
  

様式第２号の１－①【⑴実務経験のある教員等による授業科目の配置】 
 
※大学・短期大学・高等専門学校は、この様式を用いること。専門学校は、様式第２号の１

－②を用いること。 
 

学校名 志學館大学 
設置者名 学校法人志學館学園 

 

 

１．「実務経験のある教員等による授業科目」の数 

学部名 学科名 

夜間･

通信

制の

場合 

実務経験のある 

教員等による 

授業科目の単位数 

省令

で定

める

基準

単位

数 

配

置

困

難 
全学

共通

科目 

学部

等 

共通

科目 

専門

科目 
合計 

人間関係学部 

心理臨床学科 
夜 ・

通信 

28 

0 

80 108 13  

人間文化学科 
夜 ・

通信 
6 34 13  

法学部 

法律学科 
夜 ・

通信 
14 

0 42 13  

法ビジネス学科 
夜 ・

通信 
28 70 13  

（備考） 

 

 

２．「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表の公表方法 

http://www.shigakukan.ac.jp/jitumu.pdf 

 

 

３．要件を満たすことが困難である学部等 

学部等名 

（困難である理由） 

 

  

http://www.shigakukan.ac.jp/jitumu.pdf


  

様式第２号の２－①【⑵-①学外者である理事の複数配置】 
 
※ 国立大学法人・独立行政法人国立高等専門学校機構・公立大学法人・学校法人・準学校

法人は、この様式を用いること。これら以外の設置者は、様式第２号の２－②を用いる

こと。 
 

学校名 志學館大学 
設置者名 学校法人志學館学園 

 

 

１．理事（役員）名簿の公表方法 

学園ホームページで公表している。 
 

http://www.shigakukan.ac.jp/gakuen/about.html 

 

 

２．学外者である理事の一覧表 

常勤・非常勤の別 前職又は現職 任期 
担当する職務内容 

や期待する役割 

非常勤 
南国殖産株式会社代表取

締役社長 

4年 

2020.3.9～

2024.3.8 

組織運営体制へのチ

ェック機能 他 

非常勤 
株式会社南日本総合サー

ビス代表取締役社長 

4年 

2017.4.1～

2021.3.31 

組織運営体制へのチ

ェック機能 他 

非常勤 志學館大学前学長 

4年 

2018.8.10

～2022.8.9 

組織運営体制へのチ

ェック機能 他 

（備考） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shigakukan.ac.jp/gakuen/about.html


  

様式第２号の３【⑶厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】 

 
学校名 志學館大学 
設置者名 学校法人志學館学園 

 

 

○厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表の概要 

１．授業科目について、授業の方法及び内容、到達目標、成績評価の方法

や基準その他の事項を記載した授業計画書(シラバス)を作成し、公表し

ていること。 
（授業計画書の作成・公表に係る取組の概要） 

 

[授業計画（シラバス）の作成過程] 

(1)年度途中に次年度シラバス作成に係るＦＤ研修会を実施。 

(2)シラバス点検委員会を組織し、同委員会及び学務委員会で上記事項の記載を指示

した「講義要項（シラバス）作成の手引き」を作成・アップデートする。 

(3)同手引きを全科目担当者に配布し、これにもとづくシラバス作成を依頼する（web

入力）。 

(4)集約された次年度シラバスについて、シラバス点検委員会による点検作業の実施。

要件に満たない場合は、同委員会が科目担当者に修正を依頼する。 

 

［授業計画の作成・公表時期］ 

(1)例年およそ 8 月上旬 

(2)1月下旬～2月上旬 

(3)次年度カリキュラム確定後直ちに実施。例年 2月上旬頃 

(4)2月下旬～3月上旬 

 

・授業計画の公表は、学生向けには履修登録に活用させるため 3月下旬頃から学務シ

ステム上で公表。一般公開は、4月から。 

 

