ホームページや学校案内等で行っているが、より理解しやすいように工夫を重ねていく。
平成 27（2015）年度に策定した学校法人青森田中学園中期経営計画に基づき、本学に
関する事項を確実に実施し、必要に応じて修正しながら遂行していく。
使命・目的及び教育目的を達成するために、より充実した教育研究組織の整備を図っ
ていく。
［基準 1 の自己評価］
使命・目的及び教育目的の明確性については、使命・目的及び教育目的は、学則に明
確に定めており、学生便覧・大学ホームページ・学校案内等に簡潔に明示されている。
使命・目的及び教育目的の適切性については、建学の精神を基に教育目的を具現化し、
大学の個性と特色を反映させている。使命・目的及び教育目的は、学校教育法第 83 条
及び学校教育法第 99 条を踏まえており、社会情勢の変化に対応すべく、継続して見直
しを行っている。
使命・目的及び教育目的の有効性については、使命・目的及び教育目的の策定が学部
教授会、研究科委員会、評議員会、理事会の議を経て教職員及び役員の理解と支持を得
ており、年度当初の学園研修会において、使命・目的に基づいた事業計画が全教職員に
周知されている。学生については、新入生オリエンテーション、毎学期のガイダンスに
おいて、学外については、大学ホームページや学校案内等で周知されている。また、こ
れら使命・目的及び教育目的に基づいて学校法人青森田中学園中期経営計画及び 3 つの
方針が策定され、それを達成するための教育研究組織との整合性もなされている。
以上のことから、基準 1「使命・目的等」の基準を満たしていると評価する。
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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

入学者受入れの方針の明確化と周知

2-1-②

入学者受入れの方針に沿った学生受入れ方法の工夫

2-1-③

入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持

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

入学者受入れの方針の明確化と周知

・アドミッション・ポリシーを明示しているか。

＜大学＞
本学のアドミッション・ポリシーは、平成26（2014）年度の看護学部開設に合わせ検
証されており、学部ごとにディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーとの整合
性に重きを置いて見直されている。
アドミッション・ポリシーは、学部ごとに明確に定められ、
「学生募集要項」、
「学校案
内」、
「ホームページ」に明示されている。また、高校学校教員を対象にした進学説明会、
オープンキャンパス、進学相談会など、さまざまな機会を利用して直接に受験生やその
保護者、高等学校教員に周知を図っている。さらに、学長を始め入試広報委員会の教職
員が高等学校を訪問する際にも、本学の教育目的に基づいてアドミッション・ポリシー
を位置づけ、本学が求める学生像を充分に説明している。
このように、アドミッション・ポリシーを明確にしているので、本学への入学を希望
する者は、学業のみならず様々な分野で積極的に活躍しようとする意欲と向上心を強く
している。地域の大学として、時代の変化や地域社会からの要請にも適切に対応するた
め、大学において成長する可能性を秘めた学生を入学させることに主眼を置いている【資
料2-1-1】。
経営法学部
経営法学部は、建学の精神や教育目的に則り、豊かな人間性に立ち、よりよき人生を
創造するとともに、社会的正義に立って社会の発展に貢献する、進取性に富み良識ある
職業人の養成を目指している。そしてディプロマ・ポリシーに謳われた学修の到達目標
を実現できるように策定されたカリキュラム・ポリシーに基づいて潜在力を持った学生
に門戸を開くため、本学部は、アドミッション・ポリシーを次のように定め、明示して
いる【資料2-1-2】。
1．経営学や法学の専門知識を活かし、地域社会、国際社会のなかで活躍しようとい
う意欲をもつ人
2．人間性が豊かで、責任感のある人
3．旺盛な知的好奇心をもち、自ら積極的に学習や研究に取り組む意欲をもつ人
4．学問のみならずサークルやボランティア活動で独自の優れた個性を発揮する意欲
をもつ人
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看護学部
看護学部は、建学の精神および教育理念に基づき、生命の尊厳を尊重し豊かな人間性
を備えて一人ひとりの「生」に寄り添い、科学的根拠に基づく判断力と技術による実践
力を有し、他の職種と協働しつつ看護の向上に資する研鑽力を養い、地域社会の保健医
療福祉に貢献できる人材を養成することを目的としている。ディプロマ・ポリシーに謳
われた学修の到達目標を実現できるよう潜在力を持った学生に門戸を開くため、本学部
は、アドミッション・ポリシーを次のように定め、明示している【資料2-1-3】。
1．人間の尊厳に対する感性を持ち、人を大切にできる人
2．人が生まれ社会で生活していく過程を科学的に理解するための基礎学力を有して
いる人
3．人への関心を持ち、どのような人とも対等にコミュニケーションができ、協調性が
図れる人
4．心身ともに健康で、主体的に行動できる人
＜大学院＞
大学院地域マネジメント研究科のアドミッション・ポリシーは、学内学部学生を対象
とした大学院入試説明会で解説すると共に、「学生募集要項」、「学校案内」、ホームペー
ジに明示されている。また、海外で行われる進学説明会でも詳しく説明している。
本研究科では、建学の精神や教育目的を踏まえて、地域に貢献できる人材の養成に努
めており、法律的な思考と知識を経営的な意思決定過程に織り込み、創造的・応用的・
総合的なマネジメントを成し得る高度な職業人の育成に向けた教育を実施している。デ
ィプロマ・ポリシーに謳われた学修の到達目標を実現できる人材育成のために、本研究
科は、アドミッション・ポリシーを次のように定め、明示している【資料 2-1-4】。
1．地域における課題を広くとらえ、日本あるいは世界の地域の発展に貢献しようと
する強い意識を持つ人
2．将来の目標を明確に持ち、基礎的専門知識および一般教養を身につけている人
3．新時代を切り開く意欲と想像力に溢れる人
以上の通り、大学及び大学院のアドミッション・ポリシーは明確に定められ、受験生、
保護者、高校教員を含め、広く社会に周知している。
＜エビデンス集＞
【資料2-1-1】平成29年度

学生募集要項

青森中央学院大学

2017

青森中央学院大学

学校案内

2～3頁

7頁、21頁

青森中央学院大学ホームページ
【資料2-1-2】平成29年度

学生募集要項

青森中央学院大学

2017

青森中央学院大学

学校案内

2頁

7頁

青森中央学院大学ホームページ
【資料2-1-3】平成29年度

学生募集要項

青森中央学院大学

2017

青森中央学院大学

学校案内

青森中央学院大学ホームページ
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21頁

3頁
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【資料2-1-4】平成28年度

募集要項

青森中央学院大学大学院

地域マネジメント研究科
青森中央学院大学大学院

2016

学校案内

1頁

青森中央学院大学ホームページ
2-1-②

入学者受入れの方針の明確化と周知

・アドミッション・ポリシーに沿って、入学者選抜等を公正かつ妥当な方法により、適切な
体制のもとに運用しているか。

＜大学＞
（１） 入学者選抜体制
入学者の選抜については、教員と入試広報課の職員からなる学部ごとの「入試広報委
員会」を中核として全学体制で、厳正かつ適切に実施している。
入学者選抜試験の実施要項は、各学部の入試広報委員会が原案を作成し、学部教授会
の議を経て学長が決定している。入学者選抜試験の実施においては、学長を本部長とし
て、学部長・入試広報センター長・入試広報委員会委員長及び副委員長が入試実施本部
の構成員となり、運営の統括をしている。合否の判定においては、各学部の入試広報委
員会が原案を作成し、大学経営会議及び学部教授会の議を経て、学長が決定している【資
料2-1-5】。
なお、留学生に対する入学者選抜体制は、経営法学部の学務委員会内に国際交流セン
ターの業務を兼務する学務委員(教員)と国際交流課職員(国際交流センター担当)からな
る「国際交流小委員会」を置き、これに事務局次長・企画部長を加えた構成で、運営の
統括を行っている。合否の判定については、国際交流小委員会が原案を作成し、大学経
営会議及び学部教授会の議を経て、学長が決定している【資料2-1-6】。
（２） 入学者選抜方法
入学者選抜方法については、それぞれ学部のアドミッション・ポリシーに沿って、そ
れぞれに相応しい推薦入試、AO 入試、一般入試、大学入試センター試験利用入試等の
選抜方法を設置している。
経営法学部
経営法学部では、アドミッション・ポリシーに基づき広く多様な人材の受入れを可能
とするために、AO 選抜入試、推薦（指定校・公募）入試、スポーツ特別選抜入試、一
般入試、大学入試センター試験利用入試、特別選抜入試、特待生入試、留学生選抜入試
を設置している【資料2-1-7】。
AO 選抜入学試験は、選抜方法や実施時期について、学力だけでは測りえない個性豊
かな人材を求めることを目的とし、本学部のアドミッション・ポリシーに沿って志願時
までの面談を行う対話重視型の性格を有している。平成27（2015）年度入学試験からは、
アドミッション・ポリシーを具現化させて5つの領域に基づく「目的志向型」入試を実
施しており、入学後に目指したい道や自らの希望を叶えるために深く取り組みたい領域
から一つを選択させ、調査書と志望理由書、そして面接に基づき合否を判定している。
試験は、9月、10月、12月の計3回実施している。
推薦入学試験には、指定校推薦と公募推薦がある。それぞれの推薦基準を満たし、各
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高等学校校長から推薦され、本学部を専願する受験生を対象に、調査書及び志望理由書、
そして面接に基づき合否を判定している。試験は第1期と第2期の計2回実施している。
スポーツ特別選抜入学試験は、平成24（2012）年度までは推薦入試の一つとして位置
づけられていたが、平成25(2013)年度からは、独立して特別選抜となって今日に至って
おり、選抜方法は、推薦入学試験と同じである。大学として強化を図る体育系クラブ活
動において、各大会で顕著な成績をおさめ、各高等学校長または顧問あるいは監督から
特別に推薦された者を対象に、入学後4年間の当該部活動の継続を要件とし、
「学問のみ
ならずサークルやボランティア活動で独自の優れた個性を発揮する意欲を持つ人」とい
うアドミッション・ポリシーに基づき、合否を判定している。試験は第1期、第2期、第
3期の計3回実施している。
一般入学試験は、試験成績による学力評価を合否判定とする選抜方式である。受験科
目については、広い選択科目から得意科目を一科目選ぶ方式となっており、普通高校と
専門高校等の校種を問わず、試験教科･科目の適切な選択が保たれるように配慮している。
試験は、第1期、第2期の計2回実施しており、第1期の試験会場は、受験者の利便性を考
慮し、本学を含め5会場を設置している。
大学入試センター試験利用入学試験については、アドミッション・ポリシーとの関連
で、受験生が受験した科目から高得点科目2科目を対象としている。試験は、第1期、第
2期、第3期、第4期の計4回実施している。合否は、大学入試センター試験の成績及び調
査書を総合的に審査して判定している。
特別選抜入学試験について、編入学特別選抜は、2年次及び3年次への編入希望者に対
して、面接の結果及び志望理由書等提出書類を総合的に審査して選考を行っている。帰
国子女特別選抜は、帰国子女に対して、面接の結果及び志望理由書等提出書類を総合的
に審査して選考を行っている。社会人特別選抜は、高等学校卒業後2年以上経過した者
等に対する入試制度で、面接の結果及び提出書類を総合的に審査して選考を行っている。
特待生（授業料免除）選抜試験については、上記の入学者選抜方法の受験者のうち希
望者に対して、アドミッション・ポリシーを踏まえて、それぞれの選抜方法の受験結果
と面接に基づいて合否を判定している。
留学生に対する入学者選抜方法は、アドミッション・ポリシーに則って、経営法学部
を志願する海外在住の外国人に対し、渡日前入学許可を前提とした現地 AO 選抜入学試
験(4月入学・10月入学)を行っている。
この試験の選抜方法は、国際交流センター・国際交流小委員会の裁量的な設定が可能
であり、日本語作文試験(ただし、日本学生支援機構・国際交流基金が実施する日本留学
試験の日本語科目において、一定以上の点数を獲得している志願者については免除)と面
接試験に基づき合否を判定している。実施時期は、日本と学年度が異なる現地(志願者が
居住する本国)で行うため、志願者に負担がかかる時期にならないよう双方調整したうえ
で決定している【資料2-1-8】。
看護学部
アドミッション・ポリシーに合致する学生を受入れ、本学部の教育目的にかなった人
材を養成するために、さまざまな評価の観点から公募制推薦、一般入学試験、大学セン
ター試験利用、社会人特別選抜等の多様な入学者選抜方法を実施し、志願者の能力や資
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質を総合的に評価・判定している【資料2-1-9】。
公募制推薦入学試験については、各高等学校校長から推薦され、本学部を専願する受
験生を対象とする入学試験選抜であり、調査書、小論文、面接および志望理由書に基づ
き、専門への適性を総合的に判断している。小論文の課題は、アドミッション・ポリシ
ーに沿っているか判断できるよう選定している。
一般入学試験は、学力試験、面接、調査書により総合的に評価している。学力試験で
は、基礎学力を判断するための2科目を必須とし、更に専門を深めるために必要とされ
る1科目を選択することとし、計3科目で審査している。面接ではアドミッション・ポリ
シーに沿ってコミュニケーション能力、適性を評価している。試験は、第1期、第2期の
計2回実施しており、第1期の試験会場は、受験者の利便性を考慮し、本学を含め5会場
を設置している。
大学入試センター試験利用入学試験は、基礎学力を判断するための必須とする2科目、
及び選択科目として専門を深めるために必要とされる指定科目群の中から高得点のもの
を採用し、これらの合計点で評価している。試験は、前期、後期の計2回実施しており、
合否は、大学入試センター試験の成績及び提出書類を総合的に審査して判定している。
社会人特別選抜入学試験については、小論文、個別面接及び志望理由書、自己経歴書
等の提出書類により総合的に評価している。小論文では、必要な基礎学力の状況や専門
職への関心の高さを把握するために読解力、文章作成能力を評価している。面接では、
アドミッション・ポリシーに沿ってコミュニケーション能力、適性を審査し、提出書類
では、専門職に対する理解と学習意欲などを総合的に評価している。入学を強く希望す
る意欲旺盛な社会人を一般入試とは別の入学試験によって受け入れており、社会人にも
大学の門戸を開くことを目的としている。
（３） 入学前学習プログラム
高校から大学への学修の円滑な移行を目的として、経営法学部では、推薦入学試験、
AO 選抜試験、スポーツ特別選抜試験に合格した学生を対象に、看護学部では、公募制
推薦入試に合格した学生を対象に、入学前学習プログラムを用意している。
本プログラムにおいては、新聞記事を題材とした書き取り、レポートを課している。
これは、時事問題に関心を持つとともに、レポートの書き方、レポート作成の手法等に
ついて学ぶ機会を提供している。さらに、経営法学部では、高校で実際に受けている授
業をレポート形式でまとめさせる「授業レポート」を作成させている。また看護学部で
は、
「天声人語書き写しノート」を用いて文章読解力を養わせるとともに、理数科目のド
リルワークを課している。看護の専門科目を学ぶために必要な生物・化学・数学の基本
的な知識を問う問題を与え、入学までに取り組ませている。推薦入試に陥りがちな学習
不足を回避するとともに、合格決定後の学習意欲を維持するための支援となっている【資
料2-1-10】。
＜大学院＞
（１）入学者選抜体制
入学者の選抜については、入試委員である大学院教員と入試広報課の職員からなる「入
試委員会」を中核として、厳正かつ適切に実施している。
入学者選抜試験の実施要項は、研究科長及び入試広報課職員が原案を作成し、研究科
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委員会の議を経て学長が決定している。入学者選抜試験の実施においては、研究科長を
本部長として、入試広報センター長・事務局次長・大学院入試委員・入試広報課職員が
入試実施本部の構成員となり、運営の統括をしている。合否の判定においては、入試委
員会が核となって原案を作成し、大学経営会議及び研究科委員会の議を経て、学長が決
定している【資料2-1-11】。
（２）入学者選抜方法
アドミッション・ポリシーに合致する学生を受入れるため、大学院に対する社会的ニ
ーズの多様化などに対応することを目的とした複数の入学者選抜試験制度を整備してい
る【資料 2-1-12】。
一般選抜試験については、出願資格は、①学校教育法第 83 条に定める大学を卒業し
た者、②学校教育法第 104 条第 4 項の規定により、学士の学位を授与された者、③外国
において学校教育における 16 年の課程を修了した者、④昭和 28 年文部省告示第５号を
もって文部大臣の指定した者。⑤その他、本学大学院において大学を卒業した者と同等
以上の学力があると認められた者

のいずれかに該当するものである。選抜方法は、面

接試験及び成績証明書等の提出書類を総合的に判断している。試験は第 1 期、第 2 期、
第 3 期の計 3 回実施しており、合否判定については、大学経営会議の審議と研究科委員
会の議を経て学長が決定する。
社会人特別選抜試験については、社会人を積極的に受入れることを目的として実施し
ている。出願資格は、一般選抜制度の上記の 5 項に加えて、⑥大学及び相当する教育機
関を卒業後、2 年以上職業(主婦も含む)に従事した者も対象となる。選抜方法は及び試験
実施回数とも一般選抜試験と同様であり、合否判定のプロセスも同一である。
外国人留学生特別選抜試験については、積極的に海外からの優秀な留学生を受入れる
ことを目的として実施している。出願資格は、前述の①～⑤の該当者であり、選抜方法
は、面接試験、提出書類の審査に加えて、日本語試験(作文)も実施して大学院の学修に
求められる日本語力の判定材料としている。なお、留学生特別選抜においては学費等の
経費負担能力についても詳細に評価される。試験は第 1 期、第 2 期、第 3 期の計 3 回実
施し、合否の判定は、大学経営会議及び研究科委員会の議を経て、学長が決定している。
AO 選抜試験については、上記の各選抜試験とは別に、入学定員を若干名に制限して
実施されている。面接・出願期間内（7 月 1 日～翌年 3 月 25 日）に、大学院入学試験
委員及び入試広報課職員から成るアドミッションオフィスのスタッフと面談等を行い、
AO 選抜登録が認められた者が対象者となる。この出願資格は一般選抜と同じであるが、
出願受付後の 2 週間以内に試験が実施されることになる。選抜方法は、日本人に関して
は、面接及び成績証明書等提出書類を総合的に判断している。留学生については、面接
と成績証明書等提出書類に加えて日本語試験を課し、それらを総合的に評価する。合否
の判定は、大学経営会議及び研究科委員会の議を経て、学長が決定している。判定結果
は、一週間以内に受験者に通知される。なお、AO 選抜は海外の会場でも実施しており、
受験者が応募しやすい制度となっている。
このように本研究科では多様な選抜試験を実施しており、アドミション・ポリシーに
合致する学生受入れ活動を積極的に展開している。
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以上の通り、入学者選抜については、大学の両学部及び大学院はアドミッション・ポ
リシーに沿って、適切な体制のもとに、公正な方法で行っている。
・入試問題の作成は、大学自ら行っているか。

＜大学＞
入試に関わる問題作成については、学内に入試問題作成担当者会議を設け、試験科目
ごとに複数の作題者を配置し、本学独自で作成し、厳重な管理のもとに行っている。
＜大学院＞
入試問題の作成は研究科専任教員が作成している。
以上の通り、大学及び大学院の入学者選抜に関わる方法及び体制については、アドミ
ッション・ポリシーに則り、厳正かつ適切に行っている。
＜エビデンス集＞
【資料2-1-5】平成28年度青森中央学院大学
【資料2-1-6】青森中央学院大学
【資料2-1-7】平成29年度

入学試験実施要項

国際交流小委員会

学生募集要項

青森中央学院大学

留学生現地 AO 選抜試験実施要項

【資料2-1-8】青森中央学院大学経営法学部
【資料2-1-9】平成29年度

学生募集要項

8～18頁

青森中央学院大学

20～23頁

【資料2-1-10】平成27年度青森中央学院大学入学前サポートプログラム資料
【資料2-1-11】平成28年度

青森中央学院大学大学院

【資料2-1-12】平成28年度

募集要項

2-1-③

入学試験実施要項

青森中央学院大学大学院

1～2頁

入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持

・教育を行う環境の確保のため、入学定員および収容定員に沿って在籍学生を適切に確保しているか。

＜大学＞
各学部における過去5年間の入学者の状況は、【表2-1-1】の通りである。単年度では
入学定員を厳守することを目標にしつつ、収容定員に対しても適正な在籍者を確保する
ように努めている。平成28（2016）年度の入学者数は、全体の入学定員230名に対して
285 名と適正な比率（1.24）を確保している。大学全体の収容定員に対する在籍学生比
率は0.97である。
【表2-1-1】入学者の状況
学部

経営法学部

看護学部

入学年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

平成27年度

平成28年度

入学定員

175

175

150

150

150

入学者数

117

159

131

178

193

充足率

0.67

0.91

0.87

1.19

1.29

入学定員

80

80

80

入学者数

94

91

92

1.18

1.14

1.15

充足率
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経営法学部
入学定員については、平成26（2014）年度に定員変更をおこない、開設時に定めた175
名から25名削減し、150名で今日に至っている。18歳人口が減少し、
「大学全入時代」を
迎え厳しい学生募集環境にあるが、入学定員の充足を目指し入試広報活動に取り組んで
おり、平成28（2016）年度の入学者数は193名、充足率1.29倍として入学定員を充足し
ている。収容定員に対する在籍学生比率は0.92である。
看護学部
入学定員は80人である。本学部は平成26（2014）年4月に開設したが、平成28（2016）
年度の在籍学生数は、1期生94名、充足率1.18倍、2期生91名、充足率1.14倍で、3期生
92名、充足率1.15倍であり、入学定員を充足している。収容定員に対する在籍学生比率
は1.14である。
＜大学院＞
本研究科における過去5年間の入学者の状況は、【表2-1-2】の通りである。
過去 5 年間において、平成 24（2012）年度は充足率 0.6 と入学定員を下回ったが、
それ以外の年度は充足率 0.8～1.3 と推移しており、入学定員に沿った入学者数を確保し
ている。収容定員に対する在籍学生比率は 1.05 である。
【表 2-1-2】入学者の状況
年

度

平成 24 年度

平成 25 年度

平成 26 年度

平成 27 年度

平成 28 年度

入学定員

10

10

10

10

10

入学者数

6

8

13

10

9

0.60

0.80

1.30

1.00

0.90

充足率

以上の通り、大学・大学院ともに教育を適切に行う環境の確保に向けて、入学定員の
充足に向けて努力を行っている。
（3）2－1の改善・向上方策（将来計画）
＜大学＞
少子化等の影響による受験者数の減少という状況の中で、入学定員の確保は大学の使
命を果たすためにも最も力を注ぐ事項である。教育目的、ディプロマ・ポリシー等、本
学の特徴を効果的な広報によって周知を図り、志願者数及び入学者数の確保を図ってい
く。
アドミッション・ポリシーについては、今後も「学生募集要項」、「学校案内」、「ホー
ムページ」等に明確に示すとともに、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー
との整合性に配慮しながら、教育目的の見直しや教育課程の改編を行う場合には、適切
に見直しを行っていく。
入学者の選抜方法に関しては、アドミッション・ポリシーに示す多様な資質を持つ有
為な学生を受入れるために多様な選抜方法を行っているが、今後とも公正かつ厳格な体
制のもとで行っていく。
試験問題については、平成27（2015）年度入試の学生から平成21年に告示された高等
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学校の新学習指導要領が適用されたことから、アドミッション・ポリシーを考慮した上
で、一般入試の出題範囲について見直しをおこなった。今後も、高等学校のカリキュラ
ム改定に合わせ入試科目等を点検し、本学独自で作成していく。
入学者数については、看護学部設置後、両学部とも好調に推移しており、全体の入学
定員230名に対して適正な比率を確保している。適正な入学定員を維持することは、大
学の経営基盤を安定化させるばかりでなく、教育の質を維持する上でも重要である。今
後も受験生の志望動向を的確に読み取り、適切な定員管理をおこなっていく。
経営法学部
一般入学試験、大学入試センター試験利用入学試験における成績上位者が入学を辞退
し、他大学に進む傾向がある。このことについては、短期的に解決できる課題ではない
が、合格者に対するフォローを強化し、歩留まり率を向上させることが重要であると考
える。
看護学部
アドミッション・ポリシーについて、
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法
律」が平成28（2016）年4月に施行されることに基づき見直しを行い、その一部を平成
28（2016）年度より変更することとした。
少子化が進む中、全国に看護学部が増設されている。今後受験者の獲得が厳しくなる
ことが予測される中で、入学者選抜にあたっては、今まで以上に入学試験前から志願者
を育てることができるよう、完成年度を迎える平成29（2017）年度までにオープンキャ
ンパスや進学ガイダンス、地区別相談会等を活用した仕組みを作る。
＜大学院＞
国内外の大学院入試を巡る情勢は厳しい状況にある。そこで本研究科の教育内容を更
に高めていくと共に、積極的な広報活動を展開していく必要がある。
具体的には以下の項目について検討している。
1．学部からの大学院進学の促進：大学院の科目履修制度の活用
2．社会人入学者の拡大：連携協定の締結企業への働きかけや職業実践力育成プロ
グラム（BP）認定制度の申請
3．新たな留学生募集チャネルの開拓：これまで実績のないインドネシアやフィリ
ピンなどに対しても、学生募集を行う。
4．大学院修了者の就職活動支援：首都圏企業の就活支援
今後も時代の要請に応じて教育内容等を見直し、国内外からの安定した学生受入れを
目指していく。
2－2

