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この自己点検・評価報告書は、一般財団法人大学・短期大学基準協会の認証評

価に係る大学評価基準（基準Ⅰ及びⅡ）に従って実施した九州情報大学の自己

点検・評価活動の結果を記したものである。 
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1．自己点検・評価の基礎資料  

 

（1）大学設置法人及び大学の沿革  

年  月 内  容 

平成 9 年 12 月 学校法人麻生学園寄附行為変更認可並びに九州情報大学経営

情報学部経営情報学科 設置認可 

平成 10 年 4 月 九州情報大学経営情報学部経営情報学科（入学定員 290 人）開

設 

平成 11 年 7 月 九州情報大学の期限を付した入学定員の廃止に伴う収容定員

の増加に係る学則変更認可  

平成 11 年 12 月 麻生福岡短期大学 廃止認可 

平成 13 年 12 月 学校法人麻生学園寄附行為変更認可並びに九州情報大学大学

院経営情報学研究科経営情報学専攻修士課程 設置認可 

平成 14 年 4 月 九州情報大学経営情報学部経営情報学科 高等学校教諭一種

免許状（情報）課程認定  

平成 14 年 4 月 九州情報大学大学院経営情報学研究科経営情報学専攻修士課

程（入学定員 10 人）開設 

平成 14 年 12 月 学校法人九州情報大学寄附行為認可並びに九州情報大学設置

者変更認可（学校法人麻生学園→学校法人九州情報大学）  

平成 15 年 4 月 学校法人九州情報大学 設立 

平成 16 年 2 月 九州情報大学大学院経営情報学研究科経営情報学専攻博士前

期課程 教育職員免許課程認定（高等学校教諭専修免許状（情

報）） 

平成 16 年 4 月 九州情報大学大学院経営情報学研究科経営情報学専攻博士後

期課程（入学定員 3 人）開設 

平成 17 年 3 月 九州情報大学経営情報学部情報ネットワーク学科 教育職員

免許課程認定（高等学校教諭一種免許状（情報））  

平成 17 年 4 月 九州情報大学経営情報学部情報ネットワーク学科（入学定員

145 人）開設 

経営情報学科入学定員の変更（290 人→145 人） 

平成 20 年 11 月 九州情報大学収容定員関係学則変更届（1,200 人→720 人）を

文部科学省に提出  

平成 26 年 5 月 学校法人九州情報大学寄附行為変更届（事務所の所在地の変

更）を文部科学省に提出  

平成 26 年 11 月 学校法人九州情報大学寄附行為変更認可（設置者の名称変更：

学校法人九州情報大学→学校法人麻生教育学園）  

平成 27 年 1 月 九州情報大学東京事務所 開設（東京都千代田区神田神保町二

丁目 6-4） 

平成 27 年 4 月 学校法人麻生教育学園（設置者の名称変更：学校法人九州情報
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年  月 内  容 

大学→学校法人麻生教育学園）  

平成 28 年 4 月 九州情報大学収容定員関係学則変更届（情報ネットワーク学

科：360 人→200 人）を文部科学省に提出  

平成 29 年 4 月 九州情報大学経営情報学部情報ネットワーク学科の入学定員

を変更（90 人→50 人） 

九州情報大学収容定員関係学則変更届（経営情報学科：360 人

→200 人）を文部科学省に提出  

平成 30 年 3 月 九州情報大学学則変更届（経営情報学部教職課程の一部取り下

げ）を文部科学省に提出  

九州情報大学大学院学則変更届（経営情報学研究科経営情報学

専攻の教職課程の取り下げ）を文部科学省に提出  

平成 30 年 4 月 九州情報大学経営情報学部経営情報学科の入学定員を変更（90

人→50 人） 

平成 30 年 10 月 九州情報大学学則変更届（日本語別科設置）を文部科学省に提

出 

平成 31 年 4 月 九州情報大学日本語別科（1 年 入学定員 20 人） 開設 

令 和 3 年 4 月 九州情報大学日本語別科秋入学コース（1 年半 入学定員 20

人） 開設 

 

（2）大学設置法人の概要  

◼ 大学設置法人が設置する全ての教育機関の名称、所在地、入学定員、収容定員

及び在籍者数 

◼ 令和 4 年 5 月 1 日現在 

 

教育機関名 所在地 入学定員 収容定員 在籍者数 

九州情報大学 
福岡県太宰府市宰府

6-3-1 
100 400 475 

九州情報大学

大学院 

博士前期

課程 
〃 10 20 25 

博士後期

課程 
〃 3 9 2 

九州情報大学日本語別科  〃 20 40 6 

 

 

 

 



九州情報大学 

 

6 

 

（3）大学設置法人・大学の組織図  

◼ 組織図 

◼ 令和 4 年 5 月 1 日現在 

学校法人麻生教育学園法人本部及び大学組織機構図  

 

総務課主査

経理課主査

教育顧問

理 事 長

学 園 長

常務理事

法人
事務局長

総務部長

経理部長

総務課長

経理課長

庶務課主査

経営情報学
科長

入試広報課長
入試広報課

主査

所報編集
小委員会
委員長

附属
図書館長

日本語
別科長

博多駅地区
ｷｬﾝﾊﾟｽ

事務課長

安全衛生
委員会
委員長

経営情報
ｾﾝﾀｰ長

地域情報
ｾﾝﾀｰ長

生涯学習
ｾﾝﾀｰ長

学術・教育
研究所長

国際交流
ｾﾝﾀｰ長

SD
委員会
委員長

基礎学習支援
ｾﾝﾀｰ長

資格学習支援
ｾﾝﾀｰ長

研究論集編集
小委員会
委員長

就職対策
委員会
委員長

日本語別科
委員会

学　長 副学長

学長補佐

自己点検評
価委員会委

員長

人権委員会
委員長 大学

事務局長

学生募集
委員会
委員長

健康管理室長

事務部長 情報処理室長

大学院
研究科長

庶務課長

学生部長

専門委員会

入試,学生.教務,FD

情報ﾈｯﾄﾜｰｸ
学科長

教務課長 教務課主査

学部長

教務部長 学生課長 学生課主査

経営情報
学科会議

情報ﾈｯﾄﾜｰｸ
学科会議

監　事

国際交流支援
室長

就職課長

図書館
委員会
委員長

FD
委員会
委員長

評議員会

学園長

KIIS数理・

ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ・AI

教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ運営

委員会
委員長

入学試験
委員会
委員長

教務
委員会
委員長

教授会
学生

委員会
委員長

大学院
委員会理事会
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（4）学部長名、研究科長名一覧  

◼ 全ての学部、研究科について  

◼ 令和 4 年 5 月 1 日現在 

経営情報学部長 平田 毅 

経営情報学研究科長  小川 雄平 

 