［授業計画の公表方法］ 

・受講登録の際には、ワンクリックで当該科目の授業計画（シラバス）が即時参照で

きるような登録システムを構築している。 

・すべての科目の授業計画（シラバス）は大学のホームページ上で公表している。 

 

授業計画書の公表方法 
https://unipa.shigakukan.ac.jp/up/faces/login/Com005

04A.jsp 

２．学修意欲の把握、試験やレポート、卒業論文などの適切な方法により、

学修成果を厳格かつ適正に評価して単位を与え、又は、履修を認定して

いること。 

https://unipa.shigakukan.ac.jp/up/faces/login/Com00504A.jsp
https://unipa.shigakukan.ac.jp/up/faces/login/Com00504A.jsp


  

（授業科目の学修成果の評価に係る取組の概要） 

 

［学修成果の厳正かつ適正な評価と単位授与］ 

・成績評価の方法・基準は、学則並びに履修規程に定めている。 

・学修成果の評価方針は、アセスメント・ポリシーに定めている。 

 

・科目の「到達目標」、「成績評価基準」、「成績評価の方法」が明示されたシラバスを

提供している。シラバスに記載された成績評価の方法・基準のとおり、各授業科目の

学修成果の評価を行い、これに基づき、単位の授与又は履修の認定を行っている。 

・定期試験における受験者数に応じて試験監督者数を定め、適切に配置している。 

・「科目成績評価に関する取り決め」において各科目の成績評価の基準を定めている。 

・卒業研究を必修科目として課している人間関係学部では、卒業論文の評価基準を定

めている。 

・学修成果を厳格に評価する目的で、2018年度から再試験を原則廃止とした。 

・CAP制度を導入し、学修時間の確保を行い、単位の実質化を図っている。 

・科目ごとの成績分布状況を把握し、大学ホームページ上で公表している。 

 

［学修意欲の把握］ 

・毎期、出席状況調査を行い、出席不良の学生に対しては修学指導を実施すると共に

保護者との連携等を行っている。 

・すべての授業科目の授業評価で、学修への取り組み態度の自己評価を問うている。 

・毎年度、学生生活調査を行い、平日及び休日の学修行動や時間数の他、大学での適

応状況、課外活動やアルバイト等の様相についても調査し、その把握に努めている。 

 

３．成績評価において、ＧＰＡ等の客観的な指標を設定し、公表するとと

もに、成績の分布状況の把握をはじめ、適切に実施していること。 
（客観的な指標の設定・公表及び成績評価の適切な実施に係る取組の概要） 

 

［客観的な指標の設定（具体的内容）］ 

・客観的指標として GPAを用いている。GPAの算出方法は以下による。 

GPA ＝ （履修登録した授業科目の単位数×当該授業科目のＧＰの総和） 

     ／履修登録した授業科目の単位数の合計 

 

［客観的な指標の適切な実施状況］ 

・科目担当者による成績入力後（web入力）、当該学期及び通算の GPAは上記算出方法

により自動計算され、リアルタイムでシステムに反映される。 

・成績公表日に各科目の評価と共に当該学期及び通算 GPAは、学生に開示される。 

・その後の成績の異議申立期間を経た後、GPAは原則確定する。 

・学期途中に履修登録取消期間を設け、GPA の指標としての妥当性・正確性の向上を

図っている。 

・学科ごとの GPA 分布状況を把握できる資料を準備し、大学 HP上で公表している。 

 

［客観的な指標の算出方法の公表方法］ 

・学生へ毎年配付する冊子「学生生活の手引き」でその算出方法及び活用方法を周知

している。 

 

客観的な指標の 

算出方法の公表方法 
http://www.shigakukan.ac.jp/about/sanshutuhouhou.pdf 

http://www.shigakukan.ac.jp/about/sanshutuhouhou.pdf


  

４．卒業の認定に関する方針を定め、公表するとともに、適切に実施して

いること。 
（卒業の認定方針の策定・公表・適切な実施に係る取組の概要） 

 

