
  

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

１－②を用いること。 
 
学校名 中部学院大学 
設置者名 学校法人岐阜済美学院 

 

 

１．「実務経験のある教員等による授業科目」の数 

学部名 学科名 

夜間･

通信

制の

場合 

実務経験のある 

教員等による 

授業科目の単位数 

省令

で定

める

基準

単位

数 

配

置

困

難 
全学

共通

科目 

学部

等 

共通

科目 

専門

科目 
合計 

人間福祉学部 

人間福祉学科 
夜 ・

通信 

13 38 

12 63 13   

人間福祉学科 

(介護福祉士取得希望者) 

夜 ・

通信 
52 103 13   

人間福祉学科 

(精神保健福祉士取得希望者) 

夜 ・

通信 
37 88 13   

 

人間福祉学部 

通信教育課程 

人間福祉学科 夜 ・

通信 

 

 

 

- 

 

 

 

28  

- 28 13  

人間福祉学科 

(社会福祉士取得希望者) 

夜 ・

通信 

11 39 13  

人間福祉学科 

(精神保健福祉士取得希望者) 

夜 ・

通信 

15 43 13  

教育学部 子ども教育学科 
夜 ・

通信 

13 

- 110 123 13   

看護リハビリテ

ーション学部 

理学療法学科 
夜 ・

通信 
- 

87 100 13   

看護学科 
夜 ・

通信 
105 118 13   

スポーツ健康科

学部 

スポーツ健康科

学科 

夜 ・

通信 
- 56 69 13   

経営学部 経営学科 
夜 ・

通信 
- - 13  13   

（備考）経営学部は、2017 年度に 1 年次入学生の募集を停止しているため、2020 年

度時点において支援対象者は在籍しない見込である。 

 

  



  

２．「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表の公表方法 
大学公式ホームページに｢実務経験のある教員等による授業科目｣の一覧表を掲

載し、公表している。 

ＵＲＬ： 
https://www.chubu-gu.ac.jp/about/public_information/shugakushien/index.html 

 

 

３．要件を満たすことが困難である学部等 
学部等名 

（困難である理由） 

 



  

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

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

こと。 
 
学校名 中部学院大学 
設置者名 学校法人岐阜済美学院 

 

 

１．理事（役員）名簿の公表方法 
大学公式ホームページに｢理事（役員）名簿｣の一覧表を掲載し、公表している。 

ＵＲＬ：https://www.chubu-gu.ac.jp/about/seibi/organization/index.html 

 

２．学外者である理事の一覧表 

常勤・非常勤の別 前職又は現職 任期 
担当する職務内容 

や期待する役割 

非常勤 
福祉施設 

施設長 

2019.4.1 ～

2022.3.31 

①学院運営 

②教育の充実 

③研究活動の活性

化等 

非常勤 
福祉施設 

館長 

2019.4.1 ～

2022.3.31 

①学院運営 

②教育の充実 

③研究活動の活性

化等 

非常勤 
元・民間企業 

代表取締役社長 

2019.4.1 ～

2022.3.31 

①学院運営 

②組織運営 

③財務等 

非常勤 
元・県立美術館  

館長 

2019.4.1 ～

2022.3.31 

①学院運営 

②教育の充実 

③国際化推進等 

非常勤 
元・県立高校 

校長 

2019.4.1 ～

2022.3.31 

①学院運営 

②高大連携 

③学生・生徒・児童

支援等 

非常勤 
民間企業 

代表取締役社長 

2019.4.1 ～

2022.3.31 

①学院運営 

②組織運営 

③地域を志向した

教育等 

非常勤 
私立大学  

教授 

2019.4.1 ～

2022.3.31 

①学院運営 

②教育の充実 

③研究活動の活性

化等 

（備考） 

 

 



  

様式第２号の３【⑶厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】 

 

学校名 中部学院大学 

設置者名 学校法人岐阜済美学院 

 

○厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表の概要 

１．授業科目について、授業の方法及び内容、到達目標、成績評価の方法や

基準その他の事項を記載した授業計画(シラバス)を作成し、公表している

こと。 
（授業計画書の作成・公表に係る取組の概要） 

 本学では、すべての授業科目でシラバスを作成している。シラバスの形式(記述項目)

は、「授業概要」、「到達目標」、「授業計画」、「予習・復習」、「評価方法」、「受講上の注

意事項」、「テキスト及び参考文献」の 7区分である。シラバスは、担当教員によって記

載の観点が不統一にならないようにするため、教務委員会が策定する「シラバス作成指

針」に従い作成を行うこととしている。 

 本学のシラバスは、紙媒体の配布は行わず WEBシステムから閲覧する方法となってい

る。このため学生、教職員は、WEB を通してシラバスを閲覧する。また、シラバスは、

WEBを通して学外にも公開している。 

授業計画書の公表方法 
https://www.chubu-gu.ac.jp/about/public_information/e

ducation/index.html 

２．学修意欲の把握、試験やレポート、卒業論文などの適切な方法により、

学修成果を厳格かつ適正に評価して単位を与え、又は、履修を認定してい

ること。 
（授業科目の学修成果の評価に係る取組の概要） 

 本学では、授業における評価方法・評価基準を中部学院大学学則及び中部学院大学学

内試験及び試験の評価に関する規程において｢試験の評価は、Ｓ，Ａ、Ｂ、Ｃ及びＤと

し、Ｓ、Ａ、Ｂ及びＣを合格とする。｣と定めている。また、当該規程に基づき、授業

科目毎に評価方法と評価基準を定め、シラバスで明示し、学生への周知を行なっている。 

 また、学生の学習意欲の把握では、｢出席管理システム｣を導入し、欠席が続く等の学

生の状況を学科や教務課、ゼミナール担当教員が把握できる仕組みを取り入れている。 

 さらに、全ての授業科目において｢授業に関する調査(授業評価)｣アンケートを実施

し、当該結果を学内の IR 推進センター等で分析し、学内全体にフィードバックしてい

る。 

３．成績評価において、ＧＰＡ等の客観的な指標を設定し、公表するととも

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

 本学では、ＧＰＡ制度を導入している。ＧＰＡは定期試験に基づく成績評価(Ｓから

Ｄの 5 段階)を４から 0 までのグレードポイント(点数)に置き換え、その合計を履修登

録した授業科目の総単位数で割った平均点数で表している。 

 また、ＧＰＡの算出方法等については、学生に対しては『履修要項』において周知し、

学外に対しては学生の成績の分布状況とともに大学ホームページに公表している。 

 本学学生の成績の分布状況については、ＧＰＡの数値に基づき、その分布状況を確認

することにより、把握している。また、当該分布状況については、大学ホームページに

公開し、学外に対して公表することとしている。 

客観的な指標の 

算出方法の公表方法 
https://www.chubu-gu.ac.jp/about/public_information/ 

shugakushien/index.html 



  

４．卒業の認定に関する方針を定め、公表するとともに、適切に実施してい

ること。 
（卒業の認定方針の策定・公表・適切な実施に係る取組の概要） 

 本学においては、別に示す各学科のディプロマポリシーに基づき、卒業を認定してい

る。また、ディプロマポリシーは、大学ＨＰに掲載し、学外にも公表している。  

 中部学院大学学則第 22 条で｢本学に 4 年以上在学し、第 12 条に定める所定の単位を

修得した者には、教授会の議を経て、学長が卒業を認定する。｣とし、中部学院大学学

位規則において授与する学位の専攻分野名称を規定している。 

 学位授与に至るまでの手続きは、これらの規程に基づき、教務委員会で卒業認定の事

前審議を行い、教授会において卒業判定を審議する。 

 また、卒業に必要な単位数については、履修要項に記載し、あらかじめ学生に周知し

ている。 

卒業の認定に関する 

方針の公表方法 
https://www.chubu-gu.ac.jp/about/public_information/e

ducation/index.html 
 

  



  

学校名 
中部学院大学 

(人間福祉学部人間福祉学科通信教育課程) 

設置者名 学校法人岐阜済美学院 

 

 

○厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表の概要 

１．授業科目について、授業の方法及び内容、到達目標、成績評価の方法や

基準その他の事項を記載した授業計画(シラバス)を作成し、公表している

こと。 
（授業計画の作成・公表に係る取組の概要） 

 本通信教育課程では、学習の補助教材として『学習ガイドブック』を毎年度発行して

いる。『学習ガイドブック』は、授業内容や到達目標の他、科目(学習)の狙いや評価ポ

イントなどを明記している。 

『学習ガイドブック』に記載すべき事項等は、学内通信教育部会議が策定した「『学

習ガイドブック』作成要綱」に定めている。また、当該要綱に基づき、毎年度、担当教

員が作成・修正した『学習ガイドブック』を学内通信教育部会議において点検し、必要

な場合は、科目担当教員に対して修正が指示される。 

 