（5）課題等に対する向上・充実の状況  

  以下の①～③は事項ごとに記述してください。  

 

① 前回の認証評価結果において改善を要すると指摘された事項への対応について記

述してください。  

 

(a) 改善を要すると指摘された事項  

平成 29(2017)年度に日本高等教育評価機構の機関別認証評価を受審しましたが、

改善を要すると指摘された事項はありませんでした。  

(b)対応状況 

 

 

(c) 成果 

 

 

 

② 上記以外で、改善を図った事項について記述してください。  

該当事項がない場合、(a)欄に「なし」と記述してください。  

(a) 改善を図った事項  

なし 

 

(b) 対応状況 

 

 

 

③ 評価を受ける前年度に、文部科学省の「設置計画履行状況等調査」及び「大学等設

置に係る寄附行為（変更）認可後の財務状況及び施設等整備状況調査」において指

摘事項が付された大学設置法人及び大学は、指摘事項及びその履行状況を記述して

ください。 

該当事項がない場合、(a)欄に「なし」と記述してください。  

(a) 指摘事項 

なし 
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(b) 履行状況 

 

 

 

（6）公的資金の適正管理の状況（令和 3 年度） 

◼ 公的資金の適正管理の方針及び実施状況を記述してください（公的研究費補助金

取扱いに関する規程、不正防止などの管理体制など）。  

 

公的資金の適正管理の方針及び実施状況については、「研究期間における公的研

究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」（平成 19 年 2 月 15 日文部科学大

臣決定、平成 26 年 2 月 18 日改正）及び「研究活動における不正行為への対応に

関するガイドライン」（平成 26 年 8 月 26 日文部科学大臣決定）に基づき、「九州

情報大学公的研究費の管理・監査に関する規程」によって、管理責任体制を明確に

するとともに基本的な行動規範において各責任者が具体的な責務を担っている。  

適正管理の方針については、同規程「第３章 適正な運営・管理の基盤となる環

境の整備」において、ルールの明確化、統一化を図っており、不正防止については、

同規程「第 4 章 不正防止対策」により対応している。  

また、同規程「第 5 章 公的研究費の適正な運営・管理活動」により、適正な執

行管理を行っており、実施状況としては、大学においてすべての公的資金を管理し

ており、購入等に際しては、全て起案書による関与決裁権者の稟議を経て学長、理

事長の承認を得て行われている。  

 

2．自己点検・評価の組織と活動  

◼ 自己点検・評価委員会（担当者、構成員）  

 

九州情報大学学則第2条第2項及び九州情報大学大学院学則第2条第2項の規定に

基づき、本学における教育研究活動等の状況について、自ら行う点検及び評価を

おこなうため、九州情報大学自己点検・評価規程を制定し、委員会の構成につい

ては、第4条第1項に次のとおり規定している  

（１）学長 

（２）副学長 

（３）学部長 

（４）大学院研究科長 

（５）学科長 

（６）教務部長 

（７）学生部長 

（８）学術・教育研究所長 

（９）附属図書館長 

（10）事務局長 

（11）その他学長が必要と認めた者若干名 
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◼ 自己点検・評価の組織図（規程は提出資料）  

 
 

 

自己点検・評価委員会（令和3年度）

構成員

委員長：教務部長（学長補佐）

学長、副学長、学部長、大学院研究科長、学科長、学生部長

学術・教育研究所長、附属図書館長、大学事務局長

自己点検・評価委員会作業部会（令和3年度）

基準Ⅰ ミッションと教育の効果

責任者 作業部会長

担当者 副学長、学部長、研究科長、教務部長、学生部長

生涯学習センター長、大学事務局長

担当部署 庶務課、教務課、学生課、学術・教育研究所

基準Ⅱ 教育課程と学生支援

責任者 作業部会長

担当者 研究科長

教務部長、大学院教務専門委員長

学生部長、大学院入試・学生専門委員長

学生募集委員長、入試委員長、

FD委員長、大学院FD専門委員長

教務課長、図書館司書、情報処理室長、就職対策委員長

担当部署 教務課、学生課、入試広報課、就職課、情報処理室

図書館

基準Ⅲ 教育資源と財的資源

責任者 作業部会長

担当者 教務部長、大学院教務専門委員長

学術・教育研究所長、附属図書館長

FD委員長、大学院FD専門委員長

法人事務局長、大学事務局長

庶務課長、教務課長、情報処理室長

担当部署 法人総務課、庶務課、教務課、情報処理室、図書館

学術・教育研究所

基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス

責任者 理事長・学長

担当者 法人事務局長、大学事務局長

担当部署 法人総務課、庶務課
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◼ 組織が機能していることの記述（根拠を基に）  

 

平成18(2006)年度以降は毎年度「自己点検・評価委員会」を中心に全学的に自

己点検・評価を実施してきた。まず自己点検・評価委員会において作業部会を設

置し、評価基準ごとに自己点検・評価を行い、その結果を集約し「九州情報大学

自己評価報告書」（以下「自己評価報告書」という。）としてとりまとめてき

た。また、平成22(2010)年度以降は、毎年自己点検・評価報告書を大学Webサイ

トに公表している。  

 

◼ 自己点検・評価報告書完成までの活動記録（自己点検・評価を行った令和3年

度を中心に）  

 

令和2年度までは、公益財団法人日本高等教育評価機構が定める大学機関別認

証評価基準（4基準）に準拠して、全学的に自己点検・評価を実施して「九州情

報大学自己点検評価書」を作成してきたが、令和3年度からは、一般財団法人大

学・短期大学基準協会の認証評価に係る大学評価基準に準拠して全学的に自己点

検・評価を実施して「九州情報大学自己点検評価報告書」（以下「報告書」とい

う。）を作成している。  

 

