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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 

 
 
 

 東筑紫学園は、昭和11(1936)年に創立された筑紫洋裁女学院に始まり、今日では幼稚

園、中学校、高等学校、短期大学、大学、大学院と総合学園化している。この80年間の

道のりの中で一貫してそれぞれの学校教育の精神的基盤となっているのが、創設者宇城

信五郎により起草された「筑紫魂」という建学の精神である。現在では以下に記す「筑

紫の心」となって簡略化されているが、学園の教育理念の根底に流れているものである。 
 

筑紫の心 

教育とは心の畑を耕すことであります。ともすれば草を生い茂らせ狭隘にして

痩せ細りがちな心の畑の草をむしり肥料をつちかい新生する芽を伸ばしていく

ところに教育の使命があります。 
東筑紫学園の建学の精神は教職員学生生徒が心をひとつにして勇気、親和、愛、

知性の四つの芽を心の畑に種蒔き育てていくことにあります。 
筑紫の心は国を愛し労働をいとわず親や祖先をあがめ己れをむなしくして社

会に奉仕する人間像を理想にしています。 
 
 そもそも建学の精神とは、主に私立学校等が創設されるときに創設者が掲げる独自性

を持った理想的な教育思想・理念のことで、建学の思想とも呼ばれる。主として、その

学校の設置理念、教育内容の特徴、養成する人材の必要性や重要性及び社会に対する貢

献内容などが表現されている。 
 大学は、併設校 東筑紫短期大学の食物栄養学科を母体として創設され、「筑紫の心」

を基盤として、管理栄養士、理学療法士、作業療法士に必要な専門知識、技術の修得・

探究を目指している。つまり、専門知識、技術を修得・探究させるということと、「筑紫

の心」にある四魂（勇気、親和、愛、知性）を育てながらそれらを調和させ、己をむな

しくして社会に奉仕できる人間に成長させるということである。換言すると、現実社会

で役に立つ専門的力とどんな困難な状況にぶつかっても生き抜いていく全(まった)き生

命力を養成するということである。ここに「生活実学」の特徴がある。 
 全き生命力の養成における基本は、勇気、親和、愛、知性を力強く成長させると共に、

一つの人格の中で調和統一し、真澄(ますみ)の天空のような心を創りあげることである。

その何者にも汚されない泰然自若の真澄の心が実存するときはじめて「筑紫魂」が発動

するのである。この場合の「筑紫魂」とは、筑紫という地名から発する宇宙魂を指して

いる。我々は、己をむなしくして我々を創造して下さった宇宙創造の根源的力に触れ合

うことによってのみ、社会に奉仕できる最高レベルの生命力を発現できるのである。 
 大学における「食医」「食の番人」的役割を果たす管理栄養士、「リハビリテーション

の番人」的役割を果たす理学療法士、作業療法士の養成は、このような「生活実学」教

育の理念と、根底に流れる「筑紫の心」によって支えられている。 
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 大学は「筑紫の心」を基本として、食を通して福祉を実現するという方法意識・使命

感のもとに食指導・食療法という学問的に裏付けされた専門的方法を修得した「食の番

人」的役割を果たせる人材を養成するため、平成13(2001)年に開学した。高等学校教育

の基礎の上に広く知識を授け、人格の完成を図ると共に食物栄養に関する専門知識技能

を教授研究し、食を通して人類社会の福祉に貢献する管理栄養士の養成を目的とするこ

とから、大学名を九州栄養福祉大学とした。 

 平成16(2004)年には、「栄養福祉」という観点のみならず、到来しつつある少子高齢

社会における様々な人間福祉の課題に対応するため、我が国で2番目に古い歴史を持つ、

両科（理学療法、作業療法）併設の労働福祉事業団 九州リハビリテーション大学校を継

承し、専門学校 九州リハビリテーション大学校として開学した。平成23(2011)年には、

食とリハビリテーションを連携させ教育の相乗効果を図るため、専門学校 九州リハビリ

テーション大学校を前身として大学リハビリテーション学部を開設した。大学の使命は、

食と予防リハビリテーションを含めたリハビリテーションを通して、人々を病気や障害、

怪我から未然に守る「健康生活の番人」的役割を果たす管理栄養士、理学療法士、作業

療法士の養成である。 

 上記のような建学の精神、教育理念、学部・学科の目標を実現するために、大学では

教科教育、生活指導教育と並んで行事教育を重視しており、各行事の式辞や講話等で学

長が行事の意義、建学の精神に基づく「お掃除」論、四魂調和（勇気、親和、愛、知性

の調和) による人格完成の大切さ、大学の設置理念、大学の目標とする人材像、天職・

務め論等を説明している。教授会、教授会の委員会、各学部・学科、クラス担任、学生

部はそれらの内容を取入れながら学生指導や生活指導そして教科指導に当たるよう努め

ている。一方、学生には各種行事への積極的参加を指導し、更に「学修日誌」などを通

して広く学生生活全般の意見を受入れるようにし、建学の精神を中核とした同心円的教

育チームワーク形成を大切にしている。また、大学は管理栄養士、理学療法士、作業療

法士を養成する施設でもあるため、国家試験受験指導には格別の注意を払っている。実

践力のある管理栄養士、理学療法士、作業療法士を養成するため、指定されたカリキュ

ラムの中で、実学がまさに実学化するための工夫をしてきた。忙しい学生生活ではある

が、学生の研究心を育成するためゼミナール担当教員を置き、卒業論文発表会も開催し

ている。 
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Ⅱ．沿革と現況 

 
1．本学の沿革 

東筑紫学園は、昭和 11(1936)年 3 月に宇城信五郎・カ子夫妻の実学的建学の精神「筑

紫魂」をもって筑紫洋裁女学院として発足した。その後、昭和 25(1950)年に東筑紫短期

大学被服科（現 美容ファッションビジネス学科）を設置、同 29(1954)年には保育科（現 
保育学科）、同 33(1958)年には栄養科（現 食物栄養学科）を増設、平成 13(2001)年に

九州栄養福祉大学を開学、同 14(2002)年には東筑紫短期大学に専攻科を設置した。 
平成 16(2004)年 4 月には、労働福祉事業団 九州リハビリテーション大学校を継承し

て専門学校 九州リハビリテーション大学校を開学し、平成 23(2011)年 4 月に九州栄養

福祉大学リハビリテーション学部を設置した。また、平成 17(2005)年 4 月に開学した九

州栄養福祉大学大学院 食物栄養学研究科を平成 24(2012)年 4 月に健康科学研究科と名

称変更した。 
学園は創立 80 年の歴史をもち、幼稚園、中学校、高等学校、短期大学、大学、大学院

を有する学校法人である。 
 
学園沿革 
昭和11(1936)年 3月 筑紫洋裁女学院を創立。 

昭和18(1943)年 11月 財団法人東筑紫技芸女学校を設立認可される。理事長、校長に宇城信五郎就任。 

昭和21(1946)年 3月 東筑紫技芸女学校専攻科を設置認可される。 

昭和22(1947)年 3月 財団法人東筑紫技芸女学校を財団法人東筑紫学園に改称する。理事長に宇城カ子就

任。専門学校令により東筑紫女子専門学校を設置し、校長に宇城カ子就任。 

昭和22(1947)年 4月 学制改革により東筑紫技芸女学校が東筑紫女子中学校となる。 

昭和23(1948)年 4月 東筑紫高等学校を開校し、校長に宇城カ子就任。 

昭和25(1950)年 4月 東筑紫短期大学を開学。被服科を設置し、学長に友枝高彦就任。 

昭和25(1950)年 8月 財団法人東筑紫学園理事長に宇城信五郎就任。 

昭和26(1951)年 3月 財団法人東筑紫学園を改め学校法人東筑紫学園とする。理事長に宇城信五郎就任。 

   東筑紫短期大学開学により東筑紫女子専門学校を発展的に廃止。 

昭和26(1951)年 10月 東筑紫幼稚園を開園。 

昭和27(1952)年 11月 東筑紫短期大学 学長に宇城信五郎就任。 

昭和29(1954)年 4月 東筑紫短期大学に保育科を設置。 

昭和31(1956)年 11月 学園創立20周年記念式典挙行。 

昭和33(1958)年 3月 学校法人東筑紫学園講堂完成。 

昭和33(1958)年 4月 東筑紫短期大学に栄養科を設置。 

昭和37(1962)年 3月 学園創立25周年記念式典挙行。 

昭和37(1962)年 12月 東筑紫短期大学に別科（被服専修）を設置認可される。 

昭和38(1963)年 4月 東筑紫高等学校を東筑紫短期大学附属高等学校に、東筑紫女子中学校を東筑紫短期大

学附属中学校に、東筑紫幼稚園を東筑紫短期大学附属幼稚園にそれぞれ名称変更。 

昭和38(1963)年 5月 東筑紫短期大学体育館完成。 

昭和40(1965)年 4月 東筑紫短期大学第2寮（現愛親寮）完成。 
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昭和41(1966)年 4月 東筑紫短期大学栄養科を食物栄養科に名称変更。 

   東筑紫短期大学1号館完成。 

昭和41(1966)年 5月 学園創立30周年記念式典挙行。 

昭和43(1968)年 6月 東筑紫短期大学第3寮（現清心寮）完成。 

昭和44(1969)年 4月 東筑紫短期大学被服科を被服専攻と服飾美術専攻の二専攻に分ける。 

昭和46(1971)年 4月 東筑紫短期大学 学長に根津菊次郎就任。 

昭和48(1973)年 9月 東筑紫短期大学別科（被服専修）を廃止認可される。 

昭和49(1974)年 4月 東筑紫短期大学 学長に宇城信五郎就任。 

昭和51(1976)年 3月 東筑紫短期大学図書館完成。 

昭和51(1976)年 4月 学園創立40周年記念式典挙行。 

昭和55(1980)年 3月 東筑紫短期大学学友会館完成。 

昭和55(1980)年 6月 東筑紫短期大学 学長宇城信五郎辞任し、名誉学長になる。後任に宇城カ子就任。 

昭和56(1981)年 3月 東筑紫短期大学3号館完成。 

昭和56(1981)年 5月 学園創立45周年記念式典挙行。 

昭和57(1982)年 1月 学園創立者・理事長宇城信五郎死去。 

昭和57(1982)年 2月 学校法人東筑紫学園 理事長に宇城カ子就任。 

昭和60(1985)年 8月 宇城記念館完成。 

昭和61(1986)年 4月 東筑紫短期大学附属中学校を東筑紫学園中学校に名称変更。 

昭和61(1986)年 11月 学園創立50周年記念式典挙行。 

平成 元(1989)年 4月 東筑紫短期大学被服科を生活文化学科に、保育科を保育学科に、食物栄養科を食物栄

養学科にそれぞれ名称変更。東筑紫学園中学校を照曜館中学校に名称変更。 

平成 2(1990)年 4月 東筑紫短期大学 学長に宇城照燿就任。 

平成 3(1991)年 4月 東筑紫短期大学附属高等学校被服科を服飾文化科に、食物科を食物文化科に名称変

更。 

平成 3(1991)年 11月 学園創立55周年記念式典挙行。 

平成 4(1992)年 4月 東筑紫短期大学附属高等学校を東筑紫学園高等学校に名称変更。 

平成 8(1996)年 10月 学園創立60周年記念式典挙行。 

平成10(1998)年 10月 九州栄養福祉大学、東筑紫短期大学専攻科設置準備室発足。室長に室井廣一就任。 

平成13(2001)年 2月 九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学2号館完成。 

平成13(2001)年 4月 学校法人東筑紫学園 理事長に宇城照燿就任。 

   東筑紫短期大学 学長に室井廣一就任。 

   九州栄養福祉大学を開学。食物栄養学部食物栄養学科を設置し、学長に宇城照燿就任。 

平成13(2001)年 6月 学園創立65周年記念・九州栄養福祉大学開学記念式典挙行。 

平成13(2001)年 9月 釜山女子大学と東筑紫短期大学姉妹校締結。 

平成14(2002)年 4月 東筑紫短期大学に専攻科介護福祉専攻を設置。 

平成15(2003)年 12月 学園創立者宇城カ子死去。 

平成16(2004)年 4月 九州栄養福祉大学学長に室井廣一就任。 

   労働福祉事業団九州リハビリテーション大学校を継承し、学校法人東筑紫学園 専門

学校九州リハビリテーション大学校として開学。学校長に室井廣一就任。 

平成17(2005)年 4月 九州栄養福祉大学大学院を開学。食物栄養学研究科 食物栄養学専攻修士課程を設置。 
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平成18(2006)年 1月 専門学校九州リハビリテーション大学校3号館理学療法棟完成。 

平成18(2006)年 4月 東筑紫短期大学に美容ファッションビジネス学科を設置。 

平成18(2006)年 12月 学園創立70周年記念式典挙行。 

平成19(2007)年 4月 専門学校九州リハビリテーション大学校を四年制専門学校高度専門士課程に変更。 

平成20(2008)年 3月 東筑紫短期大学生活文化学科廃止。 

平成21(2009)年 4月 九州栄養福祉大学リハビリテーション学部設置準備室発足。 

   設置準備室長に室井廣一就任。 

平成23(2011)年 3月 九州栄養福祉大学小倉北区キャンパス5号館完成。 

平成23(2011)年 4月 九州栄養福祉大学にリハビリテーション学部理学療法学科、作業療法学科を設置。 

平成24(2012)年 2月 九州栄養福祉大学小倉南区キャンパス5号館完成。 

平成24(2012)年 4月 九州栄養福祉大学大学院 食物栄養学研究科を健康科学研究科に名称変更。 

平成26(2014)年 3月 専門学校九州リハビリテーション大学校閉校。 

平成26(2014)年 9月 専門学校九州リハビリテーション大学校廃止認可。 

 
2．本学の現況 

・大学名 

九州栄養福祉大学 
 
・所在地 

キャンパス名 所在地 
小倉北区キャンパス 福岡県北九州市小倉北区下到津五丁目 1 番 1 号 
小倉南区キャンパス 福岡県北九州市小倉南区葛原高松一丁目 5 番 1 号 

 
・学部構成 

○学部 

学部名 学科名 
食物栄養学部 食物栄養学科 
リハビリテーション学部 理学療法学科 

作業療法学科 

○大学院 

研究科名 専攻名 
健康科学研究科 健康栄養学専攻（修士課程） 
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・学生数、教員数、職員数 

○学生数 
平成 28(2016)年 5 月 1 日現在 

 （単位：人） 
学部・研究科 学科・専攻 学年 在籍学生数 合計 

食物栄養学部 食物栄養学科 

1 年 110 

454 
2 年 109 
3 年 117 
4 年 118 

リハビリテーション

学部 

理学療法学科 

1 年 93 

345 
2 年 81 
3 年 90 
4 年 81 

作業療法学科 

1 年 42 

170 
2 年 39 
3 年 46 
4 年 43 

大学院 
健康科学研究科 

健康栄養学専攻 
1 年 4 

5 
2 年 1 

○教員数 
平成 28(2016)年 5 月 1 日現在 

 （単位：人） 

学部・研究科 学科・専攻 
専任教員数 

助手 
兼任 
教員 教授 准教授 講師 助教 計 

食物栄養学部 食物栄養学科 12 6 2 2 22 6 
21 食物栄養学部計 12 6 2 2 22 6 

リハビリテーション 
学部 

理学療法学科 5 3 4 2 14 1 

59 
作業療法学科 5 1 3 1 10 1 

リハビリテーション学部計 10 4 7 3 24 2 
大学院 
健康科学 
研究科 

健康栄養学 
専攻 

(11) ― ― ― (11) ― ― 

健康科学研究科計 (11) ― ― ― (11) ― ― 
合 計 22 10 9 5 46 8 77 

※兼任（非常勤）教員数は、両学部を担当する兼任（非常勤）教員 3 人を含む。 
※兼任（非常勤）教員数は、平成 28(2016)年 9 月 21 日発令の教員を含む。 
※大学院教員数( )内は大学専任教員からの兼担者数 
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○職員数 
平成 28(2016)年 5 月 1 日現在 

 （単位：人） 

 正職員 嘱託 
パート（アルバ

イトも含む） 
派遣 合計 

人数 29 5 12 2 48 
% 60.4% 10.4% 25.0% 4.2% 100.0% 
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Ⅲ．評価機構が定める基準に基づく自己評価 

 

基準 1．使命・目的等 
1-1 使命・目的及び教育目的の明確性 

≪1-1 の視点≫ 

1-1-① 意味・内容の具体性と明確性 

1-1-② 簡潔な文章化 

 

(1) 1-1 の自己判定 

基準項目 1-1 を満たしている。 
 

(2) 1-1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

1-1-① 意味・内容の具体性と明確性 

■事実の説明 

大学の使命・目的は、学則第 1 章 第 1 条（目的）において以下のとおり定めている【資

料 F-3】。 

九州栄養福祉大学（以下「大学」という。）は教育基本法及び学校教育法の規定する

ところに従い、建学の精神と教育理念に基づいて高等学校教育の基礎の上に広く知識

を授けると共に人格の完成をはかり、専門知識技能を教授研究し人類社会の福祉に貢

献する人材の養成を目的とする。 

また、大学の使命・目的に基づく各学部・学科の教育目標は、学則第 1 章 第 4 条（学

科の目的）において以下のとおり定めている【資料 F-3】。 

【食物栄養学部 食物栄養学科】 
食物栄養学部食物栄養学科は、食を通して福祉を実現するという方法意識・使命感

のもとに食指導・食療法という学問に裏付けされた専門的方法を修得し、食生活の番

人としての役割を果たせる管理栄養士を養成することを教育目標とする。 

【リハビリテーション学部 理学療法学科】 
リハビリテーション学部理学療法学科は、人の動きやその機能を医学的に分析・考

察しながら、運動を治療や指導の手段として活用する科学的な根拠をもとに、治療対

象者一人ひとりに満足感を提供できる理学療法士を養成することを目標とする。 

【リハビリテーション学部 作業療法学科】 
リハビリテーション学部作業療法学科は、治療対象者のそばにいて、人との信頼関

係を大切にしながら物理的・技術的・精神的な面において生活を支えることができる

作業療法士を養成することを目標とする。 

大学院の使命・目的は、大学院学則第 1 章 第 1 条（目的）において以下のとおり定め

ている【資料 F-3】。 
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【大学院 健康科学研究科】 
九州栄養福祉大学大学院（以下「大学院」という。）は、学術研究の高度化、優れた

研究者及び高度職業人の育成、社会人の再教育並びに教育研究を通じた国際貢献の実

現を目的とする。 

これらの学則は、学生便覧及び大学ウェブサイト等に掲載している【資料 1-1-1】【資

料 1-1-2】。 
また、大学の使命・目的に基づく教育理念を、学生便覧、「大学案内」及び大学ウェブ

サイト等に公表している【資料 1-1-3】【資料 1-1-4】【資料 1-1-5】【資料 1-1-6】【資料

1-1-7】。 
各学部・学科が養成しようとする人材像を、「食医」「食の番人」的役割を果たす管理

栄養士、「リハビリテーションの番人」的役割を果たす理学療法士、作業療法士と表現し

ている。 
 
■自己評価 

大学の使命・目的は、建学の精神である「筑紫の心」を踏まえた上で明確に定められ

ている。また、大学の使命・目的を更に具体化したものとして、各学部・学科の教育目

標を定めている。 
 
【エビデンス集】 

【資料 F-3】 九州栄養福祉大学 学則 
九州栄養福祉大学大学院 学則 

【資料 1-1-1】 九州栄養福祉大学 学則 
平成 27(2015)年度 学生便覧（23～35 ページ） 
九州栄養福祉大学大学院 学則 
平成 27(2015)年度 学生便覧（87～94 ページ） 

【資料 F-5】と同じ 
【資料 1-1-2】 大学ウェブサイト「学則 平成 28 年度入学生」 

http://www.knwu.ac.jp/about/info.html 
（ホーム → 学校案内 → 情報公開） 

【資料 1-1-3】 建学の精神と教育理念 
平成 27(2015)年度 学生便覧（7 ページ） 

【資料 F-5】と同じ 
【資料 1-1-4】 大学ウェブサイト「建学の精神と教育理念」 

http://www.knwu.ac.jp/about/info.html 
（ホーム → 学校案内 → 情報公開） 

【資料 1-1-5】 教育上の指導理念、指導概念 
平成 28(2016)年度「大学案内」（6～7 ページ） 

【資料 F-2】と同じ 
【資料 1-1-6】 大学ウェブサイト「教育上の指導理念・指導概念」 

http://www.knwu.ac.jp/about/info.html
http://www.knwu.ac.jp/about/info.html
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http://www.knwu.ac.jp/about/mind.html 
（ホーム → 学校案内 → 教育上の指導理念・指導概念） 

【資料 1-1-7】 九州栄養福祉大学の教育目標 
平成 27(2015)年度 学生便覧（8～11 ページ） 

【資料 F-5】と同じ 
 
1-1-② 簡潔な文章化 

■事実の説明 

 大学の使命・目的及び各学部・学科の教育目標は、学則、学生便覧、「大学案内」、大

学ウェブサイト等において、簡潔な文章で公表している【資料 F-3】【資料 1-1-1】【資

料 1-1-2】【資料 1-1-3】【資料 1-1-4】【資料 1-1-5】【資料 1-1-6】【資料 1-1-7】。 
 
■自己評価 

大学の使命・目的及び各学部・学科の教育目標は簡潔な文章で記述されている。 
 
【エビデンス集】 

【資料 F-3】 九州栄養福祉大学 学則 
九州栄養福祉大学大学院 学則 

【資料 1-1-1】 九州栄養福祉大学 学則 
平成 27(2015)年度 学生便覧（23～35 ページ） 
九州栄養福祉大学大学院 学則 
平成 27(2015)年度 学生便覧（87～94 ページ） 

【資料 F-5】と同じ 
【資料 1-1-2】 大学ウェブサイト「学則 平成 28 年度入学生」 

http://www.knwu.ac.jp/about/info.html 
（ホーム → 学校案内 → 情報公開） 

【資料 1-1-3】 建学の精神と教育理念 
平成 27(2015)年度 学生便覧（7 ページ） 

【資料 F-5】と同じ 
【資料 1-1-4】 大学ウェブサイト「建学の精神と教育理念」 

http://www.knwu.ac.jp/about/info.html 
（ホーム → 学校案内 → 情報公開） 

【資料 1-1-5】 教育上の指導理念、指導概念 
平成 28(2016)年度「大学案内」（6～7 ページ） 

【資料 F-2】と同じ 
【資料 1-1-6】 大学ウェブサイト「教育上の指導理念・指導概念」 

http://www.knwu.ac.jp/about/mind.html 
（ホーム → 学校案内 → 教育上の指導理念・指導概念） 

【資料 1-1-7】 九州栄養福祉大学の教育目標 
平成 27(2015)年度 学生便覧（8～11 ページ） 

http://www.knwu.ac.jp/about/mind.html
http://www.knwu.ac.jp/about/info.html
http://www.knwu.ac.jp/about/info.html
http://www.knwu.ac.jp/about/mind.html
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【資料 F-5】と同じ 
 

(3) 1-1 の改善・向上方策（将来計画） 

大学の使命・目的は平成 13(2001)年 4 月の開学時から一貫しており、建学の精神であ

る「筑紫の心」を踏まえた上で明確に定められている。各学部・学科の教育目標は更に

具体的であり、簡潔な文章で記述されている。引き続き、学内外に広く周知していく。 
 
 

1-2 使命・目的及び教育目的の適切性 

≪1-2 の視点≫ 

1-2-① 個性・特色の明示 

1-2-② 法令への適合 

1-2-③ 変化への対応 

 

(1) 1-2 の自己判定 

基準項目 1-2 を満たしている。 
 

(2) 1-2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

1-2-① 個性・特色の明示 

■事実の説明 

建学の精神である「筑紫の心」は、大学の使命・目的及び教育目的の基盤であると共

に、大学の個性・特色となっている。「健康生活の番人」的役割を果たす管理栄養士、理

学療法士、作業療法士は、勇気、親和、愛、知性の四魂を調和させ、己をむなしくして

社会に奉仕できる人間である。 
「筑紫の心」は、「大学案内」、学生便覧、広報誌「拓く」、大学祭パンフレット等の配

布物及び学園ウェブサイトに掲載すると共に、講堂、講義室、研究室、事務室、会議室、

図書館、学生寮等においては額に入れて掲げ、周知を図っている【資料 1-2-1】【資料

1-2-2】【資料 1-2-3】【資料 1-2-4】【資料 1-2-5】。 
 
■自己評価 

建学の精神である「筑紫の心」は大学の個性・特色であり、大学の使命・目的及び教

育目標と密接に融合している。 
 
【エビデンス集】 

【資料 1-2-1】 筑紫の心 
平成 28(2016)年度「大学案内」（3 ページ） 

【資料 F-2】と同じ 
【資料 1-2-2】 筑紫の心 

平成 27(2015)年度 学生便覧（表紙裏） 
【資料 F-5】と同じ 
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【資料 1-2-3】 筑紫の心 
平成 27(2015)年度 広報誌「拓く」（表紙裏） 

【資料 1-2-4】 筑紫の心 
平成 27(2015)年度 大学祭パンフレット（食物栄養学部） 
平成 27(2015)年度 大学祭パンフレット（リハビリテーション学部） 

【資料 1-2-5】 学園ウェブサイト「建学の精神（筑紫の心）」 
http://www.hcg.ac.jp/mind.html 
（ホーム → 建学の精神） 

 
1-2-② 法令への適合 

■事実の説明 

大学の使命・目的は、学則第 1 章 第 1 条（目的）のとおり、教育基本法及び学校教育

法の規定に従って定めている【資料 F-3】。その他、大学の運営及び質保証に関する法令

等を遵守している【資料 1-2-6】。 
 
■自己評価 

大学の使命・目的は、各種法令に適合している。 
 

【エビデンス集】 

【資料 F-3】 九州栄養福祉大学 学則 
九州栄養福祉大学大学院 学則 

【資料 1-2-6】 大学の運営及び質保証に関する法令等の遵守状況資料 
【データ編 表 3-2】と同じ 

 
1-2-③ 変化への対応 

■事実の説明 

学則第 1 章 第 1 条（目的）に定められた使命・目的は不変である。また、平成 13(2001)
年 4 月に開学した新しい大学であり、各学部・学科の教育目標の変更を行ったこともな

い。 
 
■自己評価 

各学部・学科の教育目標については、今後の社会情勢に対応した人材を養成するべく、

必要に応じて見直しを行う。 
 
【エビデンス集】 

なし 
 

(3) 1-2 の改善・向上方策（将来計画） 

大学の使命・目的は、教育基本法及び学校教育法の規定に従い、大学の個性・特色で

ある「筑紫の心」を反映したものである。今後の社会情勢に対応した人材を養成するべ

http://www.hcg.ac.jp/mind.html
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く教育目標の見直しを行う際には、個性・特色の明示、法令遵守への留意を継続する。 
 
 
1-3 使命・目的及び教育目的の有効性 

≪1-3 の視点≫ 

1-3-① 役員、教職員の理解と支持 

1-3-② 学内外への周知 

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

1-3-④ 使命・目的及び教育目的と教育研究組織の構成との整合性 

 

(1) 1-3 の自己判定 

基準項目 1-3 を満たしている。 
 

(2) 1-3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

1-3-① 役員、教職員の理解と支持 

■事実の説明 

大学の使命・目的は、学長自らが様々な機会を通じて説明することで、理解と支持を

得ている。具体的には、年 2 回開催される「教職員研修会」での基調講演、原則毎週開

催される「朝礼」での挨拶、「新規採用者研修会」での挨拶、理事会及び評議員会での挨

拶、入学式や卒業式をはじめとする各種行事での学長講話等で説明している【資料 1-3-1】
【資料 1-3-2】【資料 1-3-3】【資料 1-3-4】。 

大学の使命・目的に基づく教育理念の策定は学長を長とする「学長部局会議」が中心

となって行う。「学長部局会議」はキャンパスごとに開催され、学長をはじめ、副学長、

学部長、大学及び併設校 東筑紫短期大学の次長職以上の管理職、理事長、法人事務局長、

法人事務局次長が出席している【資料 1-3-5】。大学の教育理念に基づき定められた各学

部・学科の教育目標は、最終的には教授会（拡大教授会）に報告され学長により承認さ

れる。更に理事会でも報告され、役員の理解と支持を得ている。 
 
■自己評価 

大学の使命・目的は、学長自らが様々な機会を通じて説明しており、役員及び教職員

の理解と支持を得ている。 

各学部・学科の教育目標についても、役員及び教職員の理解と支持を得ている。 

 
【エビデンス集】 

【資料 1-3-1】 平成 27(2015)年度 理事会、評議員会の開催状況 
【資料 F-10】と同じ 

【資料 1-3-2】 平成 27(2015)年度 教職員研修会資料 
【資料 1-3-3】 平成 27(2015)年度 朝礼開催状況資料 
【資料 1-3-4】 平成 27(2015)年度 新規採用者研修会資料 
【資料 1-3-5】 平成 27(2015)年度 学長部局会議出席者一覧 
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1-3-② 学内外への周知 

■事実の説明 

建学の精神、大学の使命・目的及び各学部・学科の教育目標は、「大学案内」、大学ウ

ェブサイトに掲載すると共に、オープンキャンパスや入試説明会等において学長自らが

説明することで学内外への周知に努めている【資料 1-3-6】【資料 1-3-7】【資料 1-3-8】
【資料 1-3-9】【資料 1-3-10】。学生に対しては、学生便覧や、入学式や卒業式をはじめ

とする各種行事での学長講話等を通じて周知に努めている【資料1-3-11】【資料1-3-12】。 
更に、建学の精神「筑紫の心」については額に入れて講堂、講義室、研究室、事務室、

会議室、図書館、学生寮等に掲げている。 
 
■自己評価 

建学の精神、大学の使命・目的及び各学部・学科の教育目標は、「大学案内」、大学ウ

ェブサイト等の媒体や、オープンキャンパス、入試説明会等における説明を通じて、広

く学内外に周知している。学生に対しては、学生便覧や、入学式や卒業式をはじめとす

る各種行事における学長講話を通じて周知している。 
 
【エビデンス集】 

【資料 1-3-6】 大学ウェブサイト「建学の精神と教育理念」 
http://www.knwu.ac.jp/about/info.html 
（ホーム → 学校案内 → 情報公開） 
【資料 1-1-4】と同じ 

【資料 1-3-7】 教育上の指導理念、指導概念 
平成 28(2016)年度「大学案内」（6～7 ページ） 

【資料 1-1-5】と同じ 
【資料 1-3-8】 大学ウェブサイト「教育上の指導理念・指導概念」 

http://www.knwu.ac.jp/about/mind.html 
（ホーム → 学校案内 → 教育上の指導理念・指導概念） 
【資料 1-1-6】と同じ 

【資料 1-3-9】 平成 27(2015)年度 オープンキャンパス開催状況資料 
【資料 1-3-10】 平成 27(2015)年度 入試説明会関連資料 
【資料 1-3-11】 建学の精神と教育理念 

平成 27(2015)年度 学生便覧（7 ページ） 
【資料 1-1-3】と同じ 

【資料 1-3-12】 九州栄養福祉大学の教育目標 
平成 27(2015)年度 学生便覧（8～11 ページ） 

【資料 1-1-7】と同じ 
 
1-3-③ 中長期的な計画及び 3 つの方針等への使命・目的及び教育目的の反映 

■事実の説明 

大学及び学園の更なる発展に向け、大学の使命・目的及び各学部・学科の教育目標に

http://www.knwu.ac.jp/about/info.html
http://www.knwu.ac.jp/about/mind.html
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基づいた中長期計画を、「IR(Institutional Research)推進本部」の提言の下、「法人本部」

が策定している。具体的には、看護学部の設置、「総合福祉推進・支援センター（仮称）」

「キャリア教育推進・支援センター（仮称）」の設置、平成 29(2017)年度開園予定の幼稚

園型認定こども園「認定こども園 東筑紫短期大学附属幼稚園」内への「幼児教育推進・

支援センター（仮称）」の設置を計画している【資料 1-3-13】。 
また、大学の使命・目的及び各学部・学科の教育目標は、入学者受入れの方針（アド

ミッションポリシー）、教育課程編成・実施の方針（カリキュラムポリシー）、学位授与

の方針（ディプロマポリシー）の 3 つの方針にも反映されている【資料 1-3-14】【資料

1-3-15】【資料 1-3-16】【資料 1-3-17】【資料 1-3-18】【資料 1-3-19】。3 つの方針は適

宜見直しを行い、必要に応じて修正を加えている。 
 
■自己評価 

大学の使命・目的及び各学部・学科の教育目標は、大学及び学園の更なる発展に向け

た中長期計画に反映されている。また、3 つの方針にも反映されている。 
 
【エビデンス集】 

【資料 1-3-13】 3 つのポリシーを核とする教育的中長期計画 
【資料 1-3-14】 入学者受入れの方針、学位授与の方針 

平成 28(2016)年度「大学案内」（12、20、26、34 ページ） 
【資料 F-2】と同じ 

【資料 1-3-15】 教育課程編成・実施の方針 
平成 28(2016)年度「大学案内」（15、23、29、35 ページ） 

【資料 F-2】と同じ 
【資料 1-3-16】 大学ウェブサイト「食物栄養学部｜食物栄養学科 3 つのポリシー」 

http://www.knwu.ac.jp/faculties/nutrition/policy.html 
（ホーム → 学部案内 → 食物栄養学科 → 3 つのポリシー） 

【資料 1-3-17】 大学ウェブサイト「リハビリテーション学部｜理学療法学科 3 つの

ポリシー」 
http://www.knwu.ac.jp/faculties/rehabilitation/pt/policy.html 
（ホーム → 学部案内 → 理学療法学科 → 3 つのポリシー） 

【資料 1-3-18】 大学ウェブサイト「リハビリテーション学部｜作業療法学科 3 つの

ポリシー」 
http://www.knwu.ac.jp/faculties/rehabilitation/ot/policy.html 
（ホーム → 学部案内 → 作業療法学科 → 3 つのポリシー） 

【資料 1-3-19】 大学ウェブサイト「九州栄養福祉大学大学院」 
http://www.knwu.ac.jp/about/graduate_school/index.html 
（ホーム → 学校案内 → 九州栄養福祉大学大学院） 

 
1-3-④ 使命・目的及び教育目的と教育研究組織の構成との整合性 

■事実の説明 

http://www.knwu.ac.jp/faculties/nutrition/policy.html
http://www.knwu.ac.jp/faculties/rehabilitation/pt/policy.html
http://www.knwu.ac.jp/faculties/rehabilitation/ot/policy.html
http://www.knwu.ac.jp/about/graduate_school/index.html
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大学の教育研究組織の意思決定機関として理事会、「学長部局会議」がある。また、教