【授業計画の作成・公表時期】 

 『学習ガイドブック』は、紙媒体(冊子版)で学生に配付(4 月より)する他、通信教育

部 WEBページより公表（開講年度の前年度３月頃より随時）している。 

授業計画の公表方法 
https://de-book.com/campus_2019/chubu-guide1/ 

https://de-book.com/campus_2019/chubu-guide2/ 

２．学修意欲の把握、試験やレポート、卒業論文などの適切な方法により、

学修成果を厳格かつ適正に評価して単位を与え、又は、履修を認定してい

ること。 
（授業科目の学修成果の評価に係る取組の概要） 

本通信教育課程では、授業における評価方法・評価基準を中部学院大学通信教育部規

程及び中部学院大学通信教育部学内試験及び試験の評価に関する規程において「試験の

評価は、Ｓ，Ａ、Ｂ、Ｃ及びＤとし、Ｓ、Ａ、Ｂ及びＣを合格とする。」と定めている。 

また、授業科目毎に評価基準を定め、学生に対しては、『学習ガイドブック』におい

て評価の観点・基準を明示・周知している。 

なお、本通信教育課程における各科目の修了試験は、科目形態によって「科目修了試

験」、「スクーリング修了試験」に区分して、実施方法を定めている。 

① 科目修了試験 

「レポート科目」の場合、科目に課せられる提出課題に合格した者が「科目修了試

験」の受験資格が得られる。提出課題は 100 点満点中 80 点以上の成績で合格(可)と

し、修了試験では、100点満点中 60点以上を合格とする。  

②スクーリング修了試験 

「スクーリング科目」及び「レポート・スクーリング併用科目」の場合、当該スク

ーリングの受講後に「スクーリング修了試験」の受験資格が与えられる。なお、「レ

ポート・スクーリング併用科目」では、提出課題に合格しなければスクーリングを受

講できない。 

 

  



  

３．成績評価において、ＧＰＡ等の客観的な指標を設定し、公表するととも

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

本通信教育課程ではＧＰＡ制度を導入により、客観的な指標を設定している。ＧＰＡ

の算出は、成績評価を受けた科目の単位数にグレードポイント（ＧＰ）を乗じた数に、

成績評価を受けた科目の単位数で除した数としている。ただし、認定（Ｎ）評価はＧＰ

Ａの対象外として成績評価を受けた科目の単位数にも含めない。 

また、ＧＰＡの算出方法等については、学生に対しては『学習のしおり』において周

知し、学外に対しては学生の成績分布状況を大学ホームページに公開する。 

客観的な指標の 

算出方法の公表方法 
https://www.chubu-gu.ac.jp/about/public_information/ 

shugakushien/index.html 

４．卒業の認定に関する方針を定め、公表するとともに、適切に実施してい

ること。 
（卒業の認定方針の策定・公表・適切な実施に係る取組の概要） 

本通信教育課程の学位授与にあたっては、学生の卒業申請に基づき通信教育部会議内

に卒業判定会議を設けて判定を行っている。 

卒業判定は、申請者(学生)の在学年数が通信教育部規程に定める年数に達している

か、また、卒業必修科目を含め卒業要件単位数を修得しているかを前提としている。こ

の内容については『学習のしおり』 において明記するとともに、卒業申請を希望する

学生に向けた冊子『卒業申請要項』でも説明を行う。 

卒業の認定に関する 

方針の公表方法 
https://www.chubu-gu.ac.jp/about/public_information/e

ducation/index.html 

  



  

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

４－②を用いること。 
学校名 中部学院大学 

設置者名 学校法人岐阜済美学院 

 

 

１．財務諸表等 
財務諸表等 公表方法 

貸借対照表 https://www.chubu-gu.ac.jp/about/seibi/report/index.html 
収支計算書又は損益計

算書 
https://www.chubu-gu.ac.jp/about/seibi/report/index.html 

財産目録 https://www.chubu-gu.ac.jp/about/seibi/report/index.html 
事業報告書 https://www.chubu-gu.ac.jp/about/seibi/report/index.html 
監事による監査報告

（書） 
https://www.chubu-gu.ac.jp/about/seibi/report/index.html 

 

 

２．事業計画（任意記載事項） 

単年度計画（名称：              対象年度：     ） 

公表方法： 

中長期計画（名称：              対象年度：     ） 

公表方法： 

 

 

３．教育活動に係る情報 

（１）自己点検・評価の結果 

公表方法：https://www.chubu-gu.ac.jp/about/university/report/index.html 

 

 

（２）認証評価の結果（任意記載事項） 

公表方法：https://www.chubu-gu.ac.jp/about/university/report/index.html 

 

  



  

（３）学校教育法施行規則第 172条の２第 1項に掲げる情報の概要 

 

①教育研究上の目的、卒業の認定に関する方針、教育課程の編成及び実施に関

する方針、入学者の受入れに関する方針の概要 
学部等名 人間福祉学部 人間福祉学科 

教育研究上の目的 

（公表方法： 

https://www.chubu-gu.ac.jp/university/wellbeing/policy/index.html） 

（概要） 

 社会福祉における諸問題に対応できる理論と技術について教授、研究し、幅広い教養及

び深い専門的知識を基盤に福祉社会に貢献し得る人材を養成することを目的とする。 

卒業の認定に関する方針（公表方法： 

https://www.chubu-gu.ac.jp/university/wellbeing/policy/index.html） 

（概要） 

 人間福祉学科（以下「本学科」という）では、本学科の課程を修め、124 単位の単位修

得と必修等の条件を充たしたうえで、幅広い教養と社会福祉学に関する深い知識・技術を

修得し、福祉専門職にふさわしい実践力の基礎を持った人材として、下記の力を身につけ

た者に学位（学士（社会福祉学））を授与します。 

 

1.自律的で意欲的な態度 

 社会福祉・地域貢献に従事する者として、人間の生活や社会のあるべき姿に関心をもち、

全ての人が疎外されることなく安全で幸せな生活が保障されるよう、自らの役割と使命を

自覚することができる。 

 

2.社会や他者に能動的に貢献する姿勢 

 社会福祉・地域貢献に従事する者として、社会福祉と人権の歴史と理念を修め、社会の

変化に応じた専門的な知識と技術を修得し、エビデンスに基づき能動的に行動することが

できる。 

 

3.対象理解のためのチームワーク構築 

 社会福祉・地域貢献に従事する者として、対象者の多様性やすべての人の最善の利益を

理解し、あらゆる場面において、多職種との連携・協働を行うことができる。 

 

4.問題発見・解決力の発揮 

 社会福祉・地域貢献に従事する者として、人や地域社会に対する理解を深め、諸課題を

発見・評価し、計画を立て社会資源を活用し、他と協働するなど実践者として課題解決に

あたることができる。 

 

5.コミュニケーション・スキルによる協調・協働 

 社会福祉・地域貢献に従事する者として、自己理解を深め、基本的なコミュニケーショ

ン・スキルを獲得し、他者の主張を尊重した人間関係を構築することができる。 

 

6.専門的知識・技能の総合的な活用 

 社会福祉・地域貢献にかかる専門的体系的な学修成果を踏まえ、自らが置かれた状況に

応じて、それらを総合的に実践できる。 

  



  

教育課程の編成及び実施に関する方針（公表方法： 

https://www.chubu-gu.ac.jp/university/wellbeing/policy/index.html） 

（概要） 

 本学科では、卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に掲げた目標を達成

するために、次のような教育内容と方法を取り入れた授業を実施し、教育評価を行います。 

 

1.教育内容  

（1）4年間を通した学修の土台となる基礎教養系教育においては、必修科目「キリスト教

概論 I」を中心とした「人間理解基礎科目」をはじめ、「自己実現・自己表現関連科目」、

「専門基礎科目」の履修を通し、現代社会における広範な問題を理解するための基本的視

点・考え方を学びます。 

（2）「専門教育導入科目」では、初年次教育をとおし、大学への適応をはかり、大学にお

ける基本的な学習スキルと社会に出てからのコミュニケーション・スキルを修得します。

学習技術、コンピュータ技術、フィールドワーク、ボランティア活動などを通して、情報

収集を含むコミュニケーション能力と実践力の獲得をはかります。 

（3）コミュニケーション英語においては、習熟度に基づくクラス編成をなし、学生自身の

学修進度にあった英語を活用したコミュニケーション能力の育成をはかります。 

（4）社会福祉コース、精神保健福祉コース、介護支援コース、地域貢献コースに分けて教

育課程を設定します。現場で求められる知識・技能の修得のための専門教育科目を、1 年

次から 4 年次にかけて分野別に体系性・順序性を考えて配置します。 

（5）社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士国家資格の受験資格、高等学校教諭・中学

校教諭の免許等に必要な科目を、1年次から体系的・系統的に配置します。 

 

2.教育方法  

（1）主体的な学びの力を高めるために、アクティブラーニングを取り入れた教育方法を専

門教育科目で実施します。 

（2）専門教育科目においては、教室外学修の課題を課す時期と課題の整合性・連続性をは

かり、形成的評価のために期中でのフィードバックを行います。 

（3）社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士資格のための国家試験や公務員・教員採用

試験の合格に必要な知識を得ているかどうかを確認するために、到達度テストや模擬試験

等を用いて継続的なモニタリングを行います。 

（4）各学年において 1年間の学内外の学びを統合化し、個々の研究への関心を持続するた

めに、ゼミ担当教員の指導を受け、レポート・研究をまとめ発表します。 

（5）学年別に、ゼミ担当、学年主任、学年コーディネーター等の教員を配置し、教員間の

共通認識を形成しつつ、学生一人ひとりに応じた学修の個別支援を行います。 

 