教育課程及び教授方法

≪2－2 の視点≫
2-2-①

教育目的を踏まえた教育課程編成方針の明確化

2-2-②

教育課程編成方針に沿った教育課程の体系的編成及び教授方法の工夫・開発

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

教育目的を踏まえた教育課程編成方針の明確化

・教育目的を踏まえ、課程別の教育課程の編成方針を適切に設定し、明示しているか。

＜大学＞
青森中央学院大学は、「愛あれ、知恵あれ、真実あれ」の建学の精神のもと、「大学学
則」第 1 条で、「広く知識を授けるとともに深く専門の学芸を教授研究し、知的・道徳
的及び応用的能力を展開させ、国際社会、国家及び地域社会の生活、文化の向上と産業
経済の発展に貢献する人材の養成を教育目的としている」と明記している【資料 2-2-1】。
かかる大学の教育目的に照らし、経営法学部では、豊かな人間性に立ち、よりよき人
生を創造するとともに、社会的正義に立って社会の発展に貢献する、進取性に富み良識
ある職業人の養成を目的としている。また、看護学部では、生命の尊厳を尊重し豊かな
人間性を備えて一人ひとりの「生」に寄り添い、科学的根拠に基づく判断力と技術によ
る実践力を有し、他の職種と協働しつつ看護の向上に資する研鑽力を養い、地域社会の
保健医療福祉に貢献できる人材を養成することを目的としている。
そして、各学部の教育目的を達成するためにそれぞれの学部においてディプロマ・ポ
リシーを定め、これに基づきカリキュラム・ポリシーを明確化し、学生便覧および本学
のホームページ上で示して周知している。とりわけ学生便覧においては、ディプロマ・
ポリシーとの対応関係を文章だけでなく、図（カリキュラム・マップ）としても示して
学生が理解しやすいように工夫をしている【資料 2-2-2】【資料 2-2-3】。
経営法学部
経営法学部では、教育目的を達成するために、ディプロマ・ポリシーにおいて、学生
が身につけるべき能力を「態度・志向」、「知識・理解」、「技能・伝達」、「総合・統合」
の 4 つの領域ごとに示している。
そして、各領域における能力を養成するためにカリキュラム・ポリシーを策定して明
示しており【資料 2-2-4】、その概要は次の通りである。
経営法学部の教育目的を達成するためにディプロマ・ポリシーに基づき、教育課程を
コモンベーシックス、人間探究科目、専門科目の 3 つの科目群に分け、各科目群を構成
する授業科目が有機的に連携し、系統的に学修できるようにしている。
コモンベーシックスは、現代の社会生活を営み、仕事の遂行に不可欠な基本的技能を
習得するために「外国語」、
「情報処理」、そして留学生用の「日本語」から編成している。
人間探究科目は、教養教育の課程として位置づけ、
「自己の探究」、
「社会の探究」、
「自
然の探究」の 3 つの領域から編成し、それぞれに課題性を有した科目を設けている。
専門科目は、経営学、法学、そして関連する経済学などの学修を通して、職業人とし
ての専門性の基礎を身につけるために、「基礎科目」、「基幹科目」、「展開科目」、そして
「課題探究・地域創造」、「専門演習」の科目を編成している。
看護学部
看護学部では、教育目的を達成するために、ディプロマ・ポリシーにおいて、学生が
身につけるべき能力を「態度・志向」、「知識・理解」、「技能・伝達」、「総合・統合」の
4 つの領域ごとに示している。
そして、各領域における能力を養成するために教育課程の編成方針を設定して明示し
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ており【資料 2-2-5】、その概要は次の通りである。
看護学部では、教育課程を「コモンベーシックス」「人間探究科目」「専門科目」の 3
つに区分し、それぞれの区分の科目群による教育および学修が有機的に連携するように
編成し、学生が体系的に学修できるようにしている。
現代社会に生きる職業人に不可欠な基本的技能を学ぶために「コモンベーシックス」
を配置する。
人間性を豊かにし、人間、社会、そして自然への理解を深め、人権を尊重・擁護する
倫理観を学ぶために「人間探究科目」を配置する。
看護の対象者を理解し、基礎・基本から実践・応用まで看護学の理論と技術を深め、
実践を統合できる能力を身につけるために「専門科目」を配置する。
「専門科目」は「健
康科学と実践」「人間発達と健康支援」「看護の統合と発展」の区分に編成する。
＜大学院＞
大学院地域マネジメント研究科の教育目的は「大学院学則」の第 2 条で、「地域マネ
ジメント研究科は、法律的な思考と知識を経営的な意思決定過程に織り込み、創造的・
応用的・総合的なマネジメントを成し得る高度な職業人を養成することを目的とする」
と明記している【資料 2-2-6】。
かかる教育目的を達成するために、ディプロマ・ポリシーを定め、これに基づき教育
課程の編成方針を策定して明示しており【資料 2-2-7】、その概要は次の通りである。
「基礎科目」では、地域課題の総合的・システム的な理解を促すことを目的とし、専
門的知識や理論、分析方法などを学ぶ。
「基本科目」では、具体的な問題解決能力を高めるために、経営学・経済学、法学・
政治学の各分野にわたる専門科目を配置する。
「課題研究科目」では、修士論文や課題研究における適切な指導・助言を行う。
以上の通り、大学及び大学院は、教育目的を踏まえ、教育課程の編成方針を適切に設
定し、明示している。
＜エビデンス集＞
【資料 2-2-1】青森中央学院大学

学則

第1条

【資料 2-2-2】学生便覧（大学）

27～29 頁、61～62 頁、66 頁

【資料 2-2-3】青森中央学院大学ホームページ
【資料 2-2-4】学生便覧（大学）

27～28 頁、青森中央学院大学ホームページ

【資料 2-2-5】学生便覧（大学）

61～62 頁、青森中央学院大学ホームページ

【資料 2-2-6】青森中央学院大学大学院

学則

第2条

【資料 2-2-7】青森中央学院大学大学院ホームページ
2-2-②

教育課程編成方針に沿った教育課程の体系的編成及び教授方法の工夫・開発

・教育課程の編成方針に即した体系的な教育課程を編成しているか。

＜大学＞
両学部ともに各学部の教育目的を達成に向けたディプロマ・ポリシーを策定し、これ
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に基づきカリキュラム・ポリシーを定めて教育課程を体系的に編成している【資料 2-2-8】。
なお、ディプロマ・ポリシーの各項目と科目群との対応関係はカリキュラム・マップと
して学生便覧及びホームページにおいて示され【資料 2-2-9】、シラバス記載の各授業科
目の到達目標がディプロマ・ポリシーに示される能力養成にどのように繋がるか、一目
で分かるようにしている。これにより、教育課程が体系的に編成してあることが視覚的
にも理解できるようにしてある。
経営法学部
経営法学部では、教育課程を「コモンベーシックス」、「人間探究科目」、「専門科目」
の 3 つの科目群から編成し、科目群間のみならず、科目群内においても体系的に教育課
程を編成している【資料 2-2-10】。
1 年次・2 年次においては、進取性に富み良識ある職業人として活躍するための基礎
となるコミュニケーション・スキルの習得を目的とする「コモンベーシックス」、及び豊
かな人間性を育むための「人間探究科目」並びに「専門科目」の基礎をなす「基礎科目」
及び「基幹科目」を中心に教育課程を編成している。また、3 年次・4 年次に行われる
専門性のより高い学修に対応できる「知識・理解」及び「態度・志向」を学生が身に付
けられるように科目を配置している。
特に、1 年次においては、同一テーマについて経営学の教員と法学の教員とがそれぞ
れの視点から講義を行う「経営法律総合論」を必修科目として配置して、早い段階から
経営学と法学を学ぶことの意義を意識させていることに特徴がある。また、少人数編成
による「探究の基礎」を 1 年次の必修科目とし、「考え、書き、発表する」という大学
生として有すべき基礎的学習能力を修得する、演習形式による参加・課題解決型の学習
に重きを置いているのが特色である。
次に、3 年次･4 年次においては、2 年次までに身に付けた経営学及び法学の知識等を
専門基礎の展開である専門性のより高い科目を「展開科目」として配置している。本学
部の二本柱である経営学と法学においては、学生の将来の目標や興味関心に合わせて選
択することができるように多くの科目を設置する一方で、隣接する「関連科目」の政治
学、経済学についてもバランス良く履修できるように教育課程を整えている。
また、単なる知識の修得だけではなく、修得した知識に基づいて問題の所在を明らか
にし、解決の方途を見出し、説得する能力を養成する必修科目として「専門演習」を設
けている。さらに、平成 26（2014）年度の教育課程の改編の際に、専門科目群に「課
題探究・地域創造」領域を設定し、個々の学生が生きた世界から問題を見出し、課題を
設定して解決に向けた学びを可能とした。
なお、学生の細かなニーズにも対応できるように、他大学との単位互換制度を整備し、
活用を促している。
このように、本学部の教育課程は、ディプロマ・ポリシーに掲げた、個人と社会の発
展の礎となる様々な組織が直面する諸問題に対して、規範的かつ創造的に解決する人材
として必要とされる能力が身につく教育課程の編成となっている。
看護学部
看護学部は、「コモンベーシックス」、「人間探究科目」、「専門科目」の 3 つの科目群
からなる教育課程において、次の具体的な実施方針を明示し【資料 2-2-11】、科目群間
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のみならず、科目群内においても体系的に編成している。
（1）講義義科目でも、課題学習やディスカッションの場を設け、能動的学びを啓発
する。
（2）演習では、グループワークやディスカッション・プレゼンテーションの場を適
宜取り入れ、学生の主体性・問題解決能力・コミュニケーション力・チーム内で
の連携や協働の力などを培う。
（3）充実したモデル人形の活用や模擬患者を用いて、臨場感あふれる状況の中で、
どのようにしたらよいか考えながら演習展開を行う。
なお、臨地実習についても、体系的な実習を展開するための指針として看護学実習要
項を作成し用いている【資料 2-2-12】。
さらに、年次ごとにカリキュラム・ポリシーを示し、必要な能力を養成するため、年
次更新に基づき段階的に系統的な授業科目を編成している【資料 2-2-13】。
1 年次においては、「人間」と「看護」を一体的に学び、看護師として必要な倫理観、
職業人としての基本的技能を身につける。通年科目「探究の基礎」では、学生の主体性・
問題解決能力・コミュニケーション力・グループ内での連携や協働の力を培いながら学
習を深めることを目指している。具体的には、少人数制のゼミ形式で、大学生としての
学習のイメージの確立と、大学での学びの基礎を習得する。後半に行われる演習におい
ては、グループワークにおいてプレゼンテーション・ディスカッションの機会を設けて
いる。
専門科目の「健康科学と実践」の「基礎看護学」分野の科目では、実際の患者に実施
する看護技術について、効果的教育方法を取り入れることにより、より確実な実践能力
の育成を図っている。具体的にはモデル人形を活用し、患者の持つ苦痛等を配慮できる
演習展開を行っている。また臨床場面・役割を設定し、臨場感あふれる状況の中で、ど
のようにしたらよいか考えながら学習させる。
2 年次は、看護師に必要な各理論と、実践を結びつけながら段階的に判断力と実践力
を養う。そのために、｢コモンベーシックス｣「人間探究科目」に加え、専門科目の「健
康科学と看護実践」「人間発達と健康支援」を開講している。
「健康科学と看護実践」では「健康障害と回復の理解」
「健康支援と社会制度」の科目
が開講されている。
「人間発達と健康支援」として看護の各専門分野の科目が開講されて
いる。前学期において、各発達段階にある対象の健康障害を理解するために「疾病治療
論Ⅰ」
「疾病治療論Ⅱ」、
「母性看護学」
「小児看護学」
「成人看護学」
「老年看護学」
「精神
看護学」の各概論の学修を経て、後学期の「疾病治療論Ⅲ」「母性疾病治療論」「小児疾
病治療論」「精神疾病治療論」へと系統的に進行するよう工夫されている。
3 年次は、各分野の専門・応用領域を学び広く深い知識を身につけ、看護師として必
要な応用力、連携力を身につける。そのために、専門科目「健康科学と看護実践」の「健
康支援と社会制度」、「人間発達と健康支援」「看護の統合と発展」が開講される。
「健康支援と社会制度」では、地域社会の中で看護がどのように位置づけされている
かを理解する。
「人間発達と健康支援」では 2 年次で学修した各看護学概論に基づき、各領域におけ
る援助論ならびに実習が開始される。
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「看護の統合と発展」では、社会情勢の変化や、昨今の保健福祉における重要課題を
学ぶことを目的とした「認知症高齢者ケア」
「感染看護論」
「スキンケア論」
「緩和ケア論」
を開講している。これらの科目は、専門性を高めることで、学生のキャリア形成も目的
としている。また、「看護の統合と発展」では、「公衆衛生看護学」が保健師養成を主目
的として開講される。
4 年次は、これまで身に付けた知識と技術を統合、発展させ、看護師としての自己研
鑚力を身につける。そのために、専門科目「人間発達と健康支援」の各看護学領域の実
習に合わせて、「看護の統合と発展」科目が主に開講される。
「看護の統合と発展」では、3 年次「看護研究方法論」
「看護研究Ⅰ」に引き続き、ゼ
ミナール形式で「看護研究Ⅱ」が展開される。前年度に立案した研究計画をもとに実際
に研究過程をたどり、成果へと結びつけるものとなっている。「看護統合演習」「統合看
護学実習」により、臨地における知識・技術の統合を図る。
「公衆衛生看護学」において
は、地域の課題を分析し問題解決を考える「公衆衛生看護研究論」、地域社会で実際の保
健師活動を学ぶ「公衆衛生看護学実習」が開講される。
＜大学院＞
大学院地域マネジメント研究科では、教育課程を「基礎科目」、「基本科目」、「課題研
究科目」の 3 つの科目群から編成している【資料 2-2-14】。
「基礎科目」では、各科目の共通基盤となる「地域マネジメント論」において、地域
課題の総合的・システム的な理解を促すとともに、専門的知識や理論、分析方法などを
学ぶ。
「基本科目」では、問題意識に合わせて専門的知識を深めるため、さらに詳しく応用
理論を学び、かつ具体的な問題解決を探ることが必要である。経営学・経済学、法学・
政治学の各分野にわたる専門科目を基本科目群として配置している。
「課題研究科目」では、院生の一人ひとりの研究ニーズに柔軟に対応できるように、
「演習Ⅰ」「演習Ⅱ」「特別演習」を設けている。
本研究科の標準修業年限は 2 年間であるが、1 年目に修了に必要な授業科目を履修し、
2 年目に修士論文作成に集中できる体制を確保している。なお、秋季入学者にも柔軟に
対応できる仕組みとなっており、社会人に対しては、夜間や土曜日の開講、集中講義を
開講するなどの配慮を行っている。
以上の通り、大学及び大学院は、教育課程の編成方針に基づいて、体系的な教育課程
を編成している。
・履修登録単位数の上限の適切な設定など、単位制度の実質を保つための工夫が行われ
ているか。

＜大学＞
大学では、予習・復習・課題などに学生が十分な時間を費やせるように、履修登録単
位数の上限を適切に設定している。具体的には、1 年間の履修登録単位数の上限を、経
営法学部は 40 単位とし、看護学部は 46 単位としている。履修登録単位数の上限につい
ては、両学部共に、前学期及び後学期の始業ガイダンスにおいて、上限設定の趣旨を説
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明して、年間を通じて計画的な履修をするよう学生に促している【資料 2-2-15】。
＜大学院＞
大学院地域マネジメント研究科では、履修登録単位数の上限設定は設けていない。修
士論文指導教員より、学生が自身の研究テーマに即した科目を履修するよう、履修指導
を行うことで調整している。
以上の通り、大学及び大学院は、責任を持って教育を行うために、単位制度の実質を
保つ工夫を行っている。
・授業内容・方法などに工夫をしているか。

＜大学＞
授業内容の工夫としては、科目担当者の工夫に加え、大学全体でシラバスの様式を整
えることで、学生が当該科目の体系的な位置づけを理解して講義内容をより理解できる
ような工夫を組織的に行っている。具体的には、当該科目と他の科目の関係を明示し、
学生がこれまで学修してきた科目とこれから学ぶ科目との関連性を理解できるよう配慮
し、当該科目を学ぶ動機を高める工夫をしている【資料 2-2-16】。また、各回の予習・
復習の方法を担当教員が細かく示しており、学生が予習･復習に取り組みやすいように配
慮している。
授業方法の工夫としては、少人数教育を重点課題の一つとして教育を展開している。
小規模大学の利点を生かした少人数の学生を対象とした講義が可能であり、加えて、少
人数制の演習を必修とすることにより、学生と教員の双方向による密着度の濃い教育を
実施している。
経営法学部
平成 26（2014）年度の教育課程の改編の際に、個々の学生が生きた世界から問題を
見出し、課題を設定して解決に向けた学びを可能とするため、専門科目群に「課題探究・
地域創造」領域を設け、
「課題探究アクトⅠ･Ⅱ」、
「課題解決アクトⅠ･Ⅱ」、
「地域探究ア
クトⅠ･Ⅱ」、
「地域密着アクトⅠ･Ⅱ」及び「短期海外アクトⅠ･Ⅱ」の各科目を配置して
いる。
また、学生数に対し開講科目を多く設置することにより授業規模を一定にすることを
可能とするとともに、必修科目や教養科目など多人数が受講する授業については複数開
講を心がけて、少人数教育を徹底している。これにより講義科目であっても学生と教員
との双方向による密着度の濃い教育が可能となっている。
看護学部
看護学部では、シラバスに科目の位置づけ及び各回の講義毎に予習・復習の方法を明
示する欄を設けて、学生が当該講義の体系的な位置づけを理解し、講義内容をより理解
できるような工夫を行っている。
講義科目では、一方的な知識の提供ではなく、問題解決型学習（PBL・TBL）やディ
スカッションを積極的に取り入れている。1 年次の「看護展開論」では問題解決型学習
とグループワークを取り入れたアクティブ・ラーニングを展開している。また、2 年次
の「在宅看護論」では在宅ケアシステムと他職種との連携等について学ぶために、臨地
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施設のケアマネージャーをゲストスピーカーとして招へいし、在宅における介護状況や
福祉用具の活用等について講義がなされている。
また、演習科目では、1 年次通年科目の「探究の基礎」において少人数制のゼミ形式
でディスカッションやプレゼンテーションの場を取り入れ、問題解決能力やコミュニケ
ーション力などを培いながら学習を深めることを目指している。そして、1 年次「基礎
看護技術論」では、学生の看護技術の理解と習得を促すために、オフィスアワー等を活
用し、授業外でも担当教員の指導を受けることができるよう配慮している。
＜大学院＞
授業科目の内容や方法については、各教員の日頃の研究成果を授業に反映させていく
と共に、院生にも学会発表や外部プロジェクトへの参加の機会を提供している。また、
各院生には「特別演習」において、3 回の研究発表の機会が設けられている。他の院生
が取り組んでいる研究テーマを知る機会になると共に、発表に向けた準備など修学の励
みとなっている【資料 2-2-17】。
以上の通り、大学及び大学院ともに授業内容・方法を工夫している。
・教授方法の改善を進めるために組織体制を整備し、運用しているか。

＜大学＞
大学では、教授方法の改善を組織的に行うために FD 委員会を組織している。FD 委
員会は、学長が指名した専任教員、事務局長、事務局長が指名した職員からから構成さ
れており【資料 2-2-18】、平成 26（2014）年度より両学部の教員を対象としたワークシ
ョップを年 2 回開催することにより、学部間の垣根を越えて、教育上の課題とその解決
策を共有することを可能とし、教員の教育力の向上に役立てている【資料 2-2-19】。
＜大学院＞
大学院地域マネジメント研究科においては、教授方法の改善を進めるために、FD 研
究会を毎年開催している。各教員の専門分野に関する相互理解を進めると共に、院生向
けの授業の進め方等についても議論している【資料 2-2-20】。
以上の通り、大学及び大学院ともに、教授方法の改善を進める組織的体制を整備し、
運用している。
＜エビデンス集＞
【資料 2-2-8】学生便覧（大学）

31～33 頁、64～65 頁

【資料 2-2-9】学生便覧（大学） 35～43 頁、66 頁、青森中央学院大学ホームページ
【資料 2-2-10】学生便覧（大学）

30 頁

【資料 2-2-11】学生便覧（大学）

62 頁

【資料 2-2-12】2015 年度

看護学実習要項

【資料 2-2-13】青森中央学院大学ホームページ
【資料 2-2-14】学生便覧（大学院）
【資料 2-2-15】学生便覧（大学）

4頁
18 頁
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【資料 2-2-16】青森中央学院大学

シラバス様式

【資料 2-2-17】青森中央学院大学大学院

研究発表会実施要項

【資料 2-2-18】青森中央学院大学 FD 委員会規程
【資料 2-2-19】2015 年度

青森中央学院大学 FD 活動報告書・

青森中央学院大学

ワークショップ実施要項

【資料 2-2-20】青森中央学院大学大学院

FD 研究会実施要項

（3）2－2 の改善・向上方策（将来計画）
＜大学＞
カリキュラム・ポリシーは、学生便覧及び大学のホームページに掲示して、周知を図
っている。各学期の始めに行うガイダンスにおいては、当該学期に開講される科目の体
系上の位置付けの説明に時間を割いているが、今後は、ガイダンスにおいてカリキュラ
ム・ポリシーを示しながら、学生のカリキュラム・ポリシーへの理解を図っていく。
経営法学部
平成 26（2014）年度より、履修上限単位数を 50 単位から 40 単位に引き下げ、単位
の実質化をより図った。学生の履修状況を精査して、適切な上限設定について引き続き
検討を加えていく。
看護学部
平成 27（2015）年度は看護学部開設 2 年目であることから、記述した教育課程を丁
寧に実施している過程にある。今後、学年が進行することにより、アクティブ・ラーニ
ング、ICT 等を教授方法として積極的に活用していく。
また、年次終了時には、1～2 年次科目に携わった教員に対して「カリキュラム振り返
りシート」を用いての振り返りを実施している。
「カリキュラム振り返りシート」は平成
26 年度末より看護学部のカリキュラムの振り返りのために作成したものである。このシ
ートは、当該科目の科目責任教員のみではなく、学部の全教員が自由に意見等を記載す
ることが可能となっている。
「カリキュラム振り返りシート」は、完成年次に向け、集約・整理して行く予定であ
り、学年進行とともに、カリキュラムの構成・編成の検討を進め、カリキュラムの精度
を高めていく。
＜大学院＞
ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシーの見直
しと、同時に現行のカリキュラム体系の整備、学生の進路に応じた履修モデルの策定も
検討していく。
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。
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（2）2－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
2-3-①

教員と職員の協働並びに TA(Teaching Assistant)等の活用による学修支援
及び授業支援の充実

・教職員協働による学生への学修及び授業支援に関する方針・計画・実施体制を適切に
整備・運営しているか。

＜大学＞
学生への学修及び授業支援に関する方針・計画・実施体制については、「青森中央学
院大学学務委員会規程」に基づき、「学務委員会」が運営している。学務委員会は、学
長が指名した専任教員、事務局長、事務局長が指名した事務局職員から構成されている
【資料 2-3-1】。
経営法学部・看護学部ともに、各学期の始めに始業ガイダンスを実施し、該当学期に
開講される科目についての説明等を行っている。さらに、ガイダンス以外でも、教職員
が随時学生からの履修相談に個別に対応している。
リメディアル、入学前、資格取得等正課外の学修支援については、
「学校法人青森田中
学園学習支援センター規程」に基づき「学習支援センター」が運営している【資料 2-3-2】。
＜大学院＞
学生の修学に関する様々な日常的な情報提供等は大学の学務課と共に、大学院学務委
員で対応している。
新入生ガイダンスや、研究発表会などで院生の学修や授業支援に関して説明している。
また、院生の学修に関する具体的な計画や対応策、学修支援体制の改善策などについて
は随時研究科委員会で協議して実施している。
以上の通り、大学及び大学院ともに、教職員協働による学生への学修及び授業支援に
関する方針・計画・実施体制を適切に整備し、運営している。
・オフィスアワー制度を全学的に実施しているか。

＜大学＞＜大学院＞
授業内容等に関する学生の質問や相談を受ける時間として、専任教員がオフィスアワ
ーを設けている。各教員のオフィスアワーの曜日及び時間帯は、学生掲示板に掲示され
ており、学生がいつでも確認できるようになっている。【資料 2-3-3】。
以上の通り、オフィスアワー制度を全学的に実施している。
・教員の教育活動を支援するため、TA などを適切に活用しているか。

＜大学＞＜大学院＞
TA の採用や職務などに関する規程を整備しており、TA を活用できる体制を整えてい
る【資料 2-3-4】。
留学生については、日本人チューターが留学生の日本語の講義に参加して TA として
の役割も果たしており、留学生の日本語能力の向上に貢献している。平成 27（2015）
年度は 8 名の学生がチューターに任命された。チューターは、留学生の学生生活のみな
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らず、日常生活の相談にも応じている。また、留学生と日本人学生との交流を図るため
の行事を企画・実行するなどして、学内での国際交流の推進役も務めている【資料 2-3-5】。
以上の通り、教育活動を支援するために、TA の体制を整え、留学生に対してもチュ
ーター制度を活用している。
・中途退学者、停学者及び留年者への対応策を行っているか。