育研究に関する事項を審議する機関として教授会（拡大教授会）、大学院については「研

究科委員会」がある【資料 1-3-20】。また、教授会の下には各種委員会が整備されてい

る【資料 1-3-21】。学長のリーダーシップの下、これらの組織が連携してそれぞれの役

割を果たし、教育目標の達成に向けて邁進している。 
また、大学は「生活実学」教育を重視しており、開学以来クラス担任制度を実施して

いる。各クラス担任は学生からの相談窓口となり、担当する学生が充実した大学生活を

送ることができるよう様々な支援を行っている。配慮を必要とする学生の情報等は、原

則毎週開催される「学科会議」において共有し、学科を挙げて学生に対応する体制を整

備している。 
その他、教育目標の達成に向け学部単位で各種委員会等を整備し、独自の取組みを行

っている【資料 1-3-22】。 

【食物栄養学部】 
1） 「食医」「食の番人」的役割を果たす管理栄養士の養成に向けた総仕上げの科目で

ある「管理栄養士演習Ⅰ」「管理栄養士演習Ⅱ」の円滑かつ効果的な運営を図るた

め、「管理栄養士演習科目担当者会議」を開催している。 
2） 「食医」「食の番人」的役割を果たす管理栄養士を 1 人でも多く輩出できるよう、

学生の就職活動を支援する就職支援教員を配置し、「就職指導課」と合同で「就職

対策連絡会議」を開催している。 
3） 「推薦入学」試験合格者を対象とした入学前教育、基礎学力に不安のある入学生を

対象とした「リメディアル教育」を推進する「リメディアル教育委員会」を整備

している。学修意欲の高い学生が自主学修できるよう自習室の整備も行っている。 
4） 3 年次に行われる臨地実習を円滑に実施できるよう、「臨地実習委員会」を整備し

ている。 

【リハビリテーション学部】 
1） 「健康生活の番人・リハビリテーションの番人」的役割を果たす理学療法士、作業

療法士を 1 人でも多く輩出できるよう、各学科の担当者による「国家試験検討対

策担当者会議」を開催している。模擬試験の成績や各種課題は学科会議において

報告されており、学科を挙げてグループ別あるいは個別指導等の国家試験受験指

導を行っている。 
2） 「健康生活の番人・リハビリテーションの番人」的役割を果たす理学療法士、作業

療法士を 1 人でも多く輩出できるよう、学生の就職活動を支援する就職支援教員

を配置し、「就職担当者会議」を開催している。また、「就職ガイダンス」を実施

するなど就職支援体制の強化に努めている【資料 1-3-23】。 
3） 「推薦入学」試験合格者を対象とした入学前教育、基礎学力に不安のある入学生を

対象とした「リメディアル教育」を推進するため、「リメディアル教育担当者会議」

を開催して指導を実施している。 
4） 3～4 年次に行われる臨床実習を円滑に実施できるよう、実習先の指導者と「臨床

実習指導者会議」を毎年 1 回開催し、情報共有、課題解決の検討を行っている【資
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料 1-3-24】。臨床実習に向けて、全教職員が協力して対応している。 
 
■自己評価 

大学の使命・目的及び各学部・学科の教育目標の達成に向け、大学全体及び学部・学

科単位で様々な体制を整備しており、連携してそれぞれの役割を果たしている。大学の

使命・目的及び各学部・学科の教育目標と教育研究組織の構成には整合性があると判断

する。 

 
【エビデンス集】 

【資料 1-3-20】 学校法人東筑紫学園 組織図 

【資料 1-3-21】 九州栄養福祉大学 教授会規程 
【資料 1-3-22】 平成 27(2015)年度 学部における委員会・会議一覧 
【資料 1-3-23】 平成 27(2015)年度 リハビリテーション学部 就職ガイダンス関連資

料 
【資料 1-3-24】 平成 27(2015)年度 リハビリテーション学部 臨床実習指導者会議関

連資料 
 

(3) 1-3 の改善・向上方策（将来計画） 

各学部・学科の教育目標の達成に向け、人類社会の福祉に貢献する人材を 1 人でも多

く輩出するための取組みを充実させる。学生の基礎学力向上を図るために、現在各学部

で整備している「リメディアル教育委員会（食物栄養学部）」「リメディアル教育担当者

会議（リハビリテーション学部）」を中心に、「リメディアル教育」の一層の充実を図る。 
また、国家試験合格実績、就職実績の維持・向上を図るために、国家試験受験指導及

び就職活動支援の一層の充実を図る。 
 
 

[基準 1 の自己評価] 

 大学の使命・目的及び各学部・学科の教育目標は、建学の精神である「筑紫の心」を踏ま

えた上で明確に定められ、簡潔な文章で記述されている。 

 大学の使命・目的及び各学部・学科の教育目標は個性・特色を反映しており、各種法令に

適合している。各学部・学科の教育目標は、社会情勢に応じて見直しを行う。 

 大学の使命・目的及び各学部・学科の教育目標は、役員及び教職員の理解と支持を得てお

り、様々な手段を通じて学内外に周知されている。また、大学の使命・目的及び各学部・

学科の教育目標は、中長期的な計画及び 3 つの方針に反映されており、必要な教育研究組

織を整備している。 

 以上のことから、大学の使命・目的及び各学部・学科の教育目標の明確性、適切性、有効

性は問題ないと判断する。 
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基準 2．学修と教授 
2-1 学生の受入れ 

≪2-1 の視点≫ 

2-1-① 入学者受入れの方針の明確化と周知 

2-1-② 入学者受入れの方針に沿った学生受入れ方法の工夫 

2-1-③ 入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持 

 

(1) 2-1 の自己判定 

基準項目 2-1 を満たしている。 
 

(2) 2-1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-1-① 入学者受入れの方針の明確化と周知 

■事実の説明 

1）入学者受入れの方針の明確化 
各学部・学科及び研究科の教育目標に基づき、学科及び研究科単位で入学者受入れ

の方針（アドミッションポリシー）を制定し、各学科及び研究科が求める人材像を提

示している【資料 2-1-1】【資料 2-1-2】【資料 2-1-3】【資料 2-1-4】【資料 2-1-5】。
入学者受入れの方針は、入学希望者に理解されやすいよう適宜見直しを行っており、

現時点では以下に示す表現となっている（平成 28(2016)年度「大学案内」より抜粋）。

大学では入学者受入れの方針を広く周知し、学生募集を行っている。 

【食物栄養学部 食物栄養学科】（抜粋） 
本学科は、食を通して福祉を実現する使命感を持った管理栄養士の育成を目的と

しています。 よって、以下のような学生を求めています。 
1. 本学の教育理念、本学の教育目標に賛同する人 
2. 専門的知識、技能及び教養を培うために積極的、継続的な努力を惜しまない人 
3. 相手の立場や気持ちを理解し、謙虚な姿勢で奉仕することができる人 
4. 食と健康のかかわりについて強い関心をもち、科学的な視点から学ぶ意欲のある

人 
5. 新しいことに、チャレンジする勇気を持っている人 

【リハビリテーション学部 理学療法学科】（抜粋） 
本学科は、リハビリテーションを通して福祉を実現し、健康生活の番人を目指す

理学療法士の育成を目的としています。よって、以下のような学生を求めています。 
1. リハビリテーションを通して福祉（しあわせ）の発展に貢献し、「リハビリテー

ションの番人・健康生活の番人」を目指す人 
2. 人と関わることが好きで、他者への思いやりと共感性、協調性を備えた人 
3. 将来、保健・医療・福祉・教育の領域で仕事をしたい人 
4. 明確な目的意識を持ち、それに向かって継続的に自己研鑽することができる人 
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【リハビリテーション学部 作業療法学科】（抜粋） 
本学科は、リハビリテーションを通して福祉を実現し、健康生活の番人を目指す

作業療法士の育成を目的としています。よって、以下のような学生を求めています。 
1. リハビリテーションを通して福祉（しあわせ）の発展に貢献し、「リハビリテー

ションの番人・健康生活の番人」を目指す人 
2. 医療専門職として地域社会の健康と QOL（Quality of Life、生活の質）の向上

に貢献したいと強く考える人 
3. 作業療法を積極的に学ぶ意欲と情熱を持ち、努力を継続できる人 
4. 自他ともに愛し、コミュニケーションがとれる人 

【大学院 健康科学研究科】（抜粋） 
「食」と「リハビリテーション」についての基礎的な知識を充分に持っていること、

そしてそれらを総合的な見地から捉えて研究を推進していこうとする意欲が必要で

す。 
文献を読んで現在のその分野における学問体系を把握していく事ができる基礎的

な語学力があり、そして地道に研究手法の修得に取り組むことができること、さら

に真摯にデータを積み上げていき、発表しディスカッションしていくことができる

人材を求めています。 

2）入学者受入れの方針の周知 
入学者受入れの方針は、「大学案内」、学生便覧、大学ウェブサイト等に明示すると

共に、オープンキャンパスや入試説明会等において広く周知している。なお、学長自

らも、参加者へ建学の精神や教育理念についての説明を行っている【資料 2-1-6】【資

料 2-1-7】。また教職員は積極的に高等学校を訪問しており、担当教員等に入学者受入

れの方針を説明している。加えて、高等学校や PTA 等が学校見学に来学した際にも同

様に周知を行っている【資料 2-1-8】【資料 2-1-9】。 
 
■自己評価 

入学者受入れの方針は各学部・学科及び研究科の教育目標に基づき明確に定められて

おり、広く周知されている。 

 
【エビデンス集】 

【資料 2-1-1】 入学者受入れの方針、学位授与の方針 
平成 28(2016)年度「大学案内」（12、20、26、34 ページ） 

【資料 1-3-14】と同じ 
【資料 2-1-2】 大学ウェブサイト「食物栄養学部｜食物栄養学科 3 つのポリシー」 

http://www.knwu.ac.jp/faculties/nutrition/policy.html 
（ホーム → 学部案内 → 食物栄養学科 → 3 つのポリシー） 
【資料 1-3-16】と同じ 

【資料 2-1-3】 大学ウェブサイト「リハビリテーション学部｜理学療法学科 3 つの

ポリシー」 

http://www.knwu.ac.jp/faculties/nutrition/policy.html
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http://www.knwu.ac.jp/faculties/rehabilitation/pt/policy.html 
（ホーム → 学部案内 → 理学療法学科 → 3 つのポリシー） 
【資料 1-3-17】と同じ 

【資料 2-1-4】 大学ウェブサイト「リハビリテーション学部｜作業療法学科 3 つの

ポリシー」 
http://www.knwu.ac.jp/faculties/rehabilitation/ot/policy.html 
（ホーム → 学部案内 → 作業療法学科 → 3 つのポリシー） 
【資料 1-3-18】と同じ 

【資料 2-1-5】 大学ウェブサイト「九州栄養福祉大学大学院」 
http://www.knwu.ac.jp/about/graduate_school/index.html 
（ホーム → 学校案内 → 九州栄養福祉大学大学院） 
【資料 1-3-19】と同じ 

【資料 2-1-6】 平成 27(2015)年度 オープンキャンパス開催状況資料 
【資料 1-3-9】と同じ 

【資料 2-1-7】 平成 27(2015)年度 入試説明会関連資料 
【資料 1-3-10】と同じ 

【資料 2-1-8】 平成 27(2015)年度 高等学校訪問実施状況資料 
【資料 2-1-9】 平成 27(2015)年度 学校見学実績表 

 
2-1-② 入学者受入れの方針に沿った学生受入れ方法の工夫 

■事実の説明 

各学科及び研究科の入学者受入れの方針に基づき、食物栄養学部については編入学試

験を含め 5 種類、リハビリテーション学部については 4 種類の入学試験、大学院につい

ては 1 種類の入学試験を実施している【資料 2-1-10】【資料 2-1-11】。 
全ての入学試験は副学長を責任者とし、「教務課」が主管している。試験問題の作成及

び作成過程の点検は、発令を受けた学内の教員が行っている。各入学試験の実施前には、

事務分掌に従い各業務の責任者及び担当者で業務内容の確認を行うなど、入学者選抜を

公正かつ妥当な方法で実施するための体制を整えている【資料 2-1-12】。 

【推薦入学】 
「推薦入学」試験は、各学科の入学者受入れの方針に沿い、建学の精神、大学の教育

理念及び各学部・学科の教育目標に理解を示す学生を広く受け入れることを目的とし

た試験である。大学の「推薦入学」試験は公募推薦入試（附属高校枠あり）であり、

出願に際して以下の基準を設けている。 
① 合格した場合に必ず入学する意思のある者 
② 学業成績の評定平均値が 3.5 以上の者 
③ 現役と一浪で出身高等学校長より推薦された者 
選考方法は、調査書による書類審査、小論文、面接を実施し、これらを総合評価し

て合否を判定する。 

 

http://www.knwu.ac.jp/faculties/rehabilitation/pt/policy.html
http://www.knwu.ac.jp/faculties/rehabilitation/ot/policy.html
http://www.knwu.ac.jp/about/graduate_school/index.html
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【試験入学】 
「試験入学」試験は 4 科目から 2 科目を選択する選択制とし、文系学生の出願にも配

慮している。合否の判定は、選択した 2 科目の合計得点によって行っている。 
なお、入学意欲の高い受験生の受験機会が増えるよう、「大学入試センター試験利用

試験入学」試験との併願を認めている。 

【社会人入学】 
「社会人入学」試験は、これまでの社会活動や社会経験を踏まえ、建学の精神、大学

の教育理念及び各学部・学科の教育目標に理解を示す人材を、各学科の入学者受入れ

の方針に沿って広く受け入れることを目的とした試験である。出願に際して以下の基

準を設けている。 
① 高等学校を卒業または大学入学資格を有する者 
② 就業経験が 2 年以上の者 
選考方法は、履歴書及び最終学校の成績証明書による書類審査、小論文、面接を実

施し、これらを総合評価して合否を判定する。 

【大学入試センター試験利用試験入学】 
「大学入試センター試験利用試験入学」試験は、「試験入学」試験と同様に、大学入

試センター試験の指定された 9 科目から 2 科目を選択し、それらの合計得点によって

合否を判定する。 
なお、入学意欲の高い受験生の受験機会が増えるよう、「試験入学」試験との併願を

認めている。 

【編入学】 
「編入学」試験は、食物栄養学部食物栄養学科の入学者受入れの方針に沿い、建学の

精神、大学の教育理念及び食物栄養学部食物栄養学科の教育目標に理解を示す人材を

受け入れることを目的とした試験である。出願に際して以下の基準を設けている。 
① 厚生労働大臣から栄養士または管理栄養士の養成施設として指定を受けた大学

及び短期大学、専修高等学校を卒業または当該年度で卒業見込みの者 
② 専修高等学校を卒業または卒業見込みの者については、大学に編入できる資格を

有する者 
選考方法は、最終出身学校の成績証明書及び略歴書による書類審査、栄養学の筆記

試験、小論文、面接を実施し、これらを総合評価して合否を判定する。 

【大学院入学】 
「大学院入学」試験は、入学者受入れの方針に沿い、優れた研究者及び高度職業人の

育成、社会人の再教育並びに教育研究を行うにふさわしい学生を選考する試験である。

選考方法は、専門科目及び英語の試験及び面接を実施し、研究計画概要書、成績証明

書や略歴書等の提出書類を総合評価して合否を判定する。 

それぞれの入学試験の合格者は、各学部及び研究科で行われる「入学試験委員会」（選

考会議）において厳正かつ公平に選考し、教授会（拡大教授会）の議を経て学長が決定
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する。合格者の選考については透明性、公正性を確保している。 
 
■自己評価 

入学試験は、各学科の入学者受入れの方針に沿い、適切な体制で実施している。学部

については 4 種類（食物栄養学部は 5 種類）の試験を実施することで多様な学生を受入

れる工夫がなされている。 
 
【エビデンス集】 

【資料 2-1-10】 平成 28(2016)年度 募集要項（2～6 ページ） 
平成 28(2016)年度 編入学募集要項（2～3 ページ） 
平成 28(2016)年度 大学院募集要項（1～2 ページ） 

【資料 F-4】と同じ 
【資料 2-1-11】 大学ウェブサイト「募集要項」 

http://www.knwu.ac.jp/admissions/outline.html 
（ホーム → 入試情報 → 募集要項） 

【資料 2-1-12】 平成 27(2015)年度 入学試験事務分掌資料 
 
2-1-③ 入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持 

■事実の説明 

過去 5 年間の入試状況及び在籍学生数を表 2-1-1 に示す。志願者数は、各学部とも入

学定員を上回っている。志願倍率は、学部や年度によって違いはあるものの大学全体で

は 2.8～4.2 倍を維持している。入学定員に対する入学者数の比率は 1.05～1.14 倍とほぼ

適正な水準にある【資料 2-1-13】。 

大学院研究科については、入学定員に対する入学者数の比率が 0.25～1.00 倍と年度に

よって違いがあるが、近年は入学定員充足の方向へ推移している【資料 2-1-14】。 

 

■自己評価 

大学では開学以来 15 年間、入学定員を満たしている。入学定員に対する入学者数の比

率は、リハビリテーション学部において平成 24(2012)年度に 1.13 倍、平成 26(2014)
年度に 1.18 倍と 1.10 倍を超えた年度があったが、大学全体ではほぼ適正な水準を維持

している。 
 
【エビデンス集】 

【資料 2-1-13】 学部、学科別の志願者数、合格者数、入学者数の推移資料（過去 5 年

間） 
【データ編 表 2-1】と同じ 

【資料 2-1-14】 大学院研究科の志願者数、合格者数、入学者数の推移資料（過去 3 年

間） 
【データ編 表 2-3】と同じ 

 

http://www.knwu.ac.jp/admissions/outline.html
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表 2-1-1 入試状況及び在籍学生数（平成 24(2012)年度～平成 28(2016)年度） 

各年度 5 月 1 日現在 

（単位：人） 

  平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

食物栄養学部 

入学定員 100 100 100 100 100 

志願者数 541 470 393 350 333 

合格者数 213 226 212 206 204 

入学者数 109 110 110 110 110 

入学定員充足率 109.0% 110.0% 110.0% 110.0% 110.0% 

1 年 次 109 110 110 110 110 

2 年 次 109 111 114 111 109 

3 年 次 126 118 117 120 117 

4 年 次 110 120 116 114 118 

在籍者数 454 459 457 455 454 

収容定員充足率 108.1% 109.3% 108.8% 108.3% 108.1% 

リハビリテーション  

学部 

入学定員 120 120 120 120 120 

志願者数 374 423 350 270 313 

合格者数 208 188 215 203 228 

入学者数 136 126 141 122 135 

入学定員充足率 113.3% 105.0% 117.5% 101.7% 112.5% 

1 年 次 136 126 141 122 135 

2 年 次 117 134 121 140 120 

3 年 次 ― 114 128 119 136 

4 年 次 ― ― 110 145 124 

在籍者数 253 374 500 526 515 

収容定員充足率 105.4% 103.8% 104.1% 109.5% 107.3% 

大学院 

健康科学研究科※ 

入学定員 4 4 4 4 4 

志願者数 1 2 4 1 5 

合格者数 1 2 4 1 5 

入学者数 1 1 4 1 4 

入学定員充足率 25.0% 25.0% 100.0% 25.0% 100.0% 

1 年 次 1 1 4 1 4 

2 年 次 0 1 1 4 1 

在籍者数 1 2 5 5 5 

収容定員充足率 12.5% 25.0% 62.5% 62.5% 62.5% 

※ 平成 23(2011)年度までは食物栄養学研究科、平成 24(2012)年度より健康科学研究科に名称変更 
※ リハビリテーション学部は、平成 26(2014)年度末に第 1 期生を輩出 
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(3) 2-1 の改善・向上方策（将来計画） 

学部については、入学者受入れの方針の周知を継続する。また、国家試験合格実績及

び就職実績を高水準に維持することで、志願者数の増加を図ると共に入学定員の適正水

準の維持に努める。 
大学院研究科については、入学者数の増加を図る方策として、学部学生を対象とした

大学院説明会を充実させると共に、学会等を通じて研究成果を広く発表することで、大

学及び他大学の学部学生、社会人学生の確保に努める。 
 
 
2-2 教育課程及び教授方法 

≪2-2 の視点≫ 

2-2-① 教育目的を踏まえた教育課程編成方針の明確化 

2-2-② 教育課程編成方針に沿った教育課程の体系的編成及び教授方法の工夫・開発 

 

(1) 2-2 の自己判定 

基準項目 2-2 を満たしている。 
 

(2) 2-2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-2-① 教育目的を踏まえた教育課程編成方針の明確化 
■事実の説明 

平成 26(2014)年度より、各学部・学科及び研究科の教育目標に基づき、学科及び研究

科単位で教育課程編成・実施の方針（カリキュラムポリシー）を制定し、教育方針を提

示している【資料 2-2-1】【資料 2-2-2】【資料 2-2-3】【資料 2-2-4】【資料 2-2-5】。教

育課程編成・実施の方針は、学生に理解されやすいよう適宜見直しを行っており、現時

点では以下に示す表現となっている（平成 28(2016)年度「大学案内」より抜粋）。 

【食物栄養学部 食物栄養学科】（抜粋） 
1. 基礎教養科目では、「食の番人」的役割を果たす管理栄養士が備えるべき教養と知

性、専門教育科目の学習に必要な基礎知識の修得を図る 
2. 専門教育科目では、栄養士に必要な知識と技能の修得を主眼としている。専門教

育科目は管理栄養士国家試験受験資格の取得に必要な「管理栄養士基本科目」と

その他の専門科目群から構成されている 
3. 管理栄養士基本科目では、食指導、食療法、食育などの専門知識と技能の体系的

な修得を図る 
4. その他の専門科目では、地域住民の健康生活と福祉の向上を目指し、食とリハビ

リテーション、食と運動、食と薬などの関連性について理解を深める 
5. 教職に関する専門教育科目では、栄養教諭一種免許状の取得を目指すとともに、

次世代の担い手である子供たちの食生活と健康を守るために必要な知識と技術を

修得する 
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【リハビリテーション学部 理学療法学科】（抜粋） 
1. 建学の精神である「勇気、親和、愛、知性」の調和のとれた人間性を養う 
2. 健康生活に必要な食と栄養と心身活動との密接な関係について学ぶ 
3. 疾患や障害に対する理学療法に加えて、健康増進、障害予防、福祉住環境整備や

障害者スポーツ等幅広い分野の専門性を身につける 
4. 客観的・論理的思考能力を養うために、臨床データの取り扱い方や統計学的分析

方法等を学ぶ 
5. 主要な専門基礎科目及び専門科目において、演習を通して実際的な専門知識と技

術を習得した上で、多施設での豊富な実習を通じてリハビリテーション領域の実

際を経験する 

【リハビリテーション学部 作業療法学科】（抜粋） 
1. 建学の精神である「勇気、親和、愛、知性」の調和のとれた人間性を養う 
2. 高い倫理観と豊かな人間性、コミュニケーション技能を身につけた人材の育成 
3. 高度な専門知識・技能・態度を身につけ、作業療法の実践と発展に寄与する人材

の育成 
4. 地域社会の健康と QOL（生活の質）向上に貢献できる人材の育成 
5. 国際的な視点を持って、文化的背景に対処できる人材の育成 

【大学院 健康科学研究科】（抜粋） 
健康科学研究科では、食物栄養学部とリハビリテーション学部のどちらの出身者に

おいても「食とリハビリテーション」を総括的に捉えることができるための知識の修

得を目指すカリキュラムを組んでいます。 

必修科目である「健康科学特別講義」、「健康科学研究法特論講義および演習」をは

じめ、選択科目である「臨床栄養学特論」、「食品学特論」、「生化学特論」、「栄養教育

特論」、「薬理学特論」、「食品加工学特論」、「解剖生理学特論」、「リハビリテーション

学特論」、「健康運動機能特論」、「自律神経障害支援特論」、「地域活動支援特論」、「環

境健康生活特論」を学びます。それにより「食とリハビリテーション」を統合した学

識を身につけ、さらに「特別研究」においてひとつのテーマに取り組んで研究を進め

ることによって研究者としての手法、態度、技能を修得することを目指しています。 

教育課程編成・実施の方針は、各学科及び研究科のオリエンテーションにおいて学生

に説明し、周知を図っている。履修指導の際は、教育課程編成・実施の方針に加え、学

位授与の方針（ディプロマポリシー）を提示し、各学科及び研究科が理想とする人材が

修得すべき知識、能力について説明している。 
また、履修登録単位数の上限は原則 48 単位と設定しており、学則第 8 条及び履修規程

第 6 条 第 2 項において明文化すると共に、クラス担任等による履修指導を通じて周知を

図っている【資料 F-3】【資料 2-2-6】。 
 

■自己評価 

教育課程編成・実施の方針は、各学部・学科及び研究科の教育目標に基づき明確に定
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められ、様々な媒体及び説明を通じて周知に努めている。 
また、履修登録単位数の上限を原則 48 単位に設定することで、単位制度の実質を保つ

よう努めている。 
 

【エビデンス集】 

【資料 F-3】 九州栄養福祉大学 学則 
九州栄養福祉大学大学院 学則 

【資料 2-2-1】 教育課程編成・実施の方針 
平成 28(2016)年度「大学案内」（15、23、29、35 ページ） 

【資料 1-3-15】と同じ 
【資料 2-2-2】 大学ウェブサイト「食物栄養学部｜食物栄養学科 3 つのポリシー」 

http://www.knwu.ac.jp/faculties/nutrition/policy.html 
（ホーム → 学部案内 → 食物栄養学科 → 3 つのポリシー） 
【資料 1-3-16】と同じ 

【資料 2-2-3】 大学ウェブサイト「リハビリテーション学部｜理学療法学科 3 つの

ポリシー」 
http://www.knwu.ac.jp/faculties/rehabilitation/pt/policy.html 
（ホーム → 学部案内 → 理学療法学科 → 3 つのポリシー） 
【資料 1-3-17】と同じ 

【資料 2-2-4】 大学ウェブサイト「リハビリテーション学部｜作業療法学科 3 つの

ポリシー」 
http://www.knwu.ac.jp/faculties/rehabilitation/ot/policy.html 
（ホーム → 学部案内 → 作業療法学科 → 3 つのポリシー） 
【資料 1-3-18】と同じ 

【資料 2-2-5】 大学ウェブサイト「九州栄養福祉大学大学院」 
http://www.knwu.ac.jp/about/graduate_school/index.html 
（ホーム → 学校案内 → 九州栄養福祉大学大学院） 
【資料 1-3-19】と同じ 

【資料 2-2-6】 九州栄養福祉大学 履修規程 
平成 27(2015)年度 学生便覧（50～55 ページ） 

【資料 F-5】と同じ 
 

2-2-② 教育課程編成方針に沿った教育課程の体系的編成及び教授方法の工夫・開発 
■事実の説明 

1）教育課程編成方針に沿った教育課程の体系的編成 
各学科の教育課程は、それぞれの教育目標に基づき制定された教育課程編成・実施

の方針の下、基礎から応用へ段階的に学修を進めていけるよう編成されている。 
平成 27(2015)年度には、学位授与の方針及び教育課程編成・実施の方針に沿ったカ

リキュラムマップの整備を行った。カリキュラムマップは教育課程における各科目の

位置づけや学修の順序を図示したものであり、学生がカリキュラム構成や学修の意義

http://www.knwu.ac.jp/faculties/nutrition/policy.html
http://www.knwu.ac.jp/faculties/rehabilitation/pt/policy.html
http://www.knwu.ac.jp/faculties/rehabilitation/ot/policy.html
http://www.knwu.ac.jp/about/graduate_school/index.html


九州栄養福祉大学 

27 

を体系立てて理解できるよう配慮したものである【資料 2-2-7】。 

【食物栄養学部 食物栄養学科】 
教育課程は、「基礎教養科目」群、「専門教育科目」群の 2 つに大別される【資料

2-2-8】【資料 2-2-9】。 
基礎教養科目群は、「本学教育への理解」「人間と文化への理解」「人間と社会への

理解」「人間と科学への理解」「語学と国際社会への理解」「健康と運動への理解」か

ら構成される。 
専門教育科目群は、管理栄養士国家試験受験資格を得るために必要な「管理栄養

士基本科目（専門基礎分野）」「管理栄養士基本科目（専門分野）」に加え、「専門基

礎科目」「福祉分野」「実践栄養分野」「食と健康分野」「食品産業・流通分野」「卒業

研究」から構成される。 
また、栄養教諭一種免許状の取得希望者に対して、「教職に関する専門教育科目」

群を設定している。 

【リハビリテーション学部 理学療法学科】 
教育課程は、「基礎教養科目」群、「専門基礎科目」群、「専門科目」群の 3 つに大

別される【資料 2-2-8】【資料 2-2-9】。 
専門基礎科目群、専門科目群は、理学療法士国家試験受験資格を得るために必要

な科目群である。専門基礎科目群は「人体の構造と機能及び心身の発達」「疾病と障

害の成り立ち及び回復の過程の促進」「保健医療福祉とリハビリテーションの理念」

から構成され、専門科目群は「基礎理学療法学」「理学療法評価学」「理学療法治療

学」「地域理学療法学」「臨床実習」から構成される。 

【リハビリテーション学部 作業療法学科】 
教育課程は、「基礎教養科目」群、「専門基礎科目」群、「専門科目」群の 3 つに大

別される【資料 2-2-8】【資料 2-2-9】。 
専門基礎科目群、専門科目群は、作業療法士国家試験受験資格を得るために必要

な科目群である。専門基礎科目群は「人体の構造と機能及び心身の発達」「疾病と障

害の成り立ち及び回復の過程の促進」「保健医療福祉とリハビリテーションの理念」

から構成され、専門科目群は「基礎作業療法学」「作業療法評価学」「作業療法治療

学」「地域作業療法学」「臨床実習」から構成される。 

卒業に必要な単位数は、学則第 4章 第 7条に定められており、124単位以上である。

内訳は履修規程第 3 条に定められており、「基礎教養科目」群から 24 単位以上、専門

科目群（食物栄養学部は「専門教育科目」群、リハビリテーション学部は「専門基礎

科目」群及び「専門科目」群）から 100 単位以上である【資料 F-3】【資料 2-2-6】。 

【大学院 健康科学研究科】 
教育課程は、必修科目群と選択科目群（健康栄養学領域）の 2 つに大別される【資

料 2-2-10】【資料 2-2-11】。 
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修了に必要な要件は、大学院学則第 6 章 第 16 条及び大学院学則別表第 1 に定めら

れており、必修科目並びに選択科目から 30 単位以上取得し、修士論文の審査に合格す

ることである【資料 F-3】。 

2）教育課程編成方針に沿った教授方法の工夫・開発 
「基礎教養科目」群には、大学の使命・目的にある「人格の完成」を図ると共に「人

類社会の福祉に貢献」する意識を涵養する科目を配置している。専門科目への準備を

兼ねていることから、学部・学科によって科目数及び科目内容に若干の違いはあるが、

食に関する教育、理化学系の基礎教育、情報処理教育、語学教育、体育科目を配置し

ている。 
専門科目群（食物栄養学部は「専門教育科目」群、リハビリテーション学部は「専

門基礎科目」群及び「専門科目」群）には、各学科の教育目標を達成するための科目

及び表 2-2-1 の免許・資格の取得に必要な科目を配置している。 
併せて、以下に示す各学部・学科における教授方法の工夫・開発により、表 2-2-2

に示すように国家試験合格実績を高水準に維持できている。 
 

表 2-2-1 取得可能な免許・資格 

学部・学科 取得可能な免許・資格 備考 
食物栄養学部 食物栄養学科 管理栄養士国家試験受験資格 ※1 
 栄養士免許 ※2 
 栄養教諭一種免許状 ※1 
リハビリテーション学部 理学療法学科 理学療法士国家試験受験資格 ※1 
リハビリテーション学部 作業療法学科 作業療法士国家試験受験資格 ※1 
※1 資格取得に必要な科目の修得及び卒業により取得可能 

※2 卒業により取得可能 

 
表 2-2-2 国家試験合格実績（過去 5 年間） 

 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 
管理栄養士 100.0% 98.1% 98.3% 100.0% 100.0% 
理学療法士 － － － 96.5% 85.2% 
作業療法士 － － － 74.1% 95.7% 

※ 理学療法学科、作業療法学科は、平成 26(2014)年度末に第 1 期生を輩出 

 
【食物栄養学部】 

○使命感、学修姿勢の確立を図る科目 
食を通して人類社会の福祉に貢献する「食医」「食の番人」的役割を果たす管理

栄養士になるという使命感及び管理栄養士を目指す者としてふさわしい学修姿勢

の確立を図るために、「基礎教養科目」群に「キャリアガイダンスⅠ」「キャリア

ガイダンスⅡ」、「専門教育科目」群に「キャリアデザイン」「専門ゼミナール」を
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配置している。各学年のクラス担任が科目担当を務め、学生に身近な立場から全

体及び個別の指導を行っている。 
○入学前教育、リメディアル教育 

管理栄養士としての専門知識の修得に必要となる理化学系の基礎知識（生物、

化学）について、高等学校における履修の差を縮小することを目的に、「推薦入学」

試験合格者を対象とした「入学前教育」を実施している【資料 2-2-12】【資料

2-2-13】。 
また入学後は、希望者を対象とした「リメディアル教育」を実施し、管理栄養

士としての専門知識の修得に必要となる基礎知識についての補習教育を行ってい

る。平成 27(2015)年度は、割合計算、文章表現に関する補習教育を行った【資料

2-2-14】。 
「入学前教育」「リメディアル教育」は、学科内委員会である「リメディアル教

育委員会」が企画・推進している。 
○管理栄養士としての専門知識、技能を修得する科目 

専門教育科目の集大成として、4 年次に「管理栄養士演習Ⅰ」「管理栄養士演習

Ⅱ」を配置している。専門科目の総復習に加え、大学の使命・目的、教育理念を

はじめ、学長による天職・務め論等の講話、管理栄養士として活躍する外部講師

及び卒業生等による特別講演を実施することで、管理栄養士としての資質向上を

図っている【資料 2-2-15】。 
「管理栄養士演習Ⅰ」「管理栄養士演習Ⅱ」の円滑かつ効果的な運営を図るため、

学科において「管理栄養士演習科目担当者会議」を開催している。 

【リハビリテーション学部】 
○使命感、学修姿勢の確立を図る科目 

人々の健康を支える「健康生活の番人・リハビリテーションの番人」的役割を

果たす理学療法士、作業療法士を目指し、そのための使命感及びふさわしい学修

姿勢の確立を図るために、「基礎教養科目」群の「キャリア教育」においては、建

学の精神「筑紫の心」に基づく人格教育とリハビリテーション医療の現状を総合

的に捉え、社会人及び医療人として働くことの意義と価値について熟考する機会

を設けている。また、「専門基礎科目」群に「リハビリテーション概論」を配置し、

「専門科目」群では、「理学療法ゼミナールⅠ」「理学療法ゼミナールⅡ」「理学療

法ゼミナールⅢ」及び「作業療法ゼミナールⅠ」「作業療法ゼミナールⅡ」「作業

療法ゼミナールⅢ」を配置し、小グループでの個別対応を通じて使命感や学修姿

勢の涵養を図っている【資料 2-2-8】【資料 2-2-9】。 
○入学前教育、リメディアル教育 

平成 26(2014)年度より、理化学系の基礎知識（生物、化学、物理）の修得を目

指し、「推薦入学」試験合格者を対象とした「入学前教育」を実施している。入学

前には確認テストを実施し、成績の芳しくない学生については入学後に再テスト

を実施すると共に、理化学系の基礎知識の必要性及び学修する心構えについて指

導している【資料 2-2-12】【資料 2-2-13】。また、学部内教員で構成する「リメ
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ディアル教育担当者会議」において「リメディアル教育」の実施に向けて検討し

