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Ⅰ．建学の精神・大学の基本理念、使命・目的、大学の個性・特色等 

 

１．建学の精神 

朝日大学（以下「本大学」という。）は、「歯科医学の理論及びその臨床的適用を教

育研究する」ことを目的として、昭和 46(1971)年、創立者宮田慶三郎により設立され

た岐阜歯科大学を前身とし、その歴史が始まった。 

宮田慶三郎は、建学の精神の基礎にある理念について、「大学は、この歴史の継承に

たずさわる有用な人材を育成する使命を担っています。それは、来るべき、国際未来

社会を切り開く先見的社会性と創造性、そして人間的知性に富む人材を育成すること

であり、それこそが本学の「建学の精神」の基礎にある理念なのです。」と自著「一瞬

と永遠－建学の精神の基礎にあるもの－」に記している。 

この建学の精神の基礎にある理念は、単科大学から総合大学へと大学改革を続けて

きたなかで、些かも揺らぐことなく建学の精神、大学の使命・目的の中に引き継がれ

ている。 

 

（建学の精神） 

 本学の建学の精神は、国際未来社会を切り開く社会性と創造性、そして人類普遍

の人間的知性に富む人間を育成することにある。具体的には次の 3 つの柱からでき

ている。 

（１）社会性について 

 人類共存の理念は、今や地球の資源・環境問題をはじめ高齢化社会に伴う労

働問題、先進国の国際経済問題、発展途上国の社会経済問題など、解決すべき

諸問題に直面している。これらの課題に取り組み、人類の繁栄と幸福を推進す

るため、国際性と社会性に富む人間、和を重んずる心豊かな人間を育成する。 

（２）創造性について 

 人類は、科学・技術のめざましい発展により、物質的豊かさを獲得したが、

この科学・技術の発展はまた、豊かな人間性の涵養に資するものでなくてはな

らない。 

 先端的科学の進歩と豊かな人間性との調和を図るため人類は創造的英知を発

揮する必要がある。 

 本学は、このため自然科学と人文・社会科学、その他芸術との学際的協力に

より、専門的かつ総合的な教育・研究活動を推進する。 

（３）人間的知性について 

 高度な産業化・情報化の社会を迎えて、人間の生活様式も価値観も激変して

いる。 

 このさい科学・技術の健全な発展を図る反面、技術の独走が警戒される。従

って人類普遍の理念としての人間性の発揚を志し、自己を確立し、人権と自由

を尊重する調和ある国際未来社会を建設するため、新しい人間的知性の涵養を

企図するものである。 
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２．使命・目的 

本大学は建学の精神に基づき、その使命・目的を、学則第１条に「朝日大学は、教

育基本法並びに学校教育法の趣旨を尊重してその条項に従い、一般教養及び専門学

術の理論並びにその応用を教育研究し、知的、道徳的教養をもつ有為の人材を育成

するとともに、広く知識を世界にもとめ、教育、学術研究の国際交流をはかり、高

度の教育目的を達成し、学術、文化の向上と社会の発展に寄与することを目的とす

る。」と定めている。 

 

３．個性・特色等 

本大学は建学の精神を具現化するため、地域社会に立脚し密接な繋がりを持ちなが

ら、国際社会で活躍し得る人材を育成するため、常に教育・研究・診療・社会への貢

献活動の充実に努め、活性化を図っている。 

本大学の個性・特色等は、次のとおりである。 

（１）各学部・学科における人材の養成 

・様々な状況下において法律を柔軟に活用し、公正で適切な判断を下す能力、い

わゆる「リーガルマインド」を身に付けた人材の養成 

・社会情勢の変化に対応し得る高度な経営能力、情報活用能力及び企画・実践能

力を身に付け、激変する国際社会で将来にわたって活躍できる人材の養成 

・人を思う心をもって人間関係を構築する力、自己研鑽をして未来を切り開く  

力、そして激変する社会に対応する力を持った、あらゆる健康レベルにある人

のニーズに対応できる看護職の養成 

・健康科学やスポーツ科学に関する専門知識、高度なスポーツ実践能力と指導技

術を持った、健康を維持・増進するためのスポーツ指導者の養成 

・国際性を重視し、歯科医師として感性を磨き、国際未来社会で活躍し得る特化

された歯科医師の養成 

 

（２）大学の有する「知」の地域社会への還元及び生涯学習機会の提供 

・本大学が保有する教育・研究・医療及びその他の知的財産を社会へ還元するこ

とを目的とした公開講座の開催 

・地域住民に対する図書館や学習諸施設の開放 

・最先端の歯科医療に関する技術を歯科医師等に提供する生涯研修の開催 

 

（３）社会への貢献推進（地域貢献、産学官連携、国際貢献等） 

・地域社会連携講座による教育・研究成果の地域住民への提供 

・地域行政運営等への教職員派遣 

・地域医療貢献（朝日大学病院、医科歯科医療センター、PDI 岐阜歯科診療所） 

・市民相談室開設 

・産学官連携による実践教育 

・体育会等による地域社会におけるスポーツ活動の推進、健康啓発 

・国際交流推進（学生相互交流、客員研究員受入、教育職員派遣等） 
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Ⅱ．沿革と現況 

本大学は、単科大学としてスタートしたが、我が国が高度な国際化・情報化・高齢化

社会へと変化する中で、高等教育機関として、社会の変化に即応した教育体系と内容の

確立が急務となり、昭和 60(1985)年 4 月に経営学部経営学科を設置し、大学名を朝日大

学と改め、総合大学としての第一歩を踏み出した。その後、法学部法学科、経営学部情

報管理学科（その後、名称を経営情報学科に改める。）、経営学部ビジネス企画学科を設

置した。そして、平成 26(2014)年 4 月には、保健医療学部看護学科を設置し、経営学部

経営情報学科の学生募集を停止した。平成 29(2017)年 4 月には、保健医療学部健康スポ

ーツ科学科を設置し、経営学部ビジネス企画学科の学生募集を停止した。詳しくは、次

のとおりである。 

 

１．本大学の沿革 

昭和 46(1971)年 02 月 学校法人岐阜歯科大学設立認可 

昭和 46(1971)年 04 月 岐阜歯科大学開設 

5 月 岐阜歯科大学附属病院開設 

昭和 48(1973)年 04 月 岐阜市内の村上外科病院が本大学に寄贈され、本大学附属村上記念病院と

なる 

 岐阜歯科大学附属歯科衛生士学校設置 

昭和 52(1977)年 03 月 附属歯科衛生士学校が専修学校として認可 

4 月 岐阜歯科大学大学院歯学研究科（歯学専攻、博士課程）設置 

 附属歯科衛生士学校から附属歯科衛生士専門学校に名称変更 

昭和 54(1979)年 07 月 岐阜歯科大学歯科臨床研究所附属歯科診療所開設 

昭和 56(1981)年 10 月 10 周年記念館完成 

昭和 59(1984)年 09 月 附属村上記念病院を岐阜市橋本町へ新築移転 

11 月 北京大学口腔医学院（中国）と姉妹校協定締結 

昭和 60(1985)年 04 月 経営学部経営学科設置 

 法人の名称を学校法人朝日大学、大学の名称を朝日大学、附属歯科衛 

生士専門学校の名称を朝日大学歯科衛生士専門学校と改称 

昭和 62(1987)年 04 月 法学部法学科設置 

昭和 63(1988)年 05 月 明海大学と姉妹校協定締結 

平成元(1989)年 04 月 経営学部経営学科及び法学部法学科に教職課程（正規の課程、聴講生 

の課程）併設 

平成 03(1991)年 04 月 経営学部情報管理学科設置、同学科に教職課程（正規の課程、聴講生 

の課程）併設 

平成 04(1992)年 04 月 大学院法学研究科（法学専攻、博士前期（修士）課程）設置、 

同研究科に教職課程併設 

7 月 カリフォルニア大学ロサンゼルス校歯学部（アメリカ）と文化学術交 

流協定締結 

平成 05(1993)年 06 月 メキシコ州立自治大学（メキシコ）と姉妹校協定締結 
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平成 06(1994)年 04 月 大学院法学研究科に博士後期（博士）課程設置 

平成 07(1995)年 04 月 大学院経営学研究科（情報管理学専攻、博士前期（修士）課程）設置、 

同研究科に教職課程併設 

平成 09(1997)年 04 月 大学院経営学研究科に博士後期（博士）課程設置 

平成 13(2001)年 04 月 留学生別科設置 

7 月 第四軍医大学（中国）と姉妹校協定締結 

平成 14(2002)年 04 月 経営学部ビジネス企画学科設置、同学科に教職課程（正規の課程、聴 

講生の課程）併設 

 朝日大学体育会を設置 

平成 17(2005)年 03 月 株式会社大垣共立銀行との産学連携に関する基本協定を締結 

平成 18(2006)年 05 月 トゥルク大学歯学部（フィンランド）と文化学術交流協定締結 

平成 19(2007)年 04 月 朝日大学歯科臨床研究所附属歯科診療所を朝日大学歯学部附属病院に 

統合し、名称を朝日大学歯学部附属病院 PDI 岐阜歯科診療所と改称 

6 月 朝日大学歯学部付属病院 PDI 岐阜歯科診療所を新築移転 

平成 20(2008)年 04 月 シエナ大学歯学部（イタリア）と文化学術交流協定締結 

平成 21(2009)年 06 月 岐阜県弁護士会と学術交流協定締結 

平成 22(2010)年 2 月 国立大学法人三重大学と包括的連携に関する協定締結 

平成 23(2011)年 1 月 大学院法学研究科・経営学研究科が岐阜県内私立大学の大学院と単位互換

に関する協力協定締結 

7 月 岐阜県高等学校商業校長会と商業教育連携・推進に係る協定締結 

平成 24(2012)年 04 月 経営学部情報管理学科の名称を経営学部経営情報学科に改める 

平成 25(2013)年 02 月 セイノーホールディングス株式会社と産学連携活動に関する協定を締結 

平成 25(2013)年 09 月 濃飛倉庫運輸株式会社と産学連携活動に関する合意覚書を締結 

平成 25(2013)年 12 月 瑞穂市と連携に関する協定を締結 

平成 26(2014)年 4 月 保健医療学部看護学科設置 

 経営学部経営情報学科の学生募集停止 

 大学院法学研究科博士後期課程（法学専攻）の学生募集を停止し、同研究

科の課程名称を博士前期から修士に改める 

 大学院経営学研究科博士後期課程（情報管理学専攻）の学生募集を停止し、

同研究科の課程名称を博士前期から修士に、併せて、同研究科の専攻名称

を情報管理学から経営学に改める。 

6 月 株式会社岐阜新聞社と地域社会連携活動に関する包括的連携協定を締結 

平成 27(2015)年 02 月 岐阜県北方警察署と連携協力に関する協定を締結 

03 月 ウェスタンケープ大学歯学部（南アフリカ）と学術交流協定締結 

07 月 北京外国語大学（中国）と学術交流協定締結 

09 月 テキサス大学サンアントニオ校ヘルスサイエンスセンター歯学部（アメリ

カ）と学術交流協定締結 

10 月 タフツ大学歯学部（アメリカ）と学術交流協定締結 
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平成 28(2016)年 04 月 テキサス大学サンアントニオ校ヘルスサイエンスセンター看護学部（アメ

リカ）と学術交流に関する覚書締結 

 アラバマ大学バーミングハム校歯学部（アメリカ）と文化学術交流協定 

締結 

05 月 公立大学法人名桜大学と学術交流及び連携に関する包括協定締結 

 國立勤益科技大學（台湾）と学術交流に関する覚書締結 

 大学院経営学研究科博士後期課程（情報管理学専攻）廃止 

09 月 岐阜県立岐阜商業高等学校、岐阜県立大垣商業高等学校、岐阜県立土岐商

業高等学校及び関市立関商工高等学校と簿記会計教育の連携に関する協

定締結 

平成 29(2017)年 03 月 名桜大学と単位互換に関する覚書締結 

04 月 保健医療学部健康スポーツ科学科開設 

 同学科に教職課程併設 

 経営学部ビジネス企画学科の学生募集停止 

12 月 北京大学口腔医学院看護部と朝日大学歯科衛生士専門学校との学術交流

協定締結 

平成 30(2018)年 03 月 経営学部経営情報学科廃止 

04 月 朝日大学歯学部附属病院の名称を朝日大学医科歯科医療センターに改める 

 朝日大学歯学部附属病院 PDI岐阜歯科診療所の名称を朝日大学 PDI岐阜歯

科診療所に改める 

 朝日大学歯学部附属村上記念病院の名称を朝日大学病院に改める 

 ハワイ大学マノア校（アメリカ）と学術交流に関する覚書締結 

平成 31(2019)年 03 月 大学院法学研究科博士後期課程（法学専攻）廃止 

令和元(2019)年 09 月 保健医療学部看護学科が北京大学看護学院と学術交流協定締結 

 保健医療学部看護学科がウェスタンケープ大学地域保健学部看護学科（南

アフリカ）と学術交流協定締結 

令和 2(2020)年 04 月 ルートヴィクスハーフェン大学（ドイツ）と学生交換留学に関する覚書 

締結 

令和 3(2021)年 03 月 南昌大学（中国）と学術交流協定締結 

 経営学部ビジネス企画学科廃止 
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２．本大学の現況 

・大学名 

朝日大学 

 

・所在地 

穂積キャンパス   ： 岐阜県瑞穂市穂積 1851 番地の 1 

岐阜都通キャンパス ： 岐阜県岐阜市都通 5 丁目 15 番地 

岐阜橋本町キャンパス： 岐阜県岐阜市橋本町 3 丁目 23 番地 

 

・学部構成（令和 2 (2020)年 5 月 1 日現在） 

キャンパス 
学部構成等 

備考 
学部等 学科等 

穂積 

キャンパス 

法学部 法学科  

経営学部 
経営学科  

ビジネス企画学科 平成 29(2017)年から募集停止 

保健医療学部 
看護学科  

健康スポーツ科学科  

歯学部 歯学科  

大学院法学研究科 修士課程  

大学院経営学研究科 修士課程  

大学院歯学研究科 博士課程  

留学生別科  

医科歯科医療センター 

平成 30(2018)年 4 月に「朝日大

学歯学部附属病院」から名称変

更 

岐阜都通 

キャンパス 
PDI 岐阜歯科診療所 

平成 30(2018)年 4 月に「朝日大

学歯学部附属病院 PDI 岐阜歯

科診療所」から名称変更 

岐阜橋本町 

キャンパス 
朝日大学病院 

平成 30(2018)年 4 月に「朝日大

学歯学部附属村上記念病院」か

ら名称変更 
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・学生数、教員数（令和 2 (2020)年 5 月 1 日現在） 

学部構成等 
学生数 

教員数 

学部等 学科等 専任 非常勤 

法学部 法学科 421 人 17 人 5 人 

経営学部 
経営学科 561 人 22 人 9 人 

ビジネス企画学科 5 人 6 人 ― 

保健医療学部 
看護学科 375 人 28 人 15 人 

健康スポーツ科学科 491 人 23 人 12 人 

歯学部 歯学科 842 人 187 人 443 人 

学部計 2,695 人 283 人 484 人 

大学院法学研究科 修士課程 5 人 ― ― 

大学院経営学研究科 修士課程 1 人 ― ― 

大学院歯学研究科 博士課程 59 人 ― ― 

大学院計 65 人 ― ― 

留学生別科 26 人 3 人 ― 

総合計 2,786 人 286 人 484 人 

 

・職員数（令和 2 (2020)年 5 月 1 日現在） 

正職員 674 人 

嘱託職員 160 人 

パートタイマー（アルバイト含む。） 200 人 

計 1,034 人 
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Ⅲ．日本高等教育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設定 

1-1-① 意味・内容の具体性と明確性 

1-1-② 簡潔な文章化 

1-1-③ 個性・特色の明示 

1-1-④ 変化への対応 

（1）1－1の事実の説明及び自己評価 

1-1-① 意味・内容の具体性と明確性 

    本大学の使命・目的は、建学の精神に基づき、学則第 1 条において、「教育基本

法並びに学校教育法の趣旨を尊重してその条項に従い、一般教養及び専門学術の理

論並びにその応用を教育研究し、知的、道徳的教養をもつ有為の人材を育成すると

ともに、広く知識を世界にもとめ、教育、学術研究の国際交流をはかり、高度の教

育目的を達成し、学術、文化の向上社会の発展に寄与することを目的とする。」と規

定し、明確にしている。 

    また、本大学大学院の使命・目的は、大学院学則第 1 条において、「学術の理論

及び応用を教授研究し、その深奥をきわめて、文化の進展に寄与することを目的と

する。」と規定し、明確にしている。 

    加えて、各学部及び各研究科の教育目的は、学則及び大学院学則に、下記のとお

り具体的に明記し規定している。その内容は、ホームページ等にも掲載している。 

 

法学部（学則第 2 条の 2 第 1 項第 3 号） 

法学の専門知識及び社会人としての豊かな学識と技能を体系的に教授研究し、社

会情勢の変化に対応し得る法的思考能力と判断力及び深い教養と豊かな人間性・国

際性を兼ね備えた人材を養成することを目的とする。 

法学研究科（大学院学則第 3 条の 2） 

広い視野に立って精深な学識を授け、法学分野における研究能力又はこれに加え

て高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うこととする。 

経営学部（学則第 2 条の 2 第 1 項第 2 号） 

経営学・情報学の専門知識及び社会人としての豊かな学識と技能を体系的に教授

研究し、社会情勢の変化に対応し得る経営能力、情報活用能力、企画・実践能力及

び深い教養と豊かな人間性・国際性を兼ね備えた人材を養成することを目的とす

る。 

経営学研究科（大学院学則第 3 条） 

広い視野に立って精深な学識を授け、経営学・情報学分野における研究能力又は

これに加えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うこ

ととする。 
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保健医療学部（学則第 2 条の 2 第 1 項第 4 号） 

保健衛生学の専門知識及び高度な医療技術並びに社会人としての豊かな学識と

技能を体系的に教授研究し、高い倫理観と豊かな人間性・国際性を兼ね備えた人材

を養成することを目的とする。 

歯学部（学則第 2 条の 2 第 1 項第 1 号） 

歯科医学の専門知識及び高度な医療技術並びに社会人としての豊かな学識と技

能を体系的に教授研究し、高い倫理観と豊かな人間性・国際性を兼ね備えた歯科医

師を養成することを目的とする。 

歯学研究科（大学院学則第 4 条） 

歯学分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に

専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識

を養うこととする。 

 

1-1-② 簡潔な文章化 

    本大学の使命・目的及び教育目的は、建学の精神「国際未来社会を切り開く社会

性と創造性、そして、人類普遍の人間的知性に富む人間を育成する。」及び学校教育

法第 83 条の規定に基づき、大学のあるべき目的を 1-1-①で述べたように規定して

いる。 

 

1-1-③ 個性・特色の明示 

本大学の個性・特色は、建学の精神そのものであり、これを具現化するため、本

大学の使命・目的及び各学部、各研究科の教育目的に建学の精神の「心」を反映し、

学則や大学院学則に規定している。また、建学の精神、使命・目的は、ホームペー

ジに掲載するとともに、学生手帳、ASAHI UNIVERSITY Campus Guide 2020、

履修要覧、履修便覧、教授要綱等に掲載し、教職員や学生に対しても周知している。 

 

1-1-④ 変化への対応 

本大学の使命・目的は、建学の精神及び法令に基づき定めたものであり、現時点

では改定の予定はないが、学部・学科の構成等については、社会情勢等の変化に対

応して、見直しが必要であると考え、平成 26(2014)年度から経営学部経営情報学科

の学生募集を停止し、保健医療学部看護学科を設置した。 

また、入学定員の適正化を図るため、平成 28(2016)年度から法学部法学科の入学

定員を 150 人から 80 人に変更（70 人減）した。経営学部については、平成 29(2017)

年度からビジネス企画学科の学生募集を停止し、また、経営学科の入学定員を 120

人から 100 人に変更（20 人減）し、平成 29(2017)年 4 月に保健医療学部健康スポ

ーツ科学科（入学定員 120 人）を設置した。 

加えて、社会の変化に対応するため、外部の意見を聴くことが重要であることか

ら、平成 27(2015)年 7 月に朝日大学の教育研究に係る有識者懇談会規程を制定し、

これに基づき外部の有識者から本大学の教育研究活動に対する様々な意見を聴き、
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本大学の使命・目的の社会との整合性について検証している。 

 

（2）1－1の改善・向上方策（将来計画） 

本大学は、令和 3(2021)年度で創立から 50 年を迎えたが、今後さらに大学の使命や

目的を持続的かつ発展的に継続させていくことが必要であることから、「朝日大学内部

質保証推進委員会」において毎年度使命・目的の具体的進捗状況について点検・評価

するとともに、学校法人の事業計画を立てる際に、学部・学科構成及び教育目的が社

会の要請に応えるものになっているかを常に常務理事会で検証し、理事会に改正案を

提案していくことにしている。 

なお、使命・目的及び教育目的の適切性の検証については、朝日大学内部質保証推

進委員会規程で不断に行っていくことと定めており、今後もこれを継続し、社会の変

化や要請に対応できるようにしていく。 

 

1－2．使命・目的及び教育目的の反映 

1-2-① 役員、教職員の理解と支持 

1-2-② 学内外への周知 

1-2-③ 中長期的な計画への反映 

1-2-④ 三つのポリシーへの反映 

1-2-⑤ 教育研究組織の構成との整合性 

（1）1－2の事実の説明及び自己評価 

1-2-① 役員、教職員の理解と支持 

大学の使命・目的及び教育目的の策定等は、法人の最も根本的かつ基本的事項で

あり、理事長、常務理事及び学長（理事）で構成する常務理事会で十分な審議を行

った上、評議員会に諮問し、理事会で決定している。 

また、学部・学科の教育目的の策定に当たっては、学長が教授会の意見を十分聴

いた上で、常務理事会、理事会に提案し、理事会がこれを決定している。 

以上の策定の過程から、大学の使命・目的及び教育目的並びに学部・学科の教育

目的については、役員、教職員の理解と支持を得ている。 

 

1-2-② 学内外への周知 

使命・目的及び教育目的の学内外への周知については、①教職員、②受験生・保

護者及び社会一般、③在学生、④卒業生・産業界・地域社会の大きく四つに分けて

実施している。教職員に対しては、学内広報誌「ASAHI University News Letter」、

FD(Faculty Development)・SD(Staff Development)研修会、新年互礼会を通じて

行っている。 

受験生・保護者及び社会一般に対しては、大学案内、ホームページ、事業報告書、

ASAHI University News Letter 等により、在学生に対しては、新年度当初のガイ

ダンス・オリエンテーションや教授要綱、履修要覧等により、卒業生・産業界・地

域社会に対しては、大学案内、ホームページ、ASAHI University News Letter 等

により、それぞれ周知している。このほか、卒業生には同窓会、産業界には就職懇
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談会、企業訪問等を通じて周知している。 

 

1-2-③ 中長期的な計画への反映 

本法人の令和 3(2021)年度から令和 7(2025)年度の中期目標・中期計画は、各学部

の教育目的を達成するため、①優秀な学生の受入れ、②教育・研究活動の質の保証

と向上、③地域社会、ステークホルダー等への貢献及び連携、④国際化ビジョンに

基づくグローバル化の推進、⑤学生支援対策、⑥社会人の学び直しの支援、⑦施設・

設備の充実、⑧法人運営の基盤強化の 8 項目を柱とし、本法人の使命・目的及び教

育目的に沿って立案している。 

 

1-2-④ 三つのポリシーへの反映 

    各学部・学科において定めている三つのポリシー（アドミッション・ポリシー、

カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシー）についても、使命・目的及び教

育目的を反映したものとなっている。 

 

1-2-⑤ 教育研究組織の構成との整合性 

    本大学は、昭和 46(1971)年 4 月に歯学部単科の岐阜歯科大学としてスタートした

後、建学の精神を具現化し、社会の変化に対応するため、経営学部、法学部、保健

医療学部を設置した。 

各学部・学科の教員組織は、使命・目的及び教育目的を達成するため、大学設置

基準に基づき、各学部・学科の収容定員数及び授与する学位の種類に応じ、必要な

専任教員を配置している。各研究科についても、大学院設置基準に基づき、必要な

専任教員を配置している。 

また、大学運営に当たっては、全学の教育に関する重要事項を協議する機関とし

て、朝日大学総合協議会を設置し、各学部には教授会、教務学生委員会等を設置し、

適切な運営ができる体制を整備している。 

 

（2）1－2の改善・向上方策（将来計画） 

少子化の影響等、社会の変化に対応するため、平成 26(2014)年度には保健医療学部

看護学科を、平成 29(2017)年度には保健医療学部健康スポーツ科学科を開設し、令和

2(2020)年度の時点で両学科とも卒業生を輩出している。 

今後も、社会の変化や学生確保の見通し等を慎重に分析した上で、新たな学部・学

科増設を検討する予定である。 

また、各学部・学科の三つのポリシー等については、その適切性の検証を不断に行

い、社会の変化に対応できるようにしていく。 

 

［基準 1 の自己評価］ 

本大学の使命・目的及び教育目的は、建学の精神に基づき、学則及び大学院学則に明

確に定めている。その内容は、建学の精神の具現化に向けたものであり、法令に適合し、

簡潔な文章により作成している。 
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また、これらを実効性のあるものにするため、朝日大学内部質保証推進委員会におい

て、不断に自己点検・評価活動を行い、PDCA サイクルを構築して社会への対応にも当

たっている。 

以上のことから、基準 1「使命・目的等」を満たしていると判断する。 
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基準 2．学生 

2－1．学生の受入れ 

2-1-① 教育目的を踏まえたアドミッション・ポリシーの策定と周知 

2-1-② アドミッション・ポリシーに沿った入学者受入れの実施とその検証 

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の事実の説明及び自己評価 

2-1-① 教育目的を踏まえたアドミッション・ポリシーの策定と周知 

本大学においては、入学者の選抜にあたって、学部・学科、研究科ごとに、次の

とおりアドミッション・ポリシーを策定し、求める学生像、高等学校段階で習得し

ておくべき内容・水準を具体的に定めている。 

アドミッション・ポリシーは、大学案内、入試ガイド、学生募集要項やホームペ

ージ等により公表するとともに、オープンキャンパス、入試相談会、高等学校訪問

等を通じて、生徒、保護者、高等学校進路指導教員等に対し、具体的に説明（周知）

をしている。 

 

【法学部】 

建学の精神を具現化していくために必要な基礎学力として国語又は公民に関す

る知識を有し、次のような能力・関心のある入学生を求めている。 

①協調性や基本的コミュニケーション能力がある人 

②現代的な課題に対し、主体的に考え、取り組もうとする人 

③社会のルールを尊重し、行動する人 

④多様化した国際社会の変化に関心のある人 

⑤リーガルマインドを身に付け、社会に発生する諸問題を解決しようとする人 

 

【経営学部】 

地域や社会に役立ちたいという使命感を持ち、将来それを支える活動に主体的

かつ積極的に貢献する意欲のある次のような入学生を求めている。 

①大学内の各種活動をはじめとした社会活動に積極的に参画する意識を持 

ち続けられる人 

②地域や社会で起こっている事象への関心と、それに関わる人間の行為、組

織や社会の活動に強い興味を持っている人 

③高校生活を通じクラブ活動や社会活動等に積極的に参加する等、他者と協

働するコミュニケーション能力を備えている人 

④高等学校での国語を中心とした主要科目の教科書レベルの幅広い知識や、

専門高等学校での商業科目の基本的な知識と技能を習得している人。留学

生については、基本的な日本語能力を持つ人 

⑤将来、地域や社会に役立ちたいとの思いを持つ人 

 

【保健医療学部看護学科】 

本学科の教育目的を理解し、次のような能力・関心のある入学生を求めている。 
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①看護学を学ぶために必要な基礎学力を備え、自らすすんで学ぼうとする人  

②生命に対して尊厳をもち、さまざまな価値観を認めることができる人  

③保健医療福祉活動を通して社会に貢献することを望む人  

④誠実で思いやりをもって他者と関わることができる人  

⑤他者の意見を聴き、自分の考えを表現できる人  

⑥探究心をもち、課題解決に積極的に取り組むことができる人 

 

【保健医療学部健康スポーツ科学科】 

健康科学やスポーツ科学に関心を持ち、次のような能力、意欲を持った入学生

を求めている。 

①協調性や基本的コミュニケーション能力がある人 

②入学後、スポーツ活動や社会活動に積極的に参画する意欲がある人 

③高等学校等における学習を通して、外国語（英語）並びに国語、数学又は

理科の基本的な知識や技能を習得している人 

④将来、地域や社会で次のとおり活躍したいと思っている人 

・保健体育の教員を希望している人 

・地域スポーツの推進に貢献したい人 

・スポーツリーダーとして活躍したい人 

・競技力を高めて選手や指導者として活躍したい人 

 

【歯学部】 

本学部の教育目標を十分に理解し、国際社会と地域社会貢献に積極的な意識を

持つ、次のような入学生を求めている。 

①生命を尊重し、他人をおもいやる心がある人 

②自己の考えを適切に相手に伝える基礎的表現力や、相手の話を積極的に理

解しようとする意識が高く、協調性のある人 

③国際社会への関心が高く、英語による基礎的コミュニケーション能力を備

えている人 

④高等学校学習指導要領に基づく数学、理科の基本的な知識を身につけ、論

理的思考力を有する人 

⑤歯科医師を目指す強い意志と、卒業後も生涯にわたって医療を通じた社会

貢献が期待できる人 

⑥心身の健康増進に努め、日々の努力を惜しまず自己目標を完遂する力のあ

る人 

 

【法学研究科】 

法学分野・行政学分野に関する基礎学力又は相当の経歴・経験を有する者で、

同分野における幅広い学術研究の推進を目指し、将来、研究者や教育者等として

の活躍を志す者又は企業や行政若しくは法律、税務・会計等の専門的な職業にお

いて高次な応用力を発揮し、活躍することを志す者を求めている。 
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   【経営学研究科】 

経営学に関する基礎学力又は相当の経歴・経験を有する者で、幅広い学術研究

の推進を実現でき、将来、研究者や教育者等として活躍を志す者又は高度な専門

性を発揮し、社会人として活躍することを志す者を求めている。 

 

【歯学研究科】 

歯科医学分野に関する基礎学力又は相当の経歴・経験を有する者で、同分野に

おける幅広い学術研究の推進を目指し、自ら研究に取り組む意欲を有するととも

に、将来、研究者や教育者又は高度な臨床能力を身につけた歯科医師としての活

躍することを志す者を求めている。 

 

2-1-② アドミッション・ポリシーに沿った入学者受入れの実施とその検証 

（１）学生募集及び入学者選抜試験の実施体制 

本大学の学生募集及び入学試験を実施するため、平成 15(2003)年 8 月に朝日

大学入試センター（以下「入試センター」という。）を設置し、学長のリーダ

ーシップのもとに運営する体制を確立している。 

入試センターは、学長（入試センター長）、副学長、学部長、研究科長、留

学生別科長、出題委員長、事務局長、入試広報部長及び学長が必要と認めた者

をもって組織している。 

入試センターには運営委員会を設置しており、学生募集の基本方針及び入学

者選抜方法等を決定している。入学試験の問題作成にあたっては、入学試験問

題委員会を設けている。さらに、教授会、研究科委員会、留学生別科教員会議

からの委任を受けて、入試センター内に学部、研究科、留学生別科ごとに合否

判定案作成会議を設け、すべての入学試験の合否判定案を作成し、その案を踏

まえて学長が合否を決定している。 

なお、入学者選抜方法及び合否判定結果等は、速やかに、学部長、研究科長、

留学生別科長から各教授会等に報告しており、入試センターと各学部等の間に

適切な連携が保たれている。 

入試問題の作成は、本大学が自ら行っており、入学試験問題委員会が中心と

なって具体的な計画を立て、入試科目ごとに委嘱された出題委員が作問してい

る。また、出題にミスが無いように秘密保持に十分な配慮をした上で、外部機

関に点検を依頼するとともに、学内出題委員による相互点検及び科目統括者に

よる校正などを実施し、厳格な出題管理を行っている。 

 

