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序章 

 

本学は、我が国固有の歴史的遺産であり、世界に誇る文化としての武道を基調とし

た「武道精神」を建学の精神に掲げ、国際社会及び地域社会に貢献でき得る人材の育

成に邁進してきた。2013年には、創立 30年を迎え、特色ある体育大学として着実な歩

みを続けている。 

本学の大学点検・評価の取り組みは、1997 年に大学自己点検・評価委員会が設置さ

れたところから始まる。教育・研究並びに組織管理運営の見直し・改善を行い、更な

る教育・研究の質的向上を図ることを目的に始まった点検・評価活動であったが、「評

価すること」、「評価されること」に慣れていない当時の大学風土の中では試行錯誤の

連続であった。 

2004 年度に第三者評価機関による認証評価が法令で義務化されると、本学は第三者

評価機関を大学基準協会と定め、同協会の点検・評価項目に基づく活動を展開するこ

とで、本学の自己点検・評価体制の基盤を確立していった。 

このような過程を経て、2008 年 4 月に大学基準協会による第 1 回目の大学評価を受

けた。結果としては 2009年 3月に同協会が設定する大学基準に適合していると認定さ

れたものの、1つの勧告と 10の助言を付されることとなった。 

この勧告及び助言を契機として、本学は本格的な大学改革のスタートを切ることに

なる。最も大きな改革と言えるものは、1学部 4学科であった学部体制を 1学部 2学科

体制に改編したことである。この改革は 2013 年 4 月から実施すべく、2012 年 4 月に

収容定員関係学則変更届を文部科学省に提出し受理されている。その後も大学基準協

会の指摘事項について、全学的な改善に努め、2012年 7月に改善報告書を提出し、2013

年 3月 15日付けで大学基準協会より「助言、勧告を真摯に受け止め、意欲的に改善に

取り組んでいることが確認できる。今後の改善経過について再度報告を求める事項は

ない」との評価を得ている。 

大学評価申請以降の 2009年度からは毎年度部署ごとに自己点検・評価活動を実施し、

その報告書を基に大学自己点検・評価委員会（2010 年度から部会）において点検・評

価を行い、「部署別自己点検・評価報告書」を作成し、社会に広く公表している。 

2010 年度には組織改革にも取り組み、大学内の委員会組織におけるＰＤＣＡサイク

ルの円滑な運用を目的として、内部質保証検討委員会を設置した。2012 年度には組織

の簡素化・統合化を図り、委員会を集約し、委員会の下部組織として部会を置く組織

構成とした。この一連の組織改革により、内部質保証検討委員会の下部組織に大学自

己点検・評価部会、ＦＤ部会及びカリキュラム検討部会を位置づけた。 

本学の内部質保証における大学自己点検・評価活動の目的は、部署ごとに行ってい

るＰＤＣＡサイクルを、大学全体のＰＤＣＡサイクルに繋げていくことにより、その

改善サイクルを効率的に機能させることにある。その改善例の一部は前述したとおり
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であり、詳細については、この大学自己点検・評価報告書に記載している。 

今回、2015 年度に第 2回目の大学評価を受けるにあたり、これまで本学が取り組ん

できた教育・研究・社会貢献活動等について、同協会の第三者評価の目を通して点検・

評価を実施していただき、その結果を将来の本学のあるべき姿に、そして更なる発展

に繋げていきたいと考えている。 

 

 

                   国際武道大学自己点検・評価部会 

                         部会長 髙見 令英 
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第 1章 理念・目的   

 

１．現状の説明 

（１）大学・学部・研究科等の理念・目的は、適切に設定されているか。 

<1>大学全体 

国際武道大学は、武道精神が正義と平和の精神をその基盤としているとの考えから、

「武道精神を基調とする人材育成」を提唱した松前重義博士（以下本章において「博

士」という。）によって、1984年に千葉県勝浦市に創立された。 

本学の理念を語る上で、博士の人となりを抜きに論ずることはできない。博士は、

1901年に熊本県に生まれ、少年時代から生涯にわたって柔道をこよなく愛し、激動の

20 世紀を生き抜いた人物である。本学を創設する 5 年前の 1979 年から 2 期 8 年に亘

り国際柔道連盟（ＩＪＦ）会長を務めた。その間、博士は各国の有識者と交友を深め

る中で、日本武道に対する世界の強い関心を改めて認識させられることになる。 

博士は国内外の有識者たちの武道思想を綴った書籍『武道思想の探求』の中で次の

ように述べている。 

「特に欧州諸国においては武道の精神面に注目し、これを深く洞察、第二次世界大

戦後の驚異的な日本復興の原動力に武道の精神ありと看破していた。武道の国際的発

展についてはその著しい競技化が大きな原因であると分析されているが、一方では武

道の根元に対するこのような強い関心も厳然として存在する。この事実に私は少なか

らざる感銘を受けた。欧州から指摘されるまでもなく、人間修養の自覚を失った武道

はすでに武道ではない。人生の指針となる武道、生きる活力となる武道、そして人類

の遺産として歴史の大地に根を張る武道こそ武道本来の姿であろう。」 

更には「新渡戸博士が示唆するごとく、われわれは常に人類全体の立場において人

類の活力たる精神として武道を捉えなければならない。」と続き、「日本武道界に武道

理念を再認識するこのような傾向が生まれてきたことは、まことに喜ばしい限りであ

る。また人材の育成、すなわち教育活動に関してもようやく総合的、体系的な対応が

なされるようになってきた。私もその設立に奔走した国際武道大学の開学などがよい

例である。武道によって不動の人生観と平和の世界観を把握した青年諸君が数多く輩

出することを心から望む」と結んでいる（資料 1-1）。 

この博士の熱い思いが国際武道大学の設立に繋がったと言える。 

 

大学設置認可申請書を紐解いてみると、設置の趣旨が次のとおり記されている。 

「武道がわが国固有の貴重な歴史的遺産であり、世界に誇る文化であることは今更

多言を要しません。この武道が近来、その発祥の地日本のみならず、年を追って世界

諸国全般において隆昌を極めつつあることも周知のところであります。 

この武道振興のすう勢は、武道の具現する本質が、単に肉体の鍛錬と技術の向上に

とどまらず、同時に精神陶冶に寄与する深遠な魅力を秘め、人間形成に裨益するとこ

ろ甚大であり、いわゆる武道精神が世界の人々の心の中に惹き寄せられた結果である

と確信します。 

武道の成り立ち、その背景、術技及び陶冶に至るまでの広い面にわたり、いかにし
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て武道を正しく、その伝統を内外に伝え広めてゆくかは、いつに日本人が負うべき今

日的使命でもあります。 

よって、ここに、武道学の確立を目指すとともに、武道精神を背景として、人文系

と自然科学系の総合研究により、武道とともに学校体育・社会体育の徹底的訓練と科

学的究明を併せ行い、科学するスポーツを展開し、地域社会・国際社会に貢献しよう

とするものであります」（資料 1-2） 

また、松前理事長・学長は第一期生の入学式によせて次のような式辞を述べている。 

「諸君は、武道精神に則った建学の精神を体し、思想を練り、社会、国家、世界に

貢献し歴史に対し責任を負う精神をもって期待に応えてほしい。また世界の流れを理

解し、広い視野に立って、語学を修得し、国際人として知性と実力を具えた人材に成

長して欲しい。このキャンパスで世界観、歴史観、人生観を身につけ、豊かな人間性

を磨いて、天空にきらめく星を目指せ」（資料 1-3） 

以上のとおり、本学の建学の精神は、「武道精神」であり、その理念は建学訓に刻ま

れている。 

 

「建学訓」は、建学の理念を具現化した博士からのメッセージである。博士は、人

生にとって最も根本的な課題「いかなる人生を生きるか」という問いに対して、希望

と勇気を「武道・スポーツ」の中に見出しながら、人格、体躯、友情を養い、磨き、

培い、堂々たる道を歩めと説いている（資料 1-4）（資料 1-5 P82）。 

 

博士が求める武道精神には、日本古来の武士道精神がその根底に存在する。その武

士道精神とは、「己の弱さを知り」「人の痛みを感じ」「不屈の精神を養い」「和の心を

体現する」ことである。 

「己の弱さを知り」とは、謙虚な心を以て、向上心を持つこと。 

「人の痛みを感じ」とは、人に優しく、思いやりのある人間になること。 

「不屈の精神を養い」とは、様々な困難は自分自身を向上させるための試練である

と捉え、試練に耐え、試練にくじけず、試練を乗り越える強い心を育てること。 

「和の心を体現する」とは、平和を重んじ、穏やかな心を以て人やものごとに接す

ることである。これが「日本の心」・「武道の心」であり、本学の建学の精神の礎とな

っている。 

大学の目的は「国際武道大学学則」に「本学は、日本武道を主とした内外の指導者

の育成を目指し、武道及び体育に関する諸科学を教授研究するとともに、国際的な感

覚と高い教養をもち、専門的な知識と技能を体得した人物を養成し、国際社会及び地

域社会に寄与し、指導的役割を果たし得る人材を養成することを目的とする。」と定め

ている（資料 1-6 第 2条）。 

今日義務教育である中学校において、武道が必修となった流れを歴史の流れとして

捉えるならば、それは武道の実技に偏った教育ではなく、その根底にある「武道の心」、

「武道の持つ徳義」、すなわち「道徳上の正しい筋道をわきまえる教育」であると考え

られる。武道精神を建学の精神とする本学にとって、精神的要素を持つ武道を根底に

おいた現代の教育のあり方として、「技術的要素と精神的要素が互いに補完し合い融和
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した指導的人材の育成が必要だ」と考えていた創設者松前重義の教育実践としての先

見性の正しさが証明されたものと捉えることができる。また、現代の日本人に強く求

められている日本人としての成すべき行動規範の基盤となる武道精神を本学の理念と

し、自然科学、人文科学及び社会科学を融合した知の体系に基づく教育の展開による

人材育成の目的等は、社会的に見ても適切であるといえる。 

 

<2>体育学部 

体育学部の目的は「国際武道大学学則」に「体育学部は、武道精神を教育理念の柱

とし、武道及び体育・スポーツの指導者育成を目指した諸科学の教授研究を通して、

国際的な感覚や教養を養い、高い専門性を体得し、国際社会及び地域社会において指

導的な役割を果たし得る人材を養成することを目的とする。」と定めている（資料 1-6 

第 3条の 2）。 

また、武道学科の目的は「国際武道大学学則」に「武道学科は、日本の伝統文化と

しての武道を伝承し、知識の修得及び技術の修錬を通して、「術」を超えた「道」の精

神を追求することにより、心身ともに健全で社会に貢献できる人材を育成する。」と定

めている（資料 1-6 第 3条の 2第 1項第 1号）。 

同様に体育学科の目的は国際武道大学学則に「体育学科は、様々な身体活動やスポ

ーツの実践を通して、体育・スポーツを幅広く経験し研究することにより、豊かな人

間性を兼ね備えた社会に貢献できる人材を育成する。」と定めている（資料 1-6 第 3

条の 2第 1項第 2号）。 

  

<3>武道・スポーツ研究科 

大学院武道・スポーツ研究科の目的は「国際武道大学大学院学則」に「国際武道大学

大学院は、本学の建学の精神に則り、武道・スポーツの分野における高度にして専門的

な学術の理論及び応用を教授研究し、当該分野の専門的な職業等に必要な高度な知識と

実践能力を備え、広く社会に寄与する人材を養成することを目的とする。」と定めてい

る（資料 1-7 第 1条）。 

 

（２）大学・学部・研究科等の理念・目的が大学構成員（教職員および学生）に周知され

社会に公表されているか。 

<1>大学全体 

建学の精神は武道精神であり、大学ホームページに次のとおり掲載し、広く社会に

公表している（資料 1-4）。 

 

建学の精神 

創立者松前重義は武道の伝統文化の価値を尊重し、平和構想をあまねく普及すると

共に、国際友好親善を深めることにより世界平和を築くという崇高な考えに基づき、

武道精神を基調とした人材の育成を行うことを目的に国際武道大学を創設した。 

国際武道大学の建学の精神は「武道精神」であり、その理念は建学訓に刻まれてい

る。 
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建学訓 

若人よ 武道によって 不動の人生観を体得せよ 

若人よ 武道によって 平和の世界観を把握せよ 

若人よ 武道によって 汝の体躯を養え 

若人よ 武道によって 忍耐禮節の道を学べ 

若人よ 武道体育の精神の下 國際友情の大道を築こう 

                      松前 重義 

 

本学では、博士の生誕の日である 10月 24日を建学記念日と定め、毎年、建学記

念式典を開催し、創設者の博士を偲び、建学の理念に触れる日となっている（資料

1-8）。また、入学式や卒業式等においても、理事長並びに学長の式辞には建学の理

念に触れた激励のメッセージが学生達に贈られる。 

同様にさまざまな行事及び式典等において、建学の理念を具現化した建学訓を教

職員、学生及び保護者等とともに唱和することを慣例としており、本学の特徴的な

建学の理念の周知方法である。 

なお、博士直筆の建学訓が、本学 1号館の正面入り口に掲げられ、日々学生及び

教職員等の目に触れられる環境を作っている（資料 1-4）（資料 1-5 P82）。 

 

<2>体育学部 

大学学部・学科の目的は学則第 3条の 2に定め、大学ホームページ並びにキャンパ

スノート等に掲載し、広く社会に公表している（資料 1-4）（資料 1-5 P128）（資料 1-6 

第 3条の 2）。 

また、大学学部・学科の大学案内パンフレット（ＣＡＭＰＵＳ ＧＵＩＤＥ）を作

成し大学学部の概要を紹介している（資料 1-9）。 

 

<3>武道・スポーツ研究科 

大学院武道スポーツ研究科の目的は大学院学則第 1条に定め、大学ホームページ並

びにキャンパスノートに掲載し、広く社会に公表している（資料 1-4）（資料 1-5 P132）

（資料 1-7第 1条）。 

また、大学院武道・スポーツ研究科の大学院案内リーフレットを作成し大学院の概

要を紹介している（資料 1-10）。 

 

（３）大学・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。     

<1>大学全体 

建学の精神を具現化した建学訓に基づいたミッション・ステイトメント『「道」を知

り、「道」をひらく』とシンボルマーク「Ｂウェイ」を 2006年度の 1年間をかけて作

成した。本学の建学の理念・目的を検証していく中で、究極の目的が「道」にあるこ

とを示し形にしたものが、このミッション・ステイトメントであり、シンボルマーク

である。 

ミッション・ステイトメントの「道」には導きの普遍性や導きの目的性、さらには
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方向性や基準という内在的な力が示唆されている。揺るぎないあるべき姿が「道」と

いう言葉に込められている。また、「学術の中心」という歴史的にも世界的にも認めら

れた大学のあり方を「知る」という言葉によって表現し、「知的、道徳的及び応用的能

力を展開させる」という教育機関としての役割を、「教育」という概念が含んでいる「未

来」に焦点をあわせ「ひらく」と表現している（資料 1-11）。 

一方、シンボルマークのＢウェイは国際武道大学の「ＢＵＤＯ」のイニシャルであ

る「Ｂ」をアレンジデザインしたもので、ミッション・ステイトメントの『「道」を

知り、「道」をひらく』の 2つの「道」を表現している（資料 1-12）。 

大学の理念である武道精神は、本学を創設するための礎となった思想である。理念

に基づく目的の適切性の検証については、継続的に実施している。2013 年 10 月の常

務理事会、理事会及び評議員会において、建学の精神及び教育目標が改めて検証され、

各種方針と併せて承認された（資料 1-13）。 

なお、これらの「建学の精神・教育目標・各種方針」は、本学ホームページに掲載

し、社会に広く公表している（資料 1-4）。 

 

<2>体育学部 

2008年 4月に学部の目的を明文化し、2012年 4月に武道学科及び体育学科の目的を

定めている。また、2013 年 10 月の常務理事会、理事会及び評議員会において、体育

学部並びに武道学科及び体育学科の目的が改めて検証され、承認された（資料 1-13）。 

なお、これらの「各学科の目的」は、本学ホームページに掲載し、社会に広く公表 

している（資料 1-4）。 

 

<3>武道・スポーツ研究科 

1996 年 4 月に国際武道大学大学院 武道・スポーツ研究科を設置したことに伴い、

研究科の目的を定めている。 

また、2013 年 10 月の常務理事会、理事会及び評議員会において、武道・スポーツ

研究科の目的が改めて検証され、承認された（資料 1-13）。 

なお、これらの「研究科の目的」は、本学ホームページに掲載し、社会に広く公表 

している（資料 1-4）。 

 

２．点検・評価 

●基準１の充足状況 

本学の名称「国際武道大学」に記された「武道」が示すとおり、建学の理念（精神）

は武道精神であり、武道精神が正義と平和の精神の基盤であると提唱している。建学

の理念に基づき設置された本学は、武道精神を教育理念の柱とし、指導者育成を目指

した諸科学の教授研究を通して、国際的な感覚や教養を養い、高い専門性を体得し国

際社会及び地域社会において指導的な役割を果たし得る人材の養成を目的としている。

また、武道精神は現代日本においても行動規範の指針の基盤として教育現場で求めら

れるようになった。わが国固有の貴重な歴史的遺産であり、世界に誇る文化である「武

道」を教育・研究の分野において展開する本学の目的等は、社会的に見ても適切であ

7



 

ると評価できる。以上のとおり、本学の建学の精神（理念）は「武道精神」であり、

その精神を礎とした大学・学部・大学院における目的は適切に設定、周知等がなされ

ており、同基準を充足している。 

 

①効果が上がっている事項 

〈1〉大学全体 

あらゆる機会において本学の建学の理念を具現化した建学訓に触れる試みを行って 

いる。特に、式典などでの建学訓唱和の取り組みについては、学生、保護者及び教職

員等への周知という範疇を超えて実質的伝承の域に達していると評価できる。 

創設者松前重義博士の精神を関係者と共に深く理解し、継承していくうえにおいて、

将来に向かって継続していかなければならない本学の特色の一つと高く評価されてい

る。一方、シンボルマークは 2007年度から本格的に使用し始め、さまざまな情報媒体

において用いることにより、しっかりと本学に定着したと言える。 

本学は、開学以来、武道精神を基調としたスポーツマンシップを基盤とし、武道・

スポーツ（体育）の分野での教育・研究に全力をあげて取り組み、延べ 12,000人を超

える卒業生を国内外に輩出してきた。『過去 3年間の就職希望者就職率・進路決定率』

からも見られるとおり、過去 3年間の本学就職率（就職希望者）は、99％を超える高

い水準で推移している(資料 1-14)。これは、本学の建学の精神を体得した卒業生が社

会に広く受け入れられていることを客観的に証明している一つの事象である。また、

毎年 2月に 200社を超える企業を招待して開催している国際武道大学関東地区就職懇

談会においても体育学をとおした実学的な適応力や汎用力を備えた人材資質を求めて

いる企業や就職したＯＢ・ＯＧの実績が高く評価され、そして何よりも本学の教育理

念・建学の精神に共鳴し、学科の如何を問わず本学の卒業生を採用したいと熱望する

企業の参加が多くなっている(資料 1-15)。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①効果が上がっている事項 

〈1〉大学全体 

本学の建学の精神は武道精神であり、日本人にとってのその適切性は社会的にも認 

められているところである。今後とも武道精神を基調とし、より質が高く、社会を豊

かにし、体育・スポーツ・健康等の体育関連分野の職業人を養成していくことに力を

注ぐことを第一義としながらも、社会や企業が強く要請する知識や技能を調節と同化

によって自らのものにすることができる素養と総合力を身に付けた人材の育成を更に

加速させ、体育人としてのジェネリックスキルを活かし社会の負託に応えることので

きる人材を輩出していく。そのためにも前述した国際武道大学関東地区就職懇談会は、

本学の建学の精神及びそれを体得した学生を企業の方々に直接アピールする良い機会

となっていることから、今後も本学の重要なイベントと位置付け、継続して実施して

行く。また、本学の建学の精神の特色ある周知方法である建学訓唱和については、あ

らゆる機会で引き続き実施し、更なる建学の精神の深い理解と共有化を図って行く。 

なお、シンボルマーク「Ｂウェイ」については、様々な媒体に使用しており関係者
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の認知度は高い。今後も様々な媒体にシンボルマーク「Ｂウェイ」使用することに

より、シンボルマークを見ただけで「国際武道大学」であると認知されるよう更な

る周知の徹底を図って行く。 

 

４．根拠資料 

1-1 武道思想の探求 序 抜粋  

1-2 大学設置認可申請書 設置の趣旨 

1-3 東奔西走（本学の誘致記録が綴られた書籍）171頁～173頁 抜粋 

1-4 建学の精神・教育目標・各種方針【大学ホームページ URL】 

http://www.budo-u.ac.jp/outline/p03_philosophy/index.html 

    1-5 キャンパスノート 2014 

1-6 国際武道大学学則【大学ホームページ URL】 

http://www.budo-u.ac.jp/outline/p03_philosophy/pdf/gakusoku_20140401

.pdf 

1-7 国際武道大学大学院学則【大学ホームページ URL】 

http://www.budo-u.ac.jp/outline/p03_philosophy/pdf/gakusoku_m_201404

01.pdf 

1-8 国際武道大学建学記念式典【大学ホームページ URL】 

http://www.budo-u.ac.jp/news/topix/20141029_02/index.html 

1-9 国際武道大学大学案内パンフレット（ＣＡＭＰＵＳ ＧＵＩＤＥ） 

1-10 国際武道大学大学院案内（リーフレット） 

1-11 国際武道大学ミッション・ステイトメント【大学ホームページ URL】 

http://www.budo-u.ac.jp/outline/p04_mission/index.html 

1-12 国際武道大学シンボルマーク【大学ホームページ URL】 

http://www.budo-u.ac.jp/outline/p03_philosophy/symbol.html 

1-13 学校法人国際武道大学理事会等議事録（抜粋）及び資料 

1-14 過去 3年間における進路及び就職状況 

1-15 国際武道大学関東地区就職懇談会【大学ホームページ URL】 

http://www.budo-u.ac.jp/news/topix/20150217/index.html 
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第 2章 教育研究組織 

 

１．現状の説明 

（１）大学の学部・学科・研究科・専攻および附置研究所・センター等の教育研究組織は、

理念・目的に照らして適切なものであるか。 

国際武道大学は、武道学科と体育学科からなる体育学部の単科大学として 1984年 

4月に開学した。 

武道学科は、我が国の伝統的な武道精神に立脚した指導、普及を担う国際的感覚を

有する人材の育成に努めている。また、武道を単に競技種目としてだけではなく、多

様化する現代社会に活かすことができる日本の伝統運動文化として位置づけ、技術の

修得を一つの柱とすると同時に、その理論的・科学的追求をはかり、加えて文化史、

思想史そして社会学等の多様な領域との関係を研究・教育することで｢術｣を超えた

｢道｣の精神を学び取ることを目指している。 

体育学科は、スポーツをとおして健康づくりを支援する学校体育や生涯スポーツを

科学的な観点から指導し、実践しうる人材の育成に努めている。特に、体育・スポー

ツの合理的・積極的な実践をとおして、関係領域の諸科学を研究・教育し、体育やス

ポーツにおいて時代をリードする多様な人材の育成を目指している。そのため、学生

個々の関心や目標に応じた、体育指導、競技スポーツ、生涯スポーツの 3領域の志向

を用意し、それぞれ、内外の最新の研究成果を取り入れつつ、これらの理論と実践に

ついて研究・教育をし、また、幅広い運動をとおして、優れた運動技能と競技力の向

上を図るとともに、基礎的・専門的な知識の総合的な修得によって、豊かな人間性を

兼ね備えた質の高い指導者の育成を目指してきた。 

21世紀を目の前にして、スポーツは、人々にとってより身近なものとなる一方、よ

り専門的なアプローチが求められるようになり、プロ化が進んだ。そのようなスポー

ツの変化はいち早くプロの世界では競技力を向上させるための、“からだ”のケアをサ

ポートする人材の需要を生んだ。そのような流れは、徐々にプロだけでなく一般の人々

のスポーツ実践へも影響を与えるようになり、プロから一般のスポーツを享受する

人々へのサポートが可能な人材の要請が社会の流れの中で高まったことを契機として、

2001年 4月に｢スポーツトレーナー学科｣を新設した。また、世界ではグローバル化が

進み、自国、更には他国の運動文化を理解することも重要となったことから、｢国際ス

ポーツ文化学科｣も併せて設置し、4学科体制へと変革した。 

その後、社会のスポーツに対する関心の高まりや潮流の中で、2001 年の｢スポーツ

振興基本計画｣、更には、2006 年のそれの見直しと、スポーツの社会的振興の気運の

高まり、社会でのスポーツの展開、更にはそれを主導する人材の育成が急務となった。

そこで、｢スポーツで社会を豊かにする｣を合言葉に、スポーツの歴史や文化のもつ意

味を理解し、更なるスポーツの発展に繋げられる人材の育成を目指す教育を行うため、

国際スポーツ文化学科を 2007年度より、｢受動的に学ぶ｣学科から、｢企画・実践する｣

学科へとリニューアルし、諸活動の実践的な取り組みを積極的に行える学科に変革し

ていった。また、一方で教養教育の重要性が叫ばれるようになり、本学においてはそ

の先駆的学科として国際スポーツ文化学科がその役割を担うこととなった。当該学科
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において教養教育の要素を「国際スポーツ文化入門」や「スポーツ文化ゼミナール」

の科目に取り入れ、パイロットスタディーとして実施していった（資料 2-1）。 

2008年度に本学は大学基準協会による第三者評価を受けた。2009年に同協会の大学

基準に適合していると認定されたが、『国際武道大学に対する大学評価結果ならびに認

証評価結果』では、1 つの勧告と 10 の助言をいただいた。特に学部におけるカリキュ

ラムの体系性の確立を示唆された内容として「各学科を特徴付ける教育目標にかかわ

る基礎専門および展開専門科目での具体的なコアカリキュラムの明示が望まれる」旨

の助言を受けた（資料 2-2）。 

大学基準協会による第三者評価と並行して、将来の国際武道大学の有るべき姿につ

いて検討を進めるため、理事長の諮問機関として 2008 年 6 月に「将来構想検討会議」

を設置した（資料 2-3）。 

当該会議において検討を進めた結果、カリキュラムのコアカリキュラムの明示にと

どまらず、学部学科等の位置づけや枠組を抜本的に見直し、大学全体の改革に繋げて

いくことが必要であるとの結論に達し、1学部 4学科体制（武道学科、体育学科、スポ

ーツトレーナー学科、国際スポーツ文化学科）から 1 学部 2 学科体制（武道学科、体

育学科）に改編することとした。2012 年 4 月に収容定員関係学則変更届を文部科学省

に提出し受理され、2013年 4月から実施している（資料 2-4）。 

新カリキュラムにおいては、平成 20年(2008年)12月 24日中央教育審議会「学士課

程教育の構築に向けて」（答申）に沿って、学部段階の教育を「学士課程教育」として

捉え、グローバルな知識基盤社会、学習社会において、未来の社会を支え、より良い

ものとする「21 世紀型市民」を幅広く育成するという公共的な使命を果たし、社会か

らの信頼に応え、高等教育のグローバル化が進む中、学習成果を重視する国際的な流

れを踏まえつつ、学士の水準の維持・向上のため、教育の中身の充実を図り教育の質

を保証し、職業人としての基礎能力の育成、更には創造的な人材の育成を目標にカリ

キュラムを構築した。学生を本気で学ばせるとともに，単位制度を実質化させること

を課題として、教育課程の内容にとどまらず、学生の視点を踏まえつつ、指導方法、

成績評価の改善を講じ、学生が社会で通用する力を確実に身に付けられるよう学生の

ための改革を進めた。 

また、一方で、昨今の多くの大学による学際的学部・学科の乱立は、受験生である

高校生が志望する分野を分かりづらくしており、その波は体育系大学にも及んでいた。

18歳の受験生に入学試験段階において専門的な学科の選択を求めることは、専門的思

考が訓練されていない高校生には非常に難しい判断になると考えられた。そのため本

学では、もう少し幅広い入り口を用意することにより、入学後に学びながら自らの専

門を決定していく、「学びながら選ぶ」スタイルとしたほうが、学生達にとって、より

有意義なものになるとの考えに至った。これも学生本位の改革であり、「学びながら選

ぶ」教育システムは、少なくとも、学生それぞれが抱く専門分野のイメージと現実的

専門分野との乖離を極力無くすための試みとなるだけでなく、新たな学びへの欲求を

満たすことのできる教育システムとして、主人公はあくまでも学生であることを意識

した、学生のための教育システムであると考えている。 

以上を踏まえて、1 学部 4 学科体制から 1 学部 2 学科体制とし、体育学部に、武道
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学科及び体育学科の 2学科の設置とすることとした。 

そして、各学科の主要な教育・研究領域を背景に、学生の系統的履修を具体化する

ため、武道学科には、｢武道専修コース｣、｢武道教育コース｣、｢武道国際普及コース｣、

｢武道健康福祉コース｣、｢武道経営コース｣、｢安全社会コース｣、の 6コースを、一方、

体育学科には、｢アスリートコース｣、｢コーチング科学コース｣、｢スポーツマネジメン

トコース｣、｢スポーツトレーナーコース｣、｢健康科学コース｣、｢スポーツ教育コース｣、

｢スポーツ情報コース｣、｢スポーツボランティアコース｣の 8コースを置いた（資料 2-5）。 

研究への取り組みとしては、本学が、開学以来、武道精神を基調に進めてきた武道・

スポーツに関する研究プロジェクトによる活動をあげることができる。この研究プロ

ジェクトは、当初は、本学に隣接する（財）日本武道館｢武道科学研究センター｣を活

用した受託研究を中心に行われていたが、1995 年に（財）日本武道館から｢武道科学

研究センター｣の譲渡を受け、同年 10月より「国際武道大学附属武道・スポーツ科学

研究所」として生まれ変わり、研究プロジェクト活動の拠点として本学の教育・研究

を推し進めてきた。そこで行われる研究プロジェクトは学内メンバーにとどまらず、

学外からの研究者も含めて組織され、主に武道・スポーツ文化研究部門、武道・スポ

ーツ科学研究部門、運動健康科学研究部門の 3部門構成にて進められている。これら

の研究成果は、(財)日本武道館の協力を得て、毎年度｢武道･スポーツ科学研究所年報｣

として国内外の関係方面に公表することにより、武道・スポーツの啓蒙活動をも同時

に行っている。また、この成果は学内授業の教材として取り上げるだけでなく、武道

を学ぶ在日の外国人を対象として、毎年開催される「国際武道文化セミナー」（（財）

日本武道館主催、国際武道大学協力）の研修にも活用されている（資料 2-6）（資料 2-7）

（資料 2-8）。 

そして、このような活動との繋がりの中から、高度な専門的知識・技能を有する人

材、社会が求める武道・スポーツの諸問題にアプローチできる専門的職業人を育成し

社会に供給するため、1996年 4月に、「国際武道大学大学院 武道・スポーツ研究科 

武道・スポーツ専攻（修士課程）」を設置した。 

本研究科では、武道・スポーツを考えていくための基本的視点として、｢伝統・文

化及び社会との関わり｣、｢生涯にわたる質の高い生活の獲得｣、｢生物又はヒトとして

の視点｣及び「指導の場面での展開の視点」を据えている。これらに基づいて、武道・

スポーツ専攻の中に、武道・スポーツ文化系、運動健康科学系、スポーツ医科学系及

びコーチング科学系を設置した。また、2014年度からは 4つの系を統合し、新たに教

育領域を加え 3つの科目領域による教育課程に変更し実施している（資料 2-9）。 

 

（２）教育研究組織の適切性について、定期的に検証を行っているか。 

2008年に大学基準協会の認証評価を受け、指摘事項であった「教育課程の体系性」

の課題については対処療法に留まらない大学の学部改編及びカリキュラム改革に繋

がり、2013年 4月からは 1学部 2学科（体育学部、武道学科、体育学科）体制とす

る大学改革が実行されている。また、この学部改編は大学院研究科にも大きな影響を

与え、2014年度からの教育課程を変更し、大学院研究科の「系」を「領域」に組み

替えている（資料 2-5）（資料 2-9）。 
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両者の検証を行ってきた機関が、2008 年に理事長の諮問機関として設置された「将

来構想検討会議」である。学部改編については 2008 年 6 月からの 7 年間で 55 回の検

討会議を行い、原案を作成し、2011 年 12 月の定例教授会及び 2012 年 2 月の常務理事

会及び学校法人国際武道大学理事会の承認を得て、2012 年 4 月に文部科学省に収容定

員関係学則変更届を提出し受理された（資料 2-10）。 

同様に大学院の教育課程の変更についても「将来構想検討会議」で検討会議を行い、

原案を作成し、2013年 9月の武道・スポーツ研究科委員会及び 2014年 2月の常務理事

会及び学校法人国際武道大学理事会の承認を得て、2014 年 3 月に文部科学省に学則変

更届を提出し、受理された（資料 2-11）。 

 