令和3年度自己点検評価活動記録  

令和3年6月10日 第1回自己点検・評価委員会 議題：令和3年度自己点検評

価について 

自己点検評価及び報告書作

成（評価項目の設定、作業

部会設置、日程等） 

令和3年7月7日 第1回自己点検・評価作業部

会 

各部署における自己点検評

価及び報告書作成依頼 

令和3年10月7日 福岡県中小企業家同友会へ

意見等依頼 

 

報告書案に対しての意見等

を依頼 

令和3年10月28日 第2回自己点検・評価作業部

会 

報告書案について協議、修

正 

令和3年12月9日 第2回自己点検・評価委員会  議題：令和3年度自己点検・

評価報告書について  

福岡県中小企業家同友会か

らの意見等を反映させ、修

正した内容を最終案として

協議、決定  

令和3年度第10回教授会 議題：令和3年度自己点検・

評価報告書について  

公表承認 

令和4年3月17日  報告書を大学Webサイトに

公表 
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【基準Ⅰ ミッションと教育の効果】 

 

［テーマ 基準Ⅰ-A ミッション］ 

 

＜根拠資料＞ 

提出資料 1. 2021 年度学生便覧（学部）P2,3 2.2021 年度学生便覧（大学院）P2,3 

3. 九州情報大学ウェブサイト「教育理念」（大学）

（https://www.kiis.ac.jp/general/guide/rinen/） 

4. 九州情報大学ウェブサイト「教育理念」（大学院）

（https://www.kiis.ac.jp/general/daigakuin/rinen/）  

規程集-64.九州情報大学学則 規程集-42.九州情報大学大学院学則 5. 九州情報大学

ウェブサイト「教育研究活動等の情報公開 1.大学の教育研究上の目的に関すること」

（https://www.kiis.ac.jp/general/guide/kokai/） 6.2021 年度学生便覧（学部）P5 

7.2021 年度学生便覧（大学院）P5 8.2021 年度学生便覧（学部）P25,26  9.2021

年度学生便覧（大学院）P15  10. 九州情報大学ウェブサイト「九州情報大学の三

つの方針（ディプロマポリシー）」（https://www.kiis.ac.jp/wp-

content/uploads/2021/06/3pori2021.pdf）  

11. 九州情報大学ウェブサイト「九州情報大学大学院の三つの方針（ディプロマポリ

シー）」（https://www.kiis.ac.jp/wp-content/themes/kiis/pdf/po-graduate.pdf）  

規程集-69. 九州情報大学自己点検・評価規程   

 

備付資料 1.太宰府市と九州情報大学との連携協力に関する協定書 2.福岡県中小企

業家同友会と九州情報大学との包括連携に関する協定書 3. 日本国九州情報大学と

大韓民国中部大学校との姉妹校提携に関する友好協定書 4.日本国九州情報大学と大韓

民国韓信大学校との姉妹校提携に関する友好協定書 5. 日本国九州情報大学と大韓民

国釜山外国語大学校との姉妹校提携に関する友好協定書 6.日本国九州情報大学と大韓

民国翰林情報産業大学（現 翰林聖心大学）との姉妹校提携宣言書 7.日本国九州情報

大学と大韓民国梁山大学（現 東園科学技術大学）との姉妹校提携宣言書 8. 日本国

九州情報大学とモンゴル国ツェツェー・グン大学との姉妹校提携に関する友好協定書  

9.日本国九州情報大学と大韓民国中部大学校との 2＋2 複数学位教育プログラム細部協

定書 10.日本国九州情報大学と大韓民国韓信大学校との 2＋2 複数学位教育プログラ

ム細部協定書 11. 日本国九州情報大学とモンゴル国ツェツェー・グン大学との 2＋2

複数学位教育プログラム細部協定書  

 

 

［区分 基準Ⅰ-A-1 ミッションを確立している。］ 

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］ 

（1）ミッション は大学の教育理念・理想を明確に示している。  

（2）ミッション は教育基本法等に基づいた公共性を有している。  

様式 5－基準Ⅰ 
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（3）ミッション を学内外に表明している。  

（4）ミッション を学内において共有している。  

（5）ミッション を定期的に確認している。  

＜現状＞ 

学校法人麻生教育学園九州情報大学は平成 10 年に創立された（当時は学校法人麻生

学園）。爾来、「建学の精神」を高く掲げて教育・研究活動に邁進してきた。「ミッショ

ン」に相当する言葉が「建学の精神」であると考えられるので、以下では、本学の建学

の精神に関わる現状について説明することにしたい。  

そもそも本学園の起源は、学園創立者麻生繁樹が、「幼児の全人的教養」を養うこと

を期して昭和 34 年に開設した宮竹幼稚園（福岡市南区）に遡る。その後昭和 39 年に

学校法人麻生学園が設立され、その際に学園の建学の精神は次のように定められた。  

1．至心（この上ない誠実さで積極果敢に事に臨む精神的態度）  

2．報恩感謝・慈愛と奉仕（親、祖先、師、社会、神仏への感謝）  

3．容は心を呼び、心は容を呼ぶ（行動変容の原理）  

この建学の精神は、本学の前身である麻生福岡短期大学から受け継がれて現在に至っ

ている。 

本学は、上記の建学の精神に基づき、それまでの麻生学園の半世紀にわたる「人づく

り」の成果を集約し、新発想のもとに ‘21 世紀の風雪に耐え得る新しい社会人・産業人

づくり ’を目標として創立された。新時代に即応する人材は、新しい技術革新によって

開発される新技術、新方法を研修・体得して、社会や産業の繁栄に活用する技術力・創

造力を培っていかねばならない。同時に豊かな教養と温かい人間性を自己の内に育み、

常に向上させていくべきである。したがって本学の使命は、経営情報分野の先進的で

高度な技術力・知識と誠実で慈悲深い優れた人間性とを兼ね備えたまさに‘全人格的’

な人間を養成して、世に輩出することにより、均衡のとれた社会と産業の発展のため

に寄与することにある。以上のように本学の建学の精神は、大学の教育理念・理想を明

確に示している。  

また、本学の建学の精神は、本学の自主性を踏まえつつ、教育基本法や私立学校法に

合致したものであり、これらの法に基づいた公共性を有している。たとえば教育基本

法第一条では教育の目的として、「教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家

及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行

われなければならない」とされており、第二条では次のとおり五つの教育目標が掲げ

られている。 

「一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心

を培うとともに、健やかな身体を養うこと。  

二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を

養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。  

三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基

づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。  

四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。  
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五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、