（２）入学者の選抜方法及びその検証 

入学者の選抜は、毎年度通知される大学入学者選抜実施要項（文部科学省高

等教育局長通知）及び三つのポリシーに基づき、大学への入り口段階で入学志

願者の能力・意欲・適性等を多面的・総合的に評価・判定するとともに、入学

者の選抜のために高等学校の適切な教育の実施を阻害することのないよう配慮

すること」を基本として、入学者選抜にあたっては、各学部・学科のアドミッ
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ション・ポリシーに沿って、入学者選抜に必要な入試区分を設定し、それぞれ

の出願資格や選抜方法を決定し、入試ガイドや学生募集要項等で公表している。 

また、選抜方法は、毎年度入試センターで検証し、次年度の入学者の選抜に

反映している。特に、法学部、経営学部においては、平成 28(2016)年度まで入

学定員が充足しない状態が続き、平成 28(2016)年度に受審した認証評価におい

ては、「法学部法学科及び経営学部経営学科の収容定員充足率が低いので入学

者の確保に向けた努力が望まれる。」との指摘を受けたため、入学定員充足を最

優先課題として各年度で入試結果を分析しながら、学生募集環境に合わせて選

抜方法に工夫・改善を加えてきた。同時に、地域からの要望を反映し、建学の

精神や三つのポリシーを反映したカリキュラム改革を行い、教育成果の可視化

を行うことで、学部の魅力を向上させ、志願者の増加に繋げており、法学部、

経営学部における収容定員充足率は、令和元(2019)年度には 100%を超えるま

で改善している。歯学部においては、平成 20(2008)年度から始まった医学部の

定員増や歯科医師の需給問題等の影響を受け、全国的に歯学部の受験者が減少

傾向にあり、入学後の国家試験合格を見据えた学力の担保と入学定員充足をバ

ランスさせることが最優先課題になっており、学生募集環境に合わせて選抜方

法の改善を進めてきた。 

なお、令和 2(2020)年度の各学部・学科の選抜方法は、下表のとおりである。

いずれの入試区分においても、アドミッション・ポリシーに照らし、求める学

生像（能力）に応じて、書類審査（調査書を含む。）や面接・プレゼンテーシ

ョンの評価項目に基づいて多面的に数値化して評価の上、総合判定により選考

している。 

 

〈学部・学科別の入試区分と選抜方法〉 

入試区分 法学部･経営学部 
保健医療学部 

健康スポーツ科学科 

保健医療学部 

看護学科 
歯学部 

信長（AO）入試 

1 次選考：書類審査 

2 次選考：プレゼン

テーション･面接 

同左 同左 

1 次選考：書類審査 

2 次選考：基礎能力

テスト･プレゼンテ

ーション･面接 

指定校推薦入試 
書類審査 

面接 

書類審査 

小論文 

面接 

 

同左 

書類審査 

小論文・基礎学力テ

スト･面接 

スポーツ推薦入試 

吹奏楽推薦入試 

書類審査 

面接 

エントリーシート 

 

同左 － － 
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会計推薦入試 

経営学部のみ 

書類審査 

面接 

エントリーシート 

同左 － － 

一般推薦入試 
書類審査 

面接 

書類審査 

小論文 

面接 

書類審査 

小論文･基礎

学力テスト・

面接 

同左 

外国人留学生入試 
書類審査 

作文・面接(*2) 
同左 － 

書類審査 

小論文･基礎学力テ

スト・面接(*2) 

学士・社会人等 

特別選抜入試 

書類審査 

小論文・面接 

 

－ 

書類審査 

小論文・面接 

書類審査 

小論文･外国語･面接 

帰国生徒入試 

書類審査 

基礎学力テスト・ 

面接 

同左 同左 

書類審査 

小論文･基礎学力テ

スト・面接 

一般入試 
書類審査 

学力試験(*1) 
同左 同左 

書類審査 

学力試験(*1)･面接 

大学入試センター

(DNC)試験利用 

入試 

書類審査 

DNC 試験の成績 

 

同左 

 

同左 

書類審査 

DNC 試験の成績・面

接 

欠員補充入試 
書類審査 

面接 

 

－ 
－ 

書類審査 

小論文･外国語･面接 

(*1)学力検査の成績と大学入試センター試験の成績を利用したセンタープラス方式も実施。 

(*2)留学生の場合は日本語読解力の評価を含む。 

 

また、大学院においては、各研究科のアドミッション・ポリシーに照らし、

求める学生像（能力）に応じて、書類審査（成績証明書を含む。）や学力試験

（筆記、口述）による専攻分野に関する専門的知識、研究意欲等を多面的に評

価の上、総合判定により選考している。 

特に、歯学研究科においては、試験科目である英語（TOEIC IP）及び主専

攻科目（筆記・口述）により、アドミッション・ポリシーに定める歯科医学分

野に関する基礎学力又は相当の経歴・経験を確認し、併せて研究に対する意欲

及び歯科医師としての活躍を志す意欲を確認している。 

学生募集及び入学試験の実施は、各研究科担当の専任の教授により、当該研

究科長を委員長とする研究科委員会の体制の下に運営している。 

学生募集の基本方針及び入学者選抜方法等は、当該委員会においてアドミッ

ション・ポリシーに沿って決定している。 
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入学試験問題は、アドミッション・ポリシーに沿った選抜方法に留意し、す

べて学内教員で作成している。また、秘密保持に十分配慮した上で、複数チェ

ック体制を敷き、出題ミスの防止を図っている。 

入学者選抜試験は、各研究科担当事務課において、実施体制や試験監督者、

面接担当（委員）等について原案を作成し、これを研究科委員会において審議・

決定した入学試験実施要項に基づき厳格に実施している。また、合否判定につ

いては、朝日大学入試センターの合否判定案作成会議において合否判定案を作

成し、これを踏まえて学長が入学試験の合否を決定している。 

 

〈大学院研究科別の入試区分と選抜方法〉 

入試区分 法学研究科 経営学研究科 歯学研究科 

学内推薦 書類審査・面接 書類審査・面接 － 

一般入試 

【出願区分／一般】 

書類審査 

筆記試験（主専攻科目及

び主専攻以外の専攻科

目 1 科目又は英語） 

面接 

【出願区分／社会人】 

面接 

書類審査 

学力試験（筆答） 

面接 

書類審査 

筆記試験（英語・主専攻

科目） 

口述試験（主専攻科目） 

特別入試（専門研究） 

特別入試（プロジェク

ト研究） 

－ 
書類審査 

面接 
－ 

社会人入試 － 
書類審査 

面接 

書類審査 

筆記試験（主専攻科目） 

口述試験（主専攻科目） 

長期履修学生入試 － － 

書類審査 

筆記試験（主専攻科目） 

口述試験（主専攻科目） 

 

2-1-③ 入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持 

健全な大学運営のため、入学定員に沿った適切な学生数を維持するように努力し

ている。各学部の収容定員、入学定員及び在籍学生数は、次表のとおりである。 

なお、在籍学生数については、毎月の総合協議会において報告がなされており、

常に全学的に現状を把握するように努めている。 

また、令和 2(2020)年度には新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響による経

済的な理由で学業の中断や進学を諦めることのないよう、本大学独自の奨学金を創

設し、本大学学生及び進学希望者の学びを止めないための金銭的支援を行っている。 
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〈朝日大学の在籍者数、入学者数（令和 2(2020)年 5 月 1 日現在）〉 

学部 学科 
在籍者数 入学者数 

A 収容定員 B 在籍者数 B／A C 入学定員 D 入学者数 D／C 

法 法 320 人 421 人 1.32 80 人 131 人 1.68 

経営 

経営 400 人 561 人 1.40 100 人 153 人 1.53 

ビジネス企画 － 5 人 － － － － 

小計 400 人 566 人 

人 

1.42 100 人    153人 1.53 

 

保健医療 

看護 320 人 375 人 1.17 80 人 89 人 1.11 

健康スポーツ 480 人 491 人 1.03 120 人 115 人 0.97 

小計 800 人 866 人 1.08 200 人 204 人 1.02 

歯 歯※ 840 人 842 人 1.00 140 人 128 人 0.91 

合計 2,360 人 2,695 人 1.14 520 人 616 人 1.18 

※歯学部歯学科の募集定員は、平成元(1989)年度から 128 人としている。 

 

〈朝日大学の入学定員充足状況の推移（平成 27(2015)年度～令和 2(2020)年度）〉 
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  ※歯学部については、募集定員充足状況の推移を示している。 

 

【法学部・経営学部】 

法学部、経営学部は、入試制度改革、教育課程の改正等を継続的に実施するとと

もに、健全な大学運営のため、学科及び入学定員の見直し等を適宜実施してきた。

平成 28(2016)年 4 月には、法学部の入学定員を 150 人から 80 人（70 人減）に、平

成 29(2017)年 4 月には、経営学部経営学科の入学定員を 120 人から 100 人（20 人

減）に変更し、また、同学部ビジネス企画学科（入学定員 150 人）の学生募集を停

止した。同時に経営学科のカリキュラムを社会のニーズに応え得るように編成し、

より専門性を高めるものに大幅に変更した。 

地域の要望に基づき、地方創生をけん引する公務員の育成、地域企業を支える会

計人の育成、法学、経営学の基礎を幅広く学んだうえで、地域活性化、法令遵守、
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商品開発等の各分野で地域企業を支える専門性を持った人材の育成を教育目標に掲

げ、いわば地域密着型人材の育成を目指すことにより、平成 28(2016)年度以降年々

志願者が増加し、法学部では平成 28(2016)年度、経営学部では令和元(2019)年度に

入学定員、収容定員ともに充足することができた。 

なお、平成 30(2018)年度から令和元(2019)年度にかけて、入学定員充足率が高い

数値を示しているが、これは、特に地元である岐阜県内の高校からの推薦入試受験

者が大幅に増加したためである。両学部の入学者は、推薦入試が全体の 90％を占め

ており、この傾向は、平成 12(2000)年頃から現在まで大きく変化していない。推薦

入試は両学部において重要な入試であり、岐阜県内の高校からの受験者増加は地域

密着型の人材育成を行う本大学にとって望ましい傾向であるが、今後の志願動向を

見定めながら、これに対応した適切な選抜方法を取り入れていきたい。 

 

【保健医療学部】 

平成 26(2014)年 4 月に新設した保健医療学部看護学科は平成 29(2017)年度に完

成年度を迎え、初めての卒業生を送り出した。 

学生募集に当たっては、看護師という職業に対する理解と現状認識に重点を置い

て、高等学校在学生（岐阜県下全域及び岐阜県隣接地域）に対する啓発活動を行い、

看護師養成への理解度向上を目指した。また、同時に、26 の診療科を擁する朝日大

学病院を併設する本大学ならではの環境や教育内容を広報することで、開設以来、

入学定員を充足し続け、慢性的な看護職人員の不足状態の解消（特に岐阜県の看護

師不足への対応）に努めるべく、有為な看護師の養成に力を入れている。 

平成 29(2017)年 4 月には同学部に健康スポーツ科学科（入学定員 120 人）を新設

し、保健体育の教員やスポーツの指導者の養成に着手した。これまでスポーツ学生

（スポーツ競技力の高い学生）の多くを受け入れていた経営学部ビジネス企画学科

の学生募集停止により、スポーツ学生を中心に学生を受け入れ、開設以来収容定員

を充足できており、令和 2(2020)年度に完成年度を迎えた。 

 

【歯学部】 

歯学部の入学定員は、昭和 61(1986)年 7 月の厚生省「将来の歯科医師需給に関す

る検討委員会」の最終意見、昭和 62(1987)年 9 月の文部省「歯学教育の改善に関す

る調査研究協力者会議」の最終まとめを受け、昭和 62(1987)年度から学則上の入学

定員 160 人を 140 人へ変更した。また、入学定員（160 人）の 20%を減ずる日本私

立歯科大学協会の申し合わせを平成元(1989)年度から実施し、現在は募集人員を

128 人に変更して、学生の受入れを行っている。 

加えて、平成 23(2011)年度から学費改定（値下げ）等を行うことにより、歯科医

師養成環境の改善を図ることで、歯科医師志望者に対する啓発と本大学志願者数の

増加を目指している。 
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〈朝日大学大学院の在籍者数、入学者数（令和 2(2020)年 5 月 1 日現在）〉 

研究科名 課程 
在籍者数 入学者数 

A 収容定員 B 在籍者数

数 

B／A C 入学定員 D 入学者数 D／C 

法学研究科 修士 20 人 5 人 0.25 10 人 4 人 0.4 

経営学研究科 修士 20 人 1 人 0.05 10 人 0 人 0.0 

歯学研究科 博士 72 人 59 人 0.82 18 人 18 人 1.0 

 

【法学研究科】 

法学研究科は、博士前期課程と博士後期課程を設けていたが、入学定員の充足が

困難な状況となり、平成 24(2012)年度には教育課程の改正を行い、セメスター制の

導入や多様な法律専門科目の展開を実施するとともに、抜本的な入学定員の見直し

に伴い、平成 26(2014)年度から博士後期課程の募集を停止し、博士前期課程の課程

名称を修士課程に変更した。 

 

【経営学研究科】 

経営学研究科は、博士前期課程と博士後期課程を設けていたが、入学定員の充足

が困難な状況となり、平成 26(2014)年度から博士後期課程の募集を停止するととも

に、博士前期課程の課程名称を修士課程に変更し、専攻名称を「情報管理学専攻」

から「経営学専攻」に変更した。さらに、入学定員を 20 人から 10 人に変更し、教

育課程の改正を行い、入学定員の充足に努めている。学生募集の一環として、令和

2(2020)年度は、社会人に対しては Web 広報誌「スタディサプリ社会人大学・大学

院」を用いて広報活動を行い、学部生及び留学生別科生に対しては大学院概要説明

会を 4 回開催した。 

 

  【歯学研究科】 

令和2(2020)年5月1日現在、収容定員72名に対し、59人（うち6人が長期履修学生）

が在籍しており、収容定員充足率は82.0％となっている。また、令和2(2020)年度入

試における入学者数（秋季入学を含む）は、入学定員18人に対し18人であった。大

学院在学中に歯科医師生涯研修制度とのカリキュラム連携を強化するとともに、認

定医・専門医の取得に必要な年数の不足分を補完できるように、平成25(2013)年度

から医科歯科医療センター専修医制度を設ける等の改革を行うことで、大学院修了

後の展望も明確化して入学定員の充足に努めている。歯学研究科は、概ね適正な学

生受入数を維持しており、良好な教育・研究環境を確保できている。 

 

（2）2－1の改善・向上方策（将来計画） 

  【法学部・経営学部】 

法学部・経営学部においては資格取得に力を入れ、その成果が志願者増に繋がる

ように努めている。平成 30(2018)年度司法試験において、法学部卒業生 1 人が合格

し、司法試験合格者が累計 2 人となった。公認会計士試験においては、経営学部学

生が平成 26(2014)年度から毎年合格者を出しており、令和 2(2020)年度までに累計
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47 人が合格し、カリキュラムに高度な会計教育科目を配した独特の教育の成果が現

れている。また、平成 25(2013)年度から新入生に対して本大学の建学の精神と社会

の現状を理解させるため、「建学の精神と社会生活」を必修科目として開講する等の

教育課程の改正を行った。こうした取組みを地域社会へ公表したことによる効果が

現れ始めてきており、さらにこれらの改革を進めていく。 

加えて、今後は、経営学部におけるマーケティング分野における高等学校との連

携強化や、法学部における公務員を目指す学生に対する公務員教養試験対策講座の

開講など、資格に強い、就職に強い大学として、両学部の定員充足に努めていく。 

 

  【保健医療学部】 

地域社会からの要請に応えて、平成 26(2014)年 4 月に新たに保健医療学部看護学

科を開設したことは、本大学が附置機関として有している朝日大学病院が、医育病

院としての役割を一層強固なものとするとともに、地域医療への貢献を通じて、医

療系の高等教育機関であることを周辺地域に強く印象付けることとなった。 

これを受けて平成 29(2017)年 4 月には同学部に健康スポーツ科学科を新設し、健

康とスポーツをキーワードとした学生教育に取り組んでいる。これを踏まえて、看

護学科及び健康スポーツ科学科では、オープンキャンパスの開催、学内見学会の開

催、進学相談会への積極的な参加、高等学校での出張講義の実施等、さまざまな機

会を通して、それぞれの学科の魅力を提示するよう努めており、今後もより一層の

広報活動及び社会活動を推進していく。 

 

  【歯学部】 

歯学部では、近年の歯科医師国家試験における合格率向上等の教育の成果を学生

募集の広報に反映させるとともに、引き続きアドミッション・ポリシーに基づいた

優秀な入学者の選抜を行い、募集定員を遵守する。 

 

  【法学研究科】 

法学研究科については、アドミッション・ポリシーに基づき、適正な入学者の選

抜を行うとともに、社会的ニーズが高い税法領域をはじめ、研究科の特色を大学生・

社会人に広く周知することで、募集定員の充足に努めていく。 

 

  【経営学研究科】 

経営学研究科については、教育、研究の内容を社会的ニーズや関心が高い領域の

専門性を高め、地域社会への貢献が可能な人材育成を一層図っていく。 

 

  【歯学研究科】 

歯学研究科については、引き続きアドミッション・ポリシーに基づいた有為な入

学者の選抜を行うとともに、募集定員の充足に努めていく。 

平成17(2005)年9月5日付け中央教育審議会「新時代の大学院教育－国際的に魅力

ある大学院教育の構築に向けて（答申）」に基づき、大学院教育の実質化として、コ
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ースワークの充実、開業歯科医等の社会人の受入れ等を通じて、研究者のみならず、

高度職業人としての臨床歯科医の育成を図ってきた。引き続き社会的ニーズと地域

医療への貢献に根ざした人材育成を推し進め、国際的にも通用する研究テーマを積

極的に推進し、外国人留学生の受入れ等にも取り組んでいく。 

 

2－2．学修支援 

2-2-① 教員と職員等の協働をはじめとする学修支援体制の整備 

2-2-② TA(Teaching Assistant)等の活用をはじめとする学修支援の充実 

（1）2－2の事実の説明及び自己評価 

2-2-① 教員と職員等の協働をはじめとする学修支援体制の整備 

各学部・学科における学生への学修及び授業支援については、教務学生委員会、

カリキュラム検討・運営委員会等を中心に、教育課程における授業、履修、試験、

成績評価、単位認定等に関する方針･計画等を策定し、実施する体制を構築している。

教務学生委員会、カリキュラム検討・運営委員会等の学修支援に係る委員会におい

ては、各学部・学科とも委員会構成員に事務職員が委員として参画し、教員と事務

職員が協働して学修及び授業支援に関する方針・計画等の策定及び実施に当たって

いる。 

また、各学部・学科において指導教員を配置する制度を整備しており、修学指導

に限らず、学生生活、国家試験受験対策、就職指導等に関することなど全般に渡り

学生をサポートしている。 

法学部、経営学部及び保健医療学部健康スポーツ科学科においては、学生一人ひ

とり又は小グループに対して演習担当教員が指導教員となり、在学中一貫した個別

指導体制を構築している。学生情報は教員間で共有し、学籍異動を伴う事案に関し

ては、教員と事務職員が必ずチームを組んで対応している。保健医療学部看護学科

においては、アドバイザー教員（指導教員）を配置し、学修や学生生活、国家試験

受験に関することなど全般に渡り、各教員が担当する学生と定期的に面談を実施し、

学生の学修状況や生活指導などきめ細かな対応をしている。歯学部においては、各

学年に学年指導教授 1 人、同副指導教員 2 人及びチューター教員（小グループゼミ

担当教員）を配置し、学修支援を系統的・継続的に実施する体制を整備している。

チューター教員が担当学生に対し、定期的な学修の進捗確認等を実施し、オフィス

アワーにおいて学生面談を実施することにより、学修や生活面で問題点があると判

断した場合は、当該学年を統括する指導教授に報告し、速やかに学費支弁者（保護

者）、当該学生を交えた三者面談を実施する等の対応を行っている。 

各学部・学科においては、学部学生に関する情報を集約し、学生指導に資するため、

学籍・成績等管理システムを導入し、学籍異動、成績管理、各種証明書等の管理を実

施している。 

なお、令和 2(2020)年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、一部授業

を除き、遠隔形式による授業を実施した。遠隔授業の導入にあたっては、学長のリ

ーダーシップの下、遠隔授業プロジェクトチームを設置し、教員と事務職員の協働

により、遠隔授業に関するシステム構築・運用、収録スタジオの管理等を実施した。 
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各研究科においては、主専攻科目の指導教員が履修指導から論文指導に至るまで

の一貫した学修指導を行っている。 

歯学研究科においては、所管事務課である歯学部事務課が共通教育科目の出席状

況や課題提出状況、講義・臨床実習等の出席状況を管理し、月1回定例開催してい

る歯学研究科委員会及び歯学研究科運営委員会に報告し、指導教授と連携を図って

いる。 

また、大学院生に関する情報を集約し、学生指導に資するため、学籍・成績等管

理システム「G-SIS(Graduate Student Information System)」を導入し、入学試験、

学費収納、学籍異動、履修登録、学位論文等の管理を実施している。 

 

2-2-② TA等の活用をはじめとする学修支援の充実 

（１）障がいのある学生への配慮 

朝日大学学生支援センターでは、障がいの有無に関わらず、すべての学生が

平等な環境のもとで学生生活が送れるように次のとおり基本方針を定めている。 

 

＜基本方針＞ 

①本大学における修学支援は、すべての学生に等しく教育の機会を保障する

ことを目的とし、学生ひとりひとりが学修を円滑に進めることができるよ

う支援を行う。 

②障がいのある学生からの修学支援の要請に基づき、関係部署が緊密に連携、

協力して支援（合理的配慮）を行う。 

③支援の主体である学生の自主性の尊重を優先し、その上で障がいの状態や、

必要性を考慮し、対応について検討を行う。 

 

＜支援の対象＞ 

身体及び内部障がい、疾病（身体又は精神若しくは両方）により、学生生活

において修学上の制限を受ける状態であり、学生本人が支援を受けることを希

望し、かつ大学が求める障害者手帳や診断書等を提示させ、支援の必要性が認

められた学生を対象としている。 

 

  この基本方針の下、障がいのある学生に対しては、本人・学費支弁者と教職

員間で随時意見交換を行い、講義・演習科目の受講、出席管理の面で、本人の

希望に即した出欠管理や補完対応等、合理的配慮を提供している。 

      また、法学部及び経営学部では、教員及び事務職員がサービス介助士の資格

を積極的に取得するように努めており、多くの教員、事務職員が資格を保有し

ている。 

 

（２）オフィスアワー 

      オフィスアワーは、すべての授業科目担当教員に設定しており、シラバスや

履修要覧、履修の手引き、さらには教員の研究室のドアに掲示するなどして、
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学生に広く周知し、学生の様々な疑問や相談に応えられるようにしている。 

また、オフィスアワーにおいて、学生からの質疑に応答する機会を設けると

同時に、学生生活上の様々な相談に対応し、学生の異常を早期に察知する対応

を行っている。歯学部では、面談等を通して、学修や生活面で問題点があると

判断した場合は、教員から当該学年を統括する学年指導教授、教務学生委員長

に連絡し、速やかに三者面談等を実施し、合理的な対応を図っている。 

 

（３）TA 等の活用 

TAについては、教員の教育活動や実習科目補助を目的として大学院生を配置

して活用している。主に実習科目を中心に配置し、TAが授業運営全般を補助す

ることで、きめ細かな授業運営を実現し、学部学生に対する教育効果の向上を

図っている。また、学部学生に対する助言や教育補助業務を通じて、大学院生

の専攻分野に有益とすることも目的として、この制度によって大学院生に教育

指導の実務機会を与えている。採用に当たっては、朝日大学ティーチング・ア

シスタント規程に基づき、大学院生の学業に支障を来さない範囲であることを

学長が研究科長の意見を聴いた上で判断した後、理事会に上程し、理事会が採

用について審議・決定している。 

 

（４）中途退学者、休学者及び留年者への対応 

中途退学者、休学者及び留年者に対しては、指導教員を中心に個別面談（場

合によっては、学費支弁者（保護者）を交えた三者面談）を実施し、退学理由

の確認や留年の際の学修指導を行っている。面談には、指導教員と事務職員が

臨席し、修学の継続を考える機会を提供し、安易な退学・休学とならないよう

に努めている。学籍異動は教務学生委員会、教授会への報告事項とすることで、

教員間での情報共有を図っている。 

また、GPA(Grade Point Average)を活用した履修指導により、学修意欲の希

薄な学生への動機付けを図り、留年防止等に取り組むとともに、学生の出席確

認を行い、出席率が低下している学生に対しては、指導教員が相談・指導を行

い、卒業に向けた学修の動機付けに取り組んでいる。さらに成績に問題がある

学生については、各学期に成績通知書とともに注意喚起文書を保護者へ送付し、

家庭における指導について依頼している。 

その他に、精神的な問題による退学・休学を防止するため、学生相談室を設

置しており、非常勤のカウンセラー（臨床心理士、精神科医）を配置している。 

 

（５）外国人留学生に対する学修支援 

法学部、経営学部では、外国人留学生に対し、学力の向上と生活環境への適

応を図ることを目的として、必要に応じて学生チューターを配置している。学

生チューターの選出は教授会に諮られ、チューター制度の管理運用は学事二課

が担当している。 

さらに、経営学部では、基礎演習・専門演習の指導教員が外国人留学生に対
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して、学生にとって異国である日本での生活が充実したものになるように様々

な相談に乗り、学事二課（外国人留学生担当）と連携して助言を行っている。 

保健医療学部健康スポーツ科学科では、日本語教員養成課程（主専攻）を修

了している教育職員により、1 週間に 2 回、1 回 2 時間の日本語学修支援を行

っている。また、留学生全般の共通言語といえる英語の堪能な指導教員のもと

で、学修面や生活面でのサポートを行っている。学修面では、毎週月曜日に指

導教員の研究室を訪ねるように指導しており、その際に、授業参加上の問題点

等を聴取し、単位取得に支障を来さないように各授業科目担当者との連絡調整

を行うこと、加えてレポート課題を与えるなど日本語能力の向上に努めている。

生活面では、文化や習慣が異なる環境で生活を送る外国人留学生に、日本での

暮らしを安定させ、安心して日々を送ることができるように、教職員と下宿先

の管理人等関係者との連携に務めている。 

歯学部では、留学生にとっては、日本での生活に早く慣れさせるため、日本

人の友人を作ることが重要と考え、これを支援している。具体的には、入学時

に指導教員による個別面談を行い、個人の希望も考慮した形で、歯学部学生が

多く在籍している学友会クラブを紹介している。クラブに入部することにより、

歯学部内に同級の友人のみならず上級生の友人もでき、歯学部の情報も得られ、

日本語会話にも早く慣れることになる。 

また、歯学部実習に際しては、服装など身だしなみについて細かいルールが

決めているが、留学生の服装に対しては、特に出身国の宗教上の理由等に配慮

し、ルールの強要は行わないなど、特別な配慮を行っている。 

 

（６）資格取得支援 

資格取得支援については、法学部、経営学部において、実社会で必要となる

基礎能力の修得と資格取得をサポートする体制を整備している。学生が自主学

修により、本大学指定の資格を取得した場合には、本大学で定めた資格ランク

に応じて奨学金を支給する制度を設けている。資格取得の支援を行うことによ

り、学生が授業外での自主的な学修を行うことを促し、社会人として必要とな

る基礎能力の向上と学生のモチベ－ションアップを図っている。 

 

（2）2－2の改善・向上方策（将来計画） 

【法学部】 

教務 Web システム上での学生プロファイルの管理、チューター制度、TA 制度等

の適切な運用を通じて、今後とも学部教育の充実を図っていく。なお、学生プロフ

ァイルの項目については、教務学生委員会において定期的に見直しを行い、学生が

置かれている状況に即した教学面での支援を可能とするような運用を行っていく。 

 

【経営学部】 

学部独自の方策である、学生動向や面談の内容等を記録して学生への総合的な学

修支援を行う学生カルテや、外国人留学生に対し必要に応じて学力の向上と生活環
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境への適応を図ることを目的に配置する学生チューターなどについて、今後もこれ

らを継続するとともに、前者に関しては記載項目の検討・整理等を、後者に関して

は質の向上を図ることにより、その内容を充実させていく。 

 

  【保健医療学部】 

中途退学者、休学者及び留年者については、修得単位不足に起因している場合が

多いので、年度初めの教務ガイダンスでのオフィスアワーの周知徹底、基礎ゼミナ

ール、演習などの少人数教育の場で学生とのコミュニケーションを密にする等、ア

ドバイザー教員（指導教員）と事務職員による学修支援を一層強化し、中途退学者、

休学者及び留年者の減少を目指していく。 

 

  【歯学部】 

歯学部においては、学生データベースを充実させるとともに、歯学部教務学生委

員会と歯学部事務課との連携の下に、これまでの定期試験などの問題を科目・項目

ごとにデータベース化し、歯学教育のDX化を推進していく。また、学生の心身の状

態については、学年指導教授では対応できない場合があることから、学生生活相談

センターに常勤の心理カウンセラーにより、多様化する学生の個性に合わせた、き

め細かな指導・支援を行っていく。 

 

【法学研究科】 

法学研究科においては、オフィスアワーを通じて得られる学生情報を教員と事務

局間で共有し、よりきめ細やかな研究指導を行えるように努める。 

 

  【経営学研究科】 

経営学研究科においては、プロジェクト研究の複数指導教員体制を充実させ、よ

りきめ細かな研究指導を行っていく。 

 

  【歯学研究科】 

歯学研究科においては、大学院生の成績・論文管理のみならず、学会活動等のデ

ータベース化を図ることにより、よりきめ細やかな研究指導を行えるように努める。 

 

2－3．キャリア支援 

2-3-① 教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する支援体制の整備 

（1）2－3の事実の説明及び自己評価 

2-3-① 教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する支援体制の整備 

学生が生きる力を身に付け、将来、社会人・職業人として自立していくことがで

きるよう、学部教育及び就職指導の中で、キャリア教育のための支援体制を整備し、

次のとおり実施している。 
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（１）教育課程内の取組み 

【法学部】 

法学部では、カリキュラムにおいて 2 年次の必修科目として「キャリア形

成Ⅰ」、3 年次の必修科目として「キャリア形成Ⅱ」を配置し、現役の弁護士、

行政職公務員、警察官、その他企業・団体職員から業務内容の紹介・説明を

受けることにより正課授業の中で将来の職業観を涵養し、将来希望の職業に

応じた学びが可能となるコース制を導入している。 

 

【経営学部】 

法学部と同様にカリキュラムにおいて、2 年次の必修科目として「キャリ

ア形成Ⅰ」、3 年次の必修科目として「キャリア形成Ⅱ」を配置し、産業界の

代表的な企業・団体の職員から業務内容の紹介・説明を受けることにより、

正課授業の中で将来の職業観を涵養している。 

 

     【保健医療学部看護学科】 

       看護学科は看護師・保健師（選択制）を養成するという目的から、教育課

程のすべての科目がキャリア形成につながるものであるが、1 年次の「建学

の精神と社会生活」では、大学病院の看護部長および看護職として活動して

いる本大学看護学科の卒業生を招き、保健医療福祉現場における看護職の活

動と役割を学ぶ機会を提供している。また、1 年次前学期から開講する各専

門科目において、看護職として社会に求められている役割や倫理観の形成を

目指した教育をしている。さらに、1 年次より 4 年次まで段階的に進む臨地

実習では、様々な看護活動の場で多様な対象者への看護実践を通じ、看護職

として必要な基本的知識・技術・心構えなどを育成している。 

 