［卒業認定・学位授与の方針の策定及び公表］ 

 建学の精神に従い、その教育目標を実現することを目指し、授与する学位ごとに、

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）を定めている。 

 大学及び各学部・学科の教育目標を達成するために、ディプロマ・ポリシーに基づ

いて、カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施方針）を定め、教育課程を組

織的、体系的に編制している。 

 ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーは、学生便覧及びホームページ

上で公開している、 

 

［卒業の認定に関する方針の具体的内容］ 

・DP、CPに基づき体系的に編制された教育課程（カリキュラム）において、各授業で

定められた成績評価の方法により、厳格に学修成果を評価し、当該科目の単位を授与

する。 

・本学に 4年以上在学し、履修規程に定める方法により１２４単位以上を修得した者

を卒業と認める。 

 

［卒業の認定に関する方針の適切な実施状況］ 

・卒業の要件については、学則及び学位規程に定めている。 

・卒業判定の手順については、学務委員会規程、人間関係学部教授会規程及び法学部

教授会規程に定めている。 

・教育課程の改善を継続的に実施する目的で、「志學館大学アセスメント・ポリシー」

を定め、大学レベル、教育課程レベル、科目レベルの 3つの段階において、入学時、

在学中、卒業時の 3時点での学生の学修成果を評価している。 

 

卒業の認定に関する 

方針の公表方法 
http://www.shigakukan.ac.jp/about/policy/ 

 

  

http://www.shigakukan.ac.jp/about/policy/


  

様式第２号の４－①【⑷財務・経営情報の公表(大学・短期大学・高等専門学校)】 
 
※大学・短期大学・高等専門学校は、この様式を用いること。専門学校は、様式第２号の４

－②を用いること。 
学校名 志學館大学 

設置者名 学校法人 志學館学園 

 

 

１．財務諸表等 
財務諸表等 公表方法 

貸借対照表 http://www.shigakukan.ac.jp/gakuen/information/zaimu_R1.pdf 

収支計算書又は損益

計算書 
http://www.shigakukan.ac.jp/gakuen/information/zaimu_R1.pdf 

財産目録 http://www.shigakukan.ac.jp/gakuen/information/zaimu_R1.pdf 

事業報告書 http://www.shigakukan.ac.jp/gakuen/information/jigyo_R1.pdf 

監事による監査報告

（書） 
http://www.shigakukan.ac.jp/gakuen/information/jigyo_R1.pdf 

 

 

２．事業計画（任意記載事項） 

単年度計画（名称：令和 2年度 単年度事業計画   対象年度：令和 2年度） 

公表方法： http://www.shigakukan.ac.jp/gakuen/information/jigyokeikaku2020.pdf 

中長期計画（名称：志學館未来計画 2016-2021  対象年度：平成 28年度～33年度） 

公表方法：http://www.shigakukan.ac.jp/gakuen/shigakukan_miraikeikaku_2016-2021.pdf 

 

 

３．教育活動に係る情報 

（１）自己点検・評価の結果 

公表方法：http://www.shigakukan.ac.jp/about/disclosure/report.html 

 

 

（２）認証評価の結果（任意記載事項） 

公表方法：http://www.shigakukan.ac.jp/about/disclosure/jihee.html 

 

  

http://www.shigakukan.ac.jp/gakuen/information/zaimu_R1.pdf
http://www.shigakukan.ac.jp/gakuen/information/zaimu_R1.pdf
http://www.shigakukan.ac.jp/gakuen/information/zaimu_R1.pdf
http://www.shigakukan.ac.jp/gakuen/information/jigyo_R1.pdf
http://www.shigakukan.ac.jp/gakuen/information/jigyo_R1.pdf
http://www.shigakukan.ac.jp/gakuen/information/jigyokeikaku2020.pdf
http://www.shigakukan.ac.jp/gakuen/shigakukan_miraikeikaku_2016-2021.pdf
http://www.shigakukan.ac.jp/about/disclosure/report.html
http://www.shigakukan.ac.jp/about/disclosure/jihee.html