２．点検・評価 

●基準 2の充足状況 

本学の理念・目的を達成するために武道学科と体育学科からなる体育学部の単科大

学として 1984 年に開学し、2001 年には「スポーツトレーナー学科」及び「国際スポ

ーツ文化学科」を設置し、1学部 4学科体制へと変革した。その後、2008年に大学基

準協会の認証評価を受け、指摘事項であった「教育課程の体系性」の課題については

対処療法に留まらない大学の学部改編及びカリキュラム改革に繋がり、2013年 4月か

らは 1学部 2学科（体育学部、武道学科、体育学科）体制とする大学改革が実行され

ている。この学部改編は大学院研究科にも大きな影響を与え、2014年度からの教育課

程変更に繋がっている。 

また、教授会、運営委員会、各種委員会、大学院研究科委員会などを設置し、大学

学部及び大学院における教育・研究における適切かつ円滑な運営を行っている。 

以上のとおり本学は教育・研究組織の適切性を理念・目的を踏まえた上で、学問の 

動向や社会の要請等を真摯に受けとめ検証しながら、大学改革を進めており、同基準

をおおむね充足している。 

 

①効果が上がっている事項 

前回の大学基準協会による第三者評価を受け、教育課程の体系性だけにとどまらず、

2013年度には大学の学科改編及びカリキュラム改革が一つのかたちとなり、大学改革

が実行されていったことは高く評価できる。 

2014年度に大学院改革も行われ、入学者の増加に繋がった。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①効果が上がっている事項 

2013年度から変更した学部の組織編成については、まだ大きな問題点は見えてきて

いない。今後、2013年度からの 4年間の状況を踏まえ、体育学部の目的、教育目標及

び学位授与方針（ディプロマポリシー）などに照らし合わせ、学部の教育・研究組織

編成の適切性について学部長が総括し検証する。 

また、武道・スポーツ研究科についても、2014 年度からの 2 年間の状況を踏まえ、

大学院の目的、教育目標及びディプロマポリシーなどに照らし合わせ、武道・スポー

13



 

ツ研究科の教育・研究組織編成の適切性について研究科長が総括し検証する。なお、

引き続き、武道・スポーツ研究科の定員を満たすよう大学院の魅力を学部生及び学外

にもアピールしていく。 

 

４．根拠資料 

 

2-1 シラバス：授業概要「国際スポーツ文化入門」・「スポーツ文化ゼミナール」 

2-2 国際武道大学に対する大学評価結果ならびに認証評価結果 

【大学ホームページ URL】 

http://www.budo-u.ac.jp/outline/p17_aaju/pdf/ibu_result.pdf 

2-3 将来構想検討会議の設置 

2-4 収容定員関係学則変更届出書 

2-5  国際武道大学体育学部概念図（2013年度から） 

2-6  国際武道大学附属武道・スポーツ科学研究所概要 

2-7 国際武道大学 武道･スポーツ科学研究所年報【大学ホームページ URL】 

 http://www.budo-u.ac.jp/laboratory/annual.html 

2-8 国際武道文化セミナー 報告書 

2-9 国際武道大学大学院 武道・スポーツ研究科概念図（2014年度から） 

2-10 国際武道大学学部改編における承認議事録等（教授会、常務理事会、理事会・ 

評議員会） 

2-11 国際武道大学大学院学則変更における承認議事録等（大学院研究科委員会、常

務理事会、理事会・評議員会） 
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第 3章 教員・教員組織 

 

１．現状の説明 

（１）大学として求める教員像および教員組織の編成方針を明確に定めているか。 

<1>大学全体 

大学として求める教員像及び教員組織の編成方針を次のとおり定め、大学ホームペ

ージにて公表している（資料 3-1）。 

 

【大学として求める教員像】 

建学の精神に深く共鳴し、大学の目的及び教育目標を十分理解したうえで教育・

研究に専心し、教育目標の達成やディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー

の実現に努め、学生への愛情に溢れる人間性豊かな優れた教育力を有する人物であ

ることを本学の教員像とする。 

また、学内の学事や正課外活動においても十分に貢献することができる高潔且つ

熱心な人物であることが求められる。 

 

【教員組織の編成方針】 

武道精神に基づく教育目標、ディプロマ・ポリシーに沿った学生を育成するため、

本学は以下の方針に則り教員組織を編成し、学生の教育・支援を行うとともに、教

員の質的向上に努めていく。 

①大学の建学の精神並びに大学院研究科及び大学学部の教育目標に基づき、学生

への充実した教育・支援を行うために、大学院設置基準及び大学設置基準に則

った専任教員配置を行う。なお、大学院研究科の教員については、学部教員が

兼ねることを原則とする。 

②教育目標、ディプロマ・ポリシーなどを実現するために教員の教育・研究領域

を考慮するとともに適切な役割分担及び連携体制を確保し、組織的な教育を行

う教員組織を編成する。 

③教員の教育力の向上、研究活動の活性化を図るために大学院研究科及び大学学

部学科の枠を超え、教育・研究領域に特化させた研究教育グループを編成する。 

④専任教員の募集・採用については適切性及び透明性を保ちつつ、教員の年齢が

著しく偏ることのないよう配慮していく。また、昇任人事については、教育・

研究業績に加え、大学学事及び正課外活動等への貢献度を勘案し実施していく。 

 

<2>体育学部  

体育学部として求める教員像及び教員組織の編成方針については、本学が 1 学部 2

学科の単科大学であるため、大学全体において記した方針を準用している。 

 

<3>武道・スポーツ研究科 

武道・スポーツ研究科として求める教員像及び教員組織の編成方針については、体

育学部の教員が大学院の教員を兼担することを前提とした教員組織編成を行っている
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ため、大学全体において記した方針を準用している。 

 

（２）学部・研究科等の教育課程に相応しい教員組織を整備しているか。 

<1>大学全体 

前述した大学の教員組織の編成方針のとおり、建学の精神並びに大学院研究科及び

大学学部の教育目標に基づき、学生への充実した教育・支援を行うために、大学院設

置基準及び大学設置基準に則った専任教員配置を行っている。大学院研究科及び大学

学部では、教育目標、学位授与方針などを実現するために教員の教育・研究領域を考

慮するとともに適切な役割分担及び連携体制を確保し、組織的な教育を行う教員組織

を編成している。また、教員の教育力の向上、研究活動の活性化を図るために大学院

研究科及び大学学部学科の枠を超え、教育・研究領域に特化させた研究教育グループ

を編成している（資料 3-2）。 

大学全体の年齢別教員数については、学長及び別科教員を除く 61人を 2007年度と

比較する。2007年度時点における教員の年齢層は 41歳以上が全体の 83％を占め、特

に 41歳から 50歳までの層に 46％の教員が集中し、決してバランス良く採用人事を展

開しているとは言えるものではなかった。2014年度においてもその年齢層がそのまま

上位の層に移行している。2014 年度は 41 歳以上が全体に占める割合は 77％と 6％減

少し、30歳以下は変わらないものの、41歳から 50歳までの層は 25％と 21％の減少が

見られ、31 歳から 40 歳までの層は 20％と 6％の増加がみられる。2014 年度は 2007

年度と比較するとある程度の均等化が図られてきている（資料 3-3）。 

また、男女比構成については全教員 63人（学長、専任教員 59人、助手 2人、別科

教員 1人）の内、女性が 9人（14.3％）であり、2007年度（12.1％）と比較する多少

増加しているが、決して多いとは言えない（資料 3-3）。なお、本学においては体育学

部の教員が大学院武道・スポーツ研究科の教員を兼担している。 

大学全体の教員に係る人事については、人事部会が担当している。 

人事部会は「国際武道大学人事部会規則」に則り、学長を始めとする大学役職教員

及び人事課職員にて構成されている。学部教員及び大学院教員に関わる人事の案件に

ついて本部会において、慎重に審議し決定したうえで運営委員会及び教授会に報告さ

れる (資料 3-4)（資料 3-5）（資料 3-6）（資料 3-7）。 

 

<2>体育学部 

大学の建学の精神並びに体育学部の教育目標に基づき、学生への充実した教育・支 

援を行うために、大学設置基準に則った専任教員配置を行っている。なお、本学は体

育学部 1学部 2学科の単科大学であるため、大学に在籍するすべての教員（学長及び

別科教員は除く）を武道学科ないしは体育学科のどちらかに所属させた教員組織とな

っている。 

また、教育目標、学位授与方針などを実現するために教員の教育・研究領域を考慮

するとともに適切な役割分担及び連携体制を確保し、組織的な教育を行う教員組織を

編成している。具体的には 4年間の大学生活を充実したものとするために 1・2年次生

においては大学生活全般の支援を行うためのクラス担任制度を採用し、それぞれのク
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ラスに 6から 7人の教員を配置している。また、3年次生には演習担当制度を、4年次

生には卒業研究担当制度を採用し、学士課程教育の充実を図るための教員配置を実施

する。また、教育効果を高め、教員のＦＤ活動にも繋がるティーム・ティーチングを採

用した教員配置も行っている。 

専任教員数については、大学基礎データ表 2「Ⅱ教員組織 1全学の教員組織」に示

すとおり、大学設置基準に定められた「学部の種類及び規模に応じ定める専任教員数

（以下「体育学部の基準教員数」という）」並びに「大学全体の収容定員に応じ定める

専任教員数（以下「大学全体の専任教員数」という）」は必要な専任教員数を十分に満

たしている。なお、本学は体育学部 1学部であるため、大学全体の専任教員は体育学

部のそれぞれの学科に配属させたかたちを採っている。 

詳細に見ていくと体育学部の基準教員数は 25人、大学全体の基準教員数は 20人で

あり、「本学として必要な専任教員数」は合計 45人となる。よって、「本学として必要

な専任教員数」45人（内教授数 23人）に対し現状在職する専任教員数は 59人（内教

授数 30人）、武道学科については基準教員数 8人（内教授 4人）に対し現状在職する

専任教員数は 15 人（内教授 10 人）、体育学科については基準教員数 17 人（内教授 9

人）に対し現状在職する専任教員数は 44人（内教授 20人）となっており、全てにお

いて基準教員数を上回っている。 

なお、上記の数値は、2013年から学科組織が 2学科体制となり、改組前の 4学科体

制と混在した中で学年進行しているため、2 学科体制における設置基準上必要な専任

教員数（以下「基準教員数」という）を算出し、現状在職する専任教員数と比較した

ものである。 

また、専任教員一人当たりの在籍学生数は、大学基礎データ表 2のとおり、武道学

科が 29.6人、体育学科が 34.5人となっている。ただし、体育学科は 2013年 4月に募

集停止したスポーツトレーナー学科（在籍学生数：137 人）及び国際スポーツ文化学

科（在籍学生数：129 人）の学生数を加えて数値を算出している。そして体育学部に

おけるは専任教員一人当たりの在籍学生数は、33.3人となっている。 

体育学部における授業科目と担当教員の適合性を判断する役割は人事部会が担当し

ている。人事部会は「国際武道大学人事部会規則」に則り、学長を始めとする大学役

職教員及び人事課職員にて構成されている。学部教員に関わる人事の案件について本

部会において、慎重に審議し決定したうえで運営委員会及び教授会に報告される。体

育学部における授業科目と担当教員の研究業績に伴う適合性の判断についても同様の

プロセスを踏んでいる（資料 3-8）。 

 

<3>武道・スポーツ研究科 

大学の建学の精神並びに大学院研究科及び大学学部の教育目標に基づき、学生への

充実した教育・支援を行うために、大学院設置基準に則った教員配置を行っている。 

また、教育目標、学位授与方針などを実現するために教員の教育・研究領域を考慮

するとともに適切な役割分担及び連携体制を確保し、組織的な教育を行う教員組織を

編成している。なお、大学院人事においては、体育学部の教員が大学院武道・スポー

ツ研究科の教員を兼担することを前提とした教員採用人事に基づく教員組織の編成と
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なっている。そのため、大学院だけの専任教員人事は行っておらず、学部と大学院両

者の授業担当を可能とする教員資格を念頭に置いた採用人事を行っている。 

本学の武道・スポーツ研究科における大学院設置基準において定められた所定の教

員数としては、8人の大学院教員が必要であり、その内、半分（4人）が研究指導教員

である必要がある。 

本学においては大学院教員が 17人であり、その内、研究指導教員が 11人であるた

め大学院設置基準において定められた所定の教員数を十分クリアしている。 

2014 年 5 月 1 日時点において大学院在学者数は 2 年次生 1 人、1 年次生 7 人の計 8

人であるため「教員一人当たりの学生数」においても、十分な教員数である。 

大学院研究科における授業科目と担当教員の適合性を判断する組織は大学院研究科

委員会が担当している。研究科委員会は「国際武道大学大学院研究科委員会規則」に

則り、研究科長を始めとし、大学院教員資格審査基準に定める資格を有する教員等で

構成されている。大学院に関わる人事の案件については、本委員会で慎重に協議した

うえで、人事部会に上程・審議・決定し、当該内容は運営委員会及び教授会に報告さ

れる（資料 3-9）（資料 3-10）。大学院研究科における授業科目と担当教員の研究業績

に伴う適合性の判断についても同様のプロセスを踏んでいる（資料 3-8）。 

 

（３）教員の募集・採用・昇格は適切に行われているか。 

<1>大学全体 

教員の採用及び昇任については「学校法人国際武道大学教職員採用手続規則」、「国

際武道大学人事部会規則」、「国際武道大学教員資格審査基準規則」及び「国際武道大

学教員昇任基準細則」に従い実施している（資料 3-4）（資料 3-11）（資料 3-12）（資

料 3-13）。 

「国際武道大学教員昇任基準細則」（2008年 3月 27日制定）により昇任審査に自己推

薦を取り入れた（資料 3-13）。また、2013年 4月採用者から公募を行っている。応募

者に履歴書等必要書類を提出させ、人事部会員による模擬授業審査及び学長、副学長、

学部長及び研究科長による面接を行い、この選考結果を人事部会で審議し採用候補者

を理事長が面接した後、常務理事会の議を経て理事長が任命する。昇任については人

事部会において審議し、常務理事会の議を経て理事長が任命する。 

採用及び昇任に係わる教員の基礎資格及び基準については「国際武道大学教員資格

審査基準規則」、「国際武道大学教員昇任基準細則」において定めている（資料 3-12）

（資料 3-13）。 

特任教員の採用については「国際武道大学特任教員規程」及び「学校法人国際武道

大学特任教員の採用等に関する規則」に従い実施している。教育研究上必要と認める

者を学長が理事長に推薦し、理事長はその推薦に基づき採用している（資料 3-14）（資

料 3-15）。 

   

<2>体育学部 

本学は体育学部を設置する単科大学のため大学全体と体育学部の現状説明は同様で

ある。 
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<3>武道・スポーツ研究科 

学部教員が兼担しているため、大学院研究科としての募集はしていない。 

研究科の教員資格審査については、大学院研究科委員会において「国際武道大学大 

学院教員資格審査基準規則」に則り行われている（資料 3-10）。 

 

（４）教員の資質向上を図るための方策を講じているか。 

<1>大学全体 

専任教員のうち「学校法人国際武道大学教職員定年規程」の適用教員（無期雇用）

に対して職位ごとに期間を定め、資格及び職務に関する評価をすることとした（資料  

3-16）。この資格及び職務に関する評価は 2012年度をスタートとし、職位ごとの期間

は教授 5年、准教授 4年、助教 3年、助手 2年と定め評価することとしている。実際

の評価は該当者がいないため、まだ実施されていない。 

また、学内ＦＤ・ＳＤ研修会の一環として定期的に実施している救命処置講習（心

肺蘇生法とＡＥＤ使用方法）では、体育大学の教職員として救命救急の重要性を認識

し、率先・行動できる知識と技能を修得するため、実際に学内のＡＥＤ設置場所（全

13ヵ所）と各所からのＡＥＤ設置場所までの移動時間を改めて確認し、使用法に関す

る実技を行っている（資料 3-17）（資料 3-18）。 

 

<2>体育学部 

新規採用教員を対象とした研修会を採用内定後に開催し、4 月からの業務に戸惑う

ことのないようにしている。研修内容は学部長、学科長が中心となり、本学の建学の

精神や歴史及び大学紹介、オリエンテーション関連の打ち合わせ、個人情報保護法に

関する研修、学内ポータルサイトで行う成績処理、個人調書入力方法等の説明である。 

研修内容については今後も検討し、新規採用者が不安なく業務遂行できるようにす

る。 

 

<3>武道・スポーツ研究科 

大学院研究科の全教員は学部教員が兼務しているため、学部資質向上の方策が基本

となる。 

また、2014年度に実施した武道・スポーツ研究科のカリキュラム改編では、大学院

研究科委員会が中心となり、新設科目を担当する教員間で教育内容・方法等を共有す

ることができ、効果的で段階的な教育課程を構築することができた。 

 

２．点検評価 

●基準３の充足状況 

大学として求める教員像及び教員組織の編成方針を定め、それらを基軸とした教員

人事制度に則り、教員の「募集・採用・昇格」を実施している。 

教員組織については、学位授与方針や教育課程編成方針を実現できる教員を配置し、 

大学設置基準の基準教員数を厳守し、教員年齢層にも配慮しながら教員組織の整備に

努めている。しかし、教員年齢層については、まだまだ一部の年齢層に偏った組織と
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なっていることから、中・長期的な採用人事表を策定し計画的に採用することで教員

年齢層の均等化を図る。また、教員の資質向上を図るための方策については、教員の

資格及び職務に関する評価制度の導入及び昇任制度の自己推薦制度の導入が研究活

動へのインセンティブとなっている。その他、新規採用教員研修会及び学内ＦＤ・Ｓ

Ｄ研修会（救急処置講習）を継続的に実施し効果を上げている。 

以上のとおり、大学として求める教員像および教員組織の編成方針を達成すべく教

員組織を編成し整備するとともに、教員の資質向上を図るなどの措置を講じているこ

とから、同基準をおおむね充足している。 

 

①効果が上がっている事項 

〈1〉大学全体 

全体の教員数は 65人から 61人（学長は除く）と 4人減になっている。 

前述した 2007 年度に 46％を占めていた 41 歳から 50 歳までの層が 51 歳から 60

歳までの層に移行し後者は 39％となり、2007 年度より 7％増加した。しかし、41

歳から 50歳までの層は 25％と 21％減少している。また、30歳以下は変わらないも

のの、31 歳から 40 歳までの層が 14％から 20％に増加し、全体的に 2007 年度と比

較しても徐々に均衡化が図られ、今後の若返りの準備ができている。教員組織の編

成に関しては、定年教員の補充人事を中心に行っているが、その際にも学部・学科

教員全体の年齢構成も考慮にいれた募集を行い、徐々にではあるが、年齢層の均等

化の効果が出始めている（資料 3-3）。また、男女比構成としては、女性教員の割合

が 14.3％と 2007年度（12.1%）と比較すると多少改善された。 

学内ＦＤ・ＳＤ研修会の一環として取り組んでいる救命処置講習（心肺蘇生法と

ＡＥＤ使用法）は、特に本学の特色を色濃く出した講習となっており、教職員にそ

の社会的意義が認識され、定期的に研鑽を積む必要性があるとの要望が寄せられて

いることから、当該研修会については毎年実施する予定である。本学は、学内 13

ヵ所にＡＥＤを配備し、一時救命処置の重要性を認識し処置の技術を有する学生及

び教職員で構成された日本一安心・安全な大学を目指している。なお、2012年度か

らの過去 3 年間においては 74％を超える教職員が 1 度は講習を受けている（資料

3-17）。 

 

〈2〉体育学部 

教員募集について（2013年 4月採用者）公募を行い、本学ホームページ、加盟団

体、関係機関等へ教員公募を掲載し、多くの応募があった。本学ホームページに公

募の掲載を行ったのは初めてである。公募はスポーツ心理学領域、スポーツ情報領

域及びスポーツ史領域の 3領域と併せて実技（柔道、器械運動、水泳のいずれか）

又はコミュニケーションツール科目を担当できる人材について行った。 

昇任制度では、昇任審査に自己推薦制度を取り入れることにより、自己推薦をす

る者の研究活動は活発化した。 

 

 

20



 

②改善すべき事項 

〈1〉大学全体 

教員組織の整備については、本学の教員の年齢層は 51 歳以上の教員が 52％と集

中しているため、定年退職に伴う採用人事が中心となっている現状においては、授

業担当者の業績、能力、人間性だけでなく、年齢構成のバランスにも配慮した適切

な人事計画を行う必要がある。 

 

〈2〉体育学部 

教員公募については、より多くの応募者からより適切な人選ができるような公募

方法等について十分な検討が必要である。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①効果が上がっている事項 

〈1〉大学全体 

教員の各年齢層のバランスは徐々にではあるが改善されつつある。今後とも中・

長期的な人事計画を作成し、年齢構成のバランスにも配慮した教員人事を進めて行

く。 

男女比構成については、女性教員の割合が 14.3％と 2007年度（12.1%）と比較す

ると多少改善されているが、以前から特に性別の条件を設けた採用を行っている訳

ではなく、当該担当授業科目に応じて本学の教員として相応しい者の採用を第一に

考えており、女性教員を条件とした採用は考えていない。今後とも担当授業科目に

応じた本学の教員たるに相応しい者の採用を進めていく。 

学内ＦＤ・ＳＤ研修会の救命処置講習（心肺蘇生法とＡＥＤ使用法）は、本学の

特色を色濃く出した講習となっていることから、当該研修会については毎年実施し

ていく。 

 

〈2〉体育学部 

2013年 4月採用者から公募を行った結果、多くの応募があった。今後の教員採用

についても人事計画に基づき公募を実施する。 

教員の昇任については、自己推薦制度を有効に活用し、研究活動を更に活発化す

る。 

 

②改善すべき事項 

〈1〉大学全体 

教員の年齢層は 51 歳以上の教員が 52％と集中しているため、定年退職に伴う採

用人事など、中長期的な採用人事表を作成し、当該計画を実施することにより、徐々

にではあるが教員年齢層の均等化を促進していく。 

 

〈2〉体育学部 

教員公募についてはより多くの応募者からより適切な人選ができるような公募方
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法、公募時期等について十分な検討を行う。 

従来は公募者に、担当予定科目のシラバスを提示し、授業計画に示されている授

業について授業指導案の作成及びその一部を模擬授業として実施していたが、公募

領域によっては模擬授業のみで評価することが困難なことから、2014年度採用の教

員公募より、新たにその領域における現状・課題・将来展望について述べるプレゼ

ンテーション形式を取り入れることで、本学の教育目標に合致した人材の確保に努

める。 

 

４．根拠資料 

 

3-1  建学の精神・教育目標・各種方針（既出 資料 1-4） 

3-2  2014年度国際武道大学 研究教育グループ 

3-3  年齢別教員数 

3-4  国際武道大学人事部会規則 

3-5   国際武道大学体育学部教授会運営規則 

3-6   国際武道大学運営委員会規則 

3-7  国際武道大学学則（既出 資料 1-6） 

3-8   教員業績書 

3-9   国際武道大学大学院研究科委員会規則 

3-10 国際武道大学大学院教員資格審査基準規則 

3-11  学校法人国際武道大学教職員採用手続規則 

3-12 国際武道大学教員資格審査基準規則 

3-13  国際武道大学教員昇任基準細則 

3-14 国際武道大学特任教員規程 

3-15 学校法人国際武道大学特任教員の採用等に関する規則 

3-16 学校法人国際武道大学教職員定年規程 

3-17  学内講習会（ＡＥＤ心肺蘇生法）【大学ホームページ URL】 

①http://www.budo-u.ac.jp/news/topix/20150205/index.html 

②講習会資料 

③学内ＦＤ・ＳＤ研修会 救命処置講習（心肺蘇生法とＡＥＤ使用法） 

3-18  国際武道大学学内ＡＥＤ取得所要時間ＭＡＰ 
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第 4章 教育内容・方法・成果 

【教育目標、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針】 

 

１．現状の説明 

（１）教育目標に基づき学位授与方針を明示しているか。 

<1>大学全体 

学部及び大学院研究科ともに、それぞれの教育目標に基づく人材養成の目的を踏ま

えて学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）を定めており、学位授与までに身につけ

るべき知識、技能を明示し、大学ホームページにて公表している（資料 4-1-1）。 

 

<2>体育学部 

次のとおり教育目標及び学位授与方針を定め、大学ホームページにて公表している。 

【教育目標】 

武道精神を理解し、幅広い教養的要素を基調に各領域で修得した専門的知識を基盤

とし、種々の事象に柔軟に対応できる能力を発揮するとともに社会を豊かにすること

ができる人材を養成する。 

【学位授与方針】 

体育学部は、武道精神を理解し、幅広い教養的要素を基調に各専攻領域で修得した

専門的知識を基盤とし、種々の事象に柔軟に対応できる能力を発揮するとともに社会

を豊かにすることができる人材を養成することを教育目標として掲げ、当該目標を実

現するための教育課程(カリキュラム)を編成し実施する(資料 4-1-2)。この課程を修

了し、学位を取得するためには、以下のことが求められる。 

①本学の教育の理念である武道精神を体得している。 

②幅広い教養や専門知識を修得し、体育学を論理的及び実践的に表現できる。 

③コミュニケーション能力、リーダーシップ、チャレンジ精神を身につけている。 

④新たな課題を解決する論理的思考力を持ち、他者と協力・協調し、社会を豊かにし

て行こうとする意欲と能力を身につけている。 

 

<3>武道・スポーツ研究科 

次のとおり教育目標及び学位授与方針を定め、大学ホームページにて公表している。 

【教育目標】 

武道・スポーツの分野において、高度な専門的知識や実践能力を有し、優れた研究・

開発能力を身につけ、豊かな創造性を発揮することができる専門職業人を養成する。 

【学位授与方針】 

大学院武道・スポーツ研究科は武道・スポーツの分野において、高度な専門的知識

や実践能力を有し、優れた研究・開発能力を身につけ、豊かな創造性を発揮すること

ができる専門職業人を養成することを教育目標として掲げ、当該目標を実現するため

の教育課程(カリキュラム)を編成し、実施する(資料 4-1-3)。この課程を修了し、学

位を取得するためには、以下のことが求められる。 

①本学の教育の理念である武道精神を体得している。 
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②武道・スポーツにおける高度で専門的な学術の理論及び応用力を有している。 

③コミュニケーション能力、リーダーシップ、チャレンジ精神を持ち、広く社会に寄

与することができる。 

④専門分野で修得した知識や技能に基づき、科学的・学問的な視点から事象を捉え、

新たな課題を発見・解決し、未来に向かって創造的知見を発信できる能力を有して

いる。 

 

（２）教育目標に基づき教育課程の編成・実施方針を明示しているか。 

<1>大学全体 

学部及び大学院研究科ともに、教育目標に基づく学位授与方針で示した学修成果の

達成に向けて、教育課程の編成・実施方針を定めており、大学ホームページにて公表

している（資料4-1-1）。 

 

<2>体育学部 

前述した教育目標に基づき、次のとおり教育課程の編成・実施方針を定め、大学ホ

ームページにて公表している（資料 4-1-1）。 

【教育課程の編成・実施方針】 

武道精神を理解し、幅広い教養的要素を基調に専門的知識を形成する能力を養うた

め、以下の教育課程の編成・実施方針に基づきカリキュラムを編成する。 

①武道精神を理解するための基幹科目を設置する。 

②学士課程教育における体育学士という大きな枠組の中で、学びながら自分の専門性

を選択していく「学びながら選ぶ」カリキュラムを編成する。 

③体育大学が社会とどのように結びついているのかという命題を武道・体育・スポー

ツをとおした視点を以て学修するため、「大学教育と社会との連携」に重点を置いた

教養教育プログラムを設置する。 

④武道・体育・スポーツの専門性を心身で体感しながら修学するための実習や演習等

を多用した実践力を高める教育プログラムの充実を図る。 

 

<3>武道・スポーツ研究科 

前述した教育目標に基づき、次のとおり教育課程の編成・実施方針を定め、大学ホ

ームページにて公表している（資料 4-1-1）。 

【教育課程の編成・実施方針】 

武道・スポーツの分野において、高度な専門的知識を形成する能力を養い、種々の

事象に柔軟に対応できる実践的能力を発揮することにより、社会を豊かにすることが

できる人材を育成するため以下の教育課程の編成・実施方針に基づきカリキュラムを

編成する。 

①武道精神を理解するための専門科目を設置する。 

②総合的・学際的視点とともに高度で専門的な知識を持った、知識基盤社会を支える

知的な素養のある人材を育成するため、武道・スポーツに関する専門領域を適切に

区分し体系化を図るとともに、領域を横断的に学修できるカリキュラムを構築する。 
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③国内外の多様な社会の要請に的確に応えるための、高度な専門的職業人養成の視点

から、実践的応用力を身に付けさせるカリキュラムを構築する。 

④自らの設定した研究テーマについて、指導教員のもとで研究指導を受け、修士論文

等を作成するために「特別研究」を配置する。 

⑤高い専門性とともに幅広い視野を備え、専門分野の枠にとらわれない独創性・創造

性を持った人材を養成する観点から、複数の教員が論文作成等の研究指導を行うカ

リキュラムを構築する。 

 

（３）教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針が、大学構成員（教職員

および学生等）に周知され、社会に公表されているか。 

<1>大学全体 

教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針は、本学ホームページ上

に公開しており、大学構成員（教職員および学生等）に周知するとともに、広く社会

にも公表している（資料 4-1-1）。 

 

<2>体育学部 

教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針は、本学ホームページで

大学構成員（教職員および学生等）に周知するとともに、広く社会に向けて公表して

いる（資料4-1-1）。特に学生に対しては、「履修の手引」に、建学の理念、教育目標

及び教育課程の特徴を記載して周知を図っている（資料4-1-2）。 

 

<3>武道・スポーツ研究科 

教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針は、本学ホームページで

大学構成員（教職員および学生等）に周知するとともに、広く社会に向けて公表して

いる（資料4-1-1）。  

特に学生に対しては、「履修の手引」に、教育目標、学位授与方針および教育課程

の編成・実施方針を記載するとともに、建学の理念、教育目標及び教育課程の特徴を

記載して周知を図っている（資料4-1-3）。 

 

（４）教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について定期的

に検証を行っているか。 

<1>大学全体 

教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針については、内部質保証

検討委員会において定期的に検証している。（資料 4-1-4）。 

 

<2>体育学部 

教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針を教授会において報告し、

全教員に方針の確認を行っている（資料4-1-5）。教育課程の編成・実施方針等の適切

性については、全学体制で取り組んでいる部署別自己点検・評価報告書の作成のほか、

毎年度実施する学生による授業評価アンケートや授業担当者からの意見をもとに、内
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部質保証検討委員会で定期的に検証している。  

 

<3>武道・スポーツ研究科 

教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針を、毎年度作成する「履

修の手引」に明記し、全教員に方針の確認を行っている（資料 4-1-3）。 

教育課程の編成・実施方針等の適切性については、全学体制で取り組んでいる部署

別自己点検・評価報告書の作成のほか、毎年度実施する学生による授業評価アンケー

トや授業担当者からの意見をもとに、内部質保証検討委員会で定期的に検証している。 

 

２．点検・評価 

●基準４（１）の充足状況 

学部及び大学院ともに、教育目標に基づき学位授与方針を定め、大学構成員に周知

し、大学ホームページ等で広く社会に公表している。また、教育目標、学位授与方針

および教育課程の編成・実施方針の適切性についても、内部質保証検討委員会等にて

定期的に検証を行っていることから、同基準をおおむね充足している。 

  

①効果が上がっている事項 

〈1〉大学全体 

教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針は広く社会に公表し、

大学構成員（教職員および学生等）にも周知を徹底できている。 

 

〈2〉体育学部 

学位授与方針は、幅広い学びを保証し、グローバルな知識基盤社会において多様

化・複雑化する課題にも対応しうる人材を養成するための適切な方針として明示で

きている。また、学生の学修・学生生活をサポートするコミュニケーションツール

である「ＩＢＵポータルサイト」を通じても情報を提供している（資料4-1-6）。  

 

〈3〉武道・スポーツ研究科 

学位授与方針は、理論的知識や能力を基礎として，実務にそれらを応用する能力

が身に付く体系的な教育課程を保証するものとして、適切な方針を明示できている。 

 

