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【部署名】 大学院研究科委員会 

 

１．2014年度の取り組み（現状の課題等） 

(1)教育課程等 

2014年度から新カリキュラムが開始され、入学生は前年度 1名から 7名に増加した。 

また、2015年度の入学予定者数は 9名であり、その内 2名の社会人入学生が含まれ

るなど、少しずつではあるが良い方向に向かっていると判断される。 

研究促進については、科学研究費助成事業についてみると、継続研究 2件、新規採

択研究１件について大学院教員が応募研究者であった。また、本学における大学教育

研究プロジェクト採択研究 5 件中 3 件、研究所プロジェクト採択研究 3 件中 2 件で、

応募研究者及び共同研究者に大学院教員が含まれていた。 

学部教育との連携強化のために、2015年度 3名の学部教員を新たに研究科所属教員

とすることとした。 

 (2) 教育方法等 

本年度より新しい教育体制の下、新カリキュラムを開始した。 

授業評価に関しては、少人数クラスを対象とした調査のため、客観的データを取る

困難さはこれまでと同様排除できないが、従来通りの評価シートを用いた評価を継続

的に実施して授業改善に取り組んでいる。 

(3)学位授与・課程修了の認定 

今年度も、大学認証評価結果の助言どおり、学位授与方針や修士の学位論文にかか

る審査基準など、学位授与基準を「2016 年度大学院募集要項」および「2015 年度大

学院履修の手引・授業概要」に明示し、学内外に公表した。 

 

２．点検・評価 

・効果が上がっている事項 

(1)教育課程等  

本年度の学位授与・課程修了認定者は 1名であったが、社会人学生としての取り組

みは評価が高く、下級生にも良い影響をもたらした。 

 また、本年度の入学者数は 7名、次年度の入学予定者数は 9名と大きく増加してお

り、新カリキュラム等の成果が現われつつあることが期待できる。 

 

・改善すべき事項 

(1) 教育課程等 

新カリキュラムの点検・評価を行い、次年度以降の大学院教育の質的充実を図る。 

研究促進については、これまでと同様に研究助成金制度への応募状況について大学

院教員の関与は高いが、応募件数という点では活発というまでには至っていない。し

たがって、研究活動の活性化に向けた検討を推進することを今年度の課題とする必要

がある。 
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(2) 教育方法等 

「修士論文」と「特定課題研究」の条件及び審査の基準についての教員間の理解に

若干の違いが認められるため、条件及び審査基準の整備を進めることにより教員間の

共通理解を深める。 

(3) 教育研究交流 

資金的･時間的な問題などの課題を洗い出し、関連部署とも協力して検討を進める。 

 

３．将来に向けた発展方策 

(1) 研究倫理教育について 

研究倫理が社会的問題となった背景と文部科学省の指導を踏まえ、大学院教育にお

ける研究倫理教育の本格的導入に着手する。 

(2) 学部教育との連動性について 

学部生が引き続き研究や実践力の向上をこれまで以上に図ることができるように、 

学部教育と大学院教育との連動性強化を推進する。 

(3) サテライト授業等について 

社会人の向学志向の増大に応えるべく、入学試験や授業等に関する社会人向け教 

育サービスの向上に向け、サテライト授業等の具体策を策定する。 
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【部署名】 体育学部 

  

１．2014年度の取り組み（現状の課題等） 

(1)オリエンテーション 

前期オリエンテーションにおいて、新入生は「初年次教育」としての位置付けで、

「新入生セミナー」の授業を、原則、全教員参加で実施した。上級生においては、

成績確認表配付に際して、学科毎の統計的情報を提示し、履修計画の材料とした。

後期オリエンテーションでは、学科オリエンテーションにおいて、避難訓練を実施

した。 

(2)学生指導 

授業以外の学生指導について、新入生・2 年次生はクラス担任が、3・4 年次生は

演習担当教員が指導教員となっている。大半の学生が運動系のクラブに所属してお

り、実技系の教員が学生生活や進路を含め、指導教員以上に深く関わっていること

から、２重の学生支援体制が構築されている。 

(3)退学者 

昨今の経済不況から、「退学事由：経済的理由による退学」が増加しており、さら

に、学生自身の就学意欲喪失による退学も同様の傾向にある。しかし、初年次生に

おいては、怠学による退学者は減少している。 

(4)学生募集 

私立大学の約半数が定員割れという厳しい状況化において、本学ではオープンキ

ャンパスの来場者数及び受験者数も若干増加し、開学から３０年以上、定員割れす

ることなく今年度も入学定員数を上回ることが出来た。 

(5)初年次教育 

新カリキュラムがスタートし 2 年目を迎えた。オリエンテーションとしての「新

入生セミナー」、「基礎ゼミナール」、「キャリアデザインⅠ」を必修授業として実施

した。学生を武道学科 2 クラス、体育学科 6 クラスに分け、一部の役職教員を除く

全教員がクラス担任となり、基本的にクラス毎で実施した。 

「新入生セミナー」においては、円滑な学生生活を送るために必要な情報を学ば

せ、「基礎ゼミナール」においては、大学で学ぶにあたり必要とされる基礎的スキル

や、専門教育の予備知識となるような授業を展開した。「キャリアデザインⅠ」にお

いては、社会において働くための心構えを中心に授業を展開した。 

(6)予算執行の適正化 

従来、授業予算・個人研究費等の執行に際し、立て替え払いが増加し、妥当性の

確認が不十分なまま見過ごされてきた経緯があったが、一昨年度より、学科長・学

部長の決裁を必要とする事前決裁制度を導入したことにより、適正で的確な運用が

行われている。 
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２．点検・評価 

・効果が上がっている事項 

(1)オリエンテーション 

全学科統一化を引続き継続した結果、学部としての一体感を生み出すことができ

た。上級生の成績確認表配付に際して、学科毎の統計的情報を提示することで、学

生に履修計画を再考させる有意義な情報を提供することができた。 

(2)初年次教育 

初年次教育の全学的な導入に伴い、教員間でその意義や重要性の共有化が図られ

ている。また、欠席者に対し補習を実施することで、学生の出席に対する意識も高

めており、怠学による退学者の減少に繋げることが期待される。授業において、学

生に文章を書かせ、クラス担任が添削をすることで、学生の文章能力の向上が見ら

れた。 

(3)予算執行の適正化 

学科長・学部長の決裁を必要とすることとしたことから、予算執行における適正

な管理体制が拡充し運用されている。 

 

・改善すべき事項 

(1)退学者 

入学の前段階（受験時：例えばＡＯ入試での受験相談、個別面談等）において、

どのような意志・目的で入学して来ているのかを確認し、その後も学生達の意思・

目的をより強めるための努力を、基礎ゼミナール等の初年次教育において取り組ん

でいる。ただし、そこから漏れる学生を的確な方向へ導くための教育及び学生支援

等について一層の努力が必要である。 

 

 (2)キャリア教育 

入学時は大多数の学生が教員志望であるが、入学後に武道・スポーツをさまざま

な角度で学習することで、将来なりたい自分が積極的に変容するケースが生じてい

る。これら社会で活きる「総合力・実践力」を４年間で身に着けられるよう、学生

のためのキャリア教育が必要である。 

 

３．将来に向けた発展方策 

(1)学生募集 

2014 年度入試において、受験者数の増加が見られなかった推薦入試では、強化指

定クラブ、スポーツ奨学金制度の見直しによって、ＡＯ入試との差別化を図る。 

学生募集活動に関しては、オープンキャンパス・出張模擬授業・進路説明会等に

おいて、積極的に展開する。 

(2)退学者 

2013 年度カリキュラムにおいては、全学で初年次教育が導入された。学生自身の

就学意欲喪失による退学を減少させるべく、早い段階からより的確な方向へ導く指
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導を継続する。 

(3)キャリア教育と授業 

2014 年度カリキュラムにおいては、社会人基礎力の充実が図られており、キャリ

ア教育が組み込まれている。学生が自分の適性に合った就学を行い就職するために

「科目選択の自由度」が高い教育を展開する。 

(4)課外活動 

強化指定クラブ、スポーツ奨学金制度を見直したことによって、競技力向上に対

する意識、学生募集力が高まることを期待している。さらなる充実のために、環

境・施設・指導体制等の整備に取り組む。 

5



【部署名】 運営委員会 

 

１．2014年度の取り組み（現状の課題等） 

(1)本委員会におけるペーパーレス化について 

資料のペーパーレス化については、2013 年度の準備期間を経て 2014 年度完全移行

となり、1年間を通して大きな不具合もなく、委員会を運営することができた。 

また、電子媒体の資料作成については、作業の分散化を図るためマニュアルを作成

し、事務担当職員を対象とした作成方法についての説明会を行った。 

(2)適正かつ円滑な運営体制につて 

新学科体制の始動 2年目として、組織・教育の面で新旧の体制が混在した運営の中、

大きな問題もなく実施することができた。 

 

２．点検・評価 

・効果が上がっている事項 

(1)本委員会におけるペーパーレス化について 

ペーパーレス化により、管理コスト削減・事務作業軽減等として、コスト削減や事

務作業の軽減が実現した。 

また、1 年間の実施期間によって、過去の資料検索を行うことができ活用の幅が広

がった。 

併せて、資料作成方法の変更に伴う資料作成の説明会を担当事務部署内にて実施し

たことにより、作成における作業過程や課題を共有することができた。 

(2)適正かつ円滑な運営体制について 

各部署の協力によって、議題提出及び各協議事項に対する適切な運営を実践するこ

とができ、適正かつ円滑な運営体制となった。 

 

３．将来に向けた発展方策 

(1)適正かつ円滑な運営体制について 

2015年 4月 1日から「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律」の施

行に伴い、法人組織における規程等の見直しが実施されている。 

この法律改正によって本委員会では、各部署から提出された議題区分（報告事項ま

たは審議事項）を適正に判断し、円滑な運用を行っていく。 
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【部署名】 人事部会 

 

１．2014年度の取り組み（現状の課題等） 

(1)2014年度教員募集について 

教員募集（2015 年 4 月採用）について公募を行った。公募要件は柔道（1 名）、ラ

グビー（１名）及びサッカー（１名）と併せてスポーツ社会学、保健体育科教育法、

スポーツ戦略論、スポーツ情報活用論、スポーツ情報活用実習、体力トレーニング論

等のいずれかを担当できる者または教養教育・リメディアル教育・コミュニケーショ

ン教育を担当できる人材について行った。採用試験の結果 3名（各領域 1名ずつ）の

採用が了承された。 

また、公募者の中にスポーツ哲学を担当できる者がおり、学生募集にも期待できる

ことから 1名の採用が了承された。 

さらに、補充としてバイオメカニクス（１名）及びトレーニング科学（1名）と併 

せて教養教育・リメディアル教育・コミュニケーション教育を担当できる人材につい

て募集を行った。バイオメカニクスについては大学院を担当できる者とした。採用試

験の結果 2名（各領域 1名ずつ）の採用が了承され、合計 6名の採用が常務理事会の

議を経て決定した。 

(2)非常勤講師の募集について 

非常勤講師の募集について公募を行った。公募は機能解剖学（2014 年度後期）、ス

ポーツ哲学（2015年度）及び体育指導評価法（ダンス）（2015年度）について行った。  

公募の結果、機能解剖学 2名、ダンス 3名の採用が了承された。スポーツ哲学につ

いては非常勤講師の採用は見送った。 

(3)特任教員の採用について 

特任教員 6名（教授 2名、准教授 1名、助教 3名）の採用が人事部会において了承

され、常務理事会の議を経て採用が決定した。 

(4)昇任人事について 

昇任人事について自己推薦者 1名を審議し、業績及びクラブ指導等を考慮し昇任が

了承され、常務理事会の議を経て決定した。 

(5)科目担当者の変更について  

新カリ及び旧カリの科目担当者変更を決定した。 

 

２．点検・評価 

・効果が上がっている事項 

(1)2014年度教員募集について 

教員公募については、本学ＨＰ、加盟団体、研究者人材ベース（ＪＲＥＣ－ＩＮ）、

関係機関等へ教員公募の掲載等を行い、多くの応募があった。 

 

・改善すべき事項 

(1)教員募集について 

教員公募については、より多くの応募が見込めるような募集方法等を十分に検討す

る必要がある。適切な人材と年齢構成は難しいところもあるが、定年退職（任期満了

含む）に伴う人事計画及び自己都合退職にも対応出来るような募集計画が必要である。  
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３．将来に向けた発展方策 

(1)教員の資格審査について 

2012年度を基準とする教員評価については外部機関へ資格審査（予備審査）を依頼

する。結果については参考意見とし当該年度終了後、学内審査を行う。資格審査の結

果、必要に応じて適切な指導を行う。  

(2)昇任人事について 

自己推薦による昇任制度については、任期制教員にも適用し研究活動の活発化を図

る。 
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【部署名】個人情報保護部会 

 

１．2014年度の取り組み（現状の課題等） 

(1)個人情報保護に関する国際武道大学の取り組みについて 

本学では、個人情報保護に関する取り組みについて、大学ＨＰ（プライバシーポリ

シー及び個人情報に関するガイドライン）に掲載し学内外に広く公表している。 

また、学生及び保護者には、入学時の手続き関係資料として「個人情報保護に関す

る国際武道大学の取り組み」及び「同意書」を配付しており、本学における個人情報

保護に関する取り組みについて事前に周知を行い、理解を得たうえで、「同意書」の

提出を求めている。 

(2)委託業者に対する管理・監督体制について 

本学で管理している個人情報を使用する委託業者については、個人情報保護法の

「監督者（管理者）としての管理」に則り、年度初めの 4月度定例教授会にて、新た

に契約を交わす各種新規委託事業者に対して「個人情報に関する誓約書（本学指定用

紙）」の提出を求めることの報告を行った。 

(3)漏えい防止についての啓発活動について 

2014年度に新規採用された教職員を対象に新任研修の一環として、個人情報に関す

る意識の向上を図るため、「個人情報の漏えい防止に関する研修会」を年度初めに実

施した。今年度は 6名（教員 3名、職員 3名）が出席し、本学における個人情報保護

に関する取り組み及び漏えい防止について理解した。 

(4)教職員学内ＰＣのセキュリティーについて 

学内に設置されている教職員用のＰＣについては、セキュリティー対策として全教

職員ＰＣを対象にウイルス対策ソフトをインストールしており、多種多様化している

脅威を未然に防いでいる。 

また、ウイルス対策パターンファイルは定期的に更新されており、常に最新のセキ

ュリティー環境を保っている。 

(5)個人情報漏えい保険の加入について 

不測の事態が生じた場合のリスクマネジメントとして、漏えい等が生じた場合の莫

大な損害（賠償損害及び対応費用損害）に対応した「個人情報が漏えい保険」に加入

しており、毎年更新を行っている。 

(6)学生による各種学生支援システムの仕様及びＩＤパスワードの管理について 

全学生は個人のＩＤパスワードを取得しており、大学における各種学生支援システ

ムへのアクセスは学生個人の認証が必須となっている。このＩＤパスワードの登録に

ついては 1年次のオリエンテーションにて各自で設定を行い、在学期間中使用するこ

とができる。 

(7)学生支援システムについて 

現 1、2 年次生（新カリ）の学生情報をメインデータとして取りまとめた「学生支

援システム」では各種最新の学生情報データが取りまとめられており、部署単位での

閲覧を可能としている。 
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(8)学内データシステムの一元管理化について 