【保健医療学部健康スポーツ科学科】 

初年次教育として実施している「建学の精神と社会生活」の授業では、本

大学が何を目的・使命としてこの地に設立されたのか「建学の精神」を通じ

て学生に学びの場を提供し、今後の人生の指標・キャリア形成に役立つこと

を目的としている。 

2 年次以降は、「キャリア形成Ⅰ・Ⅱ」、「インターンシップⅠ・Ⅱ」の授業

を実施している。「キャリア形成Ⅰ・Ⅱ」においては、職業能力（エンプロ

イアビリティ）を高めるための前提となる社会環境の基礎知識を得るととも

に、キャリア形成の目的や必要性を学び、基本的な能力である社会的技量を

身に付けるとともに、業界研究、自己分析、就職活動の仕方、就職スキルに

ついて学ぶものである。「インターンシップⅠ・Ⅱ」においては、それまで

の学びをもとに、本大学が連携協定を締結している総合型地域スポーツクラ

ブである「ぎふ瑞穂スポーツガーデン」や地元のプロサッカークラブである

「FC 岐阜」において実際に就業体験をすることによって、就職に向けた意

識啓発や職業人意識の醸成を目指して実施している。 
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     【歯学部】 

歯学部では歯科医師を養成するという教育目的から、すべての開講科目が

キャリア教育に関するものであるが、1学年の初年次教育科目「建学の精神

と社会生活」では、歯科医師という資格の多様性を学ぶため、現役の歯科医

師をはじめ、保健行政に関わる医系技官、自衛隊歯科医官等の外部講師を招

き、様々な職種での歯科医師の活躍について知り、1学年から4学年まで学年

縦断で段階的に学ぶ「地域社会と歯科医療Ⅰ～Ⅳ」では、地域包括ケアシス

テムにおける歯科保健医療の役割を理解するとともに、訪問診療に必要な在

宅患者に多い疾病の知識や多職種連携等について老健施設等における介護

実習を含め学修する。また、2学年の科目「患者と医療」では、歯科医師・

歯学研究者として遵守すべき規範や多職種連携について学び、臨床の現場で

最も重要となる医療面接の実習を行っている。5学年の科目「臨床実習Ⅰ」

では、朝日大学病院、同医科歯科医療センター及び同PDI岐阜歯科診療所に

おいて、さらには一般開業歯科医の協力のもとに歯科臨床実習のみならず医

科的研修を行い、多様化する歯科治療ニーズへの対応や多職種連携、訪問歯

科診療等、超高齢社会に適応した歯科医師の在り方についての意識付けと基

本的技能の修得に努めている。 

 

【法学研究科】 

法学研究科では、科目横断的な講義科目を公法・私法分野についてオムニ

バス形式で開講（公法総合特殊講義・私法総合特殊講義）し、自己の専攻科

目のみならず、関連領域の科目へも目配りができるようにして、バランスの

取れた学修を進めることができるように配慮している。当該授業科目は、社

会人学生にも配慮して土曜日に開講している。また、修了後の進路について

は、指導教授と就職支援課（AGO(AASAHI UNIVERSITY GROWTH and 

OPPORTUNITY for CARER)）を中心に、社会的・職業的な自立を支援して

いる。 

 

【経営学研究科】 

経営学研究科では、個別研究指導科目あるいはプロジェクト研究指導科目

により、高度の専門性を持った職業人や研究者として自立できるように支援

を行っている。特に、プロジェクト研究指導科目においては、大学院生が産

官との連携協定に基づいたプロジェクト研究に参加し、地域がもつ課題の解

決に取り組むことにより、職業観の養成を図っている。 

 

【歯学研究科】 

歯学研究科歯学専攻博士課程は、高度口腔医療科学（臨床歯科医学）と口

腔生命科学コース（基礎歯科医学）との2コース制である。高度口腔医療科

学コースでは、各学年で臨床実習を授業科目として組み込み、主専攻科目に

対応した高度なキャリア教育を支援する体制を整備している。口腔生命科学
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コースでは、専攻ごとに指導教授を中心に基礎歯科医学に関するキャリア教

育を行い、社会的・職業的自立を支援している。 

大学院在学中に生涯研修のコースを選択受講することが可能であり、同コ

ースでは歯科医師として必要な最先端の歯科治療技術や高い専門性を有す

る分野の知識を修得するため、職業観の養成を図っている。 

 

（２）教育課程外の取組み 

【法学部・経営学部・保健医療学部健康スポーツ科学科】 

①年間の行事計画 

本大学においては、学生に対し、自己の進路を選択・決定できる能力や

確固とした勤労観、職業観を身に付けることができるよう、1 年次生から

4 年次生までを対象とし、それぞれの年次に応じた年間行事（イベント）

計画を立て、それに基づき就職支援を行っている。 

②各イベントの主な内容 

（ア）就職ガイダンス 

就職活動を初めて経験する初心者である学生に対して、自分の目指

す方向へ、主体的・積極的な就職活動を進め、内定獲得できるように、

就職活動の流れに合わせて、そのノウハウを支援している。 

（イ）インターンシップ 

2、3 年生を対象に、岐阜県、愛知県などの企業や自治体で約 1～2

週間に亘りさまざまな業務を体験するインターンシップ制度を設けて

いる。 

インターンシップは、学生が就職する前に就業体験を行うことで、

現場の雰囲気を感じたり、必要となるスキルを確認したりする機会で

ある。就職について真正面から向き合って考える機会にもなり、実際

に業務を体験することで学生がイメージしていた将来像をより明確に

することも狙っている。また、自分の適性を再確認することもでき、

インターンシップを体験することで、より納得できる就職活動につな

がることを目指している。 

・説明会 

インターンシップ実習に向けての心構えや現在の動向などにつ

いて説明し、企業をより良く知るための就業体験の機会として、

インターンシップ実習参加への動機付けを行う。 

・マッチング会 

様々な企業の話を担当者から直接聞ける機会であり、インター

ンシップ実習先を考える際に役立つことから、説明会で学生に周

知し参加を促す。 

・事前研修 

インターンシップ実習参加者（参加希望者含む。）を対象に、参

加するにあたっての注意点やビジネスマナー、みだしなみ、今後
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の手続等についての研修を行う。 

・事後研修 

インターンシップ実習での体験や修得したものをまとめ、他の

参加学生の前で発表することで、実習で学んだことを共有する。

また、残りの学生生活での目標・課題、就職活動への決意を考え

る機会とする。 

（ウ）就職セミナー（本大学主催） 

本大学の学生を採用したい意欲的な企業とのマッチングを図るもの

であり、学生にとっては、採用内定に直結するビッグチャンスとなる

イベントとなっている。また、遠方の企業にもお越しいただくことで、

遠方出身学生の就職活動の時間的及び経済的負担の軽減を図るととも

に、マッチングの機会拡大のため、複数回に亘って実施している。 

（エ）公務員ガイダンス 

近年、公務員を希望する学生が増加していることから、公務員ガイ

ダンスを開催している。そのため、岐阜県警察本部、警視庁、大阪府

警察本部、防衛省自衛隊岐阜地方連絡部、岐阜市消防本部等に講師の

派遣を依頼し、公務員の使命と業務の理解を深めるとともに、採用情

報を収集している。 

（オ）業界しごと研究セミナー 

就職活動の開始が近づいてきた 3 年生を主たる対象として、業界し

ごと研究セミナーを開催している。学生が満足のいく就職活動をやり

抜くためのしっかりとした準備ができるように、各業界トップクラス

の企業から講師を招き、業界に関する広い知識を修得し職業選択に役

立てることができるよう開催している。 

（カ）企業と大学による面接合宿 

3 年生を対象に、企業の人事担当者を招き、1 泊 2 日で本番に近い

形で模擬面接を主体とした合宿を行っている。実際に採用面接を行っ

ている方からの指導を受ける機会を設けることで、実戦での対応力強

化を図ることができる。本番同様の環境のもと、自己の強みや将来の

希望を明確化し、ビジネスの第一歩としている。なお、令和 2(2020)

年度については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止し

た。 

（キ）講演と懇親の会 

本大学学生の就職対策の一環として、企業の人事担当者を招き、本

大学出身者の採用を感謝するとともに、本大学との緊密な関係構築を

図るイベントとして開催している。第一部では、本大学教員がその時々

に応じたテーマで講演を行い、第二部では人事担当者と本大学教職員

の懇談及び名刺交換の場を設け、現在の採用状況や次年度の採用予定

等の情報交換を行っている。なお、令和 2(2020)年度については、新

型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止した。 
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（ク）メッセナゴヤ 

学外企業研究の場として、国内最大級の異業種展示会であるメッセ

ナゴヤに学生を参加させている。業界・製品・サービス等幅広い見識

を養い、また、各企業の先端技術を学ぶことができる貴重な体験の場

であり、学生の進路選択の材料収集及び勉強課題の発見に役立つ場と

している。 

（ケ）就職支援のための家族懇談会 

学生のご家族に本大学が実施する就職支援体制をご理解いただき、

本大学と学生のご家族との連携を維持しながら、学生の就職活動が円

滑に進めることができるようにする。 

③就職応援ブックの作成・配付 

学生が就職活動を円滑に進めることができるよう就職応援ブックを作

成・配付し、学生の就職指導に活用できるようにしている。㈱ディスコ作

成のユニキャリアマガジン「大学生の就活編」をベースにし、学生が無理

なく理解ができるよう、図表やイラストをふんだんに取り入れている。 

 

 【保健医療学部看護学科】 

   看護師の就職試験は 4 年次 4 月以降順次実施されるため、2 年次後学期と 3

年次前学期に就職ガイダンスを実施している。2 年次では主に就職先が決ま

るまでのプロセスと就職先を選択する基準、病院が求める人材など就職に関

わる全般的な流れについて理解を深め、3 年次では具体的な就職活動のスキ

ルとして応募書類の作成方法や面接のマナー、社会人として求められること

などについて、ガイダンスを通じて理解を深める。学生個別の就職活動の支

援においては、アドバイザー教員がきめ細かに行っている。 

 

     【歯学部】 

卒業後については、歯科医師国家試験の合格者は、1年以上の臨床研修が

必修化されており、一般財団法人歯科医療振興財団にある歯科医師臨床研修

マッチング協議会が行うマッチングにより研修施設を決定している。マッチ

ングへの参加登録に際しては説明会を開催し、学生が漏れなく参加登録でき

るように指導している。附属医療施設における研修や進路指導の一環として

研究科各科の説明会も毎年開催している。 

 

（３）就職指導における支援体制 

【法学部・経営学部・保健医療学部健康スポーツ科学科】 

学生が自己の進路を選択・決定できる能力やしっかりとした勤労観、職業

観を身に付けることができるように、1 年次から 4 年次まで年間を通じて就

職指導を行うことにより、キャリア教育を推進している。また、インターン

シップについては、就職支援委員会が中心となって 2 年次生以上を対象に授

業科目（選択）の一つとして実施し、事務職員との協働のもとに受入企業と
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その受入期間等の調整を図り、併せて事前・事後指導を実施している。 

 

     【保健医療学部看護学科】 

近隣医療機関等からの病院見学、インターンシップ及び求人等に係る情報

を学事一課の窓口やスチューデントラウンジに置き、学生が自由に閲覧でき

るようにするとともに、看護学科の教室があるフロアの廊下に掲示している。

個々の学生に対しては、アドバイザー教員及び就職支援課（AGO）職員が相

談に応じる体制をとっており、2 年次後学期からは、段階的に業者による特

別講義・就職ガイダンスを実施し、就職活動に対する支援を行っている。助

産師学校への進学を希望する学生については、母性看護学教員及びアドバイ

ザー教員が相談に応じ、指導を行っている。 

 

（４）就職・進学に対する相談・助言体制 

【法学部・経営学部・保健医療学部健康スポーツ科学科】 

①学生からの就職・進学に対する相談については、主に演習授業又はオフィ

スアワーを利用して学生指導教員が個別に対応している。 

②学生への就職支援を行うため、学生部の専門委員会として、就職支援委員

会を設置している。委員会は、年間の指導計画等の策定及び実施並びに教

授会との連携業務を行うこととし、原則毎月１回開催している。また、日

本国において就職を希望する外国人留学生を主たる対象とする業務を遂

行する組織として、就職支援委員会の下に外国人留学生就職支援専門部会

を設置している。 

③事務局に就職支援を担当する就職支援課（AGO）を設置し、日常的な学生

への相談・助言を担当するとともに、就職支援委員会において策定された

年間の指導計画の実施業務を行っている。また、学生の所属学部・学科ご

とに就職支援課（AGO）に担当職員を置き、学生指導教員と担当職員との

協働によって学生の就職を支援している。 

④社会人として必要なマナーなどを身に付けるため、3 年次から学生一人ひ

とりに徹底した指導と学生に合った企業情報のアドバイスを行っている。

一人ひとりに専属のスタッフが付き、個別指導を行うことで、学生の可能

性を最大限に引き出し、社会人としての意識を高め、進路をコーディネー

トしている。 

 

   （５）教職志望者への支援体制 

将来教育職を志す学生に対しては、高等学校での教員経験者や学術研鑽を積

んだ研究者等、教育界での豊富な実務経験及び専門的知識を有する教職課程セ

ンター所属の専任教員が、教育職員免許状の取得に向けて具体的・実践的な指

導を行っている。 

各学部・学科では、次のとおり免許状の所要資格を取得させるための指導を

行っている。 
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・法学部 

中学校教諭一種免許状（社会） 

高等学校教諭一種免許状（地理歴史） 

高等学校教諭一種免許状（公民） 

・経営学部 高等学校教諭一種免許状（商業） 

・保健医療学部 

健康スポーツ科学科 

中学校教諭一種免許状（保健体育） 

高等学校教諭一種免許状（保健体育） 

 

（2）2－3の改善・向上方策（将来計画） 

  【法学部】 

現在は、社会経済状況の悪化のため、企業がより一層、学生の質を重視した厳選

採用を実施するケースが多くなっている。そのために、学生の自己能力を活かしな

がら、将来のビジョンを明確にさせ、1・2 年次からのキャリアプラン形成を支援す

ることで、自立型人材を育成する必要がある。 

今後も、カリキュラムとの連携を図りながらキャリア支援に努め、また、地元企

業とのインターンシップの取組みを強化し、幅広く職業観を学べる環境を整え、職

業意識の向上に努める。また、指導教員、事務職員、学生との連携の強化を今以上

に図り、就職率の向上に努めていく。 

 

【経営学部】 

経済界から大学に期待される卒業生の人物像は、人工知能技術等の発展による定

型的な業務の減少が予想される中で、リテラシーが高く、思考力・構想力・判断力

を備え持つ者となっている。 

このような人材を育成するために、現在実施しているカリキュラムとの連携を図

ったキャリア支援を継続する。学生自身が大学教育によって自己の能力が成長する

ことを把握するために、学部独自のルーブリックだけではなく、外部アセスメント

の活用も積極的に行う。また、本結果を受けたカリキュラムや科目の改善を継続的

に行うことにより、どのように評価が変化していくかを明らかにし、教育課程の改

善がどのように学生の成長に結びつくかを継続的に検証していく。 

一方で、地元企業とのインターンシップの取組みをさらに強化し、幅広く職業観

を学べる環境を整え、職業意識の向上に努めるとともに、地域の課題解決を行い得

る人材の育成に努める。また、指導教員、事務職員が協働して、学生との連携の強

化を図り、高い就職率を維持し続けていく。 

 

  【保健医療学部看護学科】 

大学は学生の自己能力を活かしながら、将来のビジョンを明確にさせ、1・2 年次

からのキャリアプランを形成し、支援することで、自立型人材を育成する必要があ

る。今後も、カリキュラムと連携を図りながらキャリア支援に努め、また、医療機

関等におけるインターンシップの取組みを強化し、幅広く職業観を学べる環境を整

え、職業意識の向上に努めていく。また、指導教員、事務職員、学生との連携の強

化を今以上に図り、就職内定率の向上に努めていく。 
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  【保健医療学部健康スポーツ科学科】 

健康スポーツ科学科は、令和 3(2021)年 4 月に 1 期生を社会に送り出した。今後

も、就職内定率 100％（進学希望者を除く）を目指すのみならず、卒業生がどのよ

うな評価を受けているかについて、関係組織との連携を図りながら、総括する。そ

の上で、キャリア形成支援に効果的に活用される仕組みを就職支援課（AGO）と連

携しながら具体化していく。 

 

【歯学部】 

引き続き、教育課程を通じて歯科医療人としてのキャリア教育の充実を図るとと

もに、さらなる教職協働を図り、学生に大学院進学や卒業後の臨床研修等の情報を

積極的に提供していく。 

 

【法学研究科】 

就職支援課（AGO）と連携しつつ、指導教員を中心に研究指導を通じて、キャリ

ア教育の一層の充実を図っていく。 

 

【経営学研究科】 

引き続き、各研究指導において高度な専門性を持った職業人や研究者として自立

できるように支援を充実させていく。 

 

【歯学研究科】 

引き続き、各コースにおける研究指導及び朝日大学歯学部生涯研修部の研修受講

などを通じて、キャリア教育の一層の充実を図っていく。 

 

2－4．学生サービス 

2-4-① 学生生活の安定のための支援 

（1）2－4の事実の説明及び自己評価 

2-4-① 学生生活の安定のための支援 

（１）学生サービス、厚生補導のための組織を設置 

学生の生活指導、課外教育等の厚生補導に関する業務を行うための組織とし

て学生部を設置している。学生部を管理運営するため、学生部長及び副学生部

長（5 人）を置き、学生部の事務組織として、学事一課に学生生活支援室を置

いている。 

学生部には、学生部規程に基づき、学生部委員会を置き、全学的立場で行う

学生の厚生補導に関する事項の処理及び各学部における厚生補導の調整を行っ

ている。学生部委員会には、各学部・学科の専任教員を配置し、学生部委員会

における審議内容等を教授会において報告している。また、学生部委員会の専

門委員会としてボランティア支援センター委員会を置いている。 

各学部・学科には、それぞれの教授会規程に基づき、教務学生委員会を設置

し、各学部固有の学生の生活指導、賞罰及び厚生補導に関することを審議して
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いる。また、各学部・学科において指導教員等が個々の学生の状況を把握し、

必要に応じて教務学生委員会等を通じて学生に関する情報を共有し、協議の上

で学生サービス、厚生補導を行うことで、支援を必要とする学生に学部全体で

対応する体制を構築している。 

学生の健康管理を一元的に行うため、学校法人朝日大学保健管理規程の定め

るところにより、健康管理センターを設置し、学生部及び医科歯科医療センタ

ー等との連携のもと、定期健康診断、各種感染症の予防対策、応急処置・看護、

健康相談、カウンセリング等を実施している。 

学事一課（学生生活支援室）においては、学生部に関する事務、健康管理セ

ンター及びボランティア支援センターに関する事務の他、各種奨学金取扱いの

事務、外国人留学生の住居・生活支援業務、学生の事件・事故対応・災害に関

する対応、体育会、学友会及びボランティアなどの課外活動支援に関する事務

も行っている。 

 

（２）奨学金など学生に対する経済的な支援 

学生に対する経済的支援は、本大学独自で実施している経済的支援のほか、

日本学生支援機構をはじめとする外部の諸団体からの支援についても積極的に

開拓し、広く活用を勧めている。令和 2(2020)年度における本大学独自の経済

的支援活動内容は、次表のとおりである。 

 

経済的支援の種類 

（内容） 
種類 

年額 

法学部 

経営学部 

保健医療学部 

健康スポーツ科学科 看護学科 

朝日大学学業奨励奨学金制

度 

（入学試験で優秀な成績を修めた

者） 

Ⅰ種 

 

68.5 万円 72.5 万円  

Ⅱ種 34 万円 36 万円  

朝日大学スポーツ奨励奨学

金制度（勉学意欲が高く人物良好

な者又は経済的支援を必要とする

者のいずれかでスポーツ競技の実

績に応じて支給） 

Ⅰ種 

 

68.5 万円 72.5 万円  

Ⅱ種 34 万円 36 万円  

朝日大学吹奏楽奨励奨学金

制度（吹奏楽の全国大会にコンク

ールメンバーとして出場した実績

のある者で、入学後は本大学吹奏

楽部に所属し、活動と学業を両立

できる者に支給） 

 34 万円  

朝日大学会計コース特別奨

学金制度（経営学部に入学した

学生のうち、会計コースで学ぶ者

Ⅰ種 

(日商簿記１級

合格者) 

68.5 万円   
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のうち、勉学意欲が高く人物良好

な者又は経済的支援を必要とする

者） 

Ⅱ種 

(日商簿記２級

合格者) 

34 万円  

朝日大学修学支援奨学金制

度 

(前年の父母の合算所得が 400 万円

未満の場合)※他の大学独自の受給

者除く 

 34 万円 36 万円  

朝日大学北海道・沖縄特別

奨学金制度(沖縄県・北海道出身

者) ※他の大学独自の受給者除く 

 34 万円 36 万円  

朝日大学保健医療学部看護

学科特別奨学金制度 (入学試

験（一般Ⅰ期入学試験）で優秀な

成績を修めた者に対して、当該試

験の成績に応じて) 

Ⅰ種   72.5 万円 

Ⅱ種   36 万円 

朝日大学学資借入支援奨学

金制度 

※全学部全大学院生対象 

学費支弁者が、学費納付のために金融機関から行った借入額

に対して、その年間支払利息額の一部に相当する額を学生に

奨学金として給付する。 

朝日大学外国人留学生授業

料減免制度 

※全学部全大学院生対象（私費

留学生） 

私費外国人留学生（学部生、大学院生）を対象に授業料等の

一部（上限 30％）を 1 年間減免する。 

朝日大学外国人留学生奨学

金制度 

※全学部全大学院生対象（私費

留学生） 

私費外国人留学生の中から選考された者に月額 30,000円を 1

年間支給する。 

朝日大学留学生別科奨学金

制度 

※別科生の中から選考された

者 

月額 50,000 円を半年間支給 

 

次に、令和 2(2020)年度において本大学が独自に金融機関等と提携して実施

している経済的支援制度として、朝日大学奨学融資制度がある。これは本大学

が㈱みずほ銀行と協定して実施する奨学融資制度で、学部によって 1,848 万円

（歯学部）、568 万円（保健医療学部（看護学科））、400 万円（保健医療学部（健

康スポーツ科学科））368 万円（法学部・経営学部）を上限として融資を受ける

ことができる。これらの金額は、それぞれの学部の 4 年（歯学部は 6 年）間の

授業料相当額である。 

さらに、令和 2(2020)年度における外部の諸団体からの経済的支援制度で本

大学が取り扱った代表的なものとしては、日本学生支援機構奨学金、私費外国

人留学生学習奨励費（日本学生支援機構）、杉山記念財団奨学金が挙げられる。 
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（３）学生の課外活動への支援 

本大学における課外活動を支える組織として、体育・文化に関する自治活動

を通じ、学生の社会性と創造性を高め、人間的知性に富む人材の育成を図るこ

とを目的とする学友会と、学生のスポーツ活動の強化及び充実を図り、大学の

活性化を推進することを目的とする体育会を設置している。 

学友会には、現在、総務部（同好会）に 4 団体、体育部に 22 団体、文化部

に 12 団体が所属している。これらの公認団体には、それぞれ専任教員が顧問

につき、指導助言を行っている。活動の場所については、大学がクラブハウス

を設置し、ミーティングルーム、音楽室、和室、シャワールームなど共用スペ

ースのほか、各クラブに対して、専用の部屋を提供するなど、課外活動への支

援を積極的に行っている。 

また、各クラブにおける現金の出納管理、会計監査への対応などの事務処理

が適正に行われるように、学事一課学生生活支援室の職員が指導・助言を行っ

ている。そのほか、学友会活動の活性化のために毎年開催している大学祭やリ

ーダーズキャンプに対し、大学から年間 200 万円程度の予算の援助を行ってい

る。 

体育会は、大学が強化種目とする 13 のクラブ及び個人指定選手で組織して

おり、各クラブに優秀な指導者を置き、強化選手に対し技術指導のみならず、

生活、経済、施設等において、次のとおりきめ細かなサポートを行っている。 

①勉学意欲が高く人物良好な者又は経済的支援を必要とする者に、スポー

ツ競技実績に応じ奨学金を給付している。 

②遠隔地からの女子学生に対しては、保護者からの要望もあり、大学が体

育会女子寮を設置し、1 年間入居を認めている。 

③各クラブには学外から優秀な指導者を招へいし、また、遠征・合宿や連

盟への登録等にかかる諸経費を補助することを目的に、令和 2(2020)年

度は体育会運営費（指導者人件費を含む。）として約 15,350 万円の予算

を配分している。 

④各クラブの活動の場として、専用の練習施設を設けている。 

 

（４）学生の心身に関する健康相談、心的支援、生活相談等 

本大学においては、保健管理に関する専門的業務を総合的に行うとともに、

学生の身体的、精神的健康管理及び保持増進を図ることを目的として健康管理

センターを設置している。健康管理センターは次に掲げる専門的業務を行い、

学校保健安全法第 7 条に定める保健室として機能している。 

 

＜健康管理センターの業務＞ 

①定期及び臨時の健康診断、精神衛生管理に関すること。 

②定期及び臨時の身体的、精神的、健康相談に応じること。 

③健康診断の事後措置等､健康の保持増進についての必要な指導を行うこと。 

④応急処置及び看護を行うこと。 
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⑤環境衛生及び感染症の予防について、指導援助すること。 

⑥保健計画の企画立案及び指導援助すること。 

⑦保健管理充実向上のための調査研究を行うこと。 

⑧その他、健康管理について、必要な専門的業務を行うこと。 

 

なお、健康管理センターには、学校保健安全法第 23 条に定める学校医とし

て専任の医師 1 人を配置する他、保健師 1 人、カウンセラー3 人（精神科医師

及び臨床心理士）を配置し、健康相談及びカウンセリングに備えるための体制

を整えている。 

また、健康管理センターをはじめとする専門的な相談機関へ誘導する窓口と

して、学事一課学生生活支援室内に学生が気軽に相談をもちかけることができ

るよう、”何でも相談室”的な機能を有する学生相談室を設け、専任の学生相談

員を配置し、健康相談、心的支援、生活相談等の多岐にわたる相談受入れ体制

を整えている。 

さらに、診療費補助制度を設け、本大学附属の医療機関における学生の診療費（自

己負担金）について、保険診療の場合は全額、自費診療の場合は半額を補助しており、

学生が気軽に医療を受けることができる環境づくりを図っている。 

各学部・学科における健康相談、心的支援、生活相談などについては、指導

教員等が系統的・継続的に個々の学生の状況を汲み取る体制を整備している。

具体的には、指導教員が担当学生に対し、面談を行い問題点があると判断した

場合は、教務学生委員会等に報告し、速やかに教員、学生及び保護者による三

者面談を実施するなど、心的支援、生活相談などを適切に行っている。 

なお、学生相談室及びカウンセリングの利用状況は、次のとおりである。 

 

令和 2(2020)年度健康管理センター学生相談室及びカウンセリングの学生利用状況(件数) 

学部等別 法学部 経営学部 
保健医療 

学部 
歯学部 大学院 その他 合 計 

カウンセリング 1 2 5 11 0 40 59 

学生相談室 24 11 4 3 0 0 42 

 

（５）新型コロナウイルス感染症への対応 

令和元(2019)年度末から、世界的に流行している新型コロナウイルス感染症

については、前述の遠隔授業等の導入と並行して、令和 2(2020)年 5 月には修

学を継続する全学生を対象に一律 5 万円の臨時奨学金を給付するとともに、学

費支弁者が新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けた学生等に対する経済

的支援等について、学生生活支援室において相談に応じた。 

また、新型コロナウイルス感染症に感染した場合の対応等について、全学的

な対応マニュアルを作成し、周知するとともに、本大学附属医療機関との連携

により、感染者発生時の保健所との連携、感染者の搬送等に関する体制等を整

備し、対応した。 
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（2）2－4の改善・向上方策（将来計画） 

学生サービスの体制は整備されており、今後も適切に運営していくとともに、更に

学生及び保護者などのニーズの把握に努め、学生サービスの充実を図っていく。 

特に、多様化する学生のニーズを踏まえて、個々の支援における課題について精査

し、今後も、学内の関係機関が連携し、障がいのある学生に対する支援強化を図って

いく。さらに、能動的に社会で活躍する人材を育成することを目的に、保健医療学部

健康スポーツ科学科を中心に、体育会活動を支援するための組織を立ち上げるための

計画を推し進める。 

 

2－5．学修環境の整備 

2-5-① 校地、校舎等の学修環境の整備と適切な運営・管理 

2-5-② 実習施設、図書館等の有効活用 

2-5-③ バリアフリーをはじめとする施設・設備の利便性 

2-5-④ 授業を行う学生数の適切な管理 

（1）2－5の事実の説明及び自己評価 

2-5-① 校地、校舎等の学修環境の整備と適切な運営・管理 

（１）学修環境の整備 

本大学の穂積キャンパス（瑞穂市穂積）は、JR 穂積駅から南へ 2 ㎞の住宅地

の一角に位置しており、これまでキャンパス内の自然環境を活かしながら、明る

く開放感に満ちた教育研究及び学修環境の整備を進めてきた。 

校地は、穂積キャンパス、岐阜都通キャンパス及び岐阜橋本町キャンパスの 3

か所に配置しており、穂積キャンパスの校地面積は 11 万 8,019.9 ㎡、その内運動

場用地面積は 5 万 5,204.0 ㎡である。また、岐阜都通キャンパス（岐阜市都通）

の校地面積は 2 万 5,409.4 ㎡で、その内運動場用地面積は 1 万 2,920.0 ㎡、岐阜

橋本町キャンパス（岐阜市橋本町）の校地面積は 6,424.1 ㎡であり、大学設置基

準第 37 条による基準校地面積を上回る校地を有している。 

穂積キャンパスの校舎面積は 5 万 2,313.0 ㎡であり、大学設置基準第 37 条及

び同附則による基準校舎面積を上回る校舎を有している。設置している建物は、

1 号館、2 号館、3 号館、5 号館、6 号館、7 号館、10 周年記念館、健康スポーツ

科学科第 1 演習棟・クラブハウス及び健康スポーツ科学科第 2 演習棟である。運

動施設として、第 1 球技棟、第 2 球技棟、第 1 格技棟、第 2 格技棟、第 1 球技場、

第 2 球技場、第 3 球技場、第 4 球技場、フットサルコート及び和弓場を設置し、

正課体育の授業及び課外活動（体育会、学友会）で使用している。 

 

（２）学修環境の運営・管理 

施設・設備等の運営・管理は、学校法人朝日大学資産管理規程及び学校法人朝

日大学物件調達規程に基づき、総務部施設環境管理室及び総務部経理課（用度・

管財担当）を中心として適切に行っている。 

校地・校舎の維持・管理は、総務部施設環境管理室が担当している。総務部施

設環境管理室には、建築や電気関係の専門資格を有する職員を配置し、専門的な
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技術・知識・経験を基にした的確な判断で維持・管理計画を立案し、建築・設備

など各分野の委託業者へ指示を行い、日常及び定期の維持管理、法定点検、保守

点検を実施している。 

耐震基準を満たしていないすべての校舎について耐震診断を実施し、その結果

に基づいて、平成 22(2010)年度以降、順次耐震補強工事を実施し、令和 3(2021)

年 4 月 1 日には耐震化率 100%を達成した。 

防火・防災に対する体制は、朝日大学防災規程に基づき適切に運営している。

毎年定期的に防災訓練を実施しており、特に平成 27(2015)年度においては、岐阜

県警察北方警察署との連携協定に基づき、北方警察署と合同で防災訓練を行った。

また、大規模災害時等に備えて、平成 25(2013)年度から飲料水及び簡易食料の備

蓄を行っている。 

休日・夜間における緊急事態発生時の緊急連絡網及び災害が発生した場合の連

絡体制も整備しており、災害発生時の第二次連絡体制として、本大学から概ね 5

㎞圏内に居住する職員を出勤可能な職員として決め、対応することとしている。 

体育施設の維持・管理に当たっては、朝日大学体育施設管理運営規程に基づき、

学事一課（学生支援担当）において適切に行っている。 

 