ている【資料 2-2-16】。 
○理学療法士、作業療法士としての専門知識、技能を修得する科目 

「専門科目」群において理学療法学科では、3 年前期に「臨床実習Ⅰ」、3 年後期

に「臨床実習Ⅱ」「臨床実習Ⅲ」、4 年前期に「臨床実習Ⅳ」を配置している。作

業療法学科では、1 年後期に「臨床実習Ⅰ」、2 年後期に「臨床実習Ⅱ」、3 年後期

に「臨床実習Ⅲ」、4 年前期に「臨床実習Ⅳ」「臨床実習Ⅴ」を配置している。卒

業生を含む臨床現場での理学療法士、作業療法士の指導を受けながら体験を通じ

て、専門知識の総復習や技能修得を図っている【資料 2-2-8】【資料 2-2-9】。 

その他、学科全体で教授方法の工夫・開発について議論する場として、原則毎週開

催される「学科会議」がある。 
また、授業改善を図ることを目的に、原則として全ての科目の最終授業日に「学生

による授業評価アンケート」を実施している。アンケートは無記名式で行い、学生が

本音を回答しやすいよう配慮している。アンケートの集計結果は科目担当教員にフィ

ードバックされ、授業改善に役立てられている【資料 2-2-17】。 
両学部とも、実験、実習、演習科目についてはアクティブラーニング的な授業展開

となっているが、講義科目については科目担当教員からの一方向的な授業展開になり

がちである。より多くの科目でアクティブラーニングの要素を取り入れ、学生の学修

意欲の向上を図るため、平成 27(2015)年度より、アクティブラーニングの強化に向け

た取り組みを行っている。平成 27(2015)年度は、外部講師によるアクティブラーニン

グに関する研修会を開催した【資料 2-2-18】。 
 
■自己評価 

教育課程は、各学科の教育課程編成・実施の方針に基づき、基礎から応用へ段階的に

学修を進めていけるよう編成している。 
国家試験合格実績を高水準に維持できていることから、教育課程の体系的編成及び教

授方法の工夫・開発は適切であると判断する。 
アクティブラーニングの強化に向けた取組みは緒に就いたばかりであるが、学生の学

修意欲の向上を図るための FD(Faculty Development)活動として評価できる。 
 
【エビデンス集】 

【資料 F-3】 九州栄養福祉大学 学則 
九州栄養福祉大学大学院 学則 

【資料 2-2-6】 九州栄養福祉大学 履修規程 
平成 27(2015)年度 学生便覧（50～55 ページ） 

【資料 F-5】と同じ 
【資料 2-2-7】 カリキュラムマップ 

平成 27(2015)年度 シラバス（食物栄養学部）（7～8 ページ） 
平成 27(2015)年度 シラバス（リハビリテーション学部）（5～6 ペー
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ジ、111～112 ページ） 
【資料 F-12】と同じ 

【資料 2-2-8】 履修単位表 
平成 27(2015)年度 学生便覧（58～67 ページ） 

【資料 F-5】と同じ 
【資料 2-2-9】 履修単位表 

平成 27(2015)年度 シラバス（食物栄養学部）（2～5 ページ） 
平成 27(2015)年度 シラバス（リハビリテーション学部）（2～4 ペー

ジ、108～109 ページ） 
【資料 F-12】と同じ 

【資料 2-2-10】 大学院 履修単位表 
平成 27(2015)年度 学生便覧（97～98 ページ） 

【資料 F-5】と同じ 
【資料 2-2-11】 大学院 履修単位表 

平成 27(2015)年度 シラバス（食物栄養学部）（150～151 ページ） 
平成 27(2015)年度 シラバス（リハビリテーション学部）（206～207
ページ） 
【資料 F-12】と同じ 

【資料 2-2-12】 平成 28(2016)年度 入学のしおり（7～11 ページ） 
【資料 2-2-13】 平成 27(2015)年度 入学前教育関連資料 
【資料 2-2-14】 平成 27(2015)年度 食物栄養学部 リメディアル教育関連資料 
【資料 2-2-15】 平成 27(2015)年度 食物栄養学部 管理栄養士演習関連資料 
【資料 2-2-16】 平成 27(2015)年度 リハビリテーション学部 リメディアル教育担当

者会議議事録 
【資料 2-2-17】 平成 27(2015)年度 学生による授業評価アンケート結果 
【資料 2-2-18】 平成 27(2015)年度 FD 研修会関連資料 

 
(3) 2-2 の改善・向上方策（将来計画） 

教育課程編成・実施の方針の周知を継続し、各学科及び研究科の教育方針の理解の深

化を図る。教育課程編成・実施の方針の表現については、学生に理解されやすいように

見直しを継続する。 
教育課程については、今後の社会情勢及び国家試験ガイドラインに応じて、適宜見直

しを行う。教授方法の工夫・開発については、アクティブラーニングの強化に向けた取

組みを含め、各教員に一層の努力を促すと共に、公開授業や授業参観の実施など、全学

的な FD 活動との連携を図りながら取組みを継続する。 
リハビリテーション学部においては、入学後の専門知識の修得に必要となる基礎知識

についての補習教育「リメディアル教育」の充実を図る。 
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2-3 学修及び授業の支援 

≪2-3 の視点≫ 

2-3-① 教員と職員の協働並びに TA(Teaching Assistant)等の活用による学修支援及び

授業支援の充実 

 

(1) 2-3 の自己判定 

基準項目 2-3 を満たしている。 
 

(2) 2-3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-3-① 教員と職員の協働並びに TA(Teaching Assistant)等の活用による学修支援及

び授業支援の充実 

■事実の説明 

1）教員と職員の協働による学修支援及び授業支援の充実 
大学では開学時よりクラス担任制度を実施している。各学科の教員がクラス担任と

なり、学生との面談や、クラスごとに配布される「学修日誌」を通じて学生の学修状

況、学修姿勢等の把握に努めている。「学修日誌」には学生の本音が記述されることも

多く、学生からの意見を汲上げるツールの一つとして機能している【資料 2-3-1】。ク

ラス担任は、休学または退学を希望する学生に対しては面談を行い、原因の把握、適

切な指導を行っている。また、留年及び復学した学生に対しては適宜フォローを行い、

卒業までの修学継続を支援している。クラス担任が把握している学生の状況は、原則

毎週開催される「学科会議」で報告され、学科内の全教員で情報を共有している。ま

た、学生の異動状況は、原則毎月開催される教授会（拡大教授会）において報告され

る【資料 2-3-2】。 
各科目担当教員は、授業時間以外は原則として研究室に待機して学生からの質問及

び相談を受付けているが、別途オフィスアワーを設定し、確実に在室することを広く

アナウンスしている【資料 2-3-3】。 

また、各学部・学科において「推薦入学」試験合格者を対象とした「入学前教育」

を実施し、更に食物栄養学部においては入学後、希望者を対象とした「リメディアル

教育」による初年次教育を実施することで、専門知識の修得に必要となる基礎知識に

ついての補習教育を行っている【資料 2-3-4】【資料 2-3-5】。リハビリテーション学

部においても「リメディアル教育」の早期実施に向けて検討を進めている【資料 2-3-6】。 
更に、大学の使命・目的及び各学部・学科の教育目標を達成するために、教科教育、

生活指導教育と並んで行事教育を重視しており、学校行事を教員と職員の協働で実施

している【資料 2-3-7】。 

年間を通じての学校行事とその担当部門を表 2-3-1 に示す。「学内レクスポ大会」「大

学祭」「針供養」については、学生の代表である「学友会執行部」が担当部門に加わり、

建学の精神である「筑紫の心」にある「教職員学生生徒が心をひとつにして勇気、親

和、愛、知性の四つの芽を心の畑に種蒔き育てていくこと」を実践している。各行事

の終了後には、各学科及び「学生委員会」で反省事項と改善事項の確認を行い、次回

以降の開催に活かしている。 



九州栄養福祉大学 

33 

表 2-3-1 学校行事と担当部門 

実施時期 行事名称 担当部門 

4 月 入学式 全学 
 始業式 学科、学生指導課、庶務課 
 オリエンテーション 全学 
 学内レクスポ大会 全学、学友会執行部 

5 月 種蒔き祭 各学科、学生指導課、実習農園 
10 月 収穫感謝祭 各学科、学生指導課、実習農園 
11 月 大学祭 全学、学友会執行部 
12 月 針供養 各学科、学生指導課、学友会執行部 

 学内成人式 各学科、学生指導課 
1 月 食物感謝祭 全学 
3 月 終業式 各学科、学生指導課、庶務課 

 卒業式 全学 
 

学修支援及び授業支援に対する学生からの意見を汲上げる仕組みとしては、前述の

「学修日誌」に加え、「学生による授業評価アンケート」及び「学生支援満足度・評価

アンケート」がある【資料 2-3-8】【資料 2-3-9】。アンケートは無記名式で行い、学

生が本音を回答しやすいよう配慮している。アンケートの集計結果は科目担当教員及

びクラス担任をはじめとする学科教員にフィードバックされ、学修支援及び授業支援

体制の改善に役立てられている。 

2）TA(Teaching Assistant)等の活用による学修支援及び授業支援の充実 

【食物栄養学部 食物栄養学科】 
平成 27(2015)年度は、専門教育科目「食品学実験Ⅱ」において大学院生 1 人が学

生への助言や教育補助業務に従事した【資料 2-3-10】。 

【リハビリテーション学部 理学療法学科】 
一部の演習科目において理学療法治療法の実技演習を行う際、大学院生がモデル

患者役として教育補助業務に従事した【資料 2-3-10】。 

【リハビリテーション学部 作業療法学科】 
平成 27(2015)年度において、TA は活用していない。 

 
■自己評価 

クラス担任による面談や「学修日誌」を通じて、学生の学修状況、学修姿勢を把握し、

きめ細かな個別対応に努めていると判断する。クラス担任が把握している学生の状況を

原則毎週開催される「学科会議」を通じて学科内の全教員で共有している点も評価でき

る。 
各科目担当教員が、オフィスアワーに限らず学生からの質問及び相談を随時受付けて
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いる点も、学修支援として効果を上げていると判断する。 
また、大学の使命・目的及び各学部・学科の教育目標を達成する上で重要な学校行事

に、全教職員と学生が協働して取組んでいる点は評価できる。学校行事を通じて、建学

の精神「筑紫の心」にある「教職員学生生徒が心をひとつにして勇気、親和、愛、知性

の四つの芽を心の畑に種蒔き育てていくこと」を実践している。 
 
【エビデンス集】 

【資料 2-3-1】 平成 27(2015)年度 学修日誌 
【資料 2-3-2】 平成 27(2015)年度 学生異動状況資料 
【資料 2-3-3】 平成 27(2015)年度 オフィスアワー一覧 
【資料 2-3-4】 平成 27(2015)年度 入学前教育関連資料 

【資料 2-2-13】と同じ 
【資料 2-3-5】 平成 27(2015)年度 食物栄養学部 リメディアル教育関連資料 

【資料 2-2-14】と同じ 
【資料 2-3-6】 平成 27(2015)年度 リハビリテーション学部 リメディアル教育担当

者会議議事録 
【資料 2-2-16】と同じ 

【資料 2-3-7】 平成 27(2015)年度 学校行事関連資料 
【資料 2-3-8】 平成 27(2015)年度 学生による授業評価アンケート結果 

【資料 2-2-17】と同じ 
【資料 2-3-9】 平成 27(2015)年度 学生支援満足度・評価アンケート 
【資料 2-3-10】 平成 27(2015)年度 TA 活用実績一覧 

 
(3) 2-3 の改善・向上方策（将来計画） 

クラス担任制度、「学修日誌」、オフィスアワー等、現在実施している学修支援体制及

びツールを継続する。 
現在、学部単位で行われている初年次教育や、クラス担任主導で行われている学修支

援を担当する部門を整備し、学修支援体制の一層の充実を図る。 
リハビリテーション学部作業療法学科においては、平成 28(2016)年度より TA の活用

を計画している。 
 
 

2-4 単位認定、卒業・修了認定等 

≪2-4 の視点≫ 

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

 

(1) 2-4 の自己判定 

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

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

≪学部≫ 
単位の計算方法は学則第 4 章 第 16 条に規定されており、講義科目は 15 時間で 1

単位、演習科目は原則 30 時間で 1 単位、実験・実習・実技科目は原則 45 時間で 1 単

位としている。各科目の単位は、学則第 4 章 第 9～10 条の規定に従い、各科目の課

程を修了し、試験、論文、その他科目担当教員が定めた方法に合格した者に認定され

る【資料 F-3】。各科目の単位数、授業形態、成績評価基準は、学生便覧、シラバスに

明記している【資料 2-4-1】【資料 2-4-2】【資料 F-12】。 
他大学等において修得する単位については、学則第 4 章 第 26～27 条等の規定に従

い、教授会（拡大教授会）の議を経て 60 単位を限度として大学における単位として認

定される【資料 F-3】【資料 2-4-3】。 
入学前の既修得単位については、学則第 4 章 第 28 条等の規定に従い、教授会（拡

大教授会）の議を経て 60 単位を限度として大学における単位として認定される【資料

F-3】【資料 2-4-4】。 
また、平成 26(2014)年度より GPA(Grade Point Average)制度を導入しており、学

生が自らの GPA を把握し、無理のない履修計画に基づき主体的に学修に取組めるよう

にしている【資料 2-4-5】。 
進級認定基準については、履修規程第 9 条において学科ごとに規定されている【資

料 2-4-6】。 
卒業認定基準及び免許・資格の認定基準については、学則第 4 章 第 18 条、第 19

～23 条及び履修規程 第 3 条に規定されている【資料 F-3】【資料 2-4-6】。 
これら単位認定に関わる事項、特に進級認定基準、卒業認定基準及び免許・資格の

認定基準については極めて重要な事項であることから、入学式後の保護者懇談会及び

年度初めのオリエンテーションにおいて繰り返し説明し、周知徹底している【資料

2-4-7】。 
また、平成 26(2014)年度より、各学科の教育目標に基づき学位授与の方針を制定し、

各学科が理想とする人材が修得すべき知識、能力を提示している。学位授与の方針は、

学生に理解されやすいよう適宜見直しを行っており、現時点では以下に示す表現とな

っている（平成 28(2016)年度「大学案内」より抜粋）。 

【食物栄養学部 食物栄養学科】（抜粋） 
建学の精神「勇気・親和・愛・知性」を基に、食を通して福祉を実現するという

使命感を有する管理栄養士を養成する。 
1. 公衆衛生、公衆栄養の知識に基づき、食を通して地域住民の健康生活と福祉の

向上に貢献できる能力を有している 
2. 傷病者を対象とする栄養管理および指導のための高度な専門知識を有してい

る 
3. 豊かな食生活を実現するために必要な食文化、調理科学的知識、調理技能を有

している 
4. 社会からの信頼に応えるため、専門的知識、技能及び教養を継続的に修得する
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向上心を有している 

【リハビリテーション学部 理学療法学科】（抜粋） 
1. 高い倫理観と豊かな人間性（愛）を持ち、多様な価値観を持つ他者と協働できる

コミュニケーション技能（親和）を身につけている 
2. 基礎医学、リハビリテーション医学など理学療法における基礎的知識（知性）を

獲得している 

3. 理学療法士として、専門的知識と技術の向上のための日常的研鑽に努める 

4. 保健・医療・福祉・教育の領域において、理学療法の科学性と創造性を発揮して人

や社会の健康生活に貢献する 

5. 理学療法士として、業務を日常的に点検する中から課題を抽出し、調査・研究を通

してその結果を第三者に客観的・論理的に報告する能力（勇気）を身につけている 

【リハビリテーション学部 作業療法学科】（抜粋） 
1. 高い倫理観と豊かな人間性（愛）を持ち、多様な価値観を持つ他者と協働できる

コミュニケーション技能（親和）を身につけている 

2. 基礎医学、リハビリテーション医学など作業療法における基礎的知識（知性）を

獲得している 

3. 対象者の QOL（生活の質）向上を図り地域で自立（自律）した生活が営めるよ

う科学的に思考し（知性）、人と環境の適応調整の視点から支援することができ

る 

4. 作業療法的視点から評価・介入を行うために必要な知識・技術（知性）を獲得し

ている 

5. 作業療法士は、対象者自身が作業活動を通して健康と幸福（愛）を獲得すること

への支援を行う専門家であることを理解し、主体的に行動する力（勇気）を身に

つけている 

進級判定は、進級制度及び進級認定基準を厳正に適用し、年度末に行われる「成績

会議」の議を経て学長により承認される。卒業判定は、卒業認定基準を厳正に適用し、

年度末に行われる「卒業判定会議」の議を経て学長により承認される。それぞれの会

議資料は学科において作成し、学科と「教務課」で二重に確認を行うことで万全を期

している【資料 F-3】【資料 2-4-6】【資料 2-4-8】【資料 2-4-9】。 

≪研究科≫ 
単位認定は、大学院学則第 6 章 第 20 条の規定に従い、試験または研究報告によっ

て行う【資料 F-3】。 
修了認定基準、学位請求論文については、大学院学則第 7 章 第 22～23 条において

規定されている【資料 F-3】。 
また、平成 26(2014)年度より、研究科の教育目標に基づき学位授与の方針を制定し

提示している。学位授与の方針は、学生に理解されやすいよう適宜見直しを行ってお

り、現時点では以下に示す表現となっている（平成 28(2016)年度「大学案内」より抜



九州栄養福祉大学 

37 

粋）。 

【大学院 健康科学研究科】（抜粋） 
健康科学研究科ではカリキュラムポリシーに掲げたカリキュラムを履修し、「食と

リハビリテーション」を統合した学識を身につけ、健康科学についての高度な専門

能力を有するようになった者、さらに「特別研究」において指導教員の指導のもと

に研究を行って一定の成果を上げ、研究者としての基礎的能力を身につけ、学位請

求論文を提出して審査に合格した者に修士の学位を授与します。 

学位請求論文の審査及び最終試験は「研究科委員会」が行い、合否については学長

が決定している。 
 

■自己評価 

単位認定、進級及び卒業・修了認定の基準は、学則及び履修規程に明記されている。

特に進級及び卒業認定の基準は極めて重要な事項であることから、周知徹底している。 
進級及び卒業・修了認定に際しては、これらの基準を厳正に適用している。 

 
【エビデンス集】 

【資料 F-3】 九州栄養福祉大学 学則 
九州栄養福祉大学大学院 学則 

【資料 F-12】 平成 27(2015)年度 シラバス（食物栄養学部） 
平成 27(2015)年度 シラバス（リハビリテーション学部） 

【資料 2-4-1】 履修単位表 
平成 27(2015)年度 学生便覧（58～67 ページ） 

【資料 2-2-8】と同じ 
【資料 2-4-2】 履修単位表 

平成 27(2015)年度 シラバス（食物栄養学部）（2～5 ページ） 
平成 27(2015)年度 シラバス（リハビリテーション学部）（2～4 ペー

ジ、108～109 ページ） 
【資料 2-2-9】と同じ 

【資料 2-4-3】 他の大学又は短期大学における授業科目の履修等に関する規程 
平成 27(2015)年度 学生便覧（80 ページ） 

【資料 F-5】と同じ 
【資料 2-4-4】 入学前の既修得単位の認定に関する規程 

平成 27(2015)年度 学生便覧（81 ページ） 
【資料 F-5】と同じ 

【資料 2-4-5】 GPA 制度に関する資料 
平成 27(2015)年度 学生便覧（56 ページ） 

【資料 F-5】と同じ 
【資料 2-4-6】 九州栄養福祉大学 履修規程 
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平成 27(2015)年度 学生便覧（50～55 ページ） 
【資料 2-2-6】と同じ 

【資料 2-4-7】 平成 27(2015)年度 保護者懇談会資料 
【資料 2-4-8】 平成 27(2015)年度 成績会議資料 
【資料 2-4-9】 平成 27(2015)年度 卒業判定会議資料 

 
(3) 2-4 の改善・向上方策（将来計画） 

単位認定、進級及び卒業・修了認定については、引き続き認定基準を厳正に適用する。 
 
 

2-5 キャリアガイダンス 

≪2-5 の視点≫ 

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

 

(1) 2-5 の自己判定 

基準項目 2-5 を満たしている。 
 

(2) 2-5 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

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

■事実の説明 

大学の教育理念は、人類社会の福祉に貢献する「健康生活の番人」的役割を果たす管

理栄養士、理学療法士、作業療法士を養成することであり、免許取得に必要な専門教育

は広義のキャリア教育であると考えている。また、社会的・職業的自立に向けた指導を

行うための科目として、食物栄養学部においては「キャリアガイダンスⅠ」「キャリアガ

イダンスⅡ（平成 27(2015)年度までは「キャリアガイダンス」）」「キャリアデザイン（平

成 28(2016)年度までは「専門ゼミナールⅠ」）」「専門ゼミナール（平成 29(2017)年度ま

では「専門ゼミナールⅡ」）」、リハビリテーション学部においては「キャリア教育」に加

え、理学療法学科では「理学療法ゼミナールⅡ」、作業療法学科では「臨床実習Ⅰ」等を

配置している【資料 2-5-1】【資料 2-5-2】。これらの科目では各学科の教育目標に基づ

き、早期から働くことの意義を自覚させると共に職業人としての使命感を養うことを目

的としている。 
また、教授会の下に設置された「厚生委員会」では、就職活動状況や就職活動上の課

題等について意見交換を実施している。「厚生委員会」には各学科から選出された委員に

加え、「学生部」「就職指導課」等の職員がオブザーバとして出席している。「厚生委員会」

の報告は、各学科における「学科会議」で報告され、学科内の全教員が情報を共有して

いる。 
就職・進学に対する相談・助言を行う事務部門として、小倉北区キャンパス（食物栄

養学部）には「就職指導課」（職員 2 人、教員 1 人）、小倉南区キャンパス（リハビリテ

ーション学部）には「学生部」（職員 2 人、教員 2 人）がある【資料 2-5-3】。 
「就職指導課」及び「学生部」では、以下に示す就職支援を実施している【資料 2-5-4】
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【資料 2-5-5】【資料 2-5-6】【資料 2-5-7】【資料 2-5-8】【資料 2-5-9】【資料 2-5-10】。 

1. Web ベースの「就職支援システム」の開設、求人情報を含む就職支援情報の提供 
2. 「就職指導課」内に情報検索用ノートパソコン 8 台の常設〈小倉北区キャンパス〉 
3. 掲示板への求人情報の掲示〈小倉北区キャンパス〉 
4. 「就職の手引き」（就職活動ガイドブック）の作成、配布 
5. 「就職試験受験報告書」の整理、提供 
6. 就職ガイダンスの開催 
7. 就職対策講座、公務員試験対策講座の開催〈小倉北区キャンパス〉 
8. 就職・進学に関する個別相談 
9. 提出書類（エントリーシート、履歴書）指導 

10. 面接指導 
11. 就職先訪問、就職先開拓 
12. 就職説明会〈小倉南区キャンパス〉 

教育課程内外における指導及び支援体制の整備により、いずれの学科も就職実績を高

水準に維持できている（表 2-5-1）。専門職への就職率についても高水準を維持している

【資料 2-5-11】。 
 

表 2-5-1 就職実績（過去 5 年間） 

 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 
食物栄養学科 91.0% 91.5% 92.7% 92.1% 99.0% 
理学療法学科 － － － 96.5% 96.4% 
作業療法学科 － － － 88.9% 100.0% 

※ 理学療法学科、作業療法学科は、平成 26(2014)年度末に第 1 期生を輩出 
 
■自己評価 

学生の社会的・職業的自立に関する指導のための体制を教育課程内外に整備している。

就職実績を高水準に維持できていることから、指導内容及び支援体制は適切であると判

断する。 
 
【エビデンス集】 

【資料 2-5-1】 ｢キャリアガイダンスⅠ」「キャリアガイダンスⅡ」「キャリアデザイ

ン」「専門ゼミナール」 
平成 27(2015)年度 シラバス（食物栄養学部）（9、10、128、129 ペ

ージ） 
【資料 F-12】と同じ 

【資料 2-5-2】 ｢キャリア教育」「理学療法ゼミナールⅡ」「臨床実習Ⅰ」 
平成 27(2015)年度 シラバス（リハビリテーション学部）（7、62～
63、113、200 ページ） 
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【資料 F-12】と同じ 
【資料 2-5-3】 学校法人東筑紫学園 組織図 

【資料 1-3-20】と同じ 

【資料 2-5-4】 2015 就職の手引き 
【資料 2-5-5】 ｢就職支援システム」の利用について 

2015 就職の手引き（66～67 ページ） 
【資料 2-5-4】と同じ 

【資料 2-5-6】 平成 27(2015)年度 就職試験受験報告書 
【資料 2-5-7】 平成 27(2015)年度 就職ガイダンス一覧 
【資料 2-5-8】 平成 27(2015)年度 就職対策講座関連資料 
【資料 2-5-9】 平成 27(2015)年度 就職相談室等の利用状況 

【データ編 表 2-9】と同じ 
【資料 2-5-10】 平成 27(2015)年度 リハビリテーション学部 就職説明会資料 
【資料 2-5-11】 平成 27(2015)年度 九州栄養福祉大学就職状況報告 

 
(3) 2-5 の改善・向上方策（将来計画） 

就職実績を高水準に維持できているものの、多くの学生にとって国家試験受験に向け

た学修と就職活動の両立が課題となっている。学科と「就職指導課」及び「学生部」の

連携を強め、国家試験合格実績と就職実績のいずれも高水準を維持できるよう、より充

実した支援体制の構築を図る。 
なお、キャリア教育の更なる充実を図るため、平成 28(2016)年度に「キャリア教育推

進・支援センター（仮称）」を設置する計画である。 
 
 

2-6 教育目的の達成状況の評価とフィードバック 

≪2-6 の視点≫ 

2-6-① 教育目的の達成状況の点検・評価方法の工夫・開発 

2-6-② 教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての評価結果のフィードバック 

 

(1) 2-6 の自己判定 

基準項目 2-6 を満たしている。 
 

(2) 2-6 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-6-① 教育目的の達成状況の点検・評価方法の工夫・開発 

■事実の説明 

大学では開学時よりクラス担任制度を実施しており、クラス担任となった教員は、ク

ラス学生との面談や、クラスごとに配布される「学修日誌」を通じて学生の学修状況、

学修姿勢等の把握に努めている【資料 2-6-1】。クラス担任が把握している学生の状況は、

原則毎週開催される「学科会議」で報告され、学科内の全教員で情報を共有すると共に

教育内容の改善や学生指導の改善にフィードバックされている。「学科会議」は、教育目
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標の達成状況の点検を行う場として機能している。 
各科目の最終授業時に実施される「学生による授業評価アンケート」は、教育目標の

達成状況の点検を行うツールとして機能している。各科目担当教員はアンケート結果を

今後の授業改善に役立てている。なお、「学生による授業評価アンケート」には学生自身

の自己評価に関する質問項目が設定されており、学生が自身の学修姿勢や学修量、事前・

事後学修への取組みを顧みるツールとしても機能している【資料 2-6-2】。 
平成 26(2014)年度より、「IR(Institutional Research)推進本部」が「学生支援満足度・

評価アンケート」の実施を行っている【資料 2-6-3】。各学部・学科では、アンケート結

果を基に学生支援及び教育内容の改善・充実に取組んでいる。 
また、学外実習（食物栄養学部においては臨地実習及び教育実習、リハビリテーショ

ン学部においては臨床実習）中の実習記録、実習指導者からの評価を通じて、教育目標

の達成状況の把握に努めている【資料 2-6-4】【資料 2-6-5】【資料 2-6-6】。 
大学の教育理念及び各学部・学科の教育目標は、人類社会の福祉に貢献する「健康生

活の番人」的役割を果たす管理栄養士、理学療法士、作業療法士を養成することであり、

その達成状況は、国家試験合格実績及び就職実績に表れるものと考えている。 
更に、平成 26(2014)年度には「IR 推進本部」が食物栄養学部及び併設校 東筑紫短期

大学卒業生の就職先に対して「就職先アンケート」を実施し、卒業生の勤務姿勢や勤務

態度等について調査を行った【資料 2-6-7】。また、平成 27(2015)年度には食物栄養学

部及び併設校 東筑紫短期大学の卒業生に対して「卒業生アンケート」を実施し、卒業生

の意識調査に取組んだ【資料 2-6-8】。「卒業生アンケート」の結果に対する改善案につ

いては、「IR 推進本部」が実施する「教学監査ヒアリング」において各学科から報告さ

れ、意見交換を行っている【資料 2-6-9】。 
なお、今後「就職先アンケート」は 3 年おきに、「卒業生アンケート」は毎年実施する

予定である。 
 
■自己評価 

「学修日誌」「学生による授業評価アンケート」「学生支援満足度・評価アンケート」「就

職先アンケート」「卒業生アンケート」等、様々なツールや機会を通じて教育目標の達成

状況を点検していると判断する。 
国家試験合格実績及び就職実績は教育目標の達成状況を評価する指標の一つであるが、

「就職先アンケート」及び「卒業生アンケート」は大学教育への評価を直接収集するツー

ルとして評価できる。 
 
【エビデンス集】 

【資料 2-6-1】 平成 27(2015)年度 学修日誌 
【資料 2-3-1】と同じ 

【資料 2-6-2】 平成 27(2015)年度 学生による授業評価アンケート結果 
【資料 2-2-17】と同じ 

【資料 2-6-3】 平成 27(2015)年度 学生支援満足度・評価アンケート 
【資料 2-3-9】と同じ 
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【資料 2-6-4】 平成 27(2015)年度 臨地実習評価表 
【資料 2-6-5】 平成 27(2015)年度 栄養教育実習評価表 
【資料 2-6-6】 平成 27(2015)年度 臨床実習録 
【資料 2-6-7】 平成 26(2014)年度 就職先アンケート調査報告書 
【資料 2-6-8】 平成 27(2015)年度 卒業生アンケート調査結果報告書 
【資料 2-6-9】 平成 27(2015)年度 教学監査ヒアリング報告書 

 
2-6-② 教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての評価結果のフィードバック 

■事実の説明 

原則として全ての科目の最終授業日に「学生による授業評価アンケート」を実施して

いる。アンケートは無記名式で、マークシート及び自由記述により回答する。アンケー

ト結果は「教務課」が集計し、授業改善の一助となるよう各科目担当教員にフィードバ

ックしている【資料 2-6-2】。また、自由記述内容を除く集計結果については冊子として

取りまとめ、学生が閲覧できるよう図書館に配置している【資料 2-6-10】。 
専任教員については、フィードバックされたアンケート結果に基づく授業改善案の提

出が義務付けられている。 
リハビリテーション学部においては、臨床実習で使用する「臨床実習録」中に大学へ

のフィードバック欄を設けており、自身の反省点、実習内容に関する意見、実習指導体

制に関する意見、学部への意見について、学生が自由記述を行っている【資料 2-6-6】。
ここで寄せられた意見は「学科会議」にて報告され、学科内の全教員が学修指導の改善

に役立てている。 
 
■自己評価 

「学生による授業評価アンケート」結果は、各科目担当教員にフィードバックされると

ともに、質問別の集計結果を冊子として取りまとめ、学生が閲覧できるよう図書館に配

置している点は評価できる。更に専任教員に対して授業改善案の提出を義務付け、学長、

各学部長及び各学科長に通知している。アンケートを単なるアンケートで終わらせず、

各学部・学科で教育内容及び学修指導の改善に取組んでいる点は評価できる。 
リハビリテーション学部における「臨床実習録」は、専門教育の集大成である臨床実

習を終えた学生の率直な意見を収集するツールとして有効であると判断する。 
 
【エビデンス集】 

【資料 2-6-2】 平成 27(2015)年度 学生による授業評価アンケート結果 
【資料 2-2-17】と同じ 

【資料 2-6-6】 平成 27(2015)年度 臨床実習録 
【資料 2-6-10】 平成 27(2015)年度 学生による授業評価報告書 

 
(3) 2-6 の改善・向上方策（将来計画） 

引き続き、「学修日誌」及び各種アンケート等の様々なツールや機会を通じて、教育目

標の達成状況の点検を継続する。特に「就職先アンケート」結果は、社会から寄せられ
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る貴重な評価であり、教育内容の改善・向上に活かしていく。 
 
 

2-7 学生サービス 

≪2-7 の視点≫ 

2-7-① 学生生活の安定のための支援 

2-7-② 学生生活全般に関する学生の意見・要望の把握と分析・検討結果の活用 

 