②改善すべき事項 

〈1〉大学全体 

明確な建学の精神と理念のもとに、特色ある教育を展開し高度な知識基盤社会を

支え、地域社会に貢献できる人材を幅広く育成しているが、これらの教育活動は社

会による信認が不可欠であることを強く認識し、学位授与方針および教育課程の編

成・実施方針について、一般社会及び在学生や受験生等への更なる浸透をはかる必

要がある。  
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〈2〉体育学部 

教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針については、現状にお

いても広く大学構成員（教職員および学生等）に周知しているが、更に理解を深め

る必要がある。 

 

〈3〉武道・スポーツ研究科 

教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針については、現状にお

いても大学構成員（教職員および学生等）に周知するとともに広く社会に公表して

いるが、特に受験生に対して理解を深めてもらうよう努力が必要である。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①効果が上がっている事項 

〈1〉大学全体 

教育目標、学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針について、広く一般社会

及び在学生や受験生等への更なる浸透をはかるため、ホームページ等で継続して公

表していく（資料4-1-1）。 

 

〈2〉体育学部 

学生により深く理解させるため、初年次教育において詳細な説明をするとともに、

年度はじめに全学生に配付する「履修の手引」や「キャンパスノート（学生手帳）」

にも掲載していく。 

 

〈3〉武道・スポーツ研究科 

武道・スポーツ研究科の学位授与方針等の周知、公表及び定期的な検証等は現状

の方法を継続していく。 

 

②改善すべき事項 

〈1〉大学全体 

学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針について、広く社会に公表している

現状を維持しつつ、「学校案内」等にも明記して受験生等への浸透を図る。 

 

〈2〉体育学部 

在学生に、本学の教育目標、学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針の理解

を深めさせる方策として、各学期に行うオリエンテーションにおいても説明する。 

その際は、2014年度から導入を計画している、学生による「学修達成度自己評価

システム」を有機的に活用し、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の理

解を更に深めさせる対策を講じる。 

 

〈3〉武道・スポーツ研究科  

教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針については、受験生等
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への更なる浸透を図るため「学生募集要項」等にも明記していく。 

 

４．根拠資料 

 

4-1-1 建学の精神・教育目標・各種方針（既出 資料 1-4） 

4-1-2 国際武道大学体育学部履修の手引き【大学ホームページ URL】 

http://www.budo-u.ac.jp/outline/p12_syllabus/pdf/2014_1-2_004_shou

kai.pdf 

4-1-3 国際武道大学大学院武道・スポーツ研究科履修の手引き授業概要 

【大学ホームページ URL】 

http://www.budo-u.ac.jp/outline/p12_syllabus/pdf/2014_master_sylla

bus.pdf 

4-1-4 国際武道大学内部質保証検討委員会規則 

4-1-5 教授会報告資料（教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針） 

4-1-6 ＩＢＵポータルサイト 
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第 4章 教育内容・方法・成果  

【教育課程・教育内容】 

 

１．現状の説明 

（１）教育課程の編成・実施方針に基づき、授業科目を適切に開設し、教育課程を体系的

に編成しているか。 

<1>大学全体 

学部及び研究科が設置する授業科目、履修方法等を国際武道大学学則及び国際武道

大学大学院学則に規定している（資料 4-2-1）（資料 4-2-2）。また、学部及び大学院の

「履修の手引」に、学部、研究科が開講する科目の一覧を掲載するとともに、各授業

科目の配当年次を明記しており、教育課程の順次性を確保している。各年度各学期に

開講する授業科目については、授業時間割表として明示している（資料 4-2-3）（資料

4-2-4）。 

 

<2>体育学部  

教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）に則って必要な授業科目を

開設しており、基礎から高度で専門的な内容に発展する体系的な教育課程としている

（資料 4-2-5）。また、その体系制を保持しながら合理的且つ段階的学修が可能となる

よう十分に配慮した学部学科年間授業時間割表を編成している。（資料 4-2-3）。 

「科目区分」ごとに、必修科目や卒業に必要な単位数を細かく規定するとともに、

学士課程の集大成としての「卒業研究」に論文や成果物作成の必修を課すことで、「学

修効果」、「学士課程教育の質保証」を担保する。 

具体的には、シラバスの学科別卒業単位表のとおり、科目区分を、「初年次教育科目」、

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

目」、「専門科目」に分け、「初年次教育科目」においては 6単位、「総合科目Ａ」にお

いては 8単位、「総合科目Ｂ」においては 10単位、「コミュニケーションツール科目」

においては 6単位、「キャリア教育科目」においては 2単位の計 32単位以上修得しな

ければならない。 

また「専門科目」においては各学科必修として 16単位のほか、コースごとに 12単

位から 24単位の必修及び選択必修科目を設定したうえで、専門科目全体で 52単位修

得することを要件とし、学生の体系的・系統的履修を促進する。 

専門科目のうち「卒業研究」は論文、成果物作成のみにとどまらず、作品発表、卒

論発表会、論文の公表等を実施させることにより、より高度な研究成果として、第三

者の評価に耐えうる説明能力を身に付け、実質的な学士力の養成を図る。4年間の学

びの集大成としての「卒業研究」4単位を必修とし確かな学士力を培う。 

更に、学生本位の教育活動をより広く展開するため、他学科の科目も履修できる教

育課程としている（資料 4-2-6）。 

 

<3>武道・スポーツ研究科 

教育課程の編成・実施方針に則って必要な授業科目を開設しており、基礎となる体
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育学部での学びを更に発展させ、武道・スポーツを研究していくため、「武道・スポー

ツ文化領域科目」、「健康・スポーツ科学領域科目」、「武道・スポーツ指導領域科目」

の 3つの科目領域で構成している（資料 4-2-7）。 

具体的には、「共通科目」、「専門科目」、「演習・指導科目」及び「研究指導科目」に

区分し、「共通科目」から必修 4単位、選択必修 4単位、「専門科目」から選択必修 8

単位、「研究指導科目」から必修 10単位を修得する。「演習・指導科目」は 3つの領域

科目でそれぞれが修得した理論的知識や能力を基礎として、実務にそれらを応用する

能力を身に付け、卒業研究に繋げる。なお、3つの領域には主要科目と高度な専門科

目を配置し、体系的な教育課程としている。また、その体系制を保持しながら高度で

専門的な学修が可能となるよう十分に配慮した大学院研究科年間授業時間割表を編成

している（資料 4-2-4）。 

 

（２）教育課程の編成・実施方針に基づき、各課程に相応しい教育内容を提供しているか。 

<1>大学全体 

学士課程教育、修士課程教育それぞれに相応しい授業内容を保証するため、体育学

部には、社会との連携を意識した多様なコースを設置している。グローバルな知識基

盤社会において、自立した21世紀型市民を育成するため、特色ある取組として、「ＮＩ

Ｅ」を取り入れた総合科目を開設し、知識の活用能力や創造力など基本的な能力を培

いつつ、多様なコース教育で専門科目を幅広く学ぶことで、学士課程教育における質

保証を行っている（資料4-2-8）。 

また、武道・スポーツ研究科では、社会のニーズに対応した人材の養成を行うため、

学修課題を複数の科目等を通して体系的に履修するコースワークを充実させ、関連す

る分野の基礎的要素の涵養を図り、高度専門職業人の育成に努めている。 

 

<2>体育学部 

体育学部では、教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）に基づいて

学士課程に相応しい教育内容を提供している。 

初年次教育科目においては、導入教育の徹底を図り、武道・スポーツ（体育）の多

様な側面や本学で学ぶ意味（建学の精神・武道精神）を理解させ、大学生活のスター

トでつまずくことなく 4年間の学びを進められるよう「現代文明論」、「新入生セミナ

ー」「基礎ゼミナール」「キャリアデザインⅠ（スポーツと仕事）」を必修としている。 

総合科目は、総合科目Ａ及び総合科目Ｂに分け、総合科目Ａは、専門分野を学ぶた

めの基礎知識を身に付けることにとどまらず、「体育学」の学際性を意識し、社会の

ニーズに対応できる幅広い実践的能力の育成を目指す科目である。幅広い教養を身に

付け、高い公共性・倫理性を保持しつつ、時代の変化に合わせて積極的に社会を支え、

あるいは社会を改善していく資質を有する人材を育成するための基礎教養を涵養する。 

総合科目Ｂは、ＮＩＥ(Newspaper In Education)の手法を積極的に導入し、現代

社会のさまざまな事象を学び、問題意識の醸成を図り、課題探求能力を育成する。 

コミュニケーションツール科目は、武道・スポーツのグローバル化に対応するため、

英語、フランス語、スペイン語、ハングル、中国語の 5カ国語を設置した。今後、「世
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界で指導する」、「世界で競う」ためには、高いコミュニケーションスキルは必須であ

る。更に、多文化・異文化に関する知識をもち、相手に対し敬意を払い、相手の考え

方や立場からものをみるといった能力が必要である。このために、多様な語学を開講

しグローバルコミュニケーション能力の向上を図る。特に実践的語学として、「英語で

学ぶ武道文化Ⅰ・Ⅱ｣、「英語で学ぶスポーツ文化Ⅰ・Ⅱ」を開講し、武道・スポーツ

特有の表現法や用語を集中して学ぶとともに、自国の文化を伝え、相手の国の文化を

理解し、世界を舞台に活躍できる人材を養成するための語学教育システムを目指す。 

キャリア教育科目は、大学設置基準ならびに社会の要請に応じるため、初年次には

「キャリアデザインⅠ（スポーツと仕事）」を 2年次には「キャリアデザインⅡ（ステ

ップアップ）」を必修科目として開講する。更に 3年次以降は、「キャリアデザインⅢ

（産業社会の理解）」及び「インターンシップ」を選択科目として開講し、『夢や目標

を育む（あるべき姿から生き方を考える）』、『職業観を育む（職業人としての自立）』、 

『自ら考え学ぶ力を育む（個人としての学修と自立）』及び『自己表現力を育む（論理

的思考力やコミュニケーション能力の強化）』など、課題解決能力を有し、長期的視野

から進路・職業選択ができる学生を育成する。 

専門科目においては、武道学科には「武道国際交流論」、「武道イベント企画運営

論・実習」、体育学科には「スポーツデザイン実習」、「スポーツボランティア実習」、

また、両学科に「インターンシップ」などの現場実習科目を開講し、専門科目におい

て学んだ内容を実践することにより、卒業後の実社会において、リーダー的役割を担

い、即戦力となり得る能力を養成する。総合科目Ａ及び総合科目Ｂでの学びを専門科

目の学びと融合させることにより、武道・スポーツを通じて、世界の動向を理解し、

想定外の事象にも自ら判断しリーダーシップを発揮できる能力及び、地域社会を支え、

社会構造の変化に持続的に対応できる教養と専門的知識・能力を備えた人材を育成す

る。 

なお、体育学部では前述のとおり、武道学科に 6コース、体育学科に 8コースを設

置し「体育学」の学際性を多様なコースワークにより、医学からスポーツ指導法、更

には行政学や社会学の一部まで、幅広く学ぶカリキュラムを構築している（資料

4-2-9）。 

これにより、それぞれの希望進路や学修目標に応じて、一定の体系的履修が可能と

なるよう、シラバスシステム及び学修達成度自己評価システムを活用し、現在の科目

修得状況とこれから履修すべき科目を的確に判断でき、系統的・体系的な学修と多様

な関連科目・隣接科目を「学びながら選ぶ」ことのできるシステムを確立している。 

 

<3>武道・スポーツ研究科 

武道・スポーツ研究科のカリキュラムは、必修科目を含む「共通科目」、3 つの領

域科目群からなる「専門科目」、応用・実践的な狙いをもつ「演習・指導科目」、修

士論文あるいは特別課題研究につながる「研究指導科目」から構成されている。 

共通科目は、武道・スポーツ研究の全体像を理解させ、文献資料収集及び調査研究 

の進め方等の基礎知識・技能を体得させるため、「武道・スポーツ特講Ⅰ」及び「武 

道・スポーツ特講Ⅱ」を第 1セメスターで集中的に学修させる。更に「武道・スポー
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ツ文化領域」、「健康・スポーツ科学領域」及び「武道・スポーツ指導領域」のそれぞ

れの領域にコア科目を設定し、3 領域の共通科目とすることにより、体系的なコース

ワークの充実を図っている。 

専門科目は、前述した 3つの科目領域を設定し、現代あるいは近未来における武道・ 

スポーツの相応しいあり方や健康の捉え方について理解させる。 

本研究科では、これら 3つの科目領域を相互に関連性を持たせつつ幅広く学問を探

求できるようにした。 

演習・指導科目は、講義科目で得た理論的知識や能力を基礎として、実社会等での 

実習をとおし、実務にそれらを応用する能力を身に付けさせる。 

研究指導科目は、1年次に「特別研究Ⅰ」及び「特別研究Ⅱ」を、2年次に「特別研

究Ⅲ」及び「特別研究Ⅳ」を履修させる。「特別研究Ⅰ」、「特別研究Ⅱ」において

は、研究指導教員から基礎的な研究能力を養う知識や方法を、「特別研究Ⅲ」及び「特

別研究Ⅳ」では、より高度な研究の進め方を学ばせ、論文を作成させる。 

なお、研究指導の段階から 1人の学生に対し、複数の教員が関与することにより、

専門性を深めるとともに、多角的な視野を養う等、教育上の効果が図られており、学

生はその成果を定期的に報告し、討論によって研究能力を高めて、論文に結実させる 

（資料 4-2-10）。 

 

２．点検・評価 

●基準４（２）の充足状況 

学部においては、教育課程の編成・実施方針に基づいた授業科目を多様なコース教

育で、基礎から専門的な内容に発展させ体系的に学べるよう構築しており、また、各

科目には適切な科目区分を設けるとともに、履修モデルならびに科目系統図を提示し

ていることから、同基準をおおむね充足している（資料4-2-11）。 

大学院においては、学士課程教育で培った「学士力」を土台として、更に高度な専

門知識及び技能を修得できるよう教育内容を提供している。以上のことから、同基準

をおおむね充足している。 

 

①効果が上がっている事項 

〈1〉大学全体 

学部及び大学院とも、「体育学」の学際性を関連諸科学である医学、保健衛生学、教

育学、経済学、経営学等から修得した専門知識と連携し、更なる総合的・学際的な融

合発展を図るための教育内容を提供している。 

 

〈2〉体育学部 

学士課程教育において、初年次教育は大学生活のスタートでつまずくことなく 4年

間の学びを進めるとともに、大学で学ぶために必要な転換教育として大きな役割を果

たしている。1 年次生が「学ぶ姿勢」や専門分野の研究手法を修得して、高等学校で

の学びから「大学での学び」へ円滑な移行を図ることができている。 
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更に、「体育学」の学際性をもとに、学修領域を武道学科では 6コース（武道専修コ

ース、武道教育コース、武道国際普及コース、武道健康福祉コース、武道経営コース、

安全社会コース）、体育学科では 8コース（アスリートコース、コーチング科学コース、

スポーツマネジメントコース、スポーツトレーナーコース、健康科学コース、スポー

ツ教育コース、スポーツ情報コース、スポーツボランティアコース）を設置し、様々

な分野の学びを通じて、「スポーツ」と「社会」を結びつける総合的な力を身につける

ことのできる教育内容を提供している。 

 

〈3〉武道・スポーツ研究科 

必修科目である「武道・スポーツ特講Ⅰ」及び「武道・スポーツ特講Ⅱ」を第１セ

メスターで集中的に学修することで、武道・スポーツ研究の全体像を理解し、文献資

料収集及び調査研究の進め方等の基礎知識・技能を体得し、様々な場面で活用できる

プレゼンテーション能力が養われている。 

更に、専門科目を 3つの学修領域（武道・スポーツ文化領域、健康・スポーツ科学

領域、武道・スポーツ指導領域）にわけ、体系的な教育課程を構築し、卓越した高度

な専門知識・能力をもつ高度専門職業人の養成にふさわしい教育内容を提供している。 

 

②改善すべき事項 

〈1〉大学全体 

学生に、「体育学」の持つ広い学際性を理解・浸透させ、個々の将来の夢・目標    

に沿った学修内容を提供し、更にきめ細かな指導を行う必要がある。 

 

〈2〉体育学部 

教育課程の編成・実施方針に基づき、教育課程を体系的に編成し、学士課程に相応

しい教育内容を提供しているが、学生が多様な開設科目から系統性・順次性に従って、

到達目標に掲げた学修成果を獲得できる組織的な支援システムが必要である。 

 

〈3〉武道・スポーツ研究科 

理論的知識や能力を基礎として、実務にそれらを応用する能力を身に付けるための 

体系的な教育内容を提供しているが、更に国際的な水準で実践的な教育を提供する必

要がある。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①効果が上がっている事項 

〈1〉大学全体 

学部教育及び大学院教育ともに、グローバル社会において力強く生き抜き、武道・ 

スポーツによって人々を幸福にし、社会を豊かにするための教育課程を維持する。 

 

〈2〉体育学部 

大学教育のユニバーサル段階への移行が進み、本学でも多様な学生が在学している。 
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このため学生の多様なニーズに更に対応できるよう、初年次教育における教材開発

等の強化に努めるとともに、コース教育の充実を図る。 

 

〈3〉武道・スポーツ研究科 

武道・スポーツ研究の全体像を理解し、文献資料収集及び調査研究の進め方等の基

礎知識・技能を学ぶ、「武道・スポーツ特講Ⅰ」及び「武道・スポーツ特講Ⅱ」を第

1 セメスターで集中的に学修することで、高い教育効果を発揮しており、今後も継続

していく。 

また、専門科目を、3 つの科目領域（武道・スポーツ文化領域、健康・スポーツ科

学領域、武道・スポーツ指導領域）に区分し、体系的な教育課程を構築しているが、

それぞれの領域に設定した科目の関連性を精査し、科目ナンバリングやカリキュラム

マップを作成し、領域間の連携を更に強化し、高度専門職業人の養成を図っていく。 

 

②改善すべき事項 

〈1〉大学全体 

学生が「体育学」の持つ広い学際性を理解し、個々の学生が大学で学ぶ目的を明確

にもち､将来の夢・目標に沿った学修ができるよう、更に初年次教育の充実を図る。 

 

〈2〉体育学部 

グローバル化する知識基盤社会を支え、国際的通用性、社会人基礎力を備えた人材

を育成するためには、学生の主体的な学修を組織的に支援する必要がある。学生が体

系的な教育課程に沿って、自身の学修到達度を確認しながら計画的に履修を進め、学

修成果を獲得できることが重要である。このため、学生自身が学修成果の達成度を自

己評価でき、主体的な学びを確立できるよう、「学修達成度自己評価システム」を構築

し、2014年度から運用を開始した。（システムの詳細は第 4章 教育内容・方法・成

果【成果】に記載） 

 

〈3〉武道・スポーツ研究科 

国際的水準の高度で実践的な教育を提供し、グローバル社会で活躍できる人材を養

成するため、 学生の海外の学会やワークショップ等への参加を積極的に支援していく。 

更には、研究機関や企業での一定期間の研究経験やインターンシップ経験を積むこ

とができるよう支援対策を検討する。 
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４．根拠資料 

 

4-2-1 国際武道大学学則（既出 資料 1-6） 

4-2-2 国際武道大学大学院学則（既出 資料 1-7） 

4-2-3 国際武道大学体育学部年間授業時間割表 

4-2-4 国際武道大学大学院武道・スポーツ研究科年間授業時間割表 

4-2-5 建学の精神・教育目標・各種方針（既出 資料 1-4） 

4-2-6 国際武道大学体育学部履修の手引き（既出 資料 4-1-2） 

4-2-7 国際武道大学大学院武道・スポーツ研究科履修の手引き授業概要 

(既出 資料 4-1-3) 

4-2-8 ＮＩＥ科目概要（科目名：現代社会Ⅰ～ⅹ） 

   4-2-9 国際武道大学体育学部概念図（2013年度から）（既出 資料 2-5） 

4-2-10 国際武道大学大学院 武道・スポーツ研究科概念図（2014年度から） 

（既出 資料 2-9） 

   4-2-11 科目構成図及び履修モデル 
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第 4章 教育内容・方法・成果  

【教育方法】 

 

１．現状の説明 

（１）教育方法および学習指導は適切か。 

<1>大学全体 

教育目標の達成に向けた適切な授業形態を採用している。 

また、全学的に「学生支援システム（学生カルテシステム）」を構築し、全教員が個々

の学生の成績情報・修学状況等の情報を共有できるシステムを導入しており、オフィ

スアワーと有機的に連動させ、先進的で適切な学修指導を行っている（資料 4-3-1）。 

 

<2>体育学部 

講義、演習、実技・実習など、それぞれ適切な授業形態を採用している。また、そ

の開講形態と役割に関しては、入学時のオリエンテーションにおいて説明を行ってい

る（資料 4-3-2）。 

履修を適正に行わせるために、年間履 修単位数に上限（49単位）を設定している

（資料 4-3-3 第 8条の 2）。特に 1年次生に関しては、入学直後の約 1週間「新入生

セミナー」を開講し、きめこまかな履修指導を行っている（資料 4-3-4）。 

特徴的な取組としては、「現代文明論」、「基礎ゼミナール」などの必修科目を病

気その他の理由で欠席した学生には、その都度、科目担当教員が呼び出し、個別に補

習授業を行い手厚い学修指導を行っている（資料 4-3-5）。また、毎年度 5月及び 11

月に、全授業の出席状況調査を行っている（資料 4-3-6）。この調査で欠席の多い学

生は、クラス担任、演習担当教員が学生と連絡をとり個別に指導・相談にあたってい

る。 

 

<3>武道・スポーツ研究科 

「国際武道大学大学院武道・スポーツ研究科教育・研究指導規程」に基づき指導を

行っている（資料4-3-7）。十分な教育資源を活用し、少人数教育が行われている。特

に個別研究指導は、学生自身の研究計画に沿った形で、1人の学生を複数の教員で指導

する体制を整えている。 

また、講義科目で得た理論的知識や能力を基礎として、実社会等での実習をとおし、

実務にそれらを応用する能力を身に付けるため、演習・指導科目として「実践演習Ⅰ」

「実践演習Ⅱ」を開設している。 

 

（２）シラバスに基づいて授業が展開されているか。 

<1>大学全体 

体育学部では 2013年度から「国際武道大学シラバスシステム」を導入しており、全

教員が同一の基準で作成している（資料 4-3-8）。武道・スポーツ研究科はシラバス

のＷＥＢシステム化をしていないが、学部の様式に準拠して作成している。 
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シラバスは教務課において、講義の概要、到達目標、授業計画（実施回それぞれの

内容）、成績評価基準、テキスト、参考文献等が明記されているか点検するとともに、

必要事項の記入漏れ等がないことを確認する。 

その後、学部長及び研究科長により、授業目的の適切性、授業目的とシラバス内容

の整合性及びシラバス内容の実現可能性等について検証を行い、不備が認められる場

合は、科目担当者に改善を求めている。 

なお、毎学期、学生への授業評価アンケート実施しており、学部は「ＦＤ部会」、

大学院は「大学院研究科委員会」においてシラバスに基づいた授業が展開されている

かを検証し、授業改善に役立てている。 

 

<2>体育学部 

シラバスを教育課程の編成の趣旨に沿って統一した様式で作成している。主な記載

項目は，キーワード，授業の目標，到達目標，授業計画，成績評価の基準と方法，テ

キスト・教科書，参考書等である。 

シラバスは「国際武道大学シラバスシステム」として公開している（資料 4-3-8）。 

各回の授業計画の下層には、更に詳しい授業の内容を掲載するとともに、実技科目

を中心に動画を閲覧可能にし、学生の予習・復習等のための主体的な学修を支援して

いる。このシステムは、他大学に類を見ないシステムとして本学独自で開発したもの

である。 

授業内容とシラバスの整合性については、「学生による授業評価アンケート」に「授

業の目的や目標、授業計画はシラバスに沿って行われていた」という項を設け検証を

行っている（資料 4-3-9）。 

また、体育大学の特徴である実技・実習科目を含めシラバスに基づいた授業を実施

するための一つの取り組みとして「授業の総合的検討プロジェクト」を年度単位で実

施している（資料 4-3-10）。本プロジェクトでは、科目領域ごとに担当教員間で教育

目標や授業形態について検討を行っており、段階的で効果的な教育方法や授業内容の

重複等、改善点があれば次年度以降のシラバスに反映させている。 

年度末にはＦＤ部会より、各ユニット（リーダー）から活動報告書の提出を求め、

教授会においてＦＤ部会長より、全体的な総括及び次年度に向けた取り組みについて

報告を行っている（資料 4-3-11）。こうした環境下において教育研究を継続的に推進

していくことで教員の教育力の向上を図る努力をしている。 

 

<3>武道・スポーツ研究科 

シラバスは、学部と共通の形式で、授業の概要、到達目標、受講・学修上のアドバ

イス、各回の授業計画、成績評価方法、教科書、参考書等の情報を記載している。 

シラバスはＰＤＦ化しホームページで公開しており、研究科の授業はこのシラバス

に基づいて行われている（資料4-3-12）。同時に、履修する学生の研究上の関心にも

十分配慮して、授業内容の充実に努めている。 
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（３）成績評価と単位認定は適切に行われているか。 

<1>大学全体 

成績評価と単位認定は「国際武道大学試験規則」に基づき行われている。 

また、成績評価の適切性を担保するために、学生による授業評価アンケートを実施

するとともに、付与された成績評価に関する確認期間を設け、学生の側からも成績評

価の妥当性を確認する仕組みを整えている（資料 4-3-13）。 

 

<2>体育学部 

成績評価基準については、予めシラバスに明示しており、評価は、レポート、小テ

スト、期末テスト、平常点などによって適切に行われている。 

本学の成績はすべて100 点満点の数値によって判定され、学生への評価は2013年度

以降の入学生の場合、90 点以上がＳ、89～ 80 点がＡ、79～ 70 点がＢ、69～ 60 点

がＣ、59 点以下がＤ（不合格）とし、厳格な評価がなされている（ 2012年度入学生

に対しては、「Ｓ」評価は採用していない）。 

なお、初年次教育科目の「現代文明論」、「新入生セミナー」、「基礎ゼミナール」、

「キャリアデザインⅠ（スポーツと仕事）」の４科目は、合格点に満たない履修学生

に対して評価を「Ｈ（保留）」とし、翌セメスター終了までに合格基準を満たすための

補充授業を実施している。 

また、複数の教員が関わる科目の場合、評価が大きく異なることのないよう教員間

で基準を策定して評定することが一般的であるが、制度としては行っていない。編入

学、海外留学等に関わる既修得単位の認定は、入学時の一括認定を除いて、学生の申

請によりシラバスの整合性を精査し、教授会において認定している。 

 

<3>武道・スポーツ研究科 

武道・スポーツ研究科においても成績評価基準については、予めシラバスに明示し

ており、評価は、レポート、小テスト、期末テスト、平常点などによって適切に行わ

れている（資料4-3-12）。 

成績はすべて100 点満点の数値によって判定され、学生への評価は2014年度以降の

入学生の場合、90 点以上がＳ、89～ 80 点がＡ、79～ 70 点がＢ、69～ 60 点がＣ、 

59 点以下がＤ（不合格）とし、厳格な評価がなされている（ 2013年度以前入学生に

対しては、「Ｓ」評価は採用していない）。 

 

（４）教育成果について定期的な検証を行い、その結果を教育課程や教育内容・方法の改

善に結びつけているか。 

<1>大学全体 

「ＦＤ部会」が中心となり、全学的な教育内容・方法等の検証と改善・工夫を組織

的に推進している。 

2012年度後期より、山形大学を代表校として申請し採択された「大学間連携共同教

育推進事業（文部科学省採択事業）」に本学も連携校として参加している（資料 4-3-14）。 

本事業は本学を含む東日本広域圏の国公私立の大学・短期大学（14大学・5短期大
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学）が連携し、効率的かつ実践的な教育の質保証・向上を確立することを目的として、

2016年度まで事業が実施される。主な事業内容（プロジェクト）として、「1．連携主

体的学修」、「2.連携ＦＤ/ＳＤ」、「3.連携ＩＲ」の 3つのプログラムを共同して遂行し

ており、本学からも教職員及び学生が多くのプロジェクトに参加し、連携校として積

極的に活動している。 

また、ＦＤの実施状況と有効性については、学内外から講師を招き、本学教職員を

対象としたＦＤ・ＳＤ研修会を 2012年度は 7回、2013年度及び 2014年度は 2回開催

することができた（資料 4-3-15）。 

研修内容は、主に大学教育及び体育・スポーツ分野における現状と課題等を中心と

したテーマであり、関連性の高い研修内容を定期的に展開することができた。 

 

<2>体育学部 

学修成果を測定するための学部独自の評価指標が開発されているわけではないが、

学生の学業成績を総合的・客観的に評価するための指標としてＧＰＡを利用しており、

学生及び保護者への成績通知にも記載している。その他に、シラバスには到達目標や

評価方法の項目があり、学生の学修成果測定のための手掛かりを与えるものになって

いる。  

また、「学生による授業評価アンケート」に関しては、2011年度より紙ベースから

本学ポータルサイトを活用した電子ベースに切り替えて、全学生を対象とし、前期（6

月）・後期（11月）の計2回、実施している（資料4-3-16）。 

授業評価アンケートに個々の授業に関して学生の理解度、関心、意欲、満足度等を

問う項目があり、5 段階評価となっている。2013 年度のアンケート回答率は、前期

51.7％、後期 47.0％であり、両学期とも前年度の回答率を上回る結果となっている。

評価の平均点は概ね 4点台である。極端に低い評価の科目担当者については、アンケ

ート結果を受けて授業改善を図るよう大学執行部（体育学部長）から注意喚起を促し

ている（資料 4-3-17）。 

アンケート集計結果は、全体の総合的な集計結果（学科別・学年別等）を電子媒体

（ＣＤ-Ｒ）及び冊子に取りまとめ、大学執行部教員に配付するとともに、学生等の閲

覧用として図書館に冊子を設置している（資料 4-3-18）。また、教員へのフィードバ

ック機能として、アンケート集計システムから担当科目の集計結果及びフリーアンサ

ー（学生の意見・要望等）一覧表の閲覧が可能となっており、教員個々の授業改善に

活用できるシステムとなっている。なお、大学ホームページにアンケート対象全科目

の評価結果の一覧を公表している。 

その他に教員の実践的な取り組みとして、2013年度から運用を開始した「ＷＥＢシ

ラバスシステム」の科目情報の充実を図るため、全教員を対象とした「授業の総合的

検討プロジェクト」が編成された。 

このプロジェクトの目的は、科目毎に担当教員間で授業を総合的に検討することに

よって、授業内容の共有を図り、更に、関連性の高い科目間においては、内容の重複

を回避し、質の保証・向上を図ることとしている（資料4-3-10）。 

また、本プロジェクトの中に「マルチメディア教材作成プロジェクト」及び「初年
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次教育教材作成プロジェクト」が配置されており、ユニット単位で授業やカリキュラ

ムの質の保証及び向上を目的とした教材の作成が行われている（資料 4-3-19）。 

これらの取り組み状況については、年度末にＦＤ部会より、各ユニットに対して「プ

ロジェクトの進捗状況表」及び「活動報告書」の提出を求め、取りまとめた内容につ

いて総括を行い、次年度に向けた対策を検討している。このように実際の授業科目を

通した教員間によるＦＤ活動も展開している。  

また、2013年度から、「学生の学修時間の実態や学修行動の把握調査」を実施して

おり、これらのデータの蓄積・分析を行い、今後の教育方法の改善に役立てる計画で

ある（資料4-3-20）。 

 

<3>武道・スポーツ研究科 

武道・スポーツ研究科においても、学生による授業評価アンケートを実施しており、

アンケート結果は一元的に管理分析するとともに、科目ごとにすべての教員へ開示し

ており、教育方法の改善に役立てている（資料 4-3-21）。 

 

２．点検・評価 

●基準４（３）の充足状況 

学部及び大学院ともに、各授業は講義、演習、実技・実習等の適切な形態を採用し

開講するとともに、シラバスには、成績評価基準及び到達目標を明示している。学生

へは、年 2回のオリエンテーションを行い、きめ細やかな学修指導を徹底している。

特に、学部シラバスには動画や各種教材資料を搭載した国際武道大学シラバスシステ

ムを導入し、学生の主体的な学修を支援している（資料 4-3-8）。 

また、学部及び大学院ともに、「学生による授業評価アンケート」を年 2回実施して

おり、学部アンケートでは「シラバスに基づき授業を展開しているか」、「成績評価

と単位認定は適切に行われているか」等は、8割以上の学生が「強くそう思う・そう

思う」と回答しており、授業は適切に実施されている（資料 4-3-17）。 

教育成果の検証については、ＧＰＡならびに授業評価アンケートの結果を分析する

とともに、更なる授業方法等の改善に努めている。以上のことから、同基準について

はおおむね充足している。 

 