＜大学＞
経営法学部
学修困難者については、教員と事務職員の協働により、早期発見から対応までの一連
のサイクルが確立され、十分に機能している。すなわち、①学務委員会が、必修科目で
ある探究の基礎（1 年生）、専門演習Ⅰ（2 年生）、専門演習Ⅱ（3 年生）及び専門演習Ⅲ
（4 年生）の出席率を集約し、②出席率が半分以下の学生を学務委員会が把握し、学部
教授会において報告している。さらに、③その情報を元に、学習支援センターが学修困
難者のフォローにあたり、④フォローの結果又は経過を、学習支援センターが学部教授
会に報告している【資料 2-3-6】。
また、単位修得状況が芳しくない学生については、各学期始めの始業ガイダンスの際
に、学務委員が面談をし、その結果を演習担当教員及び学部教授会に報告している。
【資
料 2-3-7】
さらに、各教室に設置された出席管理端末によってポータルサイトへの出欠情報の反
映までの時間が短縮されたことにより、学生の出席状況がより早く共有できるようにな
り、学習支援センターによる学修困難者の早期発見に役立っている。
停学者については、本学ではほとんどいないが、停学者が生じた場合には、演習担当
教員・学務課職員・学習支援センター員が生活状況の確認をとり、復学後の履修相談に
応じる等のフォローをしている。
過去 5 年間における退学率は以下の通りである【表 2-3-1】。
平成 27 年度は退学者 33 名（5.45％）とそれ以前の逓減傾向に反して増加している。
退学者の多くは 1 年生と 4 年生であり、全体の約 7 割を占める。1 年生では不本意入学
者数の増加が影響していると思われる。4 年生では退学者数 13 名中 10 名を留学生が占
め、そのほとんどが修業年限内に卒業要件単位数を充足できなかったことが退学の要因
である。
【表 2-3-1】過去 5 年間の退学率（青森中央学院大学 経営法学部）
平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度

平成 26 年度

平成 27 年度

在籍者数(人)

568

545

567

574

605

退学者数(人)

29

22

21

16

33

5.11

4.04

3.70

2.79

5.45

退学率(%)

看護学部
看護学部では、学修を支援するためにクラスアドバイザー（担当教員）を配置し、ク
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ラスアドバイザーを中心に、学生個々の学修・学生生活について継続的に支援している。
学生の単位取得状況や授業態度等について教員間の情報交換を密にし、指導および支援
を要する学生（成績不振や欠席がちなど）については随時面談を実施している。アドバ
イザーは学生の第一相談者の役割を務めている。
停学者については、クラスアドバイザー・学務課職員・学習支援センター員が定期的
に生活状況の確認をとり、復学後の履修相談に応じる等のフォローをしている。
下記に示すように、退学者は各年度で若干名存在する。指導および支援が必要と判断
され、当該学生および保護者に複数回の対応をした上で退学となった学生である【表
2-3-2】。
【表 2-3-2】過去 2 年間の退学率（青森中央学院大学 看護学部）
平成 26 年度

平成 27 年度

在籍者数(人)

94

184

退学者数(人)

2

2

2.13

1.09

退学率(%)

＜大学院＞
中途退学者、停学者などへの対応は、指導教員と副指導教員が、授業内、オフィスア
ワーを利用して様々な相談を受けると共に、学習支援センターとも連携し、研究科長が
随時状況を把握し、早期に対応できるよう体制が整備されている。
以上の通り、本学では中途退学者、停学者及び留年者への対応策を行っている。
・学生への学修及び授業支援に対する学生の意見などをくみ上げる仕組みを適切に整備
し、学修及び授業支援の体制改善に反映させているか。

＜大学＞
大学では、毎学期の学期途中及び学期末の 2 回、授業改善を目的としたアンケートを
実施して、学生の意見を汲み上げる仕組みを整えている【資料 2-3-8】。前者は、学期末
のアンケートでは改善を実感し難いとの学生の声に応えるために導入したものであり、
学生の要望のあった項目については、その学期中において教員に改善を求めている。後
者は、FD ネットワークつばさの共通様式を用いて行い、結果は数値化して学内の平均
値とともに教員に通知している。また、自由記述欄に記載された学生からのコメントに
対する教員からの回答をポータルサイト上で公開している。
また、学生 FD 委員による授業改善を目的とした座談会を実施している【資料 2-3-9】。
＜大学院＞
学生からの意見のくみ上げや相談ニーズへの対応は、前述したように学務課と共に、
大学院学務委員で対応している。留学生の場合には入国管理局や各種奨学金などに関係
しては国際交流センターにおいても対応している。また、日常的な相談については指導
教員や副指導教員が随時対応している。
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以上の通り、本学では学生への学修及び授業支援に対する学生の意見などをくみ上げ
る仕組みを適切に整備し、学修及び授業支援の体制改善に反映させている。
＜エビデンス集＞
【資料 2-3-1】青森中央学院大学学務委員会規程
【資料 2-3-2】学校法人青森田中学園学習支援センター規程
【資料 2-3-3】オフィスアワーの掲示資料
【資料 2-3-4】青森中央学院大学ティーチング・アシスタント取扱規程
【資料 2-3-5】青森中央学院大学外国人留学生チューター制度実施要綱
【資料 2-3-6】学部教授会資料（ゼミ出席状況、学習支援センター・学生相談室・
健康管理室合同会議議事録）
【資料 2-3-7】面談シート様式
【資料 2-3-8】学期途中の授業評価アンケート様式、授業改善アンケート様式
【資料 2-3-9】2015 年度

青森中央学院大学 FD 活動報告書

（3）2－3 の改善・向上方策（将来計画）
＜大学＞
教職員協働による学生への学修及び授業支援については、効率的な支援のための方策
を以下の通り検討している。
オフィスアワー制度については、少人数教育や演習が研究室で行われていることなど
から、学生と教員の距離が近く、学生はオフィスアワーを意識することなく研究室を訪
問することが多い。ガイダンスにおいて、オフィスアワーの趣旨を学生に理解させ、そ
の活用を促すように努めていく。
学生への学修及び授業支援に対する学生の意見などをくみ上げる仕組みについては、
学生 FD 委員による座談会を引き続き実施して、アンケートからだけでは分からない学
生の意見を収集し、授業等の改善に努めていく。
経営法学部
教員の教育活動を支援するための TA の採用は、現行の規程では大学院生に限られて
いる。今後は学部生を TA として採用できるようにすべきかについて検討をしていく。
退学率減少のための対策としては、入学試験段階から入学後の初期指導における本学
への入学意欲の確認とその継続を図るよう指導する。また留学生については修業年限内
での単位充足のための履修指導を徹底する。
看護学部
看護学部開設 2 年目であることから、前述した教育課程を丁寧に実施している過程で
ある。平成 27 年度看護学部学務委員会では、
「教育効果の向上を目指した教育システム
の構築と実施」
「学生の主体性・感性・社会生活能力の向上への支援」を目標として掲げ、
計画を実施している。既述した「カリキュラム振り返りシート」は、上記目標の一環で
あり、学部の教育内容の醸成に重要な役割を担っている。また、カリキュラムの可視化
等を図るために「カリキュラム・ツリー」の作成も検討中である。
今後、学年進行とともに学修困難な学生が増加するなど問題発生も予測され、授業な
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どへの影響が出てくる可能性もある。その対策・解決策については教職員一丸となって
迅速に対応していく。
＜大学院＞
大学院地域マネジメント研究科では、院生一人ひとりの専攻に相応しい修学を実現す
るため、既存の制度に加えてアカデミック・アドバイザー制度を設ける計画である。こ
の制度では提出された研究計画書に基づき面談を行い、本人の希望に沿いつつ、大学院
の学修が円滑にできるように指導・助言するものである。アカデミック・アドバイザー
は、その面談結果を研究科委員会に報告し、教員全員がその指導・助言の内容を共有す
ることを通じて、大学院全体として院生一人ひとりの研究を支え、促進させる。
2－4

単位認定、卒業・修了認定等

≪2－4 の視点≫
2-4-①

単位認定、進級及び卒業・修了認定等の基準の明確化とその厳正な適用

（1）2－4 の自己判定
基準項目 2－4 を満たしている。
（2）2－4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
2-4-①

単位認定、進級及び卒業・修了認定等の基準の明確化とその厳正な適用

・単位認定、進級及び卒業・修了要件を適切に定め、厳正に適用しているか。

＜大学＞
両学部において、単位は、当該科目を履修し試験等に合格した者に与えることになっ
ており、この基準は「大学学則」第 15 条において明示されている【資料 2-4-1】。
単位認定の条件の 1 つは、授業実施時数の 3 分の 2 以上の出席があることであり、こ
のことは学生便覧において示されており【資料 2-4-2】、特に新入生に対しては、ガイダ
ンス時に徹底的に周知をしている。
成績評価は、下記の表の通り、S、A+、A、B+、B、C+、C、D の 8 段階に分けられ
ており、素点で 60 点以上、すなわち、成績評価で C 以上が合格となる【表 2-4-1】。
【表 2-4-1】
成績（素点） 100－90

表示

S

評価

89－85

84－80

79－75

74－70

69－65

64－60

59－0

A+

A

B+

B

C+

C

D

合

格

不合格

成績評価の基準も「大学学則」第 14 条及び学生便覧において明示されている【資料
2-4-3】。なお、やむを得ない事由により定期試験を欠席した者について、本人の届出に
基づき追試験を実施する場合がある。また、定期試験の不合格者は、授業担当教員が認
める場合には、再試験を受験することができる。再試験に合格した場合の成績評価は C
となる【資料 2-4-4】。
各科目における成績評価の基準及び方法については、シラバスに明記されている。な
お、経営法学部においては、平成 27（2015）年度より、従来は担当教員に直接行うこ
とになっていた成績評価に対する異議申立を、ポータルサイトを経由して行う方式に改
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め、異議申立の内容及び数を組織的に把握できる体制を整えた。
両学部ともに進級要件は設けていない。
卒業要件は、所定の授業科目を履修し、経営法学部は 124 単位以上、看護学部は 126
単位以上修得することであり、
「大学学則」第 17 条及び学生便覧において示されている
【資料 2-4-5】。また、前学期と後学期の始めに行われる始業ガイダンスにおいて、該当
学期の開講科目を体系的に説明するとともに、卒業要件を満たすための履修指導を行う
ことで、周知徹底を図っている。
卒業は、学年末に開かれる各学部の卒業判定会議において審議され、学長が卒業を認
定し、ディプロマ･ポリシーにおいて示した能力を有する者として学位が授与される【資
料 2-4-6】。
その他に、青森公立大学及び青森地域大学間連携協議会との単位互換制度を整備して
おり、互換先で試験等に合格した場合には、本学の単位として認定している。また、留
学先での語学研修の内容に応じて外国語の単位として、学部教授会の審議を経て学長が
認定する場合がある。なお、編入学者または大学等の既卒者については、既に修得した
単位を、学部教授会の議を経て学長が本学の単位として認定する場合がある。
＜大学院＞
単位認定については、「大学院学則」第 27 条で「授業科目を履修し、その試験等に
合格した者には所定の単位を与える」としており、学生便覧においても明示されている。
また、成績評価は、学部同様に S、A+、A、B+、B、C+、C、D の 8 段階に分けられて
おり、素点で 60 点以上、すなわち、成績評価で C 以上が合格となる。これらの基準は
学部と同一であり、「大学院学則」第 28 条でも明記されている【資料 2-4-7】。
本研究科では、ディプロマ・ポリシーを定めて明確化しており、次の要件を満たせば
学位が認定される。1）本研究科が定めた修業年限を満たし、修了に必要な所定の授業
科目を履修して所定の単位を修得した者。2）担当指導教員並びに特別演習の各教員の
指導を受けて、修士論文または特定の研究課題に取り組み、期日までに提出された研究
成果が審査に合格した者。なお、具体的な修了要件は、基礎科目 2 単位、基本科目から
16 単位以上、演習 12 単位、合計 30 単位以上の修得が必要であり、「大学院学則」第
37 条及び学生便覧に示されている【資料 2-4-8】。
修士論文の評価に当たっては、研究途中に 3 回の発表機会を設けている。専任教員と
院生を前にして、その時点までの研究内容を発表し、教員からの質疑と助言を受ける仕
組みとなっている。また、修士論文ないし課題研究は、期日までに提出が求められ、そ
の後口頭試問を経て評価される。論文の評価は、修士論文と課題研究に区分される。
修了にあたっては、各学期末に行われる修了判定会議において審議され、学長が修了
を認定する。
以上の通り、単位認定、進級及び卒業・修了要件を適切に定め、厳正に適用している。
＜エビデンス集＞
【資料 2-4-1】青森中央学院大学

学則

【資料 2-4-2】学生便覧（大学）

19 頁

第 15 条、学生便覧（大学）
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135 頁
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【資料 2-4-3】青森中央学院大学
学生便覧（大学）

第 14 条、

学則

20 頁、135 頁

【資料 2-4-4】学生便覧（大学）

19 頁～20 頁

【資料 2-4-5】青森中央学院大学

学則

第 17 条、学生便覧（大学）

【資料 2-4-6】青森中央学院大学

学則

第 18 条

【資料 2-4-7】青森中央学院大学大学院
学生便覧（大学院）

第 27 条、第 28 条

学則

第 37 条

6頁

【資料 2-4-8】青森中央学院大学大学院
学生便覧（大学院）

学則

45、67 頁

4 頁、5 頁

（3）2－4 の改善・向上方策（将来計画）
＜大学＞＜大学院＞
定期試験は厳正に行われているが、①情報器機端末の発展に伴い、試験監督体制や方
法の改善が必要となる。特に、腕時計型に代表されるウェアラブル端末に対する対策が
今後の検討課題である。
また、現在は、評価基準・評価方法は、科目の専門性と教員の経験に基づいて決定さ
れているが、それが本学の学生の学修程度や学習意欲に照らして妥当なものであるのか、
すなわち、②各科目の評価基準の公平性を保つような工夫・調整が必要であるかも検討
課題である。
GPA は、現在、学業特待の審査基準、学長賞や学年優秀賞などの各種の賞の選抜基準
として活用しており、学生の学習意欲の向上に役立てている。今後は、③卒業認定など
GPA のさらなる活用の可能性について検討を進める。
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）
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
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・就職・進学に対する相談・助言体制を整備し、適切に運営しているか。

＜大学＞
キャリア教育支援は、学校法人青森田中学園のキャリア支援センターとキャリア支援
委員会が一体となった体制のもとに行われている。キャリア支援センターは、大学のみ
ならず学園の設置校である青森中央短期大学、青森中央経理専門学校、青森中央文化専
門学校の教員及び事務職員から構成され、地域や産業界の期待に応え得る実践力・行動
力ある人材育成に向けて、個々人のキャリア形成に向けた学園共通の支援活動を行って
いる【資料 2-5-1】。
大学のキャリア支援委員会は、両学部の教員及び事務職員から構成され、キャリア支
援センターと一体となって、学生が納得できる就職と就業後にキャリアアップできるよ
うに、教育課程内外を通じて入学から卒業まで、きめ細かい個別就職活動の支援を徹底
して行っている【資料 2-5-2】【資料 2-5-3】。
経営法学部
教育課程内においては、1 年次から 3 年次まで「キャリアプランニング」の科目を設
け、1 年次前学期と 3 年次後学期は必修としており、キャリア教育を重視している。
1 年次ではコミュニケーション力の向上を主眼に、コミュニケーション・プラクティ
スを外部の専門家ともに継続実施している。その他には社会人と自由に語り合うトーク
サロン、本学卒業生とお互いに質問をやり取りする卒業生とのトークセッションを行い
多様な人とのコミュニケーション力向上を図っている【資料 2-5-4】。
2 年次では課題解決型のプログラムとして、G－コマースと称した外部企業との連携
事業を継続実施している。その他に就職試験のための筆記試験や論作文対策のための模
擬試験を行い、弱点克服についてアドバイスをしている。
3 年次では実践的な就職活動として論作文対策の模擬試験、筆記試験対策、委員会と
センターが協働して全学生を対象に個人面接を行い、就職についての不安や希望につい
て把握している。実践的就職活動としてメイク・身だしなみ、企業の人事担当者の協力
を得て模擬面接を行うとともに、就職活動解禁の直後に県内外の企業の協力を得て学内
企業セミナーを実施している【資料 2-5-5】。
教育課程外におけるキャリア教育は、4 年次を対象として求人及び関連情報の掲示案
内とともに学生個人ごとにカルテを作成し、学生個人の希望に沿う形での就職支援活動
を行っている【資料 2-5-6】。
その他、1 年次から 4 年次を通じてセンターではパソコンによる情報収集ができる環
境を整備、先輩の活動を参考にするために就職活動報告書や・内定報告書の閲覧、エン
トリーシートの記入や面談について随時相談に応じている。また、就職活動や業界研究
に役立つ書籍や DVD 等の貸し出しを行っている。さらに公務員志望者に対する公務員
試験対策講座の運営やインターシップ支援活動を行っている【資料 2-5-7】。
こうした 1 年次から 4 年次までの学生一人ひとりに対するきめ細かいキャリア支援を
徹底して行っていることから、毎年の就職率と就職先については高い実績を上げている
【資料 2-5-8】。
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看護学部
学部開設 2 年目の看護学部では、青森中央短期大学看護学科での豊富な経験をもとに、
キャリア支援センター、キャリア支援委員会を中心に経営法学部と一体となり、学生が
満足できる進路を決定できるようにきめ細かい支援を行っている。
看護師や保健師養成という課程そのものがキャリア教育という性格を持っており、キ
ャリア支援担当の教員、クラスアドバイザーを含む看護学部全教員、キャリア支援アド
バイザー、センター職員との連携のもと、学生のキャリア支援を行っている。
教育課程内においては、1 年次では「人間」と「看護」を一体的に学び看護師として
必要な、倫理観、職業人としての基本的技能を身につけるための科目を学ぶ。2 年次で
は、看護師に必要な各理論と実践を結びつけながら段階的に判断力と実践力を養うため
の科目を学ぶ。3 年次では、各分野の専門・応用領域を学び広く深い知識を身につけ、
看護師として必要な応用力、連携力を身につけるための科目を学ぶ。そして、4 年次で
は、これまで身につけた知識と技術を統合、発展させ、看護師としての自己研鑚力を身
につけるための科目を学ぶ。
教育課程外においては、1 年次から 4 年次にかけて、就職支援セミナー、キャリア支
援ガイダンス、就職説明会などを予定している。
1 年次では専門職として働くための社会人基礎力について学ぶことを目的に、就職ガ
イダンスと「専門職として働くための社会人基礎力を身につけよう」というテーマでセ
ミナーを実施している。2 年次は自分の進路について具体的に考え始める時期である。
また保健師教育課程への選択を検討する大事な時期である。キャリア支援のプログラム
として、キャリア支援ガイダンス、保健師や看護師の仕事の実際を知るためのセミナー、
学内外就職説明会の参加方法などの就職活動について実践的なセミナーを実施する【資
料 2-5-9】。3 年次では希望がかなうように自分の強みを理解し、就職希望先を決定し具
体的に準備を進める。インターンシップへの参加を促進するための就職支援ガイダンス、
履歴書作成、面接や小論文対策などのセミナーを実施する。また、県内病院を主とした
学内就職説明会を実施する。4 年次では 1 年次から 3 年次での実施事項の最終チェック
を行い、個別的な就職活動の支援を行う。
就職活動と直結する病院奨学金、県や他機関からの医療職専用奨学金受給について学
内申請ルートや申請についての指導を行っている【資料 2-5-10】。
＜大学院＞
大学院におけるキャリア支援活動は、入学時に実施される科目履修相談時からスター
トする。大学院修了後に博士課程への進学や税理士などの専門職への進路を想定してい
る院生に対しては、指導教員を中心として他の教員もそれを前提として指導し、その後
も随時に院生と相談している。国内の企業などに就職を希望している院生に対しては、
指導教員が随時に相談を受けると共に、大学院就職委員会及び大学のキャリア支援セン
ターを通じて就職情報提供や学内就職説明会など、院生の就職活動への支援を行ってい
る。
以上の通り、就職・進学に対する相談・助言体制を整備し、適切に運営している。
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＜エビデンス集＞
【資料 2-5-1】学校法人青森田中学園
青森中央学院大学

キャリア支援センター規程

キャリア支援委員会規程

【資料 2-5-2】東洋経済他の記事
【資料 2-5-3】キャリア活動の各種パンフレット・案内、新聞記事等
【資料 2-5-4】経営法学部キャリアプランニング実施計画
【資料 2-5-5】経営法学部学内企業セミナー案内書
【資料 2-5-6】経営法学部就職状況と就職先
【資料 2-5-7】経営法学部公務員受験講座内容
【資料 2-5-8】経営法学部教授会資料

学生就職状況

【資料 2-5-9】看護学部キャリアプランニング実施計画
【資料 2-5-10】看護学部就職支援セミナーアンケート
（3）2－5 の改善・向上方策（将来計画）
＜大学＞
今後ともキャリア支援委員会、キャリア支援センターが一体となって、就職環境の変
化に柔軟に対応する。
経営法学部
平成 27（2015）年度から企業の就職活動時期が毎年変更となっている。それに伴い、
就職活動時期の長期化等の問題が起きている。就職活動の解禁時期については、今後も
変更が予想されるが、それらの変更状況については適時把握し学生への情報提供・伝達
をしっかり行い、変更等に振り回されない就職力・就業力が身につくようにキャリア支
援を行う。
また、就職活動に関する学生の意識や行動力、基礎力は二極化している。実際就職活
動を開始するにあたって、就職への心構えや準備が充分とは言えない学生に対しては、
いろいろな世代の社会人との接点やコミュニケーションなどを含めて様々な刺激の「場」
を提供し続けることで底上げを図っていく。
さらに、今後は卒業生とのネットワークの構築による大学としての就職支援の向上、
学生の就職希望者が多い県内企業への訪問と提案の継続を行い、地域の企業とのネット
ワークをより強化する。
看護学部
多様なキャリア形成ができる専門職であることの理解を促進するため、今後とも学内
セミナー等の開催を継続して行う。また、就職活動や専門職としての仕事には関心があ
るものの、実際の具体的な行動に結びつかない学生の存在が懸念されるので、学内外就
職説明会への参加を含めた実際の就職活動に結びつけるプログラムを実施する。
今後は、就職活動報告や内定報告などの仕組みを整備し、就職活動の経験や知見が同
級生や後輩と共有できるようにする。
また、看護師等医療業界に豊富な経験と知見を持つキャリア支援アドバイザーにより、
学生の不安や希望に応じたきめ細かい相談に応じる。
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＜大学院＞
大学院地域マネジメント研究科においては、国内の企業などに就職を希望している院
生に対して職業適性検査やより実践的なエントリーシート記入相談などの実施を検討す
る。また、留学生が母国で就職する場合は、指導教員、就職委員会と相談しながら、本
学の海外 OB 組織と連携して母国での就職活動を効果的に支援できるように検討してい
く。
2－6

教育目的の達成状況の評価とフィードバック

≪2－6 の視点≫
2-6-①

教育目的の達成状況の点検・評価方法の工夫・開発

2-6-②

教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての評価結果のフィードバック

（1）2－6 の自己判定
基準項目 2－6 を満たしている。
（2）2－6 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
2-6-①

教育目的の達成状況の点検・評価方法の工夫・開発

・学生の学修状況・資格取得状況・就職状況の調査、学生の意識調査、就職先の企業アンケ
ートなどにより、教育目的の達成状況を点検・評価しているか。

＜大学＞
教育目的の達成状況は、主に、学生の学修状況及び資格取得状況、学生に対するアン
ケート及び意識調査並びに就職状況の調査によって点検している。
学生の学修状況は、各学期の学期末に、在学生全員の単位取得状況を一覧表にまとめ、
学務委員会において確認をしている。
経営法学部では、資格取得状況は、卒業判定会議（学部教授会）において報告される。
これらにより、教育目的の達成状況を点検・評価している。看護学部では国家試験合格
率が教育目的の達成状況の反映であり、卒業生の評価の指標となる。
学生に対するアンケートは、各学期において中間期と学期末の 2 回実施している。中
間期のアンケートは、
「学期途中の授業評価アンケート」という名称で、学期末のアンケ
ートでは改善を実感できないとの学生の不満を解消する目的で導入したものである。
【資
料 2-6-1】。
学期末のアンケートは、
「授業改善アンケート」と呼ばれ、原則として各講義の最終回
に行われている。授業評価アンケートでは本学が加盟している「FD ネットワークつば
さ」の共通様式の用紙を毎年使用することによって、担当科目の年度間の比較が容易と
なっているだけではなく、
「FD ネットワークつばさ」の報告書に記載されている他大学
の平均値との比較も可能となっている。これにより、他大学との比較においても授業改
善の必要性が認識できるようにしている【資料 2-6-2】。
学生に対する意識調査は、年 1 回、年度末に「学習成果等アンケート」によって実施
している。これは、その年の 1 年間の学修を通じてどのような能力が身についたと感じ
るかを、学生が主観的に評価するものである。このアンケートも「FD ネットワークつ
ばさ」の共通様式の用紙を使用して毎年実施していることから、年度間の比較のみなら
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ず、他大学との比較もでき、教育目標の達成状況の点検及び評価に役立っている【資料
2-6-3】。
学生の就職状況については、キャリア支援センター、キャリア委員会及びゼミ担当教
員との協働により詳細に把握され、毎月の学部教授会において報告されている【資料
2-6-4】。就職状況を通じて、本学の学生が社会からどのような評価を受けているのかを
確認し、教育目標の達成状況の点検に役立てている。
看護学部は、現在年次進行の過程にあり、教育目的の達成状況の点検・評価は、今後
の検討課題である。
＜大学院＞
大学院地域マネジメント研究科では、毎月開催される研究科委員会において、学生の
学修状況が確認できる体制となっている。特に、5 月、10 月、12 月に行われる研究発
表会開催にあたっては、発表対象学生の学修状況が担当教員から報告され、学修状況が
芳しくない学生については、必要に応じて研究科長より学修指導が行われる。
以上の通り、本学では学生の学修状況・資格取得状況・就職状況の調査、学生の意識
調査、就職先の企業アンケートなどにより、教育目的の達成状況を点検・評価している。
2-6-②