(1) 2-7 の自己判定 

基準項目 2-7 を満たしている。 
 

(2) 2-7 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-7-① 学生生活の安定のための支援 

■事実の説明 

学生指導及び支援全般の一次窓口はクラス担任が行っている。クラス担任はクラス学

生全員の連絡先を把握しており、緊急時の対応に備えている。 
その他、厚生補導を検討する委員会として「学生委員会」「厚生委員会」「ハラスメン

ト防止委員会」、厚生補導を実施する事務部門として「学生指導課」「保健室」「カウンセ

リングルーム」等を整備している。クラス担任、委員会、事務部門それぞれが連携して

学生生活の安定に向け、以下に示す支援を行っている【資料 2-7-1】【資料 2-7-2】。 

1）危機管理指導 
通学途中の防犯指導には注意を払っている。クラス担任を通じた指導に加え、全て

の女子学生及び申し出のあった男子学生に対しては防犯ブザーの無償供与を行ってい

る。 
また、年度初めのオリエンテーション時には、新入学生を対象とした警察による防

犯についての講演会、全学生及び教職員が参加する避難訓練を行っている【資料

2-7-3】。 
正課中、行事中、課外活動中及び通学中における不慮の事故に対しては、公益財団

法人 日本国際教育支援協会が運営する「学生教育研究災害傷害保険」に全学生が加入

して備えている。併せて、食物栄養学部生は「学生教育研究賠償責任保険」に、リハ

ビリテーション学部生は「医学生教育研究賠償責任保険」に加入している【資料 2-7-4】。 
2）健康相談、健康支援 

小倉北区キャンパス（食物栄養学部）の保健室には看護師 1 人が常駐し、学生の健

康維持に努めている【資料 2-7-5】。怪我や体調不良等への応急処置、近隣の医療機関

との連携、学生からの健康相談に対応すると共に、クラス担任及び「厚生委員会」「学

生指導課」と連携し、インフルエンザをはじめとする感染症の予防、早期発見に努め

ている。 
小倉南区キャンパス（リハビリテーション学部）の保健室には週 3 回看護師（非常

勤）が勤務し、学生の健康管理に努めている。食中毒、感染予防等、学生の保健・衛
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生面について時期に応じた指導を行いながら、学生が大学生活を円滑に送れるよう支

援を行っている。看護師が不在の場合は学生部教職員を中心に対応しており、緊急時

には近隣の医療機関を受診するよう指導している【資料 2-7-5】【資料 2-7-6】。 
両キャンパスとも、年度初めのオリエンテーション時には全学生を対象とした健康

診断を実施している【資料 2-7-3】。内科健診、胸部 X 線検査、尿検査等を実施し、学

生の健康状態の把握に努めると共に、診断結果を通知し各自の健康管理意識を喚起し

ている。 
3）心的支援 

精神的問題を抱える学生を支援するため、指定された時間帯に「カウンセリングル

ーム」を開設している【資料 2-7-5】。臨床心理士が対応し、相談者の意志、プライバ

シー保護を第一に、自ら解決を図ることができるよう支援を行っている。 
4）ハラスメント防止 

ハラスメント防止に向け、併設校 東筑紫短期大学と共同でハラスメント防止に関す

る規程を制定すると共に「ハラスメント防止委員会」を設置し、啓発を行っている【資

料 2-7-7】【資料 2-7-8】。 
5）通学支援 

小倉南区キャンパスでは近隣の JR 駅とキャンパス間でスクールバスを運行すると

共に、自家用車での通学を認めるなどの通学支援を行っている。小倉北区キャンパス

は交通アクセスに恵まれているため、特別の通学支援は行っていない。 
6）経済的支援 

経済的理由により所定の期限までに学費の納入が困難な場合に、納入期限の延長や

分割納入を認めるなど、修学継続に向けた支援を行っている。 
奨学制度として、大学独自の「創設者 宇城信五郎記念奨学金」（給付型）がある【資

料 2-7-9】。その他、日本学生支援機構奨学金をはじめとする外部奨学金については「学

生指導課」及び「学生部」において申請に関する支援を行っている【資料 2-7-10】。 
また、キャンパス内に学生寮（食事付）を整備しており、近隣の学生用アパートと

比較して安価に生活することができる。 
7）課外活動支援 

大学における主な課外活動は、学友会に所属するクラブ及び同好会活動である。専

任の教職員が各クラブ及び同好会の顧問を務め、指導や支援を行っている。平成

27(2015)年度は両キャンパス合わせて 34 のクラブ及び同好会が活動を行い、

3,883,766 円（小倉北区キャンパス 3,237,769 円、小倉南区キャンパス 645,997 円）

の活動資金支援を行った。また、9 件のボランティア活動に対して 20,520 円の活動資

金支援を行った【資料 2-7-11】。 
8）編入学生支援 

食物栄養学部では 3 年次に編入学生を受入れている。専任教員 2 人が編入学生担当

となり、クラス担任と共に編入学生支援を行っている。 
9）福利厚生施設 

キャンパスごとに、以下の福利厚生施設を整備している【資料 2-7-12】。 
【小倉北区キャンパス】 



九州栄養福祉大学 

45 

 学生食堂 ························ テーブル 19 台、椅子 276 脚、自動販売機 
 売店 
 2 号館 学生ホール ············ テーブル 32 台、椅子 128 脚、ロビー椅子 20 脚、

自動販売機 
 第 1 体育館 
 学友会館 ························ 学友会室、部室、ミーティングルーム、第 2 体育館 
 テニスコート（3 面） 

【小倉南区キャンパス】 
 学生食堂 ························ テーブル 24 台、椅子 128 脚、ロビー椅子 2 脚、自

動販売機 
 売店 
 3 号館 学生ホール············ テーブル 25 台、椅子 98 脚、ロビー椅子 5 脚、自

動販売機、コピー機 
 5 号館 学生ホール············ テーブル 25 台、椅子 98 脚、ロビー椅子 9 脚、閲

覧机 6 台、閲覧椅子 36 脚、自動販売機、コピー機 
 6 号館 学生ホール············ テーブル 20 台、椅子 80 脚、自動販売機 
 駐車場 
 体育館 
 テニスコート（2 面） 
 グラウンド 
 サッカーグラウンド 
 フットサルグラウンド 
 学友会館室（2 室） 

 
■自己評価 

学生サービス、厚生補導のための組織を整備し、学生生活の安定に向け適切な支援を

行っていると判断する。 
福利厚生施設に関しては、学生食堂及び学生ホールの座席数が収容定員に比して不足

しており、昼食場所の確保が課題である。現時点では一部の講義室を昼食場所に指定す

ることで対応している。学友会活動の施設・設備については拡充を図っているが、更な

る拡充に向けて検討を継続する。 
 
【エビデンス集】 

【資料 2-7-1】 学校法人東筑紫学園 組織図 

【資料 1-3-20】と同じ 

【資料 2-7-2】 九州栄養福祉大学 常置委員会運営規程 
【資料 2-7-3】 平成 27(2015)年度 オリエンテーション資料 
【資料 2-7-4】 学生教育研究災害傷害保険・学研災付帯賠償責任保険について 

平成 27(2015)年度 学生便覧（132～135 ページ） 
【資料 F-5】と同じ 
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【資料 2-7-5】 学生相談室、医務室等の利用状況 
【データ編 表 2-12】と同じ 

【資料 2-7-6】 小倉南区キャンパス 保健室不在時対応マニュアル 
【資料 2-7-7】 九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学 ハラスメント防止等に関する規程  
【資料 2-7-8】 九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学 ハラスメント防止委員会組織規程  
【資料 2-7-9】 奨学制度 

平成 27(2015)年度 学生便覧（130～131 ページ） 
【資料 F-5】と同じ 

【資料 2-7-10】 奨学金給付・貸与状況 
【データ編 表 2-13】と同じ 

【資料 2-7-11】 学生の課外活動への支援状況 
【データ編 表 2-14】と同じ 

【資料 2-7-12】 校舎配置図・平面図 
平成 27(2015)年度 学生便覧（181～195 ページ） 

【資料 F-5】と同じ 
 
2-7-② 学生生活全般に関する学生の意見・要望の把握と分析・検討結果の活用 

■事実の説明 

大学では開学時よりクラス担任制度を実施しており、クラス担任とクラス学生とのコ

ミュニケーションツールの一つとして「学修日誌」を配布している【資料 2-7-13】。学

生は「学修日誌」に質問や意見を記入することも多く、「学修日誌」は学生からの意見・

要望を汲上げるツールとしても機能している。「学修日誌」を通じて寄せられた意見・要

望は「学科会議」において報告され、対応可能な要望については即時対応している。 
また、学生支援に関する満足度を汲上げるシステムとして「学生支援満足度・評価ア

ンケート」がある【資料 2-7-14】。アンケートは無記名式で行い、学生が本音を回答し

やすいよう配慮している。アンケートは「IR 推進室」によって集計され、集計結果は各

学科にフィードバックされる。各学科では集計結果に基づき、「学科会議」において学生

支援体制の改善案を検討している。 
事務部門（事務部、学生部、教務部）及び図書館においても、学生の意見を汲上げる

アンケートを実施しており、アンケート結果を学生サービスの改善に役立てている【資

料 2-7-15】【資料 2-7-16】。 
 
■自己評価 

学生生活全般に関する学生の意見・要望を把握するシステムは適切に整備されている

と判断する。寄せられた意見・要望のうち対応可能な要望については即時対応しており、

システムとして適切に機能していると判断する。 
 
【エビデンス集】 

【資料 2-7-13】 平成 27(2015)年度 学修日誌 
【資料 2-3-1】と同じ 
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【資料 2-7-14】 平成 27(2015)年度 学生支援満足度・評価アンケート 
【資料 2-3-9】と同じ 

【資料 2-7-15】 平成 27(2015)年度 事務局（事務部・学生部・教務部）に対する学生

の評価アンケート結果 
【資料 2-7-16】 平成 27(2015)年度 図書館自己点検・評価報告書 

 
(3) 2-7 の改善・向上方策（将来計画） 

引き続き、「学修日誌」及び「学生支援満足度・評価アンケート」を通じて学生の意見・

要望の汲上げを継続する。 
昼食場所及び学友会活動の施設・設備の拡充についての検討を継続し、学生サービス

の充実に努める。 
 
 

2-8 教員の配置・職能開発等 

≪2-8 の視点≫ 

2-8-① 教育目的及び教育課程に即した教員の確保と配置 

2-8-② 教員の採用・昇任等、教員評価、研修、FD(Faculty Development)をはじめと

する教員の資質・能力向上への取組み 

2-8-③ 教養教育実施のための体制の整備 

 

(1) 2-8 の自己判定 

基準項目 2-8 を満たしている。 
 

(2) 2-8 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-8-① 教育目的及び教育課程に即した教員の確保と配置 

■事実の説明 

学部については、表 2-8-1 に示すように大学設置基準に定められた教員数を確保して

おり、各学部・学科の教育目標及び教育課程に即して適切に配置している【資料 2-8-1】。
また、管理栄養士学校指定規則、理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則に定めら

れた教員要件についても満たしている【資料 2-8-2】【資料 2-8-3】。 
専任教員 1 人当たりの在籍学生数は、食物栄養学科 20.6 人、理学療法学科 24.6 人、

作業療法学科 17.0 人である。非常勤依存率は、食物栄養学部 48.8%、リハビリテーショ

ン学部 71.1%、年齢別の構成は表 2-8-2 のとおりである【資料 2-8-4】。なお、リハビリ

テーション学部については、学部設置に際しての履行状況報告において、文部科学省大

学設置室より、定年規程に定める退職年齢を超える専任教員の割合が高く、定年規程の

趣旨を踏まえた適切な運用に努めると共に教員組織編成の将来構想を策定し着実に実行

するよう改善意見が付されたため、定年規程の趣旨を踏まえた上で教育研究活動に支障

のないよう、若手教員の育成、新規教員の採用等、改善に努めている。 
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表 2-8-1 全学の教員組織（学部等） 
平成 28(2016)年 5 月 1 日現在 

（単位：人） 

学部・学科、 
その他の組織 

専任教員数 
助手 

設置基準

上必要専
任教員数 

設置基準

上必要専
任教授数 

専任教員
1 人当た
りの在籍

学生数 教授 准教授 講師 助教 計 

食物栄養学部 食物栄養学科 12 6 2 2 22 6 11 6 20.6 

食物栄養学部計 12 6 2 2 22 6 11 6 20.6 

リハビリテーション 
学部 

理学療法学科 5 3 4 2 14 1 8 4 24.6 

作業療法学科 5 1 3 1 10 1 8 4 17.0 

リハビリテーション学部計 10 4 7 3 24 2 16 8 21.5 

その他の組織  0 0 0 0 0 0    

大学全体の収容定員に 
応じ定める専任教員数       13 7  

合   計 22 10 9 5 46 8 40 21  

 
表 2-8-2 専任教員の学部ごとの年齢別の構成 

平成 28(2016)年 5 月 1 日現在 
（単位：人） 

学部 職位 71 歳 
以上 

66～70
歳 

61～65
歳 

56～60
歳 

51～55
歳 

46～50
歳 

41～45
歳 

36～40
歳 

31～35
歳 

26～30
歳 計 

食物栄養学部 

教授 1 3 4 2 1 1 0 0 0 0 12 

准教授 0 0 1 0 2 1 2 0 0 0 6 

講師 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 

助教 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

計 1 3 5 3 3 2 2 1 1 1 22 

リハビリテーション 
学部 

教授 0 5 1 2 1 1 0 0 0 0 10 

准教授 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 

講師 0 0 0 0 0 1 4 2 0 0 7 

助教 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 

計 0 5 1 2 1 4 6 3 2 0 24 

 
大学院については、表 2-8-3 に示すように設置基準に定められた教員数を確保してい

る【資料 2-8-5】。 
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表 2-8-3 全学の教員組織（大学院等） 
平成 28(2016)年 5 月 1 日現在 

（単位：人） 

研究科・専攻、研究所等 

専任教員数 

助手 

設置基準

上必要研

究指導教

員数 

設置基準

上必要研

究指導教

員数及び

研究指導

補助教員

数合計 

研究指導

教員数及

び研究指

導補助教

員数合計 

研究指導

教員数 

研究指導

補助教員

数 

兼担教員

数 

教授 准教授 講師 助教 計 

健康科学 
研究科 

健康栄養学 
専攻 (11) 0 0 0 (11) 0 4 6 (11) (11) 0 11 

健康科学研究科計 (11) 0 0 0 (11) 0 4 6 (11) (11) 0 11 

合   計 (11) 0 0 0 (11) 0 4 6 (11) (11) 0 11 

※ ( )内は大学専任教員との兼担教員数 

 
■自己評価 

大学の教員組織は、大学設置基準及び指定規則を満たしており、教育目標及び教育課

程に即して適切に配置していると判断する。 
専任教員 1 人当たりの在籍学生数、非常勤依存率についても概ね適正であると判断し

ている。 
年齢構成については、文部科学省より付された留意事項の改善に努めた結果、よりバ

ランスの取れた年齢構成に近づき、概ね適正であると判断する。 
 
【エビデンス集】 

【資料 2-8-1】 全学の教員組織（学部等） 
【データ編 表 F-6】と同じ 

【資料 2-8-2】 平成 28(2016)年度 管理栄養士養成施設実態報告書 
【資料 2-8-3】 平成 28(2016)年度「指定（認定）学校概況」等報告書 
【資料 2-8-4】 専任教員の学部、研究科ごとの年齢別の構成 

【データ編 表 2-15】と同じ 
【資料 2-8-5】 全学の教員組織（大学院等） 

【データ編 表 F-6】と同じ 
 
2-8-② 教員の採用・昇任等、教員評価、研修、FD(Faculty Development)をはじめ

とする教員の資質・能力向上への取組み 

■事実の説明 

1）教員の採用・昇任 
教員の採用及び昇任は、「九州栄養福祉大学 教員選考規程」及び「九州栄養福祉大

学・東筑紫短期大学 教育職員の任期制に関する規則」に基づき適切に実施されている

【資料 2-8-6】【資料 2-8-7】。 
教員の採用は原則公募により行っている。学長を長とする「学長部局会議」におい

て募集要項をまとめ、学部・学科名、職位、担当科目及び授業時間数、必要資格等を
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明記の上、大学ウェブサイト及び研究者人材データベース（JREC-IN Portal）を通じ

て広く募集を行っている。選考手順は、「学長部局会議」にて提出書類による 1 次審査

及び面接による 2 次審査を実施し、学長が最終決定を行っている。 
教員の資格及び昇格は、学長の要請により、「九州栄養福祉大学 教授会規程」及び

「九州栄養福祉大学 教員選考規程」に基づき、提出された履歴書、研究業績書を基に

教授会において資格審査を行い、学長が最終決定を行う【資料 2-8-6】【資料 2-8-8】。
決定内容は教授会（拡大教授会）にて報告される。 

2）研修 
併設校 東筑紫短期大学と合同で「教職員研修会」を年2回開催している【資料2-8-9】。

研修会では、学長による基調講演、学内教職員または外部講師による講演が行われる。

研修会を通じて、大学の使命・目的に対する理解を深めると共に、進むべき方向性の

再確認を行っている。 
また、新規採用となった教員には年度初めに実施される「新規採用者研修会」にお

いて、大学の使命・目的に対する理解を求め、大学教員としての自覚を促している【資

料 2-8-10】。 
3）FD をはじめとする教員の資質・能力向上への取組み 

各学部・学科の教育目標の達成に向けて着実に歩を進めるために、達成度の確認を

行っている。具体的には、4 月末の教授会（拡大教授会）において各学部・学科の当

該年度の目標を発表し、学科を挙げて目標達成に向けた取組みを行う。年次進行中は

「学科会議」において達成度の確認等を行い、3 月末の教授会（拡大教授会）において

目標の達成状況及び次年度に向けた改善点の報告を行う。 
また、全学的組織である「FD 委員会」が主催する「FD 研修会」、各学部が主催す

る「FD 研修会」等、教員の資質・能力向上に向けた取組みを適宜実施している【資料

2-8-11】。 
 
■自己評価 

教員の採用及び昇任は規程に基づき、明確な手続きに従って適切に実施されていると

判断する。 
国家試験合格実績、就職実績が示すとおり、大学の各教員の資質・能力は高い水準に

あると自負している。種々の研修及び FD による取組みが、教員の資質・能力の形成に

少なからず貢献していると推察する。 
 
【エビデンス集】 

【資料 2-8-6】 九州栄養福祉大学 教員選考規程 
【資料 2-8-7】 九州栄養福祉大学･東筑紫短期大学 教育職員の任期制に関する規則 
【資料 2-8-8】 九州栄養福祉大学 教授会規程 

【資料 1-3-21】と同じ 
【資料 2-8-9】 平成 27(2015)年度 教職員研修会資料 

【資料 1-3-2】と同じ 
【資料 2-8-10】 平成 27(2015)年度 新規採用者研修会資料 
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【資料 1-3-4】と同じ 
【資料 2-8-11】 平成 27(2015)年度 FD 研修会関連資料 

【資料 2-2-18】と同じ 
 
2-8-③ 教養教育実施のための体制の整備 

■事実の説明 

大学における教養教育は、1、2 年次に開講される「基礎教養科目」において実施され

る【資料 2-8-12】。「基礎教養科目」群には、語学科目、情報科目、体育科目に加え、「食

と哲学」「食と福祉」など大学の教育理念の理解を図る科目、「基礎化学」「基礎生物学」

など専門教育への導入を兼ねた科目等を配置し、特色のある教養教育を実施している。 
「基礎教養科目」における専兼比率は、食物栄養学科 67.7%、理学療法学科 57.4%、作

業療法学科 57.4%であり、専兼比率の面からも教養教育における運営上の管理体制を確

立している【資料 2-8-13】。 
また、学生の意識が専門教育に偏らないよう、履修指導の際には教養教育の重要性を

説明するなど、教養教育の充実に努めている。 
平成 26(2014)年度には、教養教育における質保証の確保を目指し、併設校 東筑紫短

期大学と合同で教養教育の点検及び見直しを行う「教養教育委員会」を設置した。「教養

教育委員会」は原則毎月 1 回開催している【資料 2-8-14】。 
 
■自己評価 

教養教育は大学での学修を進めるに当たって必要な基礎学力の修得に留まらず、大学

の教育理念の理解を図ると共に専門教育への導入を兼ねる重要な教育として位置付けら

れ、その重要性は履修指導の際に説明している。 
平成 26(2014)年度には教養教育の点検及び見直しを行う「教養教育委員会」が設置さ

れ、教養教育運営上の責任体制は確立していると判断する。 
 
【エビデンス集】 

【資料 2-8-12】 履修単位表 
平成 27(2015)年度 学生便覧（58～67 ページ） 

【資料 2-2-8】と同じ 
【資料 2-8-13】 学部、学科の開設授業科目における専兼比率 

【データ編 表 2-17】と同じ 
【資料 2-8-14】 平成 27(2015)年度 教養教育委員会会議録 

 
(3) 2-8 の改善・向上方策（将来計画） 

教員の採用及び昇任については、大学設置基準及び指定規則を遵守の上、規程に基づ

き適切に実施すると共に、種々の研修及び FD を通じて教員の資質・能力の形成を図っ

ていく。リハビリテーション学部の教員の年齢構成に関して文部科学省から付された留

意事項については、平成 27(2015)年度より改善に取組んでいる。 
また、教養教育の充実に向けて、「教養教育委員会」及び「教務委員会」を中心に「基
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礎教養科目」の点検及び見直しを定期的に行っていく。 
 
 

2-9 教育環境の整備 

≪2-9 の視点≫ 

2-9-① 校地、校舎、設備、実習施設、図書館等の教育環境の整備と適切な運営・管理 

2-9-② 授業を行う学生数の適切な管理 

 

(1) 2-9 の自己判定 

基準項目 2-9 を満たしている。 
 

(2) 2-9 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-9-① 校地、校舎、設備、実習施設、図書館等の教育環境の整備と適切な運営・管理 

■事実の説明 

1）教育環境の整備 
大学の校地、校舎は、2 箇所のキャンパス（小倉北区キャンパス、小倉南区キャン

パス）と 2 箇所の運動用地により構成される【資料 2-9-1】。 
小倉北区キャンパスは、福岡県北九州市小倉北区下到津の校地、校舎及び徒歩 3 分

の位置にある「北区 5 号館」から構成される。西鉄バス東筑紫短大前停から徒歩 1 分、

金田陸橋西停から徒歩 2 分、下到津停から徒歩 2 分、JR 日豊線南小倉駅から徒歩 15
分と交通アクセスに恵まれた場所に位置しており、食物栄養学部と併設校 東筑紫短期

大学で共用している。 
小倉南区キャンパスは、福岡県北九州市小倉南区葛原高松の校地、校舎及び福岡県

北九州市小倉南区曽根北町にある「南区 5 号館」から構成される。主にリハビリテー

ション学部が使用している。 
小倉北区キャンパスの総敷地面積は 16,475.71m2（「北区 5 号館」を含む）、うち設

置基準上校地に算入される面積は 15,310.71m2である。また、キャンパス内の建物の

延べ床面積は 31,743.38m2、うち設置基準上校舎に算入される面積は 23,462.90m2で

ある【資料 2-9-2】。 
小倉南区キャンパスの総敷地面積は 74,821.01m2（「南区 5 号館」を含む）、うち設

置基準上校地に算入される面積は 57,253.53m2である。また、キャンパス内の建物の

述べ床面積は19,634.08m2、うち設置基準上校舎面積に算入される面積は12,629.34m2

である。また小倉南区キャンパスには実習農園があり、教育理念である「栄養福祉」

の深化を図る手段の一つとして、野菜等の食材の栽培過程を実践学修している。 
このほか、運動場用地として福岡県北九州市小倉南区貫及び福岡県京都郡苅田町に

グラウンドを保有している。各々の面積は小倉南区貫グラウンドが 2,989.00m2、苅田

町グラウンドが 14,629.93m2である【資料 2-9-3】。 
2 箇所のキャンパスを合計した設置基準上校地に算入される面積は 90,183.17m2 で

あり、大学収容定員及び併設校 東筑紫短期大学の収容定員より算出した設置基準上必

要な校地面積 15,000m2 を満たしている。また、設置基準上校舎に算入される面積は
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36,092.24m2 であり、学部収容定員より算出した設置基準上必要な校舎面積

10,545.00m2（リハビリテーション学部 6,413.00m2、食物栄養学部 4,132.00m2）及び

併設校  東筑紫短期大学の収容定員より算出した設置基準上必要な校舎面積

4,900.00m2の合計 15,445.00m2を満たしている。 
小倉北区キャンパスにおける校舎内の部屋数は、講義室 20 室、演習室 3 室、実験実

習室 16 室、自習室 1 室及び自習室兼用の学生ホール 2 室である。小倉南区キャンパ

スにおける校舎内の部屋数は、講義室 18 室、実験実習室 18 室、自習室兼用の学生ホ

ール 3 室である。各部屋にはプロジェクター、スクリーン、AV 設備等、教育研究に必

要な環境が整備されている【資料 2-9-4】。 
図書館は、小倉北区キャンパスに「九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学 図書館」、

小倉南区キャンパスに分室を設置している。図書館は 1,806m2の延べ床面積に 144 席

の閲覧座席を有しており、105,808 冊の図書、137 種類の定期刊行物、568 点の視聴

覚資料を所蔵し、6 種類の電子ジャーナル、4 種類のデータベースの利用が可能である

【資料 2-9-5】【資料 2-9-6】。分室は 248m2の延べ床面積に 122 席の閲覧座席を有し

ており、13,519 冊の図書、66 種類の定期刊行物、396 点の視聴覚資料を所蔵し、10
種類の電子ジャーナルの利用が可能である【資料 2-9-5】【資料 2-9-6】。 
情報処理施設として、小倉北区キャンパス「2 号館」、小倉南区キャンパス「1 号館」

に情報処理演習室を設置しており、それぞれ 41～45 台のパソコンを設置している【資

料 2-9-7】。情報処理演習室のパソコンは、授業時間を除き学生が自由に利用可能で、

課題やレポートの作成に利用している。また、小倉北区キャンパス「2 号館」を中心

に無線 LAN 環境を整備している。 
体育施設として、小倉北区キャンパスに 2 つの体育館、小倉南区キャンパスに 1 つ

の体育館がある。運動場は、小倉北区キャンパスにテニスコート 3 面、小倉南区キャ

ンパスにテニスコート 2 面、グラウンド 1 面、サッカーグラウンド 1 面、フットサル

グラウンド 1 面を整備しており、授業、課外活動で使用している他、一般にも一部を

開放している。またキャンパス外の北九州市小倉南区貫にグラウンド 1 面、京都郡苅

田町にグラウンド 1 面を所有している【資料 2-9-3】。 
2）教育環境の適切な運営・管理 

施設・設備、備品の管理は主に「庶務課」が担当しており、「学校法人東筑紫学園 学
舎管理規程」「宇城記念館管理細則」「九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学 学舎等使用

細則」「九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学 備品管理規程」「九州栄養福祉大学・東筑

紫短期大学 備品管理業務方法書」「九州栄養福祉大学 学友会館運営規程」「九州栄養

福祉大学 学友会館使用細則」に基づき、営繕及び修理等を実施している【資料 2-9-8】
【資料2-9-9】【資料2-9-10】【資料2-9-11】【資料2-9-12】【資料2-9-13】【資料2-9-14】。 

電気設備、消防設備、エレベータ設備等、専門性が要求される設備の管理は外部業

者に委託している。 
小倉北区キャンパスはキャンパス内に公道が通っており外部に開かれているため、

校舎出入口に監視カメラを設置すると共に、平日 11:00～20:00 は警備会社の警備員を

駐在させ、保安に努めている。夜間及び休日の保安については、両キャンパスとも警

備員 1 人を配置すると共に機械警備を行っている。 
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■自己評価 

校地、校舎については大学設置基準を満たしている。施設・設備についても指定規則

で定められている要件を満たすと共に、各学部の教育課程の適切な運営に必要な環境を

整備していると判断する。 
施設・設備、備品の管理は、規程に基づき適切に実施していると判断する。 

 
【エビデンス集】 

【資料 2-9-1】 配置図（キャンパスマップ） 
【資料 F-8】と同じ 

【資料 2-9-2】 校地、校舎等の面積 
【データ編 表 2-18】と同じ 

【資料 2-9-3】 その他の施設の概要 
【データ編 表 2-22】と同じ 

【資料 2-9-4】 講義室、演習室、学生自習室等の概要 
【データ編 表 2-20】と同じ 

【資料 2-9-5】 図書、資料の所蔵数 
【データ編 表 2-23】と同じ 

【資料 2-9-6】 学生閲覧室等 
【データ編 表 2-24】と同じ 

【資料 2-9-7】 情報センター等の状況 
【データ編 表 2-25】と同じ 

【資料 2-9-8】 学校法人東筑紫学園 学舎管理規程 
【資料 2-9-9】 宇城記念館管理細則 
【資料 2-9-10】 九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学 学舎等使用細則 
【資料 2-9-11】 九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学 備品管理規程 
【資料 2-9-12】 九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学 備品管理業務方法書 
【資料 2-9-13】 九州栄養福祉大学 学友会館運営規程 
【資料 2-9-14】 九州栄養福祉大学 学友会館使用細則 

 
2-9-② 授業を行う学生数の適切な管理 

■事実の説明 

大学はクラス制を実施しており、食物栄養学部食物栄養学科では 1 学年 3 クラス、リ

ハビリテーション学部理学療法学科では 1 学年 2 クラス、リハビリテーション学部作業

療法学科では 1 学年 1 クラスとしている。1 クラスの学生数について、食物栄養学部食

物栄養学科では 40 人以下、リハビリテーション学部では 44 人以下を目安としている。 
演習、実習の授業については、原則としてクラスごとに開講している。講義科目につ

いても可能な限りクラスごとの開講に努めているが、時間割配置上の都合や科目担当教

員の授業時間数の都合等により、一部の講義科目については学年全体で開講している【資

料 2-9-15】。 
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■自己評価 

演習、実習の授業については原則としてクラスごとに開講しており、講義科目につい

ても止むを得ない場合を除いてクラスごとに開講するなど、教育効果の上がる適正なク

ラスサイズとなるよう努めていると判断する。 
 
【エビデンス集】 

【資料 2-9-15】 平成 27(2015)年度 時間割 
 

(3) 2-9 の改善・向上方策（将来計画） 

校地、校舎、施設・設備等については適切に運営、管理されているが、小倉北区キャ

ンパスにおいて大学が共有している併設校 東筑紫短期大学の一部校舎が耐震基準に適

合していないため、建替えも視野に入れた抜本的な対策を検討する。小倉南区キャンパ

スにおいては、九州労災病院より取得した「電気エネルギー棟」「記念館・高圧治療棟」

が耐震基準に適合していない。この 2 棟は普段の講義には使用しないが、対応策を検討

する。 
教育目標の達成に向け、計画的に施設・設備の充実を図る。 

 
 

[基準 2 の自己評価] 

 入学者受入れの方針は、教育目標に基づき明確に定められており、広く周知されてい

る。入学試験は入学者受入れの方針に基づき適切な体制で実施しており、入学定員に

対する入学者数の比率はほぼ適正であると判断する。 
 教育課程編成・実施の方針は、教育目標に基づき明確に定められている。国家試験合

格実績を高水準に維持できていることから、教育課程の体系的編成及び教授方法の工

夫・開発は適切であると判断する。 
 大学の使命・目的及び各学部・学科の教育目標を達成する上で重要な学校行事に、教

職員と学生が協働して取組むことで、「筑紫の心」の実践に努めていると判断する。 
 単位認定、進級及び卒業・修了認定の基準は、学則及び履修規程に明記されており、

厳正に適用されていると判断する。 
 就職実績を高水準に維持できていることから、学生の社会的・職業的自立に関する指

導のための体制は適切であると判断する。 
 「学修日誌」「学生による授業評価アンケート」等、教育目標の達成状況の点検・評価

を行うと共に、評価結果を改善につなげる工夫を図っていると判断する。 
 学生サービス、厚生補導について、学生の意見・要望を把握するシステムを整備する

と共に、寄せられた意見・要望に対して積極的に対応していると判断する。 
 国家試験合格実績、就職実績を高水準に維持できていることから、教育目標及び教育

課程に即した教員を配置すると共に、教員の資質・能力向上に取組んでいると判断す

る。 
 施設・設備、備品の管理は、規程に基づき適切に実施していると判断する。クラスサ

イズについては、教育効果が上がるように努めていると判断する。 



九州栄養福祉大学 

56 

基準 3．経営・管理と財務 
3-1 経営の規律と誠実性 

≪3-1 の視点≫ 

3-1-① 経営の規律と誠実性の維持の表明 

3-1-② 使命・目的の実現への継続的努力 

3-1-③ 学校教育法、私立学校法、大学設置基準をはじめとする大学の設置、運営に関連

する法令の遵守 

3-1-④ 環境保全、人権、安全への配慮 

3-1-⑤ 教育情報・財務情報の公表 

 

(1) 3-1 の自己判定 

基準項目 3-1 を満たしている。 
 

(2) 3-1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-1-① 経営の規律と誠実性の維持の表明 

■事実の説明 

大学の設置者である学校法人東筑紫学園は、「学校法人東筑紫学園 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、本学の建

学の精神に基づく人材を育成することを目的とする。」と規定しており、「学校法人東筑

紫学園 組織規程」と併せて堅実な経営に努めている【資料 F-1】【資料 3-1-1】。 
建学の精神である「筑紫の心」には、教育内容の特徴、養成する人材像、社会に対す

る貢献内容が明記されており、私立学校としての独自性を確立している。建学の精神に

基づき、寄附行為、組織規程を誠実に実行することで、社会からの期待に応える高等教

育機関として適切な経営を行っている。 
 
■自己評価 

建学の精神、寄附行為、組織規程を遵守しており、経営の規律と誠実性は維持されて

いると判断する。 
 
【エビデンス集】 

【資料 F-1】 学校法人東筑紫学園 寄附行為 

【資料 3-1-1】 学校法人東筑紫学園 組織規程 
 
3-1-② 使命・目的の実現への継続的努力 

■事実の説明 

大学の設置者である学校法人東筑紫学園における最高意思決定機関として理事会を、

また諮問機関として評議員会を定期的に開催し、経営に関する重要事項を審議、決定し

ている【資料 3-1-2】。 
大学の使命・目的に基づく教育理念の策定は「学長部局会議」が中心となって行って

いる【資料 3-1-3】。「学長部局会議」には学長、副学長、学部長、大学及び併設校 東筑
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紫短期大学の次長職以上の管理職、理事長、法人事務局長、法人事務局次長が出席して

おり、教育・研究をはじめとする大学運営全般に関する事項を協議・決定すると共に、

経営部門と教学部門の意思疎通を図る役割を果たしている。 
学校法人を管理運営する組織として、理事会の下に「法人本部」を置いている。また

平成 26(2014)年度より、日々の教育研究活動を検証・評価し、教育目標の達成に向けた

改善・改革を推進すると共に、理事会及び「法人本部」の戦略的意思決定を支援する組

織として「IR(Institutional Research)推進本部」を置いている【資料 3-1-4】。「IR 推

進本部」は、「九州栄養福祉大学 学長選任規程」を参考に学長の業績評価、監事による

教学部門及び事務部門の業務改善内容に関する監査のサポートも行っている【資料

3-1-5】【資料 3-1-6】【資料 3-1-7】【資料 3-1-8】【資料 3-1-9】【資料 3-1-10】。 
経営部門及び教学部門による日々の活動に加え、「IR 推進本部」及び下部組織である