3.教育評価  

（1）2年生終了時には、3年生へ進級するための進級要件を設けます。単位取得状況や GPA

評価によって自己の学修をふりかえり、3 年次からの教育科目を履修する基礎レベルが修

得できているかを確認します。 

（2）4 年間の学修成果は、卒業に必要な単位の修得状況と、「人間福祉専門演習 I・Ⅱ」

を通して作成された卒業研究の成果を用いて総合的に評価します。 

 

※GPA（Grade Point Average）とは、履修登録した授業科目の成績を S･A･B･C･Dで評価し，

それぞれに S=4，A=3，B=2，C=1，D=0の点数に置き換え、置き換えた点数に履修登録した

授業科目の単位数を掛け、その合計を履修登録した授業科目の総単位数で割った平均点数

です。 

  



  

入学者の受入れに関する方針（公表方法： 

https://www.chubu-gu.ac.jp/university/wellbeing/policy/index.html） 

（概要） 

 本学科は、卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）及び教育課程編成・実

施の方針（カリキュラム・ポリシー）に定める教育を受けるために必要な、次に掲げる知

識・技能や能力、目的意識・意欲を備えた人材を求めます。 

 

1.初等・中等教育課程における知識を幅広く修得している。 

 

2.人々の暮らしと社会のあり方に貢献する専門性の高い仕事に就く意欲がある。 

 

3.社会福祉・地域貢献等の領域における専門的な知識・技能を学修するための基盤となる

日本語運用力（文章読解力）や表現力（課題に応じた内容をまとめる力、文章を読んでま

とめる力）を身につけている。 

 

4.人々の暮らしと社会のあり方に関して、知識や情報を集め、筋道を立てて考え、他者に

伝える力がある。 

 

5.課外活動やボランティア活動等の経験があり、他の人たちと協働することや学習するこ

との意味を理解している。また、グループワークなどで、他の人たちと協力しながら、課

題をやり遂げる力がある。 

 

6.入学前教育として大学が求める課題に取り組み、成果を提出することができる。 

 

  



  

学部等名 教育学部 子ども教育学科 

教育研究上の目的（公表方法： 

https://www.chubu-gu.ac.jp/university/education/policy/index.html） 
（概要） 

 教育学及び保育学を基礎に幼児及び児童における今日的諸問題に対応できる理論と技術

について教授、研究し、幅広い教養及び深い専門的知識を基盤に教育、保育界に貢献し得る

人材を養成することを目的とする。 

卒業の認定に関する方針（公表方法： 

https://www.chubu-gu.ac.jp/university/education/policy/index.html） 

（概要） 

 子ども教育学科（以下、「本学科」という）では、本学の課程を修め、128 単位の単位取

得と必修等の条件を充たしたうえで、幅広い教養と教育学•保育学に関する深い専門知識・

技術を修得し、教育・保育専門職にふさわしい実践力の基礎を持った人材として、次の資質

を身につけた者に学位（学士（教育学））を授与します。 

 

1.自律的で意欲的な態度 

 倫理観に裏付けされた教育・保育観を持ち、実践に主体的・自律的に取り組み、その実践

を評価して、自らの課題を把握できる。 

 

2.社会や他者に能動的に貢献する姿勢 

 学校教育・保育に対する使命感・責任感、専門職として必要とされる実践力の基礎を身に

つけ、社会や他者のために責任ある行動をとることができる。 

 

3.対象理解のためのチームワーク構築 

 教育・保育の専門職として、対象者の多様性や子どもの最善の利益を理解し、教育支援の

手立てを考え、地域・保護者・他職種等との連携・協働を行うことができる。 

 

4.問題発見・解決力の発揮 

 学校教育や保育の現場の諸課題を発見・理解し、問題解決に必要な知識や資源を活用し、

適切な方法を選択・計画し、行動することができる。 

 

5.コミュニケーション・スキルによる協調・協働 

 教員・保育者にふさわしい基本的なコミュニケーション・スキルを獲得し、他者との協調

や相手の立場を尊重した人間関係を構築することができる。 

 

6.専門的知識・技能の総合的な活用 

 教育学や保育学の体系的な知識や学修成果を踏まえ、自らが置かれた状況に応じて、それ

らを総合的に活用することができる。 

教育課程の編成及び実施に関する方針（公表方法： 

https://www.chubu-gu.ac.jp/university/education/policy/index.html） 

（概要） 

 本学科では、卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ ポリシー）に掲げた目標を達成

するために、次のような教育内容と方法を取り入れた授業を実施し、教育評価を行います。

教育課程の体系を履修系統図でわかりやすく示します。 

 

1.教育内容  

（1）4 年間を通した学修の土台となる基礎教養系教育においては、必修科目「キリスト教

概論Ⅰ」を中心とした「人間理解基礎科目」をはじめとして、「自己実現・自己表現関連科

目」、「専門基礎科学」の履修を通して、現代社会における広範な問題の理解のための基本

的視点・考え方を学びます。 



  

（2）「専門教育導入科目」では、初年次教育をとおし、大学への適応をはかり、大学にお

ける基本的な学習スキルと社会に出てからのコミュニケーション・スキルを修得します。学

習技術、コンピュータ技術、フィールドワークなどを通して、情報収集を含むコミュニケー

ション能力の獲得をはかります。 

（3）コミュニケーション英語においては、習熟度に基づくクラス編成をとり、定期的にテ

スト等を用いて習熟度を確認し、学生自身の学修進度にあった英語を活用したコミュニケー

ション能力の育成をはかります。 

（4）学校教育や保育等の現場で求められる知識・技能の修得のための専門教育科目を、1

年次から 4年次にかけてコースや分野別に体系性・順序性を考えて配置します。  

（5）入学時に、子ども教育コース、保育・発達支援コースに分けて教育課程を設定します。

子ども教育コースは初等教育の現場で、保育・発達支援コースは保育・児童福祉等の現場で

求められる知識・技能の修得のための専門教育科目を、1年次から 4年次にかけて体系性・

順序性を考えて配置します。  

（6）入学時のコースで取得可能な資格・免許が取得できるよう、保育士資格・幼稚園教諭

免許・小学校教諭免許・社会福祉士国家試験受験資格等の取得に必要な科目を、1 年次から

体系的・系統的に配置してキャリア教育をはかります。  

 

2.教育方法 

（1）主体的な学びの力を高めるために、アクティブラーニングを取り入れた教育方法を専

門教育科目で実施します。  

（2）専門教育科目の講義においては、資格取得のための学外実習など、教室外学修の課題

を課す時期と課題の整合性･連続性をはかり、形成的評価のために期中でのフィードバック

を行います。 

 

3.教育評価  

（1）2 年生終了時には、それまでの専門必修科目の水準を修得し、後半学年の教科目を履

修する基礎レベルが修得できているかを確認する「進級要件」を設け、自己の学修をふりか

える機会とします。 

（2）4 年間における学修成果のうち教職系科目については、各授業担当教員による評価と

各学年終了時での自己のふりかえりや GPA を踏まえ、4 年次後期科目の「教職実践演習」な

どで学修状況の総括的評価を行います。 

 

※GPA(Grade Point Average)とは、履修登録した授業科目の成績を S･A･B･C･D で評価し,そ

れぞれに S=4,A=3,B=2,C=1,D=0 の点数に置き換え、置き換えた点数に履修登録した授業科

目の単位数を掛け、その合計を履修登録した授業科目の総単位数で割った平均点数です。 

入学者の受入れに関する方針（公表方法： 

https://www.chubu-gu.ac.jp/university/education/policy/index.html） 

（概要） 

 本学科は、卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）及び教育課程編成・実施

の方針（カリキュラム・ポリシー）に定める教育を受けるために必要な、次に掲げる知識・

技能や能力、目的意識・意欲を備えた人材を求めます。 

 

1.高等学校の教育課程を幅広く修得している。 

 

2.教育・保育領域で専門性の高い仕事に就く意欲がある。 

 

3.教育や保育の専門的な知識・技能を学修するための基盤となる日本語運用力(文章読解力)

や表現力(課題に応じた内容をまとめる力、文章を読んでまとめる力など)を身につけてい

る。 

 

 



  

4.教育や保育に関する諸課題について、知識や情報をもとにして、筋道を立てて考え、その

結果を説明することができる。 

 

5.学校での学習や課外活動・ボランティア活動等の経験があり、他の人達と協働して活動や

学習をすることに進んで参加できる。また、グループワークなどで、他の人と協力しながら、

課題をやり遂げる意欲がある。 

 

6.入学前教育として求められるレポート課題に最後まで取り組むことができる。 

 

 

 

 

 

 

  



  