他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。」  

本学の建学の精神「至心」、「報恩感謝・慈愛と奉仕」、「容は心を呼び、心は容を呼ぶ」

は、上記の教育基本法における教育目的や教育目標に則っていることは明白である。  

また、私立学校法第一条は、「この法律は、私立学校の特性にかんがみ、その自主性

を重んじ、公共性を高めることによって、私立学校の健全な発達を図ることを目的と

する」と規定している。本学の建学の精神は、学園創立者麻生繁樹が自己の教育理念に

基づいて自主的に打ち立てたものであり、そして「報恩感謝・慈愛と奉仕」が示すとお

り、広く社会に貢献する人材を輩出することを主眼としている点で、公共性を備えて

いると言える。 

建学の精神については、入学式、学位記授与式、学内オリエンテーション等の各種行

事、学生便覧、大学案内、本学 Web サイト等を通じて、本学学生に対してだけでなく、

父母等、受験生、地域の方々にも広くそれを表明している。さらに学内のすべての教室

に、建学の精神を掲示して学生に周知させるだけでなく、「建学の精神と人生」（１年前

期必修）の授業の中で、学長自らが本学の建学の精神の由来と意義について学生に直

接語りかけ詳細に解説する場を設けている（「建学の精神Ⅰ・Ⅱ（至心について）」）。教

職員に対しては、年度初めの理事長・学長訓辞において取り上げられ、毎月定例で開催

される教授会においても学長がその都度具体的に語っている。このように建学の精神

は学内において共有されている。大学院においても、教室に掲示し、「学生便覧」にも 2

頁にわたって分かり易く説明する等、その理解に努めている。  

本学は、自己点検・評価委員会を主管として、自己点検・評価報告書作成に係る作業

部会が自己点検・評価報告書を毎年作成しているが、その過程において建学の精神に

ついても、点検・評価の項目として取り上げてその内容や意義について確認しており、

大学運営調整会議、教授会及び大学院委員会の議を経て、最終的に学長によって決定・

承認されている。もともと本学の建学の精神は、あらゆる人間が理想とすべき姿とし

て、学園創立者麻生繁樹によって提唱されたのであって、その限りでは時代の変転の

中でもいささかも微動だにするものではない。したがって本学が開学以来高く掲げて

きた建学の精神は、今後とも本学の教育・研究活動の根幹をなすものとして継承され

ていくべきであるというのが全学的な共通認識である。  

 

［区分 基準Ⅰ-A-2 高等教育機関として地域・社会に貢献している。］ 

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］  

（1）地域・社会に向けた公開講座、生涯学習事業、正課授業の開放（リカレント教育

を含む）等を実施している。  

（2）地方公共団体、企業（等）、教育機関、研究機関、文化団体及び海外の諸機関等と

協定を締結するなど連携している。  

（3）教職員及び学生がボランティア活動等を通じて  地域・社会に貢献している。  

＜現状＞ 

 本学では、学術･教育研究所 生涯学習センター、同 地域情報センター、同 国際交流
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センター、及び学友会組織、ゼミ・演習活動などを通して、地域・社会への貢献活動を

実施している。 

まず地域・社会に向けた公開講座等の実施状況から述べることにする。生涯学習セ

ンターは、市民向けの各種の公開講座を実施している。このうちパソコン関連の講座

については、本学の特性を活かし、学生が講師やサポーターを務め、運営に関わってい

る。令和 2(2020)年度は新型コロナ感染症の状況を考慮し、全講座を中止せざるを得な

かった。しかしながら、令和 3(2021)年度は、感染症状況を考慮しながら 11 月に 2 回

を開催することができた。  

次に地方公共団体、企業、他の教育機関等との連携について説明する。本学が所在し

ている太宰府市とは、文化、教育、学術の分野等で相互に協力し、地域社会の発展と人

材の育成に寄与することを目的として、平成 27(2015)年 7 月に連携協力に関する協定

を締結している。また、太宰府市と市内 5 つの大学で構成する太宰府キャンパスネッ

トワーク会議にも加入し、講師派遣事業等の連携事業を実施している。  

地元中小企業の経営者の団体である福岡県中小企業家同友会とは、それぞれの資源

や機能などの活用を図りながら、相互に協力して、地域経済の発展及び人材育成に寄

与することを目的に平成 29(2017)年 4 月に包括連携協定を締結し、キャリア教育科目

の外部講師としての経営者等を招へいするなど積極的に連携を図っている。  

大韓民国の 3 つの 4 年制大学、2 つの短期大学及びモンゴルの 4 年制大学と姉妹校

友好協定を締結しており、うち 3 つの 4 年制大学とは DDP(デュアルディグリープロ

グラム)協定を締結している。  

次に教職員・学生による地域・社会に対する貢献についてその概況を記す。地域情

報センターは、太宰府地域の情報発信を積極的に担うべく、その連携を進めている。

同センターでは、太宰府市立水城小学校の「パソコンクラブ」への学生サポーター派

遣を太宰府市教育委員会との協力のもと実施している。月 1 回月曜日の実施である

が、参加する学生たちがその時間を立案し実践するまでに成長している。この事業は

生涯学習センターと連携し、教員を目指す学生を中心に実施している。令和 3 年度の

同事業は、当初の計画では本学学生を 10 回派遣することになっていたが、コロナ禍

のため 4 回に制限せざるを得なかった。  

さらに地域情報センターによる地域貢献に関する取り組みとして、太宰府市商工会

主管のポータルサイト「だざいふなび」へのサポート学生派遣を行っている。その主な

内容としては、「だざいふなび」に参加している店舗や企業のホームページ作成・アッ

プロード作業の支援、SNS 情報発信の支援などである。また、同センターを主管とす

るもう一つの企画として、平成 24(2012)年より鹿児島県・甑島で、学生と島民との地

域交流事業（運動会への参加や現地小中学校との交流など）を継続的に実施している。

令和 2・3 年度については実施を中止した。  

国際交流センターは、本学留学生が太宰府地域の各種イベントに参画・参加するこ

とを通して地域貢献の一端を担う活動を展開している。  

 また本学は、太宰府キャンパスネットワーク会議の加盟校であり、本学学生が同会

議を通じて、地域の行事・イベントにボランティアとして参加している。このように本
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学は、太宰府地域活性化のために地域の方々と連携をはかりつつ取り組んでいる。  