①効果が上がっている事項 

〈1〉大学全体 

「履修登録」、「学修指導」、「学生による授業評価アンケート」、「シラバス」及び

「学修成果測定」等に関して、急速なシステム化を推進している。これらのシステ

ムは、国際武道大学創立 30周年記念事業「学生支援システムの構築」として一元的

に管理され、それぞれのシステムが有機的に結びついている。 

 

〈2〉体育学部 

シラバスは教員全員が一律の基準で作成しており、統一された書式・項目で学生

にわかりやすく明示できている。また、毎年度、学生による授業評価アンケートを
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実施し、その結果を教員個々にフィードバックしていることが、授業改善に大きく

繋がっている（資料 4-3-17）。 

 

〈3〉武道・スポーツ研究科 

武道・スポーツ研究科においても、シラバスは全教員が一律の基準で作成してお

り、統一された書式・項目で学生にわかりやすく明示できている。また、毎年度、

学生による授業評価アンケートを実施し、その結果を教員個々にフィードバックし

ていることが、授業改善に大きく繋がっている（資料 4-3-21）。 

 

②改善すべき事項 

〈1〉大学全体 

シラバスは教育課程の編成の趣旨に沿って、全学で統一した様式で作成されてい

るが、到達目標が教える側を主体に記載されていたり、抽象的に記載されていたり

するなど、教員間の記述内容に精粗があるため調整が必要である。 

学内におけるＦＤ・ＳＤ研修会及び教職員研修会では、ここ数年間は開催回数や

研修テーマが不特定で年度単位で異なる対応であった。年間行事として定期的な取

り組みに位置づけることが望まれる。しかし、元来水曜日の 3時限以降は原則的に

授業を配当せず、その時間帯に会議や研修を行うこととしていたが、新カリキュラ

ムの移行期も相まって、当該時間帯に授業を開講せざるを得なくなったため、研修

会を開催する時間帯を見出せなくなっている。また、教職員が出席しやすい環境・

体制について改善策を検討すると同時に、欠席者の対応についても検討しなければ

ならない。 

 

〈2〉体育学部 

教育方法についてはおおむね成果を上げているが、初年次教育として 1年次に行

われる必修授業「基礎ゼミナール」については、教材・テキスト及び授業内容の更

なる検討・見直しの過程にある。 

 

〈3〉武道・スポーツ研究科 

武道・スポーツ研究科のシラバスはＷＥＢシステム化されていないため、学部と

同様に、ウェブページ上で入力や閲覧を可能とする必要がある。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①効果が上がっている事項 

〈1〉大学全体 

国際武道大学創立 30周年記念事業「学生支援システムの構築」として「履修登録」、

「学修指導」、「学生による授業評価アンケート」、「シラバス」及び「学修成果測定」

等に関して、一元的に管理され、それぞれのシステムを有機的に結びつけている。

今後は、これらのシステムデータを有効に活用し、教学ＩＲを促進し、教育成果に

ついての定期的な検証及びその結果を教育課程や教育内容・方法の改善に役立てる。 
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〈2〉体育学部 

統一シラバスや学生による授業評価アンケートにより、教育内容・方法は着実に

改善している。今後も、シラバスやアンケート内容を充実させていく。 

また、2013年度から実施した、「学生の学修時間の実態や学修行動の把握調査」

についても継続して実施し、データ蓄積と分析を行う。 

 

〈3〉武道・スポーツ研究科 

学生による授業評価アンケートを実施し、その結果を教員個々にフィードバック

していることが、授業改善に大きく繋がっている。今後も継続して実施するともに、

大学院ＦＤの更なる活性化を図る。 

 

②改善すべき事項 

〈1〉大学全体 

単位制度の実質化を図り、学生の主体的な学修を促すために、シラバスの到達目

標を具体的且つ学生主体の記述に改める。 

学内におけるＦＤ・ＳＤ研修会については、教職員の能力向上の一環として効果

を上げていることから、今後ＦＤ・ＳＤ活動の更なる底上げを図るためにも、年間

の大学行事として定期的な体制で実施できるようにＦＤ部会を中心に企画・立案し

ていく。また、欠席者対応については、参加するよう粘り強く呼びかけを継続して

いき、欠席者、特にやむを得ず欠席せざるを得なかった者や参加者に対しても研修

の映像を納めたＤＶＤの貸し出し等を行い対応する。 

 

〈2〉体育学部 

2013年度から初年次教育として「現代文明論」、「新入生セミナー」、「基礎ゼミナ

ール」、「キャリアデザインⅠ（スポーツと仕事）」を開設した。 

このうち、第 1セメスター実施の「基礎ゼミナール」については、1年次生を 8

クラスに分け、1クラス当たり 7～8名の教員で担当している。開講初年度というこ

ともあり、教材は授業を進めながらの開発となった。今後は使用した教材・テキス

トの整理・見直しを進め、更に充実した教材・テキストを開発する。更に、各担当

教員は綿密な打ち合わせ及び研修を行い、初年次教育をより向上させる。 

 

〈3〉武道・スポーツ研究科 

武道・スポーツ研究科のシラバスは、未だＷＥＢシステム化していないため、早

急に改善を図る。本学のＷＥＢシラバスシステムは、シラバスの下層に1回ごとの講

義の詳細な内容を掲載し、更には、映像や資料を添付できるシステムとなっており、

これにより、学生の「事前学修→受講→事後学修」を支援し、単位制度の実質化を

図る。 
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第 4章 教育内容・方法・成果 

【成果】 

 

１．現状の説明 

（１）教育目標に沿った成果が上がっているか。 

<1>大学全体 

体育学部及び武道・スポーツ研究科とも、教育目標に沿った成果については、学位

授与の方針（ディプロマポリシー）に沿った、学位授与実績、各種の資格取得実績、

卒業後の進路から、大学の教育目標に沿った成果が上がっている。 

 

<2>体育学部 

教育目標に沿った成果については、学位授与の方針（ディプロマポリシー）に沿っ

た、学位授与実績、各種の資格取得実績、卒業後の進路から成果を測ることができる

（資料 4-4-1）。 

特に本学の特徴として、教育職員免許状のほか、各種スポーツ資格など毎年多数の

取得者を輩出している。 

更には、ラーニングアウトカムの測定として、「学修達成度自己評価システム」を導

入している。成績評価による「直接評価」と学生の自己評価による「間接評価」を組

み合わせて、「カリキュラムを通じてどのような力がつき、何ができるようになったの

か」を可視化できるシステムを導入している。 

 

<3>武道・スポーツ研究科 

学位授与の方針（ディプロマポリシー）に沿った、学位授与実績、各種の資格取得

実績、卒業後の進路から成果を測ることができる（資料 4-4-1）。修了者の半数以上が

教育職員免許状（専修免許）を取得し、多くの教員を輩出している（資料 4-4-2）。 

 

（２）学位授与（卒業・修了認定）は適切に行われているか。 

<1>大学全体 

体育学部の卒業認定と学位授与に係る事項は、「学校教育法第 104条」及び「学位規

則（昭和 28年文部省令第 9号）」に準拠し、「国際武道大学学則」に定めている（資料

4-4-3）。 

大学院に関する修了認定と学位授与に係る事項は、「国際武道大学大学院学位規程」

に定めている（資料 4-4-4）。 

 

<2>体育学部 

学則及び学部の学位授与の方針（ディプロマポリシー）において、1年次から卒業年

次まで、各授業科目において試験及び評価を厳正に行い、厳格に単位を付与している

（資料4-4-1）。 

学位授与基準は4年以上在学し本学部の教育目標に沿って卒業に必要な124単位以上

修得した者からなる卒業対象者名簿を作成し、教授会において慎重かつ厳正な審査を
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経て学士の学位を授与している。 

 

<3>武道・スポーツ研究科 

大学院学則、研究科の学位授与の方針（ディプロマポリシー）及び国際武道大学大

学院学位規程に基づき、修士課程において所定の単位（30単位）を修得し、学位論文

の審査及び最終試験に合格した者に授与している（資料 4-4-1）（資料 4-4-4）。 

 

２．点検・評価 

●基準４（４）の充足状況 

学部及び大学院ともに、教育目標に沿った成果として、学位授与実績、各種の資格

取得実績、卒業後の進路等からその成果を測るとともに、学位授与（卒業・修了認定）

についても、学位授与の方針（ディプロマポリシー）に沿って適切に行っていること

から、同基準はおおむね充足している（資料 4-4-5）。 

 

①効果が上がっている事項 

〈1〉大学全体 

学位授与の方針（ディプロマポリシー）に沿った、人材育成の目標が達成されて

いる。学校教員を中心として多くの指導者を輩出しており評価に値する（資料 4- 

4-6）。特に、2013年度から「教員採用試験対策特別講座：教職塾」を開講しており、

教職課程を履修する学生の学修意欲は年々高まっている（資料 4-4-7）。 

 

〈2〉体育学部 

教育目標に沿った成果として、学位授与実績、各種の資格取得実績、卒業後の進

路等からその成果を測り、人材育成の目標が達成されている。 

体育会系クラブに所属する学生は 85%にのぼる（資料 4-4-8）。これらの学生は、

正課授業や正課外活動を通じて、本学の学位授与の方針（ディプロマポリシー）に

沿った、学士としての高い能力を身に付けていることが評価される。 

また、毎年、全国 11箇所で開催される後援会支部総会へ教員が出向き、保護者と

の個別面談を行っている(資料 4-4-9)。学生の成績・大学生活・クラブ活動等の状

況について、保護者に伝えるとともに、入学から卒業・修了まで学生一人ひとりに

あったきめ細かい指導に役立てている。 

 

〈3〉武道・スポーツ研究科 

コースワークの充実を図り、武道・スポーツの指導者をはじめとする、多様な高

度専門職業人を養成している。卒業生の進路は、学校教員のほか、武道・スポーツ

指導者及びスポーツ関連企業への就職者など、多様なキャリアパスに対応しており、

学位授与の方針（ディプロマポリシー）に沿った、人材育成の目標が達成されてい

る。 

 

 

45



 

②改善すべき事項 

〈1〉体育学部 

教育の質保証を図り、学位授与の方針（ディプロマポリシー）に基づく学修成果

を保証するため、学生の学修到達度を的確に把握・測定し卒業認定を行う組織的体

制を整えることが必要である（資料 4-4-1）。 

 

〈2〉武道・スポーツ研究科 

体系的な大学院教育を更に充実させるためには、大学院教育に携わる教員の教

育・研究指導能力の向上が不可欠であり、大学院の組織的な研修体制を充実させる

必要がある。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①効果が上がっている事項 

〈1〉大学全体 

2013年度から「教員採用試験対策特別講座：教職塾」を開講している。この講座

は、1年次生から受講でき、毎回平均 100名を超す学生が受講している。今後も学

校教員を中心として多くの指導者を育成するため、継続して開講していく。 

 

〈2〉体育学部 

本学の目標とする、武道及び体育・スポーツによる教育をとおして、心身ともに

健全で、豊かな人間性を兼ね備え、社会に貢献できる人材の育成にあたり、学生は、

正課授業と正課外活動を通じて、本学の学位授与の方針（ディプロマポリシー）に

沿った、学士としての高い能力を身に付けており、今後もこの教育システムを継続

していく（資料 4-4-1）。 

更に、学生の主体的な学修を支援し、教育の質保証の仕組みを強化するため、学

生自身に、将来の夢・目標と大学での学問の関係性を整理・確認する機会を定期的

に提供し、主体的に学び続ける力を育成するため、2014年度から、「学修達成度自

己評価システム」を導入する（資料 4-4-10）。「履修系統図」と「科目ごとの到達目

標」を統合して学生に示し、各科目履修後、到達目標に対して、その達成度を自己

評価させる取り組みを行う。これまで本学で実施してきたチューター制度による学

生面談に本取り組みを組み込むことで、学生に自らの学びを計画的に組み立ててい

く学修姿勢を身につけさせる。また、学生一人ひとりの学びの状況を視覚的に把握

しやすくすることで、クラス担任及び学科教員等が担当学生の状況を把握しやすく

し、教職員がチームとして学修支援にあたる組織的な体制整備を図る。  

 

〈3〉武道・スポーツ研究科 

コースワークの充実を図り、武道・スポーツの指導者をはじめとする、多様な高

度専門職業人を養成している。 

今後も、学位授与の方針（ディプロマポリシー）に沿った人材育成の目標を達成

するため、若手教員が柔軟かつ機動的な教育研究を実現しながら、自らの資質・能
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力を十分に発揮して教育・研究を担当できるよう、助教制度創設の趣旨に沿って、

研究指導教員、専任教員として積極的に登用し、学生の質を保証する組織的な教育・

研究指導体制を確立しいく。 

 

②改善すべき事項 

〈1〉体育学部 

学部の個性や特色、専門分野の特質に応じて、客観性・標準性を備えた学内試験

の実施や外部試験の活用についても検討する。 

 

〈2〉武道・スポーツ研究科 

人材養成の目的に沿った組織的な大学院教育を提供するためには、コースワーク

を中心とする組織的・体系的な教育を更に充実させる必要がある。特定の研究室の

担当教員による個人的な指導に過度に依存することのないよう各教員の役割分担と

連携体制を明確にして、体系的な大学院教育を提供するため、教員相互の授業参観、

授業方法についての研究会等の大学院ＦＤを積極的に推進する。 

 

４．根拠資料 

 

4-4-1 建学の精神・教育目標・各種方針（既出 資料 1-4） 

4-4-2 国際武道大学大学院武道・スポーツ研究科修了生 教育職員免許状（専修）

取得者数一覧 

4-4-3 国際武道大学学則（既出 資料 1-6） 

4-4-4 国際武道大学大学院学位規程 

4-4-5 教育目標に沿った成果一覧表（学位授与・各種資格・卒業後進路） 

4-4-6 学部・大学院（進路状況：教職関係） 

4-4-7 教職塾【大学ホームページ URL】 

http://www.budo-u.ac.jp/news/topix/20140513/img/kyousyokujuku.pdf 

4-4-8 2014年度 学友会部員集計表 

4-4-9 2014年度個別面談会・支部総会日程表 

4-4-10 学修達成度自己評価システム 
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第 5章 学生の受け入れ 

 

１．現状の説明 

（１）学生の受け入れ方針を明示しているか。 

<1>大学全体 

建学訓に基づき「国際武道大学の建学の精神を理解し、武道・スポーツをとおして

自立した人間形成を目指すとともに、体育学の分野で学んだ事を活かし、社会を豊か

にしようとする意欲に満ちた者及び学力に秀でた者」と学部の入学者受け入れ方針を

定め、「学生募集要項」及び「大学ホームページ」に明示している（資料 5-1 P2）(資

料 5-2) (資料 5-3)。 

 

<2>体育学部 

体育学部に設置する、「武道学科」と「体育学科」の学科選択指針をそれぞれ次のと

おりとし「学生募集要項」及び「大学ホームページ」に明示している（資料 5-1 P2）

（資料 5-2）(資料 5-3)。 

なお、この学科選択方針は、両学科に設置したコースの内容と合致させることで具

体的な学科選択の指針となるようにしている。 

① 武道学科選択指針 

次の1～4のいずれかに該当する者 

1.武道学科の課程をとおして専門知識・技術・指導力を身につける意欲にあふれ 

る者 

2.武道をとおした国際交流の実践の意欲にあふれる者 

3.武道を通じて、健康・福祉・武道普及・公共の安全と秩序の維持などに貢献し、 

社会を豊かにする意欲にあふれる者 

4.学力に秀でた者 

 

     ②体育学科選択方針 

次の1～4のいずれかに該当する者 

1.体育学科の課程をとおして専門知識・技術・指導力を身につける意欲にあふれ 

る者 

2.スポーツトレーナーとしての専門的知識・技術と実践力を身につける意欲にあ 

ふれる者 

3.スポーツを通じて、スポーツマネジメント・健康・スポーツ教育・スポーツ情 

報の活用・ボランティアなどに貢献し、社会を豊かにする意欲にあふれる者 

4.学力に秀でた者 

 

体育学部に入学するにあたり、修得しておくべき知識等の内容や水準については、

高等学校で履修すべき科目・取得が望ましい資格として「体育は総合的な学問です。

理系でも文系でもなく、両方だと考えて下さい。高等学校で何が学びたいか明確な方

は、その興味に向けて邁進して下さい。高等学校での履修科目選択に迷っている方は、
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バランスを考えるといいでしょう。資格は、その取得過程での勉強に大きな意味があ

ります。得意な分野の資格にチャレンジして下さい。どうか、目の前の学びに対して

「将来の進路と関係ない」などと言いわけして手を抜かないで下さい。すべては、つ

ながっているのです。」と学生募集要項に明記している（資料 5-1 P2）。 

また、障がいのある学生の受け入れ方針は、特に定めていない。 

学生募集要項の各入試区分に「受験上の特別な配慮を必要とする場合、出願期間前

に本学入試・広報センターへお問い合わせください。」と記載し個別に対応を行ってい

る（資料 5-1 P6）。 

 

<3>武道・スポーツ研究科 

求める学生像については、「武道・スポーツの分野で学修した高度な専門性を活かし

て、社会に貢献しようとする意欲に満ちた者及び学力に秀でた者」と大学院学生募集

要項の「大学院武道・スポーツ研究（修士）の概要」に明示している（資料 5-4 P10）。 

また、障がいのある学生の受け入れ方針は、特に定めていない。 

学生募集要項の各入試区分に「受験上の特別な配慮を必要とする者は、出願期間前

に本学入試・広報センターへお問い合わせください。」と記載し個別に対応を行ってい

る（資料 5-4 P2）。 

 

（２）学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に学生募集および入学者選抜を行って

いるか。 

<1>大学全体 

入学者選抜においては、体育学部における入試制度を検討・立案するために入試・

広報委員会を設置している。入試・広報委員会で原案を作成し、学内規定に従い運営

委員会、教授会等で審議・決定する。 

武道・スポーツ研究科における入試制度の審議・決定については大学院研究科委員

会にて協議し、入試事務は学部及び武道・スポーツ研究科ともに入試・広報センター

が行う。 

体育学部及び武道スポーツ研究科における入学試験の実施については、「入学試験実

施要項」を入試・広報センターで作成し、それに従い適切に実施している（資料 5-5）。 

 

<2>体育学部 

学生募集の情報告知は、「国際武道大学大学案内パンフレット(ＣＡＭＰＵＳ ＧＵ

ＩＤＥ）」・「学生募集要項」等の印刷物及び「大学ホームページ」を通じて行っている

(資料 5-1)（資料 5-2）(資料 5-6)。 

また、2013年度実績として、本学で実施するオープンキャンパス（キャンパス実施

11回、地方実施 3回）及び入試関係業者が主催する進学相談会（80回）、教員及び職

員で行う高校内ガイダンス（298回）、出張講義（69回）等により積極的に案内を行っ

た。 

入試に関する問い合わせのフリーダイヤル及び問い合わせ用メールアドレスを設置

し、きめ細かい対応を行っており学生募集方法は適切である（資料 5-7）。 
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入学者選抜においては、「ＡＯ入試」・「指定校推薦入試」・「推薦入試」・「一般入試」・

「大学入試センター試験利用入試（前期日程）」・「大学入試センター試験利用入試（後

期日程）」・「外国人留学生選抜入試」・「帰国者選抜入試」・「社会人選抜入試」の 9種類

の入試制度により、多様な能力・実績を主として選抜する入試、学力を主として選抜

する入試等による多様な学生の受け入れを適切に行っている。 

入試制度の概要は以下のとおりである。 

①ＡＯ入試 

出願要件の一つとして、「学部・学科の Admission Policy（入学者受け入れ方針）

に合致した将来計画を持っている方」と定め、面接試験、出願書類で、進学意識、

就学力（基礎学力）、期待度、将来計画、総合印象の 5評価ポイントにより選考する。

10月ＡＯ入試では、沖縄県での地方入試を行い受験者の負担軽減を図っている。 

②指定校推薦入試 

本学が指定した高等学校のうち、学校長が推薦する本学を第一志望とする者から

面接試験、出願書類により選考する。 

③推薦入試 

「高等学校での競技等の結果」・「成績の結果」・「スポーツボランティア等の結

果」・「学外でのスポーツの結果」の 4項目の推薦条件のいずれか 1つ以上に合致す

る、学校長が推薦する本学を第一志望とする者から面接試験、出願書類により選考

する。 

④一般入試 

筆記試験と実技試験の両試験の結果と書類審査により選考する。出願時に筆記試

験のみの選択もできる。 

⑤大学入試センター試験利用入試（前期日程）・大学入試センター試験利用入試（後

期日程） 

本学独自の個別試験は課さず、大学入試センター試験の受験した科目を 200点満

点に換算し、最高成績の 1科目により選考する。 

⑥外国人留学生選抜入試 

外国の国籍を有する者を対象としている。 

「日本留学生試験の受験」を出願資格にしている。 

出願書類、面接試験及び日本留学試験の「日本語」の得点結果により選考する。 

⑦帰国者選抜入試 

日本の国籍を有し、外国で教育を受けた者を対象としている。 

出願書類と面接試験により選考する。 

⑧社会人選抜入試 

職業従事者、高等学校の定時制・通信制課程修了者等の社会人を対象としている。 

出願書類と面接試験により選考する。 

合格者の選考については、入試・広報センターで作成した合格者選考資料により、

合格候補者選考会議及び教授会で審議を行い、適切に入学者選抜を行っている（資

料 5-8）（資料 5-9）。 
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<3>武道・スポーツ研究科 

学生募集の情報告知は、「国際武道大学大学院案内」、「学生募集要項」等の印刷物及

び大学ホームページを通じ適切に行っている。 

入学者選抜においては、「前期日程」と「後期日程」の 2回実施しており、入学試験

日を 11月と 2月にすることで、受験機会の確保を図っている。試験科目は「外国語」・

「専門科目（専門分野に関連する筆記試験）」・「口述試験（専門分野及び将来の研究テ

ーマについて）」の 3科目であるが、社会人は「外国語」を「小論文（武道・スポーツ

の研究及び実践に関するものを出題）に代えることができる。外国人留学生の受験者

は「専門科目（専門分野に関連する筆記試験）」・「口述試験（専門分野及び将来の研究

テーマについて）」の 2科目である。入学試験の時期及び試験科目の選択肢を増やすこ

とにより適切に入学者選抜を行っている(資料 5-4)（資料 5-10）(資料 5-11)。 

入学者選抜において透明性を確保するため、研究科委員会に「入試担当部会」を設

け入学試験問題作成、書類審査を行っている。 

入学試験の実施及び合格者の選考を、研究科に所属する教員全員で行っており、公

正かつ透明なシステムの中で入学者選抜を行っている（資料 5-12）。 

 

（３）適切な定員を設定し、学生を受け入れるとともに、在籍学生数を収容定員に基づき

適正に管理しているか。 

<1>大学全体  

2013年度から体育学部に設置する学科を 4学科から 2学科に改編することにより、

定員を武道学科 80、体育学科 360と設定し、収容定員も適正に管理している。 

 

<2>体育学部 

著しい定員超過がないよう、合格候補者選考会議、教授会において合格者の選考を

行っている（資料 5-8）（資料 5-9）。 

体育学部の定員超過率（入学定員に対する入学者の比率）は、2010年度 1.24倍、

2011年度 1.20倍、2012年度 1.16倍、2013年度 1.22倍、2014年度 1.10倍となって

おり、大幅な定員超過となったことはない。 

収容定員は、教員組織、施設等の教育環境及び適切な入学者数に裏付けされた健全

な大学の財務基盤を担保する見地から適切な定員数を定めている。 

本学では、2013年度に、「スポーツトレーナー学科」と「国際スポーツ文化学科」

の募集を停止し、併せて、「武道学科」と「体育学科」の募集定員の変更を実施した。 

2013年度の学科ごとの定員超過率は、「武道学科」1.59倍、「体育学科」1.14倍と

なってしまい、学部での定員超過率も 1.22倍で 1.20倍を 0.02ポイント超過してしま

った。 

2014年度においては、「武道学科」1.14倍、「体育学科」1.09倍で、学部での定員

超過率も 1.10倍となり適切な学生受け入れを行うことができた。体育学部の 2010～

2014年度（5年間）の定員超過率の平均は 1.18倍となった（資料 5-13）。 
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<3>武道・スポーツ研究科 

定員超過率（入学定員に対する入学者の比率）は、2010年度 1.4倍、2011年度 1.30

倍、2012年度 0.6倍、2013年度 0.2倍と 2年度続けて低くなっていたが、2014年度

においては 0.7倍となった（資料 5-14）。 

 

（４）学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に実施

されているかについて、定期的に検証を行っているか。 

<1>大学全体  

体育学部及び武道・スポーツ研究科ともに学生募集及び入学者選抜について、後述

のとおり、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に実施されているかを定期的

に検証している。 

 

<2>体育学部 

学生募集及び入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に実施さ

れているかについて、各入試関連組織により定期的に検証を行っている(資料 5-3)。 

本学では、「入試・広報委員会」、その上位委員会である「運営委員会」更に「教授

会」において審議され、その審議結果に基づき、「入試・広報センター」が事務を適切

に行っている。毎年、入試・広報委員会において入学者選抜方法が作案され、運営委

員会及び教授会において審議され決定している。 

毎年、「ＩＢＵＡＴ（＊）（新入生全員対象の学力試験）」を、4月のオリエンテーシ

ョン期間に実施し、多様な入試区分で迎えた学生の学力を調査し、選考方法等の検証

を実施している。 

（*）ＩＢＵＡＴの出題は、英語、国語、数学からおこなわれる総合試験であり、選

択式または記述式回答方式による。回答時間は 70分間。 

 

<3>武道・スポーツ研究科 

研究科に所属する教員全員からなる大学院研究科委員会により、入学試験の実施及

び合格者の選考を行っている（資料 5-12）。 

学生募集及び入学者選抜については、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切

に実施されているかを定期的に検証している(資料 5-3)。 

 

２. 点検・評価 

●基準５の充足状況 

受け入れ方針に沿った入学者選抜が各種入試区分において実施されており、体育学

部の 2010～2014年度（5年間）の定員超過率の平均は 1.18倍となり、おおむね適正

値に近づけることができた（資料 5-13）。 

また、学生募集活動においては、各学友会クラブ担当者による募集活動、オープン

キャンパス及び高等学校内ガイダンス・出張講義等の取り組みを積極的に行っており、

高校生に対して本学の学習内容・課外活動の理解を深めることができている。 

以上のとおり受け入れ方針に沿った学生確保や受け入れ状況（超過率など）などか
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ら判断して、同基準はおおむね充足している。 

 

①効果が上がっている事項 

〈1〉体育学部 

2006年度入試より体育学部の学生の受け入れ方針を定め、「学生募集要項」及び

「大学ホームページ」をとおして求める人材について明示を行ってきている（資料

5-1）(資料 5-3)。これにともない、ＡＯ入試による入学者選抜において、武道・体

育を専門とする学生として不可欠な実践力、将来計画について考査できている。 

学生募集活動についてはクラブ活動担当者による競技・種目毎の募集活動、本学

で実施するオープンキャンパス及び入試関係業者が主催する進学相談会、教員及び

職員で行う高校内ガイダンス、出張講義等により、高校生の本学への理解、学習内

容・課外活動の理解を深めることができている。 

選考方法の異なる入試区分による多様な入学者の確保についても 9種類の入試制

度により多様な学生の受け入れができている（資料 5-1）。 

 

〈2〉武道・スポーツ研究科 

3つの方針の制定、カリキュラム及び本学学部卒業生に対する優遇措置等の見直

しを行った結果、2014年度入試においては、受験者数の増加がみられた。 

特にカリキュラム改編については、武道・スポーツ研究科に 4つの系（武道・ス

ポーツ文化系・運動健康科学系・スポーツ医科学系・コーチング科学系）を設定し

たカリキュラムとしていたが、2014年度からは「系」を廃止し、3つの研究領域（文

化領域、科学領域、指導領域）とし、より魅力ある武道・スポーツ研究科の教育内

容を受験者にアピールした。文化領域及び科学領域は従来の 4つの系を踏襲した領

域であるが、新たな研究区分である指導領域においては、今回のリニューアルの目

玉として、特に教員志望者が多数在学する本学学部からの進学者の増加に繋がった

ものと高く評価できる。加えて本学学部卒業生に対する学費等の優遇措置が受験者

数増加に大きく影響したものと評価できる（資料 5-14）。 

 

②改善すべき事項 

〈1〉体育学部 

学生募集活動についてはクラブ活動担当者による競技・種目毎の募集活動、オー

プンキャンパス、進学相談会、高校内ガイダンス及び出張講義等は効果が上がって

いるが、更に大学・入試情報を多くの機会に効果的に発信することにより、本学で

学べる体育専門分野への興味と理解を深めてもらうことで志願者の確保を図りたい。

そのために、大学・入試情報の発信方法、発信内容等の改善が必要である。 

 

〈2〉武道・スポーツ研究科 

前年度よりは受験者数が増えているが、引き続き定員数の安定的確保に結びつく

ような、より魅力ある武道・スポーツ研究科の構築に向けた対策の検討が必要であ

る。 
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３. 将来に向けた発展方策 

①効果が上がっている事項 

〈1〉体育学部 

出願書類の審査をより詳細に実施することで、受験者の志望理由、高等学校での

課外活動状況、適性及び目標について入学試験・出願書類審査において把握し、そ

れに関連させた面接試験において具体的に確認することにより、入学当初から個々

の学生に適切な指導を行う準備を整えることを、2013年度新入生の入試（2012年度

中の入試）から着手し、効果を上げているので継続していく。 

学生募集活動については、武道・体育・スポーツに関する専門の学修を目標とす

る入学者を確保するため、従来の広報に加え、武道・体育・スポーツの特質から授

業（実習科目のみならず講義科目も）、学友会クラブ活動に関する動画を、インター

ネット（大学ホームページ、シラバス）やオープンキャンパス・模擬授業・説明会

で提示する。 

選考方法の異なる入試区分による多様な入学者の確保については、受験生の多様

性にあわせた入試制度を入試・広報委員会にて継続的に検討していく。 

 

〈2〉武道・スポーツ研究科 

武道・スポーツ研究科に入学する者は、本学学部卒業生が受験生の主流であるこ

とから、学部で修得した知識や技能を更に専門的に高めることを望んで入学してく

る。研究科のカリキュラムを 3つの研究領域に変更したのも入学希望者のニーズを

柔軟に取り入れた結果によるところが多く、学部の新カリキュラムとの連動性や専

門性を更に高め、進学希望者がより魅力を感じられるように武道・スポーツ研究科

研究科委員会において検討を進める。 

 

②改善すべき事項 

〈1〉体育学部 

大学・入試情報を多くの機会に効果的に発信することにより、本学で学べる体育

専門分野への興味と理解を深めてもらうことで志願者の確保を図る。そのために、

大学・入試情報の発信方法、発信内容等を入試・広報センターにて検討する。 

 

〈2〉武道・スポーツ研究科 

新カリキュラムの内容を広く社会に周知するとともに、新たな受験者の開拓に向

けて、武道・スポーツ研究科研究科委員会が社会人入学生に対する受け入れ体制の

検討に着手する。 
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４．根拠資料 

 

5-1 2014年度学生募集要項（学部） 

5-2 国際武道大学 学部入試要項【大学ホームページ URL】 

http://www.budo-u.ac.jp/exam/cmlf01/index.html 

5-3 建学の精神・教育目標・各種方針（既出 資料 1-4） 

5-4 2014年度学生募集要項（大学院 武道・スポーツ研究科） 

5-5 入学試験実施要項 

5-6 国際武道大学大学案内パンフレット(ＣＡＭＰＵＳ ＧＵＩＤＥ）（既出 資料

1-9） 

5-7 入試に関する問い合わせ 

5-8 2013年度合格候補者選考会議資料 

5-9 2013年度入試合格候補者決定教授会議事録 

5-10 国際武道大学大学院案内（リーフレット）（既出 資料 1-10） 

5-11 国際武道大学 大学院入試要項【大学ホームページ URL】 

    http://www.budo-u.ac.jp/exam/cmlf02/index.html 

5-12 大学院研究科委員会議事録 

5-13 2010-2014年度学部入学状況表 

5-14 2010-2014年度大学院入学状況表 
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第 6章 学生支援 

 