全部署におけるサーバー管理を「統合ファイルサーバー」に集約し、総合情報セン

ターが一元管理を行い、学内ネットワーク機器等のメンテナンスを行っている。 

また、不測の事態に備えた対策として「分散型バックアップシステム」を導入し 

ている。学内 2ケ所にハードディスクを設置し、毎日データの更新・保存を行ってい

る。 

 

２．点検・評価 

・効果が上がっている事項 

(1)学生支援システムについて 

学生の個人情報及び申請等がシステム化されたことで、学生が各種学生支援システ

ムを必然的に使用している。システム化されたことで生じるメリットを最大限有効活

用し、適切で的確な学生支援活動を各部署にて実施している。 

 

・改善すべき事項 

(1)漏えい防止についての啓発活動について 

大学全体の啓発活動として挙げられる取り組みが、年々限定されてきているのが現

状である。数年前に学外講師を招いて実施した「個人情報保護に関する研修会」等、

明確な取り組みが必要である。 

 

３．将来に向けた発展方策 

・改善すべき事項 

(1)漏えい防止についての啓発活動について 

大学全体で実施する研修会開催について検討するとともに、国の関連法案の制定及

び改正に着目しながら、「監督・事業者」となる全ての教職員が適切な個人情報の取

り扱い及び漏えい防止について「理解・実行」できる環境づくりを本部会が中心とな

り構築していく。 
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【部署名】ハラスメント対策部会  

 

１．2014度の取り組み（現状の課題等） 

(1)学内啓発活動について 

①全学生に対し年度初めのオリエンテーション期間において「ハラスメント防止に 

関する指導」を実施した。講師は本学ハラスメント対策部会の委員（教員）が担当し、

ハラスメントの定義・種類・相談対応等について説明を行い、各学年で発生しやすい

ハラスメント事例を挙げながら指導を行った。 

②啓蒙活動の一環として、図書館にハラスメント防止対策に関する関連教材（ＤＶ 

Ｄ・ビデオ・書籍等）を常時設置しており、学内関係者（学生及び教職員）が利用で 

きる環境が整備されている。 

また、学生及び教職員を対象に「キャンパスノート（学内のインフォメーションブ

ック）」を配付しており、キャンパスガイドの項目にキャンパスハラスメントに関す

る注意事項等を掲載し周知している。 

(2)ハラスメント相談について 

学内におけるハラスメント相談については、学生用窓口と教職員用窓口を設置して 

おり、窓口となる部署には必ず 1名以上の相談員（本部会員）が配属されている。2014 

年度の窓口相談実績は学生・教職員合わせて 1件であった。 

(3)ハラスメント相談についての対応 

上記事案については間接的な相談内容であったため、本部会としての直接的な介入 

は行わず、担当部署を中心に継続的に対応し経過を観察していくこととした。 

(4)ハラスメント相談に関する関連部署との連携体制について 

毎年本部会の課題として挙げられていた「関係部署との連携体制」については、第

1 回目となる連絡会を事務担当者レベルで開催した。参加した部署はハラスメント部

会、学生課、学生相談室、外部相談員からの 4名で行い、各部署等における実務内容

を中心に報告が行われ、今後の連携体制の可能性についても話し合いが行われた。そ

の結果、慎重な対応が求められる事案が多いことから、今後も継続して連絡会を開催

することとした。 

 

２．点検・評価 

・効果が上がっている事項 

(1)ハラスメント相談の対応について 

今年度の相談件数は 1件であったが、該当事案についても部会長（学長）主導の下、

部会を開催し迅速な対応が行われた。ハラスメント事案については、問題の早期対応、

解決が重要であることから、このような組織運営を引き続き継続していく。 

 

・改善すべき事項 

(1)関連部署の学生相談対応について 

関連部署との連携体制について、第 1回目となる連絡を事務レベルで開 催したが、

実際の各部署における相談事例を聞くと「どこからがハラスメント」で「どのレベル

でハラスメント部会が関与するのか」判断することが困難な事例が発生している。 

また、各部署に配属されている窓口相談員は、ハラスメント部会の部会員として対
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応しているというよりは、担当部署の担当者として相談に応じているケースがほとん

どである。相談内容によって相談員としての職務と担当部署の業務内容が複雑に交じ

り合うケースもあり、対応に苦慮している。 

(2)相談員の能力向上について 

教職員からの相談については、発生件数は少ないものの実際に相談員として担当す 

るメンバーが限定化しており、その他の相談員は相談実績がない状況であるため、担 

当者が不在の場合、適切な対応ができない恐れがある。 

 

３．将来に向けた発展方策 

・改善すべき事項 

(1)関連部署の学生相談対応について 

第 1回の連絡会を開催したことで、各部署における業務内容、事例報告等について

事務レベルで把握することができた。今後も継続して連絡会を行い、その内容を本部

会にて報告し、関連部署の連携体制について検討を行う。 

(2)相談員の能力向上について 

相談員としての能力向上については、外部セミナーによる研修や、実際の相談時に

サポート役として参加するなどの経験を積んでいくことが重要である。 

特に相談者が女性の場合、対応する担当者に女性を含めることが通例であることか

ら、女性相談員の能力向上に重点を置いて対応を検討していく。 
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【部署名】 内部質保証検討委員会 

 

１．2014年度の取り組み（現状の課題等） 

(1)大学運営方針の公表について 

本学における各種方針を本委員会にて決定し、明文化を図るため、大学ＨＰに「建

学の精神・教育目標・各種方針（①建学の精神②大学・学部等の目的③教育目標④大

学として求める教育像および教員組織の編成方針⑤大学学部・大学院の学位授与方針、

教育課程の編成方針および学生の受け入れ方針⑥学生の支援に関する方針⑦教育研

究環境の整備に関する方針⑧社会連携・社会貢献に関する方針⑨管理運営方針⑩内部

質保証の方針）」を掲載し、広く社会へ公表している。 

(2)大学ポートレート（私学版）の参加について 

日本私立学校振興財団・共済事業団より、各私立大学における教育情報の公開・活

用を主眼とした「大学ポートレート（私立大学版）」の作成協力依頼（参加任意）が

あり、本委員会で検討した結果、大学ポートレートへの参加を決定した。 

大学ポートレートの作成にあたっては、私学事業団との窓口を一本化（担当部署：

会計課）し、様式で指定された項目（教育・研究内容、大学の特色活動等）について、

関係部署がデータの作成を行い、取りまとめ内容を本委員会にて審議（公表データの

選定等）し決定した。なお、私学事業団へ提出した公表用データは 2014年 10月より

「大学ポートレート（私学版）」に掲載されている。 

(3)第 2期大学評価申請に関する取り組みについて 

次年度が大学評価申請となる 2014 年度では、本委員会下部組織である大学自己点

検・評価部会が中心となり作成した「大学評価申請用：各申請書、草案」について確

認を行い、2015年 1月 8日に大学基準協会へ提出を行った。 

(4)内部質保証体制の管理運営について 

本学の「教育目標・各種方針」に掲げられている「内部質保証の方針」のとおり、

建学の精神及び教育目標に基づき、教育・研究に関する諸活動について適切な水準を

維持し向上させるため、次に掲げる 6項目を重点項目と位置づけ、「国際武道大学 内

部質保証システム」に基づいたＰＤＣＡサイクルを機能させている。 

【重点項目 6方針】 

１．大学として求める教員像および教員組織の編成方針 

２．大学学部・大学院の学位授与方針、教育課程の編成実施方針および学生の受

け入れ方針 

３．学生の支援に関する方針 

４．教育研究環境の整備に関する方針 

５．社会連携・社会貢献に関する方針 

６．管理運営方針 
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２．点検・評価 

・効果が上がっている事項 

(1)内部質保証体制の管理運営について 

毎年、年度末に各部署が提出する「部署別自己点検・評価報告書」を下部組織であ

る大学自己点検・評価部会が点検・評価を行い、それを基に本委員会が改善策の策定

を行っている。この取り組みは継続的にシステム化されており、現状を把握すると共

に、到達目標の妥当性の吟味、評価項目の決定、評価項目に対する評価の視点等の確

定などを検証している。 

また、当該項目の点検・評価を行い、効果の上がっている点についてはその効果の

維持・向上を図り、改善すべき点については当該方策を検討するなどのＰＤＣＡサイ

クルを機能させ、内部質保証システムの有効的機能強化を図っている。 

 

３．将来に向けた発展方策 

・効果が上がっている事項 

(1)内部質保証体制の管理運営について 

建学の精神及び教育目標に基づき、高等教育機関としての質を保証するため、教

育・研究に関する諸活動について適切な水準を維持し向上させる。 

また、関連各部署との連携を更に強化するとともに、本学に適合した内部質保証の

在り方についても現状の体制を点検・評価し検証していくこととする。 
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【部署名】 大学自己点検・評価部会 

 

１．2014年度の取り組み（現状の課題等） 

(1)第 2期大学認証評価（2015年度）申請に係わる取り組みについて 

全教職員に対して、大学自己点検・評価部会、運営委員会及び教授会にて学内にお

ける「大学評価申請作業（スケジュール及び役割分担）」を周知した。 

また、評価申請における関係各部署の協力体制を強化し「点検・評価報告書（草案）」

を公益財団法人大学基準協会に提出した。 

その後、大学基準協会より提出した資料について修正等の指示があり、修正及び確

認を行い、本提出用（期日：2015年 4月 1日）の資料を作成した。 

併せて、第 3期認証評価に関連する研修会・セミナーに継続的に参加し、関連する

情報を得て各部会員に報告した。 

(2)研究業績集の更新について 

研究業績集の更新において、一部の教員による更新作業の遅れは見られたが更新作

業を行った。 

また、更新作業の促進をねらい、記入モデルの作成・配付及び各教員に個別で周知

するといった細やかな対応を行った。 

併せて、入力された情報の更新や確認作業についても、綿密な点検を行い研究業績

集の完成に向け積極的に取り組んだ。 

(3)2013年度部署別自己点検・評価報告書の点検・評価及び公表について 

関係各部署から提出された「2013年度部署別自己点検・評価報告書」について、報

告書点検・評価ワーキンググループにて、点検・評価を行った。 

また、各部署とのヒアリング、確認及び修正し報告書を完成させた。 

併せて、報告書を内部質保証検討委員会に報告し大学ＨＰにて公表した。 

(4)大学評価申請に関わる提出資料（点検・評価報告書）の作成について 

①公益財団法人大学基準協会担当職員による事前相談 

報告書点検・評価ワーキンググループにて作成した「点検・報告書（草案①）」を

送付し大学基準協会にて事前相談を行った。 

1回目の事前相談後、修正を加えた「点検・評価報告書（草案②）」を基に再度、事

前相談（2回目）を行った。 

上記以外にも事前相談の機会を設け、合計 3回の事前相談を行い「点検・報告書（草 

案）」を完成させた。 

②報告書点検・評価ワーキンググループによる点検・評価作業 

週 2回合計 20回の点検・評価を行い、提出資料を確認した。 

③報告書・基礎データ査読ワーキンググループによる確認作業 

報告書・基礎データ査読ワーキンググループによる確認作業を行い、結果を報告書

点検・評価ワーキンググループに報告した。 

(5)大学基礎データの作成について 

大学自己点検・評価部会の継続的な取り組みとして「大学基礎データ」の作成を関 
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係各部署へ依頼した。 

この大学基礎データは各部署で毎年同項目について集計しており、ＰＤＣＡサイク

ルの指標として活用している。また、第三者評価機関に提出する根拠資料データとし

ても活用している。 

 

２．点検・評価 

・効果が上がっている事項 

(1)研究業績集の更新について 

前年度の発展方策課題として掲げられていた「研究業績集の更新」については、記

入モデルの作成・配付及び各教員に個別に周知するといった研究業績集編集ワーキン

ググループの対応によって、研究業績集の更新を行うことができた。 

併せて、研究業績集の確認作業についても、綿密な点検や各教員に対する対

応が行われたことによって研究業績集の完成に結びついた。 

(2)第 3期認証評価に向けた情報収集及び共有 

第 3期認証評価の基本方針については、各種関係団体（文部科学省、公益財団法人

大学基準協会）による協議が進められている 

これらに関連する研修・セミナーに積極的に参加し、情報収集を行うことによって

第 3期認証評価の基本方針の動向を注視し、それらの情報を本部会にて報告すること

で各部会員が第 2期認証評価に関する知識・理解を深めることができた。 

 

３．将来に向けた発展方策 

(1)第 2期認証評価における実地調査等について 

実地調査については、学生や教職員の面談や施設設備に関する対応等、公益財団法

人大学基準協会の担当者に大学の積極的な取り組みや長所・短所を理解してもらうた

めにも、全教員及び各課・室等の協力体制が必要不可欠となるため、実地調査に向け

て各課・室等との事前準備を綿密に行っていく。 

(2)第 3期認証評価システムの決定に伴う大学自己点検・評価部会の取り組みについて 

現在、第 3期認証評価システムにおける評価項目や評価基準の検討が行われており、

平成 27年度中には新評価システムが決定予定である。 

第 3 期認証評価システムの運用は平成 30 年度からとなるが、運用前より内部質保

証システムを適切に機能させ、認証評価に関する準備・計画をしていく。 
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【部署名】 ＦＤ部会 

 

１．2014年度の取り組み（現状の課題等） 

(1)大学間連携共同教育推進事業（文部科学省補助金事業）の実施 

本事業にて毎年実施している「ＦＤ合宿セミナー」及び「ＳＤ研修会」等における

参加者について、昨年より多くの学生及び教職員が参加できるように検討した。 

また、本事業における連携ＩＲとして、ＦＤ部会による議論を重ね全学生対象に学 

習成果等アンケート調査を実施した。 

併せて、本学の教育及び質保証の向上に繋げることを目的として、広報誌「ＩＢＵ 

ＦＤ通信」を発刊し、本学におけるＦＤ活動の取り組みを学内教職員、ＦＤネットワ

ーク“つばさ”加盟校及び各種関係団体へ配付・周知した。 

(2)学内ＦＤ・ＳＤ研修会について 

前年度の改善事項の 1つとして、本学の特色を活かした研修会の開催が重要視され

ていたが「2020年オリンピック・パラリンピック東京大会に向けた取り組みと体育系

大学・学部の果たすべき役割」というテーマで、体育系大学に則した研修会を実施し

た。 

後期には 3年連続 3回目となる「救命処置講習」を行い「指導者が知っておくべき

救命処置～知っているよりできるようになる～」とテーマを変更した。 

また、各研修会については、本学ＨＰ及び「大学間連携共同教育推進事業（文部科

学省補助金事業）」であるＦＤネットワーク“つばさ”プロジェクトホームページに

掲載し本学の特色あるＦＤ・ＳＤ研修会を広く周知した。 

(3)大学ＨＰを活用した「学生による授業評価アンケート」の実施 

前後期の計 2回、「学生による授業評価アンケート」を実施した。 

また、アンケート集計結果については、総合的な集計を行い学長・副学長・学部長・ 

教務課に対するＣＤＲの配付や閲覧用の冊子を図書館に設置する等で公表した。 

併せて、各科目担当教員の集計システムから担当科目の集計結果およびフリーアン

サー（学生の意見・要望等）の閲覧や大学ＨＰにおけるアンケート対象科目（全科目）

毎の評価一覧（評価平均値）を公表した。 

(4)授業の総合的検討プロジェクトの実施 

2013年度に実施した「基礎実技指導法授業マルチメディア教材つくり」及び「初年

教育教材作成プロジェクト」は「授業の総合的検討プロジェクト」に統合し 2015 年

度開講科目（3年次生科目）を加え科目領域毎の担当者間で話し合った。 

 