 

＜テーマ 基準Ⅰ-A ミッションの課題＞  

本学の建学の精神「至心」、「報恩感謝・慈愛と奉仕」、「容は心を呼び、心は容を呼ぶ」

は、すべての人間が拠りどころとすべき行動原理を端的に示したものである。ただ、そ

の意味するところは深遠であり、人生観や世界観に及ぶものである。したがって 4 年

間の在学期間でその学習成果を容易に測定可能とは言い難い。しかしながら学生が、

この建学の精神を卒業後も“人生の指針”として常に掲げ、実り多き生活を送ることが

できるように、建学の精神に基づく教育の充実に努めていきたい。  

今後の具体的な課題としては、新型コロナウイルス感染症が終息あるいは沈静化し

て、社会の多方面における活動が正常化するということを見極めたうえで、建学の精

神を踏まえた“実践的教育活動”を積極的に展開していくことである。上記基準Ⅰ -A-

2 で述べたとおり、‘コロナ以前’では学術･教育研究所の傘下の各センターが、教職員

の指導の下で学生を主体とする公開講座や地域サポーターの派遣、地域交流会の開催

など地域・社会への貢献活動を実施していた。また、ゼミ・演習の授業では、ビジネス

界と積極的な関わりを持ち、即戦力を養成するための実践的なアクティブラーニング

を行っているクラスもあった。コロナ禍においてこうした活動には制約が課せられて

いたが、今後は可能な範囲で取り組んでいきたい。  

 

＜テーマ 基準Ⅰ-A ミッションの特記事項＞  

建学の精神を基盤とした“人づくり教育”を教育課程において具現化した科目が、

「建学の精神と人生」（1 年前期必修）である。この授業は、前述の通り学長自ら建学

の精神の由来やその意味などを説き明かしている。さらに学園創立者麻生繁樹の著作

をひもときながら、建学の精神の意義について哲学的に考察していく内容や、本学が

隣接する太宰府天満宮の祭神菅原道真の生涯と業績を説明することにより、地域の歴

史や文化の意義を学生に認識させる内容の授業もある。この科目は、建学の精神に基

づいた本学の教育の根幹となっている。  

 

［テーマ 基準Ⅰ-B 教育の効果］ 

 

＜根拠資料＞ 

提出資料 規程集-64.九州情報大学学則 規程集-42.九州情報大学大学院学則  

5. 九州情報大学ウェブサイト「教育研究活動等の情報公開 1.大学の教育研究上の目

的に関すること」（https://www.kiis.ac.jp/general/guide/kokai/） 6.2021 年度学生

便覧（学部）P5 7.2021 年度学生便覧（大学院）P5 5 九州情報大学ウェブサイト

「教育研究活動等の情報公開 1.大学の教育研究上の目的に関すること」

（https://www.kiis.ac.jp/general/guide/kokai/） 8.2021 年度学生便覧（学部）

P25,26 9.2021 年度学生便覧（大学院）P15 10. 九州情報大学ウェブサイト「九州

情報大学の三つの方針（ディプロマポリシー）」（https://www.kiis.ac.jp/wp-
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content/uploads/2022/06/3pori2021.pdf） 11. 九州情報大学ウェブサイト「九州情

報大学大学院の三つの方針（ディプロマポリシー）」（https://www.kiis.ac.jp/wp-

content/uploads/2022/06/po-graduate.pdf）  

 

備付資料 規程集-6.九州情報大学自己点検・評価規程 規程集-53.九州情報大学学術・教

育研究所規程 規程集-54.九州情報大学附属図書館規程 規程集-2.九州情報大学組織規程  

規程集-4.九州情報大学教授会規程 規程集-42.九州情報大学編入学生規程 規程集-51.九

州情報大学転学科に関する規程 規程集-52.九州情報大学他学科履修に関する規程 規程

集 -49.九州情報大学授業科目履修規程 規程集 -50.九州情報大学授業科目履修規程細則 

規程集-60.九州情報大学懲戒手続規程 規程集-43.九州情報大学研究生規程 規程集 -44.

九州情報大学科目等履修生規程 規程集-45.九州情報大学社会人学生規程 規程集-46.九

州情報大学外国人留学生規程 規程集-48 九州情報大学奨学生規程  

 

［区分 基準Ⅰ-B-1 教育目的・目標を確立している。］ 

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］  

（1）学部・研究科等の教育目的・目標をミッション  に基づき確立している。  

（2）学部・研究科等の教育目的・目標を学内外に表明している。  

（3）学部・研究科等の教育目的・目標に基づく人材養成が地域・社会の要請に応えて

いるか定期的に点検している。  

＜現状＞ 

＜学部＞ 

本学の教育目的・目標は、本学学則第１条が明らかに示すとおり、基準Ⅰ-A-1 で説

明した建学の精神に基づいて確立されている。以下は学則第１条である。「九州情報大

学（以下「本学」という。）は、教育基本法及び学校教育法に基づき、広い分野の知識

と深い専門の学術理論と応用を教授、研究するとともに、高度な経営情報の思想と理

念をきわめ、建学の精神に基づいて、これを支える豊かな人間性を兼ね備えた創造的・

実践的な人材を育成し、学術、文化の向上・普及と併せて社会の発展に寄与することを

目的とする。」 

さらに学則第 2 条第 2 項では、経営情報学部の経営情報学科、情報ネットワーク学

科の人材養成に関する目的その他の教育研究上の目的として次のように規定されてい

る。 

「経営情報学部 経営情報学科  

経営学、会計学、情報学の基本的知識の修得及び、情報処理・活用能力を養成し、財

務、会計、商品開発、マーケティング等の分野で活躍できる人材を養成することを目的

としている。」 

「経営情報学部 情報ネットワーク学科  

ネットワーク関連の情報通信技術の知識とその活用能力を修得し、情報システムや

ネットワークの技術、経営企画・管理から電子商取引、メディアコンテンツの創造等に

至るまで、ネットワーク社会の新しい分野で活躍できる人材を養成することを目的と
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している。」 