学部等名 看護リハビリテーション学部 理学療法学科 

教育研究上の目的（公表方法： 

https://www.chubu-gu.ac.jp/university/physicaltherapy/policy/index.html） 
（概要） 

 理学療法における諸問題に対応できる理論と技術について教授、研究し、幅広い教養及び

深い専門的知識、技術を習得した医療技術者の養成をすることを目的とする。 

卒業の認定に関する方針（公表方法： 

https://www.chubu-gu.ac.jp/university/physicaltherapy/policy/index.html） 

（概要） 

 理学療法学科（以下「本学科」という）では、本学科の過程を修め、129 単位の単位修得

と必須等の条件を充たしたうえで、幅広い教養と理学療法学に関する深い専門知識・技術を

修得し、理学療法士にふさわしい実践力の基礎を持った人材として、下記の資質を身につけ

た者に学位（学士（理学療法学））を授与します。 

 

1.自律的で意欲的な態度 

 倫理観に裏付けされた理学療法士としての医療・保健・福祉観を持ち、実践に主体的・自

律的に取り組み、加えてその実践を評価し、自らの課題を把握できる。 

 

2.社会や他者に対し、能動的に貢献する姿勢 

 理学療法士として医療・保健・福祉に対する使命感・責任感、そして専門職として必要と

される実践力の基礎を身につけ、社会や他者のために責任ある行動をとることができる。 

 

3.対象理解のためのチームワーク構築 

 理学療法士という医療・保健・福祉の専門職として、対象者の多様性や最善の利益を理解

し、理学療法を考えると共に、対象者の家族・他職種等との連携・協働を行なうことができ

る。 

 

4.問題発見・解決力の獲得そして探求力の持続 

 臨床における諸課題を発見・理解し、問題解決に必要な知識や資源を活用し、適切な方法

を選択・計画し、行動することが出来る。また、将来にわたり持続できる探求力を身に着け

る。 

 

5.コミュニケーション・スキルによる協調・協働 

 理学療法士としてふさわしい基本的コミュニケーション・スキルを獲得し、他者との協調

や相手の立場を尊重した人間関係を構築することができる。 

 

6.専門知識・技能の総合的な活用 

 理学療法学の体系的な知識や学修成果を踏まえ、自ら置かれた状況に応じて、それらを総

合的に活用することができる。 

教育課程の編成及び実施に関する方針（公表方法： 

https://www.chubu-gu.ac.jp/university/physicaltherapy/policy/index.html） 

（概要） 

 本学科では、卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に掲げた目標を達成す

るため、次のような教育内容と教育方法を取り入れた授業を実施し、教育評価を行います。

教育課程の体系を履修系統図で分かりやすく示します。 

 

1.教育内容  

（1）4 年間を通して学修の土台となる基礎教養系教育においては、必修科目「キリスト教

概論Ⅰ」を中心とした「人間の理解」をはじめとして、「自己表現方法」、「社会の成り立

ち」、「生命の捉え方」、「医療場面の管理」の履修を通して、人間、命の尊厳、生きる権



  

利の尊重など医療を中心に、現代社会における広範な問題の理解のための基礎的視点・考え

方を学びます。 

（2）「基礎演習」では、初年次教育を通し、大学への適応をはかり、大学における基本的

な学習スキルと社会に出てからのコミュニケーション・スキルを修得する。学習技術、コン

ピュータ技術、フィールドワークなどを通して、情報収集を含むコミュニケーション能力の

獲得をはかります。 

（3）コミュニケーション英語においては、習熟度に基づくクラス編成をとり、学生自身に

あった英語を活用したコミュニケーション能力の育成をはかります。 

（4）医療・保健・福祉分野など広く臨床の場で求められる知識・技能の修得のための専門

科目を、1年次から 4年次にかけて、体系的・順序性を考えて配置します。 

（5）学内の実習指導では、理学療法の知識・技術とともに、医療人としての倫理観、社会

人としての責任など臨床実習についての基本的姿勢を学びます。学外で実施される臨床実習

では、実習指導者の指導を受け、学んだ知識・技術が臨床でどのように用いられるかを知り、

実践できるように学びます。 

（6）理学療法士国家試験受験資格の取得に必要な科目を 1 年次から体系的・系統的に配置

します。 

 

2.教育方法  

（1）主体的な学びの力を高めるために、アクティブラーニングを中心とした講義と少人数

グループ編成のゼミナール形式による授業を実施します。 

（2）臨床実習への対応では、小人数グループ編成のゼミナール形式による細やかな指導を

基本として、問題解決学習方法、OSCE等を実施しています。  

 

※OSCE（Objective Structured Clinical Examination）とは、療法士に必要な知識、態度

や技能について、実際に理学療法士が医療現場でおこなっている場面を設定して学生の能力

を高める試験です。 

 

3.教育評価  

（1）2 年生終了時には、それまでの専門必修科目を修得し、後半学年の教科目を履修する

基礎が修得できているかを確認するために「進級要件」を設け、自己の学修をふりかえる機

会としています。 

（2）臨床実習など一部の科目では、それまでの専門科目の単位取得がないと履修できない

「履修要件」を設けている。 

（3）4 年間における学習成果について、各指導教員による評価と各学年の GPA を踏まえ、3

年次からの「理学療法研究（卒業研究）」や 4年次後期科目の「理学療法特講」で修学状況

の総括的評価を行なう。 

 

※GPA（Grade Point Average）とは、履修登録した授業科目の成績を S･A･B･C･D で評価し,

それぞれに S=4,A=3,B=2,C=1,D=0 の点数に置き換え、置き換えた点数に履修登録した授業

科目の単位数を掛け、その合計を履修登録した授業科目の総単位数で割った平均点数です。 

入学者の受入れに関する方針（公表方法： 

https://www.chubu-gu.ac.jp/university/physicaltherapy/policy/index.html） 

（概要） 

 本学科では、卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）、教育課程編成・実施

の方針（カリキュラム・ポリシー）に定める人材を養成するために次に掲げる、知識・技能

や能力、目的意識を備えた人材を求めます。 

 

1.高等学校の教育課程を幅広く修得している。 

 

2.医療・保健・福祉に関心があり、理学療法士として社会貢献しようとする強い意志を持っ

ている。 



  

3.医療・保健・福祉分野に関係している理学療法（学）（知識・技能）を修学するための基

盤となる日本語運用力（文章解読力）や表現力（課題に応じた内容をまとめる力、文章を読

んでまとめる力など）を身につけている。 

 

4.課外活動やボランティア活動等の経験があり、他の人達と協働しての活動や学習を進んで

出来る。また、グループワークなどで、他の人と協力しながら、課題をやり遂げる意欲があ

る。 

 

5.理学療法士の仕事や理学療法士になるための学びについて理解しており、自らの健康状態

や生活習慣に対する管理ができている。 

 

 

 

 

  



  

学部等名 看護リハビリテーション学部 看護学科 

教育研究上の目的（公表方法： 

https://www.chubu-gu.ac.jp/university/nursing/policy/index.html） 
（概要） 

 保健・医療・福祉の総合的な視野を持ち、チーム医療の一員として、すべての人々の健康

の保持・増進並びに生活の質を考慮した看護が行える能力と諸問題を解決する知識、技術を

習得することを目的とする。 

卒業の認定に関する方針（公表方法： 

https://www.chubu-gu.ac.jp/university/nursing/policy/index.html） 

（概要） 

 看護学科（以下「本学科」という）では、本学科の課程を修め、126単位の単位修得と必

修等の条件を満たしたうえで、幅広い教養と看護学に関する深い知識・技術・態度を修得し、

看護職にふさわしい実践力の基礎を持った人材として、下記の資質を身につけた者に学位

（学士（看護学））を授与します。 

 

1.自律的で意欲的な態度 

看護職に従事する者として、4年間にわたる「講義」「演習」「臨地実習」などから得られ

た知識、能力をもとに、幅広い視野で、医療分野における専門職としての向上心をもち、自

己啓発を続けることにより看護の課題解決に向けての実践に貢献できる。 

 

2.社会や他者に能動的に貢献する姿勢 

看護職に従事する者として、健康の成り立ちは環境と人間の相互作用により成立することを

理解し、社会に関する概念や理論、法規を学ぶことにより、人間を取り巻く環境を改善する

ことに寄与できる。 

 

3.対象理解のためのチームワーク構築 

看護職に従事する者として、保健・医療・福祉の総合的な視野を持ち、チーム医療の一員と

して、対象者の家族と他職種等の連携・協働において、すべての人々の健康の保持・増進並

びに生活の質を考慮した看護を行うことができる。 

 

4.問題発見・解決力の発揮 

看護職に従事する者として、4年間にわたる「講義」「演習」「臨地実習」などから得られ

た知識、能力をもとに、幅広い視野を持ち、医療分野における専門職としての向上心をもち、

自己啓発を続けることにより看護の課題解決に向けての実践に貢献できる。 

 

5.コミュニケーション・スキルによる協調・協働 

看護職に従事する者として、自己理解を深め、基本的なコミュニケーション・スキルを獲得

し、他者の主張を尊重する人間関係を構築することができる。 

 