  

（３）学校教育法施行規則第 172条の２第 1項に掲げる情報の概要 

 

①教育研究上の目的、卒業の認定に関する方針、教育課程の編成及び実施に関す

る方針、入学者の受入れに関する方針の概要 
学部等名 人間関係学部 

教育研究上の目的 

（公表方法：http://www.shigakukan.ac.jp/faculty/humanities/policy/post_27.html） 

（概要） 

人間関係学部は、人間のこころと身体、人類の文化・社会について教授研究し、社会の

要請にこたえることのできる人間の育成を目的とする。 

卒業の認定に関する方針 

（公表方法：http://www.shigakukan.ac.jp/faculty/humanities/policy/post_27.html） 

（概要） 

 人間関係学部は、人間のこころと身体、人類の文化・社会について学問的に追究す

ることにより、時代に即応した堅実にして有為な人間を育成することを目的とし、志

學館大学のディプロマ・ポリシー及び以下に掲げる、知識・技能・資質を修得した者に

学士の学位を授与します。 

１ 心理学・健康科学、日本語日本文学、英語英米文化、歴史地理のいずれかの分野の

専門的知識と技能及び総合的な問題発見・課題解決能力を修得している。 

２ 人類の文化、社会に関する専門的知識を身につけ、倫理観を持った市民として、

地域社会の発展のために自主的・創造的に貢献する能力と意識を持っている。 

３ 多様な言語・社会・文化を理解すると共に、コミュニケーション能力を身につけ、

国際人として活躍する素地を持っている。 

 

教育課程の編成及び実施に関する方針 

（公表方法：http://www.shigakukan.ac.jp/faculty/humanities/policy/post_27.html） 

（概要） 

 人間関係学部は、志學館大学のカリキュラム・ポリシーに基づき、学部の専門教育

を以下のように編成する。 

１ 学部基礎科目には、倫理観を持った市民として地域社会の発展に貢献する資質・

能力を修得するための科目を配置する。 

２ 学科基礎科目には、心理学、日本語日本文学、英語英米文化、歴史地理の各分野の

概要を理解するための科目を配置する。 

３ 学科共通科目には、心理学・健康科学、日本語日本文学、英語英米文化、歴史地理

の各分野の基礎的知識と技能を修得するための科目を配置する。 

４ 学科専門科目には、心理学・健康科学、日本語日本文学、英語英米文化、歴史地理

の各分野の実践的かつ体系的な専門的知識と技能を修得するための科目を配置する。 

５ 卒業科目には、総合的な問題発見・課題解決能力を修得し、卒業論文へと結実さ

せるための科目を配置する。 
 

 

 

 

 

 

http://www.shigakukan.ac.jp/faculty/humanities/policy/post_27.html
http://www.shigakukan.ac.jp/faculty/humanities/policy/post_27.html
http://www.shigakukan.ac.jp/faculty/humanities/policy/post_27.html


  