教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての評価結果のフィードバック

・点検・評価の結果を、教育内容・方法及び学修指導の改善にフィードバックしているか。

＜大学＞
教育目的の達成状況の点検は、各学期の中間および学期末に実施される授業に関する
アンケート、年度末に実施する学習成果等アンケートにより実施している。
これらのアンケート・調査結果は、いずれも教員へフィードバックされている。学期
の中間に実施される「学期途中の授業評価アンケート」は、回収後すぐに教員へ結果を
通知し、当該学期内での指導法改善を促している。学期末の「授業改善アンケート」は、
結果の集計後、教員個々人の評価点と全体の平均点がわかる様式で教員へフィードバッ
クし、評価点が低かった項目についての改善を促すとともに、学生から寄せられた自由
記述については教員のコメント作成を義務づけ、コメントを学生へ公開している。
「学習成果等アンケート」は、カリキュラム全体の評価等を行う目的で、平成 25
（ 2013）
年度からデータを蓄積している【資料 2-6-5】。この調査結果は「2014 年度 FD 活動報告
書」および「“つばさ”プロジェクト報告書 2014」において公開している。
＜大学院＞
大学院地域マネジメント研究科では各科目の受講者数は少数であり、受講者個々の理
解度や技能の習得度を当該授業中に判断でき、院生の状況に応じて教育内容や方法を柔
軟に調整している。また、学修状況について院生と対話しながら講義を行い、適宜講義
内容に反映している。なお、当該科目領域の基礎力が弱いと判断された院生は、学部の
科目の聴講を求められる仕組みとなっている。
以上の通り、大学及び大学院では点検・評価の結果を、教育内容・方法及び学修指導
の改善にフィードバックしている。
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＜エビデンス集＞
【資料 2-6-1】学期途中の授業評価アンケート様式
【資料 2-6-2】授業改善アンケート調査（学生用）様式
【資料 2-6-3】学習成果等アンケート様式
【資料 2-6-4】平成 27 年度【15 期生】進路・活動状況一覧
【資料 2-6-5】平成 27 年度学習成果等アンケート集計結果
（3）2－6 の改善・向上方策（将来計画）
＜大学＞
教育目的の達成状況の点検・評価方法の工夫・開発について、科目間の成績評価分布
に特徴がみられることがある。このような特徴は、GPA を学業特待などの各種選考基準
としている関係から、学生の履修行動に影響を与えるおそれがある。そこで、全体の成
績に占める評価割合の確認（特に最高評価である「S」の占める割合）を、毎学期ごと
に行うことを検討している。
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について、
学期末に実施される「授業改善アンケート」は、実施方法の改善により、平成 25（2013）
年度の回答率（65.4%）から、平成 26（2014）年度は約 10%上昇した（75.1%）。しか
し、平均して 4 分の 1 の学生がアンケートに回答していないことになるため、回答率を
高める工夫について、今後も検討していく必要がある。
学期末の授業評価アンケートの質問項目や実施方法についても、検討の余地がある。
現在は「FD ネットワークつばさ」の共通アンケートフォーマットを利用しているが、
これらの質問項目は一般化されており、それゆえ、本学の教育目的に即した質問項目が
反映されたアンケート様式の作成等の検討を行っていきたい。
＜大学院＞
大学院地域マネジメント研究科では、各科目の受講者数が少数であることから、科目
担当者が授業内で各学生の講義理解度を把握することが可能である。科目担当者は、学
生の講義理解度に応じて教授方法を工夫することで、適宜教育内容・方法及び学修指導
の改善に努めている。
今後は、学部同様統一されたフォーマットでアンケートを行うことで、大学院全体で
各科目における教育目的の達成状況を把握することを検討している。
また、履修経験アンケート調査を行い、学部在籍時に履修した科目を把握することで、
授業開始前に各院生に対する教育内容・方法及び学修指導案の立案ができるような体制
作りを検討している。
2－7

学生サービス

≪2－7 の視点≫
2-7-①

学生生活の安定のための支援

2-7-②

学生生活全般に関する学生の意見・要望の把握と分析・検討結果の活用

（1）2－7の自己判定
基準項目2－7を満たしている。
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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）
2-7-①

学生生活の安定のための支援

・学生サービス、厚生補導のための組織を設置し、適切に機能させているか。

＜大学＞＜大学院＞
本学では、平成20（2008）年度より学習支援センターを開設し、さらに学生相談室な
らびに健康管理室を設置しており、大学院生も含めた全学生を対象にした学生サービス
及び厚生補導のための情報集約及び各担当部署との連絡調整、個別学生への対応にあた
っている【資料2-7-1】。
センター組織は正副センター長のもとに、学生相談室長（教員）、専属職員3名、健康
管理室職員1名、臨床心理士1名からなり、学生生活の安定と福利厚生補導に関わる直接
の業務を担当している。
学習支援センターの機能は、①学生ひとりひとりが大学生活を安定的に過ごすための
サポートおよびトラブル対応、②サークルや地域社会と連携した活動などの諸課外活動
の支援および・環境整備、③その他学生生活を豊かにする諸サービスの運営の3点であ
る。これらの任にあたり、必要に応じて各部署と協力しつつ学生毎の問題に応じた対応
を行うとともに、学生生活が充実するよう環境整備を行っている【資料2-7-2】。
全学生の生活状態の情報集約と「要支援学生」の把握・厚生補導については、出席管
理を徹底することによって授業出欠状況を把握、また、単位取得状況、ゼミ担当教員(経
営法学部)、クラスアドバイザー（看護学部）ないし演習指導教員（大学院）、ならびに
授業担当教員からの連絡・相談による学生状況、課外活動状況、学生家庭からの相談状
況、学生相談室ならびに健康管理室における学生カウンセリング・面談状況などの情報
を集約し、全学生の状態を一元管理している。それとともに、とりわけ就学継続上の問
題を抱えた学生を「要支援学生」として把握、月に一度、
「学習支援センター・学生相談
室・健康管理室の合同会議」を実施することで情報を更新し、適切な対応が取れる体制
を整えている。また、問題が継続する学生には、家庭に対しても就学状況を適宜連絡し
ている。
また、なんらかの学習障害を抱えた学生や、継続的な健康上の問題を抱えた学生にい
かに対応するかについて、研修会を実施して教職員の理解を深めるとともに、当該学生
に対する定期的な面談等も行っている。
以上の通り、学生サービス及び厚生補導のための組織は適切に機能をしている。
・奨学金など学生に対する経済的な支援を適切に行っているか。

＜大学＞
平成27（2015）年度現在、経営法学部、看護学部の半数以上の学生が日本学生支援機
構の奨学金の貸与を受けている【資料2-7-3】。同機構の奨学金については、与えられた
採用枠の中で貸与者を決定しているが、経済的事情の急変が生じた場合は担当職員が面
談の上、緊急採用・応急採用の申請を行っている。
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経営法学部
特に学業成績が優秀な学生に対しては、成績に応じて授業料を全額・半額・3分の1減
免する授業料減免制度を設置し、学生の日々の学習努力を奨励するとともに、有意な学
生に対する経済的な支援を行っている。
また、高校時代、特定スポーツ分野において特に優秀な成績を修めた学生に対しても
授業料を減免するスポーツ特待制度を設けている。
上記の授業料減免制度については、学年ごとに学業・スポーツの成績の再評価を実施
し、成果に応じて新たに対象となる学生を追加する、減免額を増加するなどの配慮がな
されている【資料2-7-4】。
なお、私費留学生については、
「外国人私費留学生学費減免規程」に基づき、授業料の
半額を減免することで、経済的負担の軽減を図っている【資料2-7-5】。
看護学部
学業成績・人物共に優秀で経済的支援を必要とする学生に対して、授業料を半額にす
る特例制度を設置し、日々の学生の学習努力を評価・奨励するとともに、有意な学生に
対する経済支援を行っている。
上記の減免制度については、学年ごと成績等の評価を実施し、結果に応じて対象者が
更新される【資料2-7-6】。
＜大学院＞
私費留学生については、経営法学部と同様に経済的負担の軽減を図っている 【資料
2-7-7】。
以上の通り、学生に対する経済的支援は、日本学生支援機構の奨学金のみならず、本
学独自の授業料減免制度を用いて実施している。
・学生の課外活動への支援を適切に行っているか。

＜大学＞＜大学院＞
学生の主体的・積極的な課外活動を促すため、学生団体（サークル）への加入、新規
団体（サークル）設立、団体（サークル）運営に関して必要な情報提供等の支援を適宜
行い、課外活動に対する環境を整備している【資料2-7-8】。
特に、平成26（2014）年度より「学生プロジェクト支援制度」を整備し、有意の活動
計画に対して大学より経済的支援を行うことを開始している【資料2-7-9】。この制度は、
本学園に在籍する学生や団体を対象に、自ら企画し自主的に取り組む事業を支援・助成
することで学生の主体的な学び・活動を推奨するものである。平成26（2014）年度は7
件、平成27（2015）年度は3件が採択されている。
以上の通り、大学として、学生の課外活動に対して積極的かつ適切に支援を行ってい
る。
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・学生に対する健康相談、心的支援、生活相談等を適切に行っているか。

＜大学＞＜大学院＞
学生の健康面への取り組みは、健康管理室を中心に取り組んでいる。健康管理室には
常駐の職員1名をおき、学生・教職員からの悩み相談に対するケアを随時行うほか、年
に一度の定期健康診断の実施している。また、必要に応じ感染症に対する対応の指導を
行い感染症予防に努めている。
学生の心的支援・生活相談への取り組みは、同じく学習支援センター及び学生相談室
を中心に取り組んでいる。相談室には常駐の室長に加えて、臨床心理士1名、センター
所属教職員全員が関わり、随時悩み抱えた学生からの相談を受け付けているほか、先述
した「要支援学生」に対する面談を定期的に実施し、当該学生の抱える問題の解決に向
けたカウンセリングを行っている。特に精神的にトラブルを抱えた学生に対しては、臨
床心理士がカウンセリングにあたる。センターのみで解決が困難な場合は、ゼミ担当教
員や家庭、学生活動の指導者たちとも連携した指導を実施している【資料2-7-10】。
また、各種ハラスメントに対する対応体制を整えるとともに、安心して相談できる窓
口として学生相談室を利用するよう学生へのアナウンスを定期的に実施している。
以上の通り、学生に対する健康相談、心的支援、生活相談等を適切に行っている。
＜エビデンス集＞
【資料 2-7-1】学生相談室リーフレット、健康管理室リーフレット
【資料 2-7-2】学校法人青森田中学園

学習支援センター規程

【資料 2-7-3】平成 27 年度日本学生支援機構奨学金貸与者一覧（集計）
【資料 2-7-4】青森中央学院大学

経営法学部

特待生規程、

青森中央学院大学

経営法学部

スポーツ特待生規程

【資料 2-7-5】学校法人青森田中学園
【資料 2-7-6】青森中央学院大学

外国人私費留学生学費減免規程

看護学部

【資料 2-7-7】学校法人青森田中学園

特待生奨励金規程

外国人私費留学生学費減免規程

【資料 2-7-8】平成 27 年度参加型プログラム（課外活動）情報一覧
【資料 2-7-9】学生プロジェクト支援制度

説明資料

【資料 2-7-10】エビデンス集（データ編）表 2-15 学生相談室、
医務室等の利用状況
2-7-②

学生生活全般に関する学生の意見・要望の把握と分析・検討結果の活用

・学生サービスに対する学生の意見等をくみ上げるシステムを適切に整備し、学生サー
ビスの改善に反映しているか。

＜大学＞＜大学院＞
学生相談室では、学生サービスに対する学生からの意見・要望を随時受け付け、それ
らを検討してサービスの改善に努めるとともに、学生たちと直に接触する各担当部署、
すなわちゼミ担当教員（経営法学部）、クラスアドバイザー教員（看護学部）ないし指導
教員（大学院）、②授業担当教員、③学務委員会ならびに事務局学務課、④学生活動の指
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導者（顧問・監督・コーチ）、学生家庭との連携を密にし、それらを経由する形で学生た
ちの意向を収集するように努めている。
さらに、各種学生団体、またこれを統括する学生組織である「青森中央学院大学学友
会」も学習支援センターの支援下にあり、活動環境の整備・活動支援に対する要望に随
時対応している。
また、卒業時には4年間の大学生活の中で感じた学生「学生満足度調査」という匿名
アンケートを学務委員会の管轄において実施し、学生たちの隠れた声を掘り起こすこと
にも努めている【資料2-7-11】。
これら学生たちの声は「学習支援センター・学生相談室・健康管理室の合同会議」を
経て、大学経営会議、部局長会議、各学部教授会、大学院研究科委員会等へフィードバ
ックされ、適宜サービスの改善に努めている。
＜エビデンス集＞
【資料 2-7-11】学生満足度アンケート様式
（3）2－7の改善・向上方策（将来計画）
＜大学＞＜大学院＞
入学許可した学生全員が安定した有意義な学生生活を送れるようにするために、継続
して適切な学生支援体制の構築方法を検討していく。そのために、学生生活を不安定化
する要因の調査・分析を行い、対策を講じていく。具体的には、深夜にまで及ぶアルバ
イトが生活不安定化の要因となっている学生に対しては、良質なアルバイト情報を提供
していく。
また、経済的に困難を抱える学生に足しては、学内ワークスタディ制度により、学内
における就業機会を創出することで経済的な支援を行う。
新入生に対しては、チューター制度を活用し、学生生活に対するケアを行っていく。
2－8

教員の配置・職能開発等

≪2－8 の視点≫
2-8-①

教育目的及び教育課程に即した教員の確保と配置

2-8-②

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

2-8-③

教養教育実施のための体制の整備

（1）2－8 の自己判定
基準項目 2－8 を満たしている。
（2）2－8 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
2-8-①

教育目的及び教育課程に即した教員の確保と配置

・学位に種類及び分野に応じて、必要な各学科の専任教員を確保し、適切に配置しているか。

＜大学＞
学位の種類及び分野に応じた専任教員の確保については、2 学部から成るが、経営法
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学部の専任教員数は 31 名、看護学部の専任教員数は 22 名、合計 53 名となっており、
これは大学設置基準上の必要専任教員数 40 名に対し、13 名増となっており基準を満た
している。また、専任教員の配置については、採用時に担当科目に関する教育研究能力
について十分に審査し、保有する学位及び専門性と各学科で養成する人材との適合性を
考慮している【表 2-8-2】。
【表 2-8-2】
学部

学科

大学設置基準上
必要専任教員数

専任教員数

大学設置基準上
必要専任教授数

教授数

経営法学部

経営法学科

14

31

7

15

看護学部

看護学科

12

22

6

9

40

53

20

24

大学全体

＜大学院＞
大学院地域マネジメント研究科の専任教員については、大学院設置基準第 8 条第 3 項
の定めにより、教育研究上支障を生じないことを前提に、教育研究業績のある経営法学
部専任教員 13 名が兼ねている。この教員数は、大学院設置基準上の必要研究指導教員
数 5 名以上、研究指導教員・研究指導補助教員数合わせて 9 名以上を満たしている。
以上の通り、必要とされる専任教員については、学位の種類及び分野に応じて適切に
配置している。

・専任教員の年齢のバランスがとれているか。

＜大学＞＜大学院＞
教員（教授、准教授、講師、助教、助手）の年齢構成は以下のとおりである【表 2-8-2】。
全体において、60 歳以上の層が約 38％、40 歳代、50 歳代の中間層が 47％、39 歳以下
の層が 15％となっている。
【表 2-8-2】
学部名

学科名

70 以上

60～69

50～59

40～49

30～39

29 以下

経営法学部

経営法学科

3

9

6

6

5

2

31

看護学部

看護学科

3

7

9

6

2

0

27

6

16

15

12

7

2
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合計

計

※

※看護学部教員数 27 名には、助手 5 名を含む
以上の通り、専任教員の年齢構成については、60 歳以上の教員がやや多いものの、全
体としてバランスがとれている。
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2-8-②

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

・教員の採用・昇任の方針に基づく規定を定めて、かつ適切に運用しているか。

＜大学＞＜大学院＞
教員の採用・昇任については、青森中央学院大学人事委員会規程に基づき行われてい
る【資料 2-8-1】。人事委員会は学長により招集され、採用及び昇任を審議する。学長は
審議・結果を理事長に諮り、理事会が承認した後に人事の発令を行っている。
また、教員の資質向上のサポートの一環として、大学院における学位取得を推奨して
いる。
以上の通り、教員の採用・昇任に関する規定を定め、運用している。
・FD 活動が組織的に行われ、授業アンケート結果の公表が行われ、活用されているか。教
員研修が行われているか。

＜大学＞＜大学院＞
研修については、平成 27（2015）年度に問題解決志向ワークショップを開催し、外
部講師による研修会についても 1 度開催して、教員の FD 意識を向上させる機会や近年
の高等教育におけるトピックについて学ぶ機会を確保した。【資料 2-8-2】
FD については、各種の授業アンケートの実施と教員・学生に対するフィードバック
を実施し、教員個々人がフィードバックされた結果を踏まえて、授業改善等に取り組む
よう促している。【資料 2-8-3】
以上の通り、FD 活動は組織的に行われ、授業アンケートの結果についてフィードバ
ックがなされ、教育改善に寄与している。
＜エビデンス集＞
【資料 2-8-1】青森中央学院大学

人事委員会規程

【資料 2-8-2】青森中央学院大学

ワークショップ実施要項

【資料 2-8-3】2015 年度
2-8-③

青森中央学院大学 FD 活動報告書

教養教育実施のための体制の整備

・教養教育を行うための組織上の措置及び運営上の責任体制が確立しているか。

＜大学＞
大学の教養教育については、平成 26（2014）年度の看護学部開学に合わせてカリキ
ュラムの見直しを行い、
「教養科目」に代えて「人間探究科目」を設置し、経営法学部・
看護学部双方のカリキュラムに対応した科目群を編成した。
運営上の責任については、担当教員の配置等の計画を含めて、両学部の学務委員会が
立案を行い、学部教授会の議を経て学長が承認する。
以上の通り、教養教育を行う組織及び運営上の体制が確立されている。
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（3）2－8の改善・向上方策（将来計画）
教育目的及び教育課程に則した教員の確保と配置は適切に行われている。今後も関連
規程に則り、適切な人事計画を立てた上で、厳正に運用していく。
FD 活動においては、授業アンケートを含めた各種アンケート実施方法が確立されて
いることから、アンケート結果に対する授業改善状況のチェック体制の整備を進めてい
く。
教養教育の運営については、経営法学部・看護学部双方の視点から、開講学年及び開
講学期を含めた適切な科目配置を検討していく。
2－9

教育環境の整備

≪2－9 の視点≫
2-9-①

校地、校舎、設備、実習施設、図書館等の教育環境の整備と適切な運営・管理

2-9-②

授業を行う学生数の適切な管理

（1）2－9 の自己判定
基準項目 2－9 を満たしている。
（2）2－9 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
2-9-①

校地、校舎、設備、実習施設、図書館等の教育環境の整備と適切な運営・管
理

・教育目的の達成のため、校地、運動場、校舎、図書館、体育施設、情報サービス施設、附属
施設等の施設設備を適切に整備し、かつ有効に活用しているか。
・教育目的達成のために、快適な教育研究環境を整備し、有効に活用しているか。

＜大学＞＜大学院＞
本学の現在の校地面積は 129,517.55 ㎡で、大学設置基準上必要とされる面積の 10,200
㎡（収容定員 1,020×10 ㎡）を充足しており、主として校舎敷地として活用している。
1 号館、2 号館、3 号館（体育館）、5 号館（情報処理棟）、7 号館、プール棟、国際交流
会館、学術交流会館、運動場等としてそれぞれの目的にあった特徴を生かした使い方を
している。
現在の校舎面積は 30,365.69 ㎡で、大学設置基準上必要とされる面積 9,188 ㎡を充足
している【資料 2-9-1】。平成 26 年度看護学部開設に合わせ、2 号館の改築、7 号館の増
築工事を行った。2 号館 1 階には、学生の休憩場所やサークル活動などで利用できる学
生ラウンジ、各サークル用のサークル室が大小合わせ 22 室、3 階には可動式の机を自由
自在に組み合わせることができ、グループディスカッションやグループワークなどを取
り入れた授業が行えるアクティブ・ラーニング室を新たに設けた。7 号館 1 階には、公
開講座や各種イベント等が開催でき、学生の休憩場所としても利用できるフリースペー
スの新設、看護学部専用の実習室や講義室の拡張、また、図書館の拡張も行い、グルー
プでの討論等で利用可能なグループ学修室が 5 室、一人で集中して勉強したいときに利
用できる研究個室が 4 室、ディスカッションが可能なスペースで、可動式の机やイスを
自由に配置することができ、ホワイトボードやパソコンを利用して、学修形態やニーズ
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に合わせて、学生自身が主体的に学修できる、ラーニングコモンズを新たに設置した。
以上の通り、教育目的の達成のために、校地・校舎等の施設整備及び教育研究環境を
適切に整備し、有効に活用している。
・適切な規模の図書館を有しており、かつ、十分な学術情報資料を確保しているか。開館
時間を含め図書館を十分に利用できる環境を整備しているか。

図書館は到達目標を明確にするため、ミッションステートメントを掲げており、そ
の使命に基づいて、日々活動を行っている【資料 2-9-2】。本学図書館のミッションス
テートメントは、学生および教職員の教育・研究活動を支援すること、ならびに地域
に奉仕することを使命としている。同時に、建学の精神である「愛あれ、知恵あれ、
真実あれ」に通じる各種の図書を収集している。平成 27（2015）年度には、教員、
職員、学生によるチューター業務を実施し、図書館の基本的な利用方法や学習上の質
問にも応対できるような体制を整えた。
図書館の面積は、平成 26（2014）年度にラーニングコモンズ部分を増築したこと
により、2,138 ㎡となり、自主的な学修を促進する環境を整えた。閲覧席も 355 席に
増加し、104,000 冊が所蔵可能となっている。蔵書数は、89,306 冊で、うち和書が
84,059 冊、洋書が 5,247 冊である。
司書数や図書館のサービスなどについては、以下の通りである。
①図書館の運営は、司書資格を持つ職員 2 名、司書教諭資格を持つ職員 1 名、学内ワ
ークスタディ学生 6 名によって行われている。開館時間は平日 8 時 30 分から 21 時
まで、土曜日は 8 時 50 分から 17 時までとなっており、試験期間には日曜日も開館
している。
②図書検索システムにはブレインテック社の情報館を採用しており、館内および館外
からでもインターネット環境があれば、webOPAC を通じた蔵書検索が可能である。
③学生の図書館利用を活発化するために、学生入学時のオリエンテーションにおいて、
図書館利用に関するガイダンスやマナーについての説明を行っており、そのほかに
もゼミ単位での説明なども行っている。
④ゼミ学修などのグループ学修が活発なため、館内にはグループ学修のための個室を
5 室確保しており、モニターやホワイトボードを設置して、学修に役立てている。
この個室は人数に応じてパーテーションを開けて 2 部屋続きとすることも可能であ
る。
⑤従来実施してきた学生リクエスト図書などの取り組みに加え、学生の利用促進のた
め、読書マラソンを実施しており、ポイントをためることで、学内のカフェテリア・
購買部で利用可能なチケットと交換することができる。また、学生による選書ツア
ーを実施し、直接学生が書店で選書を行った【資料 2-9-3】【資料 2-9-4】。
⑥NII の NACSIS-ILL へ参加しており、文献の複写や相互貸借を行えるような体制を
整えている。このような複写サービスは、学生・教職員を問わず利用されている。
⑦他大学図書館との連携として、東北地区大学図書館協議会及び青森県高等教育機関
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図書館協議会に加盟しており、平成 27（2015）年度には青森県高等教育機関図書
館協議会総会当番校となった。協議会主催の研修会にも積極的に参加し、昨今の図
書館における課題の理解やそれらへの対策等について取り組んでいる。
⑧本学図書館は地域社会にも開放されており、利用者登録すれば誰でも利用が可能で
ある。近隣住民には折に触れて利用を案内しており、一般利用者登録数も年々増加
している。
以上の通り、図書館は、適切な規模ととともに必要とされる学術情報を確保しており、
十分に利用できる環境を整えている。

・教育目的の達成のため、コンピュータ等の IT 施設を適切に整備しているか。

情報機器を設置する教室についての整備状況は、以下のようになっている。なお、以
下に特記する教室以外にも、多くの教室にはプロジェクタ、スクリーンなどの情報機器
が設置されている。
①図書館では、30 台のノートパソコンを貸し出し用として整備しており、学生のニーズ
も非常に高い。貸し出し数も増加しており、重要な学修手段となっていることがうか
がえる。
②2 号館 3 階にはアクティブ・ラーニング教室を整備しており、60 台のノートパソコン
と、クリッカーが利用できる。また、教室には 4 面のスクリーンがあり、双方向的な
授業や様々な素材を利用した授業が展開できるようになっている。
③情報処理演習室としては、5 号館に 3 つの演習室を整備しており、合計 160 台のパソ
コンを整備している。いずれのパソコンもネットワークブート方式としており、最新
の修正プログラムなどを適用したイメージを読み込むようにしている。この演習室は、
平日と土曜日には開放されており、学生であれば誰でも利用することが可能である。
④学内の主要な教室である、本部棟 031 講義室、032 講義室、041 講義室、051 講義室、
2 号館学生ラウンジ、231 アクティブ・ラーニング教室、232 アクティブ・ラーニン
グ教室、5 号館 541 講義室、7 号館 711 講義室、712 講義室、713 講義室、フリース
ペース、図書館、741 実習室、743 実習室、744 実習室、753 講義室、9 号館 921 講
義室には、Wi-Fi 環境を整備している。
以上の通り、教育目的達成のために、必要とされる IT 施設を適切に整備している。