１．現状の説明 

（１）学生が学修に専念し、安定した学生生活を送ることができるよう学生支援に関する

方針を明確に定めているか。 

学生が学修に専念し、安定した学生生活を送ることができるよう学生支援に関する

方針を次のとおり定め、大学ホームページにて公表している（資料 6-1）。 

１）学生の支援に関する方針 

学生一人ひとりが正課授業や正課外活動に専念でき、健康で充実したキャンパス

ライフをおくるための学内環境や生活支援環境などを整備し、武道精神に基づく人

間形成や進路支援を踏まえた実社会への準備段階としての自己の自立を促す支援体

制を構築する。 

【大学生活全般（修学・生活・就職）の支援】 

（１）国際武道大学後援会と大学が実施する全国展開の支部総会の充実を図り、保

護者との連携を密にした大学生活全般の支援を強化する。 

（２）1・2年次生においてはクラス担任制度により武道学科 2クラス、体育学科 6

クラスで構成し、各クラスに 7 から 8 名の専任教員を配置し、3 年次生には

演習担当制度を、4 年次生には卒業研究担当制度を採用し、大学生活全般の

支援を行う。 

【修学支援】 

（１）学生生活を豊かにするためのアメニティスペースの充実を図る。 

（２）附属図書館並びに教育環境全般の充実を図る。 

（３）学生支援システム等の修学環境を整備する。 

（４）運動施設・設備の拡充及び教育・研究環境の一層の充実を図る。 

（５）構内の交通環境を整備する。 

（６）全学生（学部生、大学院生及び別科生）への修学支援の充実を図る。 

【生活支援】 

（１）学内奨学金制度及び学費免除制度の充実を図る。 

（２）日本学生支援機構などの学外奨学金受給・返済などにおける適切なアドバイ

スや指導などを実施する。 

（３）キャンパスライフを有意義なものとするために学生の心身をケアするための

支援体制を充実させる。 

（４）ＩＢＵハラスメント防止ガイドラインに沿ったハラスメントに対する啓蒙活

動を展開する。 

（５）健全な学友会クラブ活動に対する支援体制を充実させる。 

【進路支援】 

（１）学生のキャリア形成を支援するための科目の設置やキャリア形成プログラム

を提供する。 

（２）就職課課員やキャリアカウンセラーなどによる個別相談などを通じて、学生

個々の個性やニーズにあった助言や職業紹介を行う。 
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（３）学生個々の興味ある分野やニーズにあった進学支援を行う。 

 

（２）学生の修学支援は適切に行われているか。 

学生が学修に専念し、安定した学生生活を送ることができるよう学生支援に関する

方針を定めており、方針に基づく本学の主な【大学生活全般（修学・生活・就職）の

支援】及び【修学支援】【生活支援】は次のとおりである。 

 

【大学生活全般（修学・生活・就職）の支援】 

１）国際武道大学後援会と大学が実施する全国展開の支部総会の充実を図り、保護者

との連携を密にした大学生活全般の支援を強化する。 

上記方針に基づいて、毎年、全国 11箇所で行われる後援会支部総会へ教員が出向

き、保護者との個別面談を行っている（資料 6-2）。学生の成績・大学生活・クラブ

活動等の状況について、保護者に伝えるとともに、入学から卒業・修了まで学生一

人ひとりにあったきめ細かい指導に役立てている。 

 

２）1・2年次生においてはクラス担任制度により武道学科 2クラス、体育学科 6クラ

スで構成し、各クラスに 7 から 8 名の専任教員を配置し、3 年次生には演習担当制

度を、4年次生には卒業研究担当制度を採用し、大学生活全般の支援を行う。 

上記方針に基づいて、1・2年次生においてはクラス制度を導入している。1クラ

ス当たり 60名前後の学生に対し、7から 8名の教員を配置している。クラスは学生

が構成員となるもっとも身近な組織であり、「新入生セミナー」、「基礎ゼミナール」、

「キャリアデザインⅠ（スポーツと仕事）」をはじめとする初年次教育科目のほか、

学科必修科目等を受講するための単位となっている。 

また、進路、学修、生活等の指導上の単位でもあり、教員と学生及び学生相互間

の人間的交流を深め、かつ、各クラスに置かれたクラス担当教員が、教育活動等に

関し、学生に対して指導助言を行うことを目的としている（資料 6-3）。 

3年次生は演習担当制度を、4年次生は卒業研究担当制度をとっており、学生個々

の研究テーマや卒業研究の指導を行うと同時に、学生及び教員間の密接な信頼関係

のもと、学修及び修学指導から進路・就職指導まで、きめ細やかな支援を行うこと

になっている。 

【修学支援】 

１）学生生活を豊かにするためのアメニティスペースの充実を図る。 

上記方針に基づいて、本学は施設・設備等において、教育・研究に必要とされる

基本的な施設・設備は大学設置基準を大きく上回り充実している。本学も創立 30

年が経過したが、中・長期的ローテ－ションの中で毎年、施設・設備の修繕や補修

を実施し、より良いキャンパス・アメニティの維持・充実を図っている。 

2013年に創立 30周年を迎え、新たな世代に入るにあたり、更なる飛躍と発展を

期して国際武道大学創立 30周年記念事業の一環として、下記（①から⑤）のとおり

新築及び改修工事計画を立案したが、東日本大震災復興や東京五輪決定後の公共建
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設投資の増加による建設業界の職人不足及び建設費が約 2割上昇していることを踏

まえ、工事を延期した（資料 6-4）。 

なお、当面の対応としては、学生食堂の厨房機器の交換やクラブ棟安全対策等を

計画している。 

①創立 30周年記念（仮称）10号館新設 

1階：メディアセンター・ラーニングセンター・スポーツラウンジを一体化

したコミュニケーションラウンジの設置 

2階：開放的な食堂とし、既存 4号館 2階の附属図書館と接続 

②4号館の改修 

1階：学生関係の事務部署の移設並びに附属図書館蔵書スペースの拡充 

2階：図書館閲覧室改修 

③松前記念館の移設 

松前記念館を 1号館 1階に移設、常設展示及び企画展示などを行うスペース

を拡大し、松前重義博士の歴史、資料の展示並びに大学の沿革や活動内容な

ど紹介 

④クラブ棟の新設 

部室の他にミーティング室・外部指導者室を設置 

⑤駐輪駐車場の整備 

２）附属図書館並びに教育環境全般の充実を図る。 

第 7章「（3）図書館、学術総合サービスは十分に機能しているか。」に記載。 

３）学生支援システム等の修学環境を整備する。 

上記方針に基づいて、「国際武道大学創立 30周年記念事業」の一環として、学生

の修学を総合的に支援するための、電子システムの構築を推進している。 

入学時から卒業時まで、学生が主体的に学修に取り組めるよう、各システムを有

機的に連携させ、総合システムとして修学環境を整備している。主なシステムは次

のとおりである（資料 6-5）。 

1．学生ポータルシステム 

2．ＷＥＢ履修システム 

3．学生支援システム（学生カルテシステム） 

4．学生による授業評価アンケートシステム 

5．ＷＥＢシラバスシステム 

6．学修達成度自己評価システム 

４）運動施設・設備の拡充及び教育・研究環境の一層の充実を図る。 

上記方針に基づいて、運動施設・設備及び教育・研究環境の一層の充実を図るた 

め、次のとおり中・長期計画に基づいた施設・設備の整備を実施した（資料 6-6）。 

・屋内野球練習場建設 

・柔道場畳入替 

・剣道場床改修工事 

・サッカー場人工芝張り替え改修工事 

・アリーナ照明改修 
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・陸上競技場ハンマー投げ練習用囲い改修 

 

教育・研究環境は近年次の整備及び改修が行われた。 

・１号館 1114教室（500人教室）床他改修 

・１号館 1114教室（500人教室）教室空調換気設備 

・１号館 1114教室（500人教室）教室椅子入替 

・８号館３教室プロジェクター入替 

・三次元動作分析システム購入 

・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 

・1号館 2階、4階、5階の教室に無線ＬＡＮ設備を設置 

５）構内の交通環境を整備する。 

上記方針に基づいて、学生数の約 8割が通学に原動機付自転車を利用しているこ

とから、常時相当数の駐輪状況にあり、構内の安全確保のために学生課職員による

定時的巡回駐輪指導を実施している（資料 6-7）。また、学生が所有する原動機付自

転車の無料安全点検を毎年 10月に実施し、整備不良による事故を未然に防ぐ対応を

実施している。この安全点検は地元勝浦市の原動機付自転車販売店の協力をいただ

き、整備を要する車両保有者に対して指導を行っている（資料 6-8）。この他に 3年

次生に対しては、4 月のオリエンテーション時に、交通安全部会所属の教職員を中

心とし、未点検（保険未加入）及び未整備（ミラー・ライト・マフラー等）車両の

確認及び所有する学生に対して指導を行っている（資料 6-9）。 

学内の交通環境は毎年度整備が行われているが、学内の施設・設備の充実に伴い、

常に環境が変化している。本学は、学生の原動機付自転車の所持率が多いため、構

内の学生駐輪場及び交通環境の整備は重要な課題であり、国際武道大学創立 30周年

記念事業の一つに原動機付自転車導線に配慮した利便性の高い駐輪場の整備が計画

されている。 

６）全学生（学部生、大学院生及び別科生）への修学支援の充実を図る。 

第 6章「（2）学生の修学支援は適切に行われているか。」に記載済みであるが、そ

の他の修学支援の主な取り組みは次のとおりである。 

学生の授業出席状況を把握するため、毎年度前・後期にすべての授業を対象とし

て、授業の出欠席状況調査を行っている（資料 6-10）。この情報をもとに、クラス、

演習の各担当者及び学生課、教務課が連携を取り、不登校や多欠席学生に適時指導

を行っている。留年者には、早期の卒業を目指すため、毎年度の履修登録時に個別

に対応している。 

以上のような指導体制で留年及び休・退学の予防に努めてはいるが、現実に当該

届けが提出された場合、保証人連署の願い出を受け、教授会の議決を経て学長が許

可する。その願い出があったときに、教務課で事情を聴取した上で、1、2年次生は

クラス担任、3年次生以上は演習担当者と面談した上で結論を出している。また、

当該届け理由が経済的問題に関するものであれば、授業料支払い延期処置や学内の

奨学金を含めた相談に応じている。 
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補習・補充教育に関する支援体制については、体育学部カリキュラムにおける「現

代文明論」、「基礎ゼミナール」などの必修科目を欠席した学生を対象に徹底した

補習授業を行っている。本学は体育系大学であるため、平日に行われる公式試合等

により授業を欠席しなければならないケースが多分に存在する。授業を欠席するこ

とで生じる学生の理解度・習熟度の低下を防ぐため、本学独自の補習授業による学

修支援を実施している。補習授業の対象となる科目は、新カリキュラム（1.2年次生）

の必修科目（初年次教育科目及び一部の学科必修科目）とし、科目担当教員、クラ

ス担任、教務課が連携し、欠席者へ徹底した連絡をとり、所定（欠席願等）の手続

きを済ませた学生に対し補習授業を実施している（資料6-11）。 

開講日時については、通常授業が 1限から 4、5限まで設定されていることから、

主に翌週の同科目開講曜日の 1限目の前（0限目 7：30～9：00）に開講し、前週に

行った授業内容について、担当科目教員による補習授業を毎週実施している。 

更に授業及び補習授業に複数回出席できなかった学生については、夏期・冬期休

業期間等を利用して集中補習授業として実施している。 

また、「現代文明論」は、本学における建学の精神・理念を学び、さまざまな視点

から現代社会を見る力を涵養する科目であり、基幹科目として位置づけていること

から、欠席した学生への対応をクラス担当教員からも行い、授業及び補習授業への

出席を促している。 

合格点に満たない履修学生に対しては、評価を「Ｈ（保留）」とし、翌セメスター

終了までに合格基準を満たすための補充授業を実施している（資料 6-12）。 

以上のとおり、多くの教員の学修支援により、履修学生の大部分は授業計画どお

り 15回の講義を受講することができている。 

入学前教育では、必須課題として「レポート作成」を課し、入学後の学修及び卒

業後の進路等について動機づけを行っている（資料6-13）。 

また、高等学校での苦手科目等の補習として、任意で外部企業が提供する教材を

紹介し、受益者負担で実施している（資料 6-14）。 

障がいのある学生に対する修学支援措置については、配慮を必要とする学生に対

し、入学後の4月上旬までに、教務課において本人と面談し、科目の履修方法や申告

方法等に関する質問及び修学相談を受ける機会を設け、修学に関するさまざまな相

談の受付窓口担当者及び本人との連絡方法を定めて双方で確認をしている。毎年5月

上旬までは相談等も多いが、同月下旬には落ち着きを見せており、4年間の学生生活

をつまずくことなくスタートしている。履修科目確定後は受講時の座席位置の希望

を聞き、極力本人が受講しやすい座席を確保している。更に、本人の同意を得て履

修登録している科目の担当教員へ当該学生が受講している旨を連絡し、授業の進行

及び方法については特に配慮するよう求めている。 

また、本学では障がいのある学生も、そのほとんどが学友会体育系クラブに所属

しており、学生生活の多くの場面において、部員のサポートが大きな力となってい

る。 

 

 

60



(３)学生の生活支援は適切に行われているか。 

学生が学修に専念し、安定した学生生活を送ることができるよう学生支援に関する方

針を定めており、方針に基づく本学の主な【生活支援】は次のとおりである。 

【生活支援】 

１）学内奨学金制度及び学費免除制度の充実を図る。 

上記方針に基づき、奨学金等の経済的支援措置については、家計支持者の事故等

の発生に伴い、家計が急変して修学の継続が困難となった学生に対して、学費減免

制度を設け、必要に応じて対応している。その状況により半期・全期の学費を減免

するもので、東日本大震災などさまざまな災害においても同様の措置を講じた（資

料 6-15）。 

また、兄弟姉妹が同時期に本学に在学する場合や卒業生の兄弟姉妹・子女が入学

する場合、家計の負担を軽減するために学費等を減免する制度を設けている。入学

時の減免は入学金相当額、同時期在学時においては下級年次学生の施設設備費相当

額を減免する（資料 6-16）。 

大学独自で運営している各種奨学金については、「学校法人国際武道大学奨学金組

織制度」に基づき、奨学金委員会にて選考、奨学金の種類、採用数、金額及び奨学

金制度の基本的事項に関することを検討している（資料 6-17）。 

各種奨学金については、各種奨学金規則にてその趣旨・目的が明確に示されてお

り、毎年採用人数及び予算の範囲内で奨学生を採用している（資料 6-18）（資料 6-19）

（資料 6-20）（資料 6-21）（資料 6-22）（資料 6-23）。 

上記奨学金の「スポーツ奨学金」、「別科奨学金」及び「島嶼部入学者奨学金」を

除いた全ての奨学金については、大学院生も対象としているが、大学院生のみを対

象とした奨学金として大学院奨学金がある。単年度採用で各学年 2名以内とする採

用人数ではあるが、規則に則り、学術・人物ともに優秀な大学院生を毎年採用して

いる（資料 6-24）。 

２）日本学生支援機構などの学外奨学金受給・返済などにおける適切なアドバイスや

指導などを実施する。 

上記方針に基づいて、日本学生支援機構からの指示・指導の下、担当職員を配置

して貸与希望学生・奨学生に指導を行っている。 

日本学生支援機構以外の奨学金については、取り扱い団体から送付されてくる案

内文書を掲示して学生に周知し、希望者の対応を行っている。 

３）キャンパスライフを有意義なものとするために学生の心身をケアするための支  

援体制を充実させる。 

上記方針に基づいて、心身の健康保持・増進及び安全・衛生に関する取り組みに

ついては、健康管理センターを中心とした体制が構築されている。現在の健康管理

センターは、1984年開学と同時に医務室として開設、1989 年に健康管理室と改め、

学生及び教職員の健康の保持・増進を図ることを目的に、健康管理の企画・立案、

健康診断並びに事後措置、健康相談及び応急処置、精神衛生に関する指導助言、環

境衛生及び感染症の予防に関する指導助言、保健衛生に関する普及啓蒙、その他健

康の保持増進についての必要な専門的業務を行っている（資料 6-25）。 
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具体的活動内容は、新入生対象の入学時健康診断、学生・教職員対象の定期健康

診断の実施（年 1回）、要注意者の再検査、健康及び栄養相談・指導、必要に応じ近

隣医療機関の紹介、7 月実施の食中毒予防対策（ポスター掲示、消毒薬設置点検）、

学内救護、日常のスポーツ内科、外科領域に関する相談及びスポーツ医学講習会開

催等である(資料 6-26)。また、学生の課外活動のためのインフラ整備として、各ク

ラブに学生トレーナーを置き、部員の健康管理担当者として配置している。この学

生トレーナーを対象に、毎年、課外活動支援部会との共催で、応急処置能力を強化

する講習会を開催している。トレーナー志向の学生には実習としての場が提供され、

学友会所属クラブはより質の高い救護体制を享受でき、相互に好影響を及ぼしてい

る。また、2006年に学内教室及びスポーツ施設近隣にＡＥＤ（自動体外式除細動器）

を 13台設置した（資料 6-27）。 

全教職員を対象にＡＥＤを使った心肺蘇生法の講習会（2006年度、2012年度、2013

年度、2014年度）を開催している(資料 6-28)。 

学生に対しては旧カリキュラムの救急処置法（選択科目）の授業で心肺蘇生法の

実習を行っていたが、2013年度からは新カリキュラムとなり、全学生を対象に新入

生セミナーにおいて実習する形式をとっている。その結果、本学では開学以来、在

学生のスポーツ活動中の死亡及び重篤な後遺症を有する事故は 1件も発生していな

い。 

その他、課外活動で発症するスポーツ傷害に対しては、月曜日～金曜日の午前 9

時～午後 6時まで常時救護体制を整え、応急処置に備えている。また、必要に応じ

てスポーツ傷害に関する相談や近隣医療機関の紹介、治療後のトレーニングを提供

している。更に、大会・合宿・遠征が多い体育大学の特性に応じて、ＡＥＤを含む

救急用具及びトレーナーズ･キット（テーピング等）のクラブへの貸し出しを実施す

るなど、安全管理体制の構築に配慮しており、学生の生活支援はおおむね適切に行

われている（資料 6-29）。 

本学の地理的な特色の一つとして、95％を超える学生が勝浦市内の学生アパート

等で一人暮らしをしている。そのような事情から、年 2回の防犯点検を実施してい

る（資料 6-30）。特に女子学生が入居しているアパートを中心に学生課職員が回り、

防犯・安全面で改善が必要な場合、家主・入居者に注意喚起を行っている。 

４）ＩＢＵハラスメント防止ガイドラインに沿ったハラスメントに対する啓蒙活動を

展開する。 

上記方針に基づいて、ハラスメント防止活動を行い、その基本的な姿勢は「国際

武道大学ハラスメント防止ガイドライン」として、大学ホームページ及びキャンパ

スノートに明確に示している（資料 6-31）（資料 6-32）。 

ハラスメントが発生した場合、その対応策を協議するため、「国際武道大学ハラス

メント対策・防止規程」に基づいた「国際武道大学ハラスメント対策部会」を設置

している（資料 6-33）（資料 6-34）。 

ハラスメント対策部会は、セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラス

メント等のハラスメントについて定義し、予防を目的とする啓蒙活動と実際に被害

を受けた際のハラスメント相談から調査、解決までを執り行う（資料 6-35）。 
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また、近年社会的な問題として大きく取り上げられている、「体育系指導者及び選

手間による体罰問題」については、教授会（2013年 2月 1日開催）にて、学長より

「建学の精神を踏まえた本学の方針」を公表し、本学教員が指導者としての心得を

再確認する場が設けられ、指導のあり方について深く理解するとともに共有化する

ことができた（資料 6-36）。 

５）健全な学友会クラブ活動に対する支援体制を充実させる。 

上記方針に基づいて、学友会指導者会議を開催して、各クラブ活動が抱える問題

などを共有し、改善に取り組んでいる（資料 6-37）。 

学生においては、月例で開催する学友会学生代表者会議、『リーダースキャンプ』

（年 1回の合宿研修）を行い、各クラブの役職学生が集まり、更に有意な活動を展

開するための情報交換を行っている（資料 6-38）。 

昨年は、これまで以上にクラブの活動環境の健全化への取り組みとして『暴力根

絶宣言』を提唱した。 

 

（４）学生の進路支援は適切に行われているのか。 

学生が学修に専念し、安定した学生生活を送ることができるよう学生支援に関する

方針を定めており、方針に基づく本学の主な【進路支援】は次のとおりである。 

【進路支援】 

１）学生のキャリア形成を支援するための科目の設置やキャリア形成プログラムを提

供する。 

上記方針に基づいて、進路選択に関わる指導・ガイダンスを実施し、キャリア教

育（授業科目：キャリアデザイン等）を軸に、支援活動を就職部が展開している。

3年次には、就職支援冊子「就勝ＢＯＯＫ2014」を全員に配付し、自己の職業観を

涵養させる（資料 6-39）。なかでも特異な支援セミナーとして「生き抜く力」を育

む「オヤジ・オフクロのセミナー」や就職後の早期離職回避のための「就業観」の

醸成が目的の「目で見るインターンシップ（産学連携事業）」、また、社会人として

不可欠な「実践的マナー講座」など、本学独自の支援プログラムを展開している（資

料 6-40）。 

特に、年度初めの 4月に 3年次生を対象として開催する「就勝オープニングセミ

ナー」は、学長の激励の言葉に続き、「出陣式」において学部長と学生が「活・勝・

克」と鬨の声を上げることにより、これからの就職活動への奮闘を学生・教職員が

一体となって誓い合うセミナーとなっている（資料 6-41）。 

現在、3 年次生は年度開始とともにセミナー等が本格稼働中であるが、就職活動

解禁に向け、支援の根幹である「進路（就職）支援ガイダンス」を毎月 1回「必須

参加」として開催のほか、先に述べた支援事業をはじめ、全学生を視野に入れた幅

広い事業を展開している（資料 6-42）。 

なかでも、教職希望者に対し、就職課では「教員採用模擬試験」や千葉県教育委

員会や関連機関による「教員採用試験説明会」・「講師登録説明会」等を実施したほ

か、教職課程委員会においては、専任教員指導による「教職塾」を開講している（資

料 6-43）。 

63



公務員希望者に対しては、一般行政職・自衛官・警察官・消防官・刑務官等の説

明会開催のほか「公務員試験対策講座」を開講している。本学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」を 5

月下旬より全 36講座を開講した（資料 6-44）。 

また、2002年度から、教職・公務員・企業の採用試験対策として一般教養を強化

するため、「基礎学力向上講座」を 5月上旬から全 15回開講したほか、就職全般に

おける「就活ゼミ」を全 15回開講した（資料 6-45）。 

その他、社会へ巣立つ学生の言語マナーの必要性と、正しい日本語表現の重要性

を鑑み、2011 年度から文部科学省が推奨する「日本語検定」を導入し、6 月と 11

月の計 2回実施している(資料 6-46)。 

3 年次生対象に千葉県内 28 大学が合同で開催する千葉県大学就職指導会主催の

「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学生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回を主催する「合同企業セミナー」へ、それぞれ引率を行った。 

２）就職課課員やキャリアカウンセラーなどによる個別相談などを通じて、学生個々

の個性やニーズにあった助言や職業紹介を行う。 

上記方針に基づいて、キャリア支援に関する組織体制は、学生との直接接点とな

る就職課の環境整備を数年にわたり実施してきた。現在の就職課には学生専用パソ

コン、無料コピーサービス（タダコピ）、また、学生のニーズに応えるための進路関

連の参考図書、雑誌、新聞等を配備している（資料 6-47）。 

教員組織では、学生支援全般について協議、企画及び推進するために、各学科、

専攻及び専門種目から選任された教員を中心に構成される「就職委員会」を月例で

開催し、適正なキャリア支援の運営を行っている（資料 6-48）。 

事務組織での進路（就職）支援担当では、就職課に職員 4名（内 1名がスチュー

デントコンサルタント資格取得者）が配置され、加えてハローワークからの専門員

（ＣＤＡ[キャリア・デベロップメント・アドバイザー資格取得者]）を招聘してお

り、支援体制は強固なものとなっている。ハローワークでは全国の求人検索が可能

であり、大学の求人約 5,000社と合わせ多種多様な学生のニーズに対応している（資

料 6-49）。 

なお、就職課員は全国の企業人事担当者、新聞社及び就職情報各社が主催する情

報交換会へ積極的に参加し、それぞれの有力な採用情報を収集し、新たな就職支援

活動に繋げている（資料 6-50）（資料 6-51）。 

進路状況の把握の一環として 3年次生を対象に、今後の進路支援と情報管理のた

め、本学就職管理システム（武大ナビ）への登録を義務付けて、ＷＥＢ上での進路

報告を指導している(資料 6-52)。現在は 4年次生がその対象であるが、端末操作や

システムへのログイン等に手間がかかるため、報告件数が少ない状況である。現時

点ではシステムによる状況把握が困難であることから、例年どおりに 9月に調査を

行い、その後は年末に演習担当教員の協力の下、進路調査を実施している（資料

6-53）。また、大学院生の在籍者は少数であるため、進路状況についてはおおむね指

導教員に委ねており、最終的に研究科長が掌握する。その後は教務課の大学院研究
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科担当事務と就職課で最終的な調査を実施し、その結果を文部科学省へ報告してい

る。 

３）学生個々の興味ある分野やニーズにあった進学支援を行う。 

上記方針に基づいて、本学では、体育系大学特有のクラブ活動引退後に就職活動

を始める 4年次生への個別就職支援の徹底化を図っており、次のとおり対応してい

る。 

4 年次生の 9 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、サ

ポートを希望する学生の受け付けを行う。その後、サポート希望者全員に対し、電

話連絡で活動状況を報告させ、停滞している学生を面談し、紹介・斡旋を行う。そ

して大半の就職先が決定するまで継続的に支援を行っている。これが本学の就職支

援の特徴とも言える。 

大学院学生については、研究職や健康スポーツ系等の専門職への志向が大半であ

ることから、就職課では就職支援のためのガイダンス等は実施していない。ただし、

学部生同様に就職課の活用ができるよう普段から環境整備に配慮している。 

就職課では大学院生に妥当と思われる進路先（研究機関、または相応の企業等）

の求人情報を入手した場合は速やかに提供できるように、平素より大学員研究科長

をはじめ、指導教員との情報交換を心がけている。 

 

２．点検・評価 

●基準６の充足状況 

学生が学修に専念し、安定した学生生活を送ることができるよう学生支援に関する

方針を明確に定め、それぞれの支援を担当する関係各部署により 3大支援（修学支援・

生活支援・進路支援）体制は、適切に構築され機能しており、多種多様な学生のニー

ズに対応することができている。 

修学支援においては、初年次教育科目等の補習・補充教育に関する支援体制が教職

員の連携により十分に補完され、教育の質が担保されている。 

生活支援においても、体育大学の特色の一つとしてあげられる「心身の健康保持・

増進」などについて、学内におけるスポーツ内科・外科領域に関する相談、スポーツ

医学講習会の開催や各クラブに学生トレーナーを配置するなど、本学の特色ある支援

体制を確立している。 

進路支援に関しては、新入生の段階から就職を意識させるプログラムが全学的に実

施されており、学年を重ねるごとに個々の就職に関する「就業観」を培うことができ

ている。以上のことから、学生支援の方針に沿った支援を行っており、同基準をおお

むね充足している。 

 

①効果が上がっている事項 

〈1〉修学支援関係 

初年次教育において、徹底した補習及び補充授業を実施していることから、大学

での学修のつまずきを防ぎ、学生は系統的・段階的な学修が可能となっている（資

料 6-11）。 
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学生が休学や退学を申し出た場合には、クラス担任及び教務課職員が、学生支援

システム（学生カルテシステム）を使用し、個々の学生の状況を把握・共有するこ

とにより、適切な対応を図っている。これらにより、入学 1年目の退学者は減少傾

向に転じ、2013年度は前年度と比較し実員で 24％減少した（資料 6-54）。 

 

〈2〉生活支援関係 

「体育・スポーツ指導と体罰」については、本学の取り組みについての方針が明

確に打ち出されたことにより、指導者としてのあり方について深く理解、共有化さ

れ、適切な指導が行われている。 

また、学校医の他、非常勤医事相談医として 3名のスポーツドクター（整形外科

医）に加えて、非常勤栄養相談員として管理栄養士、非常勤学生相談員として臨床

心理士を配置した。 

 

〈3〉進路支援関係 

他大学では例のない本学が独自に開発した次の 2つのセミナーは学外から異色の

セミナーとして評価されている。 

1つ目は、保護者（後援会）協力による「オヤジ・オフクロのセミナー」である。

このセミナーは 3年次生の保護者に講演を依頼し、挫折を乗り越えた体験や子育て

で苦労した体験をもとに、人生観や職業観をはじめ、仕事への取り組み等について

語ってもらう形式で実施している。例年、実施後は学生と保護者間の距離を縮め、

身近に親という人生の師がいることを認識させる効果をもたらしている。 

身近な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「生き

ること」について考えさせる内容となっている。多くの学生が「親の人生哲学」に

共感し、そこから「社会での生き抜く力」を学ぶことができる。これにより学生が

両親に対して畏敬の念を抱くことで親に興味をもち、家族間コミュニケーションを

育む動機付けともなる。親子間で情報を共有し相談し合うことで、進路選択が以前

よりも容易になると考えられることから、実施時期は学生が帰省する直前の 7月に

計画的に設定している。学生の意識が高揚しているうちに親とのコミュニケーショ

ンを促進させるのが大学側の狙いであり、例年、学生のアンケートでは「親の話を

聞いてみたい」「親の苦労がわかった」「親に感謝したい」とのコメントが多く寄せ

られている。8 割以上が当セミナーを「大変参考になった」と回答していることか

ら、学生からの支持も得られたキャリア支援として評価できる（資料 6-55）（資料

6-56）。 

2 つ目は、産学連携の取り組みとして、ハローワーク後援事業の「目で見るイン

ターンシップ」であり、「職業観」の醸成を目的とした職種研究である。体育大学へ

の募集職種の大半は営業職であるが、学生の多くがその実態を認識しておらず、ま

た、保護者も営業職は大変辛い職種とのイメージを強くもっており、認識に偏りが

ある。そこで学生に営業職の本質を「目で見るインターンシップ」にて体感させる

ものである。 

この取り組みは、営業活動の大変さはもとより、やりがいや達成感、面白さのす
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べてを赤裸々に学生に示すことで就職後のミスマッチを回避させる目的がある。実

際の社員が営業活動を「ロールプレイング」で公開する。 

学生のアンケート調査では「営業の辛さがわかった」「営業の楽しさを知った」「や

りがいがある」などと好評であり、2013 年度は 9 割以上の学生が「参考になった」

と回答していることからも評価できる（資料 6-57）（資料 6-58）。 

また、近年問題となっている全国の大卒者の早期離職は、依然として就職後 3年

以内 3割と、未だ改善されないままとなっている。本学のこの支援イベントは早期

離職の防止策と職種研究の一環として期待されるものであり、労働局（ハローワー

ク）の後援事業として推奨されている点からみても評価できる。 

学生への進路支援相談業務については、就職課員の経験と研鑽により、多種多様

な学生が希望する進路について、きめ細かい支援を行っており、就職相談に来た学

生が内定を取得できるまで根気よく支援を継続している。 

また、ハローワークからの専門員による学生支援活動では、本学への求人はもと

より、学内設置のハローワークによる職業紹介を実施しており、個々のニーズに対

応した就職支援を行っている（資料 6-49）。 

なお、社会人として必要な言語マナーを学ぶ「日本語検定」に興味を抱く学生も

徐々にではあるが年々増加傾向にあり、就職に対する意識の高い学生の受験が目立

っている。現在では受験者数も二桁台となり 3級検定の合格率は準 3級合格と合わ

せ約 60％となっている。 

 

②改善すべき事項 

 〈1〉生活支援関係 

ハラスメント相談については、「学生相談」を通常業務として取り扱っている部署

が複数（学生課・学生相談室・健康管理センター事務室）存在しており、相談があ

った場合は各部署にて対応することとしているため、部署間の有機的な連携が稀薄

である。 

 

 〈2〉進路支援関係 

学部におけるキャリア教育はスタートしたばかりであり、当面は就職部がキャリ

ア教育をサポートする形での展開となるが、支援内容がマンネリ化しないように、

主要な取り組みについては必ず学生に対しアンケートを実施し、次年度へ向けた検

討と対策を講じる必要がある。 

また、本学では進路決定報告をＷＥＢ上で行うこととしているが、すべての学生

の進路情報を収集することは困難である。  

 

３．将来に向けた発展方策 

①効果が上がっている事項 

〈1〉修学支援関係 

初年次教育における、徹底した補習及び補充授業を継続実施することで、大学で

学ぶことの意義や価値を理解し、学生の主体的な学びを具現化するために、更なる
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充実を図る。 