2-5-② 実習施設、図書館等の有効活用 

（１）図書館 

      図書館は、穂積キャンパスに、歯学・看護学・情報・一般教養関係図書等を

所蔵する本館（10 周年記念館）と、経営学・法学・健康スポーツ科学関係図書

等を所蔵する分室（5 号館）を整備している。また、穂積キャンパスに経営学

研究科専用図書室（3 号館）、岐阜橋本町キャンパスに朝日大学病院専用図書室

を有している。蔵書数は、図書館本館 14 万 3，539 冊、図書館分室 14 万 9,859

冊の計 29 万 3,398 冊、定期刊行物は 523 種類（内外国書 61 種）、電子ジャー

ナルは 98 種（国外 97 種）である。 

図書館面積及び閲覧席座席数は、図書館本館 1,869 ㎡、236 席、図書館分室

826 ㎡、140 席である。平成 26(2014)年には、本館 2 階にグループ学修ができ

るラーニングコモンズを設置し、可動式机 18 席、椅子 54 脚、ディスプレイと

パソコン（各 5 台）を利用しグループで課題作成ができるグループワークエリ

ア（28 席）を開設した。平成 28(2016)年には本館 1 階にプレゼンテーション

の実践を目的としたクリエイティブワーク・エリア 28 席を開設した。平成

29(2017)年には、分室にグループ学修ができるラーニングコモンズを設置し、

可動式机 8 席、椅子 24 脚、ディスプレイとパソコン（各 2 台）を利用できる

グループワークエリアを開設した。貸出用ノートパソコン 10台も備えている。 

開館時間は、エビデンス集（データ編）【表 2-11】図書館の開館状況のとお

り、講義・実習終了後の学生の学修環境の充実のため、平日・土曜日の開館時

間の延長（本館平日 22 時、土曜日 16 時、分室平日 19 時）に加え、平成 20(2008)

年 8 月から、本館の日曜日・祝日開館を実施している。特に定期試験期間中に

は、20 時まで開館し、学生の自学自修の機会の確保に努めている。 
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学内ネットワークに接続したパソコン及びスマートフォンから図書館ホーム

ページにアクセスし、蔵書の所蔵検索及び目次検索、電子図書・電子ジャーナ

ル・各種データベースの利用が可能となっている。また、平成 25(2013)年度か

ら朝日大学機関リポジトリで本大学の紀要をはじめとする研究成果の公開も行

っている。文献データベースの検索結果から文献入手までをサポートするリン

クツールを導入し、図書館システムとの連動を図り、文献検索と同時に画面選

択で簡単に電子ジャーナルの全文入手や、本大学が所蔵していない文献の入手

依頼申込を行うことができる。学外からも、Web 上で返却日の確認、図書の予

約、文献依頼、購入希望図書の申込を行うことができる体制を整備している。

令和 3(2021)年からは、学認（学術認証フェデレーション）を利用して学外か

ら一部の電子資料とデータベースの利用が可能となり、自宅学修や研究のサポ

ートを行っている。他大学図書館との協力については、国立情報学研究所の

NACSIS-ILL システムに参加し文献複写サービスを行っているほか、他大学と

の研修や情報交換を活発に行っている。歯学部では、講義録等動画を図書館の

レポジトリーに収録しており、必要に応じて学生が閲覧できる。 

図書館には、図書館長、図書館事務課長をはじめ、司書の資格を有する図書

館員 4 人を配置するとともに平日の 17 時以降、日曜日、祝日の利用に対して

は、業務委託でサービスを実施している。運営に当たっては、図書委員会及び

学部図書委員と連携して業務を行い、職員は関連の図書館協議会の教育・研修

会に積極的に参加し、情報の収集に努め、利用者のニーズにこたえるようにし

ている。また、電子資料の共同購入に参加することにより低費用で資料を購入

することが可能となり、利用者に有効に提供している。さらに、利用者が検索

しやすい OPAC（蔵書検索）や、Web 上で文献依頼・希望図書申込・図書予約

ができる図書館システムを導入し利便性の向上に努めている。 

 

（２）情報教育研究センター 

教育・研究を支援するために、AU-NET と名づけられた情報ネットワークを

設置している。学内には 10Gbps の高速基幹ネットワークを張り巡らし、そこ

から各建物へ 1Gbps あるいは 100Mbps の支線 LAN を敷設しており、ほぼす

べての教室と教員研究室で有線 LAN が利用できるように、情報ネットワーク

の利用環境を整備している。さらに、アクセスポイントを 153 台設置し、学内

の多くの箇所で無線 LAN を利用できるようにしている。 

また、7 号館 2 階に学生が授業中の課題や自主学修のためにパソコンが利用

できるようオープン利用室を設置している。配備しているパソコンは 28台で、

授業中に使用するものと同じソフトウェアが利用できる環境を整備している。

オープン利用室には、情報教育研究センター職員 5 人を配置し、学生からのパ

ソコンやソフトウェアの使用方法等の相談に応じられる体制を整えている。当

該施設の管理運営は情報教育研究センターが適切に行っている。 

7 号館 2 階のオープン利用室の一角に語学学修のための語学自習室を設けて

いる。パソコンを 6 台設置し、自習用の語学教材が利用でき、また、DVD 等
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の映像教材も視聴できるよう必要な機材を装備している。学生の要望等を聞き

ながら語学担当教員が必要な教材の充実を図っている。また、利用時には、語

学担当教員と情報教育研究センターの職員が学生の相談に応じ、指導に当たっ

ている。 

上記のほか、エビデンス集（データ編）【表 2-12】「情報センター等の状況」

のとおり、情報処理施設として、パソコン教室を 3 室（パソコン 177 台配備）、

情報処理研究室を 3 室（パソコン 46 台配備）、語学学修の施設として、語学教

育用の LL 教室を 2 室（パソコン 92 台配備）整備している。歯学部では、歯学

部共用試験対策模擬試験や教育関連の LMS 活用促進の FD 活動に活用してい

る。 

情報サービス施設及び情報ネットワークに関しては、朝日大学情報教育研究

センター運営委員会を設置し、管理運営に関する重要事項を協議・審議し、適

切な運用管理を行っている。日常的な業務は、事務職員が担当し、情報サービ

ス施設、情報ネットワークの運用管理を行っている。 

国際的な情報ネットワーク社会におけるセキュリティの意識を高め、いかな

る情報ネットワークセキュリティ上の不正な行為も認容しない「朝日大学情報

ネットワークセキュリティ宣言」に基づき、セキュリティ対策、情報漏洩や不

正アクセス対策等、情報システムの運用や保護等に関して適正な管理を行って

いる。 

 

（３）各学部・学科の施設等 

      各学部・学科における施設等の活用状況については、以下のとおりである。 

 

   【法学部】 

① 研究所等 

法学部には法制研究所を設置し、①各法分野に関する研究、②研究成果の出

版、③地域社会及び法曹界、その他研究機関等との研究交流、④講演会、セミ

ナー等の開催、⑤模擬法廷の管理及び⑥法職課程の運営を行っている。 

 

② 実習施設 

法学部は、実習施設として、東京地裁の実際の刑事法廷を模した模擬法廷を

設置し、学生が裁判官、検察官、弁護人となり、教員の指導の下に模擬裁判を

行う等により、効果的な学修を行っている。 

 

③ 学生自習室 

法学部では、ロースクールへの進学、その他法律関係の職業で難易度の高い

試験をクリアすることを求められる採用試験・資格試験の受験（受検）を希望

し、信念を持って自習に取り組むことができる者を対象に、5 号館 1 階に法職

課程トレーニングルーム（64.26 ㎡ 20 席）を設置し、平成 28(2016)年 1 月か

ら運用を開始したが、現在は感染防止の観点から一時利用を中止している。 
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【経営学部】 

公認会計士・税理士等、会計の高度な資格の取得を目指す者を対象として会計

研究室（351.04 ㎡ 6 室）を設置している。また、6 号館 5 階に学生が自由に利用

できる会計自習室を設け、簿記を中心とした資格関連書籍を整備し、学生が資格

取得できる環境を整えている。学生の自主学修活動を支援している。また、学部

の附置研究機関であるマーケティング研究所において、令和 3(2021)年度から、

学生が準研究員として活動する予定である。 

 

【保健医療学部】 

① 実習施設 

保健医療学部看護学科では、実践力を養うための設備として、次のとおり看

護分野ごとに基礎看護学実習室、母性・小児看護学実習室、成人・老年看護学

実習室、公衆衛生・在宅・精神看護学実習室を整備している。 

保健医療学部健康スポーツ科学科では、実習室として、第 1 演習棟、第 2

演習棟、スポーツ生理学・バイオメカニクス実験実習室、スポーツ心理学実験

実習室を整備している。また、教員同士のミーティング又は学生との面談にも

使用できるミーティングスペースを 3 号館南棟 2 階や 10 周年記念館 2 階に整

備している。 

 

② スチューデントラウンジ 

保健医療学部看護学科学生を対象に、6 号館 4 階に学生が自主学修やグルー

プ勉強会ができるスチューデントラウンジを設けている。当該施設には、授業

科目に関連した参考図書等を配置しており、授業の合間や試験前など、学生が

活発に利用している。管理運営は学事一課看護学科係が担当している。 

 

【歯学部】 

歯学部では、教育目的の達成に支障をきたすことのないよう、施設設備及び学

修環境を次のとおり整備し、これらを有効活用して適切に運営しており、安全性

の確保も適切に行っている。 

① 大学病院等 

大学の附属施設として、岐阜橋本町キャンパスに延床面積25,929.0㎡の朝日

大学病院、穂積キャンパスに延床面積9,747.6㎡の医科歯科医療センター及び

岐阜都通キャンパスに延床面積1,031.4㎡のPDI岐阜歯科診療所を有している。

これら3医療施設は、一般患者の診療及び歯学部の臨床実習施設としての利用

以外に歯科医師の卒後臨床研修の場として、さらに朝日大学病院では、保健医

療学部看護学科学生の臨地実習の場としても利用している。 

 

② 研究所等 

歯学部では、教員及び大学院生等が、歯科医学に関する学理及びその応用の

総合的研究を共同で行うため、分析機器施設、放射性同位元素研究施設、バイ
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オテクノロジー研究施設及び実験動物飼育施設で組織する口腔科学共同研究

所を設置している。また、平成28(2016)年4月には、歯学部附属病院（現医科

歯科医療センター）内に、包括的な歯科医療の支援を通じて、患者の

QOL(Quality of life)の向上及び地域医療の中核を担う医療人の育成を行うた

め、現包括支援歯科医療部を設置している。同部では①附属医療機関における

摂食嚥下リハビリテーション、口腔ケア（周術期口腔ケアを含む。）及び地域

支援歯科医療の支援に関すること、②歯学部学生及び臨床研修歯科医への口腔

ケア教育の支援を行っている。 

 

③ 校舎・実習施設 

歯学部では、充実した学修支援機能を備えた実習施設を設置する等、教育目

的を達成するための学修環境を整備し、適切な管理・運営の下、有効に活用し

ている。講義室については、1号館中央棟の四つの講義室では、昨今の気温上

昇に見合った空調設備と感染対策や温度管理に有効なロスナイ（吸気と排気）

設備を整備し、無線LAN設備の強化を行うとともに、PCや端末充電用の電源

アウトレットソケットを各座席に整備し、ダウンライト機能でスライド投影時

の机上の資料閲覧に対応している。また、新型コロナウイルス感染拡大の影響

を受けて、令和3(2021)年度に1号館中央棟の四つの講義室に加えて、6号館の

三つの講義室（6201, 6202, 6203）では、従来のオンサイト対面式講義形態だ

けでなく、同時にオンライン遠隔講義が配信できるハイブリッド式配信設備に

対応している。 

実習室については、平成19(2007)年度に基礎系第3実習室及び臨床系第2・3

実習室を視聴覚教育充実のため、マルチメディアを駆使した実習室に改修した。

平成25(2013)年度には、さらに基礎系第3実習室に学生のアクティブ・ラーニ

ング環境を整備する目的により、組織学実習や病理学実習における顕微鏡観察

に代わるタブレット端末やPCを用いた全スライドイメージWSI(Whole slide 

imaging)によるバーチャルスライド教育実習システムとICT機器を導入し、平

成27(2015)年度には、当該システムと連動する実習教育用アクティブラーニ

ングシステムを導入することで、より高いレベルでTBL(Team-Based 

Learning)及びPBL (Problem-Based Learning)を実践できる環境を整備した。

基礎系第2実習室は、平成30(2018)年度に、臨床実地に即した教育展開を図り、

各種病態のX線画像やCT画像をデータベースに蓄積し、タブレット端末

（iPad）から無線LANを介して閲覧する診断画像共有システムを導入した。

臨床系第1実習室は、平成31(2019)年度に、歯科医師国家試験への対応も考慮

し、また基礎実習における顕微鏡を用いた歯内療法学の学修を可能とするため、

歯科用顕微鏡の導入を行った。臨床系第2実習室は、平成31(2019)年度に、デ

モンストレーション撮影装置や資料提示装置の高精細化及びデジタル化を図

るとともに、実習室内を実習台ごとにグループ分けし、グループ単位での教材

提示を可能とする等により、双方向アクティブ･ラーニングやTBL等の多彩な

実習形態を実現できるマルチメディア教育環境への更新を行った。基礎系第2
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実習室及びシミュレーション実習室は、令和2(2020)年度に、口腔内スキャナ

ー（TRIOS3）を用いた光学印象法の導入を行い、また、5学年の臨床実習Ⅰ

においてCAD/CAMシステムを用いた修復物のデザイニングから掘り出しま

での工程を体験できるシステムを導入した。 

 

④ 学生自修室 

歯学部では、1号館中央棟3階に学生の自学自修やグループ学修ができるス

チューデントラウンジを2室（137.8㎡76席・121.0㎡106席）整備している。

当該室は、日曜・祝日を含む毎日9時から22時まで開放し、学生は授業の合間

や試験前等に積極的に利用している。 

 

⑤ 院生研究室 

各研究科には、院生研究室（学生自修室）、演習室、資料室等を設置し、院

生研究室には、個人スペースに机、椅子、LAN等の環境を整備している。 

 

⑥ その他の施設 

IT施設として、3号館（北棟）1階に、ITルームを整備し、PCを用いて実施

する試験に対応し、共用試験実施評価機構が実施する歯学系CBTを実施する

ほか、学内試験にも広く活用している。 

全学的な施設として、歯科医学に関する学理及びその応用の総合的研究を共

同で行い、我が国の歯科界発展に寄与することを目的に、口腔科学共同研究所

を有しており、同研究所に、分析機器施設、放射性同位元素研究施設、バイオ

テクノロジー研究施設及び実験動物飼育施設を設置している。 

 

2-5-③ バリアフリーをはじめとする施設・設備の利便性 

本大学は、広く開かれたキャンパスを目指し、身体にハンディを負った人にも不

自由なく活動が可能な、人にやさしいキャンパスとなるように整備を行っている。

キャンパス内の歩道、建物の入口、建物内においても可能な限り段差を解消し、ス

ロープ、エレベータ、バリアフリートイレ、車いす利用駐車場、車いすで受講する

ことができる講義室等を設置している。一部のトイレは、ニーズに応じて逐次ウオ

シュレットを完備した洋式に改修し、利便性を高めている。また、教室付近に救急

のための担架を設置している。 

経営学部では、重度の筋萎縮性側索硬化症の学生が卒業まで 4 年間在籍した実績

がある。当該学生のために、講義室の改造（固定の椅子を外して、フリーの椅子を

設置）、6 号館横に自動車を乗り付けることができるように改造などを行った。また、

介助が必要な学生に対し、学生が自主的かつ相互扶助的に活動した実績もある。今

後もハンディキャップを負っている人々に対するやさしいキャンパス創りを、全学

を挙げて取り組んでいく。 
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2-5-④ 授業を行う学生数の適切な管理 

各学部の授業を行う学生数に関しては、基本的に履修者数に応じクラス編成を行

っているが、外国語科目、演習科目等については、学修効率を上げるため、少人数

制教育に努めている。 

法学部及び経営学部では、少人数教育を充実させることを基本方針に掲げ、特に

演習科目（ゼミ）については、学生一人ひとりに目が届くよう 1 クラス 5～15 人程

度の規模で運営している。また、外国語、簿記、情報処理関係科目についても、1

クラス 40 人程度の習熟度別クラス編成とする等、教育効果に配慮した適切な授業

運営を行っている。 

保健医療学部の学生数の管理については、教務学生委員会、学科会議で学籍異動

（退学、休学、復学、除籍）を報告し、学科内で情報共有している。 

保健医療学部看護学科は 1 学年定員 80 人であり、原則として講義科目について

は 1 学年全員が同時に受講し、演習科目や「英語コミュニケーション」では教育効

果を高めるため 2 クラス編成で授業を行っている。また、初年次教育で実施する「建

学の精神と社会生活」「基礎ゼミナール」では、個別の指導や対話を重視し、少人数

グループで実施している。 

保健医療学部健康スポーツ科学科では、1 学年定員 120 人であり、講義科目（必

修科目）については 1 学年全員が同時に受講できる講義室を使用している。さらに、

演習科目は 1 ゼミあたり 8～10 人、情報科目は 4 クラス編成、語学科目は 5 クラス

編成、実験実習科目は 50 人〜80 人、実技科目は 2〜4 クラスの規模で運営し、授

業科目の区分に応じ、教育効果に配慮したクラス編成を行っている。 

歯学部では、1学年に開講している人間科学及び歯科医療基礎科学に区分する科

目については、科目の性質に応じて2クラス（各60人程度）又は4クラス（各30人程

度）で実施するほか、「基礎ゼミ」や学年横断でPBL型授業として行う「総合ゼミ」

では、さらに少人数（10～20人程度）によるPBLチュートリアル教育での授業を行

っている。2学年以降も専門教育系科目の実習科目では少人数グループ制を導入し、

各グループに実習指導教員を配置するなど、教育効果が十分に得られる学生数の適

切な管理に努めている。 

 

（2）2－5の改善・向上方策（将来計画） 

校地、校舎は、大学設置基準に示された基準を上回って整備している。今後も、朝

日大学中期計画に基づき、施設・環境面で学修支援を充実させるため、講義室、自主

学習室、無線 LAN 等の計画的な改修・整備を図っていく。その他の施設・設備につ

いても、引き続き定期的なメンテナンスを実施するとともに、計画的な改修や新規導

入を計画していく。 

 

【法学部】 

演習科目（ゼミ）は、担当教員が教務・学生・就職支援すべてについて、適切な

指導を行うことができるよう、ゼミ定員に上限を設け、学生の希望を重視しながら

科目運営を行う。また、学部におけるリベラル・アーツ教育の中核を成す外国語、
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情報処理関係科目に関しては、少人数、習熟度別クラス編成などの方針を堅持し、

内容においては法律学との関連を意識していく。 

 

【経営学部】 

今後も、演習科目（ゼミ）については、学生の希望を重視しながら、ゼミの定員

に上限を設定し、すべての学生に個別指導が行き渡る体制を継続する。また、学部

の基礎教育の中核をなす外国語、簿記、情報処理関係科目に関しては、少人数教育、

習熟度別クラス編成などの方針を堅持していく。 

 

  【保健医療学部】 

クラスサイズについては、入学定員、収容定員と連動し、基準に基づいて適切な

管理運営を行っており、受講者に偏りが生じた場合には、教務学生委員会において

審議し、適正人数になるように対策を講じていく。 

 

  【歯学部】 

教育効果を高めるためにも今後も引き続き適切な学生数での授業運営を行い、さ

らに少人数教育やアクティブ・ラーニングを積極的に推進できる施設・設備等の充

実を図っていく。 

 

2－6．学生の意見・要望への対応 

2-6-① 学修支援に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

2-6-② 心身に関する健康相談、経済的支援をはじめとする学生生活に関する学生の 

意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

2-6-③ 学修環境に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

（1）2－6の事実の説明及び自己評価 

2-6-① 学修支援に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

全学で実施しているオフィスアワーでは、各指導教員が学生からの様々な相談に

対応している。また、演習授業等の少人数教育の場が学生の意見等を汲み上げる場

ともなっている。各学部・学科とも、こうした要望、意見を教務学生委員会に集約

し、教授会で検討する仕組みができており、検討結果を踏まえて体制改善に反映し

ている。 

また、毎年 FD 活動の一環として、毎学期にほぼ全授業科目について授業改善ア

ンケートを行い、学生の意見等を汲み上げている。アンケート結果については各教

員にフィードバックしており、各教員は授業改善に役立てている。また、集計結果

を報告書としてまとめ、ホームページで公開するとともに、教員・学生に配付して

いる。 

さらに、IR推進本部が中心となり、入学から卒業まで学修支援に対する学生の意

見などをくみ上げるシステムを適切に整備・把握・分析を行っている。新入生アン

ケートにおいて学修や生活に関すること、大学・教員に期待することを、在学生に

対しては毎年学生の意識・生活調査において学生の学修時間を、また、卒業時アン
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ケートにおいて授業以外の勉強を大学がサポートする体制等の学修支援体制を質問

項目として設け、学生の意見や要望等を汲み上げている。その結果を集計し、各学

部・学科における教務学生委員会等で協議したうえで、学修支援体制の改善すべき

点を各教員に周知している。 

    各学部・学科では、指導教員等が個別に学生の意見・要望の把握に努め、教務学

生委員会、教授会等において情報を共有し、改善策を立案、実施している。 

経営学部では、基礎演習、専門演習で担当教員が保管する学生カルテに、学生動

向や面談の内容等を記録することで、情報を集約し、関係する教員と情報を共有し

ている。 

保健医療学部看護学科では、アドバイザー教員が定期的に担当学生との面談を実

施している。また、アドバイザー制度と並行して、オフィスアワーの実施及び国家

試験対策委員が中心となって行う国家試験対策指導といった『学生にきめ細かな指

導を行うための指導体制』を整備している。アドバイザー制やオフィスアワーによ

る指導及び相談の中で、退学、休学に繋がる相談、成績不良者の指導、病気等で授

業を長期的に休む相談、教員への要望などに関係するものは、応対した教員から「面

談記録」（場合によっては、メールによる報告）を提出させ、学部長、学科長、教務

学生委員長で一旦情報を集約し、関係する教員や関係部署で情報共有及び連携を図

り対応している。なお、学生からの要望・汲み上げた意見等及び学生の修学に関す

る案件の場合は、教務学生委員会でそれを集約し、看護学科会議及び代議員会（場

合によっては大学として対応）で検討する仕組みとなっている。 

    保健医療学部健康スポーツ科学科では、指導教員が学生とコミュニケーションを

図り、きめ細やかな指導を行うとともに、学生も信頼関係に基づき気兼ねなく意見

を交わすなど、日常から学生の意見をくみ上げるように努めている。 

歯学研究科においては、学修支援に関する意見・要望について修了時アンケート

を実施し、修了後のキャリアデザイン、指導教授による研究指導に対する満足度等

の質問項目を設け、学生の意見や要望等を汲み上げている。 

なお、法学研究科及び経営学研究科においては、教員の個別指導の中で学修支援

に関する意見・要望について適切に対処している。 

 

2-6-② 心身に関する健康相談、経済的支援をはじめとする学生生活に関する学生

の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

本大学における学生に対する健康相談、心的支援、生活相談等は、保健管理に関

する専門的業務を総合的に行うとともに、学生の身体的、精神的健康管理及び維持・

増進を図ることを目的として、学校保健安全法第 7 条に定める保健室としての機能

を果たすために設置した健康管理センター、学生の学修支援・障害者支援等を目的

として設置した学生支援センター及びそれ以外の生活相談等を担当する学生相談室

を設置しており、これらを担当する職員を学事一課（学生支援担当）に置き、各担

当者が相互に連携を取りながら学生支援に当たっている。 

健康相談については、学生からの学生相談室への相談によるほか、健康管理セン

ターが主管する学生定期健康診断における医師の所見に基づき、学生に精密検査を
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促す等、附属医療機関等と連携して支援を行っている。 

心的支援については、学生相談室を窓口とし、学生相談員が対処できる事項につ

いては、学生指導教員と連携して面接指導を行い、適切な助言を与えている。各学

部・学科においても指導教員等が学生の意見・要望等の把握に努め、担当事務課と

連携して助言を行っている。また、対処が困難なものや学生本人が希望する場合に

ついては、学生のプライバシーに十分配慮した上で、健康管理センターに配置する

専門医がカウンセラーとして対処している。各学部・学科全体の問題として取り上

げるべき事項については、教務学生委員会等において検討し、学生生活の改善に反

映させている。 

生活相談については、そのほとんどが経済的相談であることから、学生からの相

談に対して学事一課（学生支援担当）が学内外の奨学支援制度の紹介等を適切に行

っている。 

また、全学年を対象に、IR推進本部と学生部委員会との協働で、学生生活に関し

ての調査「学生の意識・生活調査」を実施し、その中で、心身に関する健康相談、

経済的支援をはじめとする学生生活に関する学生の意見・要望について調査してい

る。これらの分析結果は、毎年IR推進本部と学生部のホームページで公表している。 

また、卒業時アンケートにおいても大学独自の奨学金や資格取得支援金、キャン

パスの設備や雰囲気等の学生生活に関する質問項目を設け、学生の意見や要望等を

汲み上げ、その結果を集計しており、各学部・学科の教務学生委員会において協議

した上、改善すべき点を各教員に周知して学生生活指導に反映させている。 

各研究科における学生生活全般に関する意見・要望については、指導教員及び担

当事務課が連携して対応している。 

なお、令和 2(2020)年度の学生相談室の利用状況及び健康管理センターにおける

カウンセリングの利用状況（それぞれ、延べ利用人数）は、次のとおりである。 

 

学部等 学生相談室 カウンセリング 

法学部 24 人 1 人 

経営学部 11 人 2 人 

保健医療学部 4 人 5 人 

歯学部 3 人 11 人 

大学院 0 人 0 人 

その他 0 人 40 人 

合計 42 人 59 人 

 

2-6-③ 学修環境に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

本大学では、学生が大学に対し自由に意見や要望を寄せられるように、学生と教

員とで組織する本大学学友会に「中央協議会」を設置している。年 3 回開催する

会議において、学生から大学に対して意見や要望が出ており、学生の意見等を汲み

上げることができる良い場となっている。 
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また、毎年全学年を対象に IR 推進本部と学生部委員会が共同で行っている学生

の意識・生活調査と IR 推進本部による卒業時アンケートにおいて学修環境に関す

る学生の意見・要望の調査を実施している。卒業時アンケートにおいては、学修環

境に関する事項として、キャンパスの設備や雰囲気、自学自修のための設備（図書

館を含む）、スクールバスの運行等の質問項目を設け、学生の意見・要望等を定期的

に汲み上げている。歯学部では、その結果を集計し、教務学生委員会で協議したう

えで、自学自修のための学修スペース作りにつなげており、令和 3(2021)年 3 月 19

日から歯学部校舎内（2 号館 2 階）に学修スペースの新設工事を行っている。 

また、各学部・学科の指導教員及び事務職員を中心に、学生の意見・要望の把握

に努めており、組織的な対応を必要とするものについては、教務学生委員会、教授

会等においてその方法を分析・検討した上で改善策を立案・実施している。 

各研究科における学修環境に関する意見・要望については、指導教授及び担当事

務課が連携して対応している。 

 

（2）2－6の改善・向上方策（将来計画） 

全学のIR推進本部が実施する新入生アンケート、全学年を対象にIR推進本部と学生

部委員会が共同で行っている学生の意識・生活調査及び卒業時アンケートに関して、

各調査結果をもとに、学生の意見要望を分析して、直ちに改善可能な事項については

速やかに実行し、学生の満足度の向上に努めていく。これにより、これまでに構築し

たPDCA サイクルをさらに推進し、学生の満足度向上に繋がる改善を進めていく。 

また、特に外国人留学生に関しては、指導教員が学生の意見・要望の把握に努める

という現行策が有効であると判断できるため、今後も当該方策を堅持していく。 

さらに、学生の実情に応じた指導を行うために学生に関する情報を集約し、学生指

導教員等への一元的な情報提供を可能とするため、学生管理システムの拡充を進め、

学生カルテ制度等の定着を図っていく。 

歯学研究科においては、同研究科が実施する修了時アンケートに関して、PDCA サ

イクルを構築し、学生満足度の向上に繋がる改善を行っていく。 

法学研究科及び経営学研究科については、院生から要望や相談があった場合、個別

に対処し、改善を図っていく。 

 

［基準 2 の自己評価］ 

本大学における学生受入れは、各学部・学科及び研究科の定めるアドミッション・ポ

リシーに基づき、入試センターにおいて学生募集の基本方針を決定し、公正かつ適正に

行っており、入学定員及び収容定員の充足率は良好である。 

 学修支援については、教職協働による全学的な支援体制を整備しつつ、中途退学防止

のために修学サポート、オフィスアワーの実施等、学生のニーズに応じた支援体制を整

備している。 

 キャリア支援については、就職支援課（AGO）を中心に、法学部、経営学部及び保健

医療学部健康スポーツ科学科の就職支援委員会が協力し、学生の就職・進学等の支援を

行っており、社会的・職業的自立に向けた指導体制を整備している。歯学部及び保健医
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療学部看護学科においては、国家試験合格に向けた指導体制を整備しており、保健医療

学部看護学科では就職・進学に向けた指導・支援体制も整備している。 

 学生生活面での支援については、学生サービスや厚生補導のための組織を整備し、適

切に運営しており、奨学金などの経済的支援、課外活動の支援、学生の心身に関する相

談・支援を適切に行っている。 

 学修環境については、バリアフリー化、耐震化など、順次施設面の更新を行っている。 

以上のことから、基準 2「学生」を満たしていると判断する。 
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基準 3．教育課程 

3－1．単位認定、卒業認定、修了認定 

3-1-① 教育目的を踏まえたディプロマ・ポリシーの策定と周知 

3-1-② ディプロマ・ポリシーを踏まえた単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、 

修了認定基準等の策定と周知 

3-1-③ 単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修了認定基準等の厳正な適用 

（1）3－1の事実の説明及び自己評価 

3-1-① 教育目的を踏まえたディプロマ・ポリシーの策定と周知 

    教育目的を踏まえたディプロマ・ポリシーは、学部・研究科ごとに適切に定めて

おり、履修要覧、教授要綱、学生募集要項、ホームページ等において明示している。

学生には、教務ガイダンス、オリエンテーション等において説明している。 

 

【法学部】 

教育目的に基づき、卒業時に次の到達目標を達成することを掲げている。この

目標を達成するべく、本学部に 4 年以上在学し、所定の単位を修得した者に対し

て、学士（法学）の学位を授与する。 

①基本六法を中心とする諸法律に関する幅広い知識及び高度な専門性を有する

分野の知識を身に付けている。 

②社会情勢の変化や多様なニーズに対応し得る法的思考能力及び判断力、行動

力を身に付けている。 

③上記①と②の能力を法曹、行政、税務等の専門的職業において発揮するため

の応用力を身に付けている。 

④深い教養と豊かな人間性及び国際性を身に付けている。 

 

【経営学部】 

教育目標とカリキュラム・ポリシーに基づき、卒業時に以下の到達目標を達成

するものとし、これに向かって 4 年間学修し、必要な単位を修得した学生に学士

の学位を授与する。 

①ビジネスマインドを備え、地域と事業の発展に貢献し、組織の一分野を担い

うる知識と技量を身につけている。 

②情報を活用して適切なコミュニケーションと意思決定を行いうる知識と技量

を身につけている。 

③ソーシャル・キャピタルを理解し、実践的に経営に参加し、挑戦できる企画

力・実践力を身につけている。 

 

【保健医療学部看護学科】 

教育目的に基づき、ディプロマ・ポリシーを以下のように定め、履修便覧にお

いて学生に周知している。 

①看護の対象となる人々を全人的に理解し、関係を構築する能力を身につけて

いる。 
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②看護の対象となる人々の尊厳と権利を擁護する姿勢と高い倫理観を身につけ

ている。 

③保健医療福祉チームの一員として、多職種間で連携・協働できる基礎的能力

を身につけている。 

④根拠に基づき必要とされる看護を判断し、計画的に実践する能力を身につけ

ている。 

⑤社会人としての豊かな学識、国際性を身につけている。 

⑥看護が果たすべき社会的責務を理解し、社会に貢献する基礎的能力を身につ

けている。 

⑦看護学の発展に寄与できる探究心及び基礎的な研究的態度を身につけている。 

 