＜研究科＞ 

大学院の目的は、「九州情報大学大学院学則」（以下「大学院学則」という）第 1 条

において、「九州情報大学大学院（以下「大学院」という）は、本学の建学の精神に則

り、学部教育の基礎の上に、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥を究めて文化

の進展に寄与することを目的とする」と定めている。  

さらに大学院学則第 3 条第 2 項では、経営情報学研究科経営情報学専攻の目的を、

博士前期課程においては、高度情報化時代における企業経営の在り方を追究し、経営・

会計・情報の三分野の専門知識の相互浸透、融合化を達成し、高度な複合的専門職業人

並びに研究者を養成することとしている。博士後期課程においては、経営学的研究と

情報学的研究とのより高度の総合化を意図した先端的・学際的経営情報学ないし戦略

的経営情報学という新しい専門分野を確立し、組織・企業における各分野の横断的・統

合的な管理・運営能力を有するより高度な複合的専門職業人並びに研究者を養成する

ことを目的とすると規定している。  

＜全体＞ 

これらの教育目的は、各学生便覧に明記されているほかに、本学 Web サイトで公

開されており、本学学生だけでなく、父母等、高校生、企業や地域社会など広く社会

に示している。また新入生には、入学時のオリエンテーションにて教育目的・目標の

周知を図っている。  

本学は、平成 24(2012)年度から「福岡県中小企業家同友会」と特別授業や連続講座

のみならず、自己点検・評価についても意見を求めるなど多方面で連携を行っている。

令和 3(2021)年度の自己点検・評価報告書の作成に当たり、教育に係る内容を中心に意

見を求めたところ、新型コロナウイルス感染症の影響で企業のリモートワークが進み、

IT 化が加速されると思われるので、IT 人材育成を推進し、この点を受験生にアピール

して入学者獲得に繋げて欲しい旨の意見を得ている。このように本学は、教育目的・目

標に基づく人材養成が地域・社会の要請に応えているか定期的に点検している。  

 

［区分 基準Ⅰ-B-2 学習成果（Student Learning Outcomes）を定めている。］ 

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］  

（1）大学としての学習成果を ミッション に基づき定めている。  

（2）学部・研究科等の学習成果を学部・研究科等の教育目的・目標に基づき定めてい

る。 

（3）学習成果を学内外に表明している。  

（4）学習成果を学校教育法の大学 の規定に照らして、定期的に点検している。  

＜現状＞ 

＜学部＞ 

経営情報学部の学習成果（Student Learning Outcomes）は、令和 3(2021)年度第 9

回教授会（11 月 4 日）において審議され、学長によって以下のとおり決定された。  

1．建学の精神を理解し、実践できる素養を身に着けている。  
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2．経営情報学の基礎・応用・発展領域について体系的に学習し、一定の理解・技能

を修得している。  

3．社会で求められる知識・技能を修得し、諸々の課題に主体的に取り組むことので

きる創造的な思考力や実践力を修得している。  

 

上記の学習成果については、学則第 1 条が示す本学の教育目的「高度な経営情報

の思想と理念をきわめ、建学の精神に基づいて、これを支える豊かな人間性を兼ね

備えた創造的・実践的な人材を育成し、学術、文化の向上・普及と併せて社会の発展

に寄与することを目的とする」に基づいて設定されている。  

また、この本学の学習成果は、学校教育法第83条第1項「大学は、学術の中心と

して、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及

び応用的能力を展開させることを目的とする。」という規定の趣旨を踏まえるとと

もに、大学設置基準第19条第2項 「教育課程の編成に当たっては、大学は、学部等

の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに、幅広く深い教養及び総合的な判断力

を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮しなければならない」などに基づ

いて策定されている。今後はこれらの法令を準拠しつつ、さらに本学の建学の精神

や学習目的（学則第1条・第3条）、そして三つの方針を参照しながら組織的な点検

を行っていく。なお上記の学習成果は、本学Webサイトや学生便覧等をとおして学

内外に公表されることになっている。  

 

＜研究科＞ 

経営情報学研究科の学習成果は、令和３年度第13回大学院委員会（令和４年２月10

日）において、「建学の精神を踏まえ、経営情報学を究めて、高度な専門職業人や研

究者として社会に貢献できる能力の修得」と定めて、公表した。 

 上記の学習成果は、建学の精神を踏まえた大学院の教育目的・目標に基づいてい

る。大学院の教育目的・目標である経営情報学の専門知識を修得せしめて、高度な複

合的専門職業人並びに研究者を養成するために、本研究科では、経営・税法及び会

計・情報の専門知識が修得できるカリキュラムを準備し、院生の専門的学習成果の達

成に努めている。院生が演習指導教員の適切なアドバイスを受け、修了に必要な講義

科目を選択・履修して単位修得すれば、専門的学習成果が達成されたものと認定され

る。 

また、修了後に高度な複合的専門職業人や研究者として社会貢献させるという目的

に基づいて、学位論文の完成・提出までに全院生に、「合同ゼミ研修（中間発表会）」

や「修士論文発表会（博士論文の場合は公開審査会）」への参加を義務付けている

が、これは、各院生が、何度も口頭発表や質疑応答の機会を持ち、教員のチェックを

受けることで、文章表現力に加えて、コミュニケーションやプレゼンテーション等の

口頭表現能力といった汎用的能力を身に着け得るからである。本研究科では、専門的

学習能力に加えて、こうした汎用的学習能力を涵養することで、所期の学習成果が達

成されたと判断している。今後は、早急に学習成果の指標を策定し、定期的に点検す
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ることが課題となる。  

 

［区分 基準Ⅰ-B-3 卒業認定・学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針、入学者

受入れの方針（三つの方針）を一体的に策定し、公表している。］ 

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］  

（1）三つの方針を関連付けて一体的に定めている。  

（2）三つの方針を組織的議論を重ねて策定している。  

（3）三つの方針を踏まえた教育活動を行っている。  

（4）三つの方針を学内外に表明している。  

＜現状＞ 

＜学部＞ 

 