また、学生が休学や退学を申し出た場合には、クラス担任及び教務課職員が、学

生支援システム（学生カルテシステム）を使用し、個々の学生の状況を把握・共有

することにより、適切な対応を図っている。今後も、これらの学生データベースを

適切に管理するとともに更に活用するためシステムの充実を図る。 

 

〈2〉生活支援関係 

「体育・スポーツ指導と体罰」については、学長が明示した本学の方針に基づき、

教員が教育者として、また、指導者としてあるべき姿をしっかり理解し、教員自身

が模範となり、誠意をもって学生の指導にあたっていく。 

また、生活支援体制については、学校医の他、スポーツドクター（整形外科医）、

管理栄養士、臨床心理士を継続して配置していく。 

 

〈3〉進路支援関係 

「オヤジ・オフクロのセミナー」及び「目で見るインターンシップ」等の取り組

みについては、一部署での取り組みではなく、大学行事として開催したことに意義

があり、学生の反応も良く、今後の就業観の醸成への効果が大きく期待されること

から継続して実施していく。 

また、各種の支援イベントについては、社会的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の輩出に向け

た特色的なプログラムとなっている。これらは学外でも評価を得ていることから、

今後も外部機関との連携を更に密にし、相互の有効化を図りながらキャリア支援を

実施する（資料 6-59）（資料 6-60）。 

就職課員の平素からの研鑽により対学生とのコミュニケーションについては、前

年度よりもフェィス・トゥ・フェイスの関係を構築しようとする職員の姿勢が随所

に見られた。今後、これらの学生が実りある活動が展開できるよう全面的に支援し

ていく。 

 

②改善すべき事項 

〈1〉生活支援関係 

ハラスメント相談における関係各部署の有機的な連携を図るため、2014年度を現

状把握の年と位置づけ、ハラスメント対策部会にて、各部署で対応しているハラス

メント事案について実態調査を行う。その調査結果を踏まえ、2015年度以降に関係

部署における連携についての基準の策定を行う。 

 

〈2〉進路支援関係 

キャリア支援事業実施後の学生アンケートを重要視し、学生が求める本学ならで

はの支援プログラムについて継続的に検討を行う。特に、教員・警察官・消防官等

の社会的貢献度の高い業種への人材輩出に向けた支援を強化し、その目的達成に向

けた支援プログラムの整備と強化を行う。 
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また、後援会及び卒業生や外部団体との連携の中で、特に後援会（保護者）の協

力によるものが重要であることから、今後も密接な連携を図り支援活動を更に発展

させていく。 

進路決定報告については、学生全員が自発的に進路決定報告をできるような方策

（システム操作についてのきめ細かい指導や、報告を義務づける仕掛け作り等）に

ついて検討を行う。また、個別面談を実施しての状況把握と併せ、保護者メール機

能を有効に活用した情報開示に力を入れていく。 

 

４．根拠資料 

6-1  建学の精神・教育目標・各種方針（既出 資料 1-4） 

6-2  2014年度個別面談会・支部総会日程表（既出 4-4-9） 

6-3  国際武道大学 クラス担任一覧 2013.2014年度 

6-4 国際武道大学創立 30周年記念事業【大学ホ—ムページ URL】 

http://www.budo-u.ac.jp/30kinen/index.html 

6-5 各種学生支援システム 

6-6 施設・設備（中長期計画） 

6-7 学内巡回駐輪指導実施状況 

6-8 原付バイク安全点検 実施要領 

6-9 「原付バイク安全点検」について 

6-10 国際武道大学体育学部出欠席状況調査（既出 資料 4-3-6） 

6-11 補習授業開講科目一覧（既出 資料 4-3-5） 

6-12 補充授業による成果一覧 

6-13 「入学前教育レポート」 

6-14 補習教材 

6-15 家計急変に伴い学業継続が困難となった在学生に対する学費減免内規 

6-16 国際武道大学に兄弟姉妹が複数在学する者に対する学費等減免内規 

6-17 学校法人国際武道大学奨学金制度図 

6-18 国際武道大学スポーツ奨学金規則 

6-19 国際武道大学強化指定選手スポーツ奨学金規則 

6-20 国際武道大学私費留学生奨学金規則 

6-21 国際武道大学別科奨学金規則 

6-22 国際武道大学島嶼部入学者奨学金規則 

6-23 年度別各種奨学金採用人数一覧表 

6-24 国際武道大学大学院奨学金規則 

6-25 健康相談・応急処置等発生件数一覧（2013年度） 

6-26 栄養相談利用状況 

6-27 国際武道大学学内ＡＥＤ取得所要時間ＭＡＰ（既出 資料 3-18） 

6-28学内講習会（ＡＥＤ心肺蘇生法）（既出 資料 3-17） 

6-29 スポーツ傷害相談日程及び救急用具等貸出状況（2013年度） 

6-30 学生アパート防犯点検 
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6-31 国際武道大学ハラスメント防止ガイドライン【大学ホ—ムページ URL】 

http://www.budo-u.ac.jp/outline/p13_public_info/index.html#anc03 

6-32 キャンパスノート 2014（既出 資料 1-5） 

6-33 国際武道大学ハラスメント対策・防止規程 

6-34 国際武道大学ハラスメント対策部会規則 

6-35 国際武道大学ハラスメント相談ガイドライン 

6-36 「スポーツ指導と体罰について」国際武道大学臨時教授会議事録 

：2013年 2月 1日（抜粋） 

6-37 学友会指導者会議（概要） 

6-38 学友会リーダースキャンプ 

①学友会リーダースキャンプ（概要） 

 ②学友会リーダースキャンプ【大学ホ—ムページ URL】 

http://www.budo-u.ac.jp/news/topix/20150219/index.html 

6-39 就勝ＢＯＯＫ2014 

6-40 オヤジ・オフクロ 講師募集 

6-41 3年次生「オープニングセミナー（出陣式）」【大学ホ—ムページ URL】 

http://www.budo-u.ac.jp/news/topix/20140404/index.html 

6-42 2013年度進路（就職）支援イベント計画表 

6-43 教職塾（既出 資料 4-4-7） 

6-44 警察官・消防官試験対策講座概要 

6-45 基礎学力向上講座概要 

6-46 教員宛日本語検定周知案内 

6-47 就職課の学生活用コーナー 

6-48 国際武道大学就職委員会規則 

6-49 ハローワークコーナー 

6-50 合同企業セミナー 

6-51 大学・企業情報交換会 

6-52 求人検索ＮＡＶＩ 利用マニュアル 

6-53 2013ゼミ別進路状況調査依頼状 

6-54 学年別退学者一覧表（過去 5年分） 

6-55 オヤジ・オフクロのセミナー 【大学ホ—ムページ URL】 

http://www.budo-u.ac.jp/news/topix/20140710/index.html 

6-56 オヤジ・オフクロのセミナーアンケート 

6-57 営業ロールプレイング 【大学ホ—ムページ URL】 

http://www.budo-u.ac.jp/news/topix/20141010/index.html 

6-58 目で見るインターンシップアンケート  

6-59 ＮＨＫ特報首都圏 

6-60 文化放送就職情報研究所（メルマガ） 
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第 7章 教育研究等環境 

 

１．現状の説明 

（１）教育研究等環境の整備に関する基本方針を明確に定めているか。 

教育研究等環境の整備に関する方針を次のとおり定め、大学ホームページにて公表

している（資料 7-1）。 

教育・研究及び施設・設備関係を中心とした教育研究等環境については、毎年度予

算編成時に提示される予算編成方針に則り行っており、教育研究環境等の整備は年度

予算と相互に依存し合う関係にあると言える（資料 7-2）。 

本学の予算編成方針は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、教育・研究環境の整備における緊急性、必要性、継続性、事業効果などを

総合的に検討しプライオリティー（優先順位）を決定することとし、予算編成を行う。 

【教育・研究環境の整備方針】 

武道精神に基づく人間形成の環境を基盤とし、国際武道大学ミッションステートメ

ントの実践的継承をとおして、より教育・研究がしやすい環境づくりやそれらを支援

する施設・設備等の充実を図り、教育・研究・施設設備等の有機的連携を可能とする

教育・研究環境を構築する。 

 

（２）十分な校地・校舎および施設・設備を整備しているか。 

校地面積は 179,542.77㎡で、校舎面積は 46,824.19㎡であり、大学設置基準の面積

を十分満たしている。 

自然の中に立地するキャンパスには、20周年記念 9号館をはじめ、充実した武道・

スポーツ関連施設・コンピュータルーム・500 名を収容する大教室、体育全般に関わ

る専門資料と武道関係の資料を誇る図書館など、充実の教育・研究・実習施設が整っ

ている。 

講義及び実習等の授業で使用している教室は、別途資料のとおりである（資料 7-3）。 

また、「体育施設及び当該設備」並びに「研究施設」については以下のとおりである。 

2号館は、2階建で延べ床面積は、約 4,000㎡であり、１階は、多目的道場、トレー

ニングルーム、更衣室及びシャワー浴室等を完備し、2 階には、それぞれ 400 畳敷き

の、柔道場と剣道場となっている。 

3 号館は、多目的に利用できる設備をもつ体育館であり、バスケットボールコート

なら 2面の広さを有し、バレーボールコートなら 3面をとれる広さを有し、2階には、

ランニングコースも完備されている。入学式、卒業式の会場ともなる。 

5号館は 1階及び 2階が吹き抜けの温水プール（25ｍ、6コース）並びに最新の器具

及びピット設備を備えた体操場になっている。4 階は、バスケットボール、バレーボ

ール、ハンドボール、バドミントンなど、各種競技に対応できるアリーナとなってい

る。 

7号館は 1階が柔道場、2階が剣道場となっており、それぞれ 300畳の広さを有して

いる。 

陸上競技場は、（財）日本陸上競技連盟第 3種公認の全天候型陸上競技場となってお
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り、夜間照明を完備している。トラックは 400ｍ、8コース。フィールドは跳躍種目、

投てき種目用設備を備えている。また、新設した 9号館に陸上競技場用の観客席（112

席）を設置した。 

サッカー場は人工芝で、広さは縦 105ｍ×横 68ｍの公益財団法人日本サッカー協会

の公認を受けている。夜間照明、司令塔、観客席（224席）、練習設備（シュート板等）、

得点板等を備えた設備となっている。 

野球場は広さが、両翼 95ｍ、センター120ｍである。球場のほかに屋内練習場があ

り、内野が入る大きさの人工芝グラウンド、ブルペン、バッティングブース、トレー

ニングルーム、教室などを備えている。また、野球部専用のクラブハウスも完備して

いる。 

ラグビー場は人工芝で夜間照明も完備している。ラグビー並びにソフトボールの授

業で主に使用される。 

6号館はレスリングや各種武道に対応できる道場となっている。 

9 号館はトレーニングルーム 2 箇所に最新のマシーンを設置し、専門のスタッフが

常駐している。また、縦 25.6ｍ×横 13ｍの多目的アリーナ併設されている。 

附属図書館は、蔵書数が約 11万冊を超え、その内、武道、体育及びスポーツ関係の

専門書が 40％を超えている。 

8 号館は附属武道・スポーツ科学研究所に隣接する建物で、ビデオプロジェクター

等の設備を備えた各種教室や教員研究室を配備している。 

附属武道・スポーツ科学研究所は、1986 年に（財）日本武道館によって設置され、

1995年に本学に移管譲渡された施設で、各種の実験・研究室がある。武道・スポーツ

の医学的・科学的研究やトレーナーの養成等を行うだけでなく、各種の研究・セミナ

ー等の会場として学外の研究者やアスリート等にも広く活用されている。 

前述の校地・校舎及び電気、空調、衛生設備等の付帯設備の管理は総務課が担当し

ており、専門の業者に委託・常駐し適宜修繕等を行っている（資料 7-4）。また、情報

処理関連施設の管理は総合情報センターが行っている。 

保安管理は、専門業者と常駐警備の業務委託を締結し、学内に常駐し保安管理体制

を構築している。なお、大学本部から離れた場所にある野球場は、警備専門会社のセ

キュリティシステムを導入している。 

防災については、総務課でキャンパス全体の防災管理を行い、各種管理システムの

中心として、火災が発生した場合は速やかな対応を行っている。併せて、市の防災無

線を学内に設置し、緊急地震速報等の対策を行っている。また、自衛消防隊を組織し、

避難誘導の方法、消防設備の操作方法の習得等とともに防災意識の向上に努めている

（資料 7-5）。 

学生に対しても毎年 4月と 9月に教室からの避難訓練を実施している。また、大学

で設定している非常用Ｇメールへのアドレス登録と利用方法、映像による災害時の避

難シミュレーション、災害用伝言ダイヤル（117）の活用指導も併せて行っている（資

料 7-6）。 

学内にある別科生、留学生等の居住区域である国際交流会館においても、毎年 4月

に消防訓練を兼ねた避難訓練を実施している（資料 7-7）。 
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清掃、衛生管理は日常清掃を専門業者に委託し、常に清潔なキャンパスを目指して

管理を行っている。 

 

（３）図書館、学術総合サービスは十分に機能しているか。 

附属図書館における蔵書については、本学の専門分野である武道、体育及びスポー

ツ系分野を中心とした関連書籍の収集を重点に置いており、2014年 4月 1日現在の蔵

書数は、図書約 11万 9千冊、学術雑誌 355タイトルであり、電子リソース関係は、図

書館ホームページで公開しているデータベース 8種である（資料 7-8）。 

特に武道に関する書籍は約 1万冊であり、国内外の武道関連書籍は、ほぼ網羅され

ており国内でも有数の規模を誇っている。中でも、武道関係の貴重書としての古書等

は、288 冊所蔵している。国内でも本学の図書館のみが所蔵する貴重な古書もあり、

これらの古書は外部研究者からの問い合わせも多く、武道研究に大きく貢献している。 

開学以来収集してきた希少本については適切に管理し、永く保管していくことと並

行して、これらをデジタル化し、将来的には機関リポジトリを通じて公開する。 

また、近年急速に普及してきた電子ブックも積極的に購入する方針であり、辞書・

百科事典・全集等については電子資料の整備を行うことにより、閲覧スペースの有効

利用と、図書館閉館時でもインターネットから利用ができるよう利便性を高めていく。 

学術雑誌については、2011年に外国雑誌の大幅な電子化を図り、本文検索データベ

ースを導入した。現在冊子体で購入しているものは、その殆どが未だ電子化されてい

ないものである。和雑誌についても、医学系の学会誌等の本文が収録されたデータベ

ースを新たに導入した。新聞データベースについては、読売新聞『ヨミダス文書館』

朝日新聞『聞蔵Ⅱビジュアル』を導入している。こうした電子媒体の利用は、本学ホ

ームページから検索可能である。また、学生の要望に応じて就職試験及び公務員・教

員試験対策関係の書籍を多数購入している。これら問題集については貸出を行わず館

内利用に限定し、多くの学生が利用できるよう配慮している。 

図書館、学術情報サービス利用については、年度毎、利用者数及び年間貸出冊数（学

生・教員別）等を集計・分析しており、サービス向上に向けた重要な資料となってい

る。なお、2013年には、図書館システムのバージョンアップを行い、その際、これま

で学内のみで利用可能であった蔵書検索を、インターネットを通じ学外からも利用可

能とした。これにあわせて、機関リポジトリの公開も開始した。 

本学の附属図書館の規模等は、総延面積 1,516．98㎡、収容可能冊数約 14万冊、閲

覧座席数 198 席、図書館スタッフ 6 名、（専任職員 4 名、派遣職員 1 名、委託職員 1

名）、年間開館日数 239日、年間開館総時間 2,128時間、パソコン設置台数 20台であ

る。198席の閲覧座席数は学生収容定員の 11％を確保しており、定期試験期間等で利

用者の多い時期においてもほぼ充足している。 

開館時間は平日午前 9 時～午後 6 時であり、定期試験期間の 2 週間前からは午後 8

時まで開館を延長している（資料 7-9）（資料 7-10）。 

館内には 20台のパソコンが設置されており、通信速度 1Ｇｂｐｓのネットワークに

接続している。また、館内は全館で無線ＬＡＮ（300Ｍｂｐｓ）を利用でき、快適・安

全な通信環境を整備している。 
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図書館職員は、司書資格をもつ職員を 3名配置し、専門能力を有するスタッフによ

るレファレンスサービス、図書館利用説明などのサービスを展開している。 

また、本学図書館は、大学の総合情報センターとしての機能も兼ねており、利用者

の質問や要望に対応するため、情報システム担当の職員が常駐しており常に迅速な対

応をとっている。 

国内外の教育研究機関との学術情報相互提供システムの整備状況としては、国立情

報学研究所（NII）が提供している目録所在情報サービス（NACSIS-CAT/ILL）に参加し

ており、利用者への情報提供、国内教育研究機関との学術情報の相互提供を行ってい

る（資料 7-11）。また、2014年度より学術機関リポジトリポータル（JAIRO）に参加し、

運用を開始した。これにより、本学の紀要、研究成果物を国内外に配信している。現

在、国際武道大学武道・スポーツ研究所との連携により、研究所年報及び武道関連の

出版物を公開し、多くの研究者、武道・スポーツ指導者の研究に役立っている。 

 

（４）教育研究等を支援する環境や条件は適切に整備されているか。 

本学では教育課程にあわせた十分な講義室に加え、武道場、野球場、体育館、体操

場、室内プール及び実技・実習室を整備している。講義室は大講義室から演習や少人

数でも使用できる小教室までバランス良く整備している。 

また、学生の個人自習室として 20台のパソコンを設置するとともに、キャンパス内

の主要箇所（1号館・4号館・9号館）に無線ＬＡＮを整備し、教育研究環境を整備し

ている。 

教育研究支援の一環として本学では「教育補助学生に関する規程」に基づき、学部

教育に関して、演習、実験、実習の授業の教育補助、学生に対する学修上の助言及び

相談、その他教育上必要と認める教育補助業務に従事するティーチング・アシスタン

トを置いている（資料 7-12）。 

教員の研究費については、研究費と研究旅費を合わせて「教育・研究費」として配

分しており、教授職 50万円、准教授職 40万円、助教職 30万円としている。この研究

費の特徴として、高額の研究機器購入や複数年にわたる計画的な研究等の推進を支援

するために、1 年分を限度に翌年度に持ち越しできることとしている。また、複数人

で行う共同研究を支援するため、各人の研究費を合算して使用することも認めている。 

更に、「国際武道大学附属武道・スポーツ科学研究所」において、プロジェクト研

究の公募を行っている（資料 7-13）。１研究あたり 60 万円を限度とし、学内におけ

る競争的研究資金として、研究活動の活性化を図っている。 

このほか、専任教員を国の内外に派遣し、研修・研究を行うために、「国際武道大

学在外研究員及び内国研究員規則」に基づき在外研究員・内国研究員の制度を設けて

いる(資料 7-14)。 

研究室は72室あり、全専任教員が個室の研究室を割り当てられており、研究環境が

整備されている。個々の研究室は、演習生の指導もできるよう１室が約18㎡の十分な

広さを確保している。 

また、前述した「国際武道大学附属武道・スポーツ科学研究所」には、運動生理学

研究室、トレーニング科学研究室、保健・心理学研究室、解剖・組織研究室、生化学・
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栄養化学研究室、運動学研究室等、多くの研究室を設置し、武道・スポーツに関する

高度な研究を推進している（資料7-15）。 

研究専念時間の確保については、専任教員に対して週に1日、授業の無い日を設定し

ている。これは、専任教員が研究に専念できるよう、時間割作成時に調整を図ってい

るものであり、その際は、フィールドワークや共同研究等の推進も考慮し、極力、月

曜日または金曜日にあてるよう配慮している。 

 

（５）研究倫理を遵守するために必要な措置をとっているか。 

研究倫理を遵守するために「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、年度初めに教職員・大学院生に向けて配布

し、周知徹底を図っている（資料 7-16）（資料 7-17）。  

研究倫理審査については、「国際武道大学研究倫理規程」、「ヒトを対象とする研究」

倫理規則、「動物を対象とする研究」倫理規則に則り、教員からの研究倫理申請、大学

院生（科目等履修生を含む）と学部生からは、指導教員の責任下での申請を、事務担

当が受け付けた後、主査 1名、副査 2名の審査会を編成して申請書を判断し、全委員

に申請書と審査会の判定を、メールで配信して稟議審査を行って判定している（資料

7-18）（資料 7-19）（資料 7-20）。その後、事務担当から学長に報告して最終確認を得

た後、申請者に承認をその承認番号とともに通知をしている（資料 7-21）。 

一方、学部生の卒業研究等については、倫理審査に代え指導教員から登録をさせて

いる（資料 7-22）。 

研究倫理審査を経た研究は、研究完了後、事務担当に研究完了書を提出することに

より完了となる（資料 7-23）。 

また、「研究倫理に関する補足注意」を作成し、研究倫理遵守の周知徹底に努めてい

る（資料 7-24）。 

 

２．点検・評価 

●基準 7の充足状況 

「教育・研究環境の整備方針」に基づき、教育・研究を円滑に実行するための環境づ

くりやそれらを支援する施設・設備の充実を図るための取り組みを継続的に行っている。

特に校地・校舎面積は、大学設置基準の面積を十分満たしており、施設・設備面におい

ても高いレベルでの充実度を満たし、学生の修学と教員の研究環境を整えている。安全

性の確保においても自衛消防隊を組織するとともに、学生の避難訓練を実施するなど防

災意識の向上に努めている。 

また、学内における研究環境の面では、「研究倫理審査についての説明」及び「観血的

手法を伴う実験についての研究倫理指針」に基づき、研究倫理審査が適切に行われてお

り、大学公式ホームページ等を通じて「研究倫理に関する学内規程・基準」を公開して

いる。以上のとおり「教育・研究環境の整備方針」に則り、より教育・研究がしやすい

環境づくりやそれらを支援する施設・設備等の充実、教育・研究・施設設備等の有機的

連携を可能とする教育・研究環境の整備を継続的に行っており、同基準をおおむね充足

している。 
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①効果が上がっている事項 

体育大学としての施設・設備は年々充実している。 

今年度は、9 号館のトレーニング室の器具の入れ替えを行い、体育大学としての教

育研究及び学生のトレーニング等の設備の充実を更に進めることができた。 

また、本学の野球部は現在約 270名の部員がおり、練習場所が不足していたため、

環境整備が懸案となっていたが、新たに屋内練習場を新設し、野球場全体の整備も行

った。 

「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た。同意書に関して改善され、

審査で意見がつくことがほとんどなくなった(資料 7-16)(資料 7-17)。 

研究倫理審査の運用内規のとおり、申請から 10日以内に、申請者審査結果を通知す

ることができた。学部生の登録も、運用内規どおり管理している(資料 7-25)。  

研究倫理で承認した全件について、特に問題の情報は寄せられていない。 

 

②改善すべき事項 

現状に記載したとおり、教育研究環境としての施設・設備は、大学設置基準を大き

く上回っているため、早急に改善すべきものは特に見当たらない。しかし、施設・設

備が充実してきただけに、今までどおり中・長期的ローテ－ションの中で修繕や補修

を実施し、更なるキャンパス・アメニティの維持・充実に努めていく必要がある。 

研究者からの研究倫理申請書の申請日が、実験開始の直前となるケースが多く見ら

れるため、余裕をもった申請を行うよう指導していく必要がある。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①効果が上がっている事項 

体育大学としての施設・設備は年々充実してきてはいるが、中・長期的な事業計画

の中で更なる充実を図る。 

研究倫理に関する学内規程・基準については、大学公式ホームページ等を通じて学

内外に広く周知し、社会的責任を果たしていく。 

 

②改善すべき事項 

施設・設備の補修保全に関しては、中・長期的事業計画の中で修繕や補修のローテ

－ションを現状どおり明確にし、更なるキャンパス・アメニティの維持・充実を行う。 

研究者からの研究倫理申請書の申請日の遅れに対する具体的な改善方法として、教

員へは教授会や電子メールにて通知を行う。大学院生についてはオリエンテーション

で周知徹底させるとともに、指導教員から直接指導するなど、意識向上を図る。 
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４．根拠資料 

 

7-1 建学の精神・教育目標・各種方針（既出 資料 1-4） 

7-2 予算編成方針（2015年度） 

7-3 講義・実習教室等一覧 

7-4 2013年度校地・校舎等の修繕実施状況 

7-5 国際武道大学消防計画 

①（目的・変更箇所） 

②（防火管理組織図） 

③（自衛消防隊組織図） 

7-6 2014年度オリエンテーション日程（既出 資料 4-3-2） 

7-7 別科生及び留学生の消防・避難訓練 

7-8 図書館所蔵資料数一覧（2014年 3月 31日現在） 

7-9 キャンパスノート 2014（既出 資料 1-5） 

7-10 2013年度 月別入館者数及び図書等貸し出し数一覧 

7-11 国立情報学研究所「目録所在情報サービス」【大学ホームページ URL】 

http://www.budo-u.ac.jp/gakunai/index.html 

7-12 教育補助学生に関する規程 

7-13 国際武道大学プロジェクト研究公募要領 

7-14 国際武道大学在外研究員及び内国研究員規則 

7-15 国際武道大学附属武道・スポーツ科学研究所概要（既出 資料 2-6） 

7-16 研究倫理審査についての説明 

7-17 観血的手法を伴う実験についての研究倫理指針 

7-18 国際武道大学研究倫理規程 

7-19 国際武道大学「ヒトを対象とする研究」倫理規則 

7-20 国際武道大学「動物を対象とする研究」倫理規則 

7-21 2013年度研究倫理審査一覧 

7-22 2013年度研究倫理審査学部登録一覧 

7-23 2013年度研究完了報告書提出一覧 

7-24 研究倫理に関する補足注意 

7-25 研究倫理審査の運用内規 
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第 8章 社会連携・社会貢献 

 

１．現状の説明 

（１）社会との連携・協力に関する方針を定めているか。 

社会連携・社会貢献に関する方針を次のとおり定め、大学ホームページにて公表し

ている（資料 8-1）。 

国際武道大学は教職員並びに学生などの人的資源を主体として、武道・体育・スポ

ーツの専門的知識・技術などの知的資源や、体育施設・設備などの物的資源を有効に

活用することにより、社会との連携を図り、元気で豊かな社会の実現に寄与する。 

本学の社会連携・社会貢献は、前述した「本学の社会連携・社会貢献に関する方針」 

に基づき、次の 7 つに区分し、それぞれの到達目標を設定している。 

①存在型 

本学が勝浦市に存在することで生み出される付加価値によって、地域及び周辺地域

への社会連携・社会貢献に寄与する。 

②地域連携行事型 

各種スポーツ大会、イベント企画等への共催、後援、協力等及び地域住民、地方公

共団体、教育機関などと連携した行事協力を行うことによる社会連携・社会貢献を展

開する。 

③物的資源活用型 

質の高い施設・設備・用具等の貸出しをとおした社会連携・社会貢献を展開する。 

④人的・知的資源活用型 

学生及び教職員の人的資源及び高度な知的資源を活用することによる地域社会及び

国際社会を踏まえた社会連携・社会貢献を展開する。 

⑤情報提供型 

図書館の一般開放、大学ホームページを利用した知的資源や知的情報の提供による

社会連携・社会貢献を展開する。 

⑥地域安全連携型 

地方公共団体などと連携し、住民の安全を確保するための社会連携・社会貢献に寄

与する。 

⑦国際交流事業 

人的資源及び高度な知的資源を活用し、国際協力・支援事業を展開する。 

 

これまで本学は、多くの地域活動協力依頼を受け、さまざまなボランティア派遣等

を行ってきたが、学内での地域活動協力に対する十分な共通理解がなされておらず、

協力依頼の中にも教育的観点から適当でないものも含まれている状況であった。その

ため、上記の「社会連携・社会貢献に関する方針」に基づき、新たに「国際武道大学 

地域活動協力ガイドライン」を定めた（資料 8-2）。 

ガイドラインには、本学の地域活動協力に対する考え方及び扱う活動の内容を明記

し、本学が受けることが適切な内容かどうかを判断するための基準を事例とともに示

し、地域活動協力に対する学内の共通理解を図った。また、対外的にも地域活動協力
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に対する取り組み及び協力依頼方法等を周知するため、本学が対応した地域活動協力

の一覧（随時更新）とともにガイドラインを大学ホームページに公表している（資料

8-3）。 

 

（２）教育研究の成果を適正に社会に還元しているか。 

社会への還元については、前述した 7区分に基づき、次のとおり展開している。 

存在型は、本学（国際武道大学）が存在することで実現している若年人口の増加に

伴う地域の活性化、経済効果があげられる。 

地域連携行事型は、勝浦市が主催するイベント「ビックひな祭り」及び「いんべや

ぁフェスタ」への参加などがあげられる。 

物的資源活用型は、市内及び近隣地域の各種スポーツ大会（勝浦鳴海ロードレース

大会・市民バレーボール大会・夷隅地区小中体連陸上大会等）やその他の行事等の会

場として本学施設・設備を貸し出している。 

人的・知的資源活用型については、更に 4つの区分に分類し活動を展開している。 

1 つ目の教育資源活用は、武道・体育・スポーツと社会との関わり、職業観として

のスポーツに関する教育支援やスポーツ指導及びトレーニング方法や健康維持増進等

の相談等の相談支援を行う。具体的な取組内容については、教員免許状更新講習、教

育機関との連携（高大連携や出張授業など）及び体力測定、健康ハツラツ教室など実

施している（資料 8-4）（資料 8-5）。 

2つ目の公開講座は、毎年本学の特色に沿ったテーマで公開講座を実施している（資

料 8-6）。 

3 つ目の教育・研究成果に基づく資源提供・派遣は、教職員、学生による武道・体

育・スポーツに係る専門的技能・知識の提供、相談、指導、人材派遣支援などを行っ

ている。具体的な内容として、指導者、審判員及びボランティア並びにスポーツ相談、

スポーツプログラムの提供、大会・イベント企画及び講演への人材派遣支援などがあ

げられる（資料 8-7）。 

4つ目の研究交流は、企業等との連携による受託研究・共同研究などがあげられる。 

情報提供型は、図書館利用（開放）、ホームページ、機関リポジトリなどがあげられ

る。 

地域安全連携型は、大規模災害時におけるコントロール基地としての機能、施設開

放を実施するため、勝浦市の指定避難所及び避難場所として登録されており、災害用

品・備品を備蓄する他に、緊急時における地下水の供給ができるようにキャンパス内

に井戸と高度膜ろ過システムを利用した浄水施設を設置している（資料 8-8）。また、

ドクターヘリの臨時離着陸場としても登録しており、緊急時には本学陸上競技場にド

クターヘリが離着陸している（資料 8-9）。その他にも本学学用車に青色回転灯を装備

し自主防犯パトロール活動、夏期海水浴場安全対策として、万一の事故に備えた迅速

な救助活動を展開している（資料 8-10）。 

国際交流型は、別科生及び交換留学生による近隣小学校との交流活動、外国人の武

道初心者を対象とした武道教室の運営、武道文化セミナー、海外での障害者武道講習

会の運営、カンボジアでの高校生や小学生を対象としたスポーツ指導、オーストリア
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剣道連盟主催の昇段審査など実施している（資料 8-11）（資料 8-12）。 

また、外務省認定事業として開催した「日本・ボリビア外交関係樹立百周年記念事

業（2014年 9月 4日～15日）」では、学長を団長として武道演武団（教職員、在学生

等総勢 18名）をボリビアに派遣した（資料 8-13）。 

 

２．点検・評価 

●基準８の充足状況 

「社会連携・社会貢献に関する方針」に基づき、体育大学の特性である人的・知的

資源及び施設・設備などの物的資源を有効活用し、教育・健康・安全・国際交流等の

さまざまな分野において積極的に社会連携・社会貢献を実施している。社会連携・社

会貢献活動に係る組織体制の整備も順調に進んでおり、「社会連携・社会貢献に関する

方針」に基づき、新たに「国際武道大学 地域活動協力ガイドライン」を定めた。 

また、本学の社会連携・社会貢献は、前述した「本学の社会連携・社会貢献に関す

る方針」に基づき、7つに区分し、それぞれの到達目標を設定し展開している。 

本学は毎年、多くの地域活動協力依頼に対応し、本学が定める到達目標をおおむね

達成しており、同基準をおおむね充足している。 

 

①効果が上がっている事項 

これまで、国際交流と地域交流に関する委員会がそれぞれ独立した形で存在してい

たが、各々の専門的事項は、国際交流部会・地域交流部会で検討し交流委員会で協議

する形に一本化された。 

また、地域交流活動の受付窓口が総務課に統一され、情報も一元化され、「国際武道

大学 地域活動協力ガイドライン」の作成及び公表により、地域活動協力に対する学

内の共通理解が図れ、対外的にも周知することができた。 

 