【保健医療学部健康スポーツ科学科】 

本学科の教育目標に掲げる、次の 4 つの能力を身に付け、健康やスポーツに関

する知識・技術・技能を修得し、学則に定める所定の単位を修得した者に対して、

学士（健康スポーツ科学）の学位を授与する。 

①オールラウンドなスポーツ実践能力 

中学校・高等学校の教員を目指す者は、専門とする種目の競技力のみならず、

学習指導要領に示されているスポーツ種目全般を学び、実践能力を修得する。 

②ライフステージに応じたスポーツ指導能力 

指導の対象者は、年齢、性別、技術水準、子供から高齢者、あるいは健常者、

障がい者、または虚弱者に至るまでその範囲は広く、「発育発達論」「生涯

スポーツ論」等を学びそれぞれの対象者に適した指導能力を修得する。 

③健康やスポーツを科学的視点から捉える思考能力 

健康増進やスポーツパフォーマンスの向上には必ず科学的な根拠があり、過

去の経験や体験からの指導では望む結果は得られない。「運動生理学」「運

動学」（「運動方法学」含む）「メンタルマネジメント」（「スポーツ心理

学」含む）等を学び、健康やスポーツを科学的視点から捉える思考能力を修

得する。 

④スポーツにおける企画及び管理・運営能力 

学校や地域等において、その集団の状況を把握・分析し、組織や体育・スポ

ーツ活動の企画及び管理・運営が適切に実施できるよう、「スポーツ行政論」

「スポーツ経営・管理学」「スポーツマネジメント」等を学び、企画及び管

理・運営能力を修得する。 

 

【歯学部】 

所定の期間在学し、歯学部の教育理念、教育目標に沿って設定した授業科目を

履修して、卒業時に次の到達目標を達成し、所定の単位を修得した者に対して、

学士（歯学）の学位を授与する。 

①歯科医師として必要な倫理観や人間性を身につけるとともに、幅広い知識と

豊かな教養そして社会性を有している。 
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②地域社会や国際未来社会で活躍できるコミュニケーション能力や英語能力を

有しているとともに幅広い視野とリーダーシップを有している。 

③歯科医学の専門知識及び口腔疾患の予防・診断・治療に関する知識・技能を

修得している。 

④全身医学との関連を理解し、患者にとって良質で安全な歯科医療を実践する

ことができる。 

⑤多様化する地域社会の歯科医療ニーズにきめ細やかに対応し、口腔ケア、在

宅歯科診療や、地域包括ケアシステムなど多職種連携チーム医療をもとに、

地域社会に貢献する歯科医療を実践できる高い臨床能力を身につけている。 

⑥研究心と論理的思考能力を持って日々進歩する歯科医学・歯科医療を常に研

鑽し、歯科医療の発展のために生涯にわたり自らの歯科医療の知識と技術の

向上を図ることができる。 

 

【法学研究科】 

本研究科では、教育目的に基づき、課程修了時に主専攻科目分野についての高

い学識及び応用力並びに基礎的研究能力を身に付けていることを到達目標に掲げ

ている。当該課程に 2 年以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指

導を受けた上、修士論文（特定の課題についての研究成果を含む）を提出してそ

の審査及び最終試験に合格した者に、修士（法学）の学位を授与する。 

 

【経営学研究科】 

  本研究科は、教育目的に基づき、課程修了時に主専攻分野についての高い学識

及び応用力並びに基礎的研究能力を身に付けていることを到達目標に掲げている。

当該課程に必要な年限以上在学して所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導

を受けた上、学位論文を提出してその審査及び最終試験に合格した者に対して、

修士（経営学）の学位を授与する。 

 

【歯学研究科】 

本研究科は、教育目的に基づき、課程修了時に次のいずれかの到達目標を達成

することを掲げている。本研究科に必要な年限在学し、所定の単位を修得し、か

つ、必要な研究指導を受けたうえ、学位論文を提出してその審査及び最終試験に

合格した者に対して、博士（歯学）の学位を授与する。 

①研究者として自立して研究活動を行うことができる。 

②臨床歯科医師として必定となる最先端の歯科治療技術又は高い専門性を有す

る分野の知識を身に付けている。 

 

3-1-② ディプロマ・ポリシーを踏まえた単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、 

修了認定基準等の策定と周知 

ディプロマ・ポリシーを踏まえた単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修了

認定基準等は、学則、大学院学則、諸規則等により、次のとおり策定している。具
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体的な要件については、各学部・学科細則において定め、学生にはシラバス、履修

要覧等を配付し、教務ガイダンス、オリエンテーションにおいて説明している。ま

た、進級要件や卒業要件については、指導教員等が演習等においても、学生に周知

徹底を図るようにしている。成績評価基準についても、学則及び大学院学則におい

て定め、学生にはシラバス、履修要覧等の配付により周知している。 

 

（１）単位認定 

学則第 26 条及び第 30 条並びに各学部・学科細則の定めに基づき、各学部と

も試験の成績、平素の学習成績、出席状況等を総合して成績評価を行った上、

教授会の意見を聴き、学長が単位の認定を行っている。 

他大学等における既修得単位については、学則第 6 条の 2（他の大学又は短

期大学における授業科目の履修等）及び第 6 条の 3（大学以外の教育施設にお

ける学修）において 60 単位を超えない範囲で、本大学で修得したものとみな

すことができるものとしている。 

また、単位認定にあたっては、シラバスにおいて授業科目ごとに、どのディ

プロマ・ポリシーに掲げた力を学生に身に付けてもらうかを明示し、達成度を

測り、単位を認定している。また、到達目標の達成度については、朝日大学学

則第 30 条の 2 の規定に基づき、朝日大学アセスメントポリシーに関する規程

を制定し、成績評価に反映している。このように、各授業科目の単位認定はデ

ィプロマ・ポリシーを踏まえたものとなっている。 

特に、歯学部では、授業要綱に科目ごとの「General Instructional Objective

（学修目標）」「Specific Behavioral Objectives（到達目標）」及び「評価方法」

を示しており、授業担当者が初回授業において学生に周知している。 

      研究科においては、朝日大学大学院法学研究科細則第 8 条、朝日大学大学院

経営学研究科細則第 9 条、朝日大学大学院歯学研究科細則第 9 条に基づき、適

切な成績評価を行った上で、単位を授与している。 

 

（２）進級の要件 

学則第 31 条に基づき、各学部・学科細則において、次のとおり要件を定め

ている。 

①法学部 

各年次において、学年を通じて在学した者については、次年度、次の年

次への進級を認める。ただし、2 年次から 3 年次への進級は、2 年次修

了までに 50 単位以上修得すること。 

       ②経営学部 

・1 年次から 2 年次への進級は、25 単位以上修得すること 

・2 年次から 3 年次への進級は、2 年次終了までに、50 単位以上修得す

ること。 

・3 年次から 4 年次への進級は、3 年次において、学年を通じて在学し

なければならない。 
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       ③保健医療学部看護学科 

        各年次に 1 年間在学した者については、次の年次への進級を認める。た

だし、2 年次から 3 年次への進級は、2 年次終了までに、1 年次および 2

年次に開講する専門基礎科目及び専門科目の必修科目の単位を修得した

者とする。 

       ④保健医療学部健康スポーツ科学科 

        ・2 年次から 3 年次への進級は、2 年次終了までに、60 単位以上修得す

ること。 

        ・3 年次から 4 年次への進級は、3 年次終了までに、90 単位以上修得す

ること。 

       ⑤歯学部 

        在学する当該学年のすべての必修科目の単位を修得することとする。 

 

（３）卒業及び修了の要件 

各学部のディプロマ・ポリシーに基づき審査し、必要な要件を満たした者に

対し、学則第 34 条に基づき、学長が各学部教授会の意見を聴いた上で、卒業

を認定している。 

各研究科における修了については、大学院学則第 18 条、第 20 条及び第 22

条に基づき、各研究科委員会において、ディプロマ・ポリシーに基づき修了を

審査し、学長がこの研究科委員会の意見を聴いた上で、課程修了を認定してい

る。 

 

（４）学位の授与 

学位授与の要件は、朝日大学学位規程第 3 条から第 6 条までに定めるところ

による。大学院の課程による者の修士及び博士の学位申請は、各研究科細則に

定めるところにより、学位申請書、学位論文等を学長に提出する。学位論文の

審査及び最終試験については、朝日大学学位規程第 9 条から第 12 条及び各研

究科における学位論文評価基準の定めに基づき、主査 1 人及び副査 2 人を含む

3 人以上の審査委員で構成する審査委員会において行う。審査委員会は、学位

論文を中心としてこれに関連ある科目についての口頭による最終試験を実施し

ている。学長は、研究科委員会の意見を聴いて、学位の授与を決定している。 

 

3-1-③ 単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修了認定基準等の厳正な適用 

各学部の単位認定、進級要件及び卒業要件並びに各研究科の単位認定、修了要件

及び学位論文審査等は、学則、各学部・学科細則、大学院学則、各研究科細則、朝

日大学学位規程及び各研究科における学位論文評価基準に従って、厳正に行われて

いる。 

単位認定は、試験の種類と要件（学則第 27 条）、受験資格（学則第 28 条）、成績

評価（学則第 30 条）に基づき、客観的な評価により単位を認定している。保健医

療学部健康スポーツ科学科においては、成績評価の公平性を保つ工夫として、成績
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評価に疑義がある学生が教員に対して確認を依頼することができる仕組みを設けて

いる。 

進級判定及び卒業の認定は、教務学生委員会等において原案策定の後、教授会、

研究科委員会等において審議し、学長に意見を述べるものとしている。また、各学

部及び研究科のシラバスにおいて、すべての授業科目について授業計画及び成績評

価基準等を明確に示している。 

 

（2）3－1の改善・向上方策（将来計画） 

【法学部・経営学部】 

履修登録から単位認定までの過程において、学生カルテに基づく学生指導を徹底

し、引き続き厳正な単位認定と進級・卒業判定を行っていく。 

さらに、学業成績について GPA 制度を適用し、これを、指導教員による学生指

導、奨学生の認定、学生の表彰などに用いる。また、GPA が一定以下で出席状況に

問題のある成績不良者に対しては、必要な注意を本人と保証人に通知するとともに、

学修支援に向けた指導を行い、成績不良が繰り返される場合は退学勧告を行う制度

を設けている。 

 

  【保健医療学部】 

成績評価を厳密に行っていくためにも、シラバスの記入内容の精度を高め、学生

に周知する必要がある。そのため、毎年のシラバスチェックを通じて、教務学生委

員会において学修内容やその評価基準に関する記述を見直していく。 

学業成績については、GPA 制度を学生指導、奨学生の認定、学生の表彰などに用

いている。また、GPA が一定以下で出席状況に問題のある成績不良者に対しては、

必要な注意を本人と保証人に通知するとともに、学修支援に向けた指導を行い、成

績不良が繰り返される場合は退学勧告を行う制度を設けている。 

 

  【歯学部】 

歯学部にあっては、やや留年率が高くなっているが、引き続き、現行の進級・卒

業基準に基づき、厳正に対応するとともに、留年者を含めた成績不振者に対しては、

指導教員等との三者面談を含めた修学指導を徹底し、多重留年者に対しては進路変

更を視野に入れた指導を強化していくものとする。 

さらに、学業成績については、厳格な成績評価を行うとともに、GPA制度を適用

し、指導教員による学生指導や奨学生の認定、学生の表彰に用いることに加え、成

績不振者に対する進路変更等の指導の資料として活用することとする。 

 

【法学研究科】 

引き続き授業科目の成績評価を厳格に行うとともに、主専攻科目担当教員を中心

に研究科教員間で連携しながら、基礎的な研究能力の修得を支援し、論文執筆を円

滑に行えるようにする。 
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【経営学研究科】 

公開している学位論文（修士論文）評価基準を厳正に適用し、今後も修士論文の

質を維持していく。特に、剽窃盗用チェッカーを活用し、引用等の研究不正が生じ

ない体制をとることとする。 

 

【歯学研究科】 

学位申請マニュアルを定期的に見直し、より質の高い学位論文の作成を支援する

とともに、学位審査の効率化を図っていく。さらに英語論文の作成をより活性化さ

せるための方略について研究科委員会において検討していく。 

 

3－2．教育課程及び教授方法 

3-2-① カリキュラム・ポリシーの策定と周知 

3-2-② カリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーとの一貫性 

3-2-③ カリキュラム・ポリシーに沿った教育課程の体系的編成 

3-2-④ 教養教育の実施 

3-2-⑤ 教授方法の工夫・開発と効果的な実施 

（1）3－2の事実の説明及び自己評価 

3-2-① カリキュラム・ポリシーの策定と周知 

    教育目的を踏まえたカリキュラム・ポリシーは、学部・研究科ごとに適切に定め

ており、履修要覧、教授要綱、学生募集要項、ホームページ等で明示している。 

    各学部・学科及び研究科のカリキュラム・ポリシーは、次のとおりである。 

 

【法学部】 

法学部は、教育目的である「法学の専門知識及び社会人としての豊かな学識と

技能を体系的に教授研究し、社会情勢の変化に対応し得る法的思考能力と判断力

及び深い教養と豊かな人間性・国際性を兼ね備えた人材を養成する。」に基づき、

カリキュラム・ポリシーを次のとおり定めている。 

①問題の本質を見抜き、解決できる能力を身に付けるため教養科目を重視（社

会・情報・自然科学等の科目を配置）するとともに、言語教育、専門科目を

体系的にバランスよく配置する。 

②学生の進路目標に合わせた 2 つのコース（「公務員コース」と「企業法務コ

ース」）を設置し、それぞれにおいて専門的かつ実践的な教育を行う。 

なお、両コースとも、基本六法を徹底的にマスターすることからスタートし、

学年進行に合わせて、学生の進路目標達成のために最適な発展科目や関連科

目を学修し、自己表現能力、情報収集・分析力等を修得できるよう、体系的

な科目配置とし、さらに、これらを基に資格試験・就職試験等に対応する学

修を集中的に行う実用科目を配置する。 

③少人数クラスで構成する演習を 4 年間に渡って開講し、専門テーマごとの指

導に加え、修学に関する事項から就職指導に至るまでの個別教育を徹底して

行い、創造性を身に付ける。 
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④社会性と国際性を身に付けるため、インターンシップや法廷見学、海外語学

研修等を積極的に取り入れることとしている。各授業科目においては、厳格

な成績評価基準に基づく単位認定を行うことで、教育の質及び成果の維持・

向上に努める。 

 

【経営学部】 

地域社会全体の持続可能性と国際未来社会を結び付けうる人材、すなわち地域

社会に貢献できる人材を養成することを教育目的とし、カリキュラム・ポリシー

を次のとおり定めている。 

①入学後は必修科目を中心に学修する。必修科目は、社会人としての幅広い教

養を修得する共通教育科目に属する基礎教育科目と経営学の基本的な体系を

広く身に付ける専門教育科目に属する基幹科目で編成する。 

②共通教育科目については、各自の興味関心に応じ選択で人文科学、社会科学、

自然科学等の総合教育科目や言語教育科目を履修する。 

③専門教育科目ついては、社会性を磨く社会連携科目に加え、それぞれの学び

をさらに深める基礎科目、また専門性を一層高める学科科目を履修する。 

 

【保健医療学部看護学科】 

本学科の教育目的を達成するため、教育課程を「教養基礎科目」「専門基礎科目」

「専門科目」に区分し、適切な科目を配置する。 

なお、科目の配置は、保健師助産師看護師学校養成所指定規則に準拠するもの

とする。 

①教養基礎科目 

幅広い教養を身につけるとともに倫理的な考え方や物事を多元的にとら

える力を養い、また、異文化や異なる環境にある人への理解を深め、社会

の中で創造的に行動していく力を育成する。 

②専門基礎科目 

看護学が人を対象とする学問基盤であることの理解を深め、からだや病

気、障がいに関する高度な知識を身につける。 

③専門科目 

教養基礎科目、専門基礎科目の既習知識と看護学の知識、技術を統合さ

せ、看護学を幅広い視点で探究的に学び、統合する。また、臨地実習にお

いては、さまざまな場で生活する人々のあらゆる健康レベル、発達段階に

対して、講義・演習等で学んだ看護学等の知識・技術を看護の対象者への

実践的な関わりを通して実践し、対象者に応じた総合的な看護実践能力を

育成する。 

 

【保健医療学部健康スポーツ科学科】 

本学科の教育目的に基づきオールラウンドなスポーツ実践能力、ライフステー

ジに応じたスポーツ指導能力、健康やスポーツを科学的視点から捉える思考能力
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並びにスポーツにおける企画及び管理・運営能力を身に付けさせ、健康やスポー

ツに関する知識・技術・技能を修得させることを目標とし、かつ将来の進路に合

わせて二つのコースを用意し、これに必要な授業科目を体系的に編成し、講義・

演習・実技・実験実習を適切に組み合わせた授業を開講する。 

加えて、4 年間の限られた大学教育課程の中で、すべての学生が共通に必要と

なる、保健体育教員やスポーツ指導者としての基本的な資質や能力を修得させ、

同時に将来の目標に向かって必要な能力を高めるためにそれぞれのコースにおい

て必要な科目を配置する。 

実技についてもそれぞれのスポーツ種目の受講時間を確保するとともに、指導

に必要な知識と技能を高めるために実技、実習等の科目を多く設定する。 

 

【歯学部】 

歯学部では、教育目標を達成するため、次のとおり教育課程の編成方針を定め、

必要な授業科目を系統的あるいは統合的に開設する。 

①幅広い知識と豊かな教養について、基礎教育系科目を通じて学修するととも

に、歯科医師として必要な倫理観や人間性について、「建学の精神と社会生活」、 

「患者と医療」、「解剖学実習」等を通じて学修する。 

②歯科医師として必要な人間性、国際性を身につけるため、「基礎ゼミ」、「英会

話」等を通じて、コミュニケーション能力、英語能力及び歯科医師へのモチ

ベーションの向上を図る。 

③歯科医学の基本となる生命科学について理解する上で必要な人体や歯の構

造・機能、病態について解剖学、生理学、病理学、生化学、微生物学、薬理

学等の科目を設け系統的かつ多元的に学修するとともに、生体材料学につい

ては歯科理工学を設け学修する。 

④歯科医学の専門知識及び高度な医療技術を習得するため、臨床系科目を開設

し、講義及び実習を通じて歯科医師として必要な知識・技能・態度を身につ

ける。 

⑤朝日大学医科歯科医療センターおよび朝日大学病院等の臨床の現場において、

臨床経験豊富な教員による多様な歯科医療ニーズに対応した実践的な実習教

育を行い、社会的需要を見据えた歯科医師となるための能力を修得する。 

⑥全身医学の基礎、全身医学と歯科医療との関連について、「口腔外科学」、「麻

酔学」、「内科学」、「外科学」、「隣接医科学」等を通じて学修する。 

⑦少子高齢社会の進展にともなって多様化する歯科医療ニーズに対応し、岐阜

県の地域特性を活かし、口腔ケア、在宅歯科診療、地域包括ケアシステム、

多職種連携チーム医療など、地域社会に貢献するための歯科医療を統合的ス

パイラル教育にて学修する。 

⑧積極的な自主的学修態度と理論的思考能力を養い、問題発見・解決に自ら取

り組む学修手法を習得するために、探究型学習（高次元アクティブラーニン

グ）を活用する。 
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⑨研究マインドを持った医療人の育成のために、研究室での研究実習を実施す

る。 

⑩国際人としての素養を修得するため、海外研修を推進する。 

 

【法学研究科】 

法学研究科は、研究科の目的である「広い視野に立って精深な学識を授け、法

学分野における研究能力又はこれに加えて高度の専門性が求められる職業を担う

ための卓越した能力を培うこととする。」に基づき、カリキュラム・ポリシーを次

のとおり定めている。 

・本課程の教育目的を達成するため、専攻科目・総合科目・関連科目（特殊講

義）と演習科目（研究指導）等を配置し、研究者の養成及び高度な専門知識

を有する職業人の養成のいずれにも対応し得る授業科目を開設する。 

 

【経営学研究科】 

経営学研究科は、研究科の目的である「広い視野に立って精深な学識を授け、

経営学・情報学分野における研究能力又はこれに加えて高度の専門性が求められ

る職業を担うための卓越した能力を培うこと」に基づき、カリキュラム・ポリシ

ーを定めているが、平成 25(2013)年度から専攻分野を専門研究（一人の教員によ

る研究指導）とプロジェクト研究（複数の教員による研究指導）とに複線化する

ことで、これまで個別の教員では対処しきれなかった地域社会における問題解決

を研究テーマとして受入れる体制に変更したことに伴い、カリキュラム・ポリシ

ーを平成 28(2016)年度から次のように改めた。 

・開講科目を基本科目群、基礎科目群、応用科目群、プロジェクト研究指導科

目群、個別研究指導科目群に区分し、研究のためのスキルを身に付ける基本

科目群、経営学研究の基礎を修得するための基礎科目群、地域社会への応用

を意識した応用科目群、研究指導を円滑に行うためのプロジェクト研究指導

科目群及び個別研究指導科目群をバランスよく配置する。 

 

【歯学研究科】 

歯学研究科は、教育目的を達成するため、次の通り教育課程の編成方針を定め、

それぞれの目的に応じた授業科目を開設する。 

①自立した研究活動を遂行できる研究者の養成を目指し、生命科学に関し人体

の機能や構造、生体材料に関する先端的研究内容について学ぶ授業科目を開

設する。 

②高度に専門的な業務に従事するに必要な研究能力を兼ね備えた臨床歯科医師

の養成を目指し、最先端の歯科治療や高度に専門性を有する分野について学

ぶ授業科目を開設する。 

③高度に専門的な業務に従事するに必要な研究能力を兼ね備えた臨床歯科医師

の養成を目指し、咀嚼機能回復や小児・高齢者など高度に専門性を有する分

野に関する授業科目を開設する。 
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3-2-② カリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーとの一貫性 

【法学部】 

カリキュラム・ポリシーの①と④は、ディプロマ・ポリシー④「深い教養と豊

かな人間性及び国際性を身に付けている」に、カリキュラム・ポリシー②は、デ

ィプロマ・ポリシー①「基本六法を中心とする諸法律に関する幅広い知識及び高

度な専門性を有する分野の知識を身に付けている」と②「社会情勢の変化や多様

なニーズに対応し得る法的思考能力及び判断力、行動力を身に付けている」に、

カリキュラム・ポリシー③は、ディプロマ・ポリシー③「上記①と②の能力を法

曹、行政、税務等の専門的職業において発揮するための応用力を身に付けている」

にそれぞれ対応している。 

 

【経営学部】 

教育課程の策定に際して、すべての必修科目をディプロマ・ポリシーの①・②・

③に該当する科目と位置づけるとの方針を採り、その授業内容を当該方針に則っ

たものとすることにより、カリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーとの

一貫性を保っている。 

 

【保健医療学部】 

すべての科目をディプロマ・ポリシーに掲げる要件に即して配置しており、カ

リキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーの一貫性を明確にしている。また、

カリキュラム・ポリシーに沿って設置している各授業科目と、ディプロマ・ポリ

シーがどのように関連づけられているかを明示した「カリキュラムマップ（履修

系統図）」により、カリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーとの一貫性を

確保している。 

 

  【歯学部】 

すべての科目をディプロマ・ポリシーに掲げる二つの要件に即して配置してお

り、カリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーの一貫性を明確にしている。

また、履修する科目がディプロマ・ポリシーとどのように関連しているかを明確

にするため、朝日大学歯学部歯学科カリキュラムマップを作成している。 

 

【法学研究科】 

ディプロマ・ポリシーに掲げた目標に到達するため、必要な科目をカリキュラ

ム・ポリシーに即して配置しており、ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポ

リシーの一貫性を保っている。 

 

  【経営学研究科】 

ディプロマ・ポリシーが到達目標に掲げている人材の育成を目的に、必要な科

目群をカリキュラム・ポリシーに明記しており、ディプロマ・ポリシーとカリキ

ュラム・ポリシーの一貫性を明確にしている。 
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  【歯学研究科】 

ディプロマ・ポリシーに到達する人材育成を目的に、カリキュラム・ポリシー

において具体的なコース編成を示しており、ディプロマ・ポリシーとカリキュラ

ム・ポリシーの一貫性を明確にしている。 

 

3-2-③ カリキュラム・ポリシーに沿った教育課程の体系的編成 

【法学部】 

法学部は、授業科目の区分を共通教育科目、法学専門教育科目、演習科目に 3

分し、次のとおり各区分において、学生が段階を追って履修できるよう、配当年

次にも配慮して体系的に履修できる教育課程を編成している。また、各年次にお

ける履修単位数の上限を、従来年間 52 単位としていたが、学生の学修時間を十

分確保する目的で、平成 28(2016)年度から毎学期 22 単位に引き下げた。 

 

（１）共通教育科目 

基礎教育科目、総合教育科目、健康・スポーツ教育科目、言語教育科目の区

分を設定し、本大学の教育課程の根底にある建学の精神を理解させる授業科目、

コミュニケーション能力の修得を目指す授業科目及び英語能力の修得を目指す

授業科目を必修科目とし、その他の多くの教養に関する授業科目を選択科目に

設定している。 

 

（２）法学専門教育科目 

学生の卒業後の進路が明確となるよう公務員コースと企業法務コースのコー

ス制を導入している。授業科目の区分の中に新たに社会連携科目を設け、従来

の産業実習の他にボランティア精神を涵養する科目及びキャリア形成を教育す

る科目を開設した上で、法学を学ぶ基本となる授業科目を必修科目とし、各コ

ースにおいて核となる授業科目を選択必修科目に位置づけ、その他必要な授業

科目を選択科目として設定している。 

 

（３）演習科目 

1 年次から 4 年次まで必修科目として開設している。1 年次の演習は学部教

育の導入的な役割を担っており、2 年次から 4 年次までの演習では、専門分野

を深く掘り下げて学べるようにしている。すべての学生が演習を履修している

ことから、担当教員によるきめ細かな指導が可能となっている。 

 

【経営学部】 

経営学部は、授業科目の区分を共通教育科目、専門教育科目に 2 分し、次のと

おり各区分において、学生が段階を追って履修できるよう、配当年次にも配慮し

て体系的に履修できる教育課程を編成している。各年次における学期ごとの履修

単位数の上限は、学生の学修時間を十分確保する目的で平成 28(2016)年度から

22 単位に引き下げているが、GPA が高い学生については、より多くの科目を履
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修できるように平成30(2018)年から26単位まで履修できるように変更している。 

 

（１）共通教育科目 

基礎教育科目、総合教育科目、言語教育科目の区分を設定し、本大学の教育

課程の根底にある建学の精神と教養の必要性を理解させる授業科目、日本語で

のコミュニケーション能力向上を目指す授業科目、英語能力の修得を目指す授

業科目及びパソコン等での情報処理能力の修得を目指す授業科目を必修科目と

し、その他の多くの教養に関する授業科目を選択科目に設定している。 

 

（２）専門教育科目 

授業科目の区分の中に社会連携科目を設け、従来の産業実習の他にボランテ

ィア精神を涵養する科目及びキャリア形成を教育する科目を開設した上で、基

幹科目、基礎科目、学科科目、関連科目に区分して、経営学を学ぶ上で基本と

なる授業科目を必修科目とし、学生各自の学びの領域の基礎となる授業科目や

核となる授業科目を選択必修科目に位置づけ、その他学生個々の必要に応じて

履修する授業科目を選択科目として設定している。 

各科目の配当年次については、1 年次に基礎力を身に付ける授業科目を学び、

進級するにしたがって、より高度な応用力を身に付ける授業科目が履修できるよ

うに配置している。また、各科目の位置づけが明確となるようにナンバリングを

行っている。演習科目は、1 年次から 4 年次まで必修科目として開設している。

1 年次の基礎演習は、学部教育の導入的な役割を担っており、2 年次から 4 年次

までの専門演習は、専門分野を深く掘り下げて学べるものとなっている。 

 

【保健医療学部看護学科】 

保健医療学部看護学科の教育課程は、カリキュラム・ポリシーに基づき、デー

タ編の【表 3－1】に示すとおり、授業科目区分を教養基礎科目、専門基礎科目及

び専門科目に 3 分し、授業科目を開設している。授業科目区分の具体的な授業内

容は、次のとおりである。 

また、保健医療学部看護学科細則第4条第4項において、「各年次における履修

登録単位数は、年間45単位を上限とする。ただし、所定の単位を優れた学業成績

をもって修得した学生については、上限単位数を超えて履修登録することを認め

ることができる。」と規定し、前年度のGPAが「3」以上の者は、履修上限単位

数を47単位まで認め、単位制度の実質を保つために必要な措置をとっている。 

 

（１）教養基礎科目 

「人と文化」「人と環境」「人と関わり」及び「総合」に区分し、知的・倫理

的側面の育成、人権や人の養護、物事を多元的にとらえる視野、異文化や異な

る環境にある人への理解を深め、社会の中で創造的に行動していく力を養うた

めの授業科目を開設している。 
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（２）専門基礎科目 

「社会と健康」及び「からだと健康」に区分し、医学的な疾患の知識だけで

人を理解するのではなく、疾患を持ちながら地域社会で暮らす人を理解し、ま

た、看護学が人を対象とする学問の基盤であることを学修するための授業科目

を開設している。 

 

（３）専門科目 

「看護の基礎」「看護の実践と展開」「地域生活支援の展開」及び「看護の統

合と発展」に区分し、教養基礎科目及び専門基礎科目の知識と看護学の知識・

技術を統合させ、看護学を幅広い視点をもって探究的に学習し、統合するため

の授業科目を開設している。なお、専門基礎科目及び専門科目の授業科目は、

保健師助産師看護師学校養成所指定規則に準拠して開設している。 

 

【保健医療学部健康スポーツ科学科】 

カリキュラム・ポリシーに沿った教育課程の体系的編成を、履修要覧の開設科

目表とともにカリキュラムマップとして示し、運用している。 

さらに、カリキュラム・ポリシーに基づき、本学科が養成を目指す人材（「中

学校・高等学校の保健体育教員」「ライフステージに応じた指導のできる人材」

「地域のスポーツを支える人材」）の基盤を確実に学ぶことができるよう、健康

科学コース、スポーツ科学コースの二つのコースを設置し、それぞれの履修モデ

ルを学生に提示し、選択履修させることにより、将来の進む分野に必要となる知

識・技術・技能の修得が可能となるようにしている。 

 

（１）健康科学コース 

健康科学の学修では、主として身体の構造や機能に関する理解を基礎にして、

健康の維持・増進のための身体の動きを学び、また、健康・予防医学に関する

学修を行うスポーツと身体活動を通じた健康づくりの意義を学ぶ。 

 

（２）スポーツ科学コース 

スポーツ科学の学修では、スポーツ医科学に基づくスポーツ競技力・体力の

向上のためのトレーニング方法の理論と技能を学び、生涯スポーツに繋がる運

動習慣を身に付ける方法を学ぶ。 

 

【歯学部】 

歯学部は、平成13(2000)年3月に文部科学省の医学・歯学教育の在り方に関す

る調査研究協力者会議が提示した「準備教育モデル・コア・カリキュラム」及び

「歯学教育モデル・コア・カリキュラム」（平成20(2007)年度、平成23(2010)年

度改定）に基づき、学生が履修すべき必要不可欠な教育内容ガイドラインを骨子

として、授業科目の区分を基礎教育系、専門教育系に2分し、次のとおり教育課

程を編成している。また、歯科医学の主となる科目や自然科学に関する科目では、
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これを講義と実習に分け、講義で得た理論・知識について、実習を通じて確認、

実践することで、効率よく修得することを目指している。履修すべき科目はすべ

て必修としており、6年一貫教育の中で学生が段階を追ってバランス良く、かつ

系統的に履修できるよう教育課程を編成し、授業科目を開設している。 

 