6.専門的知識・技能の総合的な活用 

看護職に従事する者として、人間の尊厳と権利を尊重し擁護する看護の立場を学び、豊かな

人間性と高い倫理観を持って行動できる。科学的根拠に基づく看護過程を展開することがで

き、チーム医療の一員として安全かつ適切に看護を実践することができる。 

  



  

教育課程の編成及び実施に関する方針（公表方法： 

https://www.chubu-gu.ac.jp/university/nursing/policy/index.html） 

（概要） 

本学科では、卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に掲げた目標を達成する

ため、以下の教育内容と教育方法を取り入れた授業を実施し、教育評価を行います。教育課

程の体系を履修系統図で示します。 

 

1.教育内容  

（1）4 年間で 126 単位以上を修得する科目は、基礎教養系科目群と専門教育系科目群の 2

群に分類しています。 

（2）本学科のカリキュラムの特徴は、建学の理念である「神を畏れることは知識のはじめ

である」を基盤として、「人間」「環境」「福祉」「健康」「看護」「実践」の概念のもと

に構築しています。 

（3）4 年間を通した学習の土台となる基礎教養系科目群は、「人間理解基礎科目」「自己

実現・自己表現関連科目」「専門基礎科学科目」そして「専門教育導入科目」の 4 つのカテ

ゴリーに分け、履修を通して現代社会における広範な問題を理解するための基本的視点・考

え方を学び、またその後に続く専門教育科目を理解する基盤となります。 

（4）専門教育系科目群は総合科目群を含む 9 つの領域に分けています。健康問題を抱えて

いる人を、基盤となる諸科学や人間に対する深い洞察に基づいて理解し、判断し、個々にと

って必要な看護のあり方を総合的に学びます。 

（5）本学科においては全学生が看護師課程のカリキュラムを履修しますが、保健師の資格

取得を希望する学生は、2年次に選抜試験を受けて看護師課程に加えて保健師課程を選択で

きます。 

 

2.教育方法  

（1）一般に看護学の学習は、講義、演習、そして臨地実習と深化します。本学科において

は、学生は継続して学修し実践できるようなカリキュラムを工夫しています。その進度は履

修系統図で可視化しています。 

（2）主体的な学びの力を高めるために、専門教育科目ではアクティブラーニングを取り入

れています。 

（3）本学科の臨地実習においては全学生が「基本看護技術学修シート」（さまざまな看護

技術の体験記録表）を活用して、学修レベルを可視化することにより、継続し実践する意義

を体験できるよう工夫しています。 

（4）看護師資格、保健師資格のための国家試験のため、合格に必要な知識を得ているかど

うかを確認するため、到達度テストや模擬試験等を用いて、継続的なモニタリングを行いま

す。 

（5）学年別に、ゼミ担当教員を配置し、教員間の共通認識を形成しつつ、学生一人ひとり

に応じた学修の個別支援を行います。 

 

3.教育評価  

（1）2 年生終了時には、基礎教養系科目群および専門教育系科目群の各教科目が一定の水

準を満たし、3年次以降の教科目を履修する基礎レベルが修得できているかを確認する「進

級要件」を設けています。これにより、自己の学修状況を振り返る機会となります。 

（2）4年間の学修成果は、卒業に必要な単位の修得状況と、「看護学専門演習（看護研究）」

を通して作成された卒業研究の成果を用いて総合的に評価します。 

  



  

入学者の受入れに関する方針（公表方法： 

https://www.chubu-gu.ac.jp/university/nursing/policy/index.html） 

（概要） 

看護学科では、卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）及び教育課程編成・実

施の方針（カリキュラム・ポリシー）に定める教育を受けるために必要な、次に掲げる知識・

技能、目的意識・意欲を備えた人材を求めます。 

 

1.いのちを尊ぶ心を備えている。  

 

2.高等学校の教育課程を偏りなく修得し、科学的思考に必要な基礎力を修得している。 

 

3.身近な社会の問題について、関心を持っている。 

 

4.コミュニケーション能力の基礎を有し、人と関わることが好きで、他の人と協同で課題に

取り組むことができる。  

 

5.継続して学びを深め、実践を楽しむことができる。  

 

6.自分に関心があり、自己を洞察ですることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

学部等名 スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 

教育研究上の目的 

（https://www.chubu-gu.ac.jp/university/sports/policy/index.html） 

（概要） 

 スポーツ健康科学分野における教育・競技・健康・医学にまたがる諸科学の総合的な教育

研究を通して、スポーツや健康を科学的に研究し、科学的方法に基づくスポーツや心身の健

康に関する専門的な知識や技術を身に付けるとともに、幅広く深い教養と総合的な判断力、

豊かな人間性を兼ね備えた人材を養成することにより、広く社会に貢献することを教育研究

上の目的とする。 

卒業の認定に関する方針 

（https://www.chubu-gu.ac.jp/university/sports/policy/index.html） 

（概要） 

 スポーツ健康科学科（以下、「本学科」という）では、本学科の教育課程を修め、１２４

単位の単位取得と必修科目等の取得条件を満たした上で、幅広い教養とスポーツ科学・健康

科学に関する深い専門知識・技術を修得し、幅広い分野で活躍できるスポーツ指導者として

の専門職にふさわしい実践力の基礎を持った人材として、下記の資質を身に付けた者に学位

（学士（スポーツ健康科学））を授与します。 

（１）自律的で意欲的な態度 

   スポーツ指導者として倫理観に裏付けされたスポーツ観を持ち、実践に主体的・自律

的に取り組み、加えてその実践を評価し、自らの課題を把握できる。 

（２）社会や他者に能動的に貢献する姿勢 

   スポーツ指導者として使命感・責任感そして専門職として必要とされる実践力の基礎

を身につけ、社会や他者のために責任ある行動を取ることができる。 

（３）対象理解のためのチームワーク構築 

   スポーツ指導者という専門職として、対象者の多様性や最善の利益を理解し、健康生

活・スポーツ活動を考え、あらゆる場面において対象者の家族・他職種等との連携・協

働を行うことができる。 

（４）問題発見・解決力の獲得そして探究力の持続 

   ライフステージやスポーツ活動における諸問題を発見・理解し、その問題解決に必要

な知識や資源を活用し、適切な方法を選択・計画し、的確にスポーツ指導ができる。さ

らに将来にわたり持続できる探究心を身につける。 

（５）コミュニケーション・スキルによる協調・協働 

   スポーツ指導者としてふさわしい基本的コミュニケーション・スキルを獲得し、他者

との協調や相手の立場を尊重した人間関係を構築することができる。 

（６）専門的知識・技能の総合的な活動 

   スポーツ健康科学に関する体系的な知識や学習成果を踏まえ、自らおかれた状況に応

じて、それらを総合的に活用することができる。 

教育課程の編成及び実施に関する方針 

（https://www.chubu-gu.ac.jp/university/sports/policy/index.html） 

（概要） 

 本学科では、卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に掲げた目標を達成す

るために、次のような教育内容と方法を取り入れた授業を実施し、教育評価を行います。 

 

１．教育内容 

（１）４年間を通した学修の土台となる基礎教養系教育においては、必修科目「キリスト教

概論Ⅰ」を中心とした「人間理解基礎科目」をはじめとして、「自己実現・自己表現関

連科目」、「専門基礎科学科目」の履修を通して、現代社会における広範な問題の理解

のための基本的視点・考え方を学びます。 

（２）「専門教育導入科目」では、初年次教育を通して、大学への適応をはかり、大学にお

ける基本的な学習スキルと社会に出てからのコミュニケーション・スキルを修得しま



  

す。学習技術、コンピューター技術、フィールドワークなどを通して、情報収集を含む

コミュニケーション能力の獲得をはかります。 

（３）コミュニケーション英語においては、習熟度に基づくクラス編成をとり、定期的にテ

スト等を用いて習熟度を確認し、学生自身の学修進度にあった英語を活用したコミュニ

ケーション能力の育成をはかります。 

（４）スポーツ指導者に求められる知識・技能の修得のため専門教育科目を、１年次から４

年次にかけてコースや分野別に体系性・順序性を考えて配置します。 

（５）２年次から①スポーツ健康コース、②障害者スポーツコース、③スポーツ経営コース

に分けた教育課程をそれぞれ配置し、希望する各コースの専門科目を修得します。 

（６）保健体育（中学校、高等学校）の教員免許を取得する場合は、３年までに教育実習を

履修可能とする必要単位を修得しておく必要があります。 

 

２．教育方法 

（１）主体的な学びを高めるために、アクティブラーニングを取り入れた教育方法を専門教

育科目で実施します。 

（２）専門教育科目においては、教室外学修の課題を課す時期と課題の整合性・連続性をは

かり、形成的評価のために期中でのフィードバックを行います。 

 