「IR 推進室」が行う内部評価と内部監査に基づき、Plan、Do、Check、Act を繰り返す

ことで、大学の使命・目的の実現に向けた努力を継続している。 
 
■自己評価 

大学の使命・目的の実現に向け、継続的に努力していると判断する。 
 
【エビデンス集】 

【資料 3-1-2】 平成 27(2015)年度 理事会、評議員会の開催状況 
【資料 1-3-1】と同じ 

【資料 3-1-3】 九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学 学長部局会議規程 
【資料 3-1-4】 学校法人東筑紫学園 組織図 

【資料 1-3-20】と同じ 
【資料 3-1-5】 九州栄養福祉大学 学長選任規程 
【資料 3-1-6】 平成 26(2014)年度 学長の業績評価報告書（IR 推進本部） 
【資料 3-1-7】 学校法人東筑紫学園「IR(Institutional Research)推進組織」規程 
【資料 3-1-8】 学校法人東筑紫学園「IR 推進」実施細則 
【資料 3-1-9】 平成 27(2015)年度 IR 推進総括 －学生の質保証システムとしての

IR－ 
【資料 3-1-10】 平成 27(2015)年度 教学監査ヒアリング報告書 

【資料 2-6-9】と同じ 
 
3-1-③ 学校教育法、私立学校法、大学設置基準をはじめとする大学の設置、運営に関

連する法令の遵守 

■事実の説明 

大学の経営及び教育研究活動は、学校教育法、私立学校法、大学設置基準等の関連法

令に基づき作成された「学校法人東筑紫学園 寄附行為」「九州栄養福祉大学 学則」をは

じめとする諸規程に従って行われている【資料 F-1】【資料 F-3】。 
関連法令の遵守状況については、監事監査及び「IR 推進本部」「IR 推進室」による内

部監査、「自己点検・評価委員会」による自己点検・評価活動を通じて確認を行っている。
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平成 26(2014)年度においては、大学ガバナンス改革の推進に伴う学校教育法等の一部改

正を踏まえ、「IR 推進本部」「IR 推進室」を中心に内部規程の全面的見直しを行った。 
また、平成 23(2011)年度に開設したリハビリテーション学部は、平成 26(2014)年度

で完成年度を迎えた。この間、学校教育法、私立学校法、大学設置基準等の関連法令に

基づき誠実に運営を行うと共に、教員の年齢構成に関して文部科学省から付された留意

事項についても真摯に対応を行っている。 
 
■自己評価 

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

法令を遵守していると判断する。リハビリテーション学部の教員の年齢構成に関して文

部科学省から付された留意事項については、平成 27(2015)年度に改善に努めた結果、よ

りバランスの取れた年齢構成に近づき、概ね適正であると判断する。 
 
【エビデンス集】 

【資料 F-1】 学校法人東筑紫学園 寄附行為 
【資料 F-3】 九州栄養福祉大学 学則 

九州栄養福祉大学大学院 学則 
 
3-1-④ 環境保全、人権、安全への配慮 

■事実の説明 

環境保全については、特に節電、ごみ減量に重点を置いている。 
平成 24(2012)年度よりデマンド監視装置を導入し、使用電力の見える化を実施してい

る。空調設定温度の適正化や照明器具の消灯などの節電を教職員、学生に呼びかけ、ピ

ークカットに努めることで、最大需要電力を平成 23(2011)年度比で約 13%削減した。 
ごみ減量については、小倉北区キャンパス内に生ごみ処理機を設置し、調理実習及び

学生食堂より排出される生ごみを処理し、実習農園の肥料として使用している。また、

新聞や雑誌、段ボール等はリサイクル業者に回収を依頼している。 
その他、キャンパス内緑化やキャンパス内全面禁煙を実施し、キャンパス内環境の美

化に努めている。 
人権への配慮については、「九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学 ハラスメント防止等

に関する規程」を定め、人権擁護に努めている。同規程は学生便覧及び大学ウェブサイ

トに掲載すると共に小冊子「ストップ・ハラスメント」を作成、配布することで、学内

外への周知、啓発に努めている【資料 3-1-11】【資料 3-1-12】【資料 3-1-13】【資料 3-1-14】。
更に教職員に対しては、外部講師による学内講習会、「ハラスメント防止委員」による外

部研修報告等を通じて、人権擁護の周知を図っている。学生に対しては、外部講師によ

る「リプロダクティブヘルス/ライツ（性と生殖に関する健康と権利）」に関する講演会

を 1 年次に実施している。 
防災対策については、「学校法人東筑紫学園 防火・防災管理規程」「九州栄養福祉大学・

東筑紫短期大学 消防計画」を定め、全教職員及び学生が参加する避難訓練を年度当初の

オリエンテーション時に実施している【資料 3-1-15】【資料 3-1-16】。教職員に対して
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は、消火器を使用した消火訓練を実施している。防犯対策については、校舎出入口に監

視カメラを設置すると共に、公道に面している小倉北区キャンパス及び小倉南区キャン

パス 5 号館には警備員を駐在させている。また、通学途中の安全に配慮して、全ての女

子学生と申し出のあった男子学生に対して防犯ブザーの無償供与を行っている。 
AED（自動体外式除細動器）は小倉北区キャンパス内に 3 箇所、小倉南区キャンパス

内に 1 箇所設置しており、教職員向けに講習会を実施している。 
 
■自己評価 

環境保全、人権、安全について配慮していると判断する。 
 
【エビデンス集】 

【資料 3-1-11】 九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学 ハラスメント防止等に関する規

程 
【資料 2-7-7】と同じ 

【資料 3-1-12】 九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学 ハラスメント防止等に関する規

程 
平成 27(2015)年度 学生便覧（145～147 ページ） 

【資料 F-5】と同じ 
【資料 3-1-13】 大学ウェブサイト「九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学 ハラスメン

ト防止等に関する規程」 
http://www.knwu.ac.jp/about/info.html 
（ホーム → 学校案内 → 情報公開 → ハラスメント防止規程） 

【資料 3-1-14】 ストップ・ハラスメント 
【資料 3-1-15】 学校法人東筑紫学園 防火・防災管理規程 
【資料 3-1-16】 九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学 消防計画 

 
3-1-⑤ 教育情報・財務情報の公表 

■事実の説明 

教育情報については、学校教育法施行規則第 172 条の 2 第 1 項に基づき、教育研究上

の目的に関する事項等を、大学ウェブサイトにて公表している【資料 3-1-17】。 
財務情報については、私立学校法第 47 条に基づき、財産目録、貸借対照表、収支計算

書、事業報告書をはじめとする各種財務情報を、学園ウェブサイトにて公表している【資

料 3-1-18】。また、在学生や保護者及びその他の利害関係人からの請求に対しては、「学

校法人東筑紫学園 財務書類等閲覧規程」に基づき財務書類等を閲覧に供している【資料

3-1-19】。 
 
■自己評価 

教育情報及び財務情報については、学校教育法施行規則や私立学校法等に基づき、適

切に公表していると判断する。 
 

http://www.knwu.ac.jp/about/info.html
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【エビデンス集】 

【資料 3-1-17】 大学ウェブサイト「情報公開」 
http://www.knwu.ac.jp/about/info.html 
（ホーム → 学校案内 → 情報公開） 

【資料 3-1-18】 学園ウェブサイト「学校法人東筑紫学園 財務情報」 
http://www.hcg.ac.jp/info.html 
（ホーム → 学校案内 → 情報公開 → 学校法人東筑紫学園 財務情

報） 
【資料 3-1-19】 学校法人東筑紫学園 財務書類等閲覧規程 

 
(3) 3-1 の改善・向上方策（将来計画） 

今後も経営の規律強化を図ると共に、環境保全、人権、安全に配慮しながら、大学の

使命・目的の実現に向けて努力を継続する。 
リハビリテーション学部の教員の年齢構成に関して文部科学省から付された留意事項

については、なお一層の改善に努める。 
 
 

3-2 理事会の機能 

≪3-2 の視点≫ 

3-2-① 使命・目的の達成に向けて戦略的意思決定ができる体制の整備とその機能性 

 

(1) 3-2 の自己判定 

基準項目 3-2 を満たしている。 
 

(2) 3-2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-2-① 使命・目的の達成に向けて戦略的意思決定ができる体制の整備とその機能性 

■事実の説明 

「学校法人東筑紫学園寄附行為」に基づき、学園における最高意思決定機関として理事

会を、また諮問機関として評議員会を定期的に開催し、経営に関する重要事項を審議、

決定している。理事会は理事長、常務理事をはじめ、学園の創立に功労のあった者及び

学識経験者等を含む 11 人の理事で構成されており、過半数の出席により成立する。平成

27(2015)年度は 7 回開催され、実出席率の平均は 88.3%であった【資料 3-2-1】。 
学校法人を管理運営する組織として、理事会の下に「法人本部」を、更に平成 26(2014)

年度より理事会及び「法人本部」の戦略的意思決定を支援する組織として「IR 推進本部」

を置いている。 

また、大学運営に関する重要事項を協議すると共に、経営部門と教学部門の意思疎通

を図る会議体である「学長部局会議」を小倉北区キャンパスでは原則週 3 回、小倉南区

キャンパスでは原則週 1 回開催している。「学長部局会議」は、学長、副学長、学部長、

大学及び併設校 東筑紫短期大学の次長職以上の管理職、理事長、法人事務局長、法人事

務局次長で構成されており、過半数の出席により成立する【資料 3-2-2】。 

http://www.knwu.ac.jp/about/info.html
http://www.hcg.ac.jp/info.html
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■自己評価 

大学の使命・目的の達成に向けて戦略的意思決定ができる体制として理事会、「法人本

部」「学長部局会議」が整備されており、役割に応じた機能を発揮していると判断する。 
 
【エビデンス集】 

【資料 3-2-1】 平成 27(2015)年度 理事会、評議員会の開催状況 
【資料 1-3-1】と同じ 

【資料 3-2-2】 平成 27(2015)年度 学長部局会議の開催状況 
 

(3) 3-2 の改善・向上方策（将来計画） 

引き続き、理事会の適切な開催・運営に努めると共に、大学運営に資する学識豊かな

理事の選考に努める。また、「IR 推進本部」を中心とした IR 機能を充実させることで、

理事会及び「法人本部」「学長部局会議」でより戦略的な意思決定ができるよう努める。 
 
 

3-3 大学の意思決定の仕組み及び学長のリーダーシップ 

≪3-3 の視点≫ 

3-3-① 大学の意思決定組織の整備、権限と責任の明確性及びその機能性 

3-3-② 大学の意思決定と業務執行における学長の適切なリーダーシップの発揮 

 

(1) 3-3 の自己判定 

基準項目 3-3 を満たしている。 
 

(2) 3-3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-3-① 大学の意思決定組織の整備、権限と責任の明確性及びその機能性 

■事実の説明 

大学における意思決定組織は「学長部局会議」であり、大学運営全般に関する重要事

項の協議を行うと共に、教授会（拡大教授会）、「研究科委員会」「部科課長会議」「学科

会議」等で審議された事項の最終審議を行っている。「学長部局会議」には、学長、副学

長、学部長、大学及び併設校 東筑紫短期大学の次長職以上の管理職、理事長、法人事務

局長、法人事務局次長が出席することで、経営部門と教学部門の意思疎通を図り、迅速

かつ的確な意思決定を行うことができる体制を整備している。「学長部局会議」の構成メ

ンバー及び議案については、「九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学 学長部局会議規程」

において規定されており、権限や責任は明確である【資料 3-3-1】。 
教育・研究に関する重要事項を審議する組織として教授会（拡大教授会）、「研究科委

員会」があり、各学部や研究科、各種委員会から上程された重要事項の審議をはじめ、

「学長部局会議」において決定された事項等の報告が行われる。教授会（拡大教授会）、

「研究科委員会」の構成メンバー及び審議事項は、「九州栄養福祉大学 教授会規程」「九

州栄養福祉大学大学院 学則」において規定されており、権限や責任は明確である【資料

3-3-2】【資料 F-3】。 
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教授会の下には各種委員会がある（表 3-3-1）。学生の教育・研究に関する事項を審議

しており、審議事項によっては教授会（拡大教授会）に上程している。各委員会の構成

メンバー及び審議事項は各委員会の規程において規定されており、権限や責任は明確で

ある。 
 
■自己評価 

大学の意思決定組織は適切に整備かつ機能的に運営されており、各組織の権限や責任

は明確であると判断する。 
 
【エビデンス集】 

【資料 F-3】 九州栄養福祉大学大学院 学則 
【資料 3-3-1】 九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学 学長部局会議規程 

【資料 3-1-3】と同じ 
【資料 3-3-2】 九州栄養福祉大学 教授会規程 

【資料 1-3-21】と同じ 
 

表 3-3-1 平成 27(2015)年度 各種委員会 

委員会 関連規則 備考 

教務委員会  九州栄養福祉大学 常置委員会運営規程 

 九州栄養福祉大学 常置委員会審議事項 

 

学生委員会 併設校  東筑紫

短期大学と合同

開催 

厚生委員会 

図書館運営委員会  九州栄養福祉大学 常置委員会運営規程 

 九州栄養福祉大学 常置委員会審議事項 

 九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学 図書館運営委員会規程 

自己点検・評価委員会  九州栄養福祉大学 自己点検・評価委員会規程  

FD 委員会  九州栄養福祉大学 FD 委員会規程  

同和教育推進委員会  九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学 同和教育推進委員会規

則 

併設校  東筑紫

短期大学と合同

開催 ハラスメント防止委員会  九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学 ハラスメント防止委員

会組織規程 

倫理委員会  九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学 倫理委員会規程 

 九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学 倫理委員会専門委員会

に関する内規 

動物実験委員会  九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学 動物実験委員会規程 

教養教育委員会  九州栄養福祉大学 教養教育委員会規程 

教職課程委員会  九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学 教職課程委員会規程 

衛生委員会  九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学 衛生委員会規程 

薬品管理委員会  九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学 薬品管理委員会規程 
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3-3-② 大学の意思決定と業務執行における学長の適切なリーダーシップの発揮 

■事実の説明 

大学における意思決定組織である「学長部局会議」は、学長が招集し議長となり、運

営全般に関する重要事項の協議・決定を行っている【資料 3-3-1】。「学長部局会議」で

決定した事項は、教授会（拡大教授会）、「研究科委員会」「部科課長会議」「朝礼」等に

おいて学長自ら教職員に伝えている。「部科課長会議」は、教学部門から学科長職以上の

管理職と事務部門から課長職以上の管理職が出席し、原則週 1 回開催されている。「朝礼」

は業務中の職員を除く全ての教職員が出席し、原則週 1 回開催されている。 
学長の補佐体制として副学長、学部長があり、副学長は小倉北区キャンパス及び小倉

南区キャンパスにそれぞれ 1 人置いている。副学長、学部長の組織上の位置付け及び役

割は「九州栄養福祉大学 組織及び管理運営規程」において規定され、円滑に機能してい

る【資料 3-3-3】。 
また平成 26(2014)年度より、大学の意思決定と業務執行の支援を行う調査・企画部門

として、法人部門に「IR 推進本部」、大学部門に「IR 推進室」を設置している【資料 3-3-4】
【資料 3-3-5】。平成 26(2014)年度は、学校教育法等の一部改正により学長のリーダーシ

ップの確立が法制化されたことを踏まえ、「IR 推進本部」「IR 推進室」を中心に内部規

程の全面的見直しを行った。 
教授会（拡大教授会）及び「研究科委員会」の位置付け、審議事項は、「九州栄養福祉

大学 教授会規程」「九州栄養福祉大学大学院 学則」において規定されており、教育・研

究に関する重要事項を審議する組織としての機能を果たしている【資料 3-3-2】【資料

F-3】。 
 
■自己評価 

学長は、大学の意思決定と業務執行にリーダーシップを発揮していると判断する。 
 
【エビデンス集】 

【資料 F-3】 九州栄養福祉大学大学院 学則 
【資料 3-3-1】 九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学 学長部局会議規程 

【資料 3-1-3】と同じ 
【資料 3-3-2】 九州栄養福祉大学 教授会規程 

【資料 1-3-21】と同じ 
【資料 3-3-3】 九州栄養福祉大学 組織及び管理運営規程 
【資料 3-3-4】 学校法人東筑紫学園「IR(Institutional Research)推進組織」規程 

【資料 3-1-7】と同じ 
【資料 3-3-5】 学校法人東筑紫学園「IR 推進」実施細則 

【資料 3-1-8】と同じ 
 

(3) 3-3 の改善・向上方策（将来計画） 

大学の意思決定と業務執行を行うに当たって、学長のリーダーシップを支える体制は

整備されている。引き続き、学長補佐体制の充実を図るため支援体制の見直しを行って
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いく。 
 
 
3-4 コミュニケーションとガバナンス 

≪3-4 の視点≫ 

3-4-① 法人及び大学の各管理運営機関並びに各部門の間のコミュニケーションによる意

思決定の円滑化 

3-4-② 法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックによるガバナンスの機能性 

3-4-③ リーダーシップとボトムアップのバランスのとれた運営 

 

(1) 3-4 の自己判定 

基準項目 3-4 を満たしている。 
 

(2) 3-4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-4-① 法人及び大学の各管理運営機関並びに各部門の間のコミュニケーションによる

意思決定の円滑化 

■事実の説明 

大学の意思決定組織である「学長部局会議」には、学長、副学長、学部長、大学及び

併設校 東筑紫短期大学の次長職以上の管理職、理事長、法人事務局長、法人事務局次長

が出席することで、経営部門と教学部門の意思疎通を図るとともに、迅速かつ的確な意

思決定を行っている【資料 3-4-1】。 
学長は「学校法人東筑紫学園 寄附行為」第 6 条により理事に選任されており、大学の

代表として理事会に出席している【資料 F-1】。理事会において、「学長部局会議」で決

定した事項、教授会（拡大教授会）及び「研究科委員会」の議を経て学長が決定した事

項を提出または報告し、法人部門と大学部門の意思の共有を図っている。 
また、大学内においては「部科課長会議」を原則週 1 回開催し、各学科及び各部門間

で連絡・調整を行うことで、管理運営の円滑な実施に努めている。「部科課長会議」には、

教学部門から学科長職以上の管理職、事務部門から課長職以上の管理職、更には学長、

副学長、法人事務局長、法人事務局次長が出席している。 
 
■自己評価 

法人及び大学の各管理運営機関並びに各部門間でコミュニケーションを図ることで、

円滑に意思決定を行っていると判断する。 
 
【エビデンス集】 

【資料 F-1】 学校法人東筑紫学園 寄附行為 
【資料 3-4-1】 九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学 学長部局会議規程 

【資料 3-1-3】と同じ 
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3-4-② 法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックによるガバナンスの機能性 

■事実の説明 

大学の意思決定組織である「学長部局会議」及び各学科及び各部門間の連絡・調整会

議である「部科課長会議」には、学長、副学長、教学部門並びに事務部門の管理職、法

人事務局長、法人事務局次長が出席しており、意思疎通を図ると共に相互チェックを行

っている。 
理事会において学長から報告される「学長部局会議」の決定事項については、理事及

び監事より適宜言及される。また、「学校法人東筑紫学園 寄附行為」第 22 条に規定され

る事項については、あらかじめ評議員会の意見を聞くこととなっている【資料 F-1】。 
評議員会の開催並びに評議員の選任については「学校法人東筑紫学園 寄附行為」に規

定されている。平成 27(2015)年度、評議員会は 5 回開催され、実出席率の平均は 82.7%
であった【資料 3-4-2】。 
監事の選任については「学校法人東筑紫学園 寄附行為」に規定されており、理事会及

び評議員会への出席状況も良好である。なお、平成 26(2014)年度より、監事による監査

対象に教学部門を加える試みを始めている。平成 27(2015)年度は、各部門より「IR 推

進本部」に提出された「自己分析・評価及び改善計画」を基に「IR 推進本部」が実施し

たヒアリング結果を監事に提出した【資料 3-4-3】。 
 
■自己評価 

法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックによるガバナンスは機能していると判

断する。 
 
【エビデンス集】 

【資料 F-1】 学校法人東筑紫学園 寄附行為 
【資料 3-4-2】 平成 27(2015)年度 理事会、評議員会の開催状況 

【資料 1-3-1】と同じ 
【資料 3-4-3】 平成 27(2015)年度 教学監査ヒアリング報告書 

【資料 2-6-9】と同じ 
 
3-4-③ リーダーシップとボトムアップのバランスのとれた運営 

■事実の説明 

理事長は法人の代表として業務を総理し、法人部門の意思決定と業務執行にリーダー

シップを発揮している。 
学長は大学の代表として大学教職員を統督すると共に業務を総理し、大学部門の意思

決定と業務執行にリーダーシップを発揮している。また、大学の代表として理事会に出

席し、理事長と共に代表権を持つ理事としてリーダーシップを発揮している。 
大学における意思決定組織である「学長部局会議」では「九州栄養福祉大学・東筑紫

短期大学 学長部局会議規程」に基づき協議・検討が行われ、決定した内容は、教授会（拡

大教授会）、「部科課長会議」で報告されている【資料 3-4-1】。教授会（拡大教授会）に

は各種委員会及び「学科会議」から検討事項が上程され、「部科課長会議」には各部門か
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ら検討事項が上程されるなど、教職員をはじめ、学部や部門からの提案を汲上げる仕組

みが整備されている（図 3-4-1）。 
 

理事会

理事長

教員

（拡大教授会）

学長部局会議

各種委員会

教授会
部科課長会議

職員

事務連絡会議
学科会議

事務調整会議

学長

 

図 3-4-1 九州栄養福祉大学 意思決定フロー 
 
■自己評価 

大学及び学園の運営は、リーダーシップとボトムアップのバランスがとれていると判

断する。 
 
【エビデンス集】 

【資料 3-4-1】 九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学 学長部局会議規程 

【資料 3-1-3】と同じ 
 

(3) 3-4 の改善・向上方策（将来計画） 

法人及び大学の各管理運営機関のコミュニケーションは良好に保たれ、相互チェック

によるガバナンスも機能している。引き続き、社会情勢の変化に迅速かつ柔軟に対応す

るために、情報収集を怠らず、迅速な情報共有と意思決定に努める。 

 
 
 



九州栄養福祉大学 

67 

3-5 業務執行体制の機能性 

≪3-5 の視点≫ 

3-5-① 権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した組織編制及び職員の配置による業務

の効果的な執行体制の確保 

3-5-② 業務執行の管理体制の構築とその機能性 

3-5-③ 職員の資質・能力向上の機会の用意 

 

(1) 3-5 の自己判定 

基準項目 3-5 を満たしている。 
 

(2) 3-5 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-5-① 権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した組織編制及び職員の配置による業

務の効果的な執行体制の確保 

■事実の説明 

大学の事務組織体制は、「学校法人東筑紫学園 組織規程」及び「九州栄養福祉大学 組
織及び管理運営規程」に基づき構築している（図 3-5-1）【資料 3-5-1】【資料 3-5-2】。 
「法人事務局」は理事会に関する業務及び学園の人事、庶務、経理、渉外、その他理事

会が必要と認めた事項に関する業務を行い、「総務課」と「経理課」を設置している。 
大学の教育事業運営のための事務体制として、「事務部」「学生部」「教務部」「企画情

報室」「図書館」「情報管理センター」「IR 推進室」を設置している。 
「事務部」には、総務事務全般を担当する「総務課」、予算や決算の経理等を担当する

「会計課」、文書や施設・設備管理等を担当する「庶務課」を設置している。 
「学生部」には、学生支援や学校行事全般を担当する「学生指導課」、学生の就職支援

全般を担当する「就職指導課」、学生寮の管理及び入寮学生の監督等を担当する「学生寮」

を設置している。 
「教務部」には、教育業務全般に関する企画立案及び調整等を担当する「教務課」、教

育業務全般に関する調査・研究等を担当する「企画広報課」を設置している。 
「企画情報室」は、大学発展のための企画立案、調査、研究、広報及び記録業務を担当

している。 
「図書館」は、図書館の運営や図書の選定業務等を担当している【資料 3-5-3】。 
「情報管理センター」は、コンピュータ機器等の維持管理及び学内における情報化の推

進業務等を担当している【資料 3-5-4】。 
「IR 推進室」は、「IR 推進本部」と連携し、内部評価、内部監査、FD(Faculty 

Development)及び SD(Staff Development)の支援、学長が行う意思決定と業務執行の

支援業務等を担当している【資料 3-5-5】。 
 
■自己評価 

大学の事務組織は、権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した組織編制及び職員の

配置により、業務の効果的な執行体制が確保できていると判断する。 
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【エビデンス集】 

【資料 3-5-1】 学校法人東筑紫学園 組織規程 

【資料 3-1-1】と同じ 

【資料 3-5-2】 九州栄養福祉大学 組織及び管理運営規程 
【資料 3-3-3】と同じ 

【資料 3-5-3】 九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学 図書館規程 
【資料 3-5-4】 九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学 情報管理センター規程 
【資料 3-5-5】 学校法人東筑紫学園「IR 推進」実施細則 

【資料 3-1-8】と同じ 
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学 生 部

 
 

図 3-5-1 学校法人東筑紫学園 九州栄養福祉大学 事務組織図 
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3-5-② 業務執行の管理体制の構築とその機能性 

■事実の説明 

理事会は学校法人の業務を決し、理事の業務の執行を監督している。 
理事会の下には法人部門である「法人本部」「IR 推進本部」が置かれ、理事会の意思

決定を支援している。「法人本部」は学校法人の経営面の管理・監督を行い、「IR 推進本

部」は内部評価・内部監査を行っている【資料 3-5-1】。 
大学の基礎的組織である「学生部」「教務部」「事務部」「企画情報室」「図書館」「情報

管理センター」は、それぞれ学生部長、教務部長、事務部長、企画情報室長、図書館長、

情報管理センター長が指導・監督している。それぞれの下部組織についても課長が指導・

監督している【資料 3-5-2】。 
課長職以上の管理職については、原則週 1 回開催される「部科課長会議」に出席して

業務内容の報告、調整を行っている。実務担当者についても、原則週 1 回開催される「事

務連絡会議」（小倉北区キャンパス）、「事務調整会議」（小倉南区キャンパス）において、

より具体的な業務の調整を図っている。 
各部門は、毎年 4 月（年度当初）の「職員会議」において年度目標を発表し、職員の

意思統一を図っている。3 月（年度末）の「職員会議」では、年度目標の達成状況の報

告に加え、次年度に向けての改善案の報告を行っている【資料 3-5-6】。 
 
■自己評価 

学園及び大学の事務組織は、業務執行の管理体制が構築されており、適切に機能して

いると判断する。 
 
【エビデンス集】 

【資料 3-5-1】 学校法人東筑紫学園 組織規程 

【資料 3-1-1】と同じ 

【資料 3-5-2】 九州栄養福祉大学 組織及び管理運営規程 
【資料 3-3-3】と同じ 

【資料 3-5-6】 年度目標・年度総括－部門・学部・学科別自己点検・評価－ 
（平成 22(2010)年度～平成 27(2015)年度） 

 
3-5-③ 職員の資質・能力向上の機会の用意 

■事実の説明 

年度当初には、新規採用となった教職員を対象とした「新規採用者研修会」を開催し、

大学の使命・目的、組織体制、就業規則、施設設備、各種事務手続き等に関する理解と

個人情報保護やハラスメント防止等のコンプライアンスに関する研修を実施している

【資料 3-5-7】。 
毎年 2 回（8 月末、3 月末）、全教職員が参加する「教職員研修会」を開催し、学長に

よる建学の精神についての基調講演、テーマに沿った講演、発表を行っている【資料

3-5-8】。 
また、外部で開催されるセミナーや研修会に積極的に職員を派遣している。研修内容
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は各部門内で報告、共有され、その他の職員の資質向上に役立てている。 
平成 24(2012)年度からは、業務改善及び部門間のコミュニケーションを促進すること

を目的とした「SD 研修会」を開催し、各部門から選出された職員による事例発表等を行

っている。また、平成 27(2015)年度には学園の中高等部と合同で「高大連携職員 SD 研

修会」を開催し、平成 28(2016)年 2 月には北九州地区の私立大学 4 校・短期大学 2 校

合同で「北九州私立大学・短期大学連携 SD 研修会」を本学において開催した【資料 3-5-9】。 
 
■自己評価 

職員の資質・能力向上の機会は用意されていると判断する。 
 
【エビデンス集】 

【資料 3-5-7】 平成 27(2015)年度 新規採用者研修会資料 
【資料 1-3-4】と同じ 

【資料 3-5-8】 平成 27(2015)年度 教職員研修会資料 
【資料 1-3-2】と同じ 

【資料 3-5-9】 平成 27(2015)年度 SD 研修会資料 
 

(3) 3-5 の改善・向上方策（将来計画） 

引き続き、職員の資質・能力向上に努める。 
平成 28(2016)年度には、職員の資質・能力向上を図る部門として「学校法人東筑紫学

園 SD 推進部会」を設置する予定である。 

 
 

3-6 財務基盤と収支 

≪3-6 の視点≫ 

3-6-① 中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

3-6-② 安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保 

 

(1) 3-6 の自己判定 

基準項目 3-6 を満たしている。 
 

(2) 3-6 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-6-① 中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

■事実の説明 

大学は、平成 13(2001)年 4 月に食物栄養学部食物栄養学科からなる単科大学として開

学した。その後、平成 23(2011)年 4 月に、理学療法学科、作業療法学科からなるリハビ

リテーション学部を開設した。学部開設に当たっては、「九州栄養福祉大学リハビリテー

ション学部に係る設置計画」に基づき、土地の取得、校舎の建設、備品の購入等を行っ

た【資料 3-6-1】【資料 3-6-2】。財源としては、開設年度の前々年度までに積み立てた

施設設備拡充費引当特定預金から支出を行っている。また、学部開設年度から完成年度
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に至るまでの大学全体の収容定員充足率は各年度とも 100%を超過しており、安定した

財源を確保できている。 
年度予算については、各学科、各部門からの予算申請に基づき、中長期的見地から事

業計画書を策定した上で、予算書への反映を行っている【資料 F-6】【資料 3-6-3】。 
■自己評価 

リハビリテーション学部が完成年度を迎える平成 26(2014)年度までの中長期計画で

ある「九州栄養福祉大学リハビリテーション学部に係る設置計画」や、各年度の事業計

画に基づき、適切な財務運営を行っており、安定した財務基盤を確立できていると判断

する。 
 
【エビデンス集】 

【資料 F-6】 平成 28(2016)年度 学校法人東筑紫学園 事業計画書 
【資料 3-6-1】 九州栄養福祉大学リハビリテーション学部に係る設置計画 
【資料 3-6-2】 平成 27(2015)年度 学校法人東筑紫学園 財産目録 
【資料 3-6-3】 平成 28(2016)年度 学校法人東筑紫学園 予算書 
 

3-6-② 安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保 

■事実の説明 

大学は、平成 28(2016)年 5 月 1 日現在で、2 学部 3 学科 1 研究科、収容定員 908 人

である。食物栄養学部においては、母体である東筑紫短期大学食物栄養学科を設置した

昭和 33(1958)年から大学開学までの 43 年間に及ぶ地域での栄養士養成実績により、リ

ハビリテーション学部においては、従前の九州リハビリテーション大学校における理学

療法士・作業療法士養成実績により、大学全体の収容定員充足率は 100%を超えている

（表 3-6-1）。このことから、学生生徒等納付金収入を安定的に確保できている。 
帰属収入（平成 27(2015)年度より経常収入に名称変更）に対する学生生徒等納付金比

率は 86.2%で、全国平均 69.5%（日本私立学校振興・共済事業団「今日の私学財政 平成

27 年度版 大学・短期大学編」の医歯系法人を除く）と比較し高くなっている（表 3-6-2）
が、安定した学生数の確保により、過去 5 年間の帰属収支差額（平成 27(2015)年度より

事業活動収支差額に名称変更）は収入超過となっている（表 3-6-3）【資料 F-11】。 
消費収支計算書関係比率（平成 27(2015)年度より事業活動収支計算書関係比率に名称

変更）は、支出構成の面では人件費比率 45.8%、管理経費比率 4.2%となっており、いず

れも全国平均を下回る良好な水準である。教育研究経費比率については、平成 27(2015)
年度にリハビリテーション学部が経常費補助金の補助対象となり補助金収入が増加した

ため 20.1%に留まったが、前年度の平成 26(2014)年度は学部設置計画に基づき教育研究

条件の充実向上に努めた結果、27.3%にまで改善している。また、人件費依存率（人件

費÷学生生徒等納付金）が 53.2%と全国平均を下回り、基本金組入後収支比率（事業活

動支出÷（事業活動収入－基本金組入額））が 72.0%と 100%を下回るなど、収支バラン

スは適切に確保されている（表 3-6-2）。 
学園全体では、固定資産構成比率 83.6%、流動資産構成比率 16.4%であり、資金流動

性に富んでいる。また、固定長期適合率（固定資産÷（純資産＋固定負債））は 88.3%と
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100%を下回っており、長期資金で固定資産が賄われている。このほか、総負債比率は

9.2%、負債比率は 10.2%と全国平均を下回る水準である。このように、貸借対照表関係

比率は概して良好な水準にある（表 3-6-4）【資料 F-7】。 
 帰属収入（平成 27(2015)年度より経常収入に名称変更）に占める学生生徒等納付金収

入の割合が高いことから、近年、収入源の多様化を図る試みとして外部資金の獲得に努

めてきた。その結果、民間財団の研究助成金に、平成 21(2009)年度に 2 件、平成 24(2012)
年度に 1 件、平成 25(2013)年度に 1 件、平成 27(2015)年度に 1 件が採択された。また、