２．点検・評価 

・効果が上がっている事項 

(1)大学間連携共同教育推進事業（文部科学省補助金事業）の実施について 

各研修会・セミナーにおいて、本部会員以外の教職員が参加し連携及び協働を推進

することができた。また、参加者数も 1名であるが増加することができた。 

また、連携ＩＲとしてＦＤネットワーク“つばさ”加盟校にて実施された「学修成
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果等アンケート調査」に参加することによって、学修成果の分析と活用を検討する機

会を得ることができた。 

併せて、本学広報誌「ＩＢＵ ＦＤ通信」を発行し、本学がどのようなＦＤ活動を

行ってきたか学内外が実施状況を認識しＦＤ活動の啓蒙・促進につながった。 

(2)大学ＨＰを活用した「学生による授業評価アンケート」の実施 

前後期の計 2回、調査を実施し、前年度を上回る回答率「前期 53.6％、後期 52.2％」

であり、後期においてはＷＥＢ回答化し、初めて 50％を超える結果となった。 

また、総合的な集計においても、概ね全ての項目で評価平均値を更新する結果とな

り、他大学にはない高い数値を示すことができた。 

(3)学内ＦＤ・ＳＤ研修会について 

前期に実施された研修会には教職員 77 名が参加しオリンピック・パラリンピック

東京大会に向けた知識・理解を深めることができた。 

また、後期に実施された研修会（救命処置講習）には教職員 64 名が参加し過去 3

年間で教職員の 74％が心肺蘇生法及びＡＥＤ使用方法を学び、安全体制の向上を図る

ことができた。 

また、定期的な実習が必要不可欠であると認識している教職員も多く、参加者から、

「1 年に 1 回ではなく頻繁に実施してほしい」という感想が毎回寄せられる研修会と

なっている。 

 

３．将来に向けた発展方策 

(1)大学間連携共同教育推進事業（文部科学省補助金事業）と本学ＦＤ・ＳＤの検討 

について 

本事業も 3期目を迎え、連携ＩＲとして「学修成果等アンケート調査」に参加でき 

本学におけるＦＤ・ＳＤも成熟期を迎えている。 

そして、各種取り組みや授業改善についても広報誌「ＩＢＵ ＦＤ通信」にて学内 

外に公表された。 

これらを踏まえ、今後は「大学間連携共同教育推進事業」、「授業の総合的検討プロ

ジェクト」、「ＷＥＢシラバスシステムの充実」及び「学内ＦＤ・ＳＤ研修会」等の各

種取り組みが連動し本学におけるＦＤ・ＳＤ活動がさらに発展していくため、当部会

が担う役割、方向性及び取り組みの検討を重ねる。 
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【部署名】 奨学金委員会 

 

１．2014年度の取り組み（現状の課題等）   

(1)各種奨学金の取り組みについて 

①前年度の改善すべき事項の取り組みについて 

1)スポーツ奨学金（ポイント執行について） 

スポーツ奨学金のポイント執行については、年度初めの教授会にて委員長より、

強化指定クラブの指定区分及びポイント使用等の説明があり、スポーツ奨学金の

趣旨・目的に合致した優秀な人材の確保について積極的に取り組んでほしい旨の

報告がされた。結果として、2015年度スポーツ奨学生（新入生）で執行したポイ

ント数は 56 ポイント（最大値：84 ポイント）であり、前年度比+3 ポイントとな

った。 

また、前年度複数回発生した奨学生の資質に欠ける資格停止等については、対

応策として奨学生の自覚を再度確認させるように監督及び部長への注意喚起を行

った。その結果、今年度の資質不良による資格停止者は 0名であった（進路変更：

1名）。 

2)スポーツ奨学金（継続審査基準について） 

学業成績による継続審査基準（年間修得単位数 30単位未満の者を指導対象者と

する規定）については、3年次終了時点での年間修得単位数が 30単位未満であっ

ても、次年度 30 単位未満の修得で卒業要件を満たす場合は、「指導・警告」の指

導対象外とすることとし、本件について該当する「国際武道大学スポーツ奨学金

内規」の一部改正を行った。 

②国際武道大学創立 20周年記念学生奨励金 

今年度は、特別奨励金（松前ｽﾎﾟｰﾂ・文化賞特別賞受賞者）1名、特別奨励金（学

業成績優秀者）4 名を松前重義記念奨学金委員会において決定し、卒業式にて表彰

並びに奨励金の給付を行った。 

③国際武道大学大学院奨学金 

大学院研究科委員会にて選出された候補者 3名（1年生 2名、2年生 1名）につ

いて、委員会にて慎重に審議し決定した。 

④国際武道大学スポーツ奨学金 

2015年度は各強化指定クラブから申請された新入生 34名（執行ポイント 56）を

本委員会にて慎重に審議しスポーツ奨学生として決定した（前年度執行ポイント数

53）。 

在学生（2～4年次生）については、継続審査（前年度の競技成績及び学業成績）

及び学費等納入状況の確認を行い本委員会にて慎重に審議した結果、2015年度奨学

生 2年次生 29名、3年次生 25名、4年次生 23名を決定した。 

なお、今年度中におけるスポーツ奨学生の資格停止（取消）は、進路変更による

1名のみであった。 

また、強化指定クラブの指定期間である 2年目を迎え、各クラブにおける 2年間
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分（2013年度・2014年度）の競技成績及び強化実績等の調査を行った。 

その結果、スポーツ奨学金制度の一部見直しが行われ、新規強化指定クラブの設

置（2団体）及び総ポイント数の変更（84ポイントから 102ポイント）等について 

2015年度より実施されることとなった。 

⑤国際武道大学私費留学生奨学金 

2014年度私費留学奨学生（在学生）について、国際交流部会より選出された 2名

を、本委員会にて慎重に審議し決定した。 

また、2014 年度新入生については、国際交流部会より選出された者を、本委員  

会にて慎重に審議し決定した (別科→学部武道学科 1名)。 

⑥国際武道大学別科奨学金 

2015 年度別科奨学金について、別科部会から選出された 12 名を、本委員会にて

慎重に審議し決定した。 

⑦国際武道大学島嶼部入学者奨学金 

2015年度島嶼部奨学生について、合格候補者選考会議より選出された 24名を、

本委員会にて慎重に審議し決定した。 

 ⑧強化指定選手スポーツ奨学金 

本奨学金対象学生（1名）が所属するクラブ団体（女子柔道部）からの申請があ

り、本委員会による慎重な審議の結果、2015年度の強化指定選手スポーツ奨学金が

決定した。 

 

２．点検・評価 

・効果が上がっている事項  

(1)スポーツ奨学金及び強化指定選手スポーツ奨学金の取り組みについて 

スポーツ奨学金については、強化指定クラブの見直しから 2年目を迎え、新たに強

化指定クラブとなった団体からの申請もあり、競技力に秀でた人材の確保が行われて

いる。 

昨年度改善事項に挙げられた、「奨学生としての資質に欠ける学生についての議題

（取り消し・停止等）」について、クラブ部長及び監督等に対し注意喚起を行った結

果、今年度、本件に該当する奨学生は 0名であった。 

また、強化指定選手スポーツ奨学金では、第 1号となる申請（女子柔道部）があり、

選考基準及び資格を十分に満たしていることから、選考の結果、対象学生を来年度（1

年間）強化指定選手スポーツ奨学生として決定した。 

 

・改善すべき事項 

(1)スポーツ奨学金について 

ポイントが配分された強化指定クラブにおいて、2 年間ポイント未執行のクラブが

数団体存在した。 

結果として該当する強化指定クラブは継続基準に準じて適切な区分へ再配置（区分

の降格）を行ったが、配分されたポイントについては、競技力に秀でた優秀な人材確
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保のために執行すべきである。 

(2)スポーツ奨学金継続審査について 

学業成績による継続審査基準（年間修得単位数 30 単位以上とする）に準じて審査

を実施した結果、下級学年で「指導」及び「警告」対象の奨学生は、上級学年に進級

しても処分対象者となる確率が高いため、きめ細やかな指導が必要である。 

 

３．将来に向けた発展方策 

・効果が上がっている事項 

(1)スポーツ奨学金及び強化指定選手スポーツ奨学金の取り組みについて 

スポーツ奨学金については、制度改正から 2年を迎えて、強化指定クラブにおける

全体の競技成績を 2年前の改正前と比べると改善後の成績が「同等・それ以上の好成

績」となる割合が高いことが判明した。来年度から、制度の一部改正により、強化指

定クラブ数及びポイント数が増加されるため、更なる優秀な人材確保に向けて学生募

集の強化に取り組む。 

また、「強化指定選手スポーツ奨学金」では、今年度受給学生が 1 名決定したこと

を受け、他のクラブにおいても本奨学金の目安となる資格基準を把握することができ

た。今後、更なる競技力向上に向けた取り組み及び学生の育成を行っていく。 

 

・改善すべき事項 

(1)スポーツ奨学金について 

ポイントを全く執行していない強化指定クラブについては、その事由が明確でない

まま処理されていることから、年度末に募集活動最終報告を実施するなどの対応を検

討していく。 

(2)スポーツ奨学金継続審査について 

単年度における修得単位数を基準としていることから、特に指導対象学生（在学生）

が在籍する強化指定クラブについては、年度及び学期初めにクラブ部長・監督から、

審査基準を十分に満たすように履修指導・注意喚起を行うこととする。 
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【部署名】 入試・広報委員会 

 

１．2014年度の取り組み（現状の課題等） 

(1)志願者及び入学者数について 

志願者は、2013 年度、2014 年度と 2 年連続して減少したが、入学者は、若干増と

なる 490名となった。一昨年度の課題となった学部入学者数の定員超過率 1.22倍は、

前年の 1.10倍、今年の 1.11倍となり改善された。 

今後も在籍学生数を収容定員に基づき適正に管理していくこととする。 

(2)学生募集について 

学生募集活動内容は基本的に前年度を継承した。従来のクラブ募集活動及び高校生

向け会場ガイダンス・各高等学校で開催される校内ガイダンス・模擬授業などに積極

的に参加した。 

(3)入学試験の実施について 

滞りなく実施した。天候不順の際に、携帯カイロの配付、試験会場入場時刻を繰り

上げる等の便宜をはかった。 

10 月ＡＯ入試・沖縄会場において、台風の影響による欠席者に対して、11 月ＡＯ

入試への振替をおこなった。 

(4)広報活動について 

広報活動は、印刷媒体として広報誌ＷＡＹ、全国高校総体全競技パンフレットへの

広告掲載など、また、ＷＡＹ媒体としては本学のオフィシャルサイトおよび各業者運

営のウエブサイトなどを通じておこなった。 

 

２．点検・評価 

・効果が上がっている事項 

(1)学生募集活動に関しては、従来より実施しているクラブ担当者による募集活動、オ 

ープンキャンパス、高校における校内ガイダンスや模擬授業など、高校生に直に接す 

る募集活動が効果を上げている。 

(2)高校でのガイダンスの開催日が大幅に重複する時期に、他部署からの応援により 

募集機会を確保できた。 

(3)オープンキャンパスにおいて、案内スタッフとして在学生が活動することが、来場

者にとって本学を理解するための有効な手段となっている。 

 

３．将来に向けた発展方策 

(1)体育科等を設置する高校及びスポーツによる教育を重要視している高校等を対象に、 

指定校推薦の指定校を選考し、本学のアドミッションポリシーに合致した入学者の確

保に努めたい。 

(2)志願者の減少の要因分析をおこない、増加に向けた対応をとり改善をはかる。たと

えば、各高等学校で開催される模擬授業などへは他大学よりもさらに積極的に参加す

るようにする。ガイダンスの依頼をより多く受けるようガイダンス関連各社に働きか
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ける。また、高校生に訴求力のある分野の担当教員にガイダンスへの協力依頼をおこ

なう。 

(3)将来に向けた発展方策として、動画コンテンツについて今後もその充実に努める。 
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【部署名】 教務部 

               

本委員会は、「教務委員会」のもとに「教職課程部会」及び「別科部会」を包括して

運営しているが、部署別活動報告にあたっては「教務委員会」と「教職課程部会」に分

け、それぞれの関係事項について以下のとおり報告する。なお、「別科部会」について

は、大学自己点検・評価部会からの指示に基づき、当該部会から別途報告する。 

   

◎ 教務委員会関係 

１．2014年度の取り組み（現状の課題等） 

昨年度に引き続き、中央教育審議会答申等に沿って学部段階の教育、いわゆる「学

士課程教育」の質保証・向上に向けて、「教育課程の体系化」、「単位制度の実質化」、

「教育方法の改善」及び「成績評価の厳格化」等を図るための取り組みを行った。 

さらに、2013年度から2学科に改組（収容定員関係学則変更）したことに伴い、教

務システムの改修とともに、「学生支援（カルテ）システム」、「Ｗｅｂ履修システ

ム」、「Ｗｅｂシラバスシステム」及び「学びの自己点検サイクル確立のための達成

度自己評価システム」等を構築し、これらを有機的に連動させたトータルシステムの

運用を開始した。 

 

(1)教育課程 

我が国の大学教育のシステムは、単位制度を採用しており、単位制度の実質化をさ

らに推進する必要に迫られている。このためには、シラバスの充実、キャップ制、Ｇ

ＰＡ制度の導入とその相互連携が重要である。シラバスにおいては「準備学習等につ

いての具体的な指示」、「到達目標」、「成績評価基準の明示」等を盛り込んでいく

必要がある。 

教務委員会はこれらを推進するため、その第 1段階として、2010年度にシラバスの

見直しに着手した。2014年度は様式を変更して 5年目を迎え、シラバスの内容は充実

してきており今後も継続していく。 

また、キャップ制、ＧＰＡ等の導入については、2013年度からの学科改組と同時に

導入し運用を開始した。2014年度は、キャップ制 49単位に対して 1年次生は平均 45

単位、2年次生は 44単位の履修申告単位数であった。これらは、事前に予測した単位

数と一致しており、学生の履修状況は順調に推移している。 

(2)カリキュラム 

2014 年度は、07 カリ、10 カリ、12 カリ及び 13 カリの 4 つのカリキュラムを同時

に運用した。このため、科目対応等については十分な確認と慎重な運用に努めた。13

カリに関しては、2 年目の運用であるため、カリキュラムの移行については特に注意

を払った。 

 

(3)時間割 

2015年度の時間割編成については、１・2・3年次生が新カリ、4年次生が旧カリと
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なり、昨年度にまして多くの科目が「科目対応」を図るため、学生・教職員にわかり

やすく、かつ合理的に編成するかに重点をおき作成した。 

 

２０１４年９月２５日 

教務委員会 

 

２０１５年度 時間割編成基本方針（案） 

 

１．授業時間の確保のため、水曜日の 4時限目を利用する。 

２．授業時間の確保のため、5時限目を利用することがある。 〔 移行期間 〕 

３．3コマ以上連続の担当もあり得る。 〔 移行期間 〕 

（移行期間の数年間は、ある程度の負担をお願いする場合がある。） 

４．研究日の確保を保証するものではない。 〔 移行期間 〕 

（できる限りの配慮はするが、やむを得ない場合があることをご了解願いたい。 

移行期間は、ある程度の負担をお願いする場合がある。） 

５．原則として、新旧科目対応表に基づき時間割を編成する。ただし、科目によっ 

ては次の対応を図ることがある。 

ア．新旧科目対応表において、同一セメスターに新旧両方を開講する科目（○● 

マーク）は、新カリ科目のみ開講し読み替える場合がある。 

イ．対応科目のない旧カリ科目は、原則 2015年度まで開講する予定である。 

しかし、当該科目の修得状況、履修者数の状況、教員の負担度等を総合的に 

勘案し、標準履修年次を越えた科目は、開講数の調整または開講しないこと 

がある。 

 