３．教育評価 

（１）３つの専門コースにおいては、４年生の卒業研究により４年間の総合的評価を行いま

す。 

（２）教職系科目については、各授業担当教員による評価と各学年終了時での自己のふりか

えりやＧＰＡを踏まえ、４年次の教育実習、教職実践演習などで学修状況の総括的評価

を行います。 

  ※ＧＰＡ（Grade Point Average）とは、履修登録した授業科目の成績を S･A･B･C･D で

評価し，それぞれに S=4，A=3，B=2，C=1，D=0 の点数に置き換え、置き換えた点数に

履修登録した授業科目の単位数を掛け、その合計を履修登録した授業科目の総単位数で

割った平均点数です。 

入学者の受入れに関する方針 

（https://www.chubu-gu.ac.jp/university/sports/policy/index.html） 

（概要） 

 本学科では、スポーツを人間教育の基本としてとらえ、スポーツ科学及び健康科学に関す

る知識・技能を伝授すると共に、地域社会及びスポーツ産業界、更には障がい者スポーツの

関連分野等で活躍できる人材を養成するものです。したがって、本学科としてはスポーツ科

学及び健康科学に関心があり、スポーツ活動の経験を有する人材を選抜します。具体的には、

高校時代までに下記のような目的意識・意欲を備えた人を求めます。  

 

（１）保健体育の授業やクラブ活動での実践を通じて、スポーツ・健康科学に関心を持ち、

そのことを学びたいと考えている。 

（２）スポーツ用具や施設、メディアなど、スポーツ・健康産業に関心があり、その業界仕

事に就く意欲がある。 

（３）スポーツの普及やそのサポートに対し、経営・運営の立場から、その活動を支えるこ

とに関心を抱いている。 

（４）地域のスポーツクラブや健康運動教室などで、目的に応じたスポーツ・健康指導を行

う専門家になりたい志がある。 

（５）スポーツ競技の実績があり、スポーツ選手として積極的に活動しようとする意欲があ

る。 

  



  

学部等名 経営学部 経営学科 

(※2017年度に 1年次入学生の募集を停止し、2020年度時点において支援対象者は在籍

しない見込である。) 

教育研究上の目的 

（https://www.chubu-gu.ac.jp/university/management/policy/index.html） 

（概要） 

経営学、商学、会計学・ファイナンス等の理論と実際について教授、研究し、幅広い教養及

び深い専門的知識を基盤に地域社会に貢献し得る人材を養成することを目的とする。 

卒業の認定に関する方針 

（https://www.chubu-gu.ac.jp/university/management/policy/index.html） 

（概要） 

 経営学科（以下、「本学科」という）では、本学の課程を修め、124単位の単位修得と必

修等の条件を満たしたうえで、幅広い教養と経営学に関する専門知識・技能を修得し、地域

に根差した実践力の基盤を持った人材、すなわち地域人として、次のような能力・資質を備

えた人物に学位（学士（経営学））を授与します。  

 

1.自律的で意欲的な態度を有すること 

 倫理観に基づいた経営観や社会通念を持ち、実践に主体的かつ自律的に取り組み、その実

践を評価し、自らの課題を把握できる。 

 

2.社会や他者に能動的に貢献する姿勢を有すること 

 地域人として社会の一員であることを認識し、身に着けた経営学を使命感と責任感のも

と、組織や集団、地域のために発揮することができる。  

 

3.多様な文化や背景を理解し受け入れる能力を有すること 

 ボーダーレス化が進む現代社会では多様な文化や価値観が存在し、またそれらが新たな文

化や価値観を創造する。その文化や価値観を互いに尊重しながら、それぞれの組織や集団の

目標達成のために協働することができる。 

 

4.問題・課題の発見力並びに解決力を有すること 

 経営の現場において、情報収集や情報分析を行い、問題や課題を発見することができ、解

決への道筋を理論的に構築し、提案することができる。 

 

5.コミュニケーション能力を有すること 

 自分自身の思いや考えを的確に表現し、また同様に他者の思いや考えを受信することがで

き、お互いの意図を目標達成にむけ調整することができる。 

 

6.専門的知識・技能の活用力を有すること  

 経営学の専門的知識や技能を画一的に実践するだけでなく、組織や集団、また地域が求め

る課題解決に向けて柔軟に活用することができる。 

教育課程の編成及び実施に関する方針 

（https://www.chubu-gu.ac.jp/university/management/policy/index.html） 

（概要） 

 本学科では、卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に掲げる知識・技能な

どを修得させるために、基礎教養系教育科目、専門教育科目を体系的に編成し、講義、演習、

実習を適切に組み合わせた授業科目を開講します。カリキュラムの体系を示すために履修系

統図でわかりやすく明示します。教育内容、教育方法、教育評価については以下のように方

針を定めます。 

 

 



  

1.教育内容 

 （1）4年間を通した学修の土台となる基礎教養系教育においては、必修科目「キリスト教

概論Ⅰ」を中心とした「人間理解基礎科目」をはじめとして、「自己実現・自己表現関

連科目」、「専門基礎科学科目」の履修を通して、現代社会における広範な問題の理解

のための基本的視点・考え方を学びます。 

（2）「専門教育導入科目」では、初年次教育を通し、大学への適応をはかり、大学におけ

る基本的な学修スキルと社会に出てからのコミュニケーションスキルを修得します。学

習技術、コンピュータ技術、フィールドワークなどを通して、情報収集を含むコミュニ

ケーション能力の獲得をはかります。 

（3）コミュニケーション英語においては、学生の習熟度を確認した上で、これに基づくク

ラス編成を行い、学生自身の学習進度にあった英語を活用したコミュニケーション能力

の育成を図ります。 

（4）組織や集団、またそれぞれの地域に求められる知識や技能の習得のための専門教育科

目を、1年次から 4 年次にかけ、コースごとの体系性・順序性を考えて配置します。 

（5）経営学の専門教育科目を学修するにあたり、2年次後期より企業マネジメントコース、

まちづくり地域人養成コース、スポーツマネジメントコース、職業会計人コースに分け、

それぞれの現場において求められる専門知識や技能を修得できるよう、体系性・順序性

を踏まえた科目を配当します。 

（6）1 年次にキャリア形成論Ⅰ及びⅡを配置し、さらに 2 年次から 3 年次にかけて組織や

集団での就労を経験するインターンシップを配置し、早期に自身のキャリア形成を促し

ます。 

 

2.教育方法  

（1）主体的な学びの力を高めるために、アクティブラーニングを取り入れた教育方法を専

門教育科目で実施します。 

（2）経営学の専門教育科目においては、教室外学修の課題を課す時期と課題の整合性･連携

性をはかり、形成的評価のための期中のフィードバックに努めます。 

 

3.教育評価  

（1）必修科目を基礎教養科目と専門科目にそれぞれ定めるとともに、経営学検定試験に経

営学総論の成果を生かし、資格を取得することなどで経営学への習熟度を確認します。 

（2）4 年間における学修成果について、各指導教員による評価と各学年終了時での自己の

振り返りや GPA を踏まえ、卒業研究などで学習状況の総括的評価を行います。 

 

※GPA（Grade Point Average）とは、履修登録した授業科目の成績を S･A･B･C･D で評価し,

それぞれに S=4,A=3,B=2,C=1,D=0 の点数に置き換え、置き換えた点数に履修登録した

授業科目の単位数を掛け、その合計を履修登録した授業科目の総単位数で割った平均点

数です。 

入学者の受入れに関する方針 

（https://www.chubu-gu.ac.jp/university/management/policy/index.html） 

（概要） 

 本学科は、卒業認定･学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）及び教育課程編成・実施

の方針（カリキュラム・ポリシー）に定める教育を受けるための条件として、次に掲げる知

識・技能や能力、目的意識・意欲を備えた人を求めます。 

 

1.高等学校の教育課程を幅広く修得している。 

 

2.経営学領域で専門性の高い職業・職種への就業意欲があり、高等学校卒業時点ですでに簿

記検定などに合格している。 

 

3.社会の問題に対して、知識や情報にもとづき理論的に説明することができる。 



  

4.経営学について興味があり、経営についての知識や経験を地域社会で活かしたいという意

欲がある。 

 

5.学校での学習や課外活動・ボランティア活動などの経験があり、他者と協働して活動や学

習をすることに進んで参加できる。またグループワークなどで他者と協力しながら課題

をやり遂げる意欲がある。 

 

6.入学前教育として求められる、レポート課題について積極的に取り組むことができる。 

 

 

 

 

 

  



  

学部等名 人間福祉学部 人間福祉学科 通信教育課程 

教育研究上の目的（https://www.chubu-gu.ac.jp/tsushin/about/policy.html） 
（概要） 

 社会福祉における諸問題に対応できる理論と技術について教授、研究し、幅広い教養、深

い専門的知識を基盤に福祉社会に貢献し得る人材養成及び生涯学習機会を提供することを

目的とする。 

卒業の認定に関する方針（https://www.chubu-gu.ac.jp/tsushin/about/policy.html） 

（概要） 

 人間福祉学科通信教育課程（以下「本学科」という）では、本学の課程を修め、124単位

の単位修得と必修等の条件を満たしたうえで、幅広い教養と社会福祉学並びに精神保健福祉

学の専門知識・技術を修得し、社会福祉専門職や精神保健福祉専門職にふさわしい実践力や

応用力の基礎を持った人材として、下記の資質を身につけた者に学位（学士（社会福祉学））

を授与します。  

 