本学は、建学の精神（ミッション）及び学部と両学科の教育目標・目的に則り、三つ

の方針（以下、三つのポリシーとも言う）をそれぞれ関連付けて一体的に定めている。 

三つの方針の策定にあたっては、中央教育審議会（以下、中教審）による次の文書  

 ・「学士課程教育の構築に向けて」（平成 20(2008)年） 

・「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて」（平成 24(2012)年） 

・「『卒業認定・学位授与の方針』『教育課程編成・実施の方針』及び『入学者受入れ

の方針』の策定及び運用に関するガイドライン」（平成 28(2016)年） 

 

などの内容に忠実に従って、国のガイドラインからの逸脱がなきよう留意した。  

 たとえば「卒業認定・学位授与の方針」（ディプロマ・ポリシー、以下 DP）と「教育

課程編成・実施の方針』（カリキュラム・ポリシー、以下 CP）は、上記中教審文書が

提唱する「学士力の 4 要素」に則り策定されている。同文書によれば、「学士力の 4 要

素」とは、「1.知識・理解 2.汎用的技能 3. 態度・志向性 4.統合的な学習経験と創

造的思考力」とされている。「入学者受入れの方針」（アドミッション・ポリシー、以下

AP）は、「学力の 3 要素」を踏まえて策定されている。「学力の 3 要素」は、学校教育

法第 30 条の第 2 項において規定されており、「（1）基礎的・基本的な知識・技能（2）

知識・技能を活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等  （3）主

体的に学習に取り組む態度」から成っている。  

以下に学部と両学科の三つの方針を記す。 

 

◎大学（学部）のディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針） 

本学が養成しようとする人材は、経営情報の高度で専門的な知識・技能を修め、建

学の精神「至心」を進んで実践しようとする豊かな人間性を備えたビジネスパーソ

ン・IT エキスパートです。こうした ‘全人格的人間 ’を社会に輩出するために、本学は

以下に示す方針のとおり、学則および諸規程が定める基準に達し、併せて学士とし

てふさわしい力（「学士力」1.知識・理解 2.汎用的技能 3. 態度・志向性 4.統合

的な学習経験と創造的思考力）を修得したと認められる学生に対して「学士（経営情
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報学）」の学位を授与します。      

Ⅰ 必修科目の単位を含めて 124 単位以上を修得していること。  

Ⅱ 学習の成果を卒業研究（またはこれと同等と認められるもの）によって示すこ

とができること。  

Ⅲ 建学の精神を理解し自ら進んで実践しようとする姿勢を備えるとともに、社会

人として必要な態度・志向性を修得していること。  

Ⅳ 経営情報学の汎用的技能や知識・理解について基礎から応用まで修得し、併せ

て IT パスポート合格および日本商工会議所簿記検定（またはこれらと同等以上

と認められる外部標準試験の合格）と同水準の技能を有していると認められるこ

と。 

Ⅴ 社会の様々な事象について、複眼的な知識・理解や汎用的技能を獲得し、それら

を総合的に活用して、自らが立てた新たな課題に適用させることにより、その課

題を解決することができる主体的かつ創造的な思考力や実践力を修得しているこ

と。 

 

大学の教育目的および「DP」を踏まえて、経営情報学科及び情報ネットワーク学

科の教育目的は、以下に示すとおり学則第 3 条第 2 項に規定され、あわせて学科の

「DP」としてそれぞれ以下のとおり具体的に設定されている。なお、それぞれの学

科の「DP」は本学 Web サイトでも公表されている。  

 

経営情報学科のディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針）  

  経営情報学科は、経営・会計を中心とする経営情報分野の全般にわたって高度で

専門的な知識・技能を備えたビジネスパーソンを養成することを目指しています。

この目標を達成するために経営情報学科は、大学が定めるディプロマ・ポリシーの

基準に達し、併せて次の要件を備えた学生に対して卒業を認定し、「学士（経営情報

学）」の学位を授与します。  

Ⅰ 経営学の諸分野、および流通・マーケティング、ベンチャーの諸分野について高

度で専門的な汎用的技能および知識・理解を修得していること。  

Ⅱ 会計学の諸分野、および簿記について高度で専門的な汎用的技能および知識・

理解を修得していること。  

Ⅲ ビジネス社会で必要とされる社会・法律・経済の諸分野についての高度で専門

的な汎用的技能および知識・理解を修得していること。  

Ⅳ ビジネス社会で必要とされる情報学の諸分野についての汎用的技能および知

識・理解を修得していること。  

 

情報ネットワーク学科のディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針）  

情報ネットワーク学科は、情報を中心とする経営情報分野の全般にわたって高度

で専門的な知識・技能を備えた IT エキスパートを養成することを目指しています。

この目標を達成するために情報ネットワーク学科は、大学が定めるディプロマ・ポリ
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シーの基準に達し、併せて次の要件を備えた学生に対して卒業を認定し、「学士（経

営情報学）」の学位を授与します。  

Ⅰ 情報理論・技術全般、プログラミング、情報システム、ネットビジネス、情報ネ

ットワークの諸分野について高度で専門的な汎用的技能および知識・理解を修得

していること。  

Ⅱ IT 社会で必要とされる経営・会計・社会・法律・経済の諸分野についての汎用

的技能および知識・理解を修得していること。  

 