・施設・設備の安全性（耐震など）を確保しているか。

本学キャンパス内の建物のうち、新耐震基準施行（昭和 56（1981）年 6 月 1 日）以
前に建築された建物は、昭和 45（1970）年 3 月 31 日に建築された 1 号館で、平成 26
（2014）年 7 月に耐震診断を行った結果、基準となる Is 値（構造耐震指標）0.7 を下回
る、Is 値 0.36 という判定結果になった。これに伴い、耐震補強設計を依頼し、耐震補
強後の Is 値が 0.72 となる、耐震改修工事を平成 28（2016）年度中に行う予定にしてお
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り、安全性の確保に努める。
また、障害のある学生を受入れるための施設設備や支援体制において、学内の各棟に
はスロープが設けられ、車いすでの通行が可能となっており、入口はバリアフリー化さ
れている。
以上の通り、施設・設備の安全性は確保されている。
2-9-②

授業を行う学生数の適切な管理

・施設・設備に対する学生の意見等をくみ上げる仕組みを適切に整備し、施設・設備の改善に
反映しているか。

＜大学＞＜大学院＞
「授業改善アンケート」、「学生満足度アンケート」において、学内施設に関する意見
等があった場合は、検討し改善できるようにしている【資料 2-9-5】。平成 24（2016）
年度には 1 号館・5 号館の空調設備の設置を行った。
以上の通り、施設・設備に対する学生からの意見等をくみ上げる仕組みは整備され、
それらの改善に反映されている。
＜エビデンス集＞
【資料 2-9-1】エビデンス集（データ編）表 2-18 校地、校舎等の面積
【資料 2-9-2】青森中央学院大学・青森中央短期大学図書館ミッションステートメント
【資料 2-9-3】読書マラソン資料
【資料 2-9-4】選書ツアー資料
【資料 2-9-5】平成 27 年度卒業生対象学生満足度アンケート集計結果
2-9-②

授業を行う学生数の適切な管理

・授業を行う学生数（クラスサイズ等）は教育効果を十分にあげられるような人数となってい
るか。

＜大学＞
経営法学部
「英語Ⅰ（必修、演習 1 単位）」と「情報処理（必修、演習 1 単位）」については、習
熟度別にクラスを編成している。「英語Ⅰ」については 1 クラス 30 人、「情報処理Ⅰ」
については 30～50 人のクラスサイズにしている。
また、「探究の基礎（必修、演習 2 単位）」、「専門演習Ⅰ（必修、演習 2 単位）」「専門演
習Ⅱ（必修、演習 2 単位）」「専門演習Ⅲ（必修、演習 2 単位）」については、ゼミ形式
で授業が行われるため、原則として 1 ゼミ 10 人以内で編成している。
看護学部
コミュニケーションが看護の基本になることから、
「対人コミュニケーションⅠ（必修、
演習 1 単位）」については、1 クラス 20 人程度で授業を行っている。また、演習科目「探

60

青森中央学院大学

究の基礎（必修、演習 2 単位）」
「看護研究Ⅰ（必修、演習 1 単位）」
「看護研究Ⅱ（必修、
演習 2 単位）」はゼミ形式で授業が行われるため 1 ゼミ 8 人程度で編成する。
＜大学院＞
大学院地域マネジメント研究科では、毎年の入学者が 10 名前後と限られており、科
目数も数多く設けられている。そのため必修科目である「地域マネジメント論」を除い
て、各科目の履修者は 2～4 名が通常となっている。なお、院生の教育効果を高めるた
めに、院生研究室が整備されており、各院生専用の机や教養のプリンターが設置されて
いる。
以上の通り、授業を行う学生数は、教育効果をあげられるに十分な人数となっている。
（3）2－9 の改善・向上方策（将来計画）
今後も教育効果を考慮し、適切なクラスサイズを検討する。
［基準 2 の自己評価］
学生の受入れについては、アドミッション・ポリシーを踏まえて入学試験を行ってい
る。
教育課程及び教授方法については、各学部の教育目的を達成するためにディプロマ・
ポリシーを定め、それに基づいてカリキュラム・ポリシーを定め、教育課程を体系的に
編成している。教授方法については、FD 委員会を設置し、組織的な改善を行うととも
に各教員が各々授業方法の工夫をしている。
学修及び授業の支援については、学生への学修及び授業支援に関する方針・計画・実
施体制を整え、教員と職員が協働して実施している。
単位認定、卒業・修了認定等については、学生便覧、学則、シラバス等に基準が明確
に示され、大学は卒業判定会議、大学院は修了判定会議において厳正に判定されている。
キャリアガイダンスについては、法人組織としてキャリア支援センター、大学組織と
してキャリア支援委員会を設置し体制を整え、教育課程内外を通してキャリア支援に関
する指導・助言を行っている。
教育目的の達成状況の評価とフィードバックについては、単位取得状況を学期末に確
認し教育目的の達成状況を評価している。また、各種アンケートを実施し、結果をフィ
ードバックしている。
学生サービスについては、学生サービス、厚生補導のための組織として「学習支援セ
ンター」を、さらに学生相談室、健康管理室を設置し、対応している。
教員の配置・職能開発等については、大学設置基準及び大学院設置基準を満たす教員
を配置するとともに、FD 活動を組織的に行い教員の資質向上に取り組んでいる。
教育環境の整備については、大学設置基準を満たす面積と校舎敷地を有しており、施
設設備を適切に整備している。教育目的を達成するための教育研究環境を整備するとと
もに、施設・設備の安全性・利便性にも十分配慮している。授業を行う学生数は教育効
果を十分にあげられるような適当な人数にしている。
以上のことから、基準 2「学修と教授」の基準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

経営の規律と誠実性の維持の表明

3-1-②

使命・目的の実現への継続的努力

3-1-③

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

3-1-④

環境保全、人権、安全への配慮

3-1-⑤

教育情報・財務情報の公表

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

経営の規律と誠実性の維持の表明

・組織倫理に関する規定に基づき、適切な運営を行っているか。

本学の経営は、
「学校法人青森田中学園寄附行為」に基づき、理事会を学校法人の最高
意思決定機関とし、理事長が学校法人の代表者としてその業務を総理している。理事長
の総理のもと、各業務は理事会決議及び各種規程に基づいて実施されている。
理事、監事、評議員の選任は、
「学校法人青森田中学園寄附行為」
【資料3-1-1】に基づ
き適切に行われている。理事会、評議員会は定期的に開催され、理事、監事、評議員の
会議への出席状況も良好で、監事の業務監査及び財務監査、公認会計士による会計監査
も適切に行われている。
また、
「学校法人青森田中学園組織規程」
【資料3-1-2】及び「青森中央学院大学教育組
織運営規則」
【資料 3-1-3】により本学の組織が定められており、職務権限についても明
確にされている。更に、
「学校法人青森田中学園就業規則」には教職員の服務上の心得を
示すほか、「学校法人青森田中学園個人情報の保護に関する規程」【資料 3-1-4】「学校
法人青森田中学園公益通報等に関する規程」【資料3-1-5】、「青森中央学院大学ハラスメ
ント防止等に関する規則」
【資料 3-1-6】により、教職員に高い倫理観を有した責任ある
行動を促している。研究に関しても研究倫理委員会を設け、研究活動における倫理面で
の規制が行われている。
以上の通り、経営の規律は保たれ、誠実に執行されており、維持、継続性に問題はな
い。
＜エビデンス集＞
【資料 3-1-1】学校法人青森田中学園

寄附行為

【資料 3-1-2】学校法人青森田中学園

組織規程

【資料 3-1-3】青森中央学院大学

教育組織運営規則

【資料 3-1-4】学校法人青森田中学園

個人情報保護に関する規程

【資料 3-1-5】学校法人青森田中学園

公益通報等に関する規程

62

青森中央学院大学

【資料 3-1-6】青森中央学院大学
3-1-②

ハラスメント防止等に関する規則

使命・目的の実現への継続的努力

・使命・目的を実現するために継続的な努力をしているか。

理事長は建学の精神に基づく使命、目的の実現のため、平成 27（2015）年度 3 月学
校法人全般に関する今後 5 年間の「中期経営計画」
【資料 3-1-7】を作成し、理事会の承
認を受け、学園が永続的に発展していくための指針を示した。また、毎年、学園重点事
業、学園事業計画を明確に示しており、それに基づいて大学、大学院、事務局の具体的
な事業計画が作成されている【資料 3-1-8】。事業計画は前年度計画の実行結果を検証し、
その達成に向けて継続的に見直しが行われている。大学においては、毎月定期的に開催
され各部局の連絡調整を行う部局長会議、学部教授会、研究科委員会によって運営され
ている。また、大学運営上の重要事項を審議するため、大学経営会議が設置されている。
以上の通り、大学の使命・目的を実現するために、継続的に努力をしている。
＜エビデンス集＞
【資料 3-1-7】中期経営計画

平成 27 年度（2015 年度）～平成 31 年度（2019 年度）

【資料 3-1-8】平成 27 年度学校法人青森田中学園辞令交付式・研修会資料
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

・質の保証を担保するための関連法令等を遵守しているか。

法人および大学の運営は、教育基本法、学校教育法、私立学校法、大学設置基準等関
係法令に基づき、
「大学学則」
【資料 3-1-9】及び「大学院学則」
【資料 3-1-10】を制定し、
上述した各法令に則した諸規定が適切に定められ遵守されている。
教職員は「学校法人青森田中学園就業規則」【資料 3-1-11】ほか「学校法人青森田中
学園組織規程」【資料 3-1-12】「青森中央学院大学教育組織運営規則」【資料 3-1-13】を
はじめとする諸規程に基づき業務を遂行しており、教育研究機関として求められる研究
倫理、ハラスメント、個人情報保護に関する規程も整備されている。
理事の利益相反行為に対しては、「寄附行為」第 16 条第 12 項により、理事会の議決
に加わることができない。
以上の通り、大学の設置及び運営において、関連する法令を遵守している。
＜エビデンス集＞
【資料 3-1-9】青森中央学院大学

学則

【資料 3-1-10】青森中央学院大学大学院

学則

【資料 3-1-11】学校法人青森田中学園

就業規則

【資料 3-1-12】学校法人青森田中学園

組織規程

【資料 3-1-13】青森中央学院大学

教育組織運営規則
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3-1-④

環境保全、人権、安全への配慮

・環境や人権について配慮しているか。

環境への配慮：本学は青森市中心市街地と国立公園十和田湖を結ぶ幹線道路に面し、
キャンパス内に青森中央短期大学が併設されており、129,517.55 ㎡の広大な敷地に余裕
をもって校舎が配置されている。校地の西側は田地となっており、自然にも恵まれた環
境にあるため、キャンパス内にも庭園や緑地帯を配し、学生にとっての学修生活環境は
整備されている。
幹線道路に面した正門前には、太陽光と風力による蓄電装置を備えた「エコタワー」
を設置し、街路灯、電気時計、看板パネルの照明として利用するとともに、自然エネル
ギーの発電量や CO2 削減を数値化する電光表示板が取り付けられており、学生に対す
る地球環境保護の意識向上を目指した啓蒙活動にも取り組んでいる。また同様に駐車場
の街灯にも、自然エネルギーを活用した設備を設置しているほか、看護学部設置にとも
ない平成 25（2013）年度に新・増築した校舎（2 号館・7 号館）には、全館を LED 式
照明とし、同時に人感センサーの設置により省エネルギー対策にも取り組み始め、3 年
計画で全施設を LED 照明に交換する計画で、初年度の平成 27（2015）年度は、利用
頻度の高い講義室、演習室を中心に交換を行った。
教育成果の一環として、学生ボランティア団体やサークルによるキャンパス内清掃や
周辺町会の清掃活動が自主的に行われるなど、学生の環境問題に対する意識向上が図ら
れ、積極的に環境教育に配慮している【資料 3-1-14】。
人権への配慮：学生及び教職員の人権尊重と両性の平等の精神により、ハラスメント
に対する適切な予防及び措置を行うことを目的として、
「青森中央学院大学『ハラスメン
トの防止等に関する規則』」
【資料 3-1-15】が定められている。セクシャルハラスメント、
アカデミックハラスメント、パワーハラスメント、その他のハラスメントを包括的に規
定しており、学長、各種委員会委員長、事務局長、学長が指名した教員若干名、事務局
長が指名した職員若干名で構成されるハラスメント委員会が、実際にハラスメント行為
が発生した場合には、ハラスメント調査委員会を設置し、事実が確認された場合の措置
を講ずるものと定められている。規則は学生便覧【資料 3-1-16】に提示され、学生に対
しても周知されている。
また、個人情報保護に関しては「学校法人青森田中学園個人情報の保護に関する規程」
【資料 3-1-17】を定めているほか、入学手続きに際しては、本学の個人情報について「学
校法人青森田中学園における個人情報保護の基本方針」
【 資料 3-1-18】を書面で提示し、
詳細に説明をしたうえで、全学生から「個人情報取り扱い承諾書」【資料 3-1-19】を受
理し、相互の信頼関係の維持に努めていている。
公益通報者の保護に関しては「学校法人青森田中学園公益通報等に関する規程」
【資料
3-1-20】を設け、教職員の立場に配慮している
以上の通り、環境及び人権に対して適切な整備と配慮を行っている。
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・学内外に対する危機管理の体制を整備し、かつ適切に機能しているか。

安全への配慮：本学において発生する諸般の事象に伴う危機に、迅速かつ的確に対処
するため「学校法人青森田中学園危機管理規程」【資料 3-1-21】を定めている。この規
程に定める危機管理の事象とする対象は、
（1）学園の教育研究活動の遂行に重大な支障
のある事象、
（2）学生、職員及び地域住民等の安全に係わる重大な事象、（3）施設管理
上の重大な事象、
（4）社会的影響の大きな事象、
（5）学園に対する社会的信頼を損ねる
事象、（6）その他、各前号に相当するような事象であって、組織的・集中的に対処する
ことが必要と考えられる事象と、定められている。
危機発生に際しては、迅速に対策本部が設置され、理事長が本部長を務め、学園設置
校の施設長を副本部長に、学部長や関係委員会の委員長、事務局課長を本部員とする体
制になっている。過去には新型インフルエンザへの対応などにおいてその機能を発揮し、
感染拡大の防止に効果を示した。
また、震災、風水害等の災害に対しては「学校法人青森田中学園防災規程」【資料
3-1-22】により、災害の未然防止、災害が発生した場合の被害の拡大防止、復旧を図る
ために必要な事項を定めている。更に、教職員に対しては具体的な事象への対応が可能
なように「危機管理基本マニュアル」
【資料 3-1-23】、
「事象別危機管理マニュアル」
【資
料 3-1-24】が作成されており、非常時において教職員が円滑に行動できるように準備さ
れている。
学生に対しては、年に 1 度、キャンパス内にある全施設を対象に、授業時間中の災害
発生を想定した避難訓練を実施するほか、キャンパス内にある 3 棟の学生会館（学生寮）
では、会館独自の避難訓練を行い、安全確保と防災意識の向上を図っている。
また、校舎内 3 か所、グランド 1 か所に AED を設置し定期的に訓練を実施するとと
もに、東日本大震災の教訓から、災害時に学生会館での生活を確保するため、持ち運び
のできる大型のガスコンロを常備し、1 日 2 食で 3 日分の食料を備蓄している。
以上の通り、学内外に対する危機管理の体制を整備しており、適切に機能している。
＜エビデンス集＞
【資料 3-1-14】学習支援センター

ボランティア情報

【資料 3-1-15】青森中央学院大学「ハラスメントの防止等に関する規則」
【資料 3-1-16】学生便覧（大学） 164 頁
【資料 3-1-17】学校法人青森田中学園個人情報の保護に関する規程
【資料 3-1-18】学校法人青森田中学園における個人情報保護の基本方針
【資料 3-1-19】個人情報取り扱い承諾書
【資料 3-1-20】学校法人青森田中学園

公益通報等に関する規程

【資料 3-1-21】学校法人青森田中学園

危機管理規程

【資料 3-1-22】学校法人青森田中学園

防災規程

【資料 3-1-23】危機管理基本マニュアル
【資料 3-1-24】事象別危機管理マニュアル
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3-1-⑤

教育情報・財務情報の公表

・教育情報及び財務などの経営情報を公表しているか。

教育情報は学校教育法施行規則第 172 条第 2 項に定められたすべての項目を、本学ホ
ームページに公表しているほか、シラバスについてもホームページ上から検索閲覧が可
能になっており、在学生、受験生、保護者に限らず、一般の方々にも必要な情報を公表
している【資料 3-1-25】。
財務情報は、私立学校法第 47 条第 2 項の規定及び「学校法人青森田中学園書類閲覧
規程」【資料 3-1-26】により、財産目録、貸借対照表、収支計算書（資金収支計算書及
び消費収支計算書）、事業報告書、監事の監査報告書を請求に応じて閲覧できるように定
めている。また、学校法人青森田中学園ホームページ【資料 3-1-27】上にも公開し財務
の概要や過去 5 年間の財務状況の推移についても説明を加えている。
以上の通り、教育情報及び財務情報の公表については、適切に行われている。
＜エビデンス集＞
【資料 3-1-25】エビデンス集（データ編）【表 3-3】 教育研究活動等の情報の公表状
況について、【表 3-4】 財務情報の公表
【資料 3-1-26】学校法人青森田中学園

書類閲覧規程

【資料 3-1-27】学校法人青森田中学園ホームページ「学校法人情報公開」
（3）3－1 の改善・向上方策（将来計画）
経営については、最高意思決定機関である理事会が、寄附行為に基づき誠実に運営し
ている。今後も監事、評議員会との意思疎通を深め、適切な規律の確立を継続させたい。
建学の精神に基づいた大学運営は、平成 26（2014）年度に大学組織の一部を変更し、
新たに大学経営会議を設置し、大学の使命・目的の実現のため、将来的な方針を明確に
し、継続した具体的な計画実行を進めていく。
環境保全に関しては、学習環境に配慮するとともに、地球環境に対する学生の意識改
革に努めるとともに、学生自身による環境保全啓発活動を継続して支援していきたい。
人権等については、各種規則を遵守し適切に対応できるように、入学後のガイダンス
において、学生便覧記載の「ハラスメントの防止等に関する規則」を詳細に説明し、教
職員、学生の意識をより向上させることが必要である。安全面に関しては、各種マニュ
アルの徹底と反復した訓練をより充実させていきたい。
教育財務情報の公表については既に行っているが、分かりやすい表示方法や内容の充
実に努めていきたい。
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。

66

青森中央学院大学

（2）3－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
3-2-①

使命・目的の達成に向けて戦略的意思決定ができる体制の整備とその機能性

・使命・目的の達成に向けて戦略的意思決定ができる体制を整備し、適切に機能しているか。
・理事会を寄附行為に基づいて適切に運営しているか。

理事会は、「学校法人青森田中学園寄附行為」【資料 3-2-1】によって、その任務や
運営等が規定され、法人の最高意思決定機関として明確に位置づけられ、戦略的意思
決定ができる体制が整備されている。
・理事の選考に関する規定を整備し、適切に選考しているか。
・理事の出席状況及び欠席時の委任状は適切か。

理事の定数は 8 人以上 10 人以内と定められ、現在 9 人の理事で構成されており、
内訳は私立学校法第 38 条により寄附行為に定められ、設置校の学長・校長 3 人、評
議員から選任された理事 3 人、学識経験者のうち理事会で選任された理事 3 人となっ
ている。寄附行為第 13 条により、法人の代表権は理事長のみに与えられ、理事長は
学校法人の業務を総理し最高責任者として位置づけられている。
理事会は 3・5 月に加え、9・12 月に定期的に開催されるほか、必要に応じて理事
長が招集しており、平成 27（2015）年度は 6 回開催され、学校法人の業務の最終的
な意思決定機関として重要事項について決議しており適切に運営されている。理事会
への理事の出席率は高く、欠席時には寄附行為第 16 条第 10 項により、理事会に付議
される事項につき書面をもって、あらかじめ意思表示を行っている。【資料 3-2-2】
＜エビデンス集＞
【資料 3-2-1】学校法人青森田中学園

寄附行為

【資料 3-2-2】平成 27 年度理事会開催状況
（3）3－2 の改善・向上方策（将来計画）
私立大学を取り巻く環境は、18 歳人口の減少など厳しさを増しており、その変化へ
の対応も強く求められている。このような状況下にありながら、使命、目的の達成に
向けて、中長期的な視野に基づいた法人の迅速で的確な意思決定が行われており、そ
の判断材料となるデータの集積と情報の分析を行う機能の強化に努めたい。
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。
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（2）3－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
3-3-①

大学の意思決定組織の整備、権限と責任の明確性及びその機能性

・大学の意思決定の権限と責任が明確となっているか。
・大学の意思決定及び業務執行が大学の使命・目的に沿って、適切に行われているか。

本学の意志決定に至る機関として、青森中央学院大学教育組織運営規則により大学経
営会議、部局長会議、学部教授会、研究科委員会が設置されており、学長が学部教授会
及び研究科委員会に置いて意思決定を行い、それに基づいた円滑な大学運営を行うため
の重要な組織体制となっている。
大学経営会議【資料 3-3-1】は、理事長、学園長、学長、学部長、研究科長、学長補
佐、法人本部長、事務局長、事務局次長で組織され、理事長が招集し議長を務め、審議
事項は学部学科等の設置及び改廃、教職員人事の方針、学生の定員及び入学者選抜の方
針、地域連携等、経営に関する重要事項の審議を行う。
部局長会議【資料 3-3-2】は、理事長、学園長、学長、学部長、研究科長、学長補佐、
研究所長、各センター長、各委員長、法人本部長、事務局長、事務局次長で組織され、
学長が招集し議長を務め、教育課程及び授業に関する事項、学生の入学や学位の授与、
学籍の異動に関する事項等、大学運営に直接的に関する事項について、管理運営全般に
わたる執行の先議及び各部局との連絡調整を行う。
学部教授会【資料 3-3-3】は、学長、学部長及び学部の専任教授、法人本部長、事務
局長、事務局次長で組織され、更に学長が必要であると認めた場合には、准教授と講師
その他の職員も加えることができる。会議は学長が招集し議案の提出を行い、学部長が
議長を務め、教育研究に関する事項について、学長が決定を行うに当たり意見を述べる。
研究科委員会【資料 3-3-4】は、学長、研究科長及び研究科の専任教授、法人本部長、
事務局長、事務局次長で組織され、学長が招集し議案の提出を行い、研究科長が議長を
務め、教育研究に関する事項について、学長が決定を行うに当たり意見を述べる。
また、教育研究業務を分掌するため、学部合同の委員会として自己点検評価委員会、
学務委員会、入試広報委員会、キャリア支援委員会、図書館情報システム委員会、研究
推進委員会、研究倫理委員会、地域社会活動委員会、FD 委員会のほか、経営法学部に
は教育課程指導委員会、公務員試験対策委員会、看護学部には実習委員会、国家試験対
策委員会【資料 3-3-5】が設置され、各分野の学内意思決定機関として整備されており
適切に機能している。更に、法人直轄組織として学園設置校を包括的に機能させる各種
センターも設置されているため、関連する各種委員会と連携協調し、より効率的な運営
が行われている。【資料 3-3-6】
以上の通り、大学の意思決定と業務執行について権限と責任が明確となっており、か
つ、大学の使命・目的に沿って適切に行われている。
＜エビデンス集＞
【資料 3-3-1】青森中央学院大学

大学経営会議規程

【資料 3-3-2】青森中央学院大学

部局長会議規程

【資料 3-3-3】青森中央学院大学

学部教授会規程
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【資料 3-3-4】青森中央学院大学大学院
【資料 3-3-5】青森中央学院大学

教育組織運営規則

【資料 3-3-6】学校法人青森田中学園
3-3-②

研究科委員会規程
組織図

大学の意思決定と業務執行における学長の適切なリーダーシップの発揮

・学長がリーダーシップを適切に発揮するための補佐体制が整備されているか。
・副学長を置く場合、その組織上の位置付け及び役割が明確になっており、機能しているか。

学長は大学経営会議、部局長会議、学部教授会、研究科委員会の構成員になっており、
大学運営の全般に発言権を有し、強い権限を持っている。
部局長会議は、大学経営会議における重要事項を大学運営に迅速に反映させる機能と、
各学部運営の統一性を図るために管理運営全般にわたる執行の先議並びに各部局との連
絡調整を図る機能を有し、本学において組織上も重要な位置づけがなされている。学長
は部局長会議の議長として、審議事項について協議し、大学の運営方針を整理、決定す
る立場にあり、部局長会議の構成員は、学長の業務執行を補佐する役割も担っている。
また、学長が指定する事項について、学長の職務を助ける学長補佐を置くことができ、
現在、経営法学部教授 1 名、看護学部教授 1 名、事務局長が学長補佐に指名されており、
学長の職務を補佐している。
・教授会などの組織上の位置付け及び役割が明確になっており、機能しているか。
・教授会などに意見を聞くことを必要とする教育研究に関する重要な事項を学長があらかじ
め定め周知しているか。