1. 自律的で意欲的な態度  

 倫理観に裏打ちされた社会観・福祉観を持ち、実践に主体的・自律的に取り組み、その実

践を評価し、自らの課題を把握できる。 

 

2. 社会や他者に能動的に貢献する姿勢  

 社会福祉並びに精神保健福祉に対する使命感・責任感、福祉専門職や精神保健福祉専門職

として必要とされる実践力の基礎を身につけ、社会や他者のために責任ある行動をとること

ができる。 

 

3. 対象理解のためのチームワーク構築  

 福祉専門職や精神保健福祉専門職として、利用者の多様性や最善の利益を理解し、福祉支

援の手立てを考え、地域・施設・他職種との連携・協働を行うことができる。 

 

4. 問題発見・解決力の発揮  

 福祉社会における諸課題を発見・理解し、問題解決に必要な知識や資源を利用し、適切な

方法を選択・計画し、行動することができる。 

 

5. コミュニケーション・スキルによる協調・協働  

 福祉専門職や精神保健福祉専門職にふさわしい基本的なコミュニケーション・スキルを獲

得し、他者との協調や相手の立場を尊重した人間関係を構築することができる。 

 

6. 専門的知識・技能の総合的な活用  

 社会福祉学や精神保健福祉学の体系的な知識や学修成果を踏まえ、自らが置かれた状況に

応じて、それらを総合的に活用することができる。 

教育課程の編成及び実施に関する方針 

（https://www.chubu-gu.ac.jp/tsushin/about/policy.html） 

（概要） 

 本学科では、卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に掲げた目標を達成す

るために、次のような教育内容と方法を取り入れた授業を実施し、教育評価を行います。  

 

1. 教育内容  

(1)４年間を通した学修の土台となる基礎教養系教育においては、必修科目「キリスト教概

論」を中心とした「人間理解基礎科目」をはじめとして、「自己実現・自己表現関連科目」、

「専門基礎科学科目」の履修を通して、現代社会における広範な問題の理解のための基本的

視点・考え方を学びます。 

(2)基礎教養系教育ではさらに、必修科目「課題研究Ⅰ・Ⅱ」を通して、レポートの作成方



  

法などを中心に、本学科における学修に必要となる基本的な学修スキルを修得します。 

(3)社会福祉や精神保健福祉などの現場で求められる知識・技能の修得のための専門教育科

目を、1年次から 4 年次にかけて体系性・順序性を考えて配置します。 

(4)希望する資格・免許に連動したコースを設置し、資格・免許が取得できるよう、社会福

祉士国家試験受験資格・精神保健福祉士国家試験受験資格・高等学校教諭免許（福祉）・認

定心理士等の取得に必要な科目を、体系性・順序性を考えて履修モデルで示します。 

 

2. 教育方法  

(1)印刷教材による授業では、教科書と学修の手引きを使用して課題に取り組み、担当教員

の添削を受けることにより学修します。面接授業では、スクーリングとして担当教員から直

接対面授業を受けることにより学修します。放送授業では、インターネットを利用して授業

を視聴することにより学修します。また、必修科目「社会福祉概論」等は、学びを深めるた

めに、印刷教材による授業と面接授業を併用した学修をします。 

(2)スクーリングは、学生の利便性を考慮し、複数の日程及び会場を設定します。また、さ

らに利便性を考慮し、一部の科目は放送授業で開講します。 

(3)学外実習では、実習を行うために必要な知識・技能の修得の確認のために実習の履修要

件を設定します。 

 

3. 教育評価  

(1)印刷教材による授業では、課題毎に項目別評価を設定し、各課題で必要とする項目の達

成度で評価し、課題の合格後に科目修了試験により最終的に評価します。また、項目別評価

を確認することにより、自己の学修をふりかえる機会とします。 

(2)面接授業では、集中講義によるスクーリングを行い、当該スクーリング終了後の修了試

験により評価します。また、放送授業では、学んだ知識の定着を図るために全講義時間中に

計 5回の小テストを実施した上で、科目修了試験を実施することで評価します。 

(3)印刷教材による授業と面接授業を併用した授業では、印刷教材による授業の課題合格後

に集中講義によるスクーリングを行い、当該スクーリング終了後の修了試験により最終的に

評価します。 

入学者の受入れに関する方針 

（https://www.chubu-gu.ac.jp/tsushin/about/policy.html） 

（概要） 

 本学科では、卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）及び教育課程編成・実

施の方針（カリキュラム・ポリシー）に定める人材を養成するために、次に掲げる知識・技

能や能力、目的意識・意欲を備えた人を求めます。 

 

1.高等学校の教育課程を幅広く修得している。 

 

2.社会福祉や精神保健福祉、ないしはそれらの関連領域で専門性の高い仕事に就く意欲があ

る。 

 

3.社会福祉や精神保健福祉、ないしはそれらの関連領域における専門的な知識・技能を学修

するための基盤となる日本語運用力（文章読解力）や表現力（課題に応じた内容をまとめる

力、文章を読んでまとめる力）を身につけている。 

 

4.人間・福祉・社会に関する諸問題について、知識や情報をもとにして、筋道を立てて考え、

その結果を説明することができる。 

 

5.ボランティア活動等の経験があり、他の人たちと協働して活動や学習をすることに進んで

参加できる。また、スクーリング時のグループワークなどで、他の人たちと協力しながら、

課題をやり遂げる意欲がある。 

 



  

②教育研究上の基本組織に関すること 
公表方法： 
https://www.chubu-gu.ac.jp/about/public_information/education/index.html 

 

③教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること 
a.教員数（本務者） 

学部等の組織の名称 
学長・ 

副学長 
教授 准教授 講師 助教 

助手 

その他 
計 

－ 2人 － 2人 

人間福祉学部 

人間福祉学科 
－ 

7人 5人 6人 1人 人 19人 

教育学部 

子ども教育学科 
－ 

10人 5人 3人 1人 人 19人 

看護リハビリテーショ

ン学部 

理学療法学科 

－ 

7人 5人 2人 1人 人 15人 

看護リハビリテーショ

ン学部 

看護学科 

－ 

9人 4人 13人 2人 2人 30人 

経営学部 

経営学科 
－ 

2人 人 人 人 人 2人 

スポーツ健康科学部 

スポーツ健康科学科 
－ 

8人 4人 1人 2人 人 15人 

留学生別科 － 人 人 1人 人 人 1人 

その他 － 2人 人 人 人 人 2人 

b.教員数（兼務者） 

学長・副学長 学長・副学長以外の教員 計 

1人 (通信教育課程以外) 

116 人 

(通信教育課程) 

146 人 

(通信教育課程以外) 

117人 

(通信教育課程) 

146人 

各教員の有する学位及び業績 
（教員データベース等） 

公表方法： 

大学公式ホームページに｢教員情報｣を掲載し、公表している。 

ＵＲＬ：https://www.acoffice.jp/cguhp/KgApp 

c.ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）の状況（任意記載事項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

④入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並び

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

学部等名 
入学定員 

（a） 

入学者数 

（b） 

b/a 収容定員 

（c） 

在学生数 

（d） 

d/c 編入学 

定員 

編入学 

者数 

人間福祉学部 100 人 105人 105％ 430人 387人 90％ 15人 2人 

教育学部 80 人 86人 107％ 340人 275人 80％ 10人 1人 

看護リハビリ

テーション学

部 

理学療法学科 60 人 73人 121％ 240人 231人 96％ 人 人 

看護リハビリ

テーション学

部 

看護学科 80 人 95人 118％ 320人 307人 95％ 人 人 

経営学部    80人 86人 107％ 人 人 

スポーツ健康

科学部 80 人 85人 106％ 240人 258人 107％ 人 人 

合計 400 人 444人 111％ 1650 人 1544人 93％ 25人 3人 

（備考） 

 経営学部は、2017 年度に 1 年次入学生の募集を停止し、2020 年度時点において支援対

象者は在籍しない見込である。 

 
a.入学者の数、収容定員、在学する学生の数等 

学部等名 
入学定員 

（a） 

入学者数 

（b） 

b/a 収容定員 

（c） 

在学生数 

（d） 

d/c 編入学 

定員 

編入学 

者数 

人間福祉学部 

人間福祉学科 

通信教育課程 100 人 23人 23％ 1000 人 561人 56.1％ 300人 52人 

合計 100 人 23人 23％ 1000 人 561人 56.1％ 300人 52人 

（備考） 

 人間福祉学部人間福祉学科通信教育課程は、便宜上、表を分けて記載している。 

 

  



  

b.卒業者数、進学者数、就職者数 

学部等名 

 

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

人間福祉学部 
84人 

（100％） 

0人 

（  0％） 

76人 

（90.5％） 

8人 

（ 9.5％） 

教育学部 
80人 

（100％） 

1人 

（ 1.2％） 

75人 

（93.8％） 

4人 

（ 5.0％） 

看護リハビリ

テーション学

部 

理学療法学科 

58人 

（100％） 

0人 

（  0％） 

53人 

（91.4％） 

5人 

（ 8.6％） 

看護リハビリ

テーション学

部 

看護学科 

68人 

（100％） 

0人 

（   0％） 

68人 

（100％） 

0人 

（  0％） 

経営学部 
56人 

（100％） 

1人 

（ 1.8％） 

47人 

（83.9％） 

8人 

（14.3％） 

合計 
346人 

（100％） 

2人 

（ 0.6％） 

319人 

（92.2％） 

25人 

（ 7.2％） 

（主な進学先・就職先）（任意記載事項） 

（備考） 

 スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科は、2019 年度時点において完成年度を迎えていないため、本