平成 22(2010)年度には企業の奨学寄附金に 1 件、平成 26(2014)年度には地元公益財団

法人の研究開発事業に 1 件が採択された。科学研究費については、平成 22(2010)年度に

1 件の新規採択があって以降、採択から遠ざかっていたが、「朝礼」や電子メールでの周

知強化を行うなどした結果、申請数が増加すると共に、平成 25(2013)年度に 1 件、平成

26(2014)年度に 2 件が新規採択された（表 3-6-5）。 
 

表 3-6-1 過去 5 年間の収容定員充足率の推移（大学部門） 

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

総 現 員 579 人 708 人 835 人 962 人 986 人 
総 定 員 548 人 668 人 788 人 908 人 908 人 

収容定員充足率 105.7% 106.0% 106.0% 105.9% 108.6% 
※ 数値は、各年度とも 5 月 1 日現在 

 
表 3-6-2 平成 27(2015)年度事業活動収支計算書関係比率（大学部門） 

 学生生徒等 
納付金比率 

教育研究 
経費比率 

管理経費 
比率 

人件費 
比率 

人件費 
依存率 

基本金組入後

収支比率 
大学部門 86.2% 20.1% 4.2% 45.8% 53.2% 72.0% 

全国平均※ 69.5% 31.2% 9.0% 50.9% 73.3% ― 
※ 全国平均は、学校法人会計基準改正前の旧基準に基づく平成 26(2014)年度の値 

 
表 3-6-3 過去 5 年間の事業活動収支差額（旧 帰属収支差額）の推移（大学部門） 

      (単位：円) 

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度  平成 27 年度 

帰属収入 
（A） 

878,153,993 973,984,163 1,126,482,659 1,277,998,228 事業活動収入 
（A） 

1,352,751,729 

消費支出 
（B） 

729,615,629 793,078,840 871,988,718 998,821,934 ― ― 

帰属収支 
差額 

（C：A-B） 
148,538,364 180,905,323 254,493,941 279,176,294 

基本金組入前 
当年度収支差額※ 

（C） 
404,368,622 

帰属収支 
差額比率 
（C÷A） 

16.9% 18.6% 22.6% 21.8% 
事業活動収支 
差額比率 
（C÷A） 

29.9% 

※「基本金組入前当年度収支差額」＝「事業活動収支差額（事業活動収入－事業活動支出）」 
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表 3-6-4 平成 27(2015)年度貸借対照表関係比率（法人全体・大学部門） 

 固定資産 
構成比率 

流動資産 
構成比率 

固定長期 
適合率 

総負債比率 負債比率 

法人全体 83.6% 16.4% 88.3% 9.2% 10.2% 
大学部門 82.0% 18.0% 87.3% 8.6% 9.4% 
全国平均※ 86.4% 13.6% 91.3% 12.5% 14.3% 
※ 全国平均は、学校法人会計基準改正前の旧基準に基づく平成 26(2014)年度の値 
 

表 3-6-5 科学研究費の新規採択状況（過去 3 年間） 

学部・研究科等 
平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

申請

件数 
採択

件数 
採択率

(%) 
申請

件数 
採択 

件数 
採択率

(%) 
申請 

件数 
採択 

件数 
採択率

(%) 
食物栄養学部 3 1 33.3 7 2 28.6 4 0 0.0 

リハビリテーション学部 1 0 0.0 1 0 0.0 2 0 0.0 
合  計 4 1 25.0 8 2 25.0 6 0 0.0 

 
■自己評価 

大学の使命・目的を果たすために、収容定員の充足に努める一方、学部設置計画に基

づき教育研究環境の充実や管理経費の見直しにも努めてきたことから、収入と支出のバ

ランスは適切に保たれていると判断する。 
科学研究費をはじめとする外部資金の導入に関しても、教員と職員の連携により、獲

得件数・獲得金額共に増加傾向を示しており、徐々にではあるが努力が実を結びつつあ

ると判断する。 
 
【エビデンス集】 

【資料 F-7】 平成 27(2015)年度 学校法人東筑紫学園事業報告書 
（「財務比率推移表」・「財務比率グラフ」・「決算額の推移」） 

【資料 F-11】 学校法人東筑紫学園 計算書類（過去 5 年間）、学校法人東筑紫学園 監
事監査報告書（過去 5 年間） 

 
(3) 3-6 の改善・向上方策（将来計画） 

帰属収支差額（平成 27(2015)年度より事業活動収支差額に名称変更）は、大学部門で

は過去 5 年間収入超過で推移しており、平成 27(2015)年度は学園全体でも事業活動収支

差額が収入超過となっている。また、平成 27(2015)年度よりリハビリテーション学部が

私立大学等経常費補助金の補助対象学部となったことから、平成 28(2016)年度以降の学

園全体の事業活動収支差額についても、大学部門の安定した学生数の確保等により収入

超過となることが見込まれる。経費については、引き続き管理経費等の見直しに努める。 
そのほか、収入と支出のバランスを確保し、財務基盤の強化に努めると共に、外部資

金の獲得件数・獲得金額増加に向け、学内説明会の開催等、取組み強化に努める。 
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3-7 会計 

≪3-7 の視点≫ 

3-7-① 会計処理の適正な実施 

3-7-② 会計監査の体制整備と厳正な実施 

 

(1) 3-7 の自己判定 

基準項目 3-7 を満たしている。 
 

(2) 3-7 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-7-① 会計処理の適正な実施 

■事実の説明 

学園では、学校法人会計基準や「学校法人東筑紫学園 経理規程」に基づき適切な会計

処理を行っている【資料 3-7-1】。会計処理上、不明な点や判断が困難な場合については、

公認会計士や日本私立学校振興・共済事業団に相談の上、会計処理を行っている。 
また、当初予算に対して著しく乖離が生じた科目について、補正予算の編成を行って

いる。補正予算の編成に当たっては、当初予算と同様、評議員会の意見を聞き、理事会

で決議を行っている【資料 3-7-2】【資料 3-7-3】。 
資産運用に関しては、「学校法人東筑紫学園 資産運用規程」に基づき、大口定期預金

を中心に安全性を第一とする運用を行っている【資料 3-7-4】。 
 
■自己評価 

学校法人会計基準や「学校法人東筑紫学園 経理規程」に基づき、適切な会計処理を行

っていると判断する。 
当初予算に対して著しく乖離が生じた科目の補正予算編成についても、適切な手続き

により行っていると判断する。 
 
【エビデンス集】 

【資料 3-7-1】 学校法人東筑紫学園 経理規程 
【資料 3-7-2】 平成 27(2015)年度 学校法人東筑紫学園理事会議事録 平成 28 年 3

月 23 日審議事項 (議案八号) 
【資料 3-7-3】 平成 27(2015)年度 学校法人東筑紫学園評議員会議事録 平成 28年 3

月 23 日諮問事項 (四) 
【資料 3-7-4】 学校法人東筑紫学園 資産運用規程 

 
3-7-② 会計監査の体制整備と厳正な実施 

■事実の説明 

学園では、公認会計士による会計監査及び監事による監査を実施している。 
会計監査は、2 人の公認会計士により年十数回実施されている。理事会及び評議員会

の議事録、起案書、契約書、請求書等について、学校法人会計基準及び学園諸規程に基

づき厳格な監査を実施しており、平成 27(2015)年度の独立監査人による監査報告書にお
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いては無限定適正意見が表明されている【資料 F-11】。 
監事監査は、2 人の非常勤監事により年数回実施されており、理事会の業務監査及び

会計監査のほか、教務部・学生部等の業務監査を実施している。また、公認会計士監査

のうち数回は監事も同席し、監査意見交換及び監査結果の報告等を行っている【資料

F-11】。監査結果は、監事が理事会に出席し報告を行っている【資料 3-7-2】。 
 
■自己評価 

公認会計士による会計監査は、学校法人会計基準及び学園諸規程に基づき、厳格に実

施されている。また、公認会計士と監事による合同監査も行うなど、会計監査等を行う

体制は整備されており、厳正な監査が実施されていると判断する。 
 
【エビデンス集】 

【資料 F-11】 学校法人東筑紫学園 計算書類（過去 5 年間） 
学校法人東筑紫学園 監事監査報告書（過去 5 年間） 

【資料 3-7-2】 平成 27(2015)年度 学校法人東筑紫学園理事会議事録 平成 28 年 3
月 23 日審議事項 (議案八号) 

 
(3) 3-7 の改善・向上方策（将来計画） 

引き続き、適正な会計処理を行うよう努めると共に、厳正な監査体制を維持する。学

校法人会計基準及び関連法令の改正動向に留意し、諸規程の見直しを図ると共に担当職

員のスキルアップに努める。 
 
 

[基準 3 の自己評価] 

 学校教育法、私立学校法、大学設置基準等の諸法令を遵守した適切な運営を行ってお

り、大学の使命・目的の実現に向けて継続的に努力していると判断する。環境保全、

人権、安全について配慮しており、教育情報及び財務情報についても適切に公表して

いると判断する。 
 大学の使命・目的の実現に向けた戦略的意思決定を行う体制として、理事会、「法人本

部」「学長部局会議」が適切に機能していると判断する。 
 学長のリーダーシップの下、各組織の権限や責任に応じて意思決定及び業務執行が行

われていると判断する。 
 職員の資質・能力向上の機会は整備されていると判断する。 
 安定した財政基盤を確立できており、収入と支出のバランスも適切であると判断する。 
 学校法人会計基準及び学園諸規程に加え、公認会計士及び監事による厳格な監査によ

り、適正な会計処理が行われていると判断する。 
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基準 4．自己点検・評価 
4-1 自己点検・評価の適切性 

≪4-1 の視点≫ 

4-1-① 大学の使命・目的に即した自主的・自律的な自己点検・評価 

4-1-② 自己点検・評価体制の適切性 

4-1-③ 自己点検・評価の周期等の適切性 

 

(1) 4-1 の自己判定 

基準項目 4-1 を満たしている。 
 

(2) 4-1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-1-① 大学の使命・目的に即した自主的・自律的な自己点検・評価 

■事実の説明 

大学の使命・目的は、学則第 1 章 第 1 条（目的）において以下のとおり定めている【資

料 4-1-1】。 

九州栄養福祉大学（以下「本学」という。）は教育基本法及び学校教育法の規定する

ところに従い、建学の精神と教育理念に基づいて高等学校教育の基礎の上に広く知識

を授けると共に人格の完成をはかり、専門知識技能を教授研究し人類社会の福祉に貢

献する人材の養成を目的とする。 

上記で定められた「専門知識技能を教授研究し人類社会の福祉に貢献する人材」を、

食物栄養学部では「食医」「食の番人」的役割を果たす管理栄養士、リハビリテーション

学部では「リハビリテーションの番人」的役割を果たす理学療法士、作業療法士と表現

しており、本学は「健康生活の番人」養成専門大学を標榜している。 
大学の使命・目的の達成状況を点検する体制として、平成 13(2001)年 4 月の開学当初

より「自己点検・評価委員会」を設置している【資料 4-1-2】。同委員会は、学長、副学

長、学部長、大学院研究科長、学生部長、教務部長、図書館長、事務部長、各学科長及

び各部門の管理職によって構成され、学長が委員長を務めている。 
また、平成 26(2014)年度には内部評価・内部監査を実施する部門として、法人部門に

「IR(Institutional Research)推進本部」を、大学部門に「IR 推進室」を設置した【資料

4-1-3】【資料 4-1-4】。「IR 推進本部」「IR 推進室」により、大学及び併設校 東筑紫短

期大学卒業生の就職先に対しては「就職先アンケート」、学生に対しては「学生支援満足

度・評価アンケート」、学科に対しては「教学監査ヒアリング」が実施された【資料 4-1-5】
【資料 4-1-6】【資料 4-1-7】。「教学監査ヒアリング」は教学マネジメントの支援を目的

としたものであり、結果は監事及び理事会に報告している。 
 
■自己評価 

大学の自己点検・評価は、学長をはじめ、法人部門、教学部門、事務部門の管理職に

よって構成される「自己点検・評価委員会」が行っている。また、平成 26(2014)年度よ

り、「IR 推進本部」「IR 推進室」による内部評価・内部監査も実施されており、大学の
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使命・目的に即した点検を自主的・自律的に実施できていると判断する。 
 
【エビデンス集】 

【資料 4-1-1】 九州栄養福祉大学 学則 
【資料 F-3】と同じ 

【資料 4-1-2】 九州栄養福祉大学 自己点検・評価委員会規程 
【資料 4-1-3】 学校法人東筑紫学園「IR(Institutional Research)推進組織」規程 

【資料 3-1-7】と同じ 
【資料 4-1-4】 学校法人東筑紫学園「IR 推進」実施細則 

【資料 3-1-8】と同じ 
【資料 4-1-5】 平成 26(2014)年度 就職先アンケート調査報告書 

【資料 2-6-7】と同じ 
【資料 4-1-6】 平成 27(2015)年度 学生支援満足度・評価アンケート 

【資料 2-3-9】と同じ 
【資料 4-1-7】 平成 27(2015)年度 教学監査ヒアリング報告書 

【資料 2-6-9】と同じ 
 
4-1-② 自己点検・評価体制の適切性 

■事実の説明 

「自己点検・評価委員会」は、学長、副学長、学部長、大学院研究科長、学生部長、教

務部長、図書館長、事務部長、各学科長及び各部門の管理職によって構成され、学長が

委員長を務めている（表 4-1-1）【資料 4-1-2】。 
平成 16(2004)年 11 月には、財団法人 日本高等教育評価機構（現 公益財団法人 日本

高等教育評価機構）による外部評価を受審することを前提に、「自己点検・評価委員会」

を基に「第三者評価準備委員会」を発足し、平成 19(2007)年に「第三者評価委員会」を

設置、平成 20(2008)年に「認証評価委員会」と改称した。以後、恒常的な自己点検・評

価については「自己点検・評価委員会」を中心として行い、認証評価については同委員

会が「認証評価委員会」の名称で行う体制となっている。 
また「IR 推進室」は、法人部門の「IR 推進本部」と連携し、学内の各部門から独立

した第三者的立場からの内部評価、監事監査を支援する内部監査を行い、教育及び組織

改革を推進する部門として機能している。 
 
■自己評価 

「自己点検・評価委員会」は、学長をはじめ、法人部門、教学部門、事務部門の管理職

によって構成されており、大学の全ての部門について自己点検・評価を行うことができ

る組織であると認識している。更に、「IR 推進本部」「IR 推進室」を設置したことで、

恒常的な自己点検・評価を実施できる体制が整っていると判断する。 
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表 4-1-1 平成 27(2015)年度 九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学 自己点検・評価委員会 

委員長 室 井 廣 一 （九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学学長） 
 山 田 千 秋 （九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学副学長） 
   
委 員 丹 下 八 郎 （法人事務局長） 
 橋 元  隆 （九州栄養福祉大学小倉南区キャンパス副学長） 
 喜 多 大 三 （九州栄養福祉大学食物栄養学部長） 
 髙橋精一郎 （九州栄養福祉大学リハビリテーション学部長） 
 中 岡  寛 （九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学教務部長、企画広報課長） 
 木 守 正 幸 （九州栄養福祉大学学生部長） 
 大 丸  幸 （九州栄養福祉大学小倉南区キャンパス学生・教務部長） 
 木 本 節 子 （東筑紫短期大学学生部長、保育学科長） 
 今 道 正 樹 （九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学事務部長、法人事務局経理課長） 
 中 村 吉 男 （法人事務局次長） 
 藤 本 公 輝 （九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学教務部次長、教務課長、企画情報室長） 
 佐 野 幹 剛 （九州栄養福祉大学小倉南区キャンパス教務部次長） 
 藤  健 次 （九州栄養福祉大学小倉南区キャンパス事務次長） 
 大 澤 得 二 （九州栄養福祉大学食物栄養学部食物栄養学科長、大学院健康科学研究科長） 
 大 峯 三 郎 （九州栄養福祉大学リハビリテーション学部理学療法学科長） 
 奥村チカ子 （九州栄養福祉大学リハビリテーション学部作業療法学科長） 
 池 田 茂 樹 （東筑紫短期大学美容ファッションビジネス学科長） 
 小 川 洋 子 （東筑紫短期大学食物栄養学科長） 
 和 田 悦 子 （東筑紫短期大学専攻科長） 
 矢 野 正 人 （九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学就職指導課長） 
 小 林 由 憲 （九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学図書課長） 
 日 隈 功 二 （九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学庶務課長） 
 松 山 弘 子 （九州栄養福祉大学会計課長） 
 萩 原 勇 人 （九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学学生指導課長） 
 安部恵美子 （法人事務局・九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学総務課長） 
   
自己点検・評価報告書作成事務局 
 山 田 千 秋 （九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学副学長） 
 喜 多 大 三 （九州栄養福祉大学食物栄養学部長） 
 髙橋精一郎 （九州栄養福祉大学リハビリテーション学部長） 
 中 岡  寛 （九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学教務部長、企画広報課長） 
 木 守 正 幸 （九州栄養福祉大学学生部長） 
 大 丸  幸 （九州栄養福祉大学小倉南区キャンパス学生・教務部長） 
 今 道 正 樹 （九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学事務部長、法人事務局経理課長） 
 藤 本 公 輝 （九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学教務部次長、教務課長、企画情報室長） 
 赤 松 貴 文 （九州栄養福祉大学准教授） 
 前 川 公 一 （東筑紫短期大学教授） 
 萩 原 勇 人 （九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学学生指導課長） 
 石 橋 敏 郎 （九州栄養福祉大学准教授） 
 廣 滋 恵 一 （九州栄養福祉大学准教授） 
 安部恵美子 （法人事務局・九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学総務課長） 
 石 井 正 三 （九州栄養福祉大学庶務課係長） 
 南 里  肇 （九州栄養福祉大学会計課係長） 
 長 田 裕 之 （九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学情報管理センター員） 
 松 成  翔 （九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学企画情報室主任） 
 河 端 健 司 （九州栄養福祉大学小倉南区キャンパス教務課主任） 
 池 畑 雅 子 （東筑紫短期大学助手） 
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【エビデンス集】 

【資料 4-1-2】 九州栄養福祉大学 自己点検・評価委員会規程 
 
4-1-③ 自己点検・評価の周期等の適切性 

■事実の説明 

「自己点検・評価委員会」及び「認証評価委員会」による自己点検・評価を定期的に実

施しており、年次報告書、自己点検・評価報告書を作成している（表 4-1-2）【資料 4-1-8】。 
 

表 4-1-2 年次報告書、自己点検・評価報告書の作成状況（過去 10 年間） 

タイトル 作成者 発行年月 

平成 19 年度 年次報告書 自己点検・評価委員会 平成 21(2009)年 3 月 

平成 20 年度 自己評価報告書 認証評価委員会 平成 21(2009)年 6 月 

平成 25 年度 年次報告書（自己点検・評価報告書） 自己点検・評価委員会 平成 26(2014)年 6 月 

平成 26 年度 年次報告書（自己点検・評価報告書） 自己点検・評価委員会 平成 27(2015)年 8 月 

平成 27 年度 自己点検・評価報告書 認証評価委員会 平成 28(2016)年 6 月 

 
また平成 16(2004)年度より、年度当初の 4 月に各学科及び各部門に年度目標の発表を

義務付け、所属教職員の共通理解を図っている。年度末の 3 月には、目標の達成状況及

び次年度に向けての改善案の報告を義務付けており、年度単位の自己点検・評価を行っ

ている【資料 4-1-9】。 
更に平成 26(2014)年度からは、「IR 推進本部」「IR 推進室」により、卒業生の就職先

に対する「就職先アンケート」の実施、学生に対する「学生支援満足度・評価アンケー

ト」の実施、学科に対する「教学監査ヒアリング」の実施等、多様な観点からの内部評

価・内部監査を定期的に実施している【資料 4-1-5】【資料 4-1-6】【資料 4-1-7】。 
 
■自己評価 

自己点検・評価を定期的に実施し、年次報告書、自己点検・評価報告書を定期的に作

成すると共に、各学部・学科及び各部門の自己点検・評価を毎年実施するなど、自己点

検・評価を適切な周期で実施していると判断する。 
 
【エビデンス集】 

【資料 4-1-5】 平成 26(2014)年度 就職先アンケート調査報告書 
【資料 2-6-7】と同じ 

【資料 4-1-6】 平成 27(2015)年度 学生支援満足度・評価アンケート 
【資料 2-3-9】と同じ 

【資料 4-1-7】 平成 27(2015)年度 教学監査ヒアリング報告書 
【資料 2-6-9】と同じ 

【資料 4-1-8】 平成 19 年度 年次報告書 
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平成 20 年度 自己評価報告書 
平成 25 年度 年次報告書（自己点検・評価報告書） 
平成 26 年度 年次報告書（自己点検・評価報告書） 

【資料 4-1-9】 年度目標・年度総括－部門・学部・学科別自己点検・評価－ 
（平成 22(2010)年度～平成 27(2015)年度） 
【資料 3-5-6】と同じ 

 
(3) 4-1 の改善・向上方策（将来計画） 

引き続き、各学科及び各部門で実施している年度単位の自己点検・評価及び「自己点

検・評価委員会」による自己点検・評価の実施と年次報告書、自己点検・評価報告書の

作成を通じて、大学の使命・目的の達成状況の把握に努める。更に、「IR 推進本部」「IR
推進室」による内部評価・内部監査項目の充実を図ると共に、問題点の改善に資する的

確な提案、フィードバックに努める。 
 
 

4-2 自己点検・評価の誠実性 

≪4-2 の視点≫ 

4-2-① エビデンスに基づいた透明性の高い自己点検・評価 

4-2-② 現状把握のための十分な調査・データの収集と分析 

4-2-③ 自己点検・評価の結果の学内共有と社会への公表 

 

(1) 4-2 の自己判定 

基準項目 4-2 を満たしている。 
 

(2) 4-2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-2-① エビデンスに基づいた透明性の高い自己点検・評価 

■事実の説明 

「自己点検・評価委員会」による自己点検・評価は、調査結果や実績等のエビデンスに

基づいたものであり、作成した年次報告書及び自己点検・評価報告書は、大学図書館に

配置すると共に大学ウェブサイトにて公表している【資料 4-2-1】【資料 4-2-2】。また、

平成 21(2009)年度に受審した財団法人 日本高等教育評価機構（現 公益財団法人 日本

高等教育評価機構）による認証評価報告書も大学ウェブサイトにて公表している【資料

4-2-2】。 
各学科及び各部門が年度ごとに実施している自己点検・評価（年度目標及びその達成

状況）もエビデンスに基づいたものであり、平成 25(2013)年度分については「平成 25
年度 年次報告書（自己点検・評価報告書）」に記載した【資料 4-2-3】。その他の年度に

ついても印刷物として学内で共有している【資料 4-2-4】。 
また、平成 26(2014)年度に「IR 推進本部」が実施した、大学及び併設校 東筑紫短期

大学卒業生の就職先に対する「就職先アンケート」の結果は、「平成 26 年度 就職先アン

ケート調査報告書」として大学ウェブサイトにて公表している【資料 4-2-5】。 
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この他、財務情報、教育研究上の情報、各教員の学位・業績等を大学ウェブサイトに

て公表している【資料 4-2-6】【資料 4-2-7】【資料 4-2-8】。 
 
■自己評価 

大学が実施している自己点検・評価はエビデンスに基づく客観的なものであると判断

する。また、自己点検・評価結果及びエビデンスは冊子媒体及び大学ウェブサイトにて

公表されており、高い透明性が確保されているものと判断する。 
 
【エビデンス集】 

【資料 4-2-1】 大学ウェブサイト「年次報告書（自己点検・評価報告書）」 
http://www.knwu.ac.jp/about/info.html 
（ホーム → 学校案内 → 情報公開 → 年次報告書（自己点検・評価

報告書）） 
【資料 4-2-2】 大学ウェブサイト「平成 21(2009)年度 認証評価結果」 

http://www.knwu.ac.jp/about/jihee.html 
（ホーム → 学校案内 → 認証評価結果 → 平成 21(2009)年度 自己

評価報告書） 
【資料 4-2-3】 平成 25 年度 年次報告書（自己点検・評価報告書） 

【資料 4-1-8】と同じ 
【資料 4-2-4】 年度目標・年度総括－部門・学部・学科別自己点検・評価－ 

（平成 22(2010)年度～平成 27(2015)年度） 
【資料 3-5-6】と同じ 

【資料 4-2-5】 大学ウェブサイト「平成 26 年度 就職先アンケート調査報告書」 
http://www.knwu.ac.jp/about/info.html 
（ホーム → 学校案内 → 情報公開 → 平成 26 年度 就職先アンケー

ト調査報告書） 
【資料 4-2-6】 学園ウェブサイト「学校法人東筑紫学園 財務情報」 

http://www.hcg.ac.jp/info.html 
（ホーム → 学校案内 → 情報公開 → 学校法人東筑紫学園 財務情報）  
【資料 3-1-18】と同じ 

【資料 4-2-7】 大学ウェブサイト「教育研究上の情報」 
http://www.knwu.ac.jp/about/info.html 
（ホーム → 学校案内 → 情報公開 → 教育研究上の情報） 

【資料 4-2-8】 大学ウェブサイト「各教員の学位・業績（平成 28 年度）」 
http://www.knwu.ac.jp/about/info.html 
（ホーム → 学校案内 → 情報公開 → 各教員の学位・業績（平成 28
年度）） 

 
4-2-② 現状把握のための十分な調査・データの収集と分析 

■事実の説明 

http://www.knwu.ac.jp/about/info.html
http://www.knwu.ac.jp/about/jihee.html
http://www.knwu.ac.jp/about/info.html
http://www.hcg.ac.jp/info.html
http://www.knwu.ac.jp/about/info.html
http://www.knwu.ac.jp/about/info.html
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大学では、日頃の教育・研究活動及び業務に関するデータを学科及び部門ごとに蓄積

すると共に、財務情報や教育研究上の情報をはじめとする一部の情報は大学ウェブサイ

トにて公表している【資料 4-2-6】【資料 4-2-7】。 
また、「自己点検・評価委員会」を法人部門、教学部門、事務部門の管理職によって構

成していることから、現状把握に必要なデータの収集と分析を速やかに行うことができ

る体制となっている（表 4-1-1）。 
更に、平成 26(2014)年度に「IR 推進本部」「IR 推進室」を設置したことで、現状把

握のための調査及びデータの収集と分析を行う体制の強化を図っている。平成 26(2014)
年度には、「IR 推進本部」が卒業生の就職先 240 件に対して「就職先アンケート」を実

施し、48%の就職先から回答を得ることができた【資料 4-2-9】。 
 
■自己評価 

現状把握のための十分な調査及びデータの収集と分析を行う体制は整備されていると

判断する。更に「IR 推進本部」「IR 推進室」を設置したことで、体制の強化を図ること

ができたと認識している。 
 
【エビデンス集】 

【資料 4-2-6】 学園ウェブサイト「学校法人東筑紫学園 財務情報」 
http://www.hcg.ac.jp/info.html 
（ホーム → 学校案内 → 情報公開 → 学校法人東筑紫学園 財務情報）  
【資料 3-1-18】と同じ 

【資料 4-2-7】 大学ウェブサイト「教育研究上の情報」 
http://www.knwu.ac.jp/about/info.html 
（ホーム → 学校案内 → 情報公開 → 教育研究上の情報） 

【資料 4-2-9】 平成 26(2014)年度 就職先アンケート調査報告書 
【資料 2-6-7】と同じ 

 
4-2-③ 自己点検・評価の結果の学内共有と社会への公表 

■事実の説明 

実施した全ての自己点検・評価の結果については、印刷物として学内で共有され、問

題点の改善に活用されている【資料 4-2-4】【資料 4-2-9】【資料 4-2-10】【資料 4-2-11】。 
「自己点検・評価委員会」が作成した年次報告書、自己点検・評価報告書については、

冊子を図書館に配置すると共に大学ウェブサイトにて公表している【資料 4-2-1】【資料

4-2-3】。 
また、「IR 推進本部」が卒業生の就職先に対して実施した「就職先アンケート」の結

果についても大学ウェブサイトにて公表している【資料 4-2-5】。 
 
■自己評価 

自己点検・評価の結果については、学内での共有はもとより、社会に対しても適切に

公表していると判断する。 

http://www.hcg.ac.jp/info.html
http://www.knwu.ac.jp/about/info.html
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【エビデンス集】 

【資料 4-2-1】 大学ウェブサイト「年次報告書（自己点検・評価報告書）」 
http://www.knwu.ac.jp/about/info.html 
（ホーム → 学校案内 → 情報公開 → 年次報告書（自己点検・評価

報告書）） 
【資料 4-2-3】 平成 25 年度 年次報告書（自己点検・評価報告書） 

【資料 4-1-8】と同じ 
【資料 4-2-4】 年度目標・年度総括－部門・学部・学科別自己点検・評価－ 

（平成 22(2010)年度～平成 27(2015)年度） 
【資料 3-5-6】と同じ 

【資料 4-2-5】 大学ウェブサイト「平成 26 年度 就職先アンケート調査報告書」 
http://www.knwu.ac.jp/about/info.html 
（ホーム → 学校案内 → 情報公開 → 平成 26 年度 就職先アンケー

ト調査報告書） 
【資料 4-2-9】 平成 26(2014)年度 就職先アンケート調査報告書 

【資料 2-6-7】と同じ 
【資料 4-2-10】 平成 27(2015)年度 学生による授業評価報告書 

【資料 2-6-10】と同じ 
【資料 4-2-11】 平成 19 年度 年次報告書 

平成 20 年度 自己評価報告書 
平成 25 年度 年次報告書（自己点検・評価報告書） 
平成 26 年度 年次報告書（自己点検・評価報告書） 

【資料 4-1-8】と同じ 
 

(3) 4-2 の改善・向上方策（将来計画） 

引き続き、エビデンスに基づいた透明性の高い自己点検・評価を心がけると共に、結

果の学内共有及び社会への公表に努める。 
また、「IR 推進本部」が実施した卒業生や就職先に対するアンケートを継続すると共

に、新たに保護者や後援会を対象としたアンケートを実施するなど、教育及び組織改革

の推進に努める。 
 
 

4-3 自己点検・評価の有効性 

≪4-3 の視点≫ 

4-3-① 自己点検・評価の結果の活用のための PDCA サイクルの仕組みの確立と機能性 

 

(1) 4-3 の自己判定 

基準項目 4-3 を満たしている。 
 

(2) 4-3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

http://www.knwu.ac.jp/about/info.html
http://www.knwu.ac.jp/about/info.html
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4-3-① 自己点検・評価の結果の活用のための PDCA サイクルの仕組みの確立と機能性 

■事実の説明 

大学では、「自己点検・評価委員会」及び「認証評価委員会」が実施する自己点検・評

価の結果に加え、各学科及び各部門で実施している年度単位の自己点検・評価の結果を

全教職員で確認し、次年度における改善に活用している（図 4-3-1）【資料 4-3-1】【資

料 4-3-2】。 

 

図 4-3-1 各学科及び各部門における自己点検・評価結果の活用 
 
また、平成 26(2014)年度に「IR 推進本部」「IR 推進室」が設置され、学内の各部門

から独立した第三者的立場からの内部監査が開始されたことで、全学的な PDCA サイク

ルの仕組みが確立された（図 4-3-2）【資料 4-3-3】【資料 4-3-4】。 

 

図 4-3-2 全学的 PDCA サイクル 
 

■自己評価 

自己点検・評価結果の実施と活用、第三者的立場からの内部監査の実施と改善策の策

定など、PDCA サイクルの仕組みが確立されており、有効に機能していると判断する。 
 
【エビデンス集】 

【資料 4-3-1】 九州栄養福祉大学 自己点検・評価委員会規程 
【資料 4-1-2】と同じ 

 PLAN  
年度目標の発表 

（4 月） 

 CHECK  
達成状況の報告 

（3 月） 
 

 DO  
実行 

（4 月～3 月） 
 

 ACT  
改善案の策定 

（3 月） 
 

 PLAN  
学長部局会議 
各学科、各部門 

 CHECK  
自己点検・評価委員会 

IR 推進本部、IR 推進室 
 

 DO  
教授会（拡大教授会）、 

各学科、各部門 
 

 ACT  
IR 推進本部、IR 推進室 
教授会（拡大教授会）、 

各学科、各部門 
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【資料 4-3-2】 年度目標・年度総括－部門・学部・学科別自己点検・評価－ 
（平成 22(2010)年度～平成 27(2015)年度） 
【資料 3-5-6】と同じ 

【資料 4-3-3】 学校法人東筑紫学園「IR(Institutional Research)推進組織」規程 
【資料 3-1-7】と同じ 

【資料 4-3-4】 学校法人東筑紫学園「IR 推進」実施細則 
【資料 3-1-8】と同じ 

 
(3) 4-3 の改善・向上方策（将来計画） 

引き続き、大学の使命・目的の達成に向け、PDCA サイクルの着実な運用に努める。 
 
 

[基準 4 の自己評価] 

 開学時より設置されている「自己点検・評価委員会」、平成 26(2014)年度に設置され

た「IR 推進本部」「IR 推進室」等、自主的・自律的な自己点検・評価を恒常的に実施

する体制が整備され、適切に機能していると判断する。 
 大学が実施している自己点検・評価は、十分な調査によるエビデンスに基づく客観的

なものであり、結果についても適切に共有・公表していると判断する。 
 自己点検・評価結果の活用のための PDCA サイクルの仕組みは確立しており、有効に

機能していると判断する。 
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Ⅳ．大学が使命・目的に基づいて独自に設定した基準による自己評価 

 

基準 A．社会連携 
A-1 大学が持っている物的・人的資源の社会への提供 

≪A-1 の視点≫ 

A-1-① 大学施設の開放、公開講座、リフレッシュ教育など、大学が持っている物的・人

的資源の社会への提供 

 

(1) A-1 の自己判定 

基準項目 A-1 を満たしている。 
 

(2) A-1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

A-1-① 大学施設の開放、公開講座、リフレッシュ教育など、大学が持っている物的・

人的資源の社会への提供 

■事実の説明 

大学は地域社会への貢献に努めており、学部ごとに様々な取組みを実施している。 

【食物栄養学部】 
1）物的資源の提供 

北九州市内の高齢者や児童・生徒を対象とした各種イベント、講座等の会場とし

て、小倉北区キャンパス内の施設を提供している。平成 27(2015)年度は、以下のイ

ベントや講座に対して施設を提供した。 

 北九州市立年長者研修大学校 周望学舎の短期講座「シニアカレッジ」【資料

A-1-1】 

 北九州市内の高齢者や児童・生徒を対象とした食育イベント、料理教室【資料

A-1-2】 

2）人的資源の提供 

近隣の行政機関や教育機関からの依頼に応じて、学部教員を講師として派遣して

いる。平成 27(2015)年度は、以下の依頼に対して学部教員を派遣した【資料 A-1-3】。 
 北九州市立年長者研修大学校 周望学舎の短期講座「シニアカレッジ」講師 