以 上 

                                        

(4)学士課程教育の質的転換のための、創立 30周年記念事業「学生支援システム」の構

築 

学生が主体的に問題を発見し解を見いだしていく能動的学修（アクティブ・ラーニ

ング）への転換を図るため、2013年度に「学生支援（カルテ）システム」、「Ｗｅｂ

履修システム」及び「Ｗｅｂシラバスシステム」の開発・導入を行った。 

さらに 2014年度は、学生の主体的な学修を支援し、学士課程教育の質的転換を好

循環させるために、文部科学省「私立大学等教育研究活性化設備整備費補助金」の採

択を得て、「学びの自己点検サイクル確立のための達成度自己評価システム」（いわ

ゆるポートフォリオシステム）の本格運用を開始した。これにより、「国際武道大学 

学生支援システム」（資料 1）が完成し、本学の「学位授与方針（ディプロマ・ポリ

シー）」、「教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）」に沿った、確

かな「学士力」を備えた人材を育成している。 
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２．点検・評価 

 ・効果が上がっている事項 

(1)単位制度の実質化 

単位制度の実質化をさらに推進するため、シラバスの改革を実行し着実に効果が上

がっている。 

これにより、キャップ制、ＧＰＡの導入等、客観的な仕組みを段階的に導入するこ

とができた。 

(2) 創立 30周年記念事業「国際武道大学 学生支援システム」（資料 1）が完成し次

のとおり効果を上げている。 

・「学生支援(カルテ)システム」 

教員と学生が意思疎通を図りつつ、教員間でこれらの情報を共有することで、

よりきめ細やかな学生指導を継続している。 

・「Ｗｅｂシラバスシステム」 

シラバスの他に、指導学習計画及び映像資料等を搭載したことにより、学生が

授業のための事前の準備や事後の復習などを主体的に行えるようになった。 

・「Ｗｅｂ履修システム」 

   必修科目やクラス別に分かれて受講する科目は、教務部で事前に登録設定して

おくことで、学生はナビゲーションに従って操作するだけで、主要科目の履修申

告が可能なシステムである。このことにより、学生は各自が将来進もうとするコ

ースの専門科目の選択に集中でき、体系的なカリキュラムを主体的に履修できる

ものとなった。また、従来あった単純な申告ミスもなくなった。 

・「学びの自己点検サイクル確立のための達成度自己評価システム」 

学生に自らの学びを計画的に組み立てていく学修姿勢を身に付けさせ主体的な

学修を担保し、能動的学修（アクティブ・ラーニング）への転換を加速させるシス

テムである。また、学生一人一人の学びの状況を視覚的に把握しやすくすることで、

それぞれの教員が担当学生の状況を的確に分析し、教職員がチームとして学修支援

にあたる組織的体制を構築するものであり、2014年度から本格運用を開始した。 

 

・改善すべき事項 

演習Ⅰ及び演習Ⅱ 

2015年度から開始される演習については、従来（旧カリ）の演習とは異なる形式で

授業化された。学生は、演習Ⅰにおいては 5 演習、演習Ⅱにおいては 12 演習から選

択する。 

授業は准教授が主担当となり実施するが、教授をはじめすべての教員がかかわり、

学生は各自の興味や志向に沿って、さまざまな教員の指導を受けることができる。 

この授業形態は今までにない全く新しいものであるため、これらをいかに円滑に実

施するかが課題である。 
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３．将来に向けた発展方策 

中央教育審議会は、「学士課程教育の構築」が、我が国の将来にとって喫緊の課題

であるという認識に立っており、学士課程教育の質的転換に向けた課題として「大学

による改革努力」、「プログラムとしての学士課程教育の概念の定着」、「学修支援

環境の整備」、「高等教育と初等中等教育の接続」、「地域社会や企業など、社会と

大学の接続」をあげている。これらの答申に沿うべく、今後本学の教育課程を次のと

おり発展させていく。 

 

(1)認証評価結果等に係るカリキュラム改編等 

各学科を特徴づける教育目標にかかわる、基礎専門及び展開専門科目での具体的な

コアカリキュラムの明示及びキャップ制については、大学基準協会から助言を受けて

いる事項でもあり、ＧＰＡ制度の導入とあわせて、2013 年度からの「収容定員関係

学則変更」（学科改組）と同時に改善を図った。単位制度の実質化についてもさらに

推進するため、シラバスの改革を実行し着実に効果が上がっている。これにより、キ

ャップ制、ＧＰＡの導入等、客観的な仕組みを段階的に導入することが可能となり、

2013年度から本格運用を開始しており今後も継続していく。 

また、カリキュラムに関しても不断の見直しを行い、体系的な教育課程を維持して

いく。 

(2)学士課程教育の質的転換 

学生の主体的な学修を促す具体的な教育の在り方は、それぞれの大学の機能や特  

色、学生の状況等に応じて様々である。しかし、従来の教育とは質の異なるこのよう

な学修のためには、学生に授業のための事前の準備（資料の下調べや読書、思考、学

生同士のディスカッション、他の専門家等とのコミュニケーション等）、授業の受講

（教員の直接指導、その中での教員と学生、学生同士の対話や意思疎通）や事後の展

開（授業内容の確認や理解の深化のための探究等）を促す教育上の工夫、インターン

シップやサービス・ラーニング、留学体験といった教室外学修プログラム等の提供が

必要である。 

本学ではこれらに対応するため、2013年度から新カリキュラムの体系を「初年次教 

育科目」、「総合科目」、「コミュニケーションツール科目」、「キャリア教育科目」 

及び「専門科目」から構成し、特に「専門科目」は「武道学科」6コース、「体育学 

科」8コースを設置し、幅広い学修を担保できるよう構築し、中教審答申に掲げる学 

士教育課程の質的転換に向けて、飛躍的なスピードで改革を推進している。 

教務委員会は、これらの目標に向けて、学生の履修登録から学修目標到達までを、 

きめ細やかな対応を図り総合的に支援するため、「国際武道大学 学生支援システ 

ム」（資料１）を構築し運用を開始した。今後は、このシステムをさらに成熟させる 

とともに、学生・教職員に十分に浸透させ活用を促進することで、新カリキュラムを 

円滑に運用し、本学の「学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）」、「教育課程の編 

成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）」に沿った、確かな「学士力」を備えた人 

材養成を支援していく。 
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(3)演習Ⅰ及び演習Ⅱ 

2015年度から開始される演習については、従来（旧カリ）の演習とは異なる授業形

態で授業化された。この授業形態は今までにない全く新しいものであるため、授業を

実施しながら慎重に検討し調整していく。 

 

◎ 教職課程部会関係 

１．2014年度の取り組み（現状の課題等） 

(1)教職課程全般 

本年度は、計 10 回の教職課程部会を開催した。本学教職課程は、「学び続ける教

員像」を軸に、質の高い教員の輩出を目指している。本年度に報告があった教員採用

試験合格者（卒業生を含む）は公私立をあわせて 46 名であった。このうち現役合格

者は 3名（公立高校 1名、中学 2名）であった。教員免許状一括申請授与者数は、高

免一種 154 名、中免一種 152 名、高専修 0 名、中専修 0 名、小学校二種 14 名であっ

た。 

「教職実践演習（中・高）」の開講が 2年目を迎えた。教職実践演習は、教職課程

の他の授業科目の履修や教職課程外での様々な活動を通じて、学生が身に付けた資質

能力が、教員として最小限必要な資質能力として有機的に統合され、形成されたかに

ついて、課程認定大学が自らの養成する教員像や到達目標等に照らして最終的に確認

するものであり、いわば全学年を通じた「学びの軌跡の集大成」として位置付けられ

るものである。学生はこの科目の履修を通じて、将来教員になる上で自己にとって何

が課題であるのかを自覚し、必要に応じて不足している知識や技能等を補い、その定

着を図ることにより教職生活を円滑にスタートできるようになることが期待される。

このため、課程認定大学としての知見を結集して理論と実践の有機的な統合が図られ

るよう、履修カルテを作成し学習過程や内容の整理・蓄積を行うとともに、知識技能

の修得度を確認するために模擬授業等を実施した。さらに学校教育活動全体の流れを

理解するために学校教育活動にも参加・指導にあたり、これらを通じて教員としての

資質（使命感や責任感、教育的愛情、対人関係能力、教科指導力等）を確認した。 

(2)教職クラス制度の導入 

「教育実習プレセミナー」および「教職実践演習(中・高)」は、「ゼミ・メンバー

をコア・メンバーとし、その他の学生を各教員に均等に割り振る」（『「教職実践演

習」の展開について』2009 年 3 月 26 日より）に基づき運営してきたが、その前提と

なる演習制度が変更され、コア・メンバーが不在となるため、「教育実習プレセミナ

ー」「教職実践演習(中・高)」を円滑に運営する必要上、教職履修学生の 3、4 年次

を通じたクラス編成方法としての「教職クラス」制度を導入することとした（『2013

年度第 5回教職課程部会報告書』2013年 10月 22日より）。 

教職クラスは、6 名の教員がそれぞれの専門性を生かし、2 年間を通じて「教師と

しての実践的指導力」が身に付くよう指導することによって、教員養成をより充実さ

せるものである。 

また、教職クラスは 6名の担当教員による説明を教職履修学生に対して行い、教職
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履修学生が第 1希望から第 6希望まで希望調査に回答することによって、所属する教

職クラスを決定する方式としたため、結果として学生ニーズへの配慮原理が働くこと

で、教職課程の質の保証の大きな柱の一つである教職課程の授業の質の改善とその保

証に資するものと思われる。 

(3)教職塾（教員採用試験対策特別講座）の継続開講 

平成24年8月28日中央教育審議会答申「教職生活の全体を通じた教員の資質能 力

の総合的な向上方策について」の中で、「これからの教員に求められる資質能力」と

して、次のとおり掲げられている。 

○これからの社会で求められる人材像を踏まえた教育の展開、学校現場の諸課題へ

の対応を図るためには、社会からの尊敬・信頼を受ける教員、思考力・判断力

・表現力等を育成する実践的指導力を有する教員、困難な課題に同僚と協働し、

地域と連携して対応する教員が必要である。 

○また、教職生活全体を通じて、実践的指導力等を高めるとともに、社会の急速な

進展の中で、知識・技能の絶えざる刷新が必要であることから、教員が探究力

を持ち、学び続ける存在であることが不可欠である(「学び続ける教員像」の確

立)。 

教職課程部会では、「教職実践演習」で、教員としての資質能力を確認するこ

とと平行して、これら中教審答申で求められている教員を養成し、教員採用試

験合格を支援するため、教職塾（教員採用試験対策特別講座）を継続開講した。 

(4)小学校教諭二種免許状取得プログラム 

2013年度から、従来の淑徳大学通信教育部に加えて、新たに明星大学通信教育部と

の提携を開始した。2014年度は48名の学生が小学校教諭二種免許状取得を目指めざし

プログラムに参加した。なお、本年度の二種免許状取得者は14名であった。 

(5)教員免許状更新講習 

2014年度は、「必修領域」及び「選択領域」両方の講習を実施した。 

○必修領域 12時間 2014年 8月 21日(木)～22日(金) 

「教育の最新事情」受講 42名 

○選択領域 18時間 2014年 8月 18日(月)～20日(水) 

「安全に楽しめる剣道の指導法」受講者 8名 

「学校体育における球技の指導実践について」受講者 36名 

(6)教育実習オリエンテーション、教育実習Ⅰ・Ⅱの内容の改善 

教職オリエンテーション、教育実習Ⅰ・Ⅱで行われる教育実習事前・事後指導の内

容を改善した。 

教職オリエンテーションでは、教職課程の目的や教職の意義について確認するとと

もに、実践的指導力を身につけた教員になるための情報提供を行った。特に教職履修

全学生を対象に、教員採用試験現役合格者の講演を行った。 

教育実習Ⅰ・Ⅱでは、実践的な内容を多く取り入れることによって、実践的指導力

の確認を行った。 
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(7)科目等履修生の指導 

教職志望の科目等履修生の指導の充実を図った。具体的には、教職志望の科目等履

修生全員に対して、教育実習前（4～5月中）の期間において、教育実習プレセミナー

にスチューデント・アシスタントとして参加させ、模擬授業を実施した。 

 

２．点検・評価   

・効果が上がっている事項 

(1)教職課程部会の組織間連携 

教職課程部会と就職課との連携により、地域の学校での教育体験活動の実施や卒   

業後の講師及び臨時職員斡旋等が機能している。 

(2)教員免許状更新講習 

継続的な実施により、大学の使命の一つである社会貢献を成し得ている。 

(3)小学校教諭二種免許状取得プログラム 

教員採用試験現役合格者輩出のために、制度上、重要な役割を果たしている。 

(4)教職塾（教員採用試験対策特別講座） 

2014 年度における教職塾は 12 回の講座を開講し、延べ 902 名の学生が参加した。

受講生は全員が本気で教職に取り組む姿勢を見せ、本学の目指す教員養成を大いに 

前進させることに貢献する講座となった。 

(5)教職課程全般を通しての教員養成 

教育実習プレセミナーという本学独自の取り組みと科目等履修学生のスチューデ

ント・アシスタントとしての参加により、教員志望学生の実践的指導力を高めること

ができた。「ちば！教職たまごプロジェクト」等の教育体験活動への積極的な参加を

引き続き教員志望学生に促し、実質的な活動の結果、教員志望学生の実践的指導力を

高めることができた。 

 

・改善すべき事項 

(1)教職ＦＤの継続的充実 

専門職としての教員は、根拠に基づいて養成しなければならない。2012 年 8 月 28

日に中央教育審議会答申「教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方

策について」に示された「学び続ける教員」の育成のためにも、研究力・社会貢献力

という根拠に基づいた教員養成が求められている。教員養成のための教育力は、研究

力と社会貢献力との相乗効果により実効性が担保されるため、公正かつ真正な現状の

把握と改善策を検討する必要がある。 

(2)本学大学院との接続の継続的検討 

本学大学院との接続において、いわゆる「ストレートマスター問題」を生じさせな

いための方策を検討していく。 
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３．将来に向けた発展方策  

・教職課程の質保証  

(1)教職履修学生の学びの質の保証 

教職課程における履修カルテを、「学生支援システム（学生カルテ）」「学びの自

己点検サイクル確立のための達成度自己評価システム」（いわゆるポートフォリオシ

ステム）に統合的に発展させ、自らの学びを省察・深化できる教職履修学生を育成す

る。 

(2)教職課程の授業の質の保証 

大学全体で行っている 2014 年度後期授業評価アンケートの結果、「総合的に判断

して、良い授業であった」に関して、教職入門 4.23、教育原理 4.41、教育心理学 4.33、

教育社会学 4.41、道徳教育の指導法 4.31、特別活動論 4.35、教育方法論 4.31、生徒

指導論 4.40、教育相談 4.39、保健体育科教育法Ⅲ3.90、保健体育科教育法Ⅲ4.57、

保健体育科教育法Ⅳ4.54、保健体育科教育法Ⅳ4.47、介護理論 4.22、介護理論 4.52

であった。これらのデータを有効に活用して、実質的な教職課程の授業の質の保証を

検討する。 
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【部署名】 別科部会 

 