入学者の受入れに関する方針 

（公表方法：http://www.shigakukan.ac.jp/faculty/humanities/policy/post_27.html） 

（概要） 

＜心理臨床学科＞ 

 心理臨床学科は、心理学及び健康科学の知識と実践的な心理臨床的援助の基礎を学

ぶことを通じて、生物的・社会的存在としての人間を理解し、将来、保健医療、福祉、

教育、産業等の現場で使命感を持って働くことができる人材の育成を目指しています。 

 本学科は、志學館大学のアドミッション・ポリシーに基づき、人間のこころと身体

及び行動に対する探究心があり、同時に現実の社会問題に関心を持つことができる人、

加えて国家資格公認心理師、精神保健福祉士等の資格取得を志す人を求めます。 

【本学科志願者には高等学校等での学びで次のような能力を身に付けている人を求め

ます。】 

１ 国語科科目の学習を通じて、読解力・文章力・コミュニケーション能力を身につ

けている人 

２ 英語科科目の学習を通じて、英語の基礎的な能力を身につけている人 

３ 数学科科目の学習を通じて、数学の基礎的な能力を身につけている人 

＜人間文化学科＞ 

 人間文化学科は、日本語日本文学、英語英米文化、歴史地理の各分野の専門的知識

と技能を身につけ、将来、地域社会や国際社会で使命感を持って働くことができる人

材の育成を目指しています。 

 本学科は、志學館大学のアドミッション・ポリシーに基づき、言語・文化・歴史・社

会・自然に対する探究心があり、グローバルな社会に対応できる豊かなコミュニケー

ション能力を身に付けたい人、また、地域の現状や社会の問題に関心を持ち、それら

を多面的に考える力と幅広い教養を身につけたい人を求めます。 

【本学科志願者には高等学校等での学びで次のような能力を身に付けている人を求め

ます。】 

１ 国語科科目の学習を通じて、読解力・文章力・コミュニケーション能力を身につ

けている人 

２ 英語科科目の学習を通じて、英語の基礎的な読解力・表現力・コミュニケーショ

ン能力を身につけている人 

３ 地理歴史・公民科科目の学習を通じて、自国や他国の地理・歴史及び政治・経済・

社会の仕組みに関する基本的な知識を身につけている人 

 

 

学部等名 法学部 

教育研究上の目的 

（公表方法：http://www.shigakukan.ac.jp/faculty/law/policy/post_26.html） 

（概要） 

法学部は、法学及び関連分野に関する専門の学芸を教授研究し、現代社会に即応でき

る専門的知識・技能を備えた人間の育成を目的とする。 
 

 

 

 

 

 

 

卒業の認定に関する方針 

（公表方法：http://www.shigakukan.ac.jp/faculty/law/policy/post_26.html） 

http://www.shigakukan.ac.jp/faculty/humanities/policy/post_27.html
http://www.shigakukan.ac.jp/faculty/law/policy/post_26.html
http://www.shigakukan.ac.jp/faculty/law/policy/post_26.html


  