 北九州市教育委員会が主催する「北九州市民カレッジ」講師 

 北九州市内の高齢者や児童・生徒を対象とした食育イベント、料理教室講師 

 福岡県京都郡苅田町保育所職員研修会講師 

 京築保育協会保育士会研修会講師 

 おおくら早春まつり健康フェスタ健康講演会講師 

 北九州市役所保健福祉局生活衛生課主催「食品衛生カレッジモニター」への参

加 

 「専門ゼミナールⅡ」における地域社会貢献活動 

 放課後児童クラブ（学童保育）における食育活動 

 併設校 東筑紫短期大学の附属幼稚園が主催する「子育て支援事業」講師 



九州栄養福祉大学 

87 

【リハビリテーション学部】 
1）物的資源の提供 

関連団体の研修会及び近隣病院の事業やサークル活動に対して、小倉南区キャン

パス内の施設を提供している。平成 27(2015)年度は、以下の事業や活動に対して施

設を提供した【資料 A-1-2】。 

 北九州市立年長者研修大学校 周望学舎の短期講座「シニアカレッジ」【資料

A-1-1】 

 公益社団法人 福岡県理学療法士会、公益社団法人 福岡県作業療法協会が実施

した研修会 
 九州労災病院治療・就労両立支援センターの健康づくりフォローアップ事業 
 北九州市立年長者研修大学校 周望学舎からの依頼による「体力測定会」 
 九州労災病院テニス同好会 
 松尾病院ママさんバレー同好会 

2）人的資源の提供 

近隣の行政機関や教育機関からの依頼に応じて、学部教員を講師として派遣して

いる。平成 27(2015)年度は、以下の依頼に対して学部教員を派遣した【資料 A-1-3】。 
 北九州市立年長者研修大学校 周望学舎の短期講座「シニアカレッジ」講師 

 北九州市教育委員会が主催する「北九州市民カレッジ」講師 

 併設校 東筑紫短期大学附属幼稚園が主催する「子育て支援事業」講師 

 北九州市立年長者研修大学校 周望学舎からの依頼による「体力測定会」講師 

 
■自己評価 

大学では近隣の行政機関及び教育機関、関連団体からの依頼に応じて、各学部が持つ

物的資源及び各学部教員の専門性を活かした人的資源の提供を積極的に行っており、地

域社会への貢献に努めていると判断する。 
 
【エビデンス集】 

【資料 A-1-1】 平成 27(2015)年度 北九州市立年長者研修大学校 周望学舎 シニア

カレッジ資料 
【資料 A-1-2】 平成 27(2015)年度 施設貸与状況一覧 
【資料 A-1-3】 平成 27(2015)年度 地域社会貢献活動報告書 

 
(3) A-1 の改善・向上方策（将来計画） 

引き続き、施設提供をはじめとする物的資源の提供及び各学部教員の専門性を活かし

た人的資源の提供を行い、地域社会への貢献に努める。 
なお、リハビリテーション学部の前身である専門学校 九州リハビリテーション大学校

は、我が国で 2 番目に古い歴史を持つ、両科（理学療法、作業療法）併設の労働福祉事

業団 九州リハビリテーション大学校を継承して開設したものである。これを記念して、

現在「日本リハビリテーション発祥地記念館」及び「九州リハビリテーション大学校記

念館」の開設準備を進めている。平成 28(2016)年度には、学園創立 80 周年記念事業の
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一つとして発足式を予定している。これらの記念館を通じて、関係者及び地域の方々に

日本におけるリハビリテーションの歴史と九州リハビリテーション大学校の功績を発信

していく。 
 
 

[基準 A の自己評価] 

 各学部が持つ物的資源及び各学部教員の専門性を活かした人的資源の提供を積極的に

行うことで、地域社会への貢献に努めていると判断する。 
 日本におけるリハビリテーションの歴史と九州リハビリテーション大学校の功績を発

信する「日本リハビリテーション発祥地記念館」「九州リハビリテーション大学校記念

館」の開設は、意義のある社会貢献活動であると判断する。 
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基準 B．特色ある教育活動 
B-1 建学の精神の意義を理解し体感するための教育活動 

≪B-1 の視点≫ 

B-1-① 行事教育 

B-1-②「お掃除」教育 

 

(1) B-1 の自己判定 

基準項目 B-1 を満たしている。 
 

(2) B-1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

B-1-① 行事教育 

■事実の説明 

大学の教育目標は、建学の精神である「筑紫の心」を基盤として、管理栄養士、理学

療法士、作業療法士に必要な専門知識、技術を修得探究することである。 
 
筑紫の心 

教育とは心の畑を耕すことであります。ともすれば草を生い茂らせ狭隘にして

痩せ細りがちな心の畑の草をむしり肥料をつちかい新生する芽を伸ばしていく

ところに教育の使命があります。 
東筑紫学園の建学の精神は教職員学生生徒が心をひとつにして勇気、親和、愛、

知性の四つの芽を心の畑に種蒔き育てていくことにあります。 
筑紫の心は国を愛し労働をいとわず親や祖先をあがめ己れをむなしくして社

会に奉仕する人間像を理想にしています。 
 
「筑紫の心」に示されている勇気、親和、愛、知性の 4 つの芽を育てるため、教科教育、

生活指導教育と並んで行事教育を重視している。学長自らが、各行事の式辞や講話等で

四魂調和（勇気、親和、愛、知性の調和）の重要性について説明すると共に、「学内レク

スポ大会」、大学祭、「針供養」「学内成人式」等の行事を通じて、行事の意義・目的等に

ついて学び、四魂の発現・調和を体感する機会を提供している【資料 B-1-1】。 
 
■自己評価 

建学の精神である「筑紫の心」に示されている勇気、親和、愛、知性の四魂の発現・

調和を体感する各種行事を開催するなど、具体的な実践を通じて教育目標の実現に努め

ている点は評価できる。 
 
【エビデンス集】 

【資料 B-1-1】 平成 27(2015)年度 学校行事関連資料 
【資料 2-3-7】と同じ 
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B-1-②「お掃除」教育 

■事実の説明 

「筑紫の心」に示されている「国を愛し労働をいとわず親や祖先をあがめ己をむなしく

して社会に奉仕する」人間を養成するための具体的方法として、「お掃除」教育を重視し

ている。「お掃除」論については、学長自らが各行事の式辞や講話等で説明すると共に各

種刊行物に寄稿している【資料 B-1-2】。 
更に、平成 18(2006)年度より食物栄養学部では学生が運営する「美化委員会」が組織

され、定例清掃活動の推進や自発的清掃の啓発ポスターの作成・掲示が行われている。

大学祭でも「美化委員会」による清掃に関連したテーマの企画・展示が行われており、

平成 27(2015)年度は環境都市北九州市の歴史や北九州市のごみ・環境汚染に対する取組

みに関する展示を行った【資料 B-1-3】。 
 
■自己評価 

「お掃除」教育は、建学の精神である「筑紫の心」に示されている「国を愛し労働をい

とわず親や祖先をあがめ己をむなしくして社会に奉仕する」人間の養成に向けた具体的

な実践教育であると認識している。 
食物栄養学部において学生により「美化委員会」が組織されたことは、「お掃除」教育

が挙げた成果の一つと認識している。 
 
【エビデンス集】 

【資料 B-1-2】 お掃除門 －宇城信五郎の教育思想－ 
【資料 B-1-3】 平成 27(2015)年度 大学祭パンフレット（食物栄養学部） 

 
(3) B-1 の改善・向上方策（将来計画） 

引き続き、行事教育及び「お掃除」教育を通じて、「筑紫の心」に示されている勇気、

親和、愛、知性の四魂の調和及び理想とする人間像の提示に努める。 
 
 
B-2 実学としてのキャリア教育 

≪B-2 の視点≫ 

B-2-① キャリア教育、就職支援体制の強化 

 

(1) B-2 の自己判定 

基準項目 B-2 を満たしている。 
 

(2) B-2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

B-2-① キャリア教育、就職支援体制の強化 

■事実の説明 

人類社会の福祉に貢献する「健康生活の番人」的役割を果たす管理栄養士、理学療法

士、作業療法士を 1 人でも多く輩出するため、学部ごとに様々なキャリア教育を実施し
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ている。 

【食物栄養学部】 
1）社会人としての素養の修得 

食物栄養学部では、食を通して人類社会の福祉に貢献する「食医」「食の番人」的

役割を果たす管理栄養士としての実践力を修得させるため、社会人としての素養を

身につけると共に、個々に応じた適切なキャリアデザインができるようなプログラ

ムを提供している。具体的には、「キャリアガイダンスⅠ」「キャリアガイダンスⅡ

（平成 27(2015)年度までは「キャリアガイダンス」）」「キャリアデザイン（平成

28(2016)年度までは「専門ゼミナールⅠ」）」における卒業生による特別講演、外部

講師によるビジネスマナー講座、「専門ゼミナール（平成 29(2017)年度までは「専

門ゼミナールⅡ」）」における就職ガイダンスやゼミ単位での地域貢献活動がある【資

料 B-2-1】。 

2）海外研修による国際感覚の修得 

国際的視野を持った管理栄養士を養成するため、「国際理解（海外研修）」を選択

科目として開講している。近年は、長庚大学（Chang Gung University：台湾桃園

市亀山区文化一路 259 号）にて中医薬概論の講義、医薬美容原理実習、ダイエット

美容薬膳実習等の研修及び現地学生との交流会を行っている【資料 B-2-2】。 

3）就職支援体制 

就職指導全般は「就職指導課」が担当しており、求人情報をはじめとする就職関

連情報は「就職支援システム」に集約され、学生は学内外から自由にアクセスする

ことができる【資料 B-2-3】。また、平成 26(2014)年度より学科教員 1 人が「就職

指導課」に出向しており、学科との連携強化を図っている。 

公務員志望の学生向けには「公務員対策講座」が「就職指導課」により開催され

ており、学部において積極的に受講するようアナウンスしている。 

【リハビリテーション学部】 
1）社会人としての素養の修得 

リハビリテーション学部では、人々の健康を支える「健康生活の番人・リハビリ

テーションの番人」的役割を果たす理学療法士、作業療法士を育成するため、社会

人としての素養を身につけると共に、個々に応じた適切なキャリアデザインができ

るようなプログラムを提供している。両学科で開講している「キャリア教育」をは

じめ、理学療法学科で開講している「理学療法ゼミナールⅡ」、作業療法学科で開講

している「臨床実習Ⅰ」において、建学の精神「筑紫の心」に基づく人格教育とリ

ハビリテーション医療の現状を総合的に捉え、社会人及び医療人として働くことの

意義と価値について熟考する機会を設けている【資料 B-2-4】。 

2）就職支援体制 

就職指導全般は「学生部」が担当しており、求人情報をはじめとする就職関連情

報は「就職支援システム」に集約され、学生は学内外から自由にアクセスすること

ができる【資料 B-2-3】。また、各学科に就職支援教員を配置し、履歴書作成指導、

小論文指導、面接指導等を行うとともに、学部教員から寄せられる就職情報の集約
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を行っている。 

3 年次後期から 4 年次前期にかけて長期の臨床実習に臨むため、実習前に就職希

望調査を実施すると共に「就職支援システム」の概要について説明し、臨床実習と

就職活動を並行して進めることができるよう配慮している【資料 B-2-5】。就職希望

先を定めることができない学生に対しては、個人面談を通して、臨床実習の体験を

職業に結びつけることができるよう支援を行っている。 

3）病院・施設見学の実施 

就職活動を進めるに当たり、学生には求人票に基づき就職を希望する病院・施設

の情報を収集した後、2～3 施設に絞り込んで施設見学を行うように指導している。 

 
■自己評価 

人類社会の福祉に貢献する「健康生活の番人」的役割を果たす管理栄養士、理学療法

士、作業療法士を 1 人でも多く輩出できるよう、学部の特色に応じたキャリア教育、就

職支援体制を整備している。 
 
【エビデンス集】 

【資料 B-2-1】 ｢キャリアガイダンスⅠ」「キャリアガイダンスⅡ」「キャリアデザイ

ン」「専門ゼミナール」 
平成 27(2015)年度 シラバス（食物栄養学部）（9、10、128、129 ペ

ージ） 
【資料 2-5-1】と同じ 

【資料 B-2-2】 平成 27(2015)年度 国際理解（海外研修）資料 
【資料 B-2-3】 ｢就職支援システム」の利用について 

2015 就職の手引き（66～67 ページ） 
【資料 2-5-5】と同じ 

【資料 B-2-4】 ｢キャリア教育」「理学療法ゼミナールⅡ」「臨床実習Ⅰ」 
平成 27(2015)年度 シラバス（リハビリテーション学部）（7、62～
63、113、200 ページ） 

【資料 2-5-2】と同じ 
【資料 B-2-5】 平成 27(2015)年度 リハビリテーション学部 就職説明会資料 

【資料 2-5-10】と同じ 
 

(3) B-2 の改善・向上方策（将来計画） 

引き続き、学部の実状に応じたキャリア教育、就職支援体制の充実に努める。 
食物栄養学部では、学内で修得した知識、素養を実践する機会を提供するため、近隣

の病院、施設、企業、行政機関等におけるインターンシップの実施を検討する。 
リハビリテーション学部では、就職活動をより円滑に進めることができるよう、求人

先の病院・施設の担当者を招いた学内説明会を実施しており、今後も継続する予定であ

る。 

また、キャリア教育の更なる充実を図るため、平成 28(2016)年度に「キャリア教育推
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進・支援センター（仮称）」を設置する計画である。 
 
 
B-3 農作物の栽培を通して自然の恵みに感謝するための農園活動 

≪B-3 の視点≫ 

B-3-① 種蒔き祭、収穫感謝祭 

B-3-② 日常的な農園活動 

 

(1) B-3 の自己判定 

基準項目 B-3 を満たしている。 
 

(2) B-3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

B-3-① 種蒔き祭、収穫感謝祭 

■事実の説明 

生活の根源である食物の種を蒔き、自然の恵みに感謝する機会として、小倉南区キャ

ンパス内の実習農園において「種蒔き祭」「収穫感謝祭」を開催している【資料 B-3-1】。
「種蒔き祭」「収穫感謝祭」は学校行事として位置付けており、学長をはじめとする教職

員及び食物栄養学部とリハビリテーション学部の 1 年生、併設校 東筑紫短期大学附属幼

稚園の園児と教諭が参加し、畑づくり及び収穫作業を共同で行っている。「種蒔き祭」「収

穫感謝祭」は、普段離れたキャンパスで学修する学生たちが協働すると共に、年齢の離

れた園児たちと交流を深める機会にもなっている。 
 
■自己評価 

「種蒔き祭」「収穫感謝祭」は、畑づくり及び収穫作業を通して自然の恵みに感謝する

と共に、異なる専攻及び異なる年齢との協働作業を通じて交流を深める機会であると認

識している。 
 
【エビデンス集】 

【資料 B-3-1】 平成 27(2015)年度「種蒔き祭」「収穫感謝祭」資料 
 
B-3-② 日常的な農園活動 

■事実の説明 

「種蒔き祭」「収穫感謝祭」に加え、食物栄養学部においては平成 27(2015)年度より「栄

養士のための農園演習」を 1 年次に選択科目として開講している。農作物の世話を通年

で行うと共に、日本の伝統行事で供される食に関する知識を学び、実習農園で収穫した

農作物を使用した調理等も行っている【資料 B-3-2】。 
また、食物栄養学部のサークル「Smart Diet Club」と併設校 東筑紫短期大学附属幼

稚園が共同で、実習農園を活用した食育活動を定期的に行っている。 
実習農園に関する情報紙として「農園便り」を年 2 回発行し、実習農園で行われる行

事や活動の報告、食・健康に関する第一人者へのインタビュー記事を掲載している【資
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料 B-3-3】。 
 
■自己評価 

平成 27(2015)年度より食物栄養学部において「栄養士のための農園演習」が開講され

たことにより、日常的に農園活動が行われるようになった。また、食物栄養学部のサー

クル「Smart Diet Club」と併設校 東筑紫短期大学附属幼稚園が共同で食育活動を行う

など、学長自らが先頭に立って開墾した実習農園が有効活用され始めたものと判断する。 
 
【エビデンス集】 

【資料 B-3-2】 ｢栄養士のための農園演習」 
平成 27(2015)年度 シラバス（食物栄養学部）（14 ページ） 

【資料 F-12】と同じ 
【資料 B-3-3】 平成 27(2015)年度 農園便り 

 
(3) B-3 の改善・向上方策（将来計画） 

引き続き、自然の恵みに対する感謝する機会として、「種蒔き祭」「収穫感謝祭」を実

施する。 
平成 28(2016)年度は、リハビリテーション学部においても実習農園を活用した科目を

新設し、日常的な農園活動の更なる充実を図る予定である。将来的には、地域住民にも

農園活動への参加を呼びかけ、実習農園を媒介に地域社会との交流、連携強化を図って

いく。 
 
 
B-4 国家試験受験指導体制の整備 

≪B-4 の視点≫ 

B-4-① 充実した国家試験受験指導 

 

(1) B-4 の自己判定 

基準項目 B-4 を満たしている。 
 

(2) B-4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

B-4-① 充実した国家試験受験指導 

■事実の説明 

人類社会の福祉に貢献する「健康生活の番人」的役割を果たす管理栄養士、理学療法

士、作業療法士を 1 人でも多く輩出するため、学部ごとに国家試験受験指導体制を整備

し、充実した指導を実施している。 

【食物栄養学部】 
食物栄養学部は、平成 13(2001)年 4 月の開学以来、「食医」「食の番人」的役割を果

たす管理栄養士の養成に全力を注いでいる。4 年次には、3 年次までに積み重ねてきた
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管理栄養士基本科目の総仕上げとして、各科目内容を横断的に理解し、管理栄養士に

求められる総合力、実践力、応用力を修得するため、専門科目担当教員らによる「管

理栄養士演習Ⅰ」「管理栄養士演習Ⅱ」をオムニバス形式で開講している。これらの演

習では、大学の使命・目的、教育理念をはじめ、学長による天職・務め論等の講話、

管理栄養士として活躍する外部講師及び卒業生等による特別講演を実施することで、

管理栄養士としての資質向上を図っている【資料 B-4-1】【資料 B-4-2】。 
また、学生たちが「食医」「食の番人」的役割を果たす管理栄養士として活躍する機

会を得るためには、管理栄養士国家試験への合格が不可欠であることから、国家試験

受験指導にも格別の注意を払っている。具体的には、専門科目担当教員らによる個人

面談、成績不振者に対する特別補講、国家試験前の激励会等、4 年生全員の国家試験

合格に向けて充実した支援を実施している。その結果、平成 16(2004)年度に卒業した

第 1 期生以来、管理栄養士国家試験合格実績を高水準に維持できている（表 B-4-1）。 
 

表 B-4-1 管理栄養士国家試験合格実績（過去 5 年間） 

年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 
合格率 100.0% 98.1% 98.3% 100.0% 100.0% 

 
【リハビリテーション学部】 

リハビリテーション学部は、平成 23(2011)年 4 月の開設以来、「健康生活の番人・

リハビリテーションの番人」的役割を果たす理学療法士、作業療法士の養成に全力を

注いでいる。前身校である専門学校 九州リハビリテーション大学校のノウハウを活か

して、各学科において「国家試験検討対策担当者会議」を開催し、担当者を中心に国

家試験受験指導体制を整備している。 
具体的には、学内模擬試験、国家試験科目担当教員による過去問題の解説、10 人以

下の小グループ学修の推進等を実施し、1 人でも多くの理学療法士、作業療法士を輩

出できるよう全力を注いでいる。 
小グループ学修を進めるに当たり、学科別に「グループ学修室」を設定すると共に、

グループ担当教員を配置している。グループ担当教員はグループ班長を務める学生と

学修進捗状況を確認しながら学修方法を指導すると共に、学修意欲の維持・向上に努

めている。また、成績不振者には分野別の特別講義や個別指導等の支援を実施してい

る【資料 B-4-3】。 
 
■自己評価 

人類社会の福祉に貢献する「健康生活の番人」的役割を果たす管理栄養士、理学療法

士、作業療法士を 1 人でも多く輩出するため、学部ごとに国家試験受験指導体制を整備

している。 
 
【エビデンス集】 

【資料 B-4-1】 ｢管理栄養士演習Ⅰ」「管理栄養士演習Ⅱ」 
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平成 27(2015)年度 シラバス（食物栄養学部）（115、116 ページ） 
【資料 F-12】と同じ 

【資料 B-4-2】 平成 27(2015)年度 食物栄養学部 国家試験受験指導関連資料 
【資料 B-4-3】 平成 27(2015)年度 リハビリテーション学部 国家試験受験指導関連

資料 
 

(3) B-4 の改善・向上方策（将来計画） 

人類社会の福祉に貢献する「健康生活の番人」的役割を果たす管理栄養士、理学療法

士、作業療法士として活躍する機会を得られるよう、卒業生全員の国家試験合格を目指

して、学部ごとに以下の改善・向上方策を打ち出している。 

【食物栄養学部】 
平成 27(2015)年度より国家試験の出題傾向が変更され、応用力問題が増加している。

引き続き、科目ごとの基礎学力の修得を徹底すると共に、科目間のつながりを考慮し

た学修指導に努める。 

【リハビリテーション学部】 
生理学、病理学、精神医学等の分野を苦手とする学生が多く、臨床問題に対応でき

ていない様子が伺えることから、当該分野の指導強化に努める。グループ学修指導や

国家試験に向けた特別講義の充実を図ると共に、成績不振者に対しては特別補講や個

別指導を今後も実施する。 
 
 
[基準 B の自己評価] 

 人類社会の福祉に貢献する「健康生活の番人」的役割を果たす管理栄養士、理学療法

士、作業療法士を 1 人でも多く輩出するため、行事教育、「お掃除」教育、キャリア教

育、農園活動、国家試験受験指導等、特色のある教育活動を実践していると認識して

いる。 
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基準 C．学生支援 
C-1 クラス担任制度と教員連携 

≪C-1 の視点≫ 

C-1-① 履修指導、学修支援、生活指導の実施 

 

(1) C-1 の自己判定 

基準項目 C-1 を満たしている。 
 

(2) C-1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

C-1-① 履修指導、学修支援、生活指導の実施 

■事実の説明 

大学では開学時よりクラス担任制度を実施しており、履修指導、学修支援、生活指導

等、大学生活における支援全般を行っている。各学科の教員がクラス担任となり、学生

との面談や、クラスごとに配布される「学修日誌」を通じて学生の学修状況、学修姿勢

等の把握に努めている【資料 C-1-1】。 
クラス担任は、休学または退学を希望する学生に対しては面談を行い、原因の把握、

適切な指導を行っている。また、留年及び復学した学生に対しては適宜フォローを行い、

卒業までの修学継続を支援している。クラス担任が把握している学生の状況は「学科会

議」で報告され、学科内の全教員で情報を共有している。 
 
■自己評価 

クラス担任は、学生との面談や「学修日誌」を通じて学生の学修状況、学修姿勢等を

把握し、適切な指導を行うなど、卒業までの修学支援に努めている点は評価できる。 
また、クラス担任が把握した学生の状況は学科内の全教員で共有され、クラス担任以

外の教員による学生支援も行われていると認識している。 
 
【エビデンス集】 

【資料 C-1-1】 平成 27(2015)年度 学修日誌 
【資料 2-3-1】と同じ 

 
(3) C-1 の改善・向上方策（将来計画） 

クラス担任は学生からの相談窓口となり、担当学生が充実した大学生活を送ることが

できるよう様々な支援を行っており、成果を上げていると認識している。一方で、クラ

ス担任の負担が過重傾向にあることから、学科を挙げての学生支援体制の充実を図ると

共に、他部門との連携強化に努める。 
 
 
C-2 リメディアル教育と特別に配慮を必要とする学生への支援 

≪C-2 の視点≫ 

C-2-① リメディアル教育 
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C-2-② 特別に配慮を必要とする学生への支援 

 

(1) C-2 の自己判定 

基準項目 C-2 を満たしている。 
 

(2) C-2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

C-2-① リメディアル教育 

■事実の説明 

専門知識の修得に必要となる理化学系の基礎知識について、高等学校における履修の

差を縮小することを目的に、学部ごとに「推薦入学」試験合格者を対象とした「入学前

教育」、入学後の学修支援を実施している。 

【食物栄養学部】 
1）｢推薦入学」試験合格者を対象とした「入学前教育」の実施 

平成 23(2011)年度より、「推薦入学」試験合格者に対して生物Ⅰ、化学Ⅰに関し

て修得しておくべき単元を提示すると共に、市販の問題集を送付し、入学前に一定

程度の基礎学力を身につけさせる「入学前教育」を試行している【資料 C-2-1】【資

料 C-2-2】。 

2）自主的な学修の習慣化を目的とした「リメディアル教育」の実施 

平成 24(2012)年度からは、理化学系科目に対する苦手意識を払拭すると共に、自

主的な予習・復習を習慣化することを目指し、1 年生を対象とした「リメディアル

教育」を試行している。この目標を達成するには、多くの学生が苦手意識を持ち、

理解できた時の達成感が大きな内容を取上げることがよいと考え、「割合計算」をテ

ーマとした補習授業を実施している【資料 C-2-3】。 

補習授業で使用するテキストは、専門科目で使用される計算を盛込んだオリジナ

ルテキストである。1 人の教員が進行役を務め、複数の教員が机間巡視を行いなが

ら適宜サポートを行う形式で進行している。受講生に十分なサポートを行うことが

できるよう、1 回当たりの受講人数に上限を設けている。平成 27(2015)年度は、1
回当たりの受講人数を 50 人程度として計 2 回実施、受講人数は延べ 103 人であっ

た。 
また、補習授業の復習用にオリジナルドリルを自習教室後方の教材棚に配置し、

全ての学生が自由に取組めるようにしている。 

補習授業終了後のアンケート及び確認テストの結果より、割合計算に関する理解

度の向上、自主学修に取組む学生数の増加など、本取組みが一定の成果を上げてい

ることが確認されている【資料 C-2-4】。 

【リハビリテーション学部】 
1）｢推薦入学」試験合格者を対象とした「入学前教育」の実施 

平成 26(2014)年度より、「推薦入学」試験合格者に対して生物Ⅰ、化学Ⅰ、物理

Ⅰに関して修得しておくべき単元を提示すると共に、市販の問題集を送付し、入学

前に一定程度の基礎学力を身につけさせる「入学前教育」を実施している【資料
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C-2-1】【資料 C-2-2】。 

2）基礎学力不足の学生に対する個別学修指導 

専門知識の修得に必要となる理化学系の基礎知識である生物Ⅰ、化学Ⅰ、物理Ⅰ

について、入学後に実力テストを実施し、学生個々の基礎学力を把握している。実

力テストの結果が芳しくない学生に対しては、基礎知識が重要であること、努力す

る姿勢を持続することを繰り返し指導している。 

 
■自己評価 

学部ごとに、学生個々の基礎学力の把握及び基礎学力の向上に努めていると認識して

いる。「推薦入学」試験合格者を対象とした「入学前教育」は基本的に市販のテキストを

使用した自主学修であり、細やかな指導を実施できていないことから、特筆するほどの

効果は現時点では見られない。一方、食物栄養学部で実施している「リメディアル教育」

は、テーマとして取上げた内容に関する理解度が向上し、自主学修に取組む学生数も増

加するなど、一定の成果を上げていると評価できる。 
 
【エビデンス集】 

【資料 C-2-1】 平成 28(2016)年度 入学のしおり（7～11 ページ） 
【資料 2-2-12】と同じ 

【資料 C-2-2】 平成 27(2015)年度 入学前教育関連資料 
【資料 2-2-13】と同じ 

【資料 C-2-3】 平成 27(2015)年度 食物栄養学部 リメディアル教育関連資料 
【資料 2-2-14】と同じ 

【資料 C-2-4】 管理栄養士課程におけるリメディアル教育への取り組み 
九州栄養福祉大学研究紀要 第 10 号 (2013)（257～270 ページ） 

 
C-2-② 特別に配慮を必要とする学生への支援 

■事実の説明 

近年、コミュニケーション能力の乏しい学生や発達障害と思われる学生が入学してき

ている。学外における実習は最も重要な科目の一つであり、中でも実習指導者や患者及

び入居者の方々との関わり方には入念な指導を行っているが、特別な配慮を必要とする

学生についても充実した実習を行うことができるよう、学部単位で FD(Faculty 
Development)活動に取り組んでいる。 

【食物栄養学部】 
平成 26(2014)年度より学部内に「臨地実習委員会」を立ち上げ、コミュニケーショ

ン能力の乏しい学生や発達障害と思われる学生への支援体制を整えている【資料

C-2-5】。 

【リハビリテーション学部】 
平成 27(2015)年度は、学生にとってより理解しやすいシラバスとなるよう、大学の

様式に則った上で補助的な目的にも利用できるシラバスの書き方について研修会を実
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施した【資料 C-2-6】。また、学外における臨床実習の継続が困難な学生に対しては、

「学生支援会議」において学生への指導方法や臨床実習指導者との協力体制などについ

て検討を行っている。具体的には、定期的にカウンセラーと協議を行い、学生が臨床

実習を継続し、目標に到達できるよう支援に努めている【資料 C-2-7】。 
 
■自己評価 

コミュニケーション能力の乏しい学生や発達障害と思われる学生に対する理解を深め

ると共に、当該学生への支援体制の構築に努めている姿勢は評価できる。 
 
【エビデンス集】 

【資料 C-2-5】 平成 27(2015)年度 臨地実習委員会会議録 
【資料 C-2-6】 平成 27(2015)年度 FD 研修会関連資料 

【資料 2-2-18】と同じ 
【資料 C-2-7】 平成 27(2015)年度 リハビリテーション学部 学生支援会議議事録 

 
 (3) C-2 の改善・向上方策（将来計画） 

引き続き、学生個々の基礎学力の把握及び基礎学力の向上に努める。1 年生を対象と

した「リメディアル教育」については、取上げるテーマの充実に努める。苦手と感じて

いた内容が理解できた時の達成感を 1 人でも多くの学生に体感させることで、自主的な

予習・復習の習慣化を図りたい。 

また、特別な配慮を必要とする学生に対する支援を継続して実施する。 
 
 
[基準 C の自己評価] 

 クラス担任は、担当学生が充実した大学生活を送ることができるよう様々な支援を行

っており、成果を上げている点は評価できる。また、学生の状況を学科内の全教員で

共有することで、クラス担任以外の教員による学生支援が行われている点も評価でき

る。 
 「入学前教育」及び「リメディアル教育」を実施し、高等学校における履修の差を縮小

するよう努めている点は評価できる。コミュニケーション能力の乏しい学生や発達障

害と思われる学生に対する支援体制の構築に努めている点も評価できる。 
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【表 2-19】 教員研究室の概要  

【表 2-20】 講義室、演習室、学生自習室等の概要  

【表 2-21】 附属施設の概要（図書館除く） 該当なし 
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【表 3-2】 大学の運営及び質保証に関する法令等の遵守状況  

【表 3-3】 教育研究活動等の情報の公表状況  

【表 3-4】 財務情報の公表（前年度実績）  
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【表 3-10】 貸借対照表関係比率（法人全体のもの）  

【表 3-11】 要積立額に対する金融資産の状況（法人全体のもの）（過去 5 年間）  
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理事、監事、評議員などの名簿（外部役員・内部役員）及び理事会、評議員会
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平成 27(2015)年度 理事会、評議員会の開催状況 

【資料 F-11】 

決算等の計算書類（過去 5 年間）、監事監査報告書（過去 5 年間） 

 学校法人東筑紫学園 計算書類（過去 5 年間） 
学校法人東筑紫学園 監事監査報告書（過去 5 年間） 

【資料 F-12】 

履修要項、シラバス 

 平成 27(2015)年度 シラバス（食物栄養学部） 
平成 27(2015)年度 シラバス（リハビリテーション学部） 

基準 1．使命・目的等 

基準項目 
備考 

コード 該当する資料名及び該当ページ 

1-1．使命・目的及び教育目的の明確性 

【資料 1-1-1】 

九州栄養福祉大学 学則 
平成 27(2015)年度 学生便覧（23～35 ページ） 
九州栄養福祉大学大学院 学則 
平成 27(2015)年度 学生便覧（87～94 ページ） 

【資料 F-5】と同じ 

【資料 1-1-2】 
大学ウェブサイト 「学則 平成 28 年度入学生」 
http://www.knwu.ac.jp/about/info.html 
（ホーム → 学校案内 → 情報公開） 

 

【資料 1-1-3】 
建学の精神と教育理念 
平成 27(2015)年度 学生便覧（7 ページ） 

【資料 F-5】と同じ 

【資料 1-1-4】 
大学ウェブサイト 「建学の精神と教育理念」 
http://www.knwu.ac.jp/about/info.html 
（ホーム → 学校案内 → 情報公開） 

 

【資料 1-1-5】 
教育上の指導理念、指導概念 
平成 28(2016)年度「大学案内」（6～7 ページ） 

【資料 F-2】と同じ 

【資料 1-1-6】 
大学ウェブサイト 「教育上の指導理念・指導概念」 
http://www.knwu.ac.jp/about/mind.html 
（ホーム → 学校案内 → 教育上の指導理念・指導概念） 

 

【資料 1-1-7】 
九州栄養福祉大学の教育目標 
平成 27(2015)年度 学生便覧（8～11 ページ） 

【資料 F-5】と同じ 

1-2．使命・目的及び教育目的の適切性 

【資料 1-2-1】 
筑紫の心 
平成 28(2016)年度「大学案内」（3 ページ） 

【資料 F-2】と同じ 

【資料 1-2-2】 
筑紫の心 
平成 27(2015)年度 学生便覧（表紙裏） 

【資料 F-5】と同じ 

【資料 1-2-3】 
筑紫の心 
平成 27(2015)年度 広報誌「拓く」（表紙裏）  

http://www.knwu.ac.jp/about/info.html
http://www.knwu.ac.jp/about/info.html
http://www.knwu.ac.jp/about/mind.html
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【資料 1-2-4】 
筑紫の心 
平成 27(2015)年度 大学祭パンフレット（食物栄養学部） 
平成 27(2015)年度 大学祭パンフレット（リハビリテーション学部） 

 

【資料 1-2-5】 
学園ウェブサイト「建学の精神（筑紫の心）」 
http://www.hcg.ac.jp/mind.html 
（ホーム → 建学の精神） 

 

【資料 1-2-6】 大学の運営及び質保証に関する法令等の遵守状況資料 【データ編 表 3-2】と同じ  

1-3．使命・目的及び教育目的の有効性 

【資料 1-3-1】 平成 27(2015)年度 理事会、評議員会の開催状況 【資料 F-10】と同じ 

【資料 1-3-2】 平成 27(2015)年度 教職員研修会資料  

【資料 1-3-3】 平成 27(2015)年度 朝礼開催状況資料  

【資料 1-3-4】 平成 27(2015)年度 新規採用者研修会資料  

【資料 1-3-5】 平成 27(2015)年度 学長部局会議出席者一覧  

【資料 1-3-6】 
大学ウェブサイト「建学の精神と教育理念」 
http://www.knwu.ac.jp/about/info.html 
（ホーム → 学校案内 → 情報公開） 