１．2014年度の取り組み（現状の課題等） 

(1)課外活動の状況について 

2011年度から、毎月柔道及び剣道担当教員に別科生の部活動状況報告書の提出を求

め、課外活動の状況把握に努めてきた。なお、剣道・柔道以外の課外活動に関しては、

個人の自由時間に参加するように指導している。 

(2)地域との国際交流 

2014 年度も勝浦市立清海小学校及びいすみ市立長者小学校での国際交流会へ参加

し、地元小学生と積極的に交流を図った。 

2010年度から継続して、一宮学園（千葉県長生郡児童養護施設）及び槇の木学園（千

葉県特別支援養護学校）の障害児童へのボランティア活動を行ってきたが、更に 2014

年度は海水浴、プールでの水遊びの指導及びクリスマス会等へ活動の場を広げた。 

(3)別科生の学生生活サポート 

留学生の生活指導として、国際室が毎月 2回ミーティングを行い、規則並びにスケ 

ジュール等の説明を行っている。また、国際交流会館における生活相談等についても、

このミーティングを活用し、話し合いの場を設けている。 

(4)日本語能力の向上及び日本の文化、歴史、武道への理解 

日本語能力については、平仮名、カタカナ及び 200字程度の漢字を含め、日本語で 

日常会話ができることを所期の到達目標とした。 

また日本文化Ⅲ、Ⅳでは広く日本文化を理解することを目的として、「歌舞伎鑑賞 

教室・東京都庁見学」、「千葉県立房総のむらでの体験学習」、「鎌倉学外授業」、「益子 

での作陶体験・古民家生活体験学習」、「江戸東京博物館・浅草寺見学」等の体験学習、 

学外授業を行った。日本の武道と生活文化へのより深い理解を目的として「少林寺拳 

法」、「居合道」、「茶道」、「華道」等をそれらの歴史の学習と同時に、各界の特別講師 

により体験学習を行った。 

(5)修了後の進路について 

2014年度別科生の中には本学の学部または大学院進学を検討する者もいたが、経 

済状況及び年齢等を考慮して進学を断念せざるを得なかった。学部及び大学院への進

学者がいなかったものの、2 名がさらなる剣道の修錬を目的として本学の科目等履修

生になることを希望したため、学部の授業を理解できるようになることを目的として

漢字学習をサポートした。 

 

２．点検・評価 

・効果が上がっていること 

(1)課外活動の状況について 

2014年度は一年を通じて部活動への参加状況が良く、朝稽古・寒稽古への参加も積

極的に行われてきた。別科入学の初志を貫いていると言える。 

2015年 5月の第 16回世界剣道選手権大会に、本年度別科生並びに別科修了生が多 
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く出場する。これは本学での学習の成果であり、大会での活躍が期待される。 

剣道専攻の別科生の中には居合道に興味のある者が多く、彼らは授業と部活動を優

先しつつ居合道の稽古に励み、昇段審査を受け研鑽に努めた。また、第 47 回東日本

学生居合道大会にも出場した。 

(2)地域との国際交流 

前述の国際交流会では、保護者や千葉県教育関係者から「児童が世界への理解と関

心を持ち、学習意欲が高まった」と高い評価を得た。また、別科生には児童から感謝

の手紙等が届き、交流の成果を実感している。 

障害児童へのボランティア活動では学園からも感謝され、社会貢献となった。 

(3)別科生の学生生活サポート 

国際室では、毎月 2回のミーティングの他に随時、生活相談を受け付けており、学

生生活をサポートしている。 

アルバイト希望者には、資格外活動許可証を確認したうえで授業等に支障がない範 

囲で行うよう指導している。 

(4)日本語能力の向上及び日本の文化、歴史、武道への理解 

日本語能力について別科修了時には、全員が日本語での日常会話ができ、平仮名、 

カタカナ及び漢字 200字程度の文章能力を身につけ所期の目標を達成した。 

「益子の作陶体験・古民家生活体験学習」は、日本文化歴史を実感できる貴重な 

体験活動であった。 

また、特別講師による「少林寺拳法」、「居合道」、「茶道」、「華道」等の体験学習を 

通じて、日本の武道と生活文化へのより深い理解が得られた。 

 

・改善すべき事項  

(1)情報公開について 

別科修了生等は、ＳＮＳ等を通じて世界各地で学生同士の情報を共有し互いの絆を 

深めているが、本学にも有益な情報は大学を経由せず埋もれているものが多数存在し

ているため、大学が管理運営するコミュニティツールの開設が望まれる。 

(2)異文化コミュニケーションの授業参加 

2014年度後期に別科生は、学部の異文化コミュニケーションの授業参加という貴重

な体験ができた。この授業をきっかけとして、大学院入学を真剣に考えた別科生も現

れた。進学希望者には、自分が専門として進みたい学部または大学院の体験授業とな

る機会を提供したいと考える。 

 

３．将来に向けた発展方策 

(1)情報公開について 

世界各地で活躍している別科修了生の情報（各国の道場便り等、試合結果等）を大 

学のホームページで共有できるようにするか、大学のホームページとは別に柔軟な情

報発信が可能なＳＮＳの活用など検討していく。 
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(2)別科武道専修課程について 

別科の教育の目的に則り、武道を柱に、日本語及び日本文化の研修を志す留学生に

武道実技の基礎を段階的に修得させることで、学部進学に繋がるような充実した別科

武道専修課程を築き上げていく。 
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【部署名】 学生部 

 

１．2014年度の取り組み（現状の課題等） 

市民に温かく迎えられ共に歩んできた本学は、開学から 30 年を経て様々な問題と

直面するようになっている。社会情勢の変化や少子化問題と相まって、住民感情も開

学当初からは大きく変化したようである。その一つが、市民から大学に寄せられる苦

情である。 

バイクの運転や駐輪、アパートのゴミ処理、騒音問題など、生活環境に関わるマナ

ーやルールについては常々注意を促しているが、改善に向けて苦労しているのが実情

である。 

  このような問題に対しては、事前指導をしつつも事後対応となっていた。そこで昨

年度からは、新たな方策として「シルバー人材を活用しての駅前駐輪の整理」、「青パ

トの導入」や「交通安全教室の見直し」等に着手し、さらには学生アパートでの事件

事故防止のため、定期的な防犯パトロールを実施してきた。あわせて、警備会社との

連携による防犯ネットワークの構築を検討してきたが、まだ道半ばの状況である。 

  学生自身が社会の一員として一市民であることを自覚し、自らが社会に貢献できる

人材となれるように、これまで以上の指導・教育・啓蒙が必要である。 

なお、学友会総務委員によるクリーン作戦・Ｐ作戦や、有志学生による児童登校時

の交通指導等学生自身の積極的取り組みは大いに評価できるものである。今後、この

様な学生の自発的な活動の輪が広がることに期待している。 

各部会の主な活動は以下の通りである。 

(1)交通安全部会 

交通安全に関わる諸種の施策により、運転者である学生本人及び地域住民の方々の

安全を守ることに努めた。 

① 勝浦市シルバー人材を活用した駅前公共駐輪場・本学専用駐輪場の指導・整理

（週末実施） 

② 3年次生原付バイク安全点検（今年度から実施 エンジンをかけた状態での整 

備点検） 

③ 新入生対象交通安全教室（入学時オリエンテーションにて、スケアードストレ

イト形式による指導） 

④ 交通マナー向上週間（月例で 1週間の平日、幟旗を設置するとともに、教職員

が学外各所に立って注意喚起） 

⑤ 今年度の新たな試みとして、一層の安全を企図し、新入学生に対して自転車に 

    よる通学を推奨した。 

⑥防犯パトロール（平日朝昼夕、学外をルートパトロール） 

(2)表彰・懲戒部会 

善行・学業成績優秀者の表彰及び内規と先例に基づく処分・指導等を行った。 

また、学科改編に伴い学業成績優秀者の表彰人数が削減されたが、学生の授業に対

する意欲喚起等を考慮し、武道学科 2名、体育学科 5名に増やすことにした。 
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(3)学生生活支援部会 

①「学生に対する市民等からの苦情・抗議等」の中から、交通問題以外のものを 

対象として対応を検討した。 

②大学祭については、部会員 3名が担当者となり、計画・実行の各段階において 

実行委員会及び学生の活動をサポートした。 

(4)課外活動支援部会 

①学友会各所属団体予算を編成・執行した。 

②学友会及び関連会議（指導者会議、協議会、学生代表委員会）を運営・補助し 

た。 

③ 松前スポーツ・文化賞表彰式を開催した。 

④ リーダーズキャンプを実施した。 

⑤ 部費の前年度決算書提出を義務化した。  

⑥継続活動の他には、昨今、発生する学友会公認団体における様々なトラブルの 

再発防止及び、より健全・適切・安全な活動環境を整備するため、『国際武道 

大学学友会所属公認団体管理・指導のガイドライン』（案）並びに『国際武道 

大学学友会公認団体懲戒処分に関る内規』（案）を作成し、次年度施行を目指 

した。 

 

２．点検・評価 

各部署における点検・評価の内容は、以下の通りである。これまでの経緯と実情を

検証しながら、マイナス面を克服して改善できるように努めたい。 

・効果が上がっている事項 

(1)交通安全部会 

①勝浦市シルバー人材センターへの業務委託による駐輪指導・整理を週末、ゴー 

ルデンウィーク、夏期・冬期の長期休暇などに実施し、市民からも一定の評価

を得ている。 

②エンジンをかけた状態での安全点検を実施した結果、駐輪中のバイクを点検す 

る従前の「原付バイク安全点検」では、未整備車両が若干減少した。 

③交通マナー向上週間において、教職員が路上に立つだけでなく、迷惑運転の注 

意喚起を謳った幟旗を設置することにより、従前以上に注意喚起効果が上がっ

ている。 

④新入学生に対して自転車による通学を推奨した結果、例年 80％台半ばで推移し 

ていた原付バイクの登録率が 71％まで低減し、一定の成果を得ることができた。 

⑤防犯パトロールでは、勝浦警察署管内の全防犯パトロール隊との連絡協議会に 

も参加している。 

情報交換の中、他のパトロール隊の目にとまった学生の危険運転などの情報を 

いただくこともあり、指摘された点にも充分に留意しつつ、パトロールを実施 

した。 
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(2)表彰・懲戒部会 

昨年度より、停学処分中の学生に対して学内で指導教員や職員からの課題に取り組

ませることにより、学生の意識や態度が変わっていく様子を確認でき、効果的な指導

になっている。 

(3)学生生活支援部会 

①貴重品ロッカーの利用率は少しずつ上がっている。但し、残念ながら学内盗難 

は減少していないので、更に対策検討の余地がある。 

②青パトによる防犯パトロールは、パトロール車に住民が直接苦情を申し出る機 

会ともなり、問題の早期発見につながっている。 

(4)課外活動支援部会 

①各クラブ・団体から部費の年度決算書提出の義務化が定着し、部費の適正な運 

用状況を確認することが可能になった。 

②松前スポーツ・文化賞の実質的内容を考慮して、今年度より学友会の取り扱い 

事項とされ、円滑に運用された。 

  

・改善すべき事項 

(1)交通安全部会 

①駅前に本学専用駐輪場として一定の面積を充てられているが、各部の大会等が 

重なる時期には所定のスペースに入りきれなくなる。そのため、勝浦駅に対し 

て駐輪場の拡充を要望しているが、暫くは、駅を利用する際には極力バイクの 

利用を控えるよう一層の指導が必要である。 

②「原付バイク安全点検」に関し、3年次生のみを対象としたが、今後 2年次生 

以上を対象としたものへの拡大も検討したい。 

なお、1年次生については、ほとんどが新車であることから、対象外とする。 

(2)学生生活支援部会 

①多人数の都合を合わせることが困難で、昼休みという短い時間しか集まること 

が出来ず、意見や感想の発言が差し控えられた感が否めないことから、部会の 

小規模化が望まれる。 

②充実した学生生活実態調査を定期的に行い、問題の早期発見に努めたい。 

(3)課外活動支援部会 

リコンディショニングルームは、昨年同様登録トレーナー（学生）の協力を得なが 

ら運営され、選手や現場のニーズに応える積極的なサポートが充実している。 

しかし、今年度途中より学校医不在となり、登録トレーナーの活動が制限される恐 

れがある。 

今後、リコンディショニングルーム利用者に対するサポートと傷害予防活動が低迷

することがないよう、登録トレーナーチームの主管を学友会から健康管理室に移行す

るなどの対策を検討する必要がある。 
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３．将来に向けた発展方策 

安全で安心できる学生生活が送れるよう、また、学生自らが生活改善に努めながら

学業や課外活動に専念できるよう、大学全体として学生指導に取り組むことが不可欠

である。 

(1)交通安全部会 

①今後も、より一層の創意工夫を凝らした具体的施策を継続的に検討し実施して 

いく。 

②今年度新入学生に関して一定の成果を得た自転車利用の推奨については、次年 

度以降も継続し、バイク事故などの一層の低減を図る。 

(2)表彰・懲戒部会 

①現在、この部会で表彰と懲戒を併せて取り扱っているが、 実際は懲戒に関する 

内容が中心であり、表彰については学業成績優秀者だけである。 

学生の意識を高めていくためにも、表彰に関してもっと広い観点を持つこと 

が必要であり、そのために表彰部門を独立させることを検討する。 

②懲戒審議事案の他、学生生活支援部会で取り扱っている学生に関わる市民から 

の苦情、また、それ以外にも学生課で対処している事件・事故など学生指導を 

要する問題が多方面にあることから、これらの対応を一元化し、懲戒処分・学 

生指導・再発防止策などを総括的に取り扱う部会の設置を検討する。 

(3)学生生活支援部会 

①学生に関わる諸問題（交通・ゴミ・騒音・ハラスメント等）を意識させる調査 

内容で、学生生活実態調査を定期的に実施する。 

②生活指導・注意喚起・諸連絡など、学友会のクラブ単位で施されることが多い 

が、これが行き届かない無所属の学生への支援体制を検討していく。 

(4)課外活動支援部会 

学友会における管理・指導等の方針の統一基準として『国際武道大学学友会所属公

認団体管理・指導のガイドライン』（案）、並びに『国際武道大学学友会公認団体懲戒

処分に関る内規』（案）を施行し、全団体の共通理解の元、より健全・適切・安全な

管理・指導環境整備に臨む。 
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【部署名】 就職部 

 