（概要） 

法学部は、法とビジネスに関する諸学を学問的に追究することにより、時代に即応し

た堅実にして有為な人間を育成することを目的とし、志學館大学のディプロマ・ポリ

シー及び以下に掲げる知識・技能・資質を修得した者に学士の学位を授与します。 

１ 法とビジネスに関する諸分野の専門的知識・技能及び総合的な問題発見・課題解

決能力を修得している。 

２ 倫理観を持った市民として、地域社会の発展のために自主的・創造的に貢献する

能力と意識を持っている。 

３ 多様な社会・文化を理解すると共に、リーガルマインドを身につけ、国際人とし

て活躍する素地を持っている。 
 

教育課程の編成及び実施に関する方針 

（公表方法：http://www.shigakukan.ac.jp/faculty/law/policy/post_26.html） 

（概要） 

 法学部は、志學館大学のカリキュラム・ポリシーに基づき、学部の専門教育を以下

のように編成する。 

１ 学部基礎科目には、法の歴史性、文化性を理解し、倫理観を持った市民として地

域社会の発展に貢献する資質・能力を修得するための科目及び法とビジネスに関する

諸分野の概要を理解するための科目を配置する。 

２ 学部共通科目には、憲法、民法、商法、民事訴訟法を中心とした法及び経済に関す

る諸分野の専門的知識・技能を修得するための科目並びにリーガルマインドを身につ

けるための科目を配置する。 

３ 学科科目には、刑事法学、基礎法学（法哲学、法思想史など）、政治学などの諸分

野又は経営学などのビジネスを行うに必須の諸分野の実践的かつ体系的な専門的知

識・技能を修得するための科目を配置する。 
 

入学者の受入れに関する方針 

（公表方法：http://www.shigakukan.ac.jp/faculty/law/policy/post_26.html） 

（概要） 

 法学部は、法とビジネスに関する諸分野の専門知識・技能及びリーガルマインド（法

的思考力）を身につけ、それらを活かして、将来、地域社会や国際社会で、法実務の専

門家（法曹やその他の法律専門職、公務員など）や企業法務に精通した職業人（総務担

当者、財務担当者など）として、使命感を持って働くことができる人材の育成を目指

しています。 

 本学部は、志學館大学のアドミッション・ポリシーに基づき、法とビジネスに関す

る諸分野に対する探究心があり、同時に地域の現状や社会の問題に関心を持ち、それ

らの問題を法的に考え解決する力を身に付けたい人を求めます。 

【本学部志願者には高等学校等での学びで次のような能力を身に付けている人を求め

ます。】 

１ 国語科科目の学習を通じて、読解力・文章力・コミュニケーション能力を身につ

けている人 

２ 英語科科目の学習を通じて、英語の基礎的な能力を身につけている人 

３ 政治・経済科科目の学習を通じて、各国の地理・歴史をふまえた、法、政治・経

済、社会の仕組みに関する基本的な知識を身につけている人 
 

②教育研究上の基本組織に関すること 

公表方法：http://www.shigakukan.ac.jp/about/brief/organization.html 

http://www.shigakukan.ac.jp/faculty/law/policy/post_26.html
http://www.shigakukan.ac.jp/faculty/law/policy/post_26.html
http://www.shigakukan.ac.jp/about/brief/organization.html


  

③教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること 

a.教員数（本務者） 

学部等の組織の名称 
学長・ 

副学長 
教授 准教授 講師 助教 

助手 

その他 
計 

－ 1人 － 人 

人間関係学部 － 14人 10人 7人 3人 0人 34人 

法学部 － 11人 4人 5人 2人 0人 22人 

b.教員数（兼務者） 

学長・副学長 学長・副学長以外の教員 計 

 

0人 74人 74人 

各教員の有する学位及び業績 

（教員データベース等） 
公表方法：http://www.shigakukan.ac.jp/faculty/staff/ 

c.ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）の状況（任意記載事項） 

本学の FDへの取り組みについては、両学部の教員が委員となり、FD推進委員会を組成し、例年「FD研究

会」及び「FDランチ懇談会」を実施している。「FD研究会」では、本学の授業改善を図るため全教員を

対象とし、アクティブラーニングなどのテーマを設けて、グループディスカッションを実施している。

「FDランチ懇談会」では、FD推進委員の教員と学生が懇談する場を設け、委員が学生から直接意見を聴

き授業改善に取り組んでいる。 

 

 

 

④入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに

進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること 
a.入学者の数、収容定員、在学する学生の数等 

学部等名 
入学定員 

（a） 

入学者数 

（b） 

b/a 収容定員 

（c） 

在学生数 

（d） 

d/c 編入学 

定員 

編入学 

者数 

人間関係学部 200人 238人 119.0％ 750人 860人 114.7％ 5人 4人 

法学部 145人 181人 124.8％ 545人 639人 117.2％ 5人 2人 

合計 345人 419人 121.4％ 1,295人 1,499人 115.8％ 10人 6人 

（備考） 

 

b.卒業者数、進学者数、就職者数 

学部等名 

 

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

人間関係学部 
153人 

（100％） 

16人 

（10.5％） 

104人 

（68.0％） 

33人 

（21.6％） 

法学部 
121人 

（100％） 

3人 

（2.5％） 

99人 

（81.8％） 

19人 

（15.7％） 

合計 
274人 

（100％） 

19人 

（6.9％） 

203人 

（74.1％） 

52人 

（19.0％） 

（主な進学先・就職先）（任意記載事項） 

http://www.shigakukan.ac.jp/career/recruit_support/data/ 

備考） 

http://www.shigakukan.ac.jp/faculty/staff/
http://www.shigakukan.ac.jp/career/recruit_support/data/


  

c.修業年限期間内に卒業する学生の割合、留年者数、中途退学者数（任意記載事項） 

学部等名 

 