②改善すべき事項 

「社会連携・社会貢献に関する方針」及び「地域活動協力ガイドライン」の作成及

び公表により本学の社会との連携・協力に関する方針及び取り組みについては共通理

解を深めることができたが、これまでの本学の社会貢献活動は、外部からの協力依頼

に対応するものが大半であったため、今後は、大学から地域社会に発信する社会貢献

活動（ボランティア活動等）にも力を入れる必要がある。 

そのため、本学の社会貢献活動（ボランティア活動等）の企画・運営等を行うため

の学生組織等の構築が必要である。 

また、今後ますます多様化してくる大学に対する地域活動協力依頼に対し、「地域活

動協力ガイドライン」の継続的な点検及び整備を行わなくてはならない。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①効果が上がっている事項 

「社会連携・社会貢献に関する方針」及び「地域活動協力ガイドライン」に基づき、

社会連携・社会貢献を継続的に行っていき、勝浦市や近隣地域の更なる発展に寄与し、
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また、これからもボランティア活動等を学生の教育・実習等の場として更に活用して

いく。 

 

②改善すべき事項 

今後、本学の社会貢献活動をますます充実させ、効果的に社会貢献していくために

も「ボランティア活動等を運営していく学生組織等の検討」及び「大学より発信する

社会貢献活動（ボランティア活動等）の更なる充実」について交流委員会にて検討し

ていく。 

また、「地域活動協力ガイドライン」の継続的な点検及び整備を行う。 
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４．根拠資料 

 

8-1 建学の精神・教育目標・各種方針（既出 資料 1-4） 

8-2 国際武道大学地域活動協力ガイドライン 

8-3 地域活動協力【大学ホームページ URL】   

http://www.budo-u.ac.jp/ugp/p04.html 

8-4 教員免許状更新講習【大学ホームページ URL】 

http://www.budo-u.ac.jp/licence/index.html 

8-5 勝浦市健康ハツラツ教室【大学ホームページ URL】 

http://www.budo-u.ac.jp/ugp/p02.html 

8-6 2014年度公開講座一覧【大学ホームページ URL】 

http://www.budo-u.ac.jp/news/kouza/index.html 

8-7 国際武道大学の社会連携・社会貢献の特徴 

8-8 災害時における地下水の供給に関する協定【大学ホームページ URL】 

①http://www.budo-u.ac.jp/news/topix/20080606_01/ 

②http://www.budo-u.ac.jp/news/topix/20080804/index_2.html 

8-9  ①ドクターヘリ臨時離着陸場の登録（依頼）（回答） 

②ドクターヘリ（大学広報誌ＷＡＹ）【大学ホームページ URL】 

http://www.budo-u.ac.jp/way/2013/pdf/way_vol24.pdf 

8-10  ①夏期海水浴場安全対策業務（依頼） 

②夏期海水浴場安全対策業務（大学広報ＷＡＹ）【大学ホームページ 

http://www.budo-u.ac.jp/way/2010/pdf/way_vol14.pdf】 

8-11 海外交流（カンボジア） 

①「スポーツ交流実習（カンボジア活動）」【大学ホームページ URL】 

http://www.budo-u.ac.jp/news/topix/20130409/index.html 

②「スポーツ交流実習（カンボジア活動）」【大学ホームページ URL】 

http://www.budo-u.ac.jp/way/2009/pdf/Way_vol12.pdf 

8-12 海外交流（オーストリア） 剣道昇段審査 

8-13 日本・ボリビア外交関係樹立百周年記念事業 

①国際武道大学武道演武団訪暮報告書 

②【大学ホームページ URL】 

http://www.budo-u.ac.jp/news/topix/20141105/index.html 

82

http://www.budo-u.ac.jp/ugp/p04.html
http://www.budo-u.ac.jp/licence/index.html
http://www.budo-u.ac.jp/ugp/p02.html
http://www.budo-u.ac.jp/news/kouza/index.html
http://www.budo-u.ac.jp/news/topix/20080606_01/
http://www.budo-u.ac.jp/news/topix/20080804/index_2.html
http://www.budo-u.ac.jp/way/2013/pdf/way_vol24.pdf
http://www.budo-u.ac.jp/news/topix/20130409/index.html
http://www.budo-u.ac.jp/news/topix/20141105/index.html


 

第 9章 管理運営・財務（管理運営） 

 

１．現状の説明 

（１）大学の理念・目的の実現に向けて、管理運営方針を明確に定めているか。 

建学の精神に基づき、大学、学部及び大学院の教育目標の実現に向けて、中・長期

的展望に立って教育・研究環境や教育体制の更なる改革改善を推進している。 

本学は常に大学の独自性を発揮し個性豊かな特色ある教育を展開し、教育の質の向

上を可能とする教育・研究環境及び教育体制の構築に努めており、管理運営方針を以

下のとおり定めている（資料 9-1-1）。 

 

【管理運営】 

（1）法人組織と教学組織の有機的連携を促進するため常務理事会の機能強化をより実質

的なものとして充実させる。 

（2）常に組織と現状の確認を行い、合理的組織の構築に努め、より適切な管理運営を行

う。 

 

毎年 4月 1日に行われる学長講話において、年度の基本方針、改善事項等を学長が

表明し全学的な周知を図る一方、教授会における学長報告等の中でも周知がなされて

いる。また、重要な案件等は教授会で発表され、当該資料や議事録は本学ポータルサ

イトを通じて全教職員が閲覧若しくはデータのダウンロードを可能としている。 

教学の意思決定を図るうえで本学の教育研究、校務等の円滑な運営を図るため運営

委員会をはじめとする各種委員会が設置されており、各種委員会には専門事項を検討

するための部会が置かれている。各部会において検討された専門事項は各種委員会に

て協議され運営委員会に提出される。運営委員会では、各種委員会等から提出された

報告・審議事項を協議し、教授会へ上程する。教授会は教学組織における最終意思決

定機関であり、教授会関係資料を全学に事前配布し、教授会にて報告・審議の後、当

該議事録を全学に周知している。なお、教授会、各種委員会及び部会にはそれぞれ規

定が整備され意思決定のプロセスは明確になっている。 

法人組織における意思決定プロセスは、寄附行為に定められている審議事項を常務

理事会において検討・協議し、合意形成された議案を理事会に上程する (資料 9-1-2) 。 

理事会は法人組織における最終意思決定機関であり、理事会で報告・審議の後、当

該議事録を法人組織に周知している。 

また、理事会における決定事項、承認事項等は、教授会にて報告され、教学組織に

も周知されている。 

法人組織（理事会等）の権限と責任については、「学校法人国際武道大学寄附行為」

によって、法人の目的と理事会等の役割を明確に定めている(資料 9-1-3)。また、「学

校法人国際武道大学及び国際武道大学管理組織規程」に基づき法人組織と教学組織の

権限と責任を明確にしている (資料 9-1-4)。 

一方、全学にわたる教学組織の教育研究や校務等の円滑な運営を図るためのさまざ

まな案件の検討については、「事務組織の構成と人員配置の適切性」（表 1参照）の委
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員会組織の一覧表に掲げる各種委員会において検討している。各種委員会の委員長は

学長が指名し、学長をはじめとする全教員及び関係所管事務職員を構成員としている。

それぞれの委員会で提起された案件（報告事項や審議事項）は、運営委員会の議を経

て教授会に上程され、教学組織における全学的な意思決定が成されている。 

教学組織の重要案件等の内、法人組織の承認を得なければならない事項については、

教授会決定後に常務理事会、理事会においても審議される。 

法人組織の意思決定は、教学組織及び法人組織に関わる重要案件等について予め副

理事長及び学内の理事等で構成する学内常務理事会において十分な検討を行い、常務

理事会に上程する。そして、常務理事会の議を経たのち、理事会に上程され、決議の

上、法人の意思決定が成されている。常務理事会の構成員は、理事長、副理事長のほ

かに常務理事 6名（外部理事、学長・副学長、学内から選出された理事を含む）並び

に学部長及び研究科長であり、教学組織の意見を反映しやすい構成員となっている（資

料 9-1-5）。 

また、理事会においても学長、副学長及び研究科長等の教員の役職位者が構成員と

なっており、教学組織の意見を反映し、大学の理念・目的の実現に向けた管理運営が

行われている。 

教授会の権限と責任は、大学学則によって明確に定められており、教授会の審議議

決する事項として、以下の事項を明確に定めている(資料 9-1-6)。 

(1) 教育研究の基本方針に関する事項 

(2) 授業科目、単位数等の編成に関する事項 

(3) 学生の入学、休学、転入学、編入学、転学、留学、留年、退学、除籍、復学、表

彰、懲戒及び卒業等の認定に関する事項 

(4) 科目等履修生及び研究生に関する事項 

(5) 外国人留学生に関する事項 

(6) 教員の教育研究計画に関する事項 

(7) 学生の厚生補導に関する事項 

(8) 教員の人事に関する事項 

(9) 教育研究予算の配分に関する事項 

(10) その他学長が必要と認める事項 

 

（２）明文化された規程に基づいて管理運営を行っているか。 

学校法人国際武道大学の管理運営は、私立学校法に基づく「学校法人国際武道大学

寄附行為」及び「学校法人国際武道大学常務理事会運営規則」に従い行われている（資

料 9-1-3）（資料 9-1-5）。寄附行為は、役員構成及びその選任方法、理事会・評議員会

の構成等について定め、理事長及び副理事長を補佐する法人の業務を分掌するため常

務理事を置き、常務理事会を組織すると定められている。常務理事会運営規則には理

事長の諮問事項、理事会及び評議員会提出議案の作成、事務局業務の指導監督等を行

うことが定められている。 

2013年度の常務理事会は年間 19回（常務理事会 5回、学内常務理事会 14回）開催

し、大学・教学関連の重要案件について協議し、役員会への提出議題等を検討する法
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人と教学が一体となった管理運営を行っている。 

教学の管理運営は、学校教育法及び関連法令に基づく「国際武道大学学則」に従い

行われている。学則においては、教学事項の決裁基準や教授会の審議事項等が定めら

れている(資料 9-1-6)。 

また、法人及び大学の業務は、「学校法人国際武道大学及び国際武道大学管理組織規

程」に従い、適正かつ円滑に運営されている。「学校法人国際武道大学及び国際武道大

学管理組織規程」には、法人及び教学の組織、職制、職務及び役職位の職務等につい

て定められており、法人事務局及び大学事務部の事務分掌は「学校法人国際武道大学

及び国際武道大学管理組織規程施行規則」に定められている。 

学校法人国際武道大学及び国際武道大学は、これの明文化された規定を基本として

法人及び大学内の管理運営がなされている。（資料 9-1-4）（資料 9-1-7）。 

次に学長、学部長・研究科長及び理事（学務担当）等の権限と責任の明確化につい

てであるが、学長はリーダーシップを発揮して学内をまとめ、学内全体の運営を円滑

に進め、校務全般を掌握することが必要とされる。学長権限の一つとして、学長は学

内におけるあらゆる重要事項についての決裁権を有している。また、｢国際武道大学学

長等選任規程｣のとおり、「副学長、体育学部長及びその他の役付教員の任命について

は学長と協議し、常務理事会の議を経て、理事長が任命する」となっているように、

役付教員の人事権を有するとともに各委員会及び部会メンバーの人事権全般を有して

いる（資料 9-1-8）。 

なお、学長は、教学側のトップであるばかりでなく、法人の理事を兼務しているた

め、理事会・評議員会・常務理事会において責任ある立場であり、法人の決定事項の

権限も有している。 

また、「学校法人国際武道大学及び国際武道大学管理組織規程」の中で、大学の円滑

な運営のため、理事長が必要と認めた場合には、副学長を置くことができると規定さ

れているとおり、副学長を置いている。副学長は、学長を補佐し、学長に事故あると

き又は学長が欠けたときは、その職を代理し、又はその職を行う権限を有している（資

料 9-1-4）。通常であれば、学長の補佐的役割が非常に強いポストではあると解釈され

るが、副学長においては、入試に係わる合格候補者選考会議長、大学自己点検・評価

部会長、個人情報保護部会長、カリキュラム検討部会長、学長室長及び大学全体の予

算編成責任者の要職を兼務しており、大学の財政基盤に直接影響を与えるポジション

として管理、配分、ソリューション関連を担う重要なポストであり、その権限を有し

ていると言える。なお、副学長は、教学側の法人の理事となるため、理事会・評議員

会・常務理事会において責任ある立場であり、法人の決定事項の権限も有している。 

学部長は、学長及び副学長の命を受け、学事運営、教育研究の円滑な運営を期する

ため教育研究組織の代表として、リーダーシップを発揮して学部全般を掌握し、学部

全体の運営を円滑に進めることが必要とされる。本学における学部長の権限としては、

①各学科の研究及び教育に関する事項、②カリキュラム改訂、③教員の昇任・採用・

退職等の人事計画、④学部教育の予算査定・運用等についての裁量権、⑤学費未納学

生に対する除籍案に関する事項、⑥在外研究員の募集に関する事項、等をあげること

ができる。 
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一方、研究科長は、学長及び副学長の命を受け、大学院全般の学事運営、教育研究

の円滑な運営を期するため教育研究組織の代表として、リーダーシップを発揮して大

学院全般を掌握し、大学院全体の運営を円滑に進めることが必要とされる。研究科長

の権限としては、①研究科の研究、教育及びその他学事に関する事項、②カリキュラ

ム改訂、③教員の人事計画に関すること、④研究科の予算に関すること、⑤大学院改

革に関すること、等をあげることができる。 

学長、副学長、学部長及び研究科長（以下「四役」という。）の権限については前述

のとおりである。そして、四役に事務局長を加えた五役で学内全体の運営を円滑に進

め、校務全般を掌握するための基本的な方向性について検討するため、原則として毎

週木曜日に執行部会議が開催されている。この執行部会議が内部質保証検討委員会の

中核をなす会議として位置づけられる。 

続いて、学長・副学長・大学院研究科長・学部長の選考方法については、「国際武道

大学学長等選任規程」及び「国際武道大学学長等任期規程」に基づき、選挙によらず

理事長の任命により行っている（資料 9-1-8）（資料 9-1-9）。学長の選任は（1）学長

の任期が満了する場合、（2）学長が辞任を申し出て理事長がそれを受理した場合、（3）

学長が欠けた場合に行われ、学校法人国際武道大学理事会の同意を得て理事長が任命

し、任期は 4年として、再任を妨げないとなっている。 

副学長・学部長の選任は（1）副学長・学部長の任期が満了する場合、（2）副学長・

学部長が辞任を申し出て、理事長がそれを受理した場合、（3）副学長・学部長が欠け

た場合に行われ、学長の推薦に基づき、理事長が任命し、任期は 3年として、再任を

妨げないとなっている。 

大学院研究科長の選任は(1)大学院研究科長の任期が満了する場合、（2）大学院研究

科長が辞任を申し出て、理事長がそれを受理した場合、（3）大学院研究科長が欠けた

場合に行われ、学長の推薦に基づき、理事長が任命し、任期は 2年として、再任を妨

げないとなっている。 

 

（３）大学業務を支援する事務組織が設置され、十分に機能しているか。 

2014年 5月現在の事務職員数は、専任職員 39人、嘱託職員 10人、非常勤職員 2人、

派遣職員 2人である（東京事務所には専任職員、嘱託職員を各 1人配置）。 

本学においては学校法人国際武道大学事務局に採用された法人事務局職員は、大学

事務職員を兼ねる事務組織となっている。 

事務組織は、『日本武道の内外の指導者の育成のために、武道及び体育に関する諸科

学を教授研究し、国際的な感覚と高い教養をもつ知識と技能を体得させ、国際社会及

び地域社会において指導的役割を果たし得る人材を養成するため教育基本法及び学校

教育法に従い、学校教育を行うことを目的とする。』という本学の目的に従い、常にき

め細かいサポートに努めている。 

事務職員の採用については、人事課において適正人員を常に把握し採用している。

必ずしも欠員補充を原則としてはいない。組織のスリム化を図るため組織改編、効率

化、人員配置、業務の見直しを推進している。そのため採用人数や年齢構成のバラン

スを考慮しながら採用人事案を常務理事会に上程し決定している。具体的な選考手続
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きは人事課が行い、常務理事会の議を経て、理事長決裁をもって決定している。配属

については、個人の資質、適性、更に部署の業務内容などを考慮し総合的な判断に基

づき決定される。 

役職者（課長以上）の昇任については、役職位職能要件を満たす者の中から、当該

役職位に適確と判断された者を常務理事会の議を経て、理事長決裁をもって決定して

いる。 

学校法人国際武道大学・国際武道大学組織図は別途資料のとおりである（資料

9-1-10）。 

法人組織としては、常務理事等によって組織された常務理事会を設置し、その直轄

機関として、松前記念館、総合教育開発研究所、ヨーロッパ事務所を配置している。 

法人組織の事務組織として法人事務局を設置し、法人事務課及び東京事務所を配置

している。一方、大学組織としては、学長、副学長のもとに学長室、入試・広報セン

ター、附属図書館（総合情報センター）、附属武道スポーツ研究所（研究支援センター）、

教務部、学生部、就職部、国際交流センター、健康管理センター（健康管理室・学生

相談室）、大学事務部を設置し、それぞれの部署に 12課・室の事務を配置している。

なお、大学院、体育学部、別科の事務については、教学、学生生活、進路等に応じて

教務課、学生課、就職課、国際室が対応している。 

限られた人員及び予算等の中で、より効率的に業務を遂行していくことを考慮し、

現在の事務組織の構成となった。 

また、さまざまな案件を検討する機関として、運営委員会をはじめとする委員会及

び部会が 34設置されている。この委員会等は教員と事務局職員によって構成され、事

務局の事務の分掌に応じて委員会等の事務を担当している。各委員会等の担当課は別

途資料のとおりである（資料 9-1-11）。 

事務部の連携強化を図る取り組みの一つとして、各部署の所属長（課・室長）を対

象とした事務責任者連絡会を毎月開催している。連絡会では、各部署における業務報

告及び諸連絡等を行い、情報の共有化を図っている。 

また、事務機能の改善・業務多様化への対策として、次のとおり「ＩＴ化の整備・

推進」を実施している。 

1）教授会関係書類の電子化 

開学当初より教授会関係書類は紙媒体で配付されていたが、「業務の多様化及びコス

ト削減」といった問題を解消するため、2013年度より、教授会関係書類の完全電子化

配信による会議運営を開始した（資料 9-1-12）。これにより、当初の問題が解消され

たと同時に、すべての教職員が容易に資料を閲覧することが可能となった。 

2）学生支援システム（ポータルサイト）の活用 

各部署単位で収集していた学生情報を学内サーバーにて一元管理し、学生支援シス

テムを導入したことにより、最新の情報を各部署で共有することが可能となった（資

料 9-1-13）。 

3）学内ネットワークの活用 

学内のネットワークに各部署単位でデータを公開・提供できるシステムを整備して

おり、部署単位でのデータ情報の共有化を図っている（資料 9-1-14）。 
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職員の採用については、「学校法人国際武道大学教職員採用手続規則」により行って

いる（資料 9-1-15）。 

事務局の昇任人事において、管理職位（事務局長、事務部長、事務局次長、事務部

次長、課長、室長、所長）の任命については、常務理事会の議を経て理事長が行って

いる。課長代理クラス以下の昇任人事については、事務局長が人事権を有している。 

 

（４）事務職員の意欲・資質の向上を図るための方策を講じているか。 

本学では人事考課制度は導入していない。現状は、年功序列を主体とした人事制度

であり、事務局全体のバランスの中では、ある程度機能してきた。しかし、現状にお

いては多くの職員が係長の職位に集中しており、事務局の活性化を図り将来の事務局

を担う人材の発掘及び育成や限られた上位職のポストなどを考慮すると新人事制度導

入検討の時期にきている。 

また、スタッフ・ディベロップメント（ＳＤ）の実施状況は次のとおりである。 

①外部講師を招聘し学内ＦＤ・ＳＤ研修会を年数回開催している。（対象者は教職員全

員） 

②「ＦＤネットワークつばさ」における大学間ＳＤ研修会に職員が参加している。 

③各課において外部団体が主催する研修会、セミナー等業務に関係する研修に関係職

員が必要に応じて参加している（資料 9-1-16）。 

④学校法人産業能率大学総合研究所が主催する新入社員研修に新規採用職員が参加し

ている。 

 

２．点検・評価 

●基準９（１）の充足状況 

管理運営については、大学の理念・目的の実現に向けての管理運営方針は明確に定

められており、明文化された規定に基づき管理運営も行われている。また、大学業務

を支援する事務組織も十分に機能しており、同基準をおおむね充足している。 

 

①効果が上がっている事項 

本学の教授会関係書類は、各部署から上がってきた報告事項や審議事項から構成さ

れているため、大学全体の業務運営を把握するうえで重要な書類といえる。以前より

この教授会関係書類は、おおむね会議の数日前までに教員及び事務職の各部署に紙媒

体で配付し、会議の効率化を図ってきた。2013年度からは、紙媒体による配付を改め、

ポータルサイトの共有フォルダーに教授会関係書類の電子データを置くことにより、

全教職員がダウンロードすることを可能とし、実質的なペーパーレス化が実現できた。  

現状では、書類の電子化による配付を行っているのは、教授会及び運営委員会であ

り、両会議においては、原則的にノートＰＣやタブレットを活用した会議形態をとっ

ている。この結果、年間枚数約 4万枚（年度によって変動あるが、2013年度実績を参

考とした）のペーパーレス化が実現し、これに伴う印刷費の削減も図ることができた。 
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②改善すべき事項 

事務組織の機能強化を図るための継続的な制度の整備・見直しが必要であるが、組

織や制度を機能させる人材の育成が最も重要となってくる。事務職員の意欲・資質の

向上を図るための方策の整備を行い、新人事制度及びその制度に連動した給与制度の

構築・導入を検討する必要がある。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①効果が上がっている事項 

事務組織の役割を十分に果たすためには、常に業務を見直すとともに、組織、人員

定数を見直していかなければならない。大学を取り巻く環境は一段と厳しく、費用対

効果についても検証し、無駄を省き、限られた資源で最大の効果を発揮しなければな

らない。事務組織の簡素化、効率化を図るため業務改革は必要不可欠であり、前述し

た教授会資料のペーパーレス化や事前配付などの方策は、経費と時間の削減に繋がっ

ているので今後も継続して行っていく。また、毎年行っている学内の部署別自己点検・

評価による業務改善が成果をあげているので、今後とも継続し、改善に努める。 

 

②改善すべき事項 

事務職員の意欲・資質の向上を図るための人事制度においては、本学の事務局職員

として‘あるべき職員像’を明確にし、成績・情意・能力などを客観的に評価できる

新人事制度を導入する必要がある。現状、処遇については、上位職への昇任に併せて

昇給する給与制度であり、年功序列傾向の強い人事制度となっている。しかし、今後

は、事務局の活性化を図り、限られた上位職のポストなどを考慮した将来の事務局を

担う人材の発掘や育成のために成績・情意・能力などを客観的に評価し、個々の能力

を高める仕組みなど、事務局全体のレベルアップを可能とする新人事制度の構築が求

められる。また、新人事制度検討・導入と平行して、事務局組織の各セクションの評

価者の育成とともに、各セクションへ評価者をしっかりと配置した‘評価できる事務

局の組織体制づくり’が必要である。現状を十分検証したうえで本学の組織や風土に

相応しいシステムの導入について法人事務局において検討を始める。 
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４．根拠資料 

 

9-1-1 建学の精神・教育目標・各種方針（既出 資料 1-4） 

9-1-2 理事会名簿 

9-1-3 学校法人国際武道大学寄附行為 

9-1-4 学校法人国際武道大学及び国際武道大学管理組織規程 

9-1-5 学校法人国際武道大学常務理事会運営規則 

9-1-6 国際武道大学学則 (既出 資料 1-6) 

9-1-7 学校法人国際武道大学及び国際武道大学管理組織規程施行規則 

9-1-8 国際武道大学学長等選任規程 

9-1-9  国際武道大学学長等任期規程  

9-1-10 学校法人国際武道大学・国際武道大学組織図 

9-1-11 2014年度 各委員会及び担当事務一覧表 

9-1-12 ①国際武道大学教授会関係書類の完全電子化（教授会議事録） 

②国際武道大学教授会関係書類の完全電子化（ポータルサイト） 

9-1-13 各種学生支援システム（既出 資料 6-5） 

9-1-14 国際武道大学学内ネットワーク（公開フォルダー） 

9-1-15 学校法人国際武道大学教職員採用手続規則（既出 資料 3-11） 

9-1-16 2013年度 研修会セミナー参加一覧 

90



 

第 9 章 管理運営・財務（財務） 

１．現状の説明 

（１）教育研究を安定して遂行するために必要かつ十分な財政的基盤を確立しているか。 

建学の精神に基づき、大学、学部及び大学院の教育目標の実現に向けて、中・長期

的展望に立って教育・研究環境や教育体制の更なる改革改善を推進している。 

本学は常に大学の独自性を発揮し個性豊かな特色ある教育を展開し、教育の質の向

上を可能とする教育・研究環境及び教育体制の構築に努めており、管理運営方針を以

下のとおり定めている（資料 9-2-1）。 

 

【財務】 

本学の理念・目標を実現するためには、施設・設備に関わる経費、教職員の人件費、

教育研究経費、管理経費を十分に保証するための財政基盤の健全化が必要であり、学

生の収容定員充足率や教職員数の適正化、教育研究経費支出や管理経費支出を常に点

検・改善し、健全なる大学運営を行うための予算編成を行う。 

 

上記の運営方針に基づき、本学の教育研究を安定して永続的に遂行するためには、

学生生徒等納付金の安定的な確保が最重要となる。現在、学生生徒等納付金比率（学

生生徒等納付金／帰属収入）は 86.6%（2013 年度決算）と収入の大部分を占め、財政

的基盤を支えている（資料 9-2-2）。また、5 年連続の資金収支計算表と消費収支計算

表及び貸借対照表を策定し財務状況を検証している(資料 9-2-3)（資料 9-2-4）（資料

9-2-5）。 

更に、収容定員充足率の適正化を図りつつ、学部学生数を約 2,000名(収容定員 1,760

名)、大学院生を約 20 名（収容定員 20 名）としたうえで、国の施策及び社会的ニーズ

を踏まえながら、昨今の急速な変化に対応すべく長期的展望を含めた人事計画及び施

設設備計画に基づく 10 ヵ年財政計画を策定している（資料 9-2-6）。 

財政計画策定にあたっては、学生食堂の厨房機器の交換をはじめとする校舎、体育

施設、付帯施設・設備の修繕及び改修工事等を盛り込んでいる。 

また、科学研究費補助金、受託研究費等の外部資金の積極的な受け入れのための学内 

支援も行っている。 

過去 5 年間の科学研究費補助金、受託研究費等の外部資金の受け入れ状況は下表の

とおりである。 

 

科学研究費補助金（2009 年度～2013 年度） 

        年度 2009 2010 2011 2012 2013 

申請件数 11 10 11 10 13 

採択件数 0 0 3 0 1 

採択率 0% 0% 27.3% 0% 7.6% 

補助金額（千円） 5,915 4,046 12,090 6,370 1,170 
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科学研究費補助金獲得の支援促進のため、研究支援センターが中心となりプロジェ

クト研究費と科研費応募準備助成金を設定している。 

プロジェクト研究費は、学内の競争的資金であり、応募条件として研究成果を学内

外に積極的に発表することと研究中または研究終了後 2 年以内に科学研究費補助金に

応募することとしている。 

科研費応募準備助成金は、科学研究費補助金に応募し不採択となった応募者を対象

に次期の科研費応募を支援するために 2008年度に設立されたものである（資料 9-2-7）。 

 

 その他外部資金（2009 年度～2013 年度）                （単位：千円） 

     年度 2009 2010 2011 2012 2013 

寄付金 

（うち新入生からの寄付金）  

9,440 

(7,130) 

6,690 

(4,370) 

4,500 

(1,980) 

20,235 

(3,605) 

29,989 

(3,919) 

研究助成金 2,999 2,993 3,000 2,999 2,998 

受託研究費 0 300 0 0 0 

補助金（競争的資金特色ＧＰ） 15,500 - - - - 

2012 年度及び 2013 年度寄付金は「創立 30 周年記念募金」による増額である（資料

9-2-8）。 

受託研究費は 2010 年度に 1 件受け入れている。 

2007 年度から 2009 年度で、文部科学省の競争的資金特色ＧＰで外部資金を受け入

れている。この特色ＧＰから継続的に発展した取り組みが現在も科学研究費補助金（基

盤研究Ｂ）に採択されている。 

 

次に財務関係書類（事業報告書、財産目録等を含む）から見る消費収支計算書関係

比率及び貸借対照表関係比率は財務比率のとおりである（資料 9-2-2）（資料 9-2-9）

（資料 9-2-10）。 

財務状況の主な項目を『平成 25 年度版・今日の私学財政』〔日本私立学校振興・共

済事業団〕による全国平均と比較すると次のとおりである（資料 9-2-11）。 

 

１）消費収支計算書関係比率について 

①人件費比率（全国平均より低い方が良いとされている） 

47.8％と全国平均より低く良い値となっている。 

②人件費依存率（全国平均より低い方が良いとされている） 

55.2％と全国平均より低く良い値となっている。 

③教育研究経費比率（全国平均より高い方が良いとされている） 

34.5％と全国平均より高く良い値となっている。 

④管理経費比率（全国平均より低い方が良いとされている） 

11.1％と全国平均より高い値となっている。 

⑤借入金等利息比率（全国平均より低い方が良いとされている） 

本学は借入金が無いため 0.0%である。 
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⑥帰属収支差額比率（全国平均より高い方が良いとされている） 

5.6％と全国平均より高く良い値となっている。 

⑦消費収支比率（全国平均より低い方が良いとされている） 

125.4％と全国平均より高い値となっている。これは屋内野球練習場の建設による

基本金組入が大きくなったためである。 

⑧学生生徒等納付金比率（全国平均ではどちらともいえない） 

86.6％と全国平均より高い値となっている。 

⑨寄付金比率（全国平均より高い方が良いとされている） 

1.0％と全国平均より低い値となっている。 

⑩補助金比率（全国平均より高い方が良いとされている） 

5.5％と全国平均より低い値となっている。 

⑪基本金組入率（全国平均より高い方が良いとされている） 

24.7％と全国平均より高く良い値となっている 

⑫減価償却費比率（全国平均ではどちらともいえない） 

14.9％と全国平均より高い値となっている。 

 

２）貸借対照表関係比率について 

①固定資産構成比率（全国平均より低い方が良いとされている） 

85.9％と全国平均より低く良い値となっている。 

②流動資産構成比率（全国平均より高い方が良いとされている） 

14.1％と全国平均より高く良い値となっている。 

③固定負債構成比率（全国平均より低い方が良いとされている） 

2.5％と全国平均より低く良い値となっている。 

④流動負債構成比率（全国平均より低い方が良いとされている） 

2.6％と全国平均より低く良い値となっている。 

⑤自己資金構成比率（全国平均より高い方が良いとされている） 

94.9％と全国平均より高く良い値となっている。 

⑥消費収支差額構成比率（全国平均より高い方が良いとされている） 

11.7％と全国平均より高く良い値となっている。 

⑦固定比率（全国平均より低い方が良いとされている） 

90.5％と全国平均より低く良い値となっている。 

⑧固定長期適合率（全国平均より低い方が良いとされている） 

88.2％と全国平均より低く良い値となっている。 

⑨流動比率（全国平均より高い方が良いとされている） 

533.7％と全国平均より高く良い値となっている。 

⑩総負債比率（全国平均より低い方が良いとされている） 

5.1％と全国平均より低く良い値となっている。 

⑪負債比率（全国平均より低い方が良いとされている） 

5.4％と全国平均より低く良い値となっている。 
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⑫前受金保有率（全国平均より高い方が良いとされている） 

833.2％と全国平均より高く良い値となっている。 

⑬退職給与引当預金率（全国平均より高い方が良いとされている） 

100.0％と全国平均より高く良い値となっている。 

⑭基本金比率（全国平均より高い方が良いとされている） 

100.0％と全国平均より高く良い値となっている。 

⑮減価償却比率（全国平均ではどちらともいえない） 

56.4％と全国平均より高い値となっている。 

 