１．2014年度の取り組み（現状） 

(1)低学年への支援について 

就職部では 1・2 年次生の授業科目「キャリアデザインⅠ・Ⅱ・Ⅲ」に連動させた

支援事業に取り組んでいる。特に 2 年次生に対しては、「大学入学の目的と将来への

夢」を考察させるための特別講演「2年生の今だから学べること」を開催した。 

(2)キャリア支援の取り組みについて 

大学が実施するキャリア教育と並行し、キャリア形成支援冊子「就勝ＢＯＯＫ2014」

を 3年次生全員に配付し参考資料として活用させた。 

支援イベントでは、前年度に引き続き、重要な内容は必須参加の月例開催とし、こ

れらのガイダンスを基盤に各種「進路（就職）支援行事」を展開した。特に 3年次生

については、年度当初に「就勝オープニングセミナー（出陣式挙行）」を開催し、意

識の高揚を図った。 

本学学生の進路は、企業、教職、公務員の 3方向へと大別される。 

企業就職希望者へは学内での会社説明会を合同、または単体で適宜開催し、学生に

斬新な採用情報の提供をおこなった。また、就職試験に欠かせないエントリーシート

対策等の指導をはじめ、将来のキャリアデザインに向けた「自己理解」等の講座を数

次にわたり開講した。 

近年の学力低下への対策として２年次生を対象に「基礎学力向上講座」を 5月上旬

から全 15 回開講した。また、企業就職希望者を対象に就職活動ノウハウを伝授する

「就活ゼミ」全 15講座を開講した。 

特に、本学では警察官や消防官への志望者が多いことから採用試験に特化した「警

察官・消防官試験対策講座」全 36回を開講した。その他、教員採用試験対策として、

教職課程委員会が中心となり「教職塾」を開催し、それに連動した形で教務課におい

て「教員採用模擬試験」を実施した。近年、人材を求められている介護職志望者に対

し学内で「介護職員初任者研修講座」を全 19回開講した。 

その他、生きるための哲学を伝授する「オヤジ・オフクロのセミナー」や、早期離

職を回避させるために開発した営業ロールプレイング【目で見るインターンシップ】

を開講するなど、他大学では実施していない異色の取り組みを行った。また、社会へ

巣立つ学生の言語マナーの必要性と、正しい日本語表現が重要であることから「マナ

ー講座」や「日本語検定」を実施した。 

学生への求人情報の提供については、求人検索システム「武大ナビ」を活用させる

とともに、就職課員による進路相談を随時実施したほか、ハローワークのキャリアカ

ウンセラーによる進路相談・就職斡旋を週 1回の割合で実施した。また、就職課員が

全国の企業・公務の担当者から求人情報を収集するとともに、新聞社・就職情報各社

が主催する企業との情報交換会へ参加し採用情報を収集した。 

特に、本学では 4年次生への個別での就職支援を徹底している。体育系大学特有の

部活を終えてからの出遅れた就職活動学生に対し真摯に対応している。4 年次生の 9
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月に開催するガイダンスで進路調査を行い、未内定者に対して、就職課のサポートを

希望する学生を受け付ける。その後、サポート希望者全員に対し、電話連絡で状況を

報告させ、停滞している学生を面談し、紹介・斡旋を行う。マッチしない場合は新規

に企業開拓を行うなど、その大半の就職先が決定するまで根気強く支援を展開してい

る。 

(3)学生への支援体制について 

就職課に学生専用パソコン、無料コピーサービス（タダコピ）を配備しているほか

図書館と連携した就職関連資料の提供を行っている。 

本学には学科・専攻及び専門種目から選任された教員組織からなる「就職委員会」

があり、月例で会議を開催し適正なキャリア支援の運営を行っている。事務組織では

就職課に職員 4名を配備し、そこに数年前からハローワークからの専門員を招聘して

支援体制を固めている。ハローワークのＣＤＡ（キャリア・デベロップメント・アド

バイザー）資格保持者であるジョブサポーター1 名と、スチューデントコンサルタン

トの資格を持つ就職課員 1名により「学生支援相談」の体制が整っている。） 

(4)キャリア関連行事への学生動員について 

支援行事への案内については、学生の自主性と責任感を促すために掲示版閲覧の強

化に努め、併せてメール配信や本学ホームページに掲載して参加を促した。 

特に、3年次生対象の千葉県内 28大学合同の千葉県大学就職指導会が主催する「就

活応援セミナー」や、大手情報会社が主催する「合同企業セミナー」への引率、また、

4年次生の就職未決定者への就職フォローとして、千葉県大学就職指導会が 6月と 10

月の計 2回主催する「合同企業セミナー」への引率を行なった。その他、保護者から

子息・子女にキャリア支援行事への参加を促してもらうため、「後援会だより」に関

連記事を掲載した。 

(5)進路状況の把握について 

就職課ではウェブ上での進路報告を指導している。しかしながらシステムへのログ

インや端末操作等の手間から報告者が少なく、状況把握が困難となっている。このこ

とから 12月中に演習担当教員の協力のもと 4年生全員に対する進路調査を実施した。 

進路調査は、卒業時点での決定情報を最終としてはいるものの、卒業後も活動者（公

立中・高等学校非常勤講師等）の動向把握に努めている。 

 

２．点 検・評 価 

・効果が上がっている事項 

(1)低学年への支援について 

教務部ではキャリア教育授業科目「キャリアデザインⅠ・Ⅱ・Ⅲ」において当該学

年に対し「ステップアップ」を配付し解説を行ったところ、学生が普段使用している

スポーツ用品等を例に挙げ、その製造・生産・流通・販売といった物の流れを理解さ

せて様々な業界との関わりを気づかせることができた。このことはスポーツに間接的

に関わる業種が豊富なことや身近なものから業界・職種研究ができることを理解させ、

就職部が実施する 2年次から 3年次への支援と連動させる効果があった。 
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(2)キャリア支援の取り組みについて 

「就勝オープニングセミナー」では、学長以下、学部を挙げての学生への激励は大

変効果的であった。大学として開催したことに意義があり、学生の反応が良く就業観

の醸成に大きな効果があったと判断する。 

また、各種支援イベントについては本年度も外部機関との連携を密にし、相互の有

効性を図りながら実施した結果、各機関の担当者から直接指導を受けることができた。 

特に教職関係では教職課程委員会の構成員に就職課職員が加わることで斬新な情

報の把握と情報の共有が可能となっている。 

その他、後援会（保護者会）協力による「オヤジ・オフクロのセミナー」では、保

護者に講演をお願いし、自身の体験を基に職業観や就職後の仕事への取り組み等につ

いて語っていただいた。その結果、学生と保護者間の距離を引き寄せ、身近に人生の

大先輩がいることを認識させることが出来た。肉親という身近な存在で人生の大先輩

である親が自らの仕事に対する情熱と生き様を語り、多くの学生が共感したことに意

義がある。これにより学生が親に対して畏敬の念を抱き、家族間のコミュニケーショ

ンを促進させ、親子間で情報を共有することで進路選択が容易になったと考える。 

(3)学生への支援体制について 

「就職委員会」における適正なキャリア支援の運営と就職課の学生支援は学生から

好評である。大学の求人検索システム「武大ナビ」は約 8,000社からの求人があった。

また、Ｕターン希望者には就職課に開設した「ハローワーク」の求人情報が役立って

いる。 

就職未決定学生に対しては学内にて未決定者向けの就職フォローセミナーを開催

するほか、千葉県大学就職指導会主催の「就職セミナー」に大学バスで学生引率を行

った。また、同時に就職課員の個別による就職紹介・斡旋が行われており、その効果

が就職決定率に顕著に表れている。これらのことから、本学での進路支援体制は充分

に整っていると判断する。 

(4)学生動員について 

キャリア支援行事への学生動員について、就職課では支援行事開催毎に掲示とメー

ルを配信し周知を徹底している。本学での多くの支援イベントの中で、特に重要な内

容のガイダンスは月 1回のペースで開催した。必須参加のため、各ガイダンスの平均

出席率は 85％強を維持している。 

(5)進路状況の把握について 

就職部での徹底した実施調査を行う他、演習担当教員の協力と進路システムでの活

動報告と併せ、就職課員による個別での状況把握が功を奏している。 

 

・改善すべき事項 

(1)低学年への支援について 

キャリア教育が授業化し就職部では現状での支援を継続する。特に改善を必要と 

する点は見当たらない。 
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(2)キャリア支援の取り組みについて 

これまで特色ある大学作りを目指し、国際武道大学の強みとなる売り（教員・警察・

消防等の貢献度の高い業種への就職）を強化し、その目的達成に向けた支援プログラ

ムの整備と強化を図り検証を重ねてきたが、現時点では改善すべき点は見当たらない。 

(3)学生への支援体制について 

これまでの支援強化により支援体制は妥当であると思われる。現時点では改善すべ

き点は見当たらないが、今後も益々多様化する学生の動きや社会のニーズを見極めな

がら検証を行っていく必要がある。 

(4)ガイダンス等への学生動員について 

当初、学生の二極化を回避させるために実施した必須ガイダンスは、参加学生全員

を支援の対象としたことで大きな効果がみられた。その反面、任意参加での企業セミ

ナーや各種イベントでは参加率が低く、今後も課題として捉えていく。 

(5)進路（就職）決定情報収集の改善 

学生が行なうウェブ上での進路決定報告はＩＤやパスワードが必要であり、操作上

の手間から学生が容易に報告しない現状にある。利便性は高いが利用度が低いため、

システム操作について指導を加える必要がある。また、学生が報告し易い環境の整備

とシステム操作の指導や個別面談の強化を課題として継続する。 

 

３．将来に向けた発展方策 

(1)低学年に対するキャリア支援について 

低学年からの継続的なキャリア教育の構築に向けて教職員間の情報交換や協力体

制を構築することで、本学学生の充実した就職活動が可能となる。これまで 3年次生

に集中していたキャリア支援行事を各学年に分散することで、学事への支障を回避し、

学生の本分である学業及び研究活動に専念させる。 

(2)キャリア支援の取り組みについて 

今後も社会が求める優秀な人材の輩出へ向けた努力が必要である。本学は建学の精

神を基盤とした秩序ある学風を堅持し、時代のニーズに対応できる人材を育成しなけ

ればならない。特に、これまでの取り組みをベースとして貢献度の高い教職や保安・

公安職等、又は企業やスポーツ関連業界におけるリーダー的役割を担う人材を輩出す

るための特色的なプログラムを開発するなど、引き続き発展的に展開していくことが

望まれる。 

また、保護者に大学の「キャリア支援」の理解を求め協力を仰ぐことが大切であり、

「各種公務員セミナー」、「教員採用セミナー」、「企業セミナー」等の内容の充実もこ

れまでどおりに推進する必要がある。 

また、外部団体との交流は、これまでどおり企業の人事採用担当者との「就職懇談

会」を開催して相互の情報交換を図っていく。 

(3)学生への支援体制について 

支援体制は整ったが将来的には学生の動線を考慮し、キャンパス内における担当部

署としての就職課の位置的環境の検討を要する。 
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(4)キャリア関連行事への学生動員について 

既存の進路システム機能（武大ナビ）をフル活用させるための周知（学生・保護者

宛）を行なう。 

現在は重要事項のガイダンスは必須扱いだが、これは全ての学生に将来を考察させ、

二極化の回避を目的とするものであり、今後も継続的に発展させていく。 

(5)進路状況の把握について 

個別面談を実施しての進路状況把握と併せ、学生の自発的な報告が出来る環境を整

備する必要がある。 
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【部署名】 総合情報委員会 

  

 １．2014 年度の取り組み（現状の課題等） 

 2014 年度の取り組みは、次のとおりである。 

(1)災害によって大学サーバーが利用不能になった場合の対応準備 

 (2)ホームページ、メールアカウント、ポータルサイト及び各部署のシステム等のネッ 

トワーク管理 

 (3)図書館利用方法等についての指導 

 (4)老朽化に伴う事務用ＰＣ機器の入れ替えを実施〔教務課、国際室、9号館〕 

 (5)ホームページサーバ（プライマリ）の経年劣化に伴う入れ替えを実施 

 (6)事務系ファイルサーバの経年劣化に伴う入れ替えを実施 

 (7)Windows ＸＰ及び Microsoft Office 2003 の製品サポートを終了に伴う対応の継 

  続 

 (8)英文ホームページを作成し WEB上に公開 

 (9)学内 LAN認証システム（SecureMatrix）のバージョンアップを実施 

(10)除籍図書の処理方法について、規程事務量を抑制しながら実施する方法を継続し 

検討する。 

 

２．点検・評価 

・効果が上がっている事項 

(1) 英文のホームページを作成し情報を公開したことで海外から別科等の問合せが 

増加した。 

(2)武道・スポーツ関連の資料として、過去・現在における武道・スポーツ関係の漫画 

を所蔵したことにより学生からの好評を得ており、昨年度に引き続き多くの利用者 

が来館した。 

(3)「ＷＥＢシラバスシステム」と「図書検索システム（ＷＥＢ ＯＰＡＣ）」とのリン 

ク環境を維持し、教科書や参考書の蔵書検索の利便性を高めていることにより、学 

生の予習・復習等に役立っている。 

(4) 2012年度から変更した研究費購入図書の処理方法を維持し、委員会で慎重審議の 

うえ本学の専門性からは離れるものを抑制制限することにより事務量の軽減を図 

った。 

 

・改善すべき事項 

(1)学内ＬＡＮ光回線が経年劣化してきているため、近年中の計画的な入れ替えを検討 

する。 

(2)退職者からの図書館返還図書に対する除籍手続きを進め、蔵書と蔵書スペースの有 

効活用と事務量の削減を行う。 

(3)スペースを確保し、また震災対策として書棚を削減するため、2015年度に制定され 

る規程に基づき本会が語学文法書の一部などの除籍手続きを実施検討する。除籍規程 
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等を制定し除籍図書の処理方法について、事務量を抑制しながら実施する方法を更に 

検討する。 

 

３．将来に向けた発展方策 

・改善すべき事項 

(1) 大学ホームページを通じた国内外への情報発信内容を充実させる。 

(2) インターネットを通じて全文検索が可能となり、国会図書館も蔵書をデジタル化し 

貸出実施等の検討に入っている状況下で、メディアセンターとしての大学図書館がど

のように情報を蓄積し発信していくべきか、継続して検討準備する。 
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【部署名】 地域交流部会 

 

１．2014年度の取り組み（現状の課題等） 

(1)地域活動への派遣実績 

・地域活動協力依頼は合計 120件であった。 

(2)公開講座の実施 

 ・2講座（文化教室・体験教室）7教室全 11日（1教室 1日減）、総受講者数延 107 

名（昨年度延 80名）の参加があった。今年度は公開講座の担当者を全学で募集し、 

2名の教員から応募があり、文化教室では「スポーツと宗教」、体験講座では「健康 

レク体操教室」を開講した。また、文化教室で「カンボジアの楽しい歩き方」、「フ 

ランスワインの基礎知識」といったこれまでにないタイトルの教室を実施した。 

(3)高大連携の推進 

 ・勝浦若潮高等学校（大学授業体験講座「産業社会と人間」）へ 2名の講師を派遣し 

た。 

(4)勝浦スポーツコミュニティ（ＫＳＣ）の継続 

 ・昨年度より実施している勝浦市との共同事業である、ＫＳＣを今年度も開催した。 

新規教室として「陸上競技教室」、「親子体操教室」を実施し、これまでの「器械運 

動教室」、「新体操教室」、「タグラグビー教室」と合わせて 5教室を開講した。また、 

ＫＳＣウィンターキャンプも開催し、レクリエーション教室および味の素ナショナ 

ルトレーニングセンターの見学、Ｖリーグの観戦を実施した。 

 

２．点検・評価 

・効果が上がっている事項 

(1)定期的継続的な地域活動支援の増加 

 ・昨年度は 106件の依頼があり、依頼数は 14件（約 13%）増の状況である。毎年、 

定期的に依頼を受けている事業には、同じ本学教職員の派遣が実施されており、継 

続的な事業に関わる地域との協力依頼－協力受諾の体制はここ数年一定の効果が 

見られている。また、それに付随した学生による地域貢献も定着しつつある。 

 

・改善すべき事項 

(1)公開講座の実施内容・方法の検討 

 ・昨年同様、公開講座の受講者数は増加したものの、体験教室の特定の種目において 

  応募者が極端に減少している状況を考えると、公開講座の教室内容、対象者及び実 

  施時期についての検討が必要である。 

 

３．将来に向けた発展方策 

(1)本学における社会活動に関わる専門部署の設置 

 ・来年度新設予定の社会活動支援課、オリンピック・パラリンピック支援課との連携 

と勝浦市との包括的提携を視野に入れ、これまでの地域貢献に加え、オリンピッ 
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ク・パラリンピックのキャンプ地誘致など、今後、多様化する地域交流の形態に対 