入学者数 
修業年限期間内 

卒業者数 
留年者数 中途退学者数 その他 

人間関係学部 
174人 

（100％） 

142人 

（81.6％） 

17人 

（9.8％） 

15人 

（8.6％） 

0人 

（0.0％） 

法学部 
133人 

（100％） 

115人 

（86.5％） 

9人 

（6.8％） 

9人 

（6.8％） 

0人 

（0.0％） 

合計 
307人 

（100％） 

257人 

（83.7％） 

26人 

（8.5％） 

24人 

（7.8％） 

0人 

（0.0％） 

（備考） 

 

 

⑤授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること 
（概要） 

・全ての授業科目について、上記事項が記載された講義要項（シラバス）を作成している。 

・作成に際しては、学務委員会及びシラバス点検委員会で毎年、「講義要項（シラバス）作成

の手引き」を作成（アップデート）し、全ての科目担当者に配布している。 

・同手引きを参照の上、各科目担当がシラバスを作成し、作成されたシラバスを点検委員会が

要領どおりに入力されているか点検し、記載内容に不備などがあった場合には、適宜修正を求

めている（その後、再点検）。 

 

 

⑥学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること 
（概要） 

［学修の成果に係る評価］  

・講義要項（シラバス）に記載された成績評価の方法・基準のとおり、各授業科目の学修成果

の評価を行い、これに基づき、単位の授与又は履修の認定を行っている。 

・定期試験における受験者数に応じて試験監督者数を定め、適切に配置している。 

・「科目成績評価に関する取り決め」において各科目の成績評価の基準を定めている。 

・卒業研究を必修科目として課している人間関係学部では、卒業論文の評価基準を定めてい

る。 

・学修成果を厳格に評価する目的で、2018 年度から再試験を原則廃止とした。 

・CAP 制度を導入し、学修時間の確保を行い、単位の実質化を図っている。 

・科目ごとの成績分布状況を把握し、大学ホームページ上で公表している。 

 

［卒業の認定基準］ 

・DP、CPに基づき体系的に編制された教育課程（カリキュラム）において、各授業で定められ

た成績評価の方法により、厳格に学修成果を評価し、当該科目の単位を授与する。 

・本学に 4年以上在学し、履修規程に定める方法により１２４単位以上を修得した者を卒業と

認める。 

学部名 学科名 
卒業に必要となる 

単位数 

ＧＰＡ制度の採用 

（任意記載事項） 

履修単位の登録上限 

（任意記載事項） 

人間関係学部 
心理臨床学科 124単位 ○有 ・無 48単位 

人間文化学科 124単位 ○有 ・無 48単位 

法学部 
法律学科 124単位 ○有 ・無 48単位 

法ビジネス学科 124単位 ○有 ・無 48単位 



  

ＧＰＡの活用状況（任意記載事項） 

公表方法： 

http://www.shigakukan.ac.jp/about/disclosure/post_2.html 

・指導教員による修学面談等における学修状況の把握の資料 

・奨学生選考における選考基準 

・学外実習等への参加基準 

・CAP制による履修上限科目数緩和における基準 

・修業年限を超えて在学する学生への対応基準（退学勧告含む） 

学生の学修状況に係る参考情報 

（任意記載事項） 

公表方法： 

http://www.shigakukan.ac.jp/about/disclosure/report.html 

・「志學館大学学生に対する生活調査の結果」（2019） 

・「志學館大学学生に対する生活調査の結果」（2018） 

・「志學館大学学生に対する生活調査の結果」（2017） 

・「平成 30年度前期学生による授業評価アンケート調査の結果」

（2018） 

・「平成 29年度前期学生による授業評価アンケート調査の結果」

（2017） 

 

 

⑦校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること 

公表方法：http://www.shigakukan.ac.jp/campus/university/university.html 

 

 

⑧授業料、入学金その他の大学等が徴収する費用に関すること 

学部名 学科名 
授業料 

（年間） 
入学金 その他 備考(任意記載事項) 

人間関係

学部・法

学部 

－ 600,000円 150,000円 265,000円 教育充実費 

 