【資料 1-1-4】と同じ 

【資料 1-3-7】 
教育上の指導理念、指導概念 
平成 28(2016)年度「大学案内」（6～7 ページ） 

【資料 1-1-5】と同じ 

【資料 1-3-8】 
大学ウェブサイト「教育上の指導理念・指導概念」 
http://www.knwu.ac.jp/about/mind.html 
（ホーム → 学校案内 → 教育上の指導理念・指導概念） 

【資料 1-1-6】と同じ 

【資料 1-3-9】 平成 27(2015)年度 オープンキャンパス開催状況資料  

【資料 1-3-10】 平成 27(2015)年度 入試説明会関連資料  

【資料 1-3-11】 
建学の精神と教育理念 
平成 27(2015)年度 学生便覧（7 ページ） 

【資料 1-1-3】と同じ 

【資料 1-3-12】 
九州栄養福祉大学の教育目標 
平成 27(2015)年度 学生便覧（8～11 ページ） 

【資料 1-1-7】と同じ 

【資料 1-3-13】 3 つのポリシーを核とする教育的中長期計画  

【資料 1-3-14】 
入学者受入れの方針、学位授与の方針 
平成 28(2016)年度「大学案内」（12、20、26、34 ページ） 

【資料 F-2】と同じ 

【資料 1-3-15】 
教育課程編成・実施の方針 
平成 28(2016)年度「大学案内」（15、23、29、35 ページ） 

【資料 F-2】と同じ 

【資料 1-3-16】 
大学ウェブサイト「食物栄養学部｜食物栄養学科 3 つのポリシー」 
http://www.knwu.ac.jp/faculties/nutrition/policy.html 
（ホーム → 学部案内 → 食物栄養学科 → 3 つのポリシー） 

 

【資料 1-3-17】 
大学ウェブサイト「リハビリテーション学部｜理学療法学科 3 つのポリシー」 
http://www.knwu.ac.jp/faculties/rehabilitation/pt/policy.html 
（ホーム → 学部案内 → 理学療法学科 → 3 つのポリシー） 

 

【資料 1-3-18】 
大学ウェブサイト「リハビリテーション学部｜作業療法学科 3 つのポリシー」 
http://www.knwu.ac.jp/faculties/rehabilitation/ot/policy.html 
（ホーム → 学部案内 → 作業療法学科 → 3 つのポリシー） 

 

http://www.hcg.ac.jp/mind.html
http://www.knwu.ac.jp/about/info.html
http://www.knwu.ac.jp/about/mind.html
http://www.knwu.ac.jp/faculties/nutrition/policy.html
http://www.knwu.ac.jp/faculties/rehabilitation/pt/policy.html
http://www.knwu.ac.jp/faculties/rehabilitation/ot/policy.html
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【資料 1-3-19】 
大学ウェブサイト「九州栄養福祉大学大学院」 
http://www.knwu.ac.jp/about/graduate_school/index.html 
（ホーム → 学校案内 → 九州栄養福祉大学大学院） 

 

【資料 1-3-20】 学校法人東筑紫学園 組織図  

【資料 1-3-21】 九州栄養福祉大学 教授会規程  

【資料 1-3-22】 平成 27(2015)年度 学部における委員会・会議一覧  

【資料 1-3-23】 平成 27(2015)年度 リハビリテーション学部 就職ガイダンス関連資料  

【資料 1-3-24】 平成 27(2015)年度 リハビリテーション学部 臨床実習指導者会議関連資料  

基準 2．学修と教授 

基準項目 
備考 

コード 該当する資料名及び該当ページ 

2-1．学生の受入れ 

【資料 2-1-1】 
入学者受入れの方針、学位授与の方針 
平成 28(2016)年度「大学案内」（12、20、26、34 ページ） 

【資料 1-3-14】と同じ 

【資料 2-1-2】 
大学ウェブサイト「食物栄養学部｜食物栄養学科 3 つのポリシー」 
http://www.knwu.ac.jp/faculties/nutrition/policy.html 
（ホーム → 学部案内 → 食物栄養学科 → 3 つのポリシー） 

【資料 1-3-16】と同じ 

【資料 2-1-3】 
大学ウェブサイト「リハビリテーション学部｜理学療法学科 3 つのポリシー」 
http://www.knwu.ac.jp/faculties/rehabilitation/pt/policy.html 
（ホーム → 学部案内 → 理学療法学科 → 3 つのポリシー） 

【資料 1-3-17】と同じ 

【資料 2-1-4】 
大学ウェブサイト「リハビリテーション学部｜作業療法学科 3 つのポリシー」 
http://www.knwu.ac.jp/faculties/rehabilitation/ot/policy.html 
（ホーム → 学部案内 → 作業療法学科 → 3 つのポリシー） 

【資料 1-3-18】と同じ 

【資料 2-1-5】 
大学ウェブサイト「九州栄養福祉大学大学院」 
http://www.knwu.ac.jp/about/graduate_school/index.html 
（ホーム → 学校案内 → 九州栄養福祉大学大学院） 

【資料 1-3-19】と同じ 

【資料 2-1-6】 平成 27(2015)年度 オープンキャンパス開催状況資料 【資料 1-3-9】と同じ 

【資料 2-1-7】 平成 27(2015)年度 入試説明会関連資料 【資料 1-3-10】と同じ 

【資料 2-1-8】 平成 27(2015)年度 高等学校訪問実施状況資料  

【資料 2-1-9】 平成 27(2015)年度 学校見学実績表  

【資料 2-1-10】 
平成 28(2016)年度 募集要項（2～6 ページ） 
平成 28(2016)年度 編入学募集要項（2～3 ページ） 
平成 28(2016)年度 大学院募集要項（1～2 ページ） 

【資料 F-4】と同じ 

【資料 2-1-11】 
大学ウェブサイト「募集要項」 
http://www.knwu.ac.jp/admissions/outline.html 
（ホーム → 入試情報 → 募集要項） 

 

【資料 2-1-12】 平成 27(2015)年度 入学試験事務分掌資料  

【資料 2-1-13】 学部、学科別の志願者数、合格者数、入学者数の推移資料（過去 5 年間） 【データ編 表 2-1】と同じ  

【資料 2-1-14】 大学院研究科の志願者数、合格者数、入学者数の推移資料（過去 3 年間） 【データ編 表 2-3】と同じ  

2-2．教育課程及び教授方法  

http://www.knwu.ac.jp/about/graduate_school/index.html
http://www.knwu.ac.jp/faculties/nutrition/policy.html
http://www.knwu.ac.jp/faculties/rehabilitation/pt/policy.html
http://www.knwu.ac.jp/faculties/rehabilitation/ot/policy.html
http://www.knwu.ac.jp/about/graduate_school/index.html
http://www.knwu.ac.jp/admissions/outline.html
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【資料 2-2-1】 
教育課程編成・実施の方針 
平成 28(2016)年度「大学案内」（15、23、29、35 ページ） 

【資料 1-3-15】と同じ 

【資料 2-2-2】 
大学ウェブサイト「食物栄養学部｜食物栄養学科 3 つのポリシー」 
http://www.knwu.ac.jp/faculties/nutrition/policy.html 
（ホーム → 学部案内 → 食物栄養学科 → 3 つのポリシー） 

【資料 1-3-16】と同じ 

【資料 2-2-3】 
大学ウェブサイト「リハビリテーション学部｜理学療法学科 3 つのポリシー」 
http://www.knwu.ac.jp/faculties/rehabilitation/pt/policy.html 
（ホーム → 学部案内 → 理学療法学科 → 3 つのポリシー） 

【資料 1-3-17】と同じ 

【資料 2-2-4】 
大学ウェブサイト「リハビリテーション学部｜作業療法学科 3 つのポリシー」 
http://www.knwu.ac.jp/faculties/rehabilitation/ot/policy.html 
（ホーム → 学部案内 → 作業療法学科 → 3 つのポリシー） 

【資料 1-3-18】と同じ 

【資料 2-2-5】 
大学ウェブサイト「九州栄養福祉大学大学院」 
http://www.knwu.ac.jp/about/graduate_school/index.html 
（ホーム → 学校案内 → 九州栄養福祉大学大学院） 

【資料 1-3-19】と同じ 

【資料 2-2-6】 
九州栄養福祉大学 履修規程 
平成 27(2015)年度 学生便覧（50～55 ページ） 

【資料 F-5】と同じ 

【資料 2-2-7】 

カリキュラムマップ 
平成 27(2015)年度 シラバス（食物栄養学部）（7～8 ページ） 
平成 27(2015)年度 シラバス（リハビリテーション学部）（5～6 ページ、111
～112 ページ） 

【資料 F-12】と同じ 

【資料 2-2-8】 
履修単位表 
平成 27(2015)年度 学生便覧（58～67 ページ） 

【資料 F-5】と同じ 

【資料 2-2-9】 

履修単位表 
平成 27(2015)年度 シラバス（食物栄養学部）（2～5 ページ） 
平成 27(2015)年度 シラバス（リハビリテーション学部）（2～4 ページ、108
～109 ページ） 

【資料 F-12】と同じ 

【資料 2-2-10】 
大学院 履修単位表 
平成 27(2015)年度 学生便覧（97～98 ページ） 

【資料 F-5】と同じ 

【資料 2-2-11】 
大学院 履修単位表 
平成 27(2015)年度 シラバス（食物栄養学部）（150～151 ページ） 
平成 27(2015)年度 シラバス（リハビリテーション学部）（206～207 ページ） 

【資料 F-12】と同じ 

【資料 2-2-12】 平成 28(2016)年度 入学のしおり（7～11 ページ）  

【資料 2-2-13】 平成 27(2015)年度 入学前教育関連資料  

【資料 2-2-14】 平成 27(2015)年度 食物栄養学部 リメディアル教育関連資料  

【資料 2-2-15】 平成 27(2015)年度 食物栄養学部 管理栄養士演習関連資料  

【資料 2-2-16】 
平成 27(2015)年度 リハビリテーション学部 リメディアル教育担当者会議議

事録 
 

【資料 2-2-17】 平成 27(2015)年度 学生による授業評価アンケート結果  

【資料 2-2-18】 平成 27(2015)年度 FD 研修会関連資料  

2-3．学修及び授業の支援 

【資料 2-3-1】 平成 27(2015)年度 学修日誌  

【資料 2-3-2】 平成 27(2015)年度 学生異動状況資料  

【資料 2-3-3】 平成 27(2015)年度 オフィスアワー一覧  

http://www.knwu.ac.jp/faculties/nutrition/policy.html
http://www.knwu.ac.jp/faculties/rehabilitation/pt/policy.html
http://www.knwu.ac.jp/faculties/rehabilitation/ot/policy.html
http://www.knwu.ac.jp/about/graduate_school/index.html
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【資料 2-3-4】 平成 27(2015)年度 入学前教育関連資料 【資料 2-2-13】と同じ 

【資料 2-3-5】 平成 27(2015)年度 食物栄養学部 リメディアル教育関連資料 【資料 2-2-14】と同じ 

【資料 2-3-6】 
平成 27(2015)年度 リハビリテーション学部 リメディアル教育担当者会議議

事録 
【資料 2-2-16】と同じ 

【資料 2-3-7】 平成 27(2015)年度 学校行事関連資料  

【資料 2-3-8】 平成 27(2015)年度 学生による授業評価アンケート結果 【資料 2-2-17】と同じ 

【資料 2-3-9】 平成 27(2015)年度 学生支援満足度・評価アンケート  

【資料 2-3-10】 平成 27(2015)年度 TA 活用実績一覧  

2-4．単位認定、卒業・修了認定等 

【資料 2-4-1】 
履修単位表 
平成 27(2015)年度 学生便覧（58～67 ページ） 

【資料 2-2-8】と同じ 

【資料 2-4-2】 

履修単位表 
平成 27(2015)年度 シラバス（食物栄養学部）（2～5 ページ） 
平成 27(2015)年度 シラバス（リハビリテーション学部）（2～4 ページ、108
～109 ページ） 

【資料 2-2-9】と同じ 

【資料 2-4-3】 
他の大学又は短期大学における授業科目の履修等に関する規程 
平成 27(2015)年度 学生便覧（80 ページ） 

【資料 F-5】と同じ 

【資料 2-4-4】 
入学前の既修得単位の認定に関する規程 
平成 27(2015)年度 学生便覧（81 ページ） 

【資料 F-5】と同じ 

【資料 2-4-5】 
GPA 制度に関する資料 
平成 27(2015)年度 学生便覧（56 ページ） 

【資料 F-5】と同じ 

【資料 2-4-6】 
九州栄養福祉大学 履修規程 
平成 27(2015)年度 学生便覧（50～55 ページ） 

【資料 2-2-6】と同じ 

【資料 2-4-7】 平成 27(2015)年度 保護者懇談会資料  

【資料 2-4-8】 平成 27(2015)年度 成績会議資料  

【資料 2-4-9】 平成 27(2015)年度 卒業判定会議資料  

2-5．キャリアガイダンス 

【資料 2-5-1】 
｢キャリアガイダンスⅠ」「キャリアガイダンスⅡ」「キャリアデザイン」「専門ゼミナール」  
平成 27(2015)年度 シラバス（食物栄養学部）（9、10、128、129 ページ） 

【資料 F-12】と同じ 

【資料 2-5-2】 
｢キャリア教育」「理学療法ゼミナールⅡ」「臨床実習Ⅰ」 
平成 27(2015)年度 シラバス（リハビリテーション学部）（7、62～63、113、
200 ページ） 

【資料 F-12】と同じ 

【資料 2-5-3】 学校法人東筑紫学園 組織図 【資料 1-3-20】と同じ 

【資料 2-5-4】 2015 就職の手引き  

【資料 2-5-5】 
｢就職支援システム」の利用について 
2015 就職の手引き（66～67 ページ） 

【資料 2-5-4】と同じ 

【資料 2-5-6】 平成 27(2015)年度 就職試験受験報告書  

【資料 2-5-7】 平成 27(2015)年度 就職ガイダンス一覧  

【資料 2-5-8】 平成 27(2015)年度 就職対策講座関連資料  

【資料 2-5-9】 平成 27(2015)年度 就職相談室等の利用状況 【データ編 表 2-9】と同じ  

【資料 2-5-10】 平成 27(2015)年度 リハビリテーション学部 就職説明会資料  
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【資料 2-5-11】 平成 27(2015)年度 九州栄養福祉大学就職状況報告  

2-6．教育目的の達成状況の評価とフィードバック 

【資料 2-6-1】 平成 27(2015)年度 学修日誌 【資料 2-3-1】と同じ 

【資料 2-6-2】 平成 27(2015)年度 学生による授業評価アンケート結果 【資料 2-2-17】と同じ 

【資料 2-6-3】 平成 27(2015)年度 学生支援満足度・評価アンケート 【資料 2-3-9】と同じ 

【資料 2-6-4】 平成 27(2015)年度 臨地実習評価表  

【資料 2-6-5】 平成 27(2015)年度 栄養教育実習評価表  

【資料 2-6-6】 平成 27(2015)年度 臨床実習録  

【資料 2-6-7】 平成 26(2014)年度 就職先アンケート調査報告書  

【資料 2-6-8】 平成 27(2015)年度 卒業生アンケート調査結果報告書  

【資料 2-6-9】 平成 27(2015)年度 教学監査ヒアリング報告書  

【資料 2-6-10】 平成 27(2015)年度 学生による授業評価報告書  

2-7．学生サービス 

【資料 2-7-1】 学校法人東筑紫学園 組織図 【資料 1-3-20】と同じ 

【資料 2-7-2】 九州栄養福祉大学 常置委員会運営規程  

【資料 2-7-3】 平成 27(2015)年度 オリエンテーション資料  

【資料 2-7-4】 
学生教育研究災害傷害保険・学研災付帯賠償責任保険について 
平成 27(2015)年度 学生便覧（132～135 ページ） 

【資料 F-5】と同じ 

【資料 2-7-5】 学生相談室、医務室等の利用状況 【データ編 表 2-12】と同じ  

【資料 2-7-6】 小倉南区キャンパス 保健室不在時対応マニュアル  

【資料 2-7-7】 九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学 ハラスメント防止等に関する規程  

【資料 2-7-8】 九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学 ハラスメント防止委員会組織規程  

【資料 2-7-9】 
奨学制度 
平成 27(2015)年度 学生便覧（130～131 ページ） 

【資料 F-5】と同じ 

【資料 2-7-10】 奨学金給付・貸与状況 【データ編 表 2-13】と同じ  

【資料 2-7-11】 学生の課外活動への支援状況 【データ編 表 2-14】と同じ  

【資料 2-7-12】 
校舎配置図・平面図 
平成 27(2015)年度 学生便覧（181～195 ページ） 

【資料 F-5】と同じ 

【資料 2-7-13】 平成 27(2015)年度 学修日誌 【資料 2-3-1】と同じ 

【資料 2-7-14】 平成 27(2015)年度 学生支援満足度・評価アンケート 【資料 2-3-9】と同じ 

【資料 2-7-15】 
平成 27(2015)年度 事務局（事務部・学生部・教務部）に対する学生の評価ア

ンケート結果 
 

【資料 2-7-16】 平成 27(2015)年度 図書館自己点検・評価報告書  

2-8．教員の配置・職能開発等 

【資料 2-8-1】 全学の教員組織（学部等） 【データ編 表 F-6】と同じ  

【資料 2-8-2】 平成 28(2016)年度 管理栄養士養成施設実態報告書  

【資料 2-8-3】 平成 28(2016)年度「指定（認定）学校概況」等報告書  

【資料 2-8-4】 専任教員の学部、研究科ごとの年齢別の構成 【データ編 表 2-15】と同じ  

【資料 2-8-5】 全学の教員組織（大学院等） 【データ編 表 F-6】と同じ  

【資料 2-8-6】 九州栄養福祉大学 教員選考規程  
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【資料 2-8-7】 九州栄養福祉大学･東筑紫短期大学 教育職員の任期制に関する規則  

【資料 2-8-8】 九州栄養福祉大学 教授会規程 【資料 1-3-21】と同じ 

【資料 2-8-9】 平成 27(2015)年度 教職員研修会資料 【資料 1-3-2】と同じ 

【資料 2-8-10】 平成 27(2015)年度 新規採用者研修会資料 【資料 1-3-4】と同じ 

【資料 2-8-11】 平成 27(2015)年度 FD 研修会関連資料 【資料 2-2-18】と同じ 

【資料 2-8-12】 
履修単位表 
平成 27(2015)年度 学生便覧（58～67 ページ） 

【資料 2-2-8】と同じ 

【資料 2-8-13】 学部、学科の開設授業科目における専兼比率 【データ編 表 2-17】と同じ  

【資料 2-8-14】 平成 27(2015)年度 教養教育委員会会議録  

2-9．教育環境の整備 

【資料 2-9-1】 配置図（キャンパスマップ） 【資料 F-8】と同じ 

【資料 2-9-2】 校地、校舎等の面積 【データ編 表 2-18】と同じ  

【資料 2-9-3】 その他の施設の概要 【データ編 表 2-22】と同じ  

【資料 2-9-4】 講義室、演習室、学生自習室等の概要 【データ編 表 2-20】と同じ  

【資料 2-9-5】 図書、資料の所蔵数 【データ編 表 2-23】と同じ  

【資料 2-9-6】 学生閲覧室等 【データ編 表 2-24】と同じ  

【資料 2-9-7】 情報センター等の状況 【データ編 表 2-25】と同じ  

【資料 2-9-8】 学校法人東筑紫学園 学舎管理規程  

【資料 2-9-9】 宇城記念館管理細則  

【資料 2-9-10】 九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学 学舎等使用細則  

【資料 2-9-11】 九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学 備品管理規程  

【資料 2-9-12】 九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学 備品管理業務方法書  

【資料 2-9-13】 九州栄養福祉大学 学友会館運営規程  

【資料 2-9-14】 九州栄養福祉大学 学友会館使用細則  

【資料 2-9-15】 平成 27(2015)年度 時間割  

基準 3．経営・管理と財務 

基準項目 
備考 

コード 該当する資料名及び該当ページ 

3-1．経営の規律と誠実性 

【資料 3-1-1】 学校法人東筑紫学園 組織規程  

【資料 3-1-2】 平成 27(2015)年度 理事会、評議員会の開催状況 【資料 1-3-1】と同じ 

【資料 3-1-3】 九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学 学長部局会議規程  

【資料 3-1-4】 学校法人東筑紫学園 組織図 【資料 1-3-20】と同じ 

【資料 3-1-5】 九州栄養福祉大学 学長選任規程  

【資料 3-1-6】 平成 26(2014)年度 学長の業績評価報告書（IR 推進本部）  

【資料 3-1-7】 学校法人東筑紫学園「IR(Institutional Research)推進組織」規程  

【資料 3-1-8】 学校法人東筑紫学園「IR 推進」実施細則  

【資料 3-1-9】 平成 27(2015)年度 IR 推進総括 －学生の質保証システムとしての IR－  
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【資料 3-1-10】 平成 27(2015)年度 教学監査ヒアリング報告書 【資料 2-6-9】と同じ 

【資料 3-1-11】 九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学 ハラスメント防止等に関する規程 【資料 2-7-7】と同じ 

【資料 3-1-12】 
九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学 ハラスメント防止等に関する規程 
平成 27(2015)年度 学生便覧（145～147 ページ） 

【資料 F-5】と同じ 

【資料 3-1-13】 

大学ウェブサイト「九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学 ハラスメント防止等

に関する規程」 
http://www.knwu.ac.jp/about/info.html 
（ホーム → 学校案内 → 情報公開 → ハラスメント防止規程） 

 

【資料 3-1-14】 ストップ・ハラスメント  

【資料 3-1-15】 学校法人東筑紫学園 防火・防災管理規程  

【資料 3-1-16】 九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学 消防計画  

【資料 3-1-17】 
大学ウェブサイト「情報公開」 
http://www.knwu.ac.jp/about/info.html 
（ホーム → 学校案内 → 情報公開） 

 

【資料 3-1-18】 
学園ウェブサイト「学校法人東筑紫学園 財務情報」 
http://www.hcg.ac.jp/info.html 
（ホーム → 学校案内 → 情報公開 → 学校法人東筑紫学園 財務情報） 

 

【資料 3-1-19】 学校法人東筑紫学園 財務書類等閲覧規程  

3-2．理事会の機能  

【資料 3-2-1】 平成 27(2015)年度 理事会、評議員会の開催状況 【資料 1-3-1】と同じ 

【資料 3-2-2】 平成 27(2015)年度 学長部局会議の開催状況  

3-3．大学の意思決定の仕組み及び学長のリーダーシップ 

【資料 3-3-1】 九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学 学長部局会議規程 【資料 3-1-3】と同じ 

【資料 3-3-2】 九州栄養福祉大学 教授会規程 【資料 1-3-21】と同じ 

【資料 3-3-3】 九州栄養福祉大学 組織及び管理運営規程  

【資料 3-3-4】 学校法人東筑紫学園「IR(Institutional Research)推進組織」規程 【資料 3-1-7】と同じ 

【資料 3-3-5】 学校法人東筑紫学園「IR 推進」実施細則 【資料 3-1-8】と同じ 

3-4．コミュニケーションとガバナンス 

【資料 3-4-1】 九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学 学長部局会議規程 【資料 3-1-3】と同じ 

【資料 3-4-2】 平成 27(2015)年度 理事会、評議員会の開催状況 【資料 1-3-1】と同じ 

【資料 3-4-3】 平成 27(2015)年度 教学監査ヒアリング報告書 【資料 2-6-9】と同じ 

3-5．業務執行体制の機能性 

【資料 3-5-1】 学校法人東筑紫学園 組織規程 【資料 3-1-1】と同じ 

【資料 3-5-2】 九州栄養福祉大学 組織及び管理運営規程 【資料 3-3-3】と同じ 

【資料 3-5-3】 九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学 図書館規程  

【資料 3-5-4】 九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学 情報管理センター規程  

【資料 3-5-5】 学校法人東筑紫学園「IR 推進」実施細則 【資料 3-1-8】と同じ 

【資料 3-5-6】 
年度目標・年度総括－部門・学部・学科別自己点検・評価－ 
（平成 22(2010)年度～平成 27(2015)年度） 

 

【資料 3-5-7】 平成 27(2015)年度 新規採用者研修会資料 【資料 1-3-4】と同じ 

【資料 3-5-8】 平成 27(2015)年度 教職員研修会資料 【資料 1-3-2】と同じ 

http://www.knwu.ac.jp/about/info.html
http://www.knwu.ac.jp/about/info.html
http://www.hcg.ac.jp/info.html
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【資料 3-5-9】 平成 27(2015)年度 SD 研修会資料  

3-6．財務基盤と収支 

【資料 3-6-1】 九州栄養福祉大学リハビリテーション学部に係る設置計画  

【資料 3-6-2】 平成 27(2015)年度 学校法人東筑紫学園 財産目録  

【資料 3-6-3】 平成 28(2016)年度 学校法人東筑紫学園 予算書  

3-7．会計 

【資料 3-7-1】 学校法人東筑紫学園 経理規程  

【資料 3-7-2】 
平成 27(2015)年度 学校法人東筑紫学園理事会議事録 平成 28 年 3 月 23 日審

議事項 (議案八号) 
 

【資料 3-7-3】 
平成 27(2015)年度 学校法人東筑紫学園評議員会議事録 平成 28 年 3 月 23 日

諮問事項 (四) 
 

【資料 3-7-4】 学校法人東筑紫学園 資産運用規程  

基準 4．自己点検・評価 

基準項目 
備考 

コード 該当する資料名及び該当ページ 

4-1．自己点検・評価の適切性 

【資料 4-1-1】 九州栄養福祉大学 学則 【資料 F-3】と同じ 

【資料 4-1-2】 九州栄養福祉大学 自己点検・評価委員会規程  

【資料 4-1-3】 学校法人東筑紫学園「IR(Institutional Research)推進組織」規程 【資料 3-1-7】と同じ 

【資料 4-1-4】 学校法人東筑紫学園「IR 推進」実施細則 【資料 3-1-8】と同じ 

【資料 4-1-5】 平成 26(2014)年度 就職先アンケート調査報告書 【資料 2-6-7】と同じ 

【資料 4-1-6】 平成 27(2015)年度 学生支援満足度・評価アンケート 【資料 2-3-9】と同じ 

【資料 4-1-7】 平成 27(2015)年度 教学監査ヒアリング報告書 【資料 2-6-9】と同じ 

【資料 4-1-8】 

平成 19 年度 年次報告書 
平成 20 年度 自己評価報告書 
平成 25 年度 年次報告書（自己点検・評価報告書） 
平成 26 年度 年次報告書（自己点検・評価報告書） 

 

【資料 4-1-9】 
年度目標・年度総括－部門・学部・学科別自己点検・評価－ 
（平成 22(2010)年度～平成 27(2015)年度） 

【資料 3-5-6】と同じ 

4-2．自己点検・評価の誠実性 

【資料 4-2-1】 

大学ウェブサイト「年次報告書（自己点検・評価報告書）」 
http://www.knwu.ac.jp/about/info.html 
（ホーム → 学校案内 → 情報公開 → 年次報告書（自己点検・評価報告書）） 

 

【資料 4-2-2】 
大学ウェブサイト「平成 21(2009)年度 認証評価結果」 
http://www.knwu.ac.jp/about/jihee.html 
（ホーム → 学校案内 → 認証評価結果 → 平成 21(2009)年度 自己評価報告書） 

 

【資料 4-2-3】 平成 25 年度 年次報告書（自己点検・評価報告書） 【資料 4-1-8】と同じ 

【資料 4-2-4】 
年度目標・年度総括－部門・学部・学科別自己点検・評価－ 
（平成 22(2010)年度～平成 27(2015)年度） 

【資料 3-5-6】と同じ 

http://www.knwu.ac.jp/about/info.html
http://www.knwu.ac.jp/about/jihee.html
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【資料 4-2-5】 

大学ウェブサイト「平成 26 年度 就職先アンケート調査報告書」 
http://www.knwu.ac.jp/about/info.html 
（ホーム → 学校案内 → 情報公開 → 平成 26 年度 就職先アンケート調査報

告書） 

 

【資料 4-2-6】 
学園ウェブサイト「学校法人東筑紫学園 財務情報」 
http://www.hcg.ac.jp/info.html 
（ホーム → 学校案内 → 情報公開 → 学校法人東筑紫学園 財務情報） 

【資料 3-1-18】と同じ 

【資料 4-2-7】 
大学ウェブサイト「教育研究上の情報」 
http://www.knwu.ac.jp/about/info.html 
（ホーム → 学校案内 → 情報公開 → 教育研究上の情報） 

 

【資料 4-2-8】 
大学ウェブサイト「各教員の学位・業績（平成 28 年度）」 
http://www.knwu.ac.jp/about/info.html 
（ホーム → 学校案内 → 情報公開 → 各教員の学位・業績（平成 28 年度）） 

 

【資料 4-2-9】 平成 26(2014)年度 就職先アンケート調査報告書 【資料 2-6-7】と同じ 

【資料 4-2-10】 平成 27(2015)年度 学生による授業評価報告書 【資料 2-6-10】と同じ 

【資料 4-2-11】 

平成 19 年度 年次報告書 
平成 20 年度 自己評価報告書 
平成 25 年度 年次報告書（自己点検・評価報告書） 
平成 26 年度 年次報告書（自己点検・評価報告書） 

【資料 4-1-8】と同じ 

4-3．自己点検・評価の有効性 

【資料 4-3-1】 九州栄養福祉大学 自己点検・評価委員会規程 【資料 4-1-2】と同じ 

【資料 4-3-2】 
年度目標・年度総括－部門・学部・学科別自己点検・評価－ 
（平成 22(2010)年度～平成 27(2015)年度） 

【資料 3-5-6】と同じ 

【資料 4-3-3】 学校法人東筑紫学園「IR(Institutional Research)推進組織」規程 【資料 3-1-7】と同じ 

【資料 4-3-4】 学校法人東筑紫学園「IR 推進」実施細則 【資料 3-1-8】と同じ 

基準 A．社会連携 

基準項目 
備考 

コード 該当する資料名及び該当ページ 

A-1．大学が持っている物的・人的資源の社会への提供 

【資料 A-1-1】 
平成 27(2015)年度 北九州市立年長者研修大学校 周望学舎 シニアカレッジ

資料 
 

【資料 A-1-2】 平成 27(2015)年度 施設貸与状況一覧  

【資料 A-1-3】 平成 27(2015)年度 地域社会貢献活動報告書  

基準 B．特色ある教育活動 

基準項目 
備考 

コード 該当する資料名及び該当ページ 

B-1．建学の精神の意義を理解し体感するための教育活動 

【資料 B-1-1】 平成 27(2015)年度 学校行事関連資料 【資料 2-3-7】と同じ 

【資料 B-1-2】 お掃除門 －宇城信五郎の教育思想－  

【資料 B-1-3】 平成 27(2015)年度 大学祭パンフレット（食物栄養学部）  

http://www.knwu.ac.jp/about/info.html
http://www.hcg.ac.jp/info.html
http://www.knwu.ac.jp/about/info.html
http://www.knwu.ac.jp/about/info.html
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B-2．実学としてのキャリア教育 

【資料 B-2-1】 
｢キャリアガイダンスⅠ」「キャリアガイダンスⅡ」「キャリアデザイン」「専門ゼミナール」  
平成 27(2015)年度 シラバス（食物栄養学部）（9、10、128、129 ページ） 

【資料 2-5-1】と同じ 

【資料 B-2-2】 平成 27(2015)年度 国際理解（海外研修）資料  

【資料 B-2-3】 
｢就職支援システム」の利用について 
2015 就職の手引き（66～67 ページ） 

【資料 2-5-5】と同じ 

【資料 B-2-4】 

｢キャリア教育」「理学療法ゼミナールⅡ」「臨床実習Ⅰ」 
平成 27(2015)年度 シラバス（リハビリテーション学部）（7、62～63、113、
200 ページ） 

【資料 2-5-2】と同じ 

【資料 B-2-5】 平成 27(2015)年度 リハビリテーション学部 就職説明会資料 【資料 2-5-10】と同じ 

B-3．農作物の栽培を通して自然の恵みに感謝するための農園活動 

【資料 B-3-1】 平成 27(2015)年度「種蒔き祭」「収穫感謝祭」資料  

【資料 B-3-2】 
｢栄養士のための農園演習」 
平成 27(2015)年度 シラバス（食物栄養学部）（14 ページ） 

【資料 F-12】と同じ 

【資料 B-3-3】 平成 27(2015)年度 農園便り  

B-4．国家試験受験指導体制の整備 

【資料 B-4-1】 
「管理栄養士演習Ⅰ」「管理栄養士演習Ⅱ」 
平成 27(2015)年度 シラバス（食物栄養学部）（115、116 ページ） 

【資料 F-12】と同じ 

【資料 B-4-2】 平成 27(2015)年度 食物栄養学部 国家試験受験指導関連資料  

【資料 B-4-3】 平成 27(2015)年度 リハビリテーション学部 国家試験受験指導関連資料  

基準 C．学生支援 
基準項目 

備考 
コード 該当する資料名及び該当ページ 

C-1．クラス担任制度と教員連携 

【資料 C-1-1】 平成 27(2015)年度 学修日誌 【資料 2-3-1】と同じ 

C-2．リメディアル教育と特別に配慮を必要とする学生への支援 

【資料 C-2-1】 平成 28(2016)年度 入学のしおり（7～11 ページ） 【資料 2-2-12】と同じ 

【資料 C-2-2】 平成 27(2015)年度 入学前教育関連資料 【資料 2-2-13】と同じ 

【資料 C-2-3】 平成 27(2015)年度 食物栄養学部 リメディアル教育関連資料 【資料 2-2-14】と同じ 

【資料 C-2-4】 
管理栄養士課程におけるリメディアル教育への取り組み 
九州栄養福祉大学研究紀要 第 10 号 (2013)（257～270 ページ） 

 

【資料 C-2-5】 平成 27(2015)年度 臨地実習委員会会議録  

【資料 C-2-6】 平成 27(2015)年度 FD 研修会関連資料 【資料 2-2-18】と同じ 

【資料 C-2-7】 平成 27(2015)年度 リハビリテーション学部 学生支援会議議事録  
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