応すべく準備を進める。 
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【部署名】 国際交流部会 

 

１．2014年度の取り組み（現状の課題等） 

(1)交換留学の受入れ及び派遣 

2014 年度交換留学生の受入れは、前期 1 名（前年度比-4）、後期 1 カ国 2 名（前年

度比-3）であった。前期の内訳は、龍仁大學校（大韓民国）から 1名を受入れた。後

期の内訳は、国立体育大学（台湾）から 2名を受入れた。交換留学生の受入れは、近

年龍仁大學校及び国立体育大学に限定されてきたがそれらの２大学でさえも本学へ

の派遣者数を減らし、2015年度前期からの新規交換留学生の受入れがないことが確定

している。 

2014 年度交換留学生の派遣は、前期 1 名（前年度比+1）、後期 2 カ国 3 名（前年度

比±0）であった。前期の内訳はコンコーディア大学（米国）へ 1 名、後期の内訳は

コンコーディア大学へ 1名及び龍仁大學校へ 2名であった。交換留学希望者の留学先

傾向は、英語圏が多数を占めることには変わりがないものの、英語圏以外となる龍仁

大學校への派遣は約 3年ぶりであり、交換留学派遣先の多様性として良い兆しと捉え

ている。 

(2)短期外国人研修生 

2014 年度短期外国人研修生の受入れは、のべ 21 カ国 343 名（前年比＋77）であっ

た。種目別受入れ数は、柔道 21カ国 302名（前年度比＋105）、弓道 4カ国 30名（前

年度比＋6）、剣道 2 カ国 3 名（前年度比－40）及びその他 8 名（前年度比＋4）であ

った。短期研修生の種目は例年同様柔道が多数を占めている。 

(3)短期スポーツ文化交流 

スポーツ交流は、本学剣道部指導者 3 名の引率のもと学生 20 名が龍仁大學校を訪

問し、剣道を通じて交流を行った（期間：2014 年 9 月 29 日～10 月 2 日）。また龍仁

大學校柔道部指導者 2 名及び学生 16 名が来学し、合同練習及び試合等を通じて親善

交流を行った（期間：2014年 12月 8日～11日）。 

なお、文化交流としては、オーストラリア研修を計画したが、学生の参加希望者が

いなかったため取りやめた。 

 

２．点検・評価 

・効果が上がっている事項 

(1)交換留学 

派遣学生は、外国語による意思疎通・自己表現能力、異文化に対する適応力等を高

め、人間的に成長がみられる。 

交換留学生の派遣は、米国及び韓国への留学希望者が多数を占めてきたが、2015

年度から極東連邦大学（ロシア）へも派遣することが決定し、留学先が多様化した。 

(2)短期外国人研修生の受入れ 

短期外国人研修生として、オリンピックや世界大会出場レベルの選手が来学し、そ

れらの選手と練習することで学生の競技力向上を図り、国際感覚を養うことができた。  
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(3)短期スポーツ文化交流 

スポーツ交流は龍仁大學校と定期的に行っており、相互に国際友情を育み異文化 

を理解する良い機会となっている。 

 

・改善すべき事項 

(1)交換留学 

本学との交換留学の協定を締結している協定大学は、5つの国や地域に７大学ある 

が、近年、本学に学生を派遣してくる大学は、龍仁大學校及び国立体育大学に限定さ 

れてきた。本学から外国の大学へ送り出す学生は、多様化している一方で受入れ学生 

もさらに多くの大学から受け入れられるよう今後方策を検討する。 

    

３．将来に向けた発展方策 

(1)交換留学 

各協定大学からの受入れ学生数が減少している現状を分析し、今後留学生を増やす

方策を検討する。 

また、次年度以降、留学生を派遣している協定大学を訪問し、相互の関係強化を図 

る。 

(2)短期外国人研修生 

短期外国人研修生の受入れでは、2015年度には東京で世界剣道選手権大会、また 

2016年度には、リオデジャネイロ・オリンピックが開催されるため、これら剣道・柔

道等の強化合宿を受入れ、武道・スポーツの発展及び国際貢献を推進する。 
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【部署名】 研究支援委員会（3部会も含む） 

 

１．2014年度の取り組み（現状の課題等） 

研究支援委員会の下に、研究所運営部会、研究倫理部会、紀要編集部会が位置づけ

られている。本報告書には、これら部会のものも併せて記載する。 

（1）大学教育研究支援について（研究支援委員会・研究所運営部会関係） 

①2013年度プロジェクトの研究成果の発表 

研究所プロジェクト3件の研究成果を『研究所年報』第19号に掲載した。 

大学教育研究プロジェクトの4件（一般公募1件を含む）の研究成果を『国際武

道大学研究紀要』第29号の「教育研究活動」のページに掲載した。 

2013年度の大学教育研究プロジェクト4件と研究所プロジェクト3件（一般公募

を含む）の研究成果を研究所内の掲示板にポスター発表した（2014年9月～2015

年2月）。 

②2014年度プロジェクトの実施推進 

大学教育研究プロジェクト（スポーツ医科学2件、スポーツの振興1件、一般公

募1件の計4件）、研究所プロジェクト（武道文化1件、武道科学1件、武道振興1

件の計3件）の実施のために各種手続きを行った。 

③2015年度プロジェクトの決定 

大学教育研究プロジェクトと研究所プロジェクトは、学部の新カリキュラムの

進行、大学院の改組もあるので、2013年度、2014年度は単年度としたが、2015年

度からは最長3年の複数年の計画を認めることとし、一般公募研究と合わせて募集

要項を決定し公募した。研究支援委員会と研究所運営部会との合同会議で、それ

らの応募申請書の研究計画と予算額に関して、各2名の委員の審査を割り振り、5

つの項目で審査・採点をし、合同会議で採否と予算額を決定した。申請書に具体

的な記述の追加や要求費目について修正を求めたものがあったが、申請者からそ

れらの修正・追加を認めて、大学教育研究プロジェクト6件、研究所プロジェクト

3件の採用と予算額を決定した。 

④2014年度科研費応募準備助成金の決定 

昨年度応募の科研費審査結果の開示を踏まえ、科研費応募準備助成金の審査を

行い、3名（評価Ａ1名）への助成を決定した。なお助成金に採択された1名は今年

度科研費に応募した。 

⑤2014年度の研究支援センター業務全般について 

    以下の3部会の活動及び研究支援センター事務室の業務に関して報告を受け、

それらを了承した。 

⑥研究所研究概要について 

『研究所研究概要（1986～2013）において、「研究所の研究―過去・現在・将

来」と題して、人文系・武道指導系、運動基礎実験系、トレーニング・競技力向

上系の3部門で、各施設・設備を紹介するとともに、各研究室で行っている研究の
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過去・現在・将来の希望の話し合いを掲載した。さらに『武道科学研究センター

年報』第1～7号、『研究所年報』第１～28号の全目次を掲載した。 

 

ア）研究所関連事業について（研究所運営部会） 

①研究所客員研究員について 

研究所活動（古流剣術研究、海外武道事情研究・普及）への協力のため、2名に

客員研究員を委嘱した。 

②『武道・スポーツ科学研究所年報』について 

第19号は、2013年度研究所プロジェクトの研究報告3論文及び「研究所情報」に

は、客員研究員の研修報告１篇など71頁。6月30日に刊行（500冊）。関係機関・

関係者に配付するとともに、目次と各論稿の要旨を研究所サイトで公開した。 

イ）研究倫理について（研究倫理部会）  

①「研究倫理審査についての説明」の配付について 

「研究倫理審査についての説明」（改訂版）、「観血的手法を伴う実験につい

ての研究倫理指針」を、4月初めに教職員・大学院生に向けて配付し、周知徹底を

図った。 

②2014年度研究倫理審査について 

「国際武道大学研究倫理規程」、国際武道大学「ヒトを対象とする研究」倫理

規則、国際武道大学「動物を対象とする研究」倫理規則に基づき、教員からは11

件の研究倫理申請、大学院生（科目等履修生を含む）からは、指導教員の責任下

で2件の申請があり、主査1名、副査2名の審査会を編成し、その報告書を全委員に

メール配信し審査を行い、全13件を承認（3件条件付、4件助言付）した。 

③学部生の研究倫理登録、研究倫理審査について 

学部生の研究については、倫理審査に代え指導教員から登録をすることになっ

ている。2014年度は、4教員から9件の登録申請があった。 

④研究完了報告書について 

研究倫理審査において承認された研究課題のうち、今年度内に完了した教員15

件、大学院生1件の研究完了報告書が提出されたので、受理・保管している。 

⑤「研究倫理に関する補足説明」について 

    これまでの研究倫理審査の過程で条件・助言がついた案件を踏まえて、「研究

倫理に関する補足説明」文書を整理した。今後は全教員に対して研究倫理に関す

る注意喚起を行う。 

⑥公的研究費の取扱いについて 

研究倫理全般にわたる内容と併せ、公的研究費の取扱いに関する研修会（2014

年9月17日）に担当者を派遣した。 

また、文部科学省の通達に従って、「公的研究費の取扱いに関する規則」の改

正及び「行動規範」の制定を行った。 
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ウ）『国際武道大学研究紀要』第30号について（紀要編集部会） 

①第30号の編集について 

第30号は、原著論文4編、短報2編、研究報告4編、資料2編、展望1編、その他2

編、プロジェクト報告書4編など149頁。原著論文は査読者2名の審査、他は1名の

査読を経て、紀要部会が編集し、2015年3月末に刊行した（500冊）。 

（5）研究支援センター事務室関連事業について 

2014年度の研究支援センター事務室（以下、「事務室」と略記）には、センター

長（研究所長が兼務）、事務職員2名、非常勤職員１名（研究所104付）が配置され

て、上記の委員会・部会活動の事務処理と、以下の業務を行った。 

① 新入生メディカルチェックについて 

オリエンテーション時に、新入生全員を対象とする運動のためのメディカルチ

ェックを、専任教員4名、非常勤職員1名、学外専門家4名に委嘱、学生トレーナー

32名の協力を受けて実施した。前年度3月末実施のプレメディカルチェックと合わ

せて、新入生全員に対して、激しい運動を開始する前に23項目の検査・診断・助

言を行って障害予防を図った。 

 

② 研究所施設使用受け付け及び教室設置機器の鍵の管理について 

研究所2Ｆ206会議室、4Ｆ405教室の使用に関する受付及び管理、及び5号館、8

号館、9号館の教室設置機器（マイク・ビデオ等）の鍵の管理を行った。 

③ プロジェクト研究費、科学研究費助成事業（科研費）の執行事務について 

2014年度の大学教育研究プロジェクト研究費11件、研究所プロジェクト研究費5

件、科学研究費補助金2件の執行事務を、所定の執行申し合わせ事項に従って行っ

た。科研費の購入物品については検収業務も併せて行った。 

④ 研究の情報発信ならびに研究交流について 

『研究紀要』第30号、『研究所年報』第19号の編集事務作業を行うとともに、

これらを関係機関・関係者、希望者に送付した。 

また、2014年6月と11月に大学ホームページ上の研究所専用サイトの内容を更新

した。「プロジェクト研究」の項に、2014年度の大学教育研究と研究所の両プロ

ジェクト研究の情報を、「国際武道大学研究紀要」の項に第29号の目次と要旨を、

「研究所年報」の項に第19号の目次と要旨を、それぞれ追加掲載した。 

情報センターの主体事業であるが、機関リポジトリにより、『研究所年報』第

19号（2013年度）を大学ホームページで公開した。 

さらに、関係機関・他大学からの公募・研究情報等を学内に伝達するとともに、

研究紀要類は図書館に渡し、ＧＰ報告書類は当事務室で保管している。 

⑤ 科学研究費助成事業（科研費）の申請業務について 

2014年度科学研究費補助金は、継続1件（挑戦的萌芽研究1件）、新規採択1件（若

手研究（Ｂ））、研究分担者分担金1件（他大学：挑戦的萌芽研究）についての事

務処理を行った。 
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2015年度科学研究費助成事業には、基盤研究(Ｂ)1件、基盤研究(Ｃ）4件、挑戦

的萌芽研究1件、若手研究（Ｂ）2件、の計8件の申請業務をした。 

⑥ 研究倫理審査の運用業務について 

研究倫理審査（教員11件、大学院生2件）及び学部生卒業研究の研究登録（9件）

の事務業務を行った。（審査と運用に関しては（2）参照） 

⑦非常勤職員の雇用について 

研究所104リコンディショニング室の運営と学部生・大学院生の指導のために、

非常勤職員各1名を雇用し、週4日勤務とした。 

⑧9号館トレーニングルームの運営について 

9号館１階ＦＴルーム（月～金；9：00～21：30 土；9：00～12：00）、地階Ｓ

Ｔルーム（月～金；15：00～21：30）の運営には、トレーニング専門の助手１名

が当たり、１階ＦＴルームの受け付け業務は、事務室の職員2名及び助手（任期制）

1名・非常勤職員2名が交代で担当（9時～17時まで）し、17時以降は助手の監督下

でアルバイト学生（登録・実働27名；15時～22時終業清掃時間を含む）が担当し

た。 

また、本年度のＦＴルームの利用者は、延べ19,626名、ＳＴルームの利用者は、

延べ11,010名（3月31日集計）であった。 

 

２．点検・評価 

・効果が上っている事項 

（1）大学の教育研究活動支援について 

①各種研究活動について 

大学教育研究プロジェクト、研究所プロジェクト、科学研究費助成事業研究、

また研究所の研究を中心として、本学の教育研究が活発となるように支援し、効

果が上がった。学内のプロジェクト採択の審査では、委員から各申請書にかなり

意見が付くようになり、研究計画がよりよいものに仕上げられ、予算も効率的な

ものに絞られた点は評価できる。 

②大学ＨＰにおける研究所サイトの開設について 

大学公式ホームページ上の研究所サイトを開設したことにより、研究所を中心

に本学の教育研究内容を広く情報を発信できるようになった。 

（2）研究所の活動について 

大学教育研究プロジェクトについて 

大学教育研究プロジェクトの研究分野の多様化を図り、幅広い研究ができるよ

うにした。また、研究期間を2015年度から最長3年の計画を認めることとした。 

（3）研究倫理審査について 

①研究倫理審査について 

「研究倫理審査についての説明」（改訂版）、「観血的手法を伴う実験につい

ての研究倫理指針」によって、趣旨と申請の仕方が周知され、研究倫理の向上が
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図られている。 

②研究倫理審査の運用内規について 

研究倫理審査の運用内規のとおり、申請から10日以内に審査結果を申請者に通

知することができ、円滑な研究の推進に寄与できた。 

③研究完了報告書について 

研究完了報告書の提出については、昨年度届出書式を定めたことで提出率が大

きく改善された。 

④紀要投稿論文について 

今年度の紀要投稿論文については、研究倫理上の問題が指摘されるものは無か

った。全教員に向け「研究倫理に関する補足説明」を配布し注意喚起したことが

有効であったと考える。 

⑤公的研究費の取り扱いについて 

「公的研究費の取扱いに関する規則」の改正及び「行動規範」の制定により、

不正防止に関する組織的対応を図ることができた。 

（4）研究支援センター事務室関連事業について 

①新入生メディカルチェックについて 

新入生・編入生485名全員に対して23項目のチェック（検査・診断・助言）を行

い、その内、要注意の学生91名にはより詳しい再検査をし、リコンディショニン

グの処方をした。授業や部活動で激しい運動を開始する前にコンディショニング

指導を行うとともに、部コーチへの情報伝達や個人のデータを管理して障害予防

に役立てている。 

②研究支援センター事務室の業務について 

研究支援センター事務室の業務により、学内教育活動推進と学内外との研究交

流、学外へ情報発信を活発に行うことが出来た。 

③研究員の受け入れについて 

現行の「国際武道大学附属武道・スポーツ研究所規程」においては、学外から

の研究者の受け入れについて、客員研究員及び嘱託研究員のみに限定しているが、

新たに「研究員」（いわゆる一般研究員）について規定したことで、より幅広い

受け入れ態勢の準備を整えることができた。 

④武道論集について【前年度：発展方策事項】 

『武道論集Ⅰ～Ⅲ』、『武道論集（英語版）Vol.1～2』は、大学公式ホームペ

ージで希望者に送付する旨案内しており、国内外から請求があった。 

 