平成 27（2015）年度からの学校教育法の改正に伴い、第 93 条の規定に従い「学則」
「学部教授会規程」の改訂がおこなわれ、学部教授会の組織上の役割が明確化され、審
議事項及び学長が決定を行うに当たり、学部教授会から意見を聴取することが明記され
た。改訂に当たっては理事会での承認後、平成 27（2015）年 1 月 7 日に開催された経
営法学部教授会、平成 27（2015）年 1 月 14 日に開催された看護学部教授会において、
変更主旨の説明が行われ全教員に周知された。
学長は、規程に基づき各学部、研究科の運営を決定する学部教授会、研究科委員会で
構成員から意見を聴取した上で意思決定を行い、適切なリーダーシップを発揮している。
以上の通り、大学の意思決定と業務執行において、学長の適切なリーダーシップが発
揮されている。
（3）3－3 の改善・向上方策（将来計画）
大学の意思決定までの組織構成として、大学経営会議、部局長会議、学部教授会、研
究科委員会、各種委員会が組織され、権限と責任の明確性や機能性は整備されている。
中長期的視点からの意思決定は、大学経営会議がその機能を担い、業務執行について
は部局長会議において学長がリーダーシップを発揮し、迅速な大学運営を行う体制とな
っている。現在、教育組織運営規則で定める学長補佐が 3 人指名され、学長が指定する
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事項について学長の職務を補佐する体制となっている。今後、社会経済情勢の変化や動
向を踏まえ、学長の大学運営上の判断が求められる事項が多いため、副学長を設置する
等、学長の負担を軽減しリーダーシップを発揮しやすい体制の強化も検討していきたい。
3－4

コミュニケーションとガバナンス

≪3－4 の視点≫
3-4-①

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

3-4-②

法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックによるガバナンスの機能性

3-4-③

リーダーシップとボトムアップのバランスのとれた運営

（1）3－4 の自己判定
基準項目 3－4 を満たしている。
（2）3－4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
3-4-①

法人及び大学の各管理運営機関並びに各部門の間のコミュニケーションに

よる意思決定の円滑化
・意思決定において、管理部門（理事会など）と教学部門（教授会など）をはじめ、各管理運営機
関並びに各部門間の連携を適切に行っているか。

法人の最高意思決定機関である理事会は、大学から学長、研究科長、事務局長が構成
員になっており、理事会の意思決定が大学運営に反映されるとともに、大学の運営方針
が理事会において審議され速やかに執行される体制となっている。
大学経営会議では、理事長が議長を務め、大学の運営に関する重要事項について、直
接、構成員である学長、学部長、研究科長、学長補佐、法人本部長、事務局長、事務局
次長から意見を聞き、意思決定できる体制となっている。
部局長会議は、法人組織である各センター長、教育研究業務を分掌する各委員長が構
成員となっており、学長が議長を務め、管理運営全般にわたる事項の調整を行い、各部
門の業務執行の方針が審議されている。
学部教授会及び研究科委員会は、事務組織から法人本部長、事務局長、事務局次長が
構成員になっているほか、事務局課長の出席を認めており、教育研究組織の実状を把握
するとともに、決定事項の迅速な執行に対応できる体制となっている。
以上の通り、法人から大学各部門まで相互のコミュニケーションは綿密に行われてお
り、意思決定は円滑に行われている。
3-4-②

法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックによるガバナンスの機能性

・法人と大学の各管理運営機関が相互チェックする体制を整備し、適切に機能しているか。

法人において、理事会、監事、評議員会が寄附行為に定められた機能を発揮しており、
構成員も大学の管理運営状況が的確に理事会に伝えられ、理事会の意思決定が大学運営
に反映される人選が行われている。監事は理事会、評議員会に出席し常に意見を述べら
れる環境にあり、法人と大学の各種運営機関が相互チェックできる体制が整備され、適
切に機能している。
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・監事の選考に関する規定を整備し、適切に選考しているか。
・監事は、理事会に出席し、学校法人の業務または財産の状況について意見を述べているか、
出席状況は適切か。

監事は寄附行為第 7 条により、この法人の理事、職員又は評議員以外の者であって理
事会において選出した候補者のうちから、評議員会の同意を得て理事長が選任しており、
定数は 2 人で任期は 4 年となっている。監事の職務は、法人の業務及び財産状況の監査
であり、これらについて毎会計年度、監査報告書【資料 3-4-1】を作成し理事会、評議
員会に提出している。また、理事会、評議員会に出席し、不明な点について質問するな
どし、法人の業務状況や理事の業務執行状況を把握するほか、監事としての視点、見地
から意見を述べている。監事の理事会への出席状況は、平成 27（2015）年度中に開催
した 6 回の理事会で、1 人が 1 度欠席したのみで適切な状況である。【資料 3-4-2】
・評議員会を寄附行為に基づいて適切に運営しているか。
・評議員の選考に関する規定を整備し、適切に選考しているか。
・評議員の評議員会への出席状況は適切か。

評議員会は寄附行為第 19 条により 17 人以上 21 人以内と定められおり、現在、理事
総数 9 人に対して評議員数は 19 人となっており、理事総数の 2 倍を超える評議員で適
切に組織されている。評議員の選任については寄附行為第 23 条により次のように規定
されている。
① この法人の職員で理事会において推薦された者のうちから、評議員会で選任した
者

4名

② この法人の設置する学校を卒業した者で年齢 25 歳以上の者のうちから、理事会に
おいて選任した者

3 名以上 6 名以内

③ 評議員から選任された理事以外の理事

3 名以上 4 名以内

④ 学識経験者又は本法人の功労者で、前 3 号に規定する評議員の 3 分の 2 以上によ
り選任された者

7名

現在の評議員の内訳は 1 号評議員 4 名、2 号評議員 4 名、3 号評議員 4 名、4 号評議
員 7 名となっている。特に 4 号評議員には弁護士、医師、高等学校長、地域団体代表も
含まれており、学園運営に対して幅広い意見が反映される組織構成となっている。
私立学校法第 42 条の規定に従い、寄附行為第 21 条に定められた事項について、理事
長は予め評議員会の意見を聞くことが求められており、理事会前に必ず評議員会を開催
し（決算に関する理事会を除く）意見を求め、学園運営に関して理事長に意見を述べる
諮問機関として適切に機能している。評議員の評議員会への出席状況は、平成 27（2015）
年度中に開催した 5 回の評議員会で 93.7％となっており、欠席評議員においても事前
に「議案についての意志表示」を提出しており、適切な運営が行われている【資料 3-4-3】.
以上の通り、法人及び大学の各種管理運営機能の相互チェック体制は整備されており、
ガバナンスの機能性は適切である。
＜エビデンス集＞
【資料 3-4-1】監事の監査報告書
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【資料 3-4-2】平成 27 年度理事会開催状況
【資料 3-4-3】平成 27 年度評議員会開催状況
3-4-③

リーダーシップとボトムアップのバランスのとれた運営

・トップのリーダーシップを発揮できる体制が整備されているか。

理事長は法人の最高意思決定機関である理事会及び大学経営会議の議長となっており、
学園及び大学における諸事項の決定にリーダーシップを発揮している。また、教育研究
部門において、学長は部局長会議の議長となっており、学部教授会での意思決定の先議
を行うとともに、学部教授会においてその意思を明確に伝え、大学全般の運営を統一す
るため、リーダーシップを発揮している。
・教職員の提案などをくみ上げる仕組みを整備し、運営の改善に反映しているか。

教員からの意見や要望は、各種委員会での協議を経て、委員長を通して部局長会議に
意見を反映させることができ、学長が各部門の調整を行い業務運営の改善が行われてい
る。また、各種委員会には担当課の事務職員が配置され、事務部門からの意見も提案さ
れ、更に部局長会議及び学部教授会に各課長が出席し、最終的な決定経緯を理解するこ
とにより、事務部門の業務執行が適切に迅速にできる体制となっている。
以上の通り、大学全体の組織体制として、リーダーシップとボトムアップのバランス
が取れた運営が行われている。
（3）3－4 の改善・向上方策（将来計画）
本法人では、理事長、学長のリーダーシップのもと、理事会、評議員会、大学経営会
議、部局長会議、学部教授会、研究科委員会、各種委員会が定例的に開催されおり、法
人と教育研究部門の綿密な連携が保たれており、円滑なコミュニケーションによる迅速
な意思決定、運営がなされている。また、監事や評議員会によるガバナンス機能も適切
に機能している。
今後は SD、FD 等の研修を通して、事務部門と教育研究部門の課題を相互に理解し、
意思疎通を深め、更に充実した大学運営を図って行きたい。
3－5

業務執行体制の機能性

≪3－5 の視点≫
3-5-①

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

3-5-②

業務執行の管理体制の構築とその機能性

3-5-③

職員の資質・能力向上の機会の用意

（1）3－5 の自己判定
基準項目 3－5 を満たしている。
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（2）3－5 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
3-5-①

権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した組織編制及び職員の配置によ

る業務の効果的な執行体制の確保
・使命・目的の達成のため、業務体制を構築し、適切に機能しているか。

法人全体の事務組織については「学校法人青森田中学園組織規程」【資料 3-5-1】に定
められており、総務部、管理部、企画部、学園広報室、図書館情報センター、国際交流
センター、入試広報センター、キャリア支援センター、学習支援センター、地域連携セ
ンター、学生会館から組織されている。
大学事務局には総務課、学務課、学習支援課、研究支援・地域連携課、国際交流課、
教育開発推進課、キャリア支援課、入試広報課が設置されている。同じキャンパス内に
青森中央短期大学が併設されていることから、法人事務組織は大学と短期大学の業務を
総括的に担当しており、職員が法人事務組織と大学事務組織を兼務し、関係業務を効率
的、機能的に執行できる体制となっている【図 3-5-1】。
【図3-5-1】

青森中央学院大学 事務局組織図
総務部
管理部

学園広報室

企画部
大学院
法人本部
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事務局

総務課

総務・経理
庶務
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学務課
学習支援センター

学習支援課

地域連携センター

研究支援・地域連携課

国際交流センター

国際交流課

図書館情報センタ

教育開発推進課

キャリア支援センター

キャリア支援課

入試広報センター

入試広報課

研究支援
地域連携

教育開発
図書館
情報演習室

ＩＲプロジェクト

学園推進プロジェクト

高大連携プロジェクト
女子力Ａ－girlプロジェクト

ＳＤプロジェクト

以上の通り、使命・目的の達成のために業務体制を構築し、適切に機能している。
・事務の遂行に必要な職員を確保し、適切に配置しているか。

各センターには事務局担当課の職員が配置されるとともに、大学、短期大学の担当委
員会の教員が配置され、教員がセンター長を務めており、センター運営は大学の各種委
員会で協議された事項に対し、学園全体として業務遂行する体制として権限の適切な分
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散と責任の明確化に配慮した組織編成となっている。大学事務局の各課では、大学と短
期大学の担当職員のデスク配置が１箇所にまとめられ、相互に業務を補完できる体制と
なっている。大学担当職員は企画部 2 人、学園広報室 1 人、総務課 8 人、学務課 4 人、
学習支援課 3 人、研究支援・地域連携課 4 人、国際交流課 6 人、教育開発推進課 5 人、
キャリア支援課 2 人、入試広報課 6 人の計 41 人で構成されている。各課長は部局長会
議及び学部教授会に出席し、教育部門運営に直接に関わることにより業務を効率的に遂
行できる体制となっており、事務の遂行に必要な職員が確保され適切に配置されている。
以上の通り、事務の遂行に必要な職員を確保し、適切に配置している。
＜エビデンス集＞
【資料 3-5-1】学校法人青森田中学園
3-5-②

組織規程

業務執行の管理体制の構築とその機能性

・業務執行の管理体制を構築し、適切に機能しているか。

事務組織は、法人及び大学業務を一本化した組織であるため、理事である法人総務部
長が大学事務局長を兼務し、学園全体と大学の業務全般を理事長・学長のもと管理して
いる。事務局では各課における課題解決の検討、情報共有による連携強化を目的に、課
長・リーダー会議を毎月定例で開催しており、大学を円滑に運営していくための具体的
な業務運営について協議し、その機能性を高めるため各課が協力して業務遂行にあたっ
ている【資料 3-5-2】。
＜エビデンス集＞
【資料 3-5-2】学校法人青森田中学園事務局課長・リーダー会議規程
3-5-③

職員の資質・能力向上の機会の用意

・職員の資質・能力向上のための研修（SD）などの組織的な取り組みを実施しているか。

法人では学園推進プロジェクトの一つとして「SD プロジェクト」を設置しており、
各課から選抜した 4 名のプロジェクトメンバーを中心に SD 活動を展開している。
SD プロジェクトでは、職員の資質向上と能力向上のために SD マップを定め【資料
3-5-3】、全職員を対象にした年 2 回の SD 研修会を開催しており、平成 27（2015）年度
は前学期に外部講師を招いた「コミュニケーション研修」を実施し、後学期はプロジェ
クトメンバーによる「IR の必要性と実施方法について」の研修を実施した。更に職位別
の指導力養成を図るため、課長、リーダーを対象とした外部講師による「管理職 SD 研
修会」を開催した【資料 3-5-4】。
プロジェクトメンバー4 人は、愛媛大学教育学生支援部教育企画課（文部科学大臣か
ら「教職員能力開発拠点」として認定）が中心となり構成される「四国地区大学教職員
能力開発ネットワーク」が主催する SD 関連研修会に参加し、SD コーディネーターと
しての認定を目指し、段階的な研修を受講している。既に 4 人とも基礎となる「SD コ
ーディネーター養成講座」を受講し、1 名がステップアップ研修として「フォローアッ
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プセミナー」を修了した。平成 27（2015）年度もプロジェクトメンバー4 名が、同ネッ
トワークが主催する「SPOD フォーラム 2015」に参加し、SD に関する各種講座を受講
し、本学における SD 活動の活性化に努めている。
その成果として、学内においてはプロジェクトメンバーが「自主 SD 勉強会」を企画
し、職員の任意参加による勉強会が、平成 27（2015）年度は就業時間後に 6 回実施さ
れ、職員の業務能力に対する意識向上が図られている。また、各種研修会にも積極的に
参加し、参加した職員は研修内容の要点をまとめた出張報告書を作成し全職員にメール
配信している。各部署で必要な情報に関しては、参加した職員から詳細な資料提供を受
けるなど、研修情報の共有化が図られている【資料 3-5-5】。
この他、OJT で各種業務を遂行しながら能力向上を図っており、日常業務と研修会を
併用して SD 活動に取り組んでいる。
以上の通り、職員の資質・能力向上のために、研修（SD）などの組織的な取り組みを
実施している。
＜エビデンス集＞
【資料 3-5-3】青森中央学院大学・青森中央短期大学 SD マップ
【資料 3-5-4】平成 27 年度 SD 研修会実施状況
（3）3－5 の改善・向上方策（将来計画）
事務局組織、職務分掌については、教育研究部門との円滑な連携が必要であるため、
毎年、部分的見直しを行い教育研究活動の支援体制を強化している。同時に、平成 26
（2014）年度に認可された短期大学看護学科から大学看護学部への改組転換及び「地
（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC＋）」へ参画し、青森ブロックリーダ
ー校及びむつブロックサブリーダー校を務める立場から、業務の拡大が予想されるた
め、継続的に業務を見直し簡素化を図り、効率化を進めていくことも必要である。
また、事務職員には経営を担う職員としての意識を持ち、教員と協働することが不
可欠であることから、課長・リーダー会議ではその点を意識した協議を行っている。
そのため、業務上必要となる専門的な資格の取得や研修会への積極的な参加により、
事務職員の能力向上を目指していきたい。
3－6

財務基盤と収支

≪3－6 の視点≫
3-6-①

中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立

3-6-②

安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保

（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
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・財政の中長期的計画に基づく財政運営を行っているか。

中長期的な観点から、平成 26（2014）年度に青森中央短期大学看護学科を青森中央
学院大学看護学部看護学科に改組転換するにあたり、平成 24（2012）年度から計画的
な基本金組入を行い、平成 25（2013）年度に看護学部校舎（7 号館）の増設と、併せて
大学サークル室等を含む短期大学校舎（2 号館）を全面的に改築した。また、平成 29（ 2017）
年度の体育館新築を目標に、平成 21（2009）年度から基本金組入を行っており、更に、
将来的な学園施設設備の整備を行うことが可能なように、学園整備準備預金として毎年
積み立てしている。
このように、中長期的な計画で資金を積み立てており、借入金をすることなく自己資
金で事業展開が可能な財務体質を整えている。平成 26（2014）年度には「中期経営計
画」を新たに策定し、学園の継続的発展を目指し、適切な財務運営の確立に努めている
【資料 3-6-1】。
＜エビデンス集＞
【資料 3-6-1】中期経営計画
3-6-②

平成 27 年度（2015 年度）～平成 31 年度（2019 年度）

安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保

平成 23（2011）年度から平成 27（2015）年度まで 5 年間の学校法人青森田中学園の
主な財務比率は【表 3-6-1】の通りである。
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【表3-6-1】

区 分

学校法人 青森田中学園 財務比率の推移（抜粋）

項

財務比率算式（＊100）

目

23年度
％

25年度

26年度
大学法人平均

27年度

％

％

％

48.0

51.0

50.6

51.7

48.3

64.2

66.9

72.9

74.5

78.5

94.0

～

32.9

34.7

36.1

36.5

35.7

36.4

～

5.0

5.6

6.1

4.4

4.5

7.3

16.6

11.5

6.1

8.2

11.8

6.5

97.6

147.1

151.1

106.4

101.4

106.0

70.7

71.7

69.9

67.9

65.9

51.4

93.4

93.9

93.2

93.3

93.2

85.7

232.3

258.4

233.1

229.0

260.0

255.0

6.6

6.1

6.8

6.7

6.8

14.3

帰属収入
(経常収入）

％

26年度

45.4

人件費
人件費比率

24年度

％

人件費
人件費依存率
学生生徒等納付金

事

教育研究経費

業
教育研究経費比率
経

活

営

動

の

収

状

支

況

計
算

帰属収入
(経常収入）
管理経費
管理経費比率

帰属収支差額比率
（事業活動収支差額比率）

帰属収入
(経常収入）
帰属収入－消費支出
（基本金組入前当年度収支差額）
帰属収入
(事業活動収入）

書
消費収支比率
（基本金組入後収支比率）

消費支出
（事業活動支出）
消費収入
(事業活動収入－基本金組入額）
学生生徒等納付金

学生生徒等納付金比率

財

貸

政

借

の

対

状

照

況

表

自己資金構成比率
（純資産構成比率）

～
帰属収入
(経常収入）
自己資金※1
（純資産）
総資金※2
（負債＋純資産）
流動資産

流動比率
流動負債
総負債
総負債比率
総資産

※１） 自己資金＝基本金＋消費収支差額
※２） 総資金＝負債＋基本金＋消費収支差額
※３） 「26年度大学法人平均」欄については、日本私立学校・共済事業団『今日の私学財政』27年度版から転記した。
※４） 平成27年度より学校法人会計基準改正により名称及び比率に変更あり。（

）書き

・安定した財政基盤を確立しているか。

自己資金構成比率は継続して 93％以上となっており大学法人平均を上回っている。流
動比率も継続して 200％を超え、資金繰り的にも問題はなく、更に総負債比率は 6％台
であり、借入金はなく、負債のほとんどが退職給与引当金と前受金が占めている現状か
ら、安定した財政基盤が確立されている。
・使命・目的及び教育目的の達成のため、収入と支出のバランスが保たれているか。

看護学部は平成 26（2014）年度開設当初から定員を確保し、その相乗効果もあり経
営法学部も平成 27（2015）年度は、入学定員を充足し、今後も安定した学生の確保に
より安定した学生生徒納入金収入が見込まれる。帰属収支差額比率は平成 23（2011）
年度以降、高い比率を維持しており、収入と支出のバランスは保たれている。
使命・目的及び教育目的の達成のために要する教員研究経費比率は、大学法人の平均
的レベルを維持し、施設設備の充実を図るため平成 27（2015）年度末現在、体育館建
設を目的とした第 2 号基本金特定資産 703,669 千円のほか、学園整備準備特定資産
2,550,619 千円を確保し、計画的な資金準備を行っている。
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以上の通り、使命・目的及び教育目的の達成のため、収支のバランスは保たれている。
・使命・目的及び教育目的の達成のために、外部資金の導入の努力を行っているか。

外部資金の導入としては、科学研究費助成事業（科研費）、自治体等からの受託事業、
地域の公益財団等からの助成事業の獲得に努めている。平成 27（2015）年度には弘前
大学を採択大学とする地（知）の拠点大学による地方創生推進事業「オール青森で取り
組む『地域創生人財』育成・定着事業」においてブロックリーダー校やプロジェクトマ
ネージャーの重要な立場で積極的に貢献している。
また、競争的研究資金獲得の支援も所掌事項とする研究推進委員会では、教員を対象
に平成 26（2014）年度に 3 回、平成 27（2015）年度に 4 回の科研費獲得のための研修
会を行い、その結果、平成 23（2011）年度には 2 件（2,782,000 円）であった採択数が
平成 26（2014）年度には 4 件（5,119,020 円）、平成 27（2015）年度には 7 件（12,480,000
円）の採択につながった【表 3-6-2】。
【表3-6-2】科研費採択件数及び金額
（研究代表者分、平成23～28年度）
基盤B

基盤C

萌芽

スタート
支援

若手B

H23

1

H24

1

H25

1

合計件数
1

直接経費

間接経費

経費合計

2

2,140,000

642,000

2,782,000

1

400,000

120,000

520,000

1

2

1,100,000

330,000

1,430,000

1

2

4

4,039,020

1,080,000

5,119,020

H26

1

H27

2

2

2

1

7

9,600,000

2,880,000

12,480,000

H28

2

3

2

1

8

10,800,000

3,240,000

14,040,000

以上の通り、使命・目的及び教育目的のために、外部資金導入への努力を積極的に行
っている。
（3）3－6 の改善・向上方策（将来計画）
現在、財務内容については良好な状態で推移しているが、将来に亘る健全な財務体質
の強化に向けて、安定的な学生数の確保及び経費の削減に努力しなければならない。
平成 26（2014）年度に策定した「中期経営計画」においては、安定した財務基盤の
具体的指標として、事業活動収支差額比率 10%、人件費比率 50%、教研費比率 30%を維
持し、管理経費比率 10%以下を目標にすることを明示し、その実現に努めるものである。
3－7

会計

≪3－7 の視点≫
3-7-①

会計処理の適正な実施

3-7-②

会計監査の体制整備と厳正な実施

（1）3－7 の自己判定
基準項目 3－7 を満たしている。
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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

・学校法人会計基準や経理規程などに基づく会計処理を適正に実施しているか。

会計処理は「学校会計基準」
「学校法人青森田中学園経理規程」
【資料 3-7-1】「学校法
人青森田中学園経理規程施行細則」
【資料 3-7-2】を遵守し適切に実施している。毎年度
の事業計画と予算は、学部学科及び教育部門の各委員会から提案される事業計画を、各
委員会の構成員となっている事務局職員を通して各課が集約し、事務局長、事務局次長
及び法人企画部長が各課長と協議し、最終的に課長・リーダー会議において調整を行い
作成しており、関係部門の意向が集約されたものとなっている。
以上の通り、学校会計基準や学校法人青森田中学園経理規程などに基づき、会計処理
を適正に実施している。
・予算と著しくかい離がある決算額の科目について、補正予算を編成しているか。

予算の執行に関しては担当課長が把握しており、事業に係る支出の都度、稟議書や支
出伺が教職員から提出され、各課長は予算との照合を行ったうえで、会計責任者である
事務局長を経て理事長が承認している。日常的な会計処理及び出納業務は学校法人会計
基準に基づき処理され、資産の取得状況及び預金の出納に関しては、月次試算表として
事務局長を経て理事長に報告されている。月次試算表上、大科目で予算を著しく超える
支出がある場合は次に開催される評議員会、理事会で補正予算を編成している。
以上の通り、必要に応じて、補正予算を適切に編成している。
＜エビデンス集＞
【資料 3-7-1】学校法人青森田中学園

経理規程

【資料 3-7-2】学校法人青森田中学園

経理規程施行細則

3-7-②

会計監査の体制整備と厳正な実施

・会計監査などを行う体制を整備し、厳正に実施しているか。

公認会計士による会計監査は、毎会計年度中に定期的に行い、会計帳簿、証票書類の
確認を行うほか、会計処理や財務状況に関しても指導のある場合は対処し、不明な点や
判断の難しい場合は相談のうえ指導を受けている。決算処理後の公認会計士による監査
報告では、計算書類が学校法人会計基準に準拠し、会計年度の状況及び財政状況を適正
に表示していると認め、特別な監査意見はない。
監事は理事会、評議員会に出席し不明な点について質問するなど、法人の業務状況や
理事の業務執行状況を把握するほか、監事としての視点、見地から意見を述べている。
また、常に監査が可能なように監査室を設け、期中監査を実施するとともに、毎年 3
月には、当該年度の予算執行状況による補正予算及び次年度予算書の編成状況について
も監査している。
なお、監事は文部科学省主催の「監事研修会」に参加し、学校法人を取り巻く環境や
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教育行政の動向についても認識を深めてもらうようにしており、その後に開催される理
事会、評議員会において報告をし、理事、評議員と情報の共有を図っている。
以上の通り、会計監査を行う体制を整備し、厳正に実施している。
（3）3－7 の改善・向上方策（将来計画）
会計処理の適正な実施及び会計監査の体制整備と厳正な実施については、公認会計士
及び監事による監査体制が整い、適切な状態が維持されている。
今後は、公認会計士と監事の情報交換の機会を設けるとともに、事務職員間の内部監
査体制の構築が望まれる。そのためには、会計を理解した事務職員の育成が必要である
ため、学内での研修に加え、外部講習会への参加などにより、事務職員全般の会計知識
の向上を図りたい。
［基準 3 の自己評価］
経営の規律と誠実性については「学校法人青森田中学園寄附行為」及び学内の諸規程
に基づき、また学校教育法、私立学校法等の関係法令を遵守し、高等教育機関としての
責務を果たしている。
理事会の機能については、使命・目的の達成に向けて戦略的意思決定ができるように、
最高意思決定機関である理事会と、諮問機関である評議員会を開催して運営している。
大学の意思決定の仕組み及び学長のリーダーシップについては、経営に関する重要事
項を審議する大学経営会議、管理運営全般にわたる執行の先議及び各部局との連絡調整
を行う部局長会議、学長が決定を行うに当たり意見を述べる学部教授会に学長が参加し、
適切にリーダーシップを発揮している。
コミュニケーションとガバナンスについては、法人から大学各部門まで相互のコミュ
ニケーションは綿密に行われており、監事は理事会、評議員会に出席し、法人の業務状
況や理事の業務執行状況を把握するとともに意見を述べ、ガバナンスの機能性も確保さ
れている。
業務執行体制の機能性については「学校法人青森田中学園組織規程」に基づき、権限
の適切な分散と責任の明確化に配慮した組織編成と職員の配置となっており、業務を効
率的、機能的に執行できる体制となっている。
財務基盤と収支については、
「中期経営計画」を作成し学園の継続的発展を目指し、適
切な財務運営の確立に努めており、大学の使命・目的及び教育目的達成のため、収入と
支出のバランスのとれた安定した運営が行われている。
会計については、学校会計基準等の関係法令や学内規程に従い、会計処理や会計監査
が適正に行われている。
以上のことから、基準 3「経営・管理と財務」の基準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