表には記載していない。 

 人間福祉学部人間福祉学科通信教育課程は、社会人学生が大半を占めており、その特性を踏まえ、本

票には記載していない。 

 

 

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

学部等名 

 

入学者数 
修業年限期間内 

卒業者数 
留年者数 中途退学者数 その他 

人間福祉学部 
82人 

（100％） 

74人 

（90.2％） 

1人 

（ 1.2％） 

7人 

（ 8.5％） 

0人 

（  0％） 

教育学部 
92人 

（100％） 

76人 

（82.6％） 

3人 

（ 3.3％） 

12人 

（13.0％） 

1人 

（ 1.1％） 

看護リハビリ

テーション学

部 

理学療法学科 

67人 

（100％） 

51人 

（76.1％） 

1人 

（ 1.5％） 

7人 

（10.4％） 

 

 

8人 

（11.9％） 

看護リハビリ

テーション学

部 

看護学科 

81人 

（100％） 

63人 

（77.8％） 

12人 

（14.8％） 

6人 

（ 7.4％） 

 

 

0人 

（  0％） 

経営学部 
71人 

（100％） 

52人 

（73.2％） 

5人 

（ 7.0％） 

14人 

（19.7％） 

0人 

（  0％） 

合計 
393人 

（100％） 

316人 

（80.4％） 

22人 

（ 5.6％） 

46人 

（11.7％） 

9人 

（ 2.3％） 

（備考） 

 スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科は、2019 年度時点において完成年度を迎えていないため、本

表には記載していない。 

 

 



  

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

学部等名 

 

入学者数 
修業年限期間内 

卒業者数 
留年者数 中途退学者数 その他 

人間福祉学部 

人間福祉学科 

通信教育課程 175人 57人 61人 53人 4人 

合計 
175人 

（100％） 

57人 

（  32.6％） 

61人 

（  34.9％） 

53人 

（  30.2％） 

4人 

（  2.3％） 

（備考） 

 人間福祉学部人間福祉学科通信教育課程は、社会人学生が大半を占めており、修業年限にとらわれな

い長期履修を前提としている。 

 本申請書においては通信教育課程の特性を踏まえ、通学課程とは区別して記載している。 

 

 

⑤授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること 
（概要） 
【様式第２号の３を参照】 

https://www.chubu-gu.ac.jp/about/public_information/education/index.html 

 

(通信教育課程) 

https://de-book.com/campus_2019/chubu-guide1/ 

https://de-book.com/campus_2019/chubu-guide2/ 

 

 

⑥学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること 
（概要） 
【様式第２号の３を参照】 

https://www.chubu-gu.ac.jp/about/public_information/education/index.html 

学部名 学科名 
卒業に必要となる 

単位数 

ＧＰＡ制度の採用 

（任意記載事項） 

履修単位の登録上限 

（任意記載事項） 

人間福祉学部 

人間福祉学科 124単位 有・無 42単位 

人間福祉学科 

通信教育課程 
124単位 有・無 65単位 

教育学部 子ども教育学科 128単位 有・無 43単位 

看護リハビリテー

ション学部 

理学療法学科 129単位 有・無 49単位 

看護学科 125単位 有・無 45単位 

スポーツ健康科学

部 

スポーツ健康科学

科 
124単位 有・無 43単位 

経営学部 経営学科 124単位 有・無 48単位 

ＧＰＡの活用状況（任意記載事項） 公表方法： 

学生の学修状況に係る参考情報 

（任意記載事項） 
公表方法： 

 

 

⑦校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること 

公表方法：https://www.chubu-gu.ac.jp/about/public_information/education/index.html 

 

  



  

⑧授業料、入学金その他の大学等が徴収する費用に関すること 

学部名 学科名 
授業料 

（年間） 
入学金 その他 備考（任意記載事項） 

人間福祉

学部 

人間福祉

学科 
600,000円 300,000円 430,000円  

人間福祉

学科 

通信教育

課程 

基本授業料： 

31,000円 

履修授業料： 

１単位 5,000円 

スクーリング料： 

 1単位 5,000円 

20,000円 0円  

※計 31,000円～

356,000円 

+ 

スクーリング料： 

1単位 5,000円 

   

教育学部 
子ども教

育学科 
600,000円 300,000円 430,000円  

看護リハ

ビリテー

ション学

部 

理学療法

学科 
800,000円 300,000円 430,000円 

 

看護学科 800,000円 300,000円 430,000円 
 

スポーツ

健康科学

部 

スポーツ

健康科学

科 

600,000円 300,000円 430,000円 

 

※通信教育課程の授業料について 

 本通信教育課程は、社会人学生が大半を占めるため修業年限を超えた在籍期間を、ある程度想定して

いる。このため毎年度の履修単位数に応じた学費を支払う「単位制学費制度」を設けている。 

 このため、当該年度の履修登録単位が 10 単位以下等、僅少となる可能性も想定され、この場合、学費

も僅少となる。 

 したがって、上記の「授業料(年間)」は最低単位から履修上限単位数までの授業料額を記載した。なお、

スクーリング料については、スクーリングの受講の有無によって学費が変動するため本合計には算入し

ていない。 

 

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

（概要） 

本学(通学課程)では各学年に教員１人当たり 10 名程度の履修者によるゼミナール科目を開

講し、高等教育に必要な導入教育から卒業研究までの総合的な学びを行うと同時に、担当教員

はクラス担任としての役割も担っている。その上で、ゼミナール担当教員は、学内の各機関 (学

生相談委員会、学生課、保健室、教務課、会計課等) との連携を図り学生への修学支援を行っ

ている。 

具体的には、中途退学を抑止するため学生の成績状況や出席状況を学内全体で把握するポー

タルシステムを導入し、学生の成績低下や欠席が続くなど退学の前兆を早期に捉えることに努

めている。また、オフィスアワーを設けて、適時に学生・学習相談等に対応する体制を整備し

ている。その他、日本学生支援奨学金の他、本学独自の奨学金制度等を設けて、事務局学生課

が窓口となり、必要な修学支援を行っている。 

 通信教育課程においては、入学初期段階に受講させるゼミナール科目「課題研究」を開講し、

「読む力」「書く力」「まとめの方法」「調べる方法」を学ぶ。また、演習・実験科目等では、

スクーリング受講人数を限定(10～20 名程度)するなど、少人数でのスクーリング開講をしてい

る。また、専用の WEB ポータル「チューナビ(Chu-Navi)」を導入し、学習計画の管理や学生

同士における情報交換の場を設けている他、全国のスクーリング開講地において「学習相談会」

を開催するなど修学支援を行っている。 

  



  

b.進路選択に係る支援に関する取組 

（概要） 

進路選択に係る支援は、学内キャリア支援センターが担い、従来の就職指導の枠にとらわれ

ない、進路意識の涵養や社会人として必要となる基礎的なスキル、さらには公務員試験対策等、

卒業後を見据えた知識・技能を獲得させることを目標に据えている。 

本学の「キャリア支援」機能は 「就職ガイダンス」「個別面談」や「学内仕事相談会」の

他、インターンシップ等の各事業により構成している。 

具体的には、進路意識の涵養やモチベーション高揚に向けて、3年生(通学課程)を対象とし

て、仕事と人生について考える科目「仕事と人生」(2単位)を開講し、各界から講師を招き多

様なアプローチによる講義を行う他、「模擬面接」、「履歴書添削」、「就職模試」から就職

活動の実践方法まで修得させる。また、公務員対策講座等のキャリア支援講座・基礎学力向上

講座等を別途開講し、学生の主体的な参加を促している。さらに、様々な情報ツールを活用し

た就職・キャリア関連情報の提供や窓口相談等を行っている。 

なお、社会人学生が多くを占める通信教育課程においても就職希望者に対しては、同様のサ

ポートを行っている。 

c.学生の心身の健康等に係る支援に関する取組 

（概要） 

学生の心身の健康等に関する支援は、学内の保健室が相談窓口（インテーカー）としての役

割を担う等、中核機能を果たしている。保健室には、専門職員(看護師)が常駐し、学生の身体

的・精神的な面での健康管理、健康指導、健康管理サポートを行う。学生が抱える人間関係、

生活上の諸問題、健康や学業での悩み等々、学生の相談内容を踏まえて、保健室が調整役とな

り、学内の専門カウンセラー、医師、学生相談委員、外部相談機関への引き継ぎを行う。 

また、本学では、「キャンパス内全面禁煙」を方針として、禁煙指導の徹底を行なっている。 

 

 

⑩教育研究活動等の状況についての情報の公表の方法 
公表方法： 

https://www.chubu-gu.ac.jp/about/public_information/education/index.html 

 

 