①基礎教育系では、人間科学と歯科医療基礎科学に区分し、幅広い知識と豊か

な教養、歯科医師として必要な倫理観や人間性・国際性を身に付けるための

授業科目と、歯科医学の基礎となる自然科学の理解を深めるための授業科目

を開設している。 

②専門教育系では、歯科医学の全体像と患者中心の歯科医療の基本について学

ぶ「基礎歯科学」、歯科医学の基本となる人体や口の構造・機能等について理

解する「口腔生命科学」、歯科材料について学ぶ「口腔生体材料学」、病気の

発生メカニズムや薬剤の効能について理解する「口腔疾患病態学」、検査・診

断・治療・予後について学ぶため、病気の状態、治療方法等に基づき区分し

た「硬組織疾患・機能回復学」「口腔疾患治療学」「発育・加齢・障害者治療

学」に関する授業科目を置くとともに、社会と歯学の関わりについて学ぶ「社

会口腔保健学」、全身管理の中の歯学を実践的に学ぶ「総合医科学」に加え、

平成26(2014)年度に文部科学省の歯学教育の改善・充実に関する調査研究協

力者会議による提言・要望に基づく超高齢社会における多様な歯科医療ニー

ズや地域医療に対応できる歯科医師養成の必要性から、訪問歯科診療や摂食

嚥下リハビリテーション等の診療の基礎について学ぶ「地域歯科医療学」を

開設し、1～4学年を通じて系統的に学修する統合型スパイラル科目を配置し

ている。また、実際に病院等、臨床の場で、診療参加型による自験を重視し

た歯科医療の実践やインフォームドコンセント、チーム医療等について総合

的に学ぶ「臨床実習」等の授業科目を開設している。 

 

【法学研究科】 

法学研究科は、授業科目の区分を専攻科目、演習科目、課題研究科目、総合科

目、特別科目、関連科目に分け、実用法学を重視した教育課程を体系的に編成し

ている。また、学生の目的に応じた個別指導を徹底するため、主専攻に対応する

講義科目及び演習科目（研究指導）並びにその他必要な講義科目を開設している。 

 

【経営学研究科】 

経営学研究科は、授業科目の区分を基本科目群、基礎科目群、応用科目群、プ

ロジェクト研究指導科目群及び個別研究指導科目群に分け、教育課程を編成して

いる。 

①基本科目群は、3 科目開講する。 

②基礎科目群は、経営学の広範な内容をカバーするために 13 科目開講する。

13 科目中、関連する専攻分野と深く関連する 3 科目を選択必修として履修す

る必要がある。3 科目を超えて履修した場合は、選択科目として扱う。 
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③応用科目群は、教員の専門分野と地域社会への貢献を考慮し、経営情報シス

テム特論等の 12 科目を開講する。さらに、最新の研究成果等を修得するた

めの特殊講義 2 科目を加え、計 14 科目とする。応用科目群はすべて選択で

あるが、履修に際しては指導教員と相談の上必要なものを選択する。 

④研究指導を円滑に進めるために、プロジェクト研究に関連する演習科目ある

いは個別研究指導のための演習科目をそれぞれ 4 科目開講する。これらの演

習科目は、専攻分野（プロジェクト研究に関する専攻か専門研究に関する専

攻のどちらか）に応じて履修することになる。 

プロジェクト研究に関連する専攻分野を選択した者は、プロジェクト研究を

4 科目、専門研究に関連する専攻分野を選択した者は、演習科目 4 科目を必

修科目として履修しなければならない。 

 

【歯学研究科】 

大学院生の多くが臨床歯科医学に関する知識・技術・技能に直結した「高度口

腔医療科学」コースを専攻するが、その際にも「口腔生命科学」から副担当科目

を選択し、口腔生命科学を踏まえた独創的研究に繋がる指導を行っている。それ

ぞれのコースには、主専攻科目と副専攻科目を設け、歯科医学の知識と臨床技術・

技能、独創的研究について進路目的に合わせて履修できるよう編成している。 

 

3-2-④ 教養教育の実施 

本大学における教養教育は、建学の精神に基づき、人間形成のための重要な教育

と位置づけており、法学部と経営学部では共通教育科目の中に、保健医療学部は教

養基礎科目の中に、歯学部は基礎教育系科目の中に「人間科学」「歯科医療基礎科学」

の二つに区分を設け、必要な科目を配置している。 

また、全学共通の教養科目として、1 年次生を対象に「建学の精神と社会生活」

を開講し、学長や副学長から本大学の建学の精神や沿革について講義した後、フィ

ールドワークや専門家による講義を交えて授業を展開し、初年次の学生に対してモ

チベーションの向上を図っている。 

教養教育担当教員は、いずれかの学部に所属しており、教育課程編成に当たって

は、各学部の教務学生委員会、教授会で審議することとしている。教養教育科目を

担当する教員は所属学部に限らず他学部の教養教育科目も担当し、全学的に教養教

育を適切に実施している。歯学部における歯科医療基礎科学の担当教員は、歯学部

講座内に所属し、基礎歯学分野と臨床歯学分野との連携を図っている。 

本大学では、教養教育の重要性を認識し、本大学における教養教育を学部専門教

育との連携のもとに実施するため、全学的な組織である朝日大学教養教育委員会を

設置している。教養教育委員会は、各学部の教務学生委員長及び教養教育担当の専

任教員により、教養教育に関する学部間の調整、教養教育担当教員の研究成果の発

表に関すること、各学部の教養教育の状況の点検・評価に関すること等を協議し、

学部間での教員の負担や時間割等の調整を図っている。また、英語教育に関しては

全学的な組織として英語教育センターが担当している。一方、教養教育に関し質の
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高い授業を実現するための授業内容･方法等の改善及び教養教育の責任ある実施体

制を確立する為の調査検討は教養教育開発室が担っており、その具体的な成果とし

て、前述した英語教育センターの設立が挙げられる。 

 

3-2-⑤ 教授方法の工夫・開発と効果的な実施 

アクティブ･ラーニングなどの授業内容･方法の工夫については、各学部の教務学

生委員会やカリキュラム検討委員会、FD 委員会などを中心にそれぞれの学部・学

科の特性に合った検討のうえ実施している。特に、アクティブ･ラーニングについて

は、教職課程センターが中心となって高大連携･接続によるアクティブ･ラーニング

研究会を開催している。また、図書館にはアクティブ･ラーニングの環境を整えてお

り、多くの授業で活用している。 

教授方法の改善を進めるために、授業担当者は、全学組織である FD 活動推進委

員会が中心となって実施している授業改善アンケートの結果を省察し、各科目の授

業改善につなげている。この活動については、学期ごとに組織的に実施している。 

 

【法学部】 

社会情勢の変化に対応し得る法的思考能力と判断力を備えた人材を養成するた

め、専門教育の核となる演習（ゼミ）を通じた少人数教育を導入している。演習

科目の内容や方法は、原則として判例や事例あるいは毎回与えられるテーマを素

材として、学生が単独又は共同で報告し、あるいは、教員が問題提起して、質疑

応答、討議といった参加型の運営を行っている。さらに、裁判所・刑務所・警察

本部・地方検察庁・少年院等に出かけ、実際の法の執行現場に接し、また、本大

学の模擬法廷において模擬裁判や模擬調停を試みる体験型の教育を行っている。 

講義科目は、双方向性授業を取り入れたり、プレゼンテーションソフトやビデ

オを使用したり、レジュメの活用や小テストを行う等、教育効果を引き上げるた

めの様々な方法を採っている。 

ボランティア活動等を中心とした「社会実習」、企業でのインターンシップを中

心とした「産業実習」等により、社会との接触による自己啓発を兼ねた各種の実

践的教育を行っている。 

 

【経営学部】 

社会情勢の変化に対応し得る経営能力、情報活用能力、企画・実践能力を備え

た人材を養成するため、専門教育の核となる演習については、少人数教育を導入

している。 

特に 1 年次に履修する「基礎演習」にあっては、少人数教育のメリットを活か

して、大学生として主体的に講義に取り組む際に必要となる能力を養成しつつ、

2 年次以降に自らがコミットする学びの領域を決定させている。すなわち、「基礎

演習Ⅰ」では、社会的技量習得の基礎となる少人数でのコミュニケーションを理

解し、知識の基礎的な批判的修得方法を学ぶとともに、教員の助言とモデル時間

割（カリキュラムマップ）を参考に 2 年次以降に自らがコミットする学びの領域
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に関する学修計画と目標を考えて履修計画を立てることとしている。そして、「基

礎演習Ⅱ」では、学生が自らコミットする専門的な知識を身に付けるための助言

と学びの領域の選択方法に関する説明を行い、これらを通じて学生が設置されて

いる学びの領域の特徴と専門演習担当教員の専門領域について理解し、将来進む

べき専門領域を決定できるように工夫している。なお、平成 26(2014)年度入学生

からは、基礎演習と専門演習の一貫した指導を可能とするため、担当教員が学生

の指導状況を適宜記録した学生カルテを作成し、引き継ぐこととしている。 

一方、講義では、ICT を活用した教材を使用し、Moodle による講義資料配布

や参考文献の提示などを活用し、学生の自学自修を後押ししている。さらに、グ

ループ学修により学生同士による議論を促し、フィールドワークなど教育効果を

引き上げるための様々な方法を採っている。また、一部の授業科目においては、

外部からの専門家の招へい、企業や商店街等の見学、地域活性化の支援、大学祭

の模擬店出店、市場調査、商品開発・販売など、体験型の教育を行っている。 

 

【保健医療学部看護学科】 

初年次教育として 1 年次前学期に「建学の精神と社会生活」を配置し、建学の

精神と専門職としての姿勢や心構え、大学での学び方等について教育を行ってい

る。1 年次後学期には、健康に関連する課題を見つけ探究する姿勢を育成するた

めに「基礎ゼミナール」を配置し、10 人程度の少人数で教育を行っている。また、

早期に看護の対象となる健康問題を有する人の療養生活と環境を知ることで、学

修意欲を高め自己研鑽に繋がる姿勢を身に付けるため、1 年次前学期に病院で行

う実習科目「基礎看護学実習Ⅰ（看護の場と対象）」を配置している。授業内容・

方法の工夫として、アクティブ・ラーニングを取り入れ、学生が主体的に課題を

見出し判断できる能力を育成している。また、オープンソースの学習支援システ

ムを活用し、学生が主体的に学ぶ環境を提供している。看護学演習については、

1 学年を 2 クラスに分けて授業を行うことで教育効果を上げるとともに、マルチ

メディア装置を設置し、視聴覚教材の有効活用により教育効果の向上を図っている。 

各授業の終了時には、学生が当該授業に対して感じたことや修得内容等を記入

するリアクションペーパーの活用等、教育効果を引き上げるための様々な方法を

取っている。 

 

【保健医療学部健康スポーツ科学科】 

講義系の授業では、教員から学生への一方向型授業が多くなりがちであること

から、アクティブ・ラーニングを意識した教授方法の工夫・開発を進めている。

これにより、講義室で教員と学生のコミュニケーションが取れて、学生の主体的・ 

能動的な授業への参加が実現している。さらに、実務経験のある教員がその実務

経験を十分に活かした授業を展開することにより、より実践的な教育課程への改

善に努めている。 

 

 



朝日大学 

71 

【歯学部】 

高い倫理観と豊かな人間性、国際性を兼ね備えた歯科医師を養成するため、入

学時から地域歯科診療所や病院での体験実習を行うアーリーエクスポージャーに

よる歯科医師への動機付け教育の充実、少人数グループを中心としたチュートリ

アルによるコミュニケーシュン能力の育成等に取り組んでいる。 

英語、英会話では、外国人講師による授業や、歯学、医学の専門用語を修得さ

せることにも配慮している。また、歯科医学の専門知識及び高度な医療技術を修

得させるため、スライド、プレゼンテーションソフト等による写真提示等を積極

的に取り入れるとともに、教員からの一方向授業だけではなく、課題等に対し学

生自らが考え、学生相互のグループディスカッションにより解決策を探る問題解

決型学習(PBL:Problem Based Learning)やチーム基盤型学習(TBL:Team-Based 

Learning)を導入、そして自己の振り返りによる評価のために学修ポートフォリ

オを活用する等している。 

さらに、5学年から始まる臨床実習では、Student dentist導入による学生意識

の向上と患者への周知、診療型から臨床参加型（クリニカル・クラークシップ）

への転換を行うとともに、臨床実習時間を増やしている。 

平成25(2013)年度から実習時間を約1,100時間から約2,000時間へ拡大し、さら

に平成26(2014)年度では約2,100時間とした。平成28(2016)年度にカリキュラム

改定を実施し、臨床実習及び4学年開講科目における教育内容の再配分を行うこ

とで臨床実習時間を見直し、令和2(2020)年度は1,800時間としている。また、平

成27(2015)年度から、臨床実習学生をこれまで3グループ編成としていたものを、

一口腔単位での実習をより重視する観点から2グループ編成に変更し、1人の患者

に対する実習期間を長く確保することで、初診から治療内容、予後まで一貫した

実習を可能とする等、さらなる充実を図っている。 

その他、アドバンス的学修を目指すために、短期海外学生研修制度の導入、課

外セミナーの実施、また、学修支援のために、オープンソースのeラーニングプラ

ットフォームであるMoodleの活用や、独自に開発したSTS(Syllabus Testing 

System)を導入し、予めシラバスに記載している各講義回の講義内容について、

関連する項目から抽出した20～30 題の問題を学生が授業中に通信機器を使用し

て解答し、リアルタイムで採点結果を学生にフィードバックする教育を実施して

いる。 

 

【法学研究科】 

教育目的を達成するために、各授業科目において、徹底した個別指導を行って

いる。また、教員で構成する判例研究会にも積極的に学生を参加させ、こうした

場を通じて実用法学の深化、応用を図るための個別指導を行っている。 

 

【経営学研究科】 

カリキュラム改正に伴い、地域社会との連携を取る科目を大幅に増やしている。

そのため、地域社会を教育・研究フィールドとするフィールドワーク等のアクテ
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ィブ・ラーニングに基づく教授法を積極的に推進している。プロジェクト研究と

して、「グローバルロジスティクス」「観光地域経営」「ソーシャルデザイン」を組

織化している。「観光地域経営」においては、地域の自治体と連携し、地域の姿を

見据えた施策・運営を研究している。「グローバルロジスティックス」においては、

地域の企業、関連団体、政府の関係部署、大学院教員等による研究会を開催し、

そこでアンケートやインタビュー調査の実施や、関係する研究テーマを持つ大学

院生による発表等を実践している。「ソーシャルデザイン」では地域の企業と連携

して、観光に頼らない自立した地域運営の方策を研究し、産学のコンソーシアム

を推進している。 

 

【歯学研究科】 

歯学研究科は、「口腔生命科学」及び「高度口腔医療科学」の 2 コースを設定

し、学生の将来の目標に向けた系統的な教育課程を編成している。 

歯学研究科生は、一般的に臨床に直結した「高度口腔医療科学」コースを専攻

することが多い。しかし、その際も「口腔生命科学」の中から副担当科目を選択

させており、その結果、歯科医学の知識臨床技術・技能のみでなく、口腔生命科

学を踏まえた独創的研究に繋がっていると評価できる。 

 

（2）3－2の改善・向上方策（将来計画） 

全学的な教養教育に関し、英語教育については既に英語教育センターを設立して、

より具体的な対応を進めており、現在は日本語教育に関する全学的な取組みについて

検討している。将来的には、数理・データサイエンスに関する取組みについても検討

を行っていく。 

 

【法学部】 

今後は、教育目的に沿って単位制度の実質化に向けた取組みが確実に行われ、効

果を挙げているかを検証するとともに、変化し続ける社会環境を見すえ、人材養成

の目的、教育研究上の目的に十分に即しているか、不断の点検・改善を行っていく。 

 

【経営学部】 

基礎演習については、すべて同じ時限に開講しており、担当教員別の個別授業と、

1 年生の全員が集合してアクティブに学ぶ合同授業で構成している。このため、平

成 26(2014)年度から基礎演習担当教員を対象に基礎演習連絡会を授業期間中に週 1

回開催してきたが、平成 28(2016)年度からは経営学部教員全体の共通認識醸成のた

め、全員が参加する形で教員連絡会を開催している。また、平成 26(2014)年度から

は、入学前に入学生面談と、日本語、英語、数学及び情報に関する学力のアセスメ

ント調査を実施、令和元(2019)年度からは、入学前課題として読書レポートを課し、

その分析結果を教員に還元することにより、各教員に対し学生指導への工夫を促し

ている。 

今後は、これらの学部独自の方策について、質的な内容の充実を図っていく。 
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【保健医療学部看護学科】 

本学科は、平成 29(2017)年 10 月 31 日に文部科学省から看護学教育モデル・コア・

カリキュラムが示されたことに伴い、平成 31(2019)年 4 月に新カリキュラム（現行

カリキュラム）に改正した。 

保健師助産師看護師学校養成所指定規則が令和 3(2021)年 4 月 1 日（令和 4(2022)

年度の入学生から新カリキュラムの適用）付けで改正されることに伴い、カリキュ

ラムの見直しについて看護学科カリキュラム検討・運営委員会を中心に審議を進め

ている状況である。保健師助産師看護師学校養成所指定規則の改正の趣旨に則り、

教育課程全体の点検・評価を実施しカリキュラムを策定する。 

本学科では、設置計画に基づく教育課程により教育を実施しているが、教育内容・

方法等については、社会環境の変化等に応じたものとなるよう点検・評価を行い、

改善を進めていくこととしている。 

 

  【保健医療学部健康スポーツ科学科】 

本学科は令和 2(2020)年度に完成年度を迎え、現行カリキュラムの問題点等を整

理し、令和 3(2021)年度入学生から対象となる新カリキュラムを立ち上げている。 

教育課程全体の点検・評価を実施し、社会に求められる人材を育成するため、教

育研究上の目的に則しているか見直しを行い、引き続き改善・向上に努めていく。 

 

  【歯学部】 

現行の教育課程は2つあり、平成28(2016)年度から及び令和2(2020)年度から運用

しているものとなっている。歯科医師国家試験の高合格率を目指し、教育課程全体

の点検・評価を実施し、変化しつづける社会環境に応じて、人材養成の目的、教育

研究上の目的に十分即しているか見直しを行い、改善・向上に努めている。 

 

【法学研究科】 

開講科目が所定の効果を挙げているのかを検証するとともに、社会的な要請を考

慮しつつ、ディプロマ・ポリシーの達成に十分即しているか、不断の点検・改善を

行っていく。 

 

【経営学研究科】 

産官との連携協定に基づくプロジェクト研究に大学院生が参加することは教育的

効果が高い。プロジェクト研究をさらに活発化させ、大学院生の参加による教育の

充実に努める。 

 

【歯学研究科】 

令和2(2020)年度の「歯科医学研究の基礎Ⅰ」及び「歯科医学研究の基礎Ⅱ」の講

義においては、対面講義と遠隔講義によるハイブリッド講義を実施した。遠隔講義

は、いつでも視聴可能であり、特に社会人大学院生に利点が大きい。このため今後

もオンデマンド配信を含めたカリキュラムの改善と環境整備に努めていく。 



朝日大学 

74 

3－3．学修成果の点検・評価 

3-3-① 三つのポリシーを踏まえた学修成果の点検・評価方法の確立とその運用 

3-3-② 教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての学修成果の点検・評価結果の 

フィードバック 

（1）3－3の事実の説明及び自己評価 

3-3-① 三つのポリシーを踏まえた学修成果の点検・評価方法の確立とその運用 

本大学は、令和元(2019)年度に「朝日大学アセスメントポリシー」を定めた。ア

セスメントポリシーは、各学部・学科において別に定めるディプロマ・ポリシー、

カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシーの三つのポリシーに基づき、

本大学全体レベル、学部・学科レベル、科目レベルの 3 段階で、学生の学修成果の

評価を行うこととしている。 

また、教育目的の達成状況は、学生の修学状況、学生アンケート等により点検・

評価している。 

学生の学修状況を含んだ総括的な調査としては、年 2 回、授業改善のためのアン

ケートを実施し、それを授業改善のためのアンケート調査結果分析報告書として取

りまとめ、全学の FD 活動推進委員会及び各学部の FD 委員会において点検・評価

している。 

学生の意識調査は、学生部において全学生に対して実施しており、その結果を分

析・評価し、学生指導のために学内各部署に報告している。また、IR 推進本部が実

施している卒業時アンケートにおいて、令和元(2019)年度の調査から、成長実感の

項目を設けている。各学部・学科卒業生の 85～90%の学生から、卒業時に大いに

あるいはある程度の達成感・満足感を有しているとの回答を得ている。 

法学部及び経営学部では、資格取得の状況について、学部の特性に基づく種々の

資格試験を選定し、カリキュラム検討・運営委員会において、資格の難易度、適格

性等について、点検・評価している。企業等におけるインターンシップについては、

派遣先企業から朝日大学インターンシップ実習評価表を介して学生の評価を得てお

り、就職支援委員会、教務学生委員会において点検・評価している。 

保健医療学部看護学科では、シラバスにおいて、ディプロマ・ポリシーによる観

点別評価を明示し、各授業科目の到達目標を明らかにしている。これを学期ごとに

行われる学生による授業改善アンケート、その結果に対する教員による自己評価と

次年度の取組みについて教員が回答することによって、教育目標の達成状況の点検、

評価を行っているほか、リアクションペーパーに基づき、授業担当教員が授業にお

ける課題等を自ら点検している。 

また、IR推進本部が実施する、入学時・卒業時アンケート、授業理解度調査等の

実施・分析結果は、看護学科内で情報共有し、教員間で相互点検を行っており、そ

の結果から明らかになった課題については、改善・対応方法について、教務学生委

員会やFD委員会等で検討する仕組みとなっている。 

なお、看護師国家試験及び保健師国家試験の合格に向けた対策については、国家

試験対策委員会と教務学生委員会が中心となって、国家試験対策の計画、立案、実

施及び点検等を行っている。具体的には、外部模擬試験等の結果から教育成果の到
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達度を点検・評価しているほか、国家試験の受験結果を分析し、その結果に基づい

て次年度に向けた講義内容の検証、教育内容・方法及び学修指導等の改善に努めて

いる。 

保健医療学部健康スポーツ科学科では、本学科が推奨する資格（レクリエーショ

ン・インストラクター、初級障がい者スポーツ指導員、コーチングアシスタント）

の取得状況及び教員採用試験の進捗状況等について、学科会議の場で適時報告し、

教育目的の達成状況の点検・評価の一助としている。さらに、企業等におけるイン

ターンシップについて、派遣先企業から朝日大学インターンシップ実習評価表を介

して学生の評価を得て、その後の指導に活かしている。加えて、就職支援委員が中

心となり、日常的な指導教員との連携による報告等により就職状況の把握に努めて

いる。 

 歯学部においては、学部の特性から、以下のとおり外部試験やアンケート等をお

行い、学修成果を点検・評価している。 

 

（１）共用試験の実施 

臨床実習前における学力判定試験として、4学年の学年末に全国の国公私

立大学歯学部・歯科大学共通で実施する共用試験CBT(Computer Based 

Testing)及びOSCE(Objective Structured Clinical Examination)を受験する

こととしており、これらを進級要件に組み入れている。 

 

（２）授業アンケート（6学年） 

6学年の「総合歯科医学Ⅱ」科目では、講義内容を大きく四つの区分（期

間）に分けて実施しており、適宜授業に関するアンケートを実施、集計結果

をフィードバックしており、学修成果の把握に努めている。 

 

（３）外部模擬試験の実施 

6学年では、外部模擬試験を積極的に取り入れ、その結果から教育成果の

到達度を客観的に点検・評価している。（DES・全国統一模擬試験、麻布デ

ンタルアカデミー・全国公開模擬試験） 

 

（４）6学年教育関係アンケート 

教育効果の把握、学修成果の検証を行うために、卒業予定者に対して、6

年間の学修状況アンケートを実施している。アンケートの集計結果、分析を

通じて、教育の点検、質の向上に努めている。 

 

（５）歯科医師国家試験結果分析 

歯学部における学修成果は、歯科医師国家試験の結果に明確に反映される

ことから、結果の分析、学内試験、講義内容の検証等、教育内容・方法及び

学修指導等の改善に努めている。 
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【法学研究科】 

2年次に、学位論文の本格的な執筆に際し、研究概要を公開の研究発表会にお

いて発表し、質疑応答、指導教員からの論評を行う。これは、自らの研究を研究

科担当教員、同学年や下級学年の大学院生に向けて発表することで、研究者とし

ての基本姿勢を養うとともに、論文作成に向けてさらに意識を高めることを目的

としている。また、学位論文については、提出前に剽窃チェックソフトを通すこ

とで、不正行為を防止するとともに、研究倫理への注意喚起を行っている。 

 

【経営学研究科】 

1年次修了時提出の研究計画書により、すべての教員が大学院生の研究進捗状

況を把握しており、主査と副査を選出し、2年次における研究指導体制をとって

いる。2年次後半では、公開の口頭発表会を開催し、修士論文の精緻化を目指し

ている。学位論文審査では、剽窃チェックソフトを活用することにより、研究不

正を防いでいる。 

 

【歯学研究科】 

1～2年修了時に研究プロジェクト成果報告書により、研究進捗状況を点検して

いる。各指導教員は、大学院生の研究の進捗状況を把握し、大学院生に研究成果

を専門学会等において発表させることで、研究者マインドの育成と研究者間の相

互交流の促進に努めている。4年次では、学位論文の内容について大学院歯学研

究科発表会において発表し、質疑応答を行って発表内容を評価している。学位論

文の提出時に剽窃チェックソフトを用いて不正行為を防止するとともに、予備審

査を行い、必要に応じて内容の修正を指導するなど、学位論文の質の担保を行っ

ている。 

修了時にアンケート調査を実施し、学位論文への満足度、研究継続の意欲、臨

床技能・知識の向上、総合的な成長実感等の質問項目を設け、大学院生の学修成

果を点検・評価している。 

 

3-3-② 教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての学修成果の点検・評価 

結果のフィードバック 

毎学期の授業期間の最後に実施している授業改善のためのアンケートの結果を年

度ごとに授業改善のためのアンケート調査分析結果報告書として取りまとめ、全教

員へ配付し、これを参考に授業方法等の改善を促している。また、個別の授業に関

する詳細なアンケート結果については、当該学期末に担当教員にフィードバックし

ており、次学期の授業改善に役立てている。また、外部客観テスト（PROG(Progress 

Report on Generic Skills)、英検 IBA(Institution Based Assessment)）を導入し、

複数年度での実施結果を集計し、結果を点検して学科内で教育改善に活かしている。 

 

   【法学部・経営学部】 

キャリア形成Ⅰ・Ⅱの授業を通じて、学生が身に付けるべき社会的技量に関し
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て、毎年の重点目標を学生が自ら定め、翌年度振り返るという仕組みを構築して

いる。また、この結果を指導教員等にフィードバックし、今後の学生指導に活か

す仕組みも作っている。 

専門演習の成果、問題点等については、毎年度末に各担当教員からカリキュラ

ム検討・運営委員会へ報告書にまとめて提出している。ここで、課題等を点検・

検討し、次年度以降の授業改善に役立てている。加えて、基礎演習及び専門演習

の担当教員が保管する学生カルテにおける学生動向の記録を参照し、学修指導の質

の向上を図っている。 

 

【保健医療学部看護学科】 

シラバスの中でディプロマ・ポリシーによる観点別評価を明示し、各授業科目

の到達目標を明らかにしている。これを学期ごとに行われる学生による「授業改

善アンケート」、その結果に対する教員による自己評価と次年度の取組みについて

教員が回答することによって、教育目標の達成状況の点検、評価を行っているほ

か、各授業科目の毎時間の終了時に、学生が当該授業に対して感じたこと等を記

入したリアクションペーパーに基づき、授業担当教員が授業における課題等を自

ら点検している。 

 

  【保健医療学部健康スポーツ科学科】 

各授業科目における単位修得状況や GP(Grade point)の分布等を学科会議等で

検証し取りまとめている。GP の低い科目については、授業方法等の見直しを検

討、高すぎる科目についても、授業内容が易しすぎないかを見直すなど、授業の

改善に用いている。 

 

【歯学部】 

FD 活動の一環として、すべての授業について授業評価アンケートを実施して

おり、授業、実習等の内容や進め方について学生の声、感想を収集して授業方法、

教育環境などの改善に努めている。また、6学年の「総合歯科医学Ⅱ」科目にお

いて適宜実施している外部模擬試験等の結果についても、すべて教授会に報告し

ており、点検・評価・改善に役立てている。 

歯科医師国家試験終了後においては、授業担当教員による国家試験問題検討及

びヒアリング調査を実施しており、講義内容等を検証し、教育内容・方法及び学

修指導等の改善に努めている。 

 

【法学研究科】 

  学生が履修したすべての授業科目について、学期の終わりにアンケートを実施

し、アンケートの評価や意見等は、必要に応じて授業担当教員にフィードバック

し、講義内容の改善に取り組んでいる。開講科目の適切性については、研究科運

営委員会で検討を行い、社会的要請に応えられるよう改善に向けて取り組んでい

る。 



朝日大学 

78 

   【経営学研究科】 

受講生が提出した授業評価アンケートを授業担当者へフィードバックしている。

それを踏まえた授業担当者提出の対応方策により、教育内容・方法、学修指導等

の改善に努めている。 

 

   【歯学研究科】 

授業評価アンケートの全評価票を授業担当者へフィードバックしており、教育

内容・方法、学修指導等の改善に向けて取り組んでいる。 

 

（2）3－3の改善・向上方策（将来計画） 

【法学部】 

IR 推進本部と連携しつつ、引き続き学部教育に関するデータの収集・分析作業を

通じて、個々の教員の授業改善についての PDCA サイクルの状況を検証するととも

に、学部全体の授業運営が三つのポリシーと整合しているかを確認していく。カリ

キュラムの適切性については、アンケートをふまえて、教務学生委員会で検討を行

っていく。 

 

【経営学部】 

授業改善のためのアンケート調査の結果を受けて、各教員が実施した授業の効果

や課題を振り返り、翌期の授業改善をどのように進めていくかの報告書を提出して

いるが、この報告書を、カリキュラム検討・運営委員会、FD 委員会などで精査し、

個々の教員の授業改善についての PDCA サイクルの状況を引き続き検証していく

ことにより、さらなる授業改善を目指していく。 

また、学生からの授業全般への要望について、これを FD 委員会がとりまとめ、

連絡勉強会等を通じて情報の共有を図ることとする。 

 

  【保健医療学部】 

IR推進本部との連携により、学修に係るデータを収集・分析・可視化し、三つの

ポリシーとの整合性を検証していくことで、より一層高い学修指導に活かしていく。 

 

  【歯学部】 

引き続き、歯科医師国家試験の結果から学修成果の点検・評価・改善を行い、教

育力向上に努めていく。また、アンケート調査により、学生からの評価・要望を積

極的に反映するための諸方策を検討していく。 

 

  【法学研究科】【経営学研究科】【歯学研究科】 

引き続き、授業アンケートの結果をフィードバックし、授業担当者による対応方

策を検証し、必要な改善策について運営委員会、研究科委員会において検討してい

くことで、教育内容・方法の改善に努めていく。また、研究の進捗状況の確認、点

検評価を実施し、必要な改善、向上策を講じる。 
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［基準 3 の自己評価］ 

 本大学では、各学部・学科及び研究科において、教育目的を踏まえてディプロマ・ポ

リシー、カリキュラム・ポリシーを策定・周知し、単位認定基準、進級基準、卒業認定

基準等を定めて、厳正な適用に務めている。 

 学修成果の点検・評価については、三つのポリシーを踏まえた学修成果の点検・評価

が行われ、その結果が教育内容や方法に活かされるようにフィードバックしている。 

以上のことから、基準 3「教育課程」を満たしていると判断する。 
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基準 4．教員・職員  