大学の使命・目的に即した自主的・自律的な自己点検・評価

4-1-②

自己点検・評価体制の適切性

4-1-③

自己点検・評価の周期等の適切性

（1）4－1 の自己判定
基準項目 4－1 を満たしている。
（2）4－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
4-1-①

大学の使命・目的に即した自主的・自律的な自己点検・評価

・大学の使命・目的に即した自主的・自律的な自己点検・評価をどのように行っているか。

大学の使命・目的は、「大学学則」第 1 条に定められており、この使命及び目的を実
現するため、「大学学則」第 2 条に「本学は、教育研究水準の向上を図り、本学の目的
及び社会的使命を達成するため、教育研究活動の状況について自ら点検及び評価を行い、
その結果を公表するものとする」と定められている【資料 4-1-1】。
また、大学院の使命・目的は、「大学院学則」第 2 条に定められており、この使命・
目的を実現するため、「大学院学則」第 3 条に「本学大学院は、教育研究の水準の向上
を図り、前条の目的および社会的使命を達成するため、本学大学院における教育研究活
動等の状況について、自ら点検および評価を行い、その結果を公表するものとする」と
定められている【資料 4-1-2】。
これらの条項に基づき、大学が設立された平成 10（1998）年に、「青森中央学院大学
自己点検・評価委員会規程」を定め、平成 26（2014）年には、委員会の所掌事項をよ
り明確にしている【資料 4-1-3】。これらの自己点検・評価については、学校教育法第 109
条に適合している。
「自己点検・評価委員会」による自己点検・評価の他には、
「授業改善アンケート」や
「学生満足度アンケート」
「学習成果等アンケート」など学生からの直接の声を通して点
検・評価を行っている。
以上の通り、本学は大学の使命・目的を達するため自主的、自律的に自己点検・評価
を行っている。
＜エビデンス集＞
【資料 4-1-1】青森中央学院大学

学則

【資料 4-1-2】青森中央学院大学大学院
【資料 4-1-3】青森中央学院大学
4-1-②

第 1 条、第 2 条
学則

第 2 条、第 3 条

自己点検・評価委員会規程

自己点検・評価体制の適切性

・教育活動の改善向上を図るために、自己点検・評価の恒常的な実施体制を整え、適切
に実施しているか。
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自己点検・評価については、「大学学則」第 2 条及び「大学院学則」第 3 条において
規定されており、この条項に基づいて、「青森中央学院大学自己点検・評価委員会規程」
が定められている。
自己点検・評価委員会の主な所掌事項は、
（１）自己点検・評価の基本方針・実施計画
の策定に関する事項、
（２）学内各委員会による自己点検・評価資料の調整・活用に関す
る事項、（３）自己点検・評価結果の報告・公表に関する事項となっている。
委員会の構成員は、学長、各委員会委員長、事務局長、学長が指名した専任教員若干
名、事務局長が指名した職員若干名、である。自己点検・評価は、自己点検・評価委員
会の委員を中心にして実施され、報告書の作成が行われ、庶務は学務課が担当している
【資料 4-1-4】。
なお、平成 27（2015）年度には、認証評価受審のために、自己評価報告書の作成、
その内容検討、各種エビデンス資料の作成を行う体制を図 4-1-1 の通り整備した。
【図 4-1-1】
【中核グループ】
学長（委員長）

理事長・学園長

学長補佐（副委員長）
【教学】研究科長・各学部長

【事務局】事務局長・事務局次長
学務課長・学務課員

【協力・推進グループ】
研究所長・国際交流センター長・学務副委員長・入試広報委員長・FD 委員長・同副
委員長・研究推進委員長・キャリア支援センター長・同副委員長・地域社会活動委員
長・同副委員長・学習支援センター長・事務局各課長・同リーダー
また、教育活動の点検・評価を行うために、FD 委員会が毎学期に「授業改善アンケ
ート」、平成 24（2012）年度から「学習成果等アンケート」を行い、さらに、学務課は、
毎年、卒業を迎える学生を対象に、「学生満足度アンケートを実施している。
以上の通り、教育研究活動の向上を目指し改善に努めるため、自己点検・評価を行う
体制を整え、実施していると判断する。
＜エビデンス集＞
【資料 4-1-4】青森中央学院大学
4-1-③

自己点検・評価委員会規程

自己点検・評価の周期等の適切性

・自己点検・評価を定期的に実施しているか。

本学は、平成 20（2008）年度に自己点検・評価を行い、翌 21（2009）年度に日本高
等教育評価機構において受審し、認証評価を得ている【資料 4-1-5】。認証評価を経てか
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ら中間時期にあたる平成 24（2012）年度に、学長のリーダーシップのもと、FD 委員会
及びカリキュラム検討委員会を中心として大学及び経営法学部の自己点検・評価を行い、
平成 25（2013）年度にディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーを策定する
とともに教育活動の改革を行った【資料 4-1-6】。この改革は、青森中央短期大学看護学
科の改組転換に基づく看護学部の開設に向けた時期と機を同じくしている。
また、FD 委員会は、学期ごとに「授業改善アンケート」を実施し、学年度末に「学
習成果等アンケート」を行い、点検・評価を実施している。自己点検・評価委員会の庶
務をつかさどる学務課は、毎年、卒業を迎える学生に対して「学生満足度アンケート」
を行い、主に学内の設備・環境についての点検・評価を実施している【資料 4-1-7】。
さらに、毎年 4 月 1 日には、学園辞令交付式・学園合同研修会を開催し、学園事業計
画を明らかにして重点事項を示すとともに、学園関連施設長から各施設の事業計画が示
されている【資料 4-1-8】。
大学においては、4 月に行われる第一回学部教授会において、各センター長・各委員
長が所掌する事業計画を示し、周知させている【資料 4-1-9】。
さらに、大学を含む学園の実施事業の概要を取りまとめて、ホームページ上で毎年公
表している【資料 4-1-10】。
以上の通り、本学の自己点検・評価は定期的に行われている。
＜エビデンス集＞
【資料 4-1-5】青森中央学院大学 平成 21 年度大学機関別認証評価 評価報告書
【資料 4-1-6】学生便覧（大学）
【資料 4-1-7】授業改善アンケート調査（学生用）、学習成果等アンケート
平成 27 年度卒業生対象学生満足度アンケート
【資料 4-1-8】平成 27 年度学校法人青森田中学園研修会資料
【資料 4-1-9】青森中央学院大学平成 27 年度第 1 回学部教授会資料
【資料 4-1-10】平成 27 年度学校法人の概要
（3）4－1 の改善・向上方策（将来計画）
大学教育を取り巻く社会変化や入学生の資質の変化に対応し、教職員全員の自己点
検・評価の重要性に対する意識を高め、教育研究活動を一層改善向上させ、本学の使命・
目的に即した自己点検・評価の充実を図る。そのために、
「自己点検・評価委員会」の中
核グループを中心として、エビデンスとしての情報収集と分析を行って点検・評価を行
い得る体制を整え、自己点検・評価の方法を検討し、日本高等教育評価機構による評価
基準項目に従いその適切性を高め、より徹底した点検・評価を毎年行っていく。
4－2

自己点検・評価の誠実性

≪4－2 の視点≫
4-2-①

エビデンスに基づいた透明性の高い自己点検・評価

4-2-②

現状把握のための十分な調査・データの収集と分析
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4-2-③

自己点検・評価の結果の学内共有と社会への公表

（1）4－2 の自己判定
基準項目 4－2 を満たしている。
（2）4－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
4-2-①

エビデンスに基づいた透明性の高い自己点検・評価

・エビデンスに基づく、客観的な自己点検・評価を行っているか。

教育研究活動の改善向上のために毎年策定する事業目標及び事業計画を策定するにあ
たって自己点検・評価を行うが、関連する資料の収集とデータの集計、議事録等の整理
については、各担当部署で日常的に行っている。そして、これらの資料やデータ等を自
己点検・評価のエビデンスとして利用し、事業計画に反映させている。
さらに、平成 27 年（2015）年度から、各担当部署が行う事業活動の点検・評価の様
式を「事業計画チェックリスト」の名称のもとに統一化し、共通の枠組みによる点検・
評価を可能としている【資料 4-2-1】。
また、
「授業改善アンケート」、
「学習成果等アンケート」及び「学生満足度アンケート」
についても、データの集計を行い、学生の意見や希望を把握し、そのエビデンスに基づ
き点検・評価を行っている【資料 4-2-2】。
以上の通り、本学における自己点検・評価は、エビデンスに基づいて、客観的に行っ
ている。
＜エビデンス集＞
【資料 4-2-1】各委員会等事業計画チェックリスト
【資料 4-2-2】平成 27 年度授業改善アンケート調査（学生用）集計結果
平成 27 年度学習成果等アンケート集計結果
平成 27 年度卒業生対象学生満足度アンケート集計結果
4-2-②

現状把握のための十分な調査・データの収集と分析

・現状把握のための十分な調査・データの収集と分析を行える体制を整備しているか。

自己点検・評価の現状把握のために必要な調査・データの収集と分析は、それぞれの
業務を担当する部署が責任を持って実施している。これらの調査資料やデータについて
は、「自己点検・評価委員会」の担当である学務課においても分析を行うことができる。
また、平成 26（2014）年度から、大学の諸活動に関する情報の収集と分析、その情
報システムの運用と活用を効果的に行うために、事務局各課の職員から構成される IR
プロジェクトを設置している。【資料 4-2-3】。
以上の通り、現状把握のための調査及びデータの収集と分析を行える体制を整備して
いる。
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4-2-③

自己点検・評価の結果の学内共有と社会への公表

平成 21（2009）年度に日本高等教育評価機構において実施した認証評価については、
「自己評価報告書」と認証評価報告書を、学外に「ホームページ」上で公開している【資
料 4-2-4】。
自己点検・評価の結果は自己点検評価書を作成し教職員に配布されており、また大学
ホームページの情報公開システムに公開されている。学外に対しては「学校法人情報公
開」により公開している【資料 4-2-5】。さらに、大学を含む学園の実施事業の概要を取
りまとめてホームページ上で毎年公表している【資料 4-2-6】。
以上の通り、自己点検・評価の結果について、教職員に共有されており、学内外に公
表を行っている。
＜エビデンス集＞
【資料 4-2-3】青森中央学院大学・青森中央短期大学

事務局研修会資料

【資料 4-2-4】青森中央学院大学ホームページ
【資料 4-2-5】青森中央学院大学ホームページ
【資料 4-2-6】平成 27 年度学校法人の概要
（3）4－2 の改善・向上方策（将来計画）
今後も、各担当部署において収集した資料、集計したデータを、エビデンスとして客
観的な自己点検・評価を誠実に行っていけるように、整備した学内体制を適切に運用し
ていく。また、各担当部署が有する資料及びデータを一元化し活用できるように、情報
の整理・分類を行い、適時分析を行っていく。IR プロジェクトについては、平成 28（2016）
年度より経営法学部及び看護学部の教員をアドバイザーとして配置し、教職員が一体と
なって大学全体・学部単位で、より一層の適切なデータ収集・分析を行うことができる
体制とする。
さらに、自己点検・評価の冊子を作成して学内に周知徹底させるとともに、
「ホームペ
ージ」への掲載によって、自己点検・評価の結果を公表していく。平成 28（2016）年
度に日本高等教育評価機構による認証評価を受けた際には、その評価結果について、
「自
己点検・評価報告書」とともに学内外に広く公表していく。
4－3

自己点検・評価の有効性

≪4－3 の視点≫
4-3-①

自己点検・評価の結果の活用のための PDCA サイクルの仕組みの確立と機
能性

（1）4－3 の自己判定
基準項目 4－3 を満たしている。
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（2）4－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
4-3-①

自己点検・評価の結果の活用のための PDCA サイクルの仕組みの確立と機能性

・自己点検・評価及び認証評価の結果を、教育研究をはじめ大学運営の改善・向上につ
なげる仕組みを構築し、かつ適切に機能しているか。

自己点検・評価の結果は、大学経営会議、部局長会議、学部教授会及び課長・リーダ
ー会議に報告され、それぞれに指摘された事項及び課題は、各担当部署の検討に供され
ている。そして学長のリーダーシップのもと、学部長、各センター長の責任において具
体的な対応がなされ、教育研究及び大学運営の改善・向上につなげている。
（3）4－3 の改善・向上方策（将来計画）
今後は、本学の中期計画に基づいて教育研究活動を行い、その活動成果を各担当部署
において作成された「事業計画チェックリスト」に基づく点検・評価を「自己点検・評
価委員会」で系統的に検証し、その結果を次年度の事業目標及び事業計画に反映させる。
そして、その事業計画に基づいた教育研究活動について定期的に点検を行い、その結果
を事業活動に反映させる全学的な PDCA サイクルの確立を図り、そのための体制を構築
する。
平成 28（2016）年度に受審する認証評価についても、その結果を中期計画に反映さ
せるとともに、PDCA サイクルを徹底させて、教育研究活動の改善・向上に結び付けて
いく。
［基準 4 の自己評価］
自己点検・評価の適切性については、
「大学学則」及び「青森中央学院大学自己点検・
評価委員会規程」に基づき、自主的、自律的に継続して実施している。本学が 2 学部体
制になったことを契機に「自己点検・評価委員会」を充実させ、教育研究、組織運営、
施設整備の状況について点検・評価を行っている。
自己点検・評価の誠実性については、必要とされる資料の集積や客観的に分析をおこ
なうための学内体制の充実を図っている。点検・評価を確実に実施し、その結果を学内
で共有することにより、大学の質保証の重要性が教職員に認識されて教育や大学運営に
活かされる仕組みを整えており、また社会への公表を適切に行っている。
自己点検・評価の有効性については、自己点検・評価活動による結果が次年度の事業
目標に生かされ、教育研究の質向上への改善に結び付けている。全学的に連携して継続
性ある点検・評価を行う PDCA サイクルを構築している。
以上のことから、基準 4「自己点検・評価」の基準を満たしていると評価する。
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Ⅳ．大学が使命・目的に基づいて独自に設定した基準による自己評価
基準 A．国際交流・連携
A－1

海外留学プログラムの発展性

≪A－1 の視点≫
A-1-➀

海外留学プログラムの充実

A-1-②

特色ある海外留学プログラムの位置づけ及びその有効性

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

海外留学プログラムの充実

本学は、平成 10(1998)年に開学して以来、高度な職業人になりうる多様な人材の養
成に努めている。本学が育成を目指す人材像には、グローバル化時代に求められる「国
際的な広い視野を備えた人材」も含まれており、国際交流センターでは、諸外国からの
留学生の受入れ体制の充実とともに日本人学生の海外留学プログラムを推進してきた。
国際交流センターでは、平成 14(2002)年に中国・上海大学短期留学プログラムへの
募集を開始して以来、アジア地域および英語圏を留学先とした各種プログラムを増設し
ている。直近では、平成 25(2013)年度にタイの泰日工業大学サマープログラムを、平
成 26(2014)年度には、タイのモンフォート・カレッジ海外短期ボランティア、台湾の
南台科技大学中国語・台湾文化体験、オーストラリアのマッコーリー大学短期語学研修
プログラムを、平成 27(2015)年度には、タイのダーラー・アカデミー海外短期ボラン
ティアプログラムを追加し、着実にその充実を図っている【資料 A-1-1】。
平成 27(2015)年度、各種プログラムへの派遣実績は 12 人で、留学希望者は着実に増
加している。これは国際交流センターと国際交流課との協働の元、日本人学生の海外留
学に関するニーズを把握し、新たな留学先を開拓するとともに留学促進に向けた十分な
体制を整えながら幅広い層の学生への動機付けに取組み続けた結果である【資料 A-1-2】。
＜エビデンス集＞
【資料 A-1-1】青森中央学院大学

学生便覧

128～131 頁

【資料 A-1-2】平成 27(2015)年度海外留学プログラムと派遣人数
A-1-②

特色ある海外留学プログラムの位置づけ及びその有効性

グローバル化社会において、十分な国際理解の基、主体的かつ能動的に行動できる人
材育成という観点から、海外留学を「言語や異文化を学習・体験し、創造性や語学力、
コミュニケーション能力を培う上で重要なツール」と位置づけている【資料 A-1-3】。
プログラムに参加する学生は、道具である外国語習得の重要性を認識し、留学を通し
た異文化理解及び自己探究の機会が与えられるという点で、またボランティア活動やイ
ンターンシップが、外国のエネルギー満ち溢れた空気を感じさせ、価値観の異なる人と
の協働から様々な刺激を受け、学ぶことができることが多々あることも有効性が高い。

87

青森中央学院大学

＜エビデンス集＞
【資料 A-1-3】青森中央学院大学

ホームページ

(3)A-1 の改善・向上方策（将来計画）
海外留学プログラムは、留学先や留学期間など、メニューの充実という点では十分で
あるが、今後とも学生の選択の幅を広げるためには、新たな留学先の開拓が必要となる。
現在は、急成長著しいアジア地域、学生の希望が多い欧米やオセアニア地域の英語圏を
対象に絞り、新たな留学先の開拓に向けた検討を進めている。
また、留学目的を語学や専門知識の習得に限定せず、海外でのボランティア体験、イ
ンターンシップ体験、文化交流活動などへの参加が可能となるようなチャネルの増設に
ついても検討が進められている。
さらに、短期留学を希望する学生が増加する一方で、ここ数年、長期間の留学を希望
する学生が現れていないことから、短期留学を経験した学生に対し、語学準備講座への
参加継続を促すなど、長期留学への意欲に繋がるような環境作りに努めている。
A－2

留学生受け入れプログラムの発展性

≪A－2 の視点≫
A-2-①

留学生受け入れプログラムの充実

A-2-②

受け入れ学生への支援体制の充実化

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

留学生受け入れプログラムの充実

平成 10(1998)年の開学時より海外からの外国人留学生の受入れに力を入れている協
定を締結している外国教育機関との受入れプログラムは、以下の通りである。
中国・運城学院との 3+2 共同教育プログラム

タイ国立カセサート大学からの交換留学生

ベトナム国立貿易大学との 1.5+3 共同教育プログラム

タイ・泰日工業大学サマーキャンプ受入れ

タイ・チェンマイの 5 高校からの留学生受入れ

ベトナム国立貿易大学からの交換留学生

ベトナム・チュ・ヴァン・アン高校からの受入れ

台湾・南台科技大学からの交換留学生

マレーシア・クアラルンプールの 2 高校からの受入れ

台湾・呉鳳科技大学からの交換留学生

中国・東北師範大学人文学院からの受入れ

台湾・南開科技大学との取組み

マレーシア・馬来西亜華校董事連合会総会（董総）推

国費外国人留学生：日本語・日本文化研修留

薦者の受入れ

学生（日研生）の受入れ

ベトナム・ビンディン省からの受入れ

A-2-②

受け入れ留学生への支援体制の充実化

本学は、開学時から外国人留学生の受け入れを積極的に行っており、法人組織として
国際交流センターが、事務組織として国際交流課が、留学生の学業面・生活面・精神面
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等を含め、様々な支援を行っている。
①日本語カリキュラムの充実：平成 22(2010)年度より日本語教育カリキュラムを改
編し、留学生の日本語習熟度に応じたより丁寧な日本語教育を実現する環境整備を行っ
た。新たなカリキュラムは、「日本語Ⅰ」から「ビジネス日本語」までの 7 レベルで構
成されており、入学時のプレイスメントテストによりスタートレベルが決定され、留学
生の日本語習熟度に合った学修を行うことができる。また授業は、読解・聴解・文章表
現・口頭表現に分け、またチームティーチングを導入してより細かな指導を行っている。
さらに、平成 26(2014)年度からは経営法学部のカリキュラムの改編に伴い、教育内
容のさらなる充実を目指して、
「日本語Ⅰ」の下に国際交流センター科目として「日本語
入門」を作り、初歩・初級前半レベルの学生に特化した教育を行っている【資料 A-2-1】。
②短期留学生のための特別支援：短期留学生受入れプログラムの一つとして、4 週間
以内の短期プログラムを実施している。このプログラムは、特に日本語の会話や日本語
でのプレゼンテーションの力を養うことを目的にし、学内や地域との連携に基づいて、
より実践的かつ教育的な方法を駆使して支援している。【資料 A-2-2】。
③学生会館（学生寮）：キャンパス内には、国際交流会館と学術交流会館の二つの学
生会館があり、留学生は、在籍身分にかかわらず、全員が入学から卒業（修了）まで学
生会館に居住することができる体制をとっている。
留学生の会館費（寮費）は、経済的支援の一環として約 40％減免されている。また、
国際交流課員が居住する留学生の共同生活における様々な支援を行っている。
＜エビデンス集＞
【資料 A-2-1】青森中央学院大学

学生便覧

36 頁

青森中央学院大学国際交流センター科目概要【日本語入門】
【資料 A-2-2】短期留学生受入プログラム
(3)A-2 の改善・向上方策（将来計画）
日本政府による平成 32（2020）年を目途に本国への留学生受け入れ 30 万人を目指す
「留学生 30 万人計画」が推進しているが、他大学でも留学生の受け入れが増加する中
で、その数の維持は容易ではない。
優秀な留学生を獲得することを第一に、協定等を締結している教育機関との連携強化
を図り、かつ受け入れた留学生への効果的な教育や様々な支援の一層の充実を図り、更
に特色あるものにしていく。
A－3

国際交流の促進および支援・実施体制

≪A－3 の視点≫
A-3-①

実施体制の有用性と業務の効率化

A-3-②

学生相談、指導、支援体制の適切性

A-3-③

異文化交流の促進

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

実施体制の有用性と業務の効率化

本学の国際交流業務は、事務組織としての国際交流課と法人組織としての国際交流セ
ンターが協働している【資料 A-3-1】。国際交流課は、国際交流業務の効率化を図るため、
平成 23(2011)年度に学務課から分離し、現在、6 人の職員が中心的な窓口として任にあ
たっている。
国際交流センターは、教員 5 人、国際交流課 6 人、事務局次長、法人企画部長、そし
て顧問として学園理事長と本学学務委員長（教員）で構成され、
「国際交流センター基本
理念」のもと、国際交流の業務を行っている【表 A-3-1】。
また、海外における体制として、タイには客員教授 1 人、アジア担当マネージャー3
人、コーディネーター1 人、マレーシアに客員教授 1 人、台湾に客員教授 1 人・職員 1
人を配置し、担当国における本学についての情報発信や各国の教育機関との国際交流事
業を展開している。これらスタッフは、本学と留学生の保護者あるいは卒業生との橋渡
しの役割も併せ持ち、平常時はもちろんのこと、大震災発生のような緊急時において、
保護者および関係者に素早い情報発信等ができる体制となっており、効果を発揮してい
る。
【表 A-3-1】
[国際交流センター基本理念]
（1）ミッション（センターの果たすべき使命）
・国際交流の促進と地域貢献活動を通じた国際的人材の養成を使命とする。
・国籍、性別、年齢、人種、民族、信仰、文化等の異質性に対する差別と偏見を持たず、目
的の達成に向けてオープンなコミュニケーションを図り、チームメンバーとして一致協力で
きる人材を養成する。

（2）バリュー（センターが重視する価値観）
・多様な価値を認める寛容性
・他者と連携し共生するための協調性
・人間性，創造性，行動力を備えたリーダーシップ

（3）ビジョン（センターの目標とする将来像）
・センター教職員が、チーム一丸となって各部局と連携しながら、目標を持ち意欲の高い日
本人学生を海外に送り出すとともに世界各国から多数の留学生を受け入れ、学生が実りある
留学生活を送れるように、学業・生活上の良き相談者として教育・サービスの支援を行う。
特に日本人学生の海外留学生を年間 20 名送り出すことと留学生入学定員 15 名の確保の 2 つ
を目標とする。
・本学に集うアジア・欧米からの留学生と日本人学生が手を携えて地域や海外の人々と多様
な交流体験を楽しみながら、郷土を愛する心と世界に対する広い視野を自ら育み、青森と母
国、日本と世界の架け橋として生涯にわたり世界の平和と発展に貢献する人材となれるよう
に、継続的に学習プログラムを開発し提供する。
・海外の教育研究機関と学術交流協定を締結するとともに、教育研究交流プログラムを協同
で企画・推進することにより、アジア地域の経済発展と文化の向上に寄与する。
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＜エビデンス集＞
【資料 A-3-1】学校法人