・改善すべき事項 

(1)研究倫理の周知徹底と遵守について 

研究倫理の遵守については、本学においても鋭意取り組み、その効果も表れている

と評価するが、引き続きその徹底を図る必要がある。なお、文部科学省の示す「研究

活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に沿った学内規程の制定及
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び研究倫理教育の実施等の検討が急がれる。 

(2)機関リポジトリでの論稿公開について 

「研究所年報」については、既に大学ホームページに掲載しているが、「研究紀要」

については未だ公開するに至っていない。速やかに実施すべく努力する。 

 

３.将来に向けた発展方策 

・改善すべき事項 

(1)新たな研究体制及び研究課題への取り組み 

2013年度から学部改組とカリキュラム改編、さらに2014年度には大学院のカリキュ

ラム改編が進められている。これは、社会における武道・スポーツへの要請が多様化

していることに対応するものである。本学における研究活動も、時代の流れに沿った

多様な視点からのアプローチが望まれるところである。 

特に武道を教育の柱とする本学では、例えば2012年度より実施されている中学校に 

おける武道の必修授業についてのより良い方向付け等、本学の特性を活かした研究課

題について、組織的に取り組む体制を整えていく。 

(2)研究所の設備・機器の刷新について 

前年度も改善すべき事項として挙げた設備・機器の刷新であるが、研究活動に支障

をきたさぬよう、継続して計画的に着手する。 

(3)大学全体の研究活動の活性化に向けて 

研究プロジェクトの成果報告等、本学の研究活動については、研究所ホームページ 

への掲載等により公開に努めているが、各教員の研究成果について教員及び学生への 

情報共有のあり方も工夫が必要である。これにより、研究上の連携と教育指導の活性 

化を図る。 
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【部署名】 健康管理委員会 

 

１．2014年度の取り組み（現状の課題等） 

(1) 学生相談業務の実施 

・学生相談室専任相談員（非常勤、臨床心理士）を配置している。 

・年間を通じて 5名の教員兼任相談員と上記 1名の専任相談員で対応している。 

・専任相談員による相談は、週 1日、木曜日の 13時 30分～17時 30分としている。 

・教員兼任相談員による相談は、原則として月曜日～金曜日の 9 時～18 時（土曜日、

日曜日、その他の休日及び月曜日～金曜日の時間外については予約相談のみに対応）

としている。 

・来談者は延べ数 64人であった。（2015年 3月 19日現在） 

(2)メンタルヘルス講習会の実施 

・教職員、学生（主に教職課程 4年生）を対象とした外部講師によるメンタルヘルス

講習会を実施した。 

題名：教育に携わる人のためのメンタルヘルスの基礎知識 

日時：2014年 10月 2日 16時 30分～17時 30分 

(3) 学生栄養相談の実施 

・週 2日、非常勤講師を相談員として実施した。（個人延べ 25名、団体 396名が利用） 

・健診事後指導要学生 2名に対し栄養相談を実施した。 

(4）学生医事相談を実施した。（整形外科 221人/57日、内科 7人/5日利用） 

(5) 学生及び教職員を対象とした定期健康診断を実施した。 

・実施率（学生 98％、教職員 99％） 

(6) 教職員を対象とした成人病健診を実施した（実施日：2014年 11月 12日.受信者： 

80名）。 

(7) 産業医の積極的介入 

・定期健康診断事後措置勧告を行った。（要治療 6 名、要精査 5 名、勧告後受診報告

率 72％） 

・教職員の健康相談を行った。(4件) 

(8) 特定保健指導対象教職員に対する個別指導の実施 

・私学共済組合が委託契約している全国訪問保健指導協会の個別指導を提供した。（動

機付け支援 11名、積極的支援 14名、受診者 15名、受診率 60％） 

 

２．点検・評価 

・効果が上がっている事項  

(1)相談員として兼任相談員のほかに専任相談員（臨床心理士）を配置したことで、特 

に深刻な相談ケースの学生はより適切に専任相談員（臨床心理士）に引き継ぐことが

できる体制が確立された。また、兼任相談員の精神的負担の軽減も図られた。 

さらに、教職員から相談や支援が必要と思われる学生の情報が専任相談員に寄せら

れるようになった。 
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(2)学生および教職員の健診受診率が向上した。 

・改善すべき点 

(1)メンタルヘルス対策を目的とした「学生相談室アンケート」を実施する必要がある。

（2015年度の新入生セミナー及び学年オリエンテーションにて実施予定） 

(2)面接記録の保管・管理の合理化を推進する。 

(3)学生相談室利用の周知拡大を図る。 

(4)健康管理室と学生相談室間の情報共有システムの構築を図る。 

 

３．将来に向けた発展方策 

(1)学生相談室アンケートの活用を図る。 

(2)メンタルヘルス対策を目的とした心理教育の計画を策定する。 

(3)健康管理室と学生相談室の情報共有の向上を図る。 
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【部署名】事務局 

 

１．2014年度の取り組み（現状の課題等） 

(1)2014年度の予算編成について 

2014年度の入学金及び学費は、共に据え置きとした。財政運営の健全化を推進する

ため、「収支均衡型予算編成」を原則とし、緊急性、必要性、事業効果、優先順位等

を厳しく検討し予算編成を行った。 

予算は一般予算と特別予算に区分し、一般予算については収容定員で運営可能な予

算を目標とし、特別予算については、事業計画を策定し重点項目へ配分した。 

なお、事務部予算、授業予算、施設設備予算、研究所予算の決定を通知する際には、

さらなる節減をお願いした。 

(2)経費節減について 

1)節電及び電気料金の節減 

①適正温度（夏場は 28度、冬場は 20度）を設定し協力を願った。 

②廊下、教室等の電気を間引きし使用していない教室、昼休みの教室等の電気、 

空調をこまめに消し節電に努めた。 

③単価の安いＪＸ日鉱日石エネルギーとの契約を更新している。 

2)水道料金の節減 

構内に井戸を掘削し高度膜ろ過システムを利用した浄水施設を設置し、学内へ 

の給水を行っている。これにより水道使用量の 62％をまかなっている。 

  3)コピー用紙の節減 

2009年から実施したコピー用紙の保管・使用方法が定着してきた。 

    運営委員会及び教授会の資料をデジタル化した。 

(3)教育施設・設備の整備について 

教育施設及び設備については、厳しい財政状況ではあるが、施設・設備に関する中

長期計画に基づき、下記の整備を実施した。 

①陸上競技場改修工事（第 3種公認） 

②5号館プール天井改修工事 

③食堂厨房床等改修工事 

④浄化槽チェッカープレート枠交換工事 

⑤プール濾過材交換工事 

(4)後援会及び同窓会との連携について 

  1)後援会との連携 

①全国 11支部で実施している支部総会に、大学を代表して学長又は役職教職員  

が出席し、大学の現状等の説明を行った。 

また、出席される保護者の数に応じた教員を派遣し、学生の成績、出席状況 

及び学生生活状況に関する個人面談を実施している。 

なお、全支部総会終了後に開催された反省会や後援会の全国役員会などに副 

理事長、学長及び役職教職員が多数参加し、意見交換や懇談会を行った。 
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②キャリア支援取り組みの一部として、保護者を講師として招き「オヤジ・オフ 

クロのセミナー」を開催した。 

③後援会から本学学友会に対し、教育助成金として 400万円が贈呈された。 

④後援会から本学に対し、創立 30周年記念募金として昨年 500万円の申し込み 

があり、今年度で完了した。 

⑤後援会発足 30周年記念祝賀会がホテルグランドパレスにて開催され、大学側 

から副理事長、学長及び役職教職員が多数出席した。 

⑥後援会役員、賛助会員及び保護者の有志が黒潮祭に参加し、後援会オリジナル 

グッズや全国特産品販売を行った。 

なお、収益金は上記教育助成金の一部としている。 

2)同窓会との連携 

①同窓会では、在学生に対する奨学金事業を実施しているが、2014年度におい 

ては、応募学生がいなかった。（貸与月額 2万円） 

②同窓会オリジナルグッズを作成し、学生食堂内の売店で販売している。 

③卒業生の中で教員をしている方を中心に教職委員会を組織し、学生の募集に対 

する協力をいただいている。 

(5)地域との連携 

1)勝浦市との包括協定 

市及び大学が相互の密接な協力と連携事業を進めることにより、相互の発展 

を基本に、教育、スポーツ振興をはじめ健康増進や安心・安全など様々な分野

で活力あるまちづくりの形成に寄与することを目的に、勝浦市と国際武道大学

との連携に関する包括協定を行った。（2015年 2月 20日） 

2)地域活動担当部署の新設を検討 

勝浦市との包括的な連携協定の推進及び 2020 年に開催されるオリンピッ 

ク・パラリンピックに対する体育大学としての支援を目的とした新設部署を設

置することとした。 

3)地域貢献活動の実績 

2014年度は、勝浦市をはじめ、近隣地域等で開催される各種スポーツ大会の 

審判員やトレーナーステーション活動、障害者施設などが開催する運動会やサ

マーキャンプなどの運営補助、日本武道館武道学園の講師や勝浦中学校の水泳

授業など各指導及び夏期海水浴場安全対策業務など、120 件の地域交流活動協

力依頼に対して学生等を派遣し、ボランティアとして協力している。 

4)公開講座の実施 

2014 年度は、2 講座（文化教室・体験教室）7 教室を開講し、全 11 日（1 教

室 1日減）、総受講者数延 107名（昨年度延 80名）の参加があった。 

2014年度は、公開講座の担当者を全学で募集し、2名の教員から応募があり、 

文化教室では「スポーツと宗教」、体験講座では「健康レク体操教室」を開講し

た。また、文化教室で「カンボジアの楽しい歩き方」、「フランスワインの基礎

知識」といったこれまでにないタイトルの教室を実施した。 
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5)高大連携の推進 

勝浦若潮高等学校（大学授業体験講座「産業社会と人間」）へ 2 名の講師を  

派遣した。 

6)勝浦スポーツコミュニティ（KSC）の開催 

昨年度より実施している勝浦市との共同事業である KSC を今年度も開催した。

新規教室として「陸上競技教室」、「親子体操教室」を実施し、これまでの「器

械運動教室」、「新体操教室」、「タグラグビー教室」と合わせて 5 教室を開講し

た。 

また、KSC ウィンターキャンプも開催し、レクリエーション教室、味の素ナ

ショナルトレーニングセンターの見学及び Vリーグの観戦を実施した。 

(6)創立 30周年事業の推進について 

創立 30周年記念事業を継続して下記の通り実施した。 

1)教育・研究の充実 

①学生支援システムの構築 

    ・Web履修システム及び学生支援システムの構築 

    ・サーバー機能アップのためのポータルサーバーの入れ替え 

②学習達成度自己評価システム（ポートフォリオシステム）の構築  

2)施設設備の環境事業 

2013 年 12 月 13 日（金）常務理事会において、新築・改修工事については、

建設業界の職人不足及び建設費の高騰により工事を延期しており、施設設備の

環境整備事業に関する今後の方針ついては、記念募金事業が終了する２０１５

年６月末までに提案することとした。 

なお、事業の延期にあたり当面の対応として、学生食堂の修理不能な厨房機

器の交換と最小限の改修工事を行い、クラブ棟については、使用団体を別の施

設に移設し、建物の使用を停止した。 

また、クラブ棟の解体工事は、2015年度に実施する。 

3)大学の歴史関連事業 

創立 20 周年記念史以降をベースに、これまでの本学の活動記録及び教育・ 

研究で培ってきた「知の財産」をデジタルアーカイブとして保存している。 

2014年度は、機関リポジトリの準備を整えた。 

4)記念募金事業 

創立 30周年記念事業への募金は、卒業生、在校生の保護者、教職員や企業な

ど関係各位にお願いした。 

なお、記念募金の活用の方針については、募金事業が終了する 2015年 6月末

までに提案する。 

①募金目的 

ア．教育・研究の充実及び施設・設備の拡充 

イ．学生等に対する奨学金・研究制度の確立 

ウ．学生・教職員等の国際交流活動への支援 
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②募金目標：5千万円 

③募集期間：2012年から 3年間 

   

２．点検・評価 

大学の経営全体の根幹をなす財務状況についての指針について 

(1)効果が上がっている事項 

1)収支均衡型の予算執行については、消費収支比率は 100％前後で推移しており、 

他の数値も全体的には概ね良好である。 

2)経費節減については、教職員・学生が本気で取り組んでいる。 

3)教育施設・設備の整備については、計画した全ての工事を実施し、整備改善する 

ことが出来た。 

また、食堂厨房の床や天井の改修については、補正にて予算を計上し、工事を 

実施した。 

4)５号館プールの天井改修工事は補助金対象事業として承認された。 

5)創立 30 周年記念募金の 2014 年度の目標達成率は、目標額に対し 145％であり、 

活用方法については 2015年 6月末までに決定する。 

(2)改善すべき事項 

1)予算編成について 

補助金比率及び寄付金比率が平均値よりもやや劣っているため、今後この点に

ついて改善していく必要がある。 

2)経費節減について 

電気料金の節減として、エアコンの適正温度（夏場は 28 度、冬場は 20 度）を

定め協力を願っているが、近年の夏場の高温対策や熱中症に対する配慮が必要と

なるため、適正温度を緩和している。ただし、廊下、教室等の電気は間引きし、

使用していない教室や昼休みの教室等の電気・空調はこまめに消すようさらに努

力する必要がある。 

また、 コピー用紙の節減として、2009 年から実施したコピー用紙の保管・使

用方法並びに運営委員会及び教授会の資料のデジタル化に伴い、改善はされてい

るものの、使用方法についてはさらなる工夫が必要である。 

 

３．将来に向けた発展方法 

(1)予算編成について 

今後もより特色のある教育研究を推進しつつ、引き続き経営基盤の安定化を図り健

全財政に努めて行きたい。 

(2)教育施設・設備の整備について 

本学は創立 30 年が経過し、各施設設備の老朽化が進んできているため、少ない予

算の中、年次計画を立てた上で修繕工事を実施しなければならない。 

また、省エネルギー対策については、ソフト面での対応は進めているので、ハード

面での対応を計画的に行っていく必要がある。 
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(3)後援会及び同窓会との連携について 

これまで大学との結びつきは、大学を軸に「大学－後援会」「大学－同窓会」と個々

別々の関係であったため、今後は「三位一体」の体制を構築し、より強固な本学のバ

ックアップ体制が取れるよう後援会と同窓会に三者懇談会等の開催を呼びかける。 

また、後援会及び同窓会の各事業をサポートするため、東京事務所の職員を増員し、

後援会及び同窓会を担当する事務織を強化する必要がある。 
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