4－1．教学マネジメントの機能性 

4-1-① 大学の意思決定と教学マネジメントにおける学長の適切なリーダーシップの 

確立・発揮 

4-1-② 権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した教学マネジメントの構築 

4-1-③ 職員の配置と役割の明確化などによる教学マネジメントの機能性 

（1）4－1の事実の説明及び自己評価 

4-1-① 大学の意思決定と教学マネジメントにおける学長の適切なリーダーシッ

プの確立・発揮 

学長の職務については、朝日大学学長等選任規程第 2 条第 2 項において「本学の

教育、研究についての校務をつかさどり、所属職員を統督する。」と規定し、これに

基づき学長の権限として、学則において入学、転学、転学部・転学科、留学、休学、

復学、退学、単位の授与、進級、卒業、学位の授与、除籍、復籍、表彰及び懲戒等

について学長が決定すると明確に規定している。 

全学的な教学に関する事項に関しては、学長は各学部教授会の意見を聴くほか、

全学の所属長で構成する総合協議会を開催し、学内の様々な意見を聴いた上、大学

の使命・目的を勘案しながら、諸事項についての決定を下し、業務執行にあたって

いる。また、学長は次の全学委員会において議長（又は委員長）を務め、各委員の

意見を聴きながら様々な案件について決定し、具体的かつ迅速な指示を各部署に出

している。また、学長は各学部教授会に必要に応じて出席し、審議事項に関し説明、

陳述を行っている。 

 

（学長が議長を務める全学委員会） 

朝日大学総合協議会 

朝日大学入試センター運営委員会 

朝日大学国際交流委員会 

朝日大学海外・国内研修員推薦委員会 

朝日大学内部質保証推進委員会 

朝日大学大学院委員会 

朝日大学地域社会連携センター運営委員会 

朝日大学研究不正防止委員会 

 

学長を補佐する体制として、朝日大学学長等選任規程第 2 条の 2 の規定に基づき

副学長 3 人を置いている。副学長の職務は、「学長を補佐し、命を受けて校務をつ

かさどる。」と規定し、それぞれ学長の指示に基づいて業務を分担している。 

学長がリーダーシップを発揮し業務執行を進めていく上で必要な企画や学内の意

見調整を行うため、学長、副学長及び事務局長で構成する学長企画会議を設置して

いる。学長は、教学に関する諸課題について副学長、事務局長から意見を聴いて、

業務執行に活かしている。当会議には必要に応じて学部長等を出席させ意見を聴い
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ている。 

 

4-1-② 権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した教学マネジメントの構築 

学長の補佐体制として 3 人の副学長を置いている。3 人の副学長は、それぞれ全

学の委員会等の委員長を担当し、その職務分掌については、学長の命により定めて

いる。 

学部長等（学部長、教職課程センター長、留学生別科長及び研究科長）は、朝日

大学学部長等職務規程（以下「学部長等職務規程」という。）第 2 条により、「学部

長等は、学長の命により、その担当する学部等における次の各号に掲げる業務を責

任をもって遂行し、学部等の教育職員を統括し、学部等の円滑な運営と発展を図る

ことを職務とする。」としている。その具体的な業務は、教育、研究、社会貢献、地

域交流・国際交流、学生の課外活動・生活指導、FD、教育職員の評価、教育職員の

採用及び昇任についての意見具申、医療についての教育・実習に関すること（保健

医療学部長及び歯学部長に限る。）、看護師・保健師国家試験（保健医療学部長に限

る。）及び歯科医師国家試験に関すること（歯学部長に限る。）等を掲げている。ま

た、学部長等職務規程第 3 条により、「学部長等は、前条の職務を遂行するため、

次の事項を行う権限を有するものとし、これを忠実に行使しなければならない。」と

し、その具体的な権限事項として、教授会運営、教育職員の教育・研究の方法等の

調査・検討、第 2 条に定める業務についての教育職員への実行・指示、教学及び管

理・運営上の重要事項についての学長への報告等を掲げている。さらに、学部長等

職務規程第 4 条第 1 項により、「学部長は、副学部長及び学科長に対し、学科に関

する事項について補佐させるものとする。」とし、同条第 2 項では、「学部長等は教

育職員に対し、特定の事項について権限の行使を委任し、又は補助執行させること

ができる。」としている。 

学長と教授会との関係については、平成 27(2015)年 4 月に施行された改正学校教

育法に基づき、学長は教授会の意見を聴いて意思決定を行うことを明確にするため、

各学部教授会規程（審議事項）において「教授会は、学長が（各）学部に係る次の

各号に掲げる事項（第 1 号 学生の入学及び卒業に関する事項、第 2 号 学位の授

与に関する事項、第 3 号 前 2 号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事

項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定める事項）について決

定を行うに当たり審議し、意見を述べるものとする。」と規定している。また、学長

が意見を聴く事項については、「学長裁定」として理事会が関与することなく、学長

自らが定めており、これを各学部教授会に周知している。加えて、学長は教授会に

出席し、審議事項に関し、説明、陳述することができると規定しており、教授会と

の意思疎通を図る体制を構築している。 

このようなことから、学長並びに学長を補佐する副学長及び学部長等において、

権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した教学マネジメントを構築しており、適

切に機能していると判断する。 
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4-1-③ 職員の配置と役割の明確化などによる教学マネジメントの機能性 

本法人の事務組織及び事務分掌に関しては、学校法人朝日大学の事務組織及び事

務分掌に関する規程を定め、事務組織は事務局、法人本部及び内部監査室によって

構成すると規定し、各部署が果たす役割を明確にしている。 

事務局は、総務部（総務課、経理課、施設環境管理室）、入試広報部（入試広報課）、

歯学部事務部（歯学部事務課、医科歯科医療センター事務課）、学事第一部（学事一

課）、学事第二部（学事二課、図書館事務課）、就職支援部（就職支援課）、病院事務

部（管理課、医事一課、医事二課）で組織し、各課の業務内容を勘案し、必要な人

員を配置している。また、業務遂行を円滑かつ効率的に進めるため、事務局長をト

ップに、各部には部長及び課長を置いている。 

各室部の事務職員は、大学の使命・目的を果たすべく、また重点施策の効率的な

執行のため適材適所となるよう配置している。 

また、各部署間の情報共有及び業務連絡等が効率的に行えるように、事務局長、

部長、課長で構成する課長会を原則毎月 1 回開催している。 

職員の採用・昇任については、学校法人朝日大学職員の採用及び異動の手続に関

する規程に基づき行っている。採用は、学内外から広く優秀な人材を得るため、ハ

ローワークやインターネット等を利用した公募を原則としている。書類選考に合格

した応募者に対しては、筆記試験のほかに面接を行い、必要に応じ役員面接を行う

等して採用者を決定している。昇任は、人事考課実施要項に基づき、毎年人事考課

を行い、所属長の意見を聴いて、規程に基づき適宜昇任人事を進めている。 

大学運営に当たっては、事務職員が学内の各種委員会等の委員として加わるなど、

教職協働による大学運営を行っている。 

 

（2）4－1の改善・向上方策（将来計画） 

   学長のリーダーシップを発揮する体制については、権限の明確化や全学委員会の設

置等により整備しており、十分に機能している。今後も、学長のリーダーシップを支

える仕組み（全学委員会、補佐体制、権限委譲等）の活性化、明確化を進め、教学マ

ネジメントの機能性向上を図っていく。 

 

4－2．教員の配置・職能開発等 

4-2-① 教育目的及び教育課程に即した教員の採用・昇任等による教員の確保と配置 

4-2-② FD(Faculty Development)をはじめとする教育内容・方法等の改善の工夫・開発

と効果的な実施 

（1）4－2の事実の説明及び自己評価 

4-2-① 教育目的及び教育課程に即した教員の採用・昇任等による教員の確保と配置 

各学部・研究科の教員組織は、大学設置基準及び大学院設置基準に基づき、学位

の種類及び分野に応じてエビデンス集（データ編）【表 F－6】「全学の教員組織（学

部等）」及び「全学の教員組織（大学院等）」のとおり必要な専任教員を確保し、適

切に配置している。 

各学部・研究科の教育目的及び教育課程に即した教員の配置及び構成は、次のと
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おりであり、全学的に専任教員の年齢バランスはとれている。 

 

（１）教員の配置並びに専任教員及び兼任教員の構成 

各学部、研究科における専任、兼担、兼任の教員数及び兼任教員依存率はエ

ビデンス集（データ編）【表 F－6】「全学の教員組織（学部等）」及び「全学の

教員組織（大学院等）」のとおりである。 

各学部の教員組織は、学科目制（法学部、経営学部）、講座制（保健医療学部、

歯学部）を採用し、教育上必要な教員を適切に配置している。 

保健医療学部看護学科では、老年看護学講座及び母性看護学講座において、

講座定員に比べ各 1 人欠員状態であるが、非常勤教員を採用する等の対応を行

い授業運営に支障を来たさないようにしている。また、欠員補充に係る公募は

適宜実施している。 

歯学部では、兼任教員依存率が高い状態にあるが、これは、同学部の教育内

容の特性上、実験・実習科目が多いため、当該科目のインストラクターとして

兼任教員を多数配置していることによるものである。 

法学研究科においては、研究指導補助教員が 4 人欠員状態であるが、法学部

の准教授及び講師の併任等、令和 4(2022)年度までに必要人員の確保を進める

こととしている。 

 

（２）専任教員の年齢別構成 

各学部における専任教員の年齢構成は、エビデンス集（データ編）【表 2-15】

「専任教員の学部、研究科ごとの年齢別の構成」のとおりである。 

なお、法学部において高齢者の割合が高くなっているが、平成 27(2015)年度

に若手教員 3 人を採用しており、今後、年齢のバランスを考慮しながら人事を

進めていく。 

また、経営学部において、比較的高齢の教員の割合が高くなっているため、

今後、年齢のバランスを考慮しながら採用人事を進めていく。 

 

（３）専任教員の専門分野等の構成 

各学部の教員組織は、大学設置基準の学部の種類ごとに定める専任教員数を

遵守し、学科目制の学部（法学部、経営学部）の場合には、学科目に必要な教

員のバランスを検討しながら、主要学科目に専任教員を配置している。講座制

の学部（保健医療学部、歯学部）の場合には、講座ごとに教授、准教授、講師、

助教の専任教員を適切にバランス良く配置している。 

また、共通教育科目、基礎教育科目を担当する教員に関しては、学部の特性

に応じ、必要な教員を各学部に配置している。 

 

（４）教員の採用・昇任の方針 

専任教員の採用・昇任については、教育課程及び専任教員の構成等を考慮の

上、募集する授業科目・職位等について学部長等から予め学長及び理事長に申
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出て、承認を得た上で、方針を決定している。なお、採用人事は、原則として

公募により行っている。 

 

（５）教員の採用・昇任の方針に基づく規程及びその運用  

教員の採用・昇任に当たっての基準については、朝日大学教育職員資格基 準

及び朝日大学教育職員資格基準細則に定めている。また、採用・昇任の手続き

については、朝日大学学部等教育職員の推薦手続に関する規程及び朝日大学大

学院研究科教育職員の推薦手続に関する規程を定め、同規程により学部等に設

置している教員資格審査委員会が朝日大学教育職員資格基準に基づき資格審査

を行い、当該審査結果に関して学部長等は教授会等の意見を聴いた後、学長に

採用・昇任に関する意見書を提出する。学長はこれらの意見を踏まえて理事長

に候補者を推薦することとしている。理事長は朝日大学教育職員の採用及び昇

任等の手続きに関する規程に基づき、面接を実施する。理事長は、面接結果に

基づき、理事会に採用等の議案を提出し、理事会において採用・昇任を決定し

ている。 

 

4-2-② FDをはじめとする教育内容・方法等の改善の工夫・開発と効果的な実施 

本大学では、FD 活動の推進を図るために平成 12(2000)年度に全学の FD 活動推

進委員会を設置して以来、委員会の立案に基づき次のとおり組織的な活動を展開し

ている。 

 

（１）学生による授業改善のためのアンケート 

令和 2(2020)年度はコロナ禍でアンケート用紙による回収が困難な状況とな

ったため、前学期・後学期共に Web 上に回答窓口を設置し、各学生からインタ

ーネットを通して授業改善のためのアンケートを回収した。そして、各学期で、

科目毎に回答の集計結果を教員に配付し、当期の授業に対する省察や来期への

取組み等に関する報告書の提出をもって、授業の内容及び方法の改善等の授業

運営に対する教員の PDCA の活動をサポートしている。さらに、前学期･後学

期の回答結果及び授業に対する学生の理解度･満足度の結果を取りまとめた授

業改善のためのアンケート調査結果分析報告書を作成の上、ホームページ上で

公開している。 

 

（２）教員による相互授業参観 

令和 2(2020)年度は多くの授業がオンデマンド形式のWeb授業となったため、

直接の授業参観は出来なかったが、授業時間に制限されることなく他の教員の

授業を Web で視聴することができ、新たな相互授業参観の形態となっている。

授業参観や Web での視聴をした教員には、授業方法に対する意見・情報交換の

場を設けている。 
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（３）FD 研修会 

令和 2(2020)年度は、コロナ禍であったためWebでの参加を可能とした上で、

全 9 回の研修会を実施した。講師は学内又は学外者が務め、遠隔授業や著作権

等についての研修会や PROG の結果と学生指導についての研修会など、教員の

授業内容･方法等の改善活動や学生指導等に対する活動の推進に寄与している。 

 

（４）ティーチング・ポートフォリオ 

本大学では、令和 2(2020)年度に、各学部・学科の授業担当教員において、

「2019 年度教育実践と授業改善に関する調査書（簡易版ティーチングポートフ

ォリオ）」を作成した。これは、令和元(2019)年度の開講科目を対象とし、各担

当科目の到達目標に対する成果（学修者の達成度）の自己評価、その根拠、今

後の授業改善方策・目標、授業以外の教育活動（FD 参加、教育に関する学会・

研究会の参加など）に関する調査書を作成するものであり、この活動を通じて、

授業科目レベルの自己点検・評価を実施し、その結果を当該科目の改善に反映

させることを図っている。 

 

＜各学部･研究科における FD 活動＞ 

令和 2(2020)年度はコロナ禍ではあったが、各学部･学科の FD 委員会は、学部・

学科の独自の活動として、以下のとおりの取組みを行った。 

 

【法学部】 

FD 活動ワークショップを開催し、授業方法･実践例の紹介や授業運営等での具

体的なテーマを毎回設定し議論を行っている。教員間の情報共有によって学修指

導･生活指導の充実も図っている。また、学外の研修等に教員を派遣し、後に報告

会を開催したり、学外の講師を招聘して勉強会を開催したりして、教員の資質向

上や意識向上に務めている。 

 

【経営学部】 

学びの基礎力の向上、アクティブ・ラーニングの充実、各種アセスメントによ

る学力等の把握と活用、外国人留学生の日本語能力向上、科目間の連携強化の五

つの目標の実現に向けて、相互授業参観、授業改善アンケートの活用、学部教員

を対象とした研究会や連絡勉強会を開催した。主な取組みは次のとおりであった。 

 

（１）学部 FD 研修会 

学部の FD 委員会が主催し、学外の講師を招聘して開催する。学部開設当

初から年 1 回程度開催している。 

 

（２）FD 連絡勉強会 

平成 16(2004)年度から年間数回程度開催している。学部共通の問題、教

育・授業・学生に関する個別課題などについて意見や情報交換を行うととも
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に、相互授業参観結果の討議、授業の進め方や内容紹介、基礎演習等のテキ

ストやガイドラインの策定等について検討している。 

 

（３）高大連携・産学連携セミナー 

マーケティング研究所では、岐阜県商業教育研究会との共同主催で、「商

品開発塾」をこれまで 9 回開催し、学部教員と岐阜県内商業高等学校教員の

産業研究等にかかわる能力開発を図っている。また、産学連携の取組みとし

て、高山市の飛騨木工連合と共同事業を行い、これにより、地域支援・情報

発信力等にかかわる教育内容の質を高めている。 

 

【保健医療学部看護学科】 

個々の教員の教育内容や方法の改善及び向上等を目的に、年 5 回程度の研修会

を開催している。令和元(2019)年度は、次のテーマの研修会を開催した。また、

授業改善アンケートの対象科目を追加し、学科全体の授業内容や方法等の改善を

進めた。 

・「ME,UH,COE,AT,KRS,and Beyond」 

・夢をかなえるコツ 

・経営学部の FD 活動について 

・科研費申請書の作成について 

・「成績が伸び悩む学生への指導及び低学年からの学習の動機付け」の方法 

 

【保健医療学部健康スポーツ科学科】 

令和 2(2020)年度に完成年度を迎え、学生の実態と社会のニーズを鑑みた教養

学修、専門研究の適切な授業の構築及び教育方法の検討・改善の支援を行うとと

もに、次のとおり活動を展開している。 

 

（１）シラバス作成の支援 

シラバスを作成すること自体が一つのFD活動である。このため、教員が作

成したシラバスを教務学生委員会委員が内容をチェックし、各教員へフィー

ドバックし、担当教員間で内容が大きく異ならないよう、調整を行っている。 

 

（２）協定校との研修会 

ハワイ大学マノア校との間で、教員、学生（教授、講師、研究者）の交流、

学生の交換（学部生及び大学院生を含む。）、学術情報と教材の交換、定期学

術出版物の交換、共同研究プログラムの組織化、共同会議の開催などに関す

る学術交流に関する覚書を締結している。 

令和2(2020)年度は、ハワイ大学が主催した研修会（ハワイのプログレッシ

ブ教育から学ぶこと―ハナハウオリ小学校での研究滞在を通じて）に、本学

科の教員及び事務職員14人がZoom（ズーム）で参加し、教授方法等につい

て知識を深めた。 
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【歯学部】 

学外 FD 研修会に歯学部 FD 委員会委員が参加し、授業改善などに向けて学部

の FD 活動に寄与した。また、外部講師を招聘し、歯学部に特化した FD 研修会

を開催した。 

教育ワークショップについては、平成 16(2004)年度から年数回開催している。

令和2(2020)年度では、教育改善、教育技法開発のためのワークショップ（Moodle

に関する計画的な実施）を開催し、教員の教育能力の開発・向上に努めている。 

 

【教職課程センター】 

教職課程センターでは、教員採用実績の向上のために教育内容や教育方法の改

善に向けて姉妹校の明海大学との連携を深めている。 

 

（2）4－2の改善・向上方策（将来計画） 

各学部・研究科に必要な専任教員はおおむね確保しているが、法学研究科の研究指

導補助教員については基準数を確保できていないため、令和 4(2022)年度までに改善

を図っていくとともに、教育目的及び教育課程の編成方針に沿った適正な人員配置に

努めることとする。 

授業改善のためのアンケートが令和 2(2020)年度は Web による回収となったため、

回収率がそれ以前に比べ 10 ポイント以上低下した。今後、回収率を向上させるため

に組織的な対応をしていく。また、各学部の FD 委員会では、遠隔授業に対応したア

ンケート項目などの追加を含め、項目の見直しを進めていくとともに、アンケート結

果の分析精度の向上を図っていく。 

相互授業参観の対象授業科目の拡充やオンデマンド授業を視聴した場合の報告書の

様式についても精査する。 

また、全学及び各学部・学科における FD 研修会や連絡勉強会等については、教育

の質の向上のため、コロナ感染予防措置を徹底した上で、Web 参加も継続して可能と

して、定期的に開催し、教員の資質・能力の向上に努めていく。 

研究科においては、歯学研究科において独自に修了時アンケートを実施し、授業等

の改善につなげている例はあるが、その他の FD 推進活動の事例が乏しいため、組織

的に FD 活動推進等に取り組んでいくこととする。 

全学の FD 活動推進委員会と各学部 FD 委員会との連携を図りつつ、PDCA サイク

ル及び費用対効果を常に検証の上、選ばれる大学・魅力ある大学づくりを目指し、教

員の教育研究活動の活性化に向け積極的かつ組織的に FD 推進活動等に取り組んでい

く。 

 

4－3．職員の研修 

4-3-① SD(Staff Development)をはじめとする大学運営に関わる職員の資質・能力向上

への取組み 

（1）4－3の事実の説明及び自己評価 

4-3-① SDをはじめとする大学運営に関わる職員の資質・能力向上への取組み 
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SD については、大学の方針や理念を正確に把握し、組織人として置かれた立場

と役割を理解するとともに、その時々のニーズや状況を的確にとらえ、高度な専門

性と行動力を有する人材を育成し、本大学の組織力強化を図ることを目的として行

っている。また、教職協働を推進するため、FD と SD との合同研修会を開催して

いる。さらに、姉妹校である明海大学とは、姉妹校協定に基づき事務職員の資質向

上と職員間の相互コミュニケーションの強化を図ることを目的とした合同研修を毎

年 1 回以上行っているが、令和 2(2020)年度はコロナ禍により中止した。 

研修は、個人の基礎知識及び技術の修得、資質向上を図るための「基礎研修」「職

能別研修」及び組織人としての職務上の責任と役割について理解を深めるとともに、

コミュニケーション能力を養うための「採用時研修」「階層別研修」を毎年度の計画

に従って実施している。令和 2(2020)年度は、コロナ禍により、対面による研修の

中止が相次いだが、遠隔会議システムを用いた研修により、研修の機会を維持する

ことができた。 

基礎研修は、学内集合研修として、接遇・マナー研修、文書実務研修を行うほか、

必要に応じて私立大学の事務職員を対象とした学外の研修・各種セミナーに積極的

に職員を参加させている。 

階層別研修は、一般職員（主任以下）、係長、管理職（課長補佐以上）に区分し、

学内集合研修を行うほか、必要に応じて学外の研修・各種セミナーに積極的に参加

させている。 

職能別研修は、日本私立大学協会を始め、日本私立歯科大学協会、私立大学情報

教育協会等が主催する専門研修、セミナーに積極的に参加させ、職員の資質向上に

努めている。平成 28(2016)年度、令和元(2019)年度、令和 3(2021)年度には、公益

財団法人日本高等教育評価機構にそれぞれ 1 名の職員を派遣し、認証評価の意義・

内容及び高等教育に係る法令等や大学運営等について学ばせている。 

 

（2）4－3の改善・向上方策（将来計画） 

   教学マネジメントを機能させ、大学の組織力を強化していくためには、職員の資質・

能力の向上が欠かせない。今後も SD を計画的に実施し、職員の積極的な参加を促し

ていく。 

 

4－4．研究支援 

4-4-① 研究環境の整備と適切な運営・管理 

4-4-② 研究倫理の確立と厳正な運用 

4-4-③ 研究活動への資源の配分 

（1）4－4の事実の説明及び自己評価 

4-4-① 研究環境の整備と適切な運営・管理 

法学部、経営学部及び保健医療学部では、専任教員に対し、教員研究室を一人 1

室（助教は共同研究室）確保している。歯学部では、専任教員のうち教授に対して

は個人研究室を、その他の職位に対しては、共同研究室を割り当てており、共同研

究室には、担当事務職員を配置し、適切な運用がなされている。各研究室には、机、
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椅子、テーブル、書架などの備品を大学が用意している。 

文部科学省及び日本学術振興会の科学研究費補助金並びにその他公的研究費助成

金などの競争的資金の獲得に関しては、各学部に担当者を配置し、1 年間を通じて

支援を行っている。さらに、科学研究費補助金獲得のためのセミナー（科研費獲得

に向けて～研究計画調書の書き方）及び公募要領説明会など、科研費獲得に向けた

イベントや説明会等を実施している。 

 

【法学部】 

法学部では、法制研究所を設置し、学部における教育研究の質の向上、活性化並

びに法制度への貢献及び地域社会発展への寄与を目的として、①法令、判例、学説

等の研究、②研究成果の出版、③地域社会及び法曹界、その他研究機関等との研究

交流、④講演会、セミナー等の開催、⑤模擬法廷の管理、⑥法職課程運営、⑦その

他研究所として必要な事業を行うこととしている。研究所は、所長及び所員により

構成する運営委員会が事業計画の策定・運営にあたっている。 

 

【経営学部】 

経営学部では、経済、産業、企業、情報等に関し経営学の研究を通じて地域社会

の発展に貢献するため、①理論、事例等の組織的研究、②研究資料の収集と整理、

③研究成果の出版、④研究、調査の受託、⑤公開講座の開催、⑥他の大学及び研究

機関等との研究交流を行う産業情報研究所を設置している。 

また、効果的なマーケティング手法の開発研究を通じて学生教育への活用及び地

域社会の発展に貢献するため、①理論、事例等の研究、②研究資料の収集と整理、

③研究成果の出版、④研究、調査の受託、⑤シンポジウム、セミナー等の開催、⑥

他の大学及び研究機関等との研究交流を行うマーケティング研究所を設置している。 

これらに関しては、各研究所の運営会議において教育・研究計画を策定し、適切

な運営、管理を行っている。 

 

  【歯学部・歯学研究科】 

歯学部では、口腔科学共同研究所の下に、分析機器施設、バイオテクノロジー研

究施設、放射性同位元素研究施設、実験動物飼育施設の施設及び研究組織を整備し、

適切に運営・管理を行っている。 

歯学研究科では、令和2(2020)年度大学院修了時に研究施設、環境及びそれらを背

景とする指導に対する学生満足度調査のアンケートを行い、概ね良好な結果を得て

いる。 

 

（１）研究施設 

①分析機器施設については、1号館研究棟2階に画像情報室及び画像処理室、

同3階に組織細胞試料作製室、組織細胞培養室、組織細胞実験室、咀嚼機

能研究室、ESR室及び電顕試料作製室、同4階に凍結レプリカ室、純粋給

水室、微生物培養室、低温研究室、超遠沈器室、分光・光度計、生体電気



朝日大学 

90 

測定室及びCMR室、また、バイテク棟にTEM室、SEM/EPMA室、X線解

析室、機器分析室等を設けている。 

②バイオテクノロジー研究施設については、バイテク棟に組換えDNA実験室、

シークエンス分析室、クローニング室、遺伝子発現解析室、組織培養観察

室等を設けている。 

③放射性同位元素研究施設については、RI棟に放射線測定室、汚染検査室、

動物実験室・飼育室等を設けている。 

④実験動物飼育施設については、2号館4階に各種動物飼育室、遺伝子組換え

動物飼育室、レントゲン室、手術室等を設けている。また、バイオテクノ

ロジー研究施設及び実験動物飼育施設では、バイオセーフティレベル2対

応施設として、朝日大学口腔科学共同研究所バイオテクノロジー研究施設

使用規程、朝日大学歯学部動物実験管理規程等に則り、施設の利用、実験

の実施についてあらかじめ承認を得た者に限定し、朝日大学遺伝子組換え

実験安全管理規程に則って、入退室をカードキーによる認証により24時間

管理して遺伝子組み換え生物等が不適切に拡散することを防止している。

各施設はそれぞれの施設長を委員長とする運営委員会により運営してい

る。 

 

（２）運営・管理 

歯学部における研究活動全般は、研究支援部長が総括しており、研究に関す

る重要事項を審議するため、研究支援部運営会議を設置し、適切な管理・運営

を行っている。 

①歯学部遺伝子組換え実験安全委員会 

遺伝子組換え実験は、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多

様性の確保に関する法律に基づき本委員会で審査を行い、承認された研究

課題についてのみ実施を許可している。 

②動物実験専門委員会 

公私立大学実験動物施設協議会の加盟施設であり、朝日大学歯学部動物 

実験管理規程等に則り適切な管理・運営を行っている。動物実験の立案、

実施等に当たっては、法令等及び当該規程に適合しているか審査を行う歯

学部動物実験専門委員会の承認を要する。 

また、令和2(2020)年度に、公益社団法人日本実験動物学会が実施する外部

検証を受審した結果、関連規程間の不整合の指摘があったものの、このほ

か施設の維持管理等に関しては、適正又は概ね良好との総評を得ている。

なお、関連規程間の不整合の事項に関しては、既に改正規程を令和2(2020)

年12月から施行しており、対応が済んでいる。 

③歯科法医学教室 

歯学部の口腔構造機能発育学講座の1分野に歯科法医学教室を設置してい

る。災害等の有事の際における頭頚部を中心とした個人識別から身元確認

作業、戦没者遺骨収集に係る諸外国での対応や平常時捜査への試料提供等、
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一般歯科臨床と異なる観点から社会への貢献を行う。 

 

4-4-② 研究倫理の確立と厳正な運用 

本大学では、研究活動に係る責任・管理体制の明確化を図るため、朝日大学公的

研究費支出基準、朝日大学研究費管理・運営規程、朝日大学における研究活動等の

不正に関する規程、学校法人朝日大学利益相反管理規程等の諸規程を制定している。

朝日大学における研究活動等の不正防止に関する規程では、研究活動等の不正行為

の防止に関し必要な事項を定め、もってその運営及び管理の適正化を図っている。

これにより、研究に関わる者の責任を明らかにし、社会の信頼に応える行動をする

ように求めている。これらの諸規程は、ホームページの「研究活動支援」ページ上

で公表している。 

また、教育職員及び事務職員向けの研究不正防止研修会をはじめ、各種研修会を

開催している。 

平成28(2016)年度からは、公正研究推進協会（APRIN）が実施する研究倫理に係

るe-learningによるプログラムを導入しており、専任教員向けに医療系15単元を設

定し、修了証の提出を義務付け、研究における多角的場面に対応した研究倫理を確

立している。研究不正防止研修会や科研費執行説明会の際には、必ず研究倫理に関

する事項を含め、研究者個々の研究倫理向上を図っている。また、FD・SD研修会

を通じて、著作権や情報倫理に対する理解を深め、コンプライアンスの向上に努め

ている。 

学生への研究倫理の教育については、歯学部学生に対しては「歯科医学研究入門」、

歯学研究科学生に対しては「歯科医学研究の基礎Ⅰ・Ⅱ」の授業において、リサー

チマインドや研究倫理の向上を図っている。 

研究科の学生の学位論文審査では、朝日大学大学院学位論文評価基準を厳正に運

用するとともに、iThenticate社のソフトウェアを用いて論文の他の公表論文との類

似性審査を行い、類似性の高いものに対しては改善指導を行い、研究倫理遵守への

意識喚起を行っている。 

 

〔倫理審査委員会における取組み〕 

保健医療学部看護学科では、所属する専任教員による人を対象とした看護研究が、

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針及び看護研究における倫理指針等を考

慮しながら倫理的配慮の基に行われるか否かについて審査するため、朝日大学保健

医療学部看護学科研究倫理審査委員会を設置している。 

当該委員会の委員は、看護学科教員に倫理学・法律学の専門家及び一般の立場か

ら意見を述べる外部委員を含めた委員により、保健医療学部看護学科研究倫理審査

委員会規程のもとで厳正に運用している。 

当該委員会は、研究者から申請書が提出されるごとに開催しており、令和2(2020)

年度は7件の申請を受け付け、規程に基づき厳正な審査が行われた。 

保健医療学部健康スポーツ科学科では、所属する専任教員による人を対象とした

スポーツ医・科学的研究について、関係法令等の趣旨に沿った倫理的配慮を図るこ
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とを目的として、朝日大学保健医療学部健康スポーツ科学科研究倫理審査委員会規

程を制定している。これにより、研究機関として高い倫理性を保持できるように適

切に運営をしている。研究倫理審査委員会は、研究者から申請書が提出されるごと

に開催しており、令和 2(2020)年度は 3 件の申請を受け付け、規程に基づき厳正な

審査が行われた。 

   歯学部では、倫理審査委員会を設置し、厚生労働省「人を対象とする医学系研究

に関する倫理指針」に係る研究について、学長宛の倫理審査申請書（①実施計画書、

②患者用説明書・同意書）の提出を受け、審査を行い、学長の承認を受けた研究課

題についてのみ実施を許可している。なお、侵襲を伴わない研究に関しては、当該

委員会委員による持ち回り審議により迅速審査を実施している。また、許可された

研究課題については、年度末に年次報告、終了報告を義務付けることで、適正に管

理している。 

 

4-4-③ 研究活動への資源の配分 

各学部及び教員への研究費のほか、全学組織である教育・研究のための各センタ

ー、各学部附置の研究所に研究予算を配分している。また、教員に対し、個人研究

予算とは別に、公募型の宮田研究奨励金や他大学、企業等との共同研究助成金、海

外で開催される学会等への出張費及び長期にわたる海外研修のための出張費予算を

配分するなど、充実した予算編成により教員の研究活動の活性化を図っている。 

 

（１）各学部及び教員研究費 

各学部・研究科にそれぞれの学生数、専任教員数等に応じ配分しており、各

学部・研究科において個人研究費（保健医療学部看護学科及び歯学部は講座研

究費）及び共通経費として編成し、配分している。 

各教員の個人研究費の配分額は、各学部・学科の予算に関する委員会に置い

て配分案を策定し、教授会の議を経て決定する。 

 