（２）予算編成および予算執行は適切に行っているか。 

本学の予算編成は、学長、副学長、学部長、事務局長、事務部次長、会計課長によ

り予算の見直しを行い、経費削減のため原則として予算の増額は認めないこととした。  

また、授業予算と研究予算については総枠を設け、特に授業予算は 2012 年度から使

用目的を厳格化し予算書作成にあたるよう授業担当責任者に周知している（資料

9-2-12）。事務局予算については実績に基づいた予算申請とすることを方針としている。 

策定された方針は学内常務理事会、常務理事会・理事会・評議員会において承認を

得て、運営委員会及び教授会で提示し配布されている。配布され提出された予算書に

基づき、授業予算は学部長・別科長・研究科長が、プロジェクト研究は研究所長が、

その他は副学長、学部長、事務局長、事務部次長、会計課長が必要に応じヒアリング

を行ったうえ、予算書原案を作成する。原案を学内常務理事会で審議・決議し、常務

理事会・理事会・評議員会において審議・決議のうえ、4 月に教員及び各部署へ配分

される。 

予算執行にあたっては、配分された予算に基づき 100 万円未満のものについては物

品購入要望書、立替払請求書等を所属長承認の上、事務局長決裁を執ったうえで執行

することとしている。100 万円以上のものについては理事長までの原議決裁後に執行

できることとしている（資料 9-2-13）。予算執行状況は各部署での管理と会計課で要

望書及び原議書の写しにより把握を行い、請求書と照合している。また、2012 年度か

ら個人研究費を個人教育・研究費と名称を改め、教育と研究の要素別に使用方法を明

確に捉え執行できるようにした。 

なお、予算外の事案が生じた場合については、予算科目で振替可能な場合は事務局

長及び学長承認のうえ執行し、振替が困難な場合は協議のうえ補正予算を編成するこ

ととしている。 

決算の監査については、毎年 5 月に監事 2 名により行われており、公認会計士との

連携により、予算執行及び決算の透明性・適切性が保たれている。 

科学研究費補助金等の競争的資金については、「研究機関における公的研究費の管

理・監査のガイドライン（実施基準）」に基づき、「国際武道大学における公的研究費

の取扱いに関する規則」を定め、内部監査を実施している（資料 9-2-14）。 

予算執行においては、予算書に基づいた適切な執行を図るため、2012 年度から授業

予算、個人教育・研究費、プロジェクト研究費の執行は、必要書類に使用目的の妥当

性、適切性を明記し所属学科長・学部長・別科長・研究科長及び研究所長の判断・承
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認を得てから執行する方法を導入した。年度をとおして得られた執行状況及び課題に

ついては、所属学科長・学部長・別科長・研究科長及び研究所長で分析・検証を行い

次年度予算編成方針へ活かしている。 

事務局については、各部署に執行に伴う効果を分析・検証することを委ねており、

その結果を予算申請に反映させることとしている。前年度実績に基づいた予算申請を

原則とし、新規及び増額事業についてはその詳細を具体的に計画書に明記することと

している。 

予算執行における妥当性、適切性の確認は各部署で行い、会計課による伝票起票及

び課内決裁により人為的ミスを未然に防止し、透明性の確保に努めている。 

 

２．点検・評価 

●基準９（２）の充足状況 

財務については、管理運営方針（財務）に基づく予算編成を行い、教育研究水準を

維持するための基盤整備を含めた中・長期的財政計画も整備されており、本学の財政

基盤は健全且つ安定した状態であるので、同基準を充足している。 

なお、外部資金の受け入れのための組織・体制は整えているが、受け入れの増加に

は繋がっていない。 

 

①効果が上がっている事項 

経営の状況を示す帰属収支差額比率並びに支出構成は適切であるかを示す人件費比

率、教育研究経費比率及び借入金等利息比率などは全国平均を上回っており、自己資

金の充実性や資産の構成比などを示す貸借対照表関係比率にあっては総て全国平均を

上回り、高い水準で安定した財政基盤を確立している。 

また、限られた予算を有効に使用するため、授業予算、個人教育・研究費は使用目

的を明確にすることを周知徹底したうえで、予算執行時は学科長・学部長・別科長・

研究科長及び研究所長が審査し、内部統制を強化することで効率的で適正な予算執行

を行っている。 

 

②改善すべき事項 

収入の面で学生生徒等納付金への依存度が高く、またこれが収入構造の硬直化に繋

がりかねないため、寄付金、補助金及び資産運用等の収入を増加させ、収入構造の多

様化を図る必要がある。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①効果が上がっている事項 

今後も、適切な学生数・教職員数の管理を行い、安定した財政基盤のもとに高い教

育水準を維持していく。このために、予算編成及び予算執行等の内部統制を更に厳格

に運用していく。 
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②改善すべき事項 

科学研究費補助金等の獲得を増加させ収入構造の多様化を図るため、研究支援セン

ターを中心とした外部資金獲得のためのＰＤＣＡサイクルを構築して継続的に外部資

金の確保を目指す。 

また、総合的な中・長期的財政計画の情報共有と今後の予算に対する教職員の意識

を高め、健全かつ安定的な財政基盤確保・維持を強化していく。 

 

４．根拠資料 

 

9-2-1 建学の精神・教育目標・各種方針（既出 資料 1-4） 

9-2-2  財務比率［法人全体・大学単独］ 

9-2-3 ５ヶ年連続資金収支計算書 

9-2-4 ５ヶ年連続消費収支計算書 

9-2-5 ５ヶ年連続貸借対照表 

9-2-6 中・長期的な財政計画「施設設備計画に基づく 10 ヶ年の資金収支と消費収

支計画」 

9-2-7 科研費応募準備助成金執行一覧 2009（平成 21）年度～2013（平成 25）年度 

9-2-8 国際武道大学創立 30 周年記念事業（既出 資料 6-4) 

9-2-9 財務関係書類（過去 6 ヶ年分）2009（平成 21）年度～2014（平成 26）年度 

9-2-10 事業報告書、財産目録【大学ホームページ URL】 

http://www.budo-u.ac.jp/outline/p05_activity/financial_data.html 

9-2-11 今日の私学財政 財務比率一覧、5 ヶ年連続財務比率表（医歯系法人を除く） 

-大学法人- 

9-2-12 2011 年 9 月教授会資料｢2012 年度教育・研究費及び授業予算の編成につい 

て｣ 

9-2-13 学校法人国際武道大学文書決裁規程 

9-2-14 国際武道大学における公的研究費の取扱いに関する規則 
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第 10章 内部質保証  

 

１．現状の説明 

（１）大学の諸活動について点検・評価を行い、その結果を公表することで社会に対する

説明責任を果たしているか。 

2004年 3月文部科学省高等教育局通知による「自己点検・評価に関する規定の整備」

及び 2004年 4月 1日施行の自己点検・評価の実施と結果の公表の義務化及び第三者機

関による評価が義務化されたことを受け、本学の大学自己点検・評価委員会の抜本的

改革の必要性が生じた。そのため未整備であった自己点検・評価の規程の制定に取り

組み 2005年 3月に「国際武道大学自己点検・評価規程」及び「国際武道大学自己点検・

評価委員会規則」が制定された（資料 10-1）（資料 10-2）。 

2005年度からは第三者評価機関での大学評価申請を見据えて、学長室に大学自己点

検・評価に係る担当事務として企画課が設置された。 

2005年度には前年度までの学内の現状を洗い出し、各部署から自己点検報告書を提

出させ、6 月に「2004 年度部署別自己点検報告集」を作成した（資料 10-3）。更に本

学において初めての本格的自己点検・評価報告書を作成するため、3 部会（教育評価

部会、研究評価部会、管理・運営評価部会)による点検・評価を経て、自己点検・評価

委員会が集約・検討・編集を行い 2005年 12月に「2004年度大学自己点検・評価報告

書」の完成に至った(資料 10-4)。その結果を学長に答申をするとともに教授会に報告

し、全教職員、他大学及び後援会組織等関係各所に配布し公表した。 

大学評価申請のための第三者評価機関を、財団法人大学基準協会（以下「大学基準

協会」という。）に決定し、当該点検評価項目を検討した結果、規定等の改正の必要性

が生じたため、2006年 3月には大学自己点検・評価規程の一部及び委員会規則の全部

を改正し、学内の自己点検・評価体制を強化した（資料 10-5）（資料 10-6）。 

2006年度には大学基準協会の点検・評価項目に基づいた大学自己点検・評価を実施

し、2006年 12月に「2005年度自己点検・評価報告書」を刊行するに至った。これを

学長に答申するとともに教授会に報告し社会に公表した（資料 10-7）。 

このような一連の活動をとおして本学は、2008年 4月に大学基準協会の認証評価を

受けた（資料 10-8）。その結果、「貴大学は本協会の大学基準に適合していると認定す

る。認定期間は 2016（平成 28年）年 3月 31日までとする」との評価を得た（資料 10-9）。

ただし、「大学に対する提言」として、1 つの勧告と 10 の助言を付された。これに対

して本学は全学的な改善に努め、2012年 7月に改善報告書を提出した。その結果、2013

年 3月 15日付けで大学基準協会より「助言、勧告を真摯に受け止め、意欲的に改善に

取り組んでいることが確認できる。今後の改善経過について再度求める事項はない」

との評価を得た。なお、これらの大学基準協会への報告書及び改善報告書などは大学

ホームページに掲載し社会に公表している（資料 10-10）（資料 10-11）。 

大学評価申請以降の 2009年度からは毎年度部署ごとに自己点検・評価活動を実施し、

その報告書を基に大学自己点検・評価委員会において点検・評価を実施し、「部署別自

己点検・評価報告書」を作成している。2009 年度及び 2010 年度「部署別自己点検・

評価報告書」はＣＤ化し、関係各所（大学基準協会正会員大学、全国体育系大学学長・
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学部長会、県内大学短期大学その他関係団体）に 2011年 8月に配布した。なお、これ

以降現在に至るまで、過去 2年間分の「部署別自己点検・評価報告書」を大学ホーム

ページに掲載している（資料 10-12）。 

2010年度からは大学内の委員会組織として内部質保証検討委員会が設置され、ＰＤ

ＣＡサイクルの円滑な運用を図る役割を果たすこととなった（資料 10-13）。2012年度

からは組織の簡素化・統合化が図られ、20の委員会が 11（2013年度からは 12）の委

員会に集約され、委員会の下部組織として部会を置く組織構成となった。このことに

より、内部質保証検討委員会の下部組織として大学自己点検・評価部会、ＦＤ部会及

びカリキュラム検討部会が位置づけられた（資料 10-6）（資料 10-14）（資料 10-15）。 

本学の内部質保証における大学自己点検・評価活動は、前述したとおり部署ごとの

ＰＤＣＡサイクルを、大学全体のＰＤＣＡサイクルに繋げていくことを基本とした改

善サイクルになっている。 

大学の情報公開については、大学広報誌「ＷＡＹ（旧名称：ブレティン）」にて、建

学の理念を基調とした教育活動や学生の「希望」や「夢」を実現するための「道」を

ひらくさまざまな活動内容を取り上げ掲載している（資料 10-16）。 

学校教育法施行規則の一部改正（情報公開の義務化）により、「教育研究活動の状況」

を大学ホームページ上に掲載している（資料 10-17）。  

また、プライバシーポリシーについては、「国際武道大学の個人情報保護に関するガ

イドライン」を大学ホームページ上に掲載しており、個人情報を保護するとともに、

本学の教育・研究等の円滑な運営管理を行っている（資料 10-18）。 

なお、大学ポートレートにも参加し、情報公開に努めている。 

 

（２）内部質保証に関するシステムを整備しているか。 

内部質保証の方針と手続について次のとおり定め、大学ホームページにて公表して

いる（資料 10-19）。 

【内部質保証方針】 

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。 

 

内部質保証システムを有効的に機能させるために、次に掲げる 6項目を重点項目

と位置づけ、中・長期計画策定・立案における基本方針とする。 

 

【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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これら 6つの基本方針は本学が到達すべき目標を示したものであり、到達するため

の段階的な目標を一つ一つクリアしながら、最終的な目標に到達するために内部質保

証システムの実質的構築を目指す。 

そのためにも、現状を把握するとともに、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定期的に検証しながら、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推進する。 

また、これらの重点項目を教職員が共有し、全学挙げて内部質保証の維持・向上に

向けて不断の努力を続ける。 

組織体制では、内部質保証を掌る組織として内部質保証検討委員会が設置されてお

り、その傘下に大学自己点検・評価部会が位置づけられている。「国際武道大学内部質

保証システム概念図」で示されているとおり、実行した結果が目標や計画に沿ったも

のになっているかについての「点検・評価」を大学自己点検・評価部会が行い、その

結果を内部質保証検討委員会へ報告する（資料 10-19）。報告を受けた内部質保証検討

委員会では、改善策の策定及び改善の実施について検討を行い、次年度の事業計画に

組み込んでいる。 

 

（３）内部質保証システムを適切に機能させているか。 

自己点検・評価活動については、（2）で述べたように「国際武道大学内部質保証シ

ステム概念図」に基づき、大学が掲げる大方針・目標について、各部署単位でＰＤＣ

Ａサイクルを機能させ、毎年、年度末までに次年度に繋がる報告書の提出を求めてい

る。また、その報告書については、各組織段階での点検・評価の実施を行い、改善方

策を検証させ、更に自己点検・評価部会による点検・評価を実施し、その結果を内部

質保証検討委員会へ報告している。このような本学の自己点検・評価システムを構築

することで各組織段階での自己点検・評価活動と大学全体の自己点検・評価活動を連

動させ毎年実施している（資料 10-19）。 

また、教員研究活動のデータベース化については、教員自身が教育研究活動を随時

更新できる「個人調書申請システム」を運用している（資料 10-20）。 

大学基準協会からの指摘事項については、大学自己点検・評価部会から学内に周知

徹底を図り、該当する関係各部署において改善に向けた取り組みを行うよう指示し、

毎年提出する部署別自己点検・評価報告書にてその取組・成果について報告させるよ

うにした。（資料 10-12）。この報告書を基に、内部質保証委検討委員会にて評価当時

の状況と評価後（3 年後）の改善状況について明確に示した「提言に対する改善報告

書」を作成し、平成 24年度に提出し、平成 24年 3月に同協会からの改善報告書の検

討結果通知において「助言・勧告を真摯に受け止め、意欲的に改善に取り組んでいる

ことが確認できる」との評価を受けた（資料 10-11）。この内、「教育課程の体系性」

の課題については、第 2章の（2）でも述べたとおり、対処療法に留まらない大学の学

部改編及びカリキュラム改革に繋がり、2013 年 4 月からは 1 学部 2 学科（体育学部、

武道学科、体育学科）体制とする大学改革が実行されている。対応組織としては、2008
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年に理事長の諮問機関として「将来構想検討会議」設置し、7年間で 55 回の会議（検

証）を行い、同会議で原案を作成し、常務理事会の議を経て、2011 年 12 月の定例教

授会及び 2012年 2月の学校法人国際武道大学理事会の承認を得て意思を決定し、2012

年 4月に文部科学省に収容定員関係学則変更届を提出し、受理され、現在 1学部 2学

科体制となっている。 

 

２．点検・評価 

●基準１０の充足状況 

内部質保証方針に基づき、高等教育機関としての質を保証し、教育・研究活動の適

切な水準を維持し向上を図っている。 

また、本学の独自の自己点検・評価活動の取り組みについては、大学基準協会の認

証評価以降、それまで各部署に毎年度提出を義務付けていた業務報告書を更に発展さ

せ、2009年度からは「部署別自己点検・評価報告書」として毎年度報告書を作成し、

大学の質の改善や維持に努めてきている。直近の 2年間分の部署別自己点検・評価報

告書を大学ホームページに公表することにより、高等教育機関としての質の保証及び

教育研究等に関する諸活動の適切な水準の維持・向上を図るだけでなく、社会に対す

る説明責任を果たしている。現在では「部署別自己点検・評価報告書」を中心とした

内部質保証システムが軌道に乗り、効果的な点検・評価体制の構築に繋がっている。

以上のことから、内部質保証方針に沿ったシステムが機能しており、同基準をおおむ

ね充足している。 

 

①効果が上がっている事項 

2004年度から自己点検・評価活動が大きく進展しているものの、大学設置基準の大

綱化以降、年度毎に「年次報告書」や「部署別活動報告書」など現状を把握するため

の報告書の提出を各部署に義務付けてきたことが本学の自己点検・評価活動の土台と

なっている。大学基準協会の認証評価以降、2009年度からは「部署別自己点検・評価

報告書」として毎年度報告書を作成し大学の質の改善や維持に努めてきている。 

第三者評価機関よる認証評価結果における指摘事項（助言・勧告）については、各

担当部署が中心となり改善に向けた取り組みを行い、「改善報告書」において改善内容

を報告した。その後、受理した検討結果には、「指摘事項を真摯に受け止め、意欲的に

改善に取り組んでいることが確認できる」との評価を受けている。 

大学基準協会の認証評価以降、大学の質保証に対して全学的な改善に努め、ＰＤＣ

Ａサイクルを効果的に機能させることにより、次のとおりさまざまな大学改革が形と

なっている。 

・体系的なカリキュラムの構築に留まらない大学改革として、学部改編により 4学

科体制から 2 学科体制に学科の枠組みを変更したこと（2013年度から）。 

・学部改編に伴い中央教育審議会等で指摘されているキャリア支援科目や初年次教

育科目の充実を図ったこと（2013年度から）。 

・建学の精神等本学の理念の検証並びに各種方針の作成及び公表を行ったこと 

（2013年度から）（資料 10-19）。 
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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員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 

・教育的効果を狙いとしたＷＥＢシラバスなど、ＷＥＢ履修システムを構築したこ

と（2013年度から稼働）（資料 10-21）。 

・ＷＥＢ履修システムから更に教育的効果を狙いとしたポートフォリオシステムを

構築したこと（2014年度から稼働）（資料 10-22）。 

・紙ベースで行っていた「学生による授業評価」を、本学ポータルサイトを利用し

たＷＥＢ上での回答方法としたこと（2011年度から稼働）（資料 10-23）。 

ＷＥＢ上での回答方法が軌道に乗り始め、2013年度の回答率は前期が 51.7%、後

期は 47.0%まで上がり、評価平均も 4点台と好評価である（資料 10-24）。 

 

②改善すべき事項 

「①効果が上がっている事項」に記載したとおり、さまざまな大学改革が形となっ

てきている。現状それらについての大きな問題点は見受けられないが、それらのシス

テムや制度を運用しながら、より効果的に機能させていくことが課題である。 

 

３．将来に向けた発展方策 

①効果が上がっている事項 

大学基準協会から指摘された事項（勧告・助言）について、内部質保証検討委員会

にて改善方策事項を検討し、大学の方針として関係各部署を中心に改善に向けた取り

組みを行い、点検し評価する体制が構築されている。本学の内部質保証システムが効

果的に機能していることで、さまざまな大学改革が形となってきていることは本章の

「２．点検・評価」に記載したとおりである。これらの改革がただ単にシステムの構

築に留まらず、実質的なラーニングアウトカムにつながるよう内部質保証検討委員会

において更に検証を続けていく。 

 

②改善すべき事項 

新しいシステムや制度に係るステークホルダーの声を取り入れながら、一連の自己

点検・評価活動によるＰＤＣＡサイクルを機能させ継続的な検証を行い、内部質保証

検討委員会に上程の上、検討し維持・改善に努めていく。 
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終章 

 

大学は、教育・研究を中心とする諸活動について、自己点検・評価を通じて適切な水

準を維持し質の向上を図って行くことが求められており、7年に一度、文部科学大臣の

認証を受けた認証評価機関の評価を受けることになっている。本報告書は、本学が当該

認証評価機関を公益財団法人大学基準協会（以下「大学基準協会」という）と定め、2015

年度に大学評価申請を行うことを目的に作成したものである。作成にあたっては、大学

基準協会が示す点検・評価報告書の構成に従い、序章、本章、終章の 3部構成とした。 

また、本章については、「大学基準」を構成する 10の基準ごとに章立てを行い、章ご

とに「現状の説明」、「点検・評価」、「将来に向けた発展方策」及び「根拠資料」の 4段

階にまとめた。 

この終章では、本章を要約するとともに、本章で点検・評価した結果を踏まえ、国際

武道大学としての、方針（若しくは到達目標）の達成状況、優先的に取り組むべき課題、

今後の展望等について述べる。 

 

1．理念・目的 

本学の名称「国際武道大学」に記された「武道」が示すとおり、建学の理念（精神）

は武道精神であり、武道精神が正義と平和の精神の基盤であると提唱している。建学

の理念に基づき設置された本学は、武道精神を教育理念の柱とし、指導者育成を目指

した諸科学の教授研究を通して、国際的な感覚や教養を養い、高い専門性を体得し国

際社会及び地域社会において指導的な役割を果たし得る人材の養成を目的としている。

また、武道精神は現代日本においても行動規範の指針の基盤として教育現場で求めら

れるようになった。わが国固有の貴重な歴史的遺産であり、世界に誇る文化である「武

道」を教育・研究の分野において展開する本学の目的等は、社会的に見ても適切であ

ると評価できる。以上のとおり、本学の建学の精神（理念）は「武道精神」であり、

その精神を礎とした大学・学部・大学院における目的は適切に設定、周知等がなされ

ており、同基準を充足している。 

 

2．教育研究組織 

本学の理念・目的を達成するために武道学科と体育学科からなる体育学部の単科大

学として 1984年に開学し、2001年には「スポーツトレーナー学科」及び「国際スポ

ーツ文化学科」を設置し、1学部 4学科体制へと変革した。その後、2008年に大学基

準協会の認証評価を受け、指摘事項であった「教育課程の体系性」の課題については

対処療法に留まらない大学の学部改編及びカリキュラム改革に繋がり、2013年 4月か

らは 1学部 2学科（体育学部、武道学科、体育学科）体制とする大学改革が実行され

ている。この学部改編は大学院研究科にも大きな影響を与え、2014年度からの教育課

程変更に繋がっている。 

また、教授会、運営委員会、各種委員会、大学院研究科委員会などを設置し、大学

学部及び大学院における教育・研究における適切かつ円滑な運営を行っている。 

以上のとおり本学は教育・研究組織の適切性を理念・目的を踏まえた上で、学問の
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動向や社会の要請等を真摯に受けとめ検証しながら、大学改革を進めており、同基準

をおおむね充足している。 

 

3．教員・教員組織 

大学として求める教員像及び教員組織の編成方針を定め、それらを基軸とした教員

人事制度に則り、教員の「募集・採用・昇格」を実施している。 

教員組織については、学位授与方針や教育課程編成方針を実現できる教員を配置し、 

大学設置基準の基準教員数を厳守し、教員年齢層にも配慮しながら教員組織の整備に

努めている。しかし、教員年齢層については、まだまだ一部の年齢層に偏った組織と

なっていることから、中・長期的な採用人事表を策定し計画的に採用することで教員

年齢層の均等化を図る。また、教員の資質向上を図るための方策については、教員の

資格及び職務に関する評価制度の導入及び昇任制度の自己推薦制度の導入が研究活動

へのインセンティブとなっている。その他、新規採用教員研修会及びＦＤ研修会（救

急処置講習）を継続的に実施し効果を上げている。 

以上のとおり、大学として求める教員像および教員組織の編成方針を達成すべく教

員組織を編成し整備するとともに、教員の資質向上を図るなどの措置を講じているこ

とから、同基準をおおむね充足している。 

 

4．教育内容・方法・成果 

[教育目標、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針] 

学部及び大学院ともに、教育目標に基づき学位授与方針を定め、大学構成員に周知 

し、大学ホームページ等で広く社会に公表している。また、教育目標、学位授与方針

および教育課程の編成・実施方針の適切性についても、内部質保証検討委員会等にて

定期的に検証を行っていることから、同基準をおおむね充足している。 

[教育課程・教育内容] 

学部においては、教育課程の編成・実施方針に基づいた授業科目を多様なコース教

育で、基礎から専門的な内容に発展させ体系的に学べるよう構築しており、また、各

科目には適切な科目区分を設けるとともに、履修モデルならびに科目系統図を提示し

ていることから、同基準をおおむね充足している。 

大学院においては、学士課程教育で培った「学士力」を土台として、更に高度な専

門知識及び技能を修得できるよう教育内容を提供している。以上のことから、同基準

をおおむね充足している。 

[教育方法] 

学部及び大学院ともに、各授業は講義、演習、実技・実習等の適切な形態を採用し

開講するとともに、シラバスには、成績評価基準及び到達目標を明示している。学生

へは、年 2回のオリエンテーションを行い、きめ細やかな学修指導を徹底している。  

特に、学部シラバスには動画や各種教材資料を搭載したＷＥＢ履修シラバスシステ

ムを導入し、学生の主体的な学修を支援している（資料 4-3-7）。 

また、学部及び大学院ともに、「学生による授業評価アンケート」を年 2回実施して

おり、学部アンケートでは「シラバスに基づき授業を展開しているか」、「成績評価
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と単位認定は適切に行われているか」等は、8割以上の学生が「強くそう思う・そう

思う」と回答しており、授業は適切に実施されている。 

教育成果の検証については、ＧＰＡならびに授業評価アンケートの結果を分析する

とともに、更なる授業方法等の改善に努めている。以上のことから、同基準について

はおおむね充足している。 

[成果] 

学部及び大学院ともに、教育目標に沿った成果として、学位授与実績、各種の資格

取得実績、卒業後の進路等からその成果を測るとともに、学位授与（卒業・修了認定）

についても、学位授与の方針（ディプロマポリシー）に沿って適切に行っていること

から、同基準はおおむね充足している。 

 

5．学生の受け入れ 

受け入れ方針に沿った入学者選抜が各種入試区分において実施されており、体育学

部の 2010～2014年度（5年間）の定員超過率の平均は 1.18倍となり、おおむね適正

値に近づけることができた。 

また、学生募集活動においては、各学友会クラブ担当者による募集活動、オープン

キャンパス及び高等学校内ガイダンス・出張講義等の取り組みを積極的に行っており、

高校生に対して本学の学修内容・課外活動の理解を深めることができている。 

以上のとおり受け入れ方針に沿った学生確保や受け入れ状況（超過率など）などか

ら判断して、同基準はおおむね充足している。 

 

6．学生支援 

学生が学修に専念し、安定した学生生活を送ることができるよう学生支援に関する

方針を明確に定め、それぞれの支援を担当する関係各部署により 3大支援（修学支援・

生活支援・進路支援）体制は、適切に構築され機能しており、多種多様な学生のニー

ズに対応することができている。 

修学支援においては、初年次教育科目等の補習・補充教育に関する支援体制が教職

員の連携により十分に補完され、教育の質が担保されている。 

生活支援においても、体育大学の特色の一つとしてあげられる「心身の健康保持・

増進」などについて、学内におけるスポーツ内科・外科領域に関する相談、スポーツ

医学講習会の開催や各クラブに学生トレーナーを配置するなど、本学の特色ある支援

体制を確立している。 

進路支援に関しては、新入生の段階から就職を意識させるプログラムが全学的に実

施されており、学年を重ねるごとに個々の就職に関する「就業観」を培うことができ

ている。以上のことから、学生支援の方針に沿った支援を行っており、同基準をおお

むね充足している。 

 

7．教育研究等環境 

「教育・研究環境の整備方針」に基づき、教育・研究を円滑に実行するための環境 

づくりやそれらを支援する施設・設備の充実を図るための取り組みを継続的に行って
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いる。特に校地・校舎面積は、大学設置基準の面積を十分満たしており、施設・設備

面においても高いレベルでの充実度を満たし、学生の修学と教員の研究環境を整えて

いる。安全性の確保においても自衛消防隊を組織するとともに、学生の避難訓練を実

施するなど防災意識の向上に努めている。 

また、学内における研究環境の面では、「研究倫理審査についての説明」及び「観血

的手法を伴う実験についての研究倫理指針」に基づき、研究倫理審査が適切に行われ

ており、大学公式ホームページ等を通じて「研究倫理に関する学内規程・基準」を公

開している。以上のとおり「教育・研究環境の整備方針」に則り、より教育・研究が

しやすい環境づくりやそれらを支援する施設・設備等の充実、教育・研究・施設設備

等の有機的連携を可能とする教育・研究環境の整備を継続的に行っており、同基準を

おおむね充足している。 

 

8．社会連携・社会貢献 

「社会連携・社会貢献に関する方針」に基づき、体育大学の特性である人的・知的

資源及び施設・設備などの物的資源を有効活用し、教育・健康・安全・国際交流等の

さまざまな分野において積極的に社会連携・社会貢献を実施している。社会連携・社

会貢献活動に係る組織体制の整備も順調に進んでおり、「社会連携・社会貢献に関する

方針」に基づき、新たに「国際武道大学 地域活動協力ガイドライン」を定めた。 

また、本学の社会連携・社会貢献は、前述した「本学の社会連携・社会貢献に関す

る方針」に基づき、7つに区分し、それぞれの到達目標を設定し展開している。 

本学は毎年、多くの地域活動協力依頼に対応し、本学が定める到達目標をおおむね

達成しており、同基準をおおむね充足している。 

 

9．管理運営・財務 

[管理運営] 

管理運営については、大学の理念・目的の実現に向けての管理運営方針は明確に定め

られており、明文化された規定に基づき管理運営も行われている。また、大学業務を

支援する事務組織も十分に機能しており、同基準をおおむね充足している。 

[財務] 

財務については、管理運営方針（財務）に基づく予算編成を行い、教育研究水準を

維持するための基盤整備を含めた中・長期的財政計画も整備されており、本学の財政

基盤は健全且つ安定した状態であるので、同基準を充足している。 

なお、外部資金の受け入れのための組織・体制は整えているが、受け入れの増加に

は繋がっていない。 

 

10．内部質保証 

内部質保証方針に基づき、高等教育機関としての質を保証し、教育・研究活動の適

切な水準を維持し向上を図っている。 

また、本学の独自の自己点検・評価活動の取り組みについては、大学基準協会の認

証評価以降、それまで各部署に毎年度提出を義務付けていた業務報告書を更に発展さ
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せ、2009年度からは「部署別自己点検・評価報告書」として毎年度報告書を作成し、

大学の質の改善や維持に努めてきている。直近の 2年間分の部署別自己点検・評価報

告書を大学ホームページに公表することにより、高等教育機関としての質の保証及び

教育研究等に関する諸活動の適切な水準の維持・向上を図るだけでなく、社会に対す

る説明責任を果たしている。現在では「部署別自己点検・評価報告書」を中心とした

内部質保証システムが軌道に乗り、効果的な点検・評価体制の構築に繋がっている。 

以上のことから、内部質保証方針に沿ったシステムが機能しており、同基準をおお

むね充足している。 

 

【優先的に取り組むべき課題】 

前回の大学基準協会による勧告及び助言をもとに、本学は大学改革を進めてきた。

一つの例としては、大学基準協会にご指摘頂いたコアカリキュラムの明示については、

カリキュラム改革だけに留めず、それを更に発展させ本学の学部学科の枠組を変更す

る抜本的な大学改革に繋がった。その結果、体育学部 4学科であった枠組を 2013年度

の新入生からは体育学部武道学科と体育学科の 2学科に改編した。これと並行して、

学位記授与方針をはじめとする 3つのポリシーを明示するとともに、建学の精神や教

育目標を改めて検証し、その他各種方針を定め、社会に公表した。今回の認証評価に

ついては、以前の勧告・助言が大学及び大学院において一つの形になり、稼働し始め

たタイミングでの申請となったため、優先的に取り組むべき課題としては、大学改革

やカリキュラム改革を実際の教育・研究の中で、機能させ軌道に乗せて行くことがあ

げられる。現実的にこれまで進めてきた大学改革を教育の質の向上に繋げていくため

に適切かつ効率的に推進し、更に充実させて行くことが当面の課題である。 

 

【今後の展望】 

今後の展望としては、これまで進めてきた大学改革が、建学の精神、教育目標及び

各種方針と照らし合わせながら、教育の質を担保し、しっかりと向上しているかを新

たな枠組の中で実践しながら検証していかなければならない。特に 2013年度から取り

入れた体育学部の新たなカリキュラムや 2014年度からスタートする大学院のカリキ

ュラムについては、毎年度点検するとともに、完成年次を迎えた時点で、カリキュラ

ムの適切性・有効性を検証し、教育の質の維持や向上に繋げていくことが重要である。 

一方、教育研究環境としての施設・設備の整備については、本学は大学設置基準を

大きく上回っており、その充実度も高いレベルにあると言える。しかし、それ故に、

施設・設備の補修保全に関しての中・長期計画が必須であり、修繕や補修のローテ－

ションを明確にし、維持保全に努め、更なるキャンパス・アメニティの充実に努めて

行く。また、学生のニーズにあったキャンパス・アメニティの充実に向けた検討も恒

常的に進める。 
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