青森田中学園

国際交流センター規程

学校法人

青森田中学園

組織規程

A-3-②

学生相談、指導、支援体制の適切性

本学は、国際交流センターと国際交流課が窓口となり、以下に挙げる担当項目を中心
として、学生からの相談・希望等に対し、丁寧かつきめ細かな対応ならびに支援をして
いる【資料 A-3-2】。
①海外留学プログラム
[説明・相談会]：学生に対しては、各学期の始業ガイダンスにおいて、海外留学プロ
グラムについて説明し、周知を図っている。
更に海外留学に関心がある学生を対象に「相談会」を実施し、国際交流センター・国
際交流課の教職員がプログラムの内容や留学までの流れ・手続きについても説明すると
ともに学生の希望や目的を把握している。また、学生個々の修学状況や家庭の経済的事
情を踏まえ、海外留学が実現できるような様々なアドバイスを与えている。
[語学準備講座]：平成 20(2008)年度から海外留学希望の学生等を対象として受講料
無料の語学準備講座を開講し、留学するまでの語学教育の支援をしている。
海外留学を予定している学生に対し、留学先である中国、台湾、タイ、ベトナム、韓
国出身の留学生を任命している。
[英語力向上講座（英会話講座・TOEIC 対策講座）]：平成 26(2014)年度に海外留学
希望の学生等を対象として、英語力向上を支援するための英語力向上講座（英会話講座・
TOEIC 対策講座の二種類）をスタートさせた。海外留学を予定している学生の受講を
可能とし、英会話講座の講師はネイティブスピーカーを充て、受講料も無料とした。
[事務手続き等]：海外留学の希望者に対しては国際交流課が窓口となり、個別の相談
体制を取っている。留学が決定した学生に対しては、渡航や入学に関わる事務手続きや
緊急連絡網の作成、海外の現状説明等のサポートしている。
また、留学中の危機管理などについてのオリエンテーションを行い、学生が安心して
渡航できるような体制をとっている。
[経済支援]：海外留学が決定した学生への経済的な支援として、平成 26(2014)年度
から海外留学奨励費として、短期留学（4 週間以内）に 50,000 円、中期留学（4 週間を
超え 3 か月以内）に 70,000 円、長期留学（3 か月を超え 1 年以内）に 10 万円を支給し
ている。
また、一部の海外留学プログラムは、独立行政法人日本学生支援機構の海外留学支援
制度に採択されており、採用プログラムに参加する学生には、当該機構の基準に従って
奨学金が支給されるように手続きをしている。平成 27(2015)年度には、7 人に海外留学
奨励費を、5 人に日本学生支援機構海外留学支援制度奨学金が支給された。
[海外留学報告会]：海外留学プログラムへの参加学生に対しては、留学中に途中経過
の報告を求めている。この報告には、本人からの近況報告のほかに留学先の指導教員あ
るいは事務担当者のコメント欄も設けているため、学生の置かれている状況を多面的に
確認できるようになっている。
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また、帰国後にも最終報告書の提出を義務付け、海外留学報告会や海外留学希望者対
象の説明会・相談会等においても海外留学体験について発表する機会を与えている。
②留学生受け入れプログラム
[留学生全体ガイダンス]：留学生全員を対象とした留学生全体ガイダンスを年 3 回（4
月・7 月・10 月）に実施し、学業、日常生活、防犯等に関する説明を通して、留学生が
有意義な留学生活を送れるように指導している。平成 26(2014)年度と平成 27(2015)年
度には青森警察署から講師を派遣を依頼し、基本的な法令、留学生が巻き込まれやすい
犯罪、自転車の乗り方を含めた道路交通事項などの説明を受け、留学生が安心・安全に
生活できるように指導している。
[新入生特別ガイダンス]：新入生には、日本人学生も出席する各種オリエンテーショ
ンや学生会館ガイダンスに出席させ、修学や生活面の指導をしている。さらに、新入留
学生のみを対象とした留学生特別ガイダンスを別途実施し、留学生活を有意義に過ごせ
るような説明や注意事項など伝えている。このガイダンスには、留学生の指導・支援を
する国際交流センター教員と国際交流課職員に加えて、留学生チューターと日本人学生
チューターが出席し、サポート体制について説明している。
[チューター制度]：留学生からの相談や留学生への指導・助言、相互交流活動につい
ては、教職員だけではなく、学生を活用したチューター制度を採用している。チュータ
ーには留学生チューターと日本人学生チューターの二つがあり、相互連携して任に当た
っている。留学生チューターは、同国の先輩留学生が務めており、特に入学初年度で本
学や青森での生活に不慣れな新入生を支援し、不安の早期解消に効果を発揮している。
平成 25(2013)年度から取り入れた日本人学生チューターは、国際交流センター内に
「ウェルカムデスク」を設置し、相互交流を促進、学業や宿題の手伝い、あるいは日本
語クラスで会話の練習相手をしている。更に、イベントを企画して交流したりして、留
学生の日本語上達や友達作り等の手助けをしている。
③学費減免制度・奨学金
本学では、受け入れた留学生に対して、学費減免制度と奨学金を用意している。なお、
奨学金は、本学が推薦した留学生を奨学金支給機関が選抜する。
＜エビデンス集＞
【資料 A-3-2】海外留学相談会
青森中央学院大学

国際交流センター科目概要【語学準備講座】

平成 27 年度海外留学報告会

実施要項

留学生全体ガイダンス
平成 27 年度春季新入生特別ガイダンス
A-3-③

異文化交流の促進

本学は、受入れた多くの外国人留学生と日本人学生との交流を盛んにすることで、留
学生と日本人学生の双方が刺激し合い、大学全体の国際感覚の向上に繋がっている。そ
のため、キャンパスや学生会館において国際が交流できるような環境作りに努めている。
また、国際交流センター内に開設している国際語学サポートセンターでは、地域のニ

92

青森中央学院大学

ーズに応じた留学生派遣を行い、地域との国際交流や地域の国際化・経済の振興に貢献
している。特に平成 27(2015)年度には、小中高校の総合的な学習の時間などに留学生
をゲストティーチャーとして派遣していたが、これを公益財団法人中島記念国際交流財
団の助成を得て、事業化した【資料 A-3-3】。更に本学卒業生（元留学生）による海外同
窓会設立を進め、卒業生と在学生（留学生・日本人学生）との連携促進に取組み始めた。
異文化交流の具体的な事業は、以下の通りである【資料 A-3-5】。
①サークル活動による交流促進：留学生と日本人学生で組織されている国際交流サー
クル「FSA（エフエスエー）」は、年間様々な交流イベントを企画・運営している。特に
春に開催される「新入生歓迎会」や 12 月開催の「国際交流クリスマスパーティー」は、
留学生や日本人学生、教職員および地域住民など合わせて 100 人以上が参加する大規模
なイベントである。国際交流センターと国際交流課は、FSA の企画が円滑に実施できる
ように学内関係部署等との調整などの支援を行うとともに経費的な補助も行っている。
②地域との交流：開学当初から地域貢献を重要な使命のひとつとして打ち出しており、
留学生という貴重な人的資源を活かし、地域の国際化に貢献するべく、様々な国際交流
活動に取組んでいる。その代表的な事業が「青森サポーター事業」と「アジアからの観
光客誘致事業」である。
「青森サポーター事業」は、民間団体の「あおもりくらしの総合研究所」との連携で
展開している事業である。その内容は、留学生が青森県の特産品の収穫体験や栽培・加
工方法等の研修に参加し、地域の人々から学び、交流を深めながら青森県への理解を深
めてもらうというものである。
「アジアからの観光客誘致推進事業」は、本学も参加している「アジアからの観光客
誘致推進協議会」が海外からの教育旅行生や観光客をグリーン・ツーリズム体験型観光
に誘致する事業である。留学生は「語学サポーター」として、教育旅行生・観光客とと
もに農家宿泊し、農家との橋渡し（通訳）を担いながら、学んだ青森県に関する知識を
アピールし、単なる通訳という枠を超えた重要な役割を果たしている。
③青森市内の教育機関との国際交流：児童・生徒の異文化体験および国際理解促進を
目的とした国際交流活動を要望する小中高校に対して、国際語学サポートセンターから
留学生をゲストティーチャーとして派遣している。こうした交流活動は児童・生徒への
大きな学習効果が見込めるが、留学生にとっても、自国について改めて見つめ直す機会
となるなど、双方にとって貴重な交流の場となっている。
④自治体への協力による交流
・青森県観光国際戦略局誘客交流課：県の誘客交流課が実施する「在住外国人活用推
進事業」に協力し、留学生は県内企業が海外展開を志向する食品等の試食（試飲）し、
味・価格・パッケージ等を評価しながら、県内企業との意見交換を行っている。平成
27(2015)年度には、多くの県内企業が進出を考えているベトナムに着目し、県産品を使
ったベトナム料理のレシピ作りに取組んでいる。
・公益財団法人青森県国際交流協会：青森県国際交流協会と連携して実施している「海
外情報発信高度化事業」では、留学生が県内各地の観光地や名跡を取材し、母国語で記
事を作成し、自身のフェイスブックで公開し、青森の情報を広く海外に発信している。
⑤海外同窓会との連携：平成 10(1998)年の開学時から留学生の受け入れを始めて 16
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年が経ち、本学卒業留学生も母国で活躍する世代が増えてくるようになったため、平成
26(2014)年度にマレーシア同窓会とベトナム同窓会を、平成 27(2015)年度にタイ同窓
会を設立し、卒業生同士の交流促進を図るとともに卒業生と在学生の交流、そして卒業
生と青森の国際交流・連携を進めていくこととしている。
＜エビデンス集＞
【資料 A-3-3】公益財団法人中島記念国際交流財団助成による留学生地域交流事業
実施報告書
【資料 A-3-4】企画書および経費援助願（2015 年度新入生歓迎会）
FSA クリスマスパーティー企画書
青森サポーター事業

留学生現地体験研修

アジアからの観光客誘致推進協議会
Facebook 公式ページ

連携図

APPLETREES.JP

青森中央学院大学海外同窓会青森サポーターの会

設立総会・懇親会

(3)A-3 の改善・向上方策（将来計画）
留学を希望する日本人学生を対象に開講している語学準備講座は、現地の言語を学び、
留学に備えることを目的としているが、そのほか、現地の生活・習慣・文化、留学先の
大学における手続きなどに関する情報を先行して得られるような内容に拡充することを
検討している。短期留学は、現地における異文化交流を促すという観点からも、より体
験・交流型を中心としたプログラムやインターンシップ・プログラムを採り入れたもの
を検討している。受入れプログラムでは、平成 25(2013)年度から導入した日本人学生
チューター制度について、留学生の支援強化を図っていくとともにチューターをするこ
とで日本人学生が更に成長できるようにその制度の充実を検討する。
国際交流センター・国際交流課は、留学生に対して様々な情報発信や指導、調整を直
接行っているが、導入している国際交流センター公式フェイスブックを単なる情報発信
の域を超えて積極的な交流促進を促すような改善を行っていく。
FSA サークルの活動についても学生主導のサークルではあるが、学内の交流促進に限
定せず、学外との交流促進など様々な活用方法の検討を含め、従来以上の支援が求めら
れる。
［基準 A の自己評価］
国際交流センターの使命・目的は、国際交流センター基本理念（ミッション・バリュ
ー・ビジョン）に具体的かつ明確に定められている。
国際交流センターと国際交流課は、この基本理念を基づいて、留学生派遣プログラム、
留学生受け入れプログラム、そして国際交流・異文化交流事業を行っている。そして、
これらの活動に必要な事項について、その都度検討を行い、速やかに改善を図ることで、
学内外の国際交流推進に繋げている。こうした取り組みが功を奏し、地域社会における
行政や企業、一般市民の国際化への貢献を果たしている。
以上のことから、基準 A「国際交流・連携」の基準を満たしていると評価する。
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基準 B．地域社会との連携
B－1

地域社会との連携に対する指針

≪B－1 の視点≫
B-1-①

大学の地域連携活動の目的や具体的方針が定められているか

（1）B－1 の自己判定
基準項目 B－1 を満たしている。
（2）B－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
本学は、地域貢献活動を教育・研究に並ぶ大学の大きな使命の一つとして位置付け、
学校法人全体として「地域連携ポリシー」を制定しており、平成 26（2014）年度に産
学官連携による社会貢献に関する「産学官連携ポリシー」制定した。
[青森中央学院大学

産学官連携ポリシー]

1.産学官連携により得られた成果を広く社会に還元し、普及に取組みます。
2.本学の建学の精神に鑑み、地域社会との持続的な連携を行い、地域の活性化のため
に貢献します。
3.産学官連携活動を通じて、社会の発展に貢献できる人材を育成します。
4.産学官連携活動を積極的に推進するための活力ある組織運営を行います。
5.透明性の高い産学官連携活動を行い、説明責任を果たします。
6.産学官連携活動を大学の自己評価に反映させます。

[地域連携センター]
平成 26（2014）年 4 月に教育・研究と地域社会をつなぎ、地域の知の拠点として地
域社会との連携や、生涯学習等の学園全体の地域貢献に必要な事業をコーディネートす
る機関として、地域連携センターを設置した。
地域連携センターは産学官連携、地域社会との連携強化に積極的に取り組むほか、公
開講座、生涯学習の推進、大学の研究成果や学術情報の公開、地域が抱える課題解決、
社会人向け学習機会の提供など、地域に開かれた大学としての窓口対応のほか、学内地
域連携のコントロールセンターとして機能している【図 B-1-1】。
図 B‐1-1
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全学的な地域連携活動の方針のもと、具体的な地域連携活動については、公開講座等
の生涯学習活動を主として担当する「地域社会活動委員会」、地域の諸課題の調査研究を
行う「地域マネジメント研究所」、学生の自主的な地域連携活動を支援する「学習支援セ
ンター」、留学生の活動等を担当する「国際交流センター」等が主として地域連携活動を
行っている【資料 B-1-1】。
＜エビデンス集＞
【資料 B-1-1】平成 27（2015）年度国際交流活動一覧
（3）B－1 の改善・向上方策（将来計画）
活力ある地域づくりのため、産学官連携ポリシーを尊重し、地域社会に大学が持つ物
的、人的資源を積極的に開放していく。
B－2

大学の地域連携活動を担う組織体制について

≪B－2 の視点≫
B-2-①

大学の地域連携活動が適切に実施されているか

［基準 B の自己評価］
（1）B－2 の自己判定
基準項目 B－2 を満たしている。
（2）B－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
1）地域連携センターの事業
地域連携センターは地域の産学官連携の拠点としての役割を果たすため、すでに
青森市、むつ市、青森商工会議所等の地方自治体、民間金融機関、経済団体等と連
携協定を締結しているが、平成 27（2015）年度は新たに特定非営利活動法人青森
県消費者協会と連携協定を締結し、各種事業を実施している【資料 B-2-1】。
①地域社会との連携事業推進
地域連携センターは、青森県、青森市、十和田市、むつ市、青森商工会議所
等との地域課題に関わる課題解決型事業を推進している。また、商店街、まち
づくり事業支援として、青森市中心市街地活性化事業、大学が所在する青森市
横内地区 10 町会で組織する横内地区まちづくり協議会に加盟することで、横
内地区まちづくり事業等を推進している。平成 27（2015）年度は新たにむつ
市に弘前大学と共同で、
「むつサテライトキャンパス」を開設し、公開講座や学
生交流などの地域連携事業を行っている。
②産学官連携のための交流支援
地域連携センターは、学園全体で実施している各種公開講座、セミナー、シ
ンポジウム等の開催を支援し、産学官連携交流の窓口として機能している。
③サテライトキャンパス FRIENDLY WINDOW の運営
本学と地域の交流・情報発信拠点として、平成 23（2011）年 10 月に青森市
中心商店街の新町地区に開設した「青森中央学院大学サテライトキャンパス
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FRIENDLY WINDOW」の運営を行い、様々な地域交流・情報発信の事業活動
の支援を行っている【表 B-2-2】。
2）地域社会活動委員会
本学では、地域社会活動委員会が中心となり、地域に開かれた大学として積極的
に地域社会活動を実施しており、平成 27（2015）年度は、公開講座 25 回を開催し、
本学の教職員を無償で地域の教育機関等に派遣する出前講座を 18 回実施している。
留学生が講師となり地域の方を対象とした「留学生による会話教室」等、本学の多
様な人的資源を活用した、各種の講座を開講しており、多くの市民が参加している。
また、教員免許状更新講習、防災士講習、看護実践セミナー等の講習会も開催し地
域の方のキャリアアップにつなげている【資料 B-2-3】【資料 B-2-4】。
3）地域マネジメント研究所
本学地域マネジメント研究所は、平成 16（2004）年 4 月に設置、地域の経済・
産業・経営・政治・行政・法膣・社会・文化活動をはじめ、グローバルな諸問題に
ついての調査研究活動を展開しており、平成 27（2015）年度も、地域と連携しな
がら、地域課題解決のための様々な調査・研究等を実施し、地域マネジメント研究
所年報により研究成果を公表している【資料 B-2-5】。
4）大学間連携、高大連携
①海外教育機関との連携
開学以来、海外高等教育機関との連携については積極的に取り組んでおり多く
の大学と学術交流協定を締結し、活発な国際交流を行っている。
②青森地域大学間連携協議会
近隣の青森公立大学と平成 11（1999）年に単位互換協定を結び、継続して単
位互換を行っているほか、青森公立大学を含む、青森市、十和田市の高等教育機
関による青森地域大学間連携協議会の参加 7 校による、単位互換、合同 FD・SD
の実施などの連携事業を行っている。
③高大連携
平成 23（2011）年度に青森県高等学校教育研究会商業部会、平成 25（2013）
年度に近接の青森県立青森中央高等学校、青森県立青森西高等学校と連携協定を
結び、体験授業の実施等の高大連携事業を定期的に行っている。
④久留米大学との連携
平成 27（2015）年度に、福岡県の久留米大学と連携協定を結び、大学間交流
事業を行った。今後定期的に学生交流等を計画している。
5）青森ねぶた祭りへの参加
本学では、開学以来継続して、郷土の文化・伝統を知り、地域の方々と交流する
ことを目的に、地域を代表する祭りである、青森ねぶた祭りに全 1 年生が参加して
いる。平成 27（2015）年度は、青森市消防第二分団ねぶた会の運行するねぶたに、
跳人として参加し、大学と地域社会との連携を密にしている。
6）学生主体による地域連携活動
本学では学生が主体となる地域連携活動に対し積極的に支援しており、若年者を
対象とした選挙啓発団体「選挙へ GO!」、学生自身による就職活動支援団体「WORK
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２ラボ」、むつサテライトキャンパス事業として、むつ市の下北地域の子どもたちと
の交流支援を行う「子どもふれあい隊」等の学生団体の活動の支援を行っている。
また、青森市、青森市中心市街地活性化協議会の実施した、
「まちなかフィールドス
タディ」に 2 つの学生団体が参加した。特に全国初のケースとして、青森県知事選
挙の期日前投票所を学内に設置し、学生団体「選挙へ GO!」の学生を中心として、
学生が投票所を運営し、選挙権年齢の引き下げを前に大きな注目を集めた。
7）地(知)の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）
平成 27（2015）年度に文部科学省「地(知)の拠点大学による地方創生推進事業
（COC+）」に弘前大学を申請大学とした、
「オール青森で取り組む「地域創生人財」
育成・定着事業」の参加大学として採択され、本学は青森地区のブロックリーダー
校として事業推進に取り組んでいる【資料 B-2-6】。
＜エビデンス集＞
【資料 B-2-1】連携協定一覧
【資料 B-2-2】平成 27（2015）年度 FRIENDLY WINDOW 一覧
【資料 B-2-3】平成 27（2015）年度

公開講座一覧

【資料 B-2-4】平成 27（2015）年度

出前講座一覧

【資料 B-2-5】平成 27（2015）年度

地域マネジメント研究所事業一覧

【資料 B-2-6】オール青森で取り組む「地方創生人財」育成・定着事業
（3）B－2 の改善・向上方策（将来計画）
大学の地域連携活動は事業内容、活動領域、活動主体が様々であり、地域社会との関
係は窓口の一本化、ワンストップの対応が求められる。
［基準 B の自己評価］
地域連携センターは本学地域連携ポリシーのもと、自治体、企業、NPO，商工団体・
町内会などと連携協定を締結、地域社会との連携事業を積極的に推進している。このほ
か、本学が実施する公開講座、生涯学習の推進の窓口として機能している。本学のこう
した活動は地域社会から評価され、地域に開かれた大学として知られるている。
以上のことから、本学の地域社会との連携活動は基準 B を満たしている。
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【資料 3-7-2】

学校法人青森田中学園

経理規程施行細則

【資料 1-3-4】と同じ

基準 4．自己点検・評価
基準項目
コード

該当する資料名及び該当ページ

備考

4-1．自己点検・評価の適切性
青森中央学院大学

【資料 4-1-2】

青森中央学院大学大学院

【資料 4-1-3】

青森中央学院大学

【資料 4-1-4】

【資料 4-1-8】

青森中央学院大学 自己点検・評価委員会規程
青森中央学院大学 平成 21 年度大学機関別認証評価
報告書
学生便覧（大学）
授業改善アンケート（学生用）
学習成果等アンケート
平成 27 年度卒業生対象学生満足度アンケート
平成 27 年度学校法人青森田中学園研修会資料

【資料 4-1-9】

青森中央学院大学

【資料 4-1-10】

平成 27 年度学校法人の概要

【資料 4-1-5】
【資料 4-1-6】
【資料 4-1-7】

学則

第 1 条、第 2 条

【資料 4-1-1】

学則

【資料 F-3】と同じ

第 2 条、第 3 条

【資料 F-3】と同じ

自己点検・評価委員会規程

平成 27 年度

【資料 4-1-3】と同じ
評価
【資料 F-5】と同じ
【資料 2-6-2】
【資料 2-6-3】
【資料 2-7-11】と同じ
【資料 F-6】と同じ

第 1 回教授会資料
【資料 F-7】と同じ

4-2．自己点検・評価の誠実性
【資料 4-2-1】
【資料 4-2-2】
【資料 4-2-3】
【資料 4-2-4】

【資料 4-2-5】
【資料 4-2-6】

各委員会等事業計画チェックリスト
平成 27 年度授業改善アンケート調査（学生用）集計結果
平成 27 年度学習成果等アンケート集計結果
平成 27 年度卒業生対象学生満足度アンケート集計結果
青森中央学院大学・青森中央短期大学 事務局研修会資料
青森中央学院大学ホームページ
（http://www.aomoricgu.ac.jp/）
＞情報公表＞法人の概況＞学校法人情報公開
青森中央学院大学ホームページ
（http://www.aomoricgu.ac.jp/）
＞情報公表＞法人の概況＞学校法人情報公開
平成 27 年度学校法人の概要

4-3．自己点検・評価の有効性
なし
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【資料 2-6-5】と同じ
【資料 2-9-5】と同じ

【資料 F-7】と同じ

青森中央学院大学

基準 A．国際交流・連携
基準項目
コード

該当する資料名及び該当ページ

備考

A-1．留学生派遣プログラムの発展性
【資料 A-1-1】

学生便覧（大学）

128～131 頁

平成 27(2015)年度海外留学プログラムと派遣人数
青森中央学院大学ホームページ
【資料 A-1-3】 （ http://www.aomoricgu.ac.jp/blog/aomoricgu/news/article-24
166/）海外留学相談会（4/12）開催のお知らせ
A-2．留学生受入れプログラムの発展性
学生便覧（大学） 36 頁
【資料 A-2-1】
青森中央学院大学 国際交流センター科目概要【日本語入門】
【資料 A-2-2】 短期留学受入プログラム

【資料 F-5】と同じ

【資料 A-1-2】

A-3．国際交流の促進および支援・実施体制
学校法人 青森田中学園 国際交流センター規程
【資料 A-3-1】
学校法人 青森田中学園 組織規程
海外留学相談会
青森中央学院大学国際交流センター科目概要【語学準備講座】
【資料 A-3-2】 平成 27 年度海外留学報告会 実施要項
留学生全体ガイダンス
平成 27 年度春季新入生特別ガイダンス
公益財団法人中島記念国際交流財団助成による留学生地域交流
【資料 A-3-3】
事業実施報告書
企画書および経費援助願（2015 年度新入生歓迎会）
FSA クリスマスパーティー企画書
青森サポーター事業 留学生現地体験研修
「十和田湖しじみ貝採り体験と青森の歴史・文化を訪ねて」
【資料 A-3-4】
アジアからの観光客誘致推進協議会 連携図
Facebook 公式ページ APPLETREES.JP
青森中央学院大学海外同窓会青森サポーターの会
設立総会・懇親会

【資料 F-5】と同じ

【資料 1-3-7】と同じ

基準 B．地域社会との連携
基準項目
コード

該当する資料名及び該当ページ

備考

B-1．地域社会との連携
【資料 B-1-1】

平成 27（2015）年度国際交流活動一覧

B-2．大学の地域連携活動が適切に実施されているか
【資料 B-2-1】

連携協定一覧

【資料 B-2-2】

平成 27（2015）年度 FRIENDLY WINDOW 一覧

【資料 B-2-3】

平成 27（2015）年度

公開講座一覧

【資料 B-2-4】

平成 27（2015）年度

出前講座一覧

【資料 B-2-5】

平成 27（2015）年度

地域マネジメント研究所事業一覧

【資料 B-2-5】

オール青森で取り組む「地方創生人財」育成・定着事業

※必要に応じて、記入欄を追加・削除すること。
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【資料 A-3-3】と同じ