（２）全学のセンター及び学部附置研究所等の研究費 

全学組織の教職課程センター、情報教育研究センター、英語教育センター及

び留学生別科並びに各学部附置の研究所である朝日大学法制研究所、産業情報

研究所、マーケティング研究所、口腔科学共同研究所に対し、研究を推進する

ための事業費や研究成果の公表等のための予算として配分している。 

 

（３）宮田研究奨励金 

創立者宮田慶三郎が建学の精神を具現化する諸施策の一環として設けたもの

で、人文・社会科学から自然科学までのあらゆる分野における優れた学術研究

の発展を目的としており、年間1,000万円の予算を計上している。教員からの申

請に基づき、厳正な審査の下、教員個人の研究のほか、RA(Reserch Assistant)・

PD(Post Doctor)等を含む研究チームによるプロジェクト研究、若手研究者の研

究成果の公表に係る奨励金として配分している。 
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     〈令和2(2020)年度宮田研究奨励金 内訳〉 

      ・共同研究費（全学プロジェクト）：150万円 

      ・宮田研究奨励金（Ａ）・（Ｃ）：743万円 

      ・宮田研究奨励金（Ｂ）（プロジェクト研究）：107万円 

       ※学術研究振興資金については、令和2(2020)年度は配分実績なし 

 

（４）他大学、産業界等との共同研究助成金 

他大学との共同研究及び産業界等との共同研究を促進するため、それぞれ

100万円の予算を計上している。教員からの申請に基づき、厳正な審査の下、

助成金として配分している。 

 

（５）海外出張旅費 

海外出張の際は、各教員に配分した研究費のほか、一定の金額を支援する国

外出張費の制度を設け、150万円の予算を計上している。 

 

（６）海外・国内研修員制度 

教員が国内又は海外の大学等研究機関において、長期研修を行う場合、旅 

費・滞在費等を支給する海外・国内研修員制度を設け、1,200万円の予算を計上

している。 

 

（７）外部資金獲得の推進 

科学研究費補助金や研究費助成金等の外部の競争的研究資金の獲得件数を 

増加させるため、公募状況を適宜発信し、学長から事務局を通じて各教員へ積

極的に応募するよう案内し、総合協議会において毎月応募・採択状況を報告す

る等の取組みを行っている。 

また、外部研究資金の積極的な獲得、科学研究費助成金等の適正な執行等を

支援するための事務局各部門によるワーキンググループを設置し、競争的研究

資金に係る適正な管理を行っている。 

科研費未採択者に対しては次期申請時に備え、個別に申請書の分析に基づく

書き方指導を実施している。 

      これらの取組みを進めてきた結果、令和2(2020)年度科学研究費補助金につい

ては、岐阜県内の私立大学において最も高額である7,115万円の交付を受けてい

る。 

 

（2）4－4の改善・向上方策（将来計画） 

研究活動のさらなる推進のため、科学研究費補助金や研究助成金などの外部競争的

資金へ積極的に応募するよう促す必要があることから、外部の競争的研究資金の獲得

者に対するインセンティブ制度等の導入を検討し、応募意識の向上を図っていく。 

さらに大学の役割として、教育活動・研究活動そのものが日本社会及び国際社会に

対する最も重要な貢献活動であり、本大学における研究及び研究者の質の高さが重要
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である。保健医療学部健康スポーツ科学科においては、附置施設として研究所の設立

など、研究環境のきめ細かな整備を検討していく。 

 

［基準 4 の自己評価］ 

本大学の意思決定と教学マネジメントにおける学長のリーダーシップについては、法

令に基づく学内規程により、それが発揮できる体制を確立している。また、学長を補佐

する体制として、副学長制度等を整備し、執行体制の強化を図っている。本大学の意思

決定にあたっては、学長のリーダーシップのもと、総合協議会、教授会その他の会議に

て調整・周知を行っている。 

教員の確保と配置は、教育目的及び教育課程に即して適切に行われており、その採用

及び昇任の手続き等は、関連規則に基づき厳正かつ適切に行われている。FD 活動につ

いては、全学の FD 活動推進委員会を中心に組織的かつ計画的に取り組み、効果的に実

施している。SD 活動についても、関連規則に基づき、計画的に実施している。これら

の FD 及び SD の取組みは、教職員の資質向上に役立っている。 

研究環境は、教育研究上の目的に即して、施設及び組織を整備し、適切に管理・運営

を行っている。研究倫理は、継続的な研修の実施と倫理審査委員会による審査などによ

り確立しており、厳正に運用している。研究活動への資源配分については、学内予算に

よる研究支援を適切かつ効果的に行うとともに、外部資金獲得を推進し、研究活動の進

展を図っている。 

以上のことから、基準 4「教員・職員」を満たしていると判断する。 
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基準 5．経営・管理と財務 

5－1．経営の規律と誠実性 

5-1-① 経営の規律と誠実性の維持 

5-1-② 使命・目的の実現への継続的努力 

5-1-③ 環境保全、人権、安全への配慮 

（1）5－1の事実の説明及び自己評価 

5-1-① 経営の規律と誠実性の維持 

本法人は、寄附行為第 3 条において、「この法人は、教育基本法及び学校教育法

に従い、学校教育を行い、社会性、創造性及び人類普遍の人間的知性に富み、国際

未来社会に貢献できる人材を育成することを目的とする。」と規定し、寄附行為第

12 条及び第 17 条第 2 項において、理事長がこの法人を代表し、その業務を総理し、

理事会が学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督すると規定している。 

また、理事会は本法人の最高意思決定機関として、原則毎月開催し、寄附行為の

定めに基づき諸事項を審議・決定し適切に運営している。評議員会は、原則年 2 回

開催し、理事長は予算・基本財産の処分・事業計画等のほか、本法人の業務に関す

る重要事項について予め評議員会の意見を聴き、決算については理事会で確定後、

評議員会に報告し、その意見を求めている。理事、監事、評議員は、それぞれの役

割を果たし、経営の規律と誠実性を維持している。 

組織倫理に関する規則については、「学校法人朝日大学就業規則」及び「朝日大学

病院就業規則」第 36 条及び第 38 条において、服務規律に関する遵守事項及び禁止

事項を定めている。また、「朝日大学における研究活動等不正防止に関する規程」「朝

日大学公益通報等に関する規程」「学校法人朝日大学ハラスメントの防止等に関する

規程」を定め、教職員に対して職務を進めるに当たっての倫理的な判断基準等を明

確にしている。 

学校教育法施行規則第 172 条の 2 に定める 9 項目の教育情報、教育職員免許法施

行規則第 22 条の 6 に定める 6 項目の教育情報については、ホームページに記載し

て公表している。ホームページでは、財務情報についても公表しており、私立学校

法第 47 条に定める財産目録等については、大学事務局に備えて置いており、閲覧

に供している。 

 

5-1-② 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、理事会は毎年度事業計画を策定、また、年度終了後

事業報告書を作成し、事業計画については事前に評議員会の意見を聴いてから決定、

事業報告については理事会で確定しており、安定した法人経営の実現に努めている。

事業計画及び事業報告については必ず常務理事会で案を作成し、理事会及び評議員

会に諮ることとしている。 

令和 2 年 12 月には、学校法人朝日大学中期目標・中期計画（2021～2025）を策

定した。この中期計画は、本大学の使命・目的の具現化を図るため、①優秀な学生

の受入れ、②教育・研究活動の質の保証と向上、③地域社会、ステークホルダー等

への貢献、④国際化ビジョンに基づくグローバル化の推進、⑤学生支援対策、⑥社
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会人の学び直し支援、⑦施設・設備の充実、⑧法人運営の基盤強化を重点項目とし

ている。令和 3(2021)年度事業計画については、中期計画の 8 項目に基づいて策定

しており、使命・目的の実現に向けて継続的な事業運営を進めている。 

 

5-1-③ 環境保全、人権、安全への配慮 

環境保全については、CO2 削減や節電等、省エネルギー対策に取り組んでいる。

具体的施策として蛍光灯を LED 電灯に、常時点灯していた照明を人感センサー付

きに変更する等必要としない時間帯の電力消費を抑える対策を講じている。また、

夏季の節電対策として室温を 28℃以上に設定してクールビズ（5～10 月）を、冬季

には室温を 22℃以下に設定してウォームビズ（11～3 月）を全学で実行している。 

人権については、ハラスメントに対して学校法人朝日大学ハラスメントの防止等

に関する規程、朝日大学ハラスメント防止委員会規程を定め、あらゆるハラスメン

トの防止及び排除に努めている。 

秘密情報の取扱いに関しては、学校法人朝日大学秘密情報保持規程、同細則及び

学校法人朝日大学個人情報保護規程を定め、機密の保持と個人情報保護のため厳正

な対応を行っている。 

安全への配慮としては、地震災害を含む防災対策として朝日大学防災規程を定め、

教職員への防災意識の啓発を図るとともに、年 2 回全学的な防災訓練を実施してい

る。非常用物品等の整備については、令和 3(2021)年度時点で、飲料水 77,162 リッ

トル（500ml ペットボトル 15,432 本）、保存食（レスキューライス等）7,753 食分、

非常用簡易トイレ 12,000 回分、非常電源等を整備しており、令和 4(2022)年度以降

も備蓄計画に従い、非常時に約 1,000 人が 3 日間生活できる備蓄品の整備を進めて

いる。 

AED は穂積キャンパスに 6 箇所設置し、誰もが非常時に対応できるよう教職員

に対して操作方法について防災訓練時に指導している。 

加えて、岐阜県との間で、「災害時等の大学等高等教育機関による支援協力に関す

る協定」を平成 23(2011)年 11 月 24 日に締結し、県内の市町村において甚大な被害

が発生した場合又は発生すると予想される場合は、支援協力をすることとしている。

さらに、本大学が位置する瑞穂市との間で、「災害時における避難所に関する覚書」

を平成 18(2006)年 12 月 26 日に締結し、大規模災害時には本大学の施設を地域住民

の避難所として開放することとしている。 

また、職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進する

ため、労働安全衛生法第 18 条の規定に基づき、朝日大学衛生委員会規程を定め、

委員会を原則毎月 1 回開催し、職員の健康障害の防止、健康の保持増進を図るため

の基本となるべき対策等を調査審議している。 

 

（2）5－1の改善・向上方策（将来計画） 

   新型コロナウイルス感染症感染拡大以降、危機管理に関するマニュアルの必要性が

従来以上に注目されているが、本大学においてはいまだ整備していないので、令和

4(2022)年度中に整備する。 
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5－2．理事会の機能 

5-2-① 使命・目的の達成に向けて意思決定ができる体制の整備とその機能性 

（1）5－2の事実の説明及び自己評価 

5-2-① 使命・目的の達成に向けて意思決定ができる体制の整備とその機能性 

本法人の使命・目的の達成に向けて、寄附行為に基づき理事会において法人全体

の予算、決算、財産の管理・運営、重要な規程の改正や制定、設置している学校の

組織の改編等について審議・決定を行うほか、学則に定める学部・学科等の入学定

員、学費改定等、法人及び大学に関するすべての重要事項について審議・決定を行

っている。 

理事定数は、寄附行為第 6 条第 1 項第 1 号に 10 人以上 15 人以内と定めており、

現在理事は 14 人である。理事の選任は、寄附行為第 7 条の規定に基づき評議員会

及び理事会において行っている。本法人の代表権を持つ理事長は、理事会において

理事総数の過半数の議決により選任している。 

監事定数は、寄附行為第 6 条第 1 項第 2 号に 2 人と定めており、寄附行為第 8 条

の規定に基づき、本法人の理事、職員又は評議員以外の者から、理事長が評議員会

の同意を得て選任している。 

理事の理事会出席率（委任状出席を除く）は 98.8%（令和 2(2020)年度）と極め

て良好である。また、委任状出席理事の委任状も予め送付した議案ごとに賛否及び

意見を記載させており、いわゆる白紙委任は認めていない。2 人の監事についても、

毎回、理事会及び評議員会に出席し、法人の業務及び財産の状況について監査を行

い、適切な助言を行っている。また、適宜、理事長宛に意見書を提出している。 

令和 2(2020)年度では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、対面によ

る会議の実施が困難であったが、IT ツールを用いた遠隔会議を実施することにより、

従来と同様に理事会を運営することができている。 

本法人の業務を円滑に進めるため、理事会をサポートとする機関として「学校法

人朝日大学常務理事会」を設置している。常務理事会は、理事長、常務理事、学長

で構成し、原則毎月 1 回開催し、理事会の議案の策定、長期経営計画、法人業務全

般の執行計画、資金の調達及び運用に関する基本方針等について協議している。 

理事会の決定事項は、教職員に対しては理事会の「お知らせ」により通知してい

る。また、事務局においては、理事会後に事務局長・部長・課長で構成する「課長

会」を開催し、周知している。 

このように法人として迅速に戦略的意思決定ができる体制を整備し、さらに業務

執行の効率化も確保している。 

 

（2）5－2の改善・向上方策（将来計画） 

高等教育機関を取り巻く社会の変化は著しい。このような状況下では、法人の意思

決定は的確かつ迅速に行わなければならない。このような観点から理事会又は常務理

事会を毎月開催し、法人の意思決定を迅速に行っている。 

今後も時代の変化に即応した意思決定ができるよう、さらに理事会の機能を強化し

ていく。 
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5－3．管理運営の円滑化と相互チェック 

5-3-① 法人及び大学の各管理運営機関の意思決定の円滑化 

5-3-② 法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックの機能性 

（1）5－3の事実の説明及び自己評価 

5-3-① 法人及び大学の各管理運営機関の意思決定の円滑化 

理事長は、寄附行為第 12 条により、本法人を代表し、その業務を総理するとし

ている。また、学校法人朝日大学管理運営基本規則第 2 条により、本法人の管理運

営は、建学の精神に基づき、寄附行為に従い、理事会の決するところにより、理事

長が総理して行うとし、その対象を学則の制定・改正、組織、人事（採用、昇任を

含む）、労務、財務、資産、施設の管理、組織、業務命令及び経営の秩序維持等、一

切の管理運営としており、理事長がリーダーシップを発揮することができる内部統

制環境を整備している。 

また、本法人では、理事会において法人の意思決定を行う前に、原則毎月 1 回常

務理事会を開催しており、学長が取りまとめた全学の動向、計画等について説明す

ることで、法人（管理部門）と大学（教学部門）が情報や課題を共有し、理事長と

学長の円滑な意思疎通に寄与している。 

理事会では、学長のほか、副学長 2 名が理事となっており、理事会において学内

意見を十分に聴くことができる体制を構築し、管理部門と教学部門の意思疎通を円

滑に行っている。 

新年の仕事始めには、大学役職者及び事務局の管理職員を対象に SD 研修会を開

催し、法人を代表して常務理事から新年度の事業計画と予算について詳細に説明す

るとともに、学長から年頭所感としてその年の取り組むべき課題について説明して

いる。 

毎年 1 月の理事会の後には、法人役職者、大学役職者、各学部の教授、医療職や

事務職の管理職を対象に新年互礼会を開催し、理事長、学長から新年度の事業計画

や取り組むべき課題について説明しており、法人及び大学の基本方針等について全

学の意思統一を図っている。 

また、本大学においては、教職員の約 9 割が加入する「職員協議会」が設置され

ており、職員協議会の幹事と法人代表者（常務理事 2 人）との意見交換の場を定期

的に設け、教職員からの様々な意見を聴き、職員の待遇や労働環境の改善、施設の

整備等にその声を活かしている。 

 

5-3-② 法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックの機能性 

理事会には、大学から学長、副学長が、また、常務理事会には学長が出席してお

り、法人の意思決定、大学の動向、計画等について情報を共有することで、法人と

大学が相互に意思決定及び業務遂行をチェックしている。 

本法人の業務及び財産の状況について、寄附行為第 8 条に基づき選任された 2 名

の監事は、常に理事会・評議員会に出席し、学校法人の業務若しくは財務の状況又

は理事の業務の執行の状況に関し、必要に応じて意見を述べている。また、学校法

人の財務状況について、会計監査人による監査の講評時には必ず監事が同席し意見



朝日大学 

99 

交換を行い、会計年度終了後には、会計監査人から寄附行為第 16 条第 2 項及び第

36 条第 1 項に基づく計算書類（資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表、

財産目録等）の説明を聴取しており、監事と会計監査人の連携は適切に図つている。

また、監事は、理事会・評議員会の議事録や稟議書等の閲覧を行うことで理事会の

業務執行状況や法人の管理運営状況について監査している。 

評議員会は、原則年 2 回（5 月、12 月）開催し、理事会からの予算計画、事業計

画等重要事項についての諮問に答え、決算及び事業の実績についても意見を述べて

おり、諮問機関として適切に機能している。評議員の定数は、寄附行為第 20 条第 2

項により、31 人以上 37 人以内と規定しており、現在 31 人である。その選任につ

いては、寄附行為第 24 条により明確に規定しており、理事会・評議員会において、

適切に行っている。令和 2(2020)年度の評議員の評議員会出席率は 83.3%で良好で

ある。 

 

（2）5－3の改善・向上方策（将来計画） 

大学の教育改革を進めるうえでは、管理部門と教学部門の連携が不可欠である。常

務理事会や SD 研修会を通じて、法人と大学が常に情報や課題を共有して、意思決定

を円滑に行う体制を維持・深化していく。 

本大学では、事業計画及び予算については、理事会承認後、必ず大学各部門の管理

責任者を招集し、法人の方針等を直接伝える機会を設けている。今後も相互の意思疎

通を図るため、さらに協議の場を増やすこととしていく。 

 

5－4．財務基盤と収支 

5-4-① 中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

5-4-② 安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保 

（1）5－4の事実の説明及び自己評価 

5-4-① 中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

毎年、常務理事会において、翌年度の事業計画及び予算の策定時に 10 年間の法

人全体及び部門別の長期収支予算を策定しており、この長期収支予算において収支

バランスを安定的に保つことができるよう、5～10 年後の学部・学科等における組

織の改編や建物の取得、建て替え、増改築などの長期事業計画、5 年間の授業料の

設定、学部・学科等における教育課程の編成などの中期事業計画、また、これらの

計画に基づき、単年度の収支バランスを考えた事業計画及び予算を策定し、数回に

亘る常務理事会での審議の後、評議員会の意見を聴いたうえで、理事会において決

定している。また、決定した予算は、「学校法人朝日大学経理規程」に基づき、予算

総括責任者（理事長）及び予算単位責任者（各部門の長）の下、厳格な管理が行わ

れている。このように、中長期的な計画に基づく適切な財務運営が確立している。 

 

5-4-② 安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保 

本法人の令和2(2020)年度決算における主な事業活動収入は、学生生徒等納付金が

48億3,944万円（表示単位未満を四捨五入。以下同じ。）、医療収入が91億466万円、
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受取利息・配当金（有価証券の売却及び償還による差額を含む。以下同じ。）が32

億7,698万円であった。また、継続的な補助金獲得に向けて、学内の教学に関する

取組みを分析し、各種補助金の申請要件を充たす仕組みを構築するため、全学的に

学内への情報共有や枠組み構築支援等を進めており、令和2(2020)年度については、

岐阜県内で1位となる6億5,166万円の私立大学経常費補助金の交付を受けている。

これらを含め事業活動収入の合計は213億2,773万円となっている。学生生徒等納付

金以外に、医療収入、受取利息・配当金において、安定的に収入が確保できている。 

一方、主な事業活動支出は、人件費が89億3,845万円、学業やスポーツで優秀な

成績を修めた者への奨学金や経済的困窮者への奨学金等8億5,568万円を含む教育

研究経費が72億3,258万円、管理経費が6億4,862万円で、これらを含め事業活動支

出の合計は183億8,286万円となり、事業活動収入から事業活動支出を差し引いた基

本金組入前当年度収支差額は29億4,487万円であった。 

さらに、将来計画における施設・設備等の取得のための第2号基本金（令和2(2020)

年度現在150億円）と奨学・研究資金を永続的に確保し、また、教育事業を維持安

定させるための第3号基本金（令和2(2020)年度現在1,155億750万円）の組入を計画

的に実施している。 

以上のように、安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保を図っている。 

 

（2）5－4の改善・向上方策（将来計画） 

長期にわたる収支バランスの継続的安定とより盤石な財務基盤の確立のため、事業

計画に基づく魅力ある学部教育を徹底し、全学部全学科において定員を充足する学生

を受け入れていくことで学生生徒等納付金収入の安定化を図る。加えて、各医療機関

において、機能を充実させ、特性を活かした医療により地域のニーズに応え、信頼を

勝ち取ることで医療収入の安定化を図っていく。支出に関しては、組織・人員配置の

適正化を図ることにより、合理的な人件費の確保に努めながら、継続して一層の合理

化や節約に努めることで経費の削減を進めていく。これらの方針を着実に実行するこ

とで、収支の均衡を図っていく。 

 

5－5．会計 

5-5-① 会計処理の適正な実施 

5-5-② 会計監査の体制整備と厳正な実施 

（1）5－5の事実の説明及び自己評価 

5-5-① 会計処理の適正な実施 

本法人の会計処理は、私立学校振興助成法、学校法人会計基準、学校法人朝日大

学経理規程、学校法人朝日大学資産管理規程及び朝日大学公的研究費の管理・監査

のガイドライン等に基づき行っている。また、個々の会計処理について解釈が不明

確な場合や疑問点については、随時、監査法人や日本私立学校振興・共済事業団等

に確認し、租税については、管轄の税務署の指導を求め、適法・適切な業務執行を

行っている。 

予算は、毎年度、前年12月の評議員会に諮問、1月の理事会で承認を得た上で、3
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月に各部門で実行予算を編成し、4月1日から執行している。また、予算及び支払統

制は、会計システムにより一元化し、目的別・部門別・教員別に予算と支払を管理

している。 

以上のように、会計処理は、法令、学内諸規程等に基づき適正に行われている。 

 

5-5-② 会計監査の体制整備と厳正な実施 

会計監査については、毎年、私立学校振興助成法第14条第3項に基づき監査法人

による監査を毎年受けている。内容については、資金収支計算書（人件費支出内訳

表を含む。）、事業活動収支計算書及び貸借対照表（固定資産明細表、借入金明細

表及び基本金明細表を含む。）等の監査である。また、監事は、寄附行為第16条に

基づき業務及び財産の状況並びに理事の業務執行の状況の監査を行っており、会計

監査に同席し、経理帳簿類等の確認等により財産の状況について監査を行っている。

このほか、理事長直轄の内部監査室を設置しており、同室において法人の業務及び

会計並びにシステムの内部監査を行っている。 

これらの三様監査体制の下、監査の結果について、速やかに理事会に報告を行う

とともに、指摘があった事項については、理事長の指揮・命令の下、速やかに改善

を図っている。 

以上のように、会計監査の体制を整備し、厳正に実施している。 

 

（2）5－5の改善・向上方策（将来計画） 

会計監査の体制整備については、監査法人と監事、内部監査室がそれぞれ独立した

立場で協力し、連携を図りながら監査にあたることが不正等によるリスクの回避につ

ながることから、三様監査の継続的な実施と体制の充実を図っていく。 

 

［基準 5 の自己評価］ 

理事会及び評議員会の運営並びに業務の執行は、寄附行為、管理運営基本規則及びこ

れに基づく関連諸規則に基づき適切に行われている。また、法令遵守、公益通報及び職

員の職務に係る倫理の保持を規則等において定めるほか、監事、会計監査人及び内部監

査室による三様監査体制を構築している。加えて、社会的説明責任を果たすため、教育

研究活動等の情報についてホームページ等を通じて適切に公表することで、経営の規律

と誠実性を維持している。 

使命・目的を実現するため、事業計画の策定過程における点検・評価・改善を通じて

PDCA サイクルを機能させ、継続的努力を行っている。 

理事会は最高意思決定機関として、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督

している。理事会の機動的な意思決定の仕組みとしては、常務理事を置くなど、理事長

の補佐体制を充実させている。加えて、常務理事会を設置し、理事会の議案策定等を行

っている。理事の選任は寄附行為に基づき適切に行われている。また、理事会は原則と

して毎月 1 回開催しており、理事の出席状況は良好である。 

監事は、寄附行為に基づき適切な手続きを経て選任している。また、監事は、理事会

及び評議員会に毎回出席するほか、会計監査への立会いや業務監査を実施している。加



朝日大学 

102 

えて、会計監査人及び内部監査室との間で綿密に連携し、三様監査体制を構築している。 

評議員の選任は寄附行為に基づき適切に行われている。 また、評議員会の諮問事項等

その運営は適切に行われている。 

予算は、経理規程等に定める手続きに従い、毎年度、中期計画及びこれに基づく事業

計画、予算の基本方針を基に予算を策定し、併せて 10 年間の法人全体及び部門別の長

期収支予算を策定することで、中長期的な計画に基づく適切な財務運営を確立している。

また、本法人の令和元(2019)年度決算の基本金組入前当年度収支差額は 29 億 4,487 万

円で安定した収支バランスが確保している。基本金については、第 2 号及び 第 3 号基

本金に計画的に組み入れることで安定した財務基盤を確立している。加えて、教育研究

活動の活性化を図るため、各種補助金や受託研究費等の外部資金の獲得にも積極的に取

り組んでいる。 

会計処理は、関係法令及び諸規則に基づき適正に行っている。 

会計監査は、会計監査人、監事、内部監査室が連携する三様監査体制を整備しており、

かつ厳正な監査が実施している。 

以上のことから、基準 5「経営・管理と財務」を満たしていると判断する。 



朝日大学 

103 

基準 6．内部質保証 

6－1．内部質保証の組織体制 

6-1-① 内部質保証のための組織の整備、責任体制の確立 

（1）6－1の事実の説明及び自己評価 

6-1-① 内部質保証のための組織の整備、責任体制の確立 

    本大学では、令和 3(2021)年 3 月に朝日大学内部質保証方針を策定し、基本的な

考え方として「学則第 2 条の 3 の規定に基づき、本大学の建学の精神、教育目標及

び三つのポリシーの具現化に向けて、学長のリーダーシップのもとに、教育研究を

はじめとする大学の諸活動について自ら点検・ 評価を行い、その結果を踏まえて、

質の向上に向けた恒常的な改善・改革を推進する。」と明記している。 

また、これまで自己点検・評価、認証評価等を所管した全学自己点検・評価実施

委員会を発展的に改組して、新たに朝日大学内部質保証推進委員会を設置し、本大

学における内部質保証の推進の責任を負う組織として整備した。このほか、FD 活

動推進委員会、IR 推進本部も教学マネジメントを支える基盤として位置付け、内部

質保証に関与する体制を整備している。 

内部質保証推進委員会については、学長を委員長とし、副学長、事務局長、各学

部長・学科長、教職課程センター長、教務関係事務部長及び委員長が特に必要と認

めた者で構成しており、学長のリーダーシップにより内部質保証を推進する体制を

整備している。 

総合協議会は、大学の教学に関する重要事項の審議、各学部・研究科間相互の連

絡調整を行う機関であり、朝日大学総合協議会規程第 6 条に規定している協議事項

として、（１）全学的な教育研究に関する重要事項、（２）各学部、大学院及びその

他の機関において、相互の調整を必要とする事項、（３）前 2 号に掲げるもののほ

か、教育研究に関する事項で、学長が意見を聴くことが必要と認める事項を掲げて

いる。総合協議会の設置により、学長のリーダーシップにより大学の諸施策を合理

的かつ迅速に実施する体制を整備している。 

 

（2）6－1の改善・向上方策（将来計画） 

内部質保証推進委員会が中心となって、内部質保証の活動に積極的に取り組んでい

くとともに、実施体制の整備・強化を図る。 

 

6－2．内部質保証のための自己点検・評価 

6-2-① 内部質保証のための自主的・自律的な自己点検・評価の実施とその結果の共有 

6-2-② IR(Institutional Research)などを活用した十分な調査・データの収集と分析 

（1）6－2の事実の説明及び自己評価 

6-2-① 内部質保証のための自主的・自律的な自己点検・評価の実施とその結果の

共有 

平成 28(2016)年度に認証評価を受審した際に作成した平成 28 年度自己点検評価

書及び日本高等教育評価機構が作成した平成 28年度大学機関別認証評価 評価報告

書は、ホームページに掲載し、自己点検・評価結果の学内共有と学外への公表を行
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った。 

令和 2(2020)年度の自己点検・評価の結果については、自己点検・評価書として

取りまとめ、ホームページに掲載する予定である。また、自己点検・評価結果にお

いて指摘のあった課題は、内部質保証推進委員会から学長企画会議、各学部等の教

授会、教務学生委員会等を通じ、学内で共有し、その改善を図っていくこととなっ

ている。 

 

6-2-② IRなどを活用した十分な調査・データの収集と分析 

平成 27(2015)年 8 月に設置した IR 推進本部において、毎年度調査・データの収

集及び分析を行い、その結果を学内で周知するとともに、ホームページにおいて学

内外に向けて公表している。 

IR 推進本部は、特に学生、教学に関する情報の収集及び分析を目的とし、本部長

の下、本部員に各学部・学科から推薦された教員 6 人を配置し、本部スタッフとし

て事務職員 5 人を加えた計 12 人で構成している。自己点検・評価の根拠となる教

育研究活動等の情報並びに学部等及び事務局が保有する学生、教学に関する情報を

収集し、本部長の命を受けて調査・分析等を行う。分析結果については本部長が確

認し、総合協議会に報告することで全学的な共有を図っている。 

 

（2）6－2の改善・向上方策（将来計画） 

本大学では、IR 推進本部におけるデータ収集・分析の結果を各学部・学科へフィー

ドバックし、改善・向上を求めている。また、令和 3(2021)年 3 月に設置した内部質

保証推進委員会が中心となって、エビデンスに基づいた自主的、自律的な自己点検・

評価を実施する予定である。今後も継続した期間の調査を基にした自己点検・評価を

実施する。 

 

6－3．内部質保証の機能性 

6-3-① 内部質保証のための学部、学科、研究科等と大学全体の PDCA サイクルの仕組み

の確立とその機能性 

（1）6－3の事実の説明及び自己評価 

6-3-① 内部質保証のための学部、学科、研究科等と大学全体の PDCA サイクルの

仕組みの確立とその機能性 

    本大学では、令和 3(2021)年 3 月に策定した朝日大学内部質保証方針において、

教育をはじめとした本大学の諸活動の継続的改善に向けて、学部・学科、研究科等

と大学全体の PDCA サイクルの仕組みを示している。これは、学長のリーダーシッ

プのもと、令和 3(2021)年 4 月から設置する内部質保証推進委員会を要として、大

学全体レベル、学部・学科等における教育課程レベル及び教員レベルのいずれにお

いても PDCA サイクルを循環させることによって継続的改善を行うことを企図し

ている。 

自己点検・評価、認証評価及び設置計画履行状況等調査などの結果については、

「学校法人朝日大学中期目標・中期計画（2021～2025）」において、課題や改善事
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項に対応して策定している。なお、平成 28(2016)年度に認証評価を受審した際は、

法学部法学科及び経営学部経営学科の収容定員充足率について指摘を受けたが、以

降、学科の再編等により指摘事項を解消することができた。 

 

（2）6－3の改善・向上方策（将来計画） 

内部質保証のために大学、学部、教員個人のレベルにおいて PDCA サイクルが循環

する仕組みを構築している。三つのポリシーを起点とした内部質保証制度については、

令和 3(2021)年度から実施し、教員や学生への定着を図っていく。 

 

［基準 6 の自己評価］ 

本大学は、朝日大学内部質保証方針を定め、内部質保証のための組織として、内部質

保証推進委員会、FD 活動推進委員会、IR 推進本部を設置し、大学、学部、教員の各レ

ベルで PDCA サイクルを循環させ、内部質保証に取り組んでいく体制を整備している。

また、IR 推進本部において、学生、教学に関する情報の収集及び分析を行い、その結果

を可視化し公表するとともに、教育活動の見直しに適切に活用している。 

以上のことから、基準 6「内部質保証」を満たしていると判断する。 

 