 

⑨大学等が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること 
a.学生の修学に係る支援に関する取組 

（概要） 

［指導教員制度］ 

 指導教員制度を全学年で導入し、入学から卒業まで切れ目なく、修学支援を行ってい

る。各学期はじめには履修指導期間を設け、すべての学生が指導教員と個別面談を行っ

ている。 

［学生情報の統合］ 

 学務システムに学生支援に係るポートフォリオ機能を持たせ、担任の受け渡しや部署

間の連携等に活用し、有機的・体系的な修学支援が出来るように努めている。 

［学生支援センター］ 

 両学部の教員及び事務職員で構成する「学生支援センター」を設けている。学生支援

センターは、何らかの専門的支援が必要な学生並びに修学上問題が生じた学生の修学及

び学生生活をサポートすることを目的としている。 

対象学生に対する直接的な支援は、もちろんのこと、必要に応じて、保健センターや進

路支援センター及び学外関係機関と連携協力した支援を行う。また指導教員に対するコ

ンサルテーション等を通じて、指導教員制度を補強する役割も担う。 

 

http://www.shigakukan.ac.jp/about/disclosure/post_2.html
http://www.shigakukan.ac.jp/about/disclosure/report.html
http://www.shigakukan.ac.jp/campus/university/university.html


  

［特待生制度及び奨学生制度］ 

 志學館学園規程に基づき、両制度のもと、学業や技能、人物等が特に優れている学生

や経済的理由により修学が困難な学生に対する支援を行っている。 
 

b.進路選択に係る支援に関する取組 

（概要） 

［進路支援センター］ 

 両学部の教員及び事務職員で構成する「進路支援センター」を設けている。進路支援

センターは、学生の就職・進路に関する情報の収集・分析を行うとともに、就職・進路

支援事業の企画・実施にあたることを目的としている。単なる就職支援に留まることな

く、学生一人ひとりのキャリア形成という意識の下、親身になったサポート体制を構築

している。 

［進路支援プログラム］ 

 キャリア形成を意識したオリエンテーション・ガイダンスを実施している。年間 40回

以上実施され、対象は初年次から 4年生まで全学年にわたり、学年進行の時宜を得たプ

ログラム構成になっている。 

［資格センター］ 

 両学部の教員及び事務職員で構成する「資格センター」を設けている。公務員試験の

受験や大学院進学のほか、国家資格や公的資格等の取得を目指す学生の学習を支援する

ことを目的としている。 

 

c.学生の心身の健康等に係る支援に関する取組 

（概要） 

［学生支援室］ 

 臨床心理士資格及び公認心理師資格を有する専任カウンセラー2名が在中する「学生

支援室」を設けている。学生支援室は、学生支援センターにおかれ、学内外の関係機関

と連携し、要支援学生の相談に応じ、修学上の諸問題の解決及び精神的健康の維持・増

進を図り、豊かで快適な学生生活の支援に寄与することを目的としている。 

 学生個別の申し出に応じて、一人ひとりの修学上の配慮事項の取りまとめ、科目担当

者や学務システムとの調整を行っている。また日常的、継続的な個別面談、保護者や指

導教員との連携、コンサルテーション等を密に行っている。 

［保健センター］ 

 本学教員（医師）及び専門職員で構成する「保健センター」を設けている。保健セン

ターは、学生及び職員の心身の健康保持及びその増進を図ることを目的としており、保

健管理、健康相談・診断等の業務のために保健室をおいている。 

［ハラスメント防止委員会］ 

 ハラスメント防止要綱を設け、このもとに「ハラスメント防止委員会」をおき、ハラ

スメントの防止及び対策に係る各種取組を行っている。 

 

 

 

⑩教育研究活動等の状況についての情報の公表の方法 

公表方法：http://www.shigakukan.ac.jp/about/disclosure/disclosure.html 

 

 

http://www.shigakukan.ac.jp/about/disclosure/disclosure.html