◎大学（学部）のカリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

経営情報の高度で専門的な知識・技能を修め、建学の精神に基づく豊かな人間性

を備えたビジネスパーソン・IT エキスパートを養成するために、本学の教育課程は

次のような特色の 2 つの科目群から構成されています。それは、幅広い教養と人格

を陶冶するための「基礎総合科目」、そして経営情報学の諸分野を体系的に学ぶため

の「専門教育科目」です。2 つの科目群は基礎から応用へと段階的に学べるように設

定されており、以下に示す方針に従って編成され実施されます。  

学生の成績は、卒業までに修得してほしい「学士力」（1.知識・理解 2.汎用的技

能 3.態度・志向性 4．統合的な学習経験と創造的思考力）のそれぞれの観点から

評価されます。 

Ⅰ 建学の精神を理解させ、社会人として必要な態度・志向性を養うこと。  

建学の精神に基づいた全人格的教育を行います。そのために人間性を高め、感性

を豊かにすることを目的とした科目や少人数教育を通じて社会的協調性を体得さ

せるための科目（「建学の精神と人生」、「ゼミ」、「演習」、「コミュニケーションと

自己発見Ⅰ・Ⅱ」など）を設定します。  

Ⅱ 経営情報学の基礎から応用までの汎用的技能や知識・理解を修得させること。  

経営情報学の諸分野について、汎用的技能や知識・理解を段階的に修得できるよ

うに科目（「専門教育科目」群、「ゼミ」、「演習」など）を設定します。とくに本学

の専門教育の学習成果を具体的に示すために、IT パスポート、日本商工会議所簿

記検定（またはこれらと同等以上の外部標準試験）の合格を目標とします。そのた

めの対策科目を設定します。  

Ⅲ 社会の諸問題についての知識・理解や汎用的技能を高めること。  

社会の様々な事象についての複眼的な知識・理解や汎用的技能を修得した有為

な社会人を養成するため、本学の教育課程においては、「基礎総合科目」（人文・社

会・自然科学、語学、スポーツ科学など）および「専門教育科目」（社会・法律な

ど）の中に多様な科目を設定します。  

Ⅳ 主体的かつ創造的な思考力や実践力を修得させること。  

 能動型学習（アクティブラーニング）を積極的に推進して、学生が自分で課題を

設定して、その解決に取り組むことができるような主体的で創造的な思考力・実践

力を養います。そのための科目として「ゼミ」、「演習」などを設定します。  

Ⅴ 基礎学力・技能を確認・強化すること。  
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学生が主体的な学びの力をなるべく早く体得できるように、コミュニケーショ

ンや学びのスキルのための初年次科目を設定します。また基礎学力を確認・強化す

るための科目、コンピュターリテラシーを修得するための科目を設定します。  

Ⅵ キャリア開発の技能を培い、将来の進路に備えること。  

学生が卒業後の進路を自ら考え、切り開いていけるように初年次からキャリア

教育科目を設定します。エントリーシートの書き方や面接の受け方、就職試験対策

などの学生のニーズに応じた科目、地域の経営者団体と提携して行う産学連携の

実際的な科目を設定します。  

 

経営情報学科のカリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）  

   経営情報学科は、経営・会計を中心とする経営情報分野の全般にわたって高度で

専門的な知識・技能を備えたビジネスパーソンを養成することを目指しています。

この目標を達成するために経営情報学科の教育課程は、大学が定めるカリキュラム・

ポリシーに基づき、以下の方針に沿って教育課程を編成し実施します。  

Ⅰ 経営学の諸分野、および流通・マーケティング、ベンチャーの諸分野について高

度で専門的な汎用的技能および知識・理解を修得させること。   

  経営の概念や理論全般をはじめとして、労務・財務・生産部門の知識と理論、流

通や商業およびベンチャーや経営戦略に関する知識と理論等について、基礎から

応用まで学ぶことができる科目を年次に応じて設定します。またインターネット

を駆使したビジネスのあり方などアップデートなテーマを扱った科目も設定しま

す。 

Ⅱ 会計学の諸分野、および簿記について高度で専門的な汎用的技能および知識・

理解を修得させること。  

会計の概念や理論全般をはじめとして、財務・税務・管理・原価会計部門の知識

と理論、経営分析や監査に関する知識と理論等について、基礎から応用まで学ぶこ

とができる科目を年次に応じて設定します。また簿記については、より高度な技能

を身につけるために少人数クラスを設定します。とくに学習成果を具体的に示す

ために、日本商工会議所簿記検定 2 級以上（またはこれと同等と認められる外部

標準試験）の合格を目標として、そのための対策科目を設定します。  

Ⅲ ビジネス社会で必要とされる社会・法律・経済について高度で専門的な汎用的

技能および知識・理解を修得させること。  

  税法、会社法、知的所有権などの法律についての科目、国際経済や金融事情を理

解するための科目、ビジネスで用いられる英語を学ぶ科目などを設定します。  

Ⅳ ビジネス社会で必要とされる情報学の諸分野の汎用的技能および知識・理解を

修得させること。  

情報の基礎的概念や理論をはじめとして、情報技術、プログラミング、データベ

ース、Web デザイン、情報セキュリティ、マネージメントゲームなどビジネスに

必要な情報関連科目を設定します。  

 



九州情報大学 

 

23 

 

情報ネットワーク学科のカリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）  

  情報ネットワーク学科は、情報を中心とする経営情報分野の全般にわたって高度

で専門的な知識・技能を備えた IT エキスパートを養成することを目指しています。

この目標を達成するために情報ネットワーク学科は、大学が定めるカリキュラム・

ポリシーに基づき、以下の方針に沿って教育課程を編成し、実施します。  

Ⅰ 情報理論・技術全般、プログラミング、情報システム、ネットビジネス、情報ネ

ットワーク、AI の諸分野について高度で専門的な汎用的技能および知識・理解を

修得させること。    

情報の概念や理論全般をはじめとして、情報技術に関する科目、プログラミング

の基礎から応用までの科目、情報システムの理論および開発や管理に関する科目、

Web デザインやアプリケーションの構築を学ぶ科目、ネットワークやインターネ

ット技術に関する科目、マネージメントゲームやマルチメディア、AI など最先端

の IT 事情に関する科目などを設定します。とくに学習成果を具体的に示すために、

基本情報技術者試験合格（またはこれと同等と認められる外部標準試験）の合格を

目標として、そのための対策科目を設定します。  

Ⅱ IT 社会で必要とされる経営・会計・社会・法律・経済の諸分野についての汎用

的技能および知識・理解を修得させること。  

経営・会計分野の基礎的概念や理論をはじめとして、流通・マーケティング、ベ

ンチャー、簿記、法律などの分野に関して、必要な科目を設定します  

 

◎大学（学部）のアドミッション・ポリシー（入学者受入れ方針） 

九州情報大学が求める学生像  

本学が養成しようとする人材は、経営情報の高度で専門的な知識・技能を修め、建学

の精神「至心」を進んで実践しようとする豊かな人間性を備えたビジネスパーソン・IT

エキスパートです。この基本的理念に基づき、経営情報学科、情報ネットワーク学科共  

通で、以下の方針に従って入学者を受入れます。   

Ⅰ 建学の精神を理解し、実践しようとする意欲を持っていること。  

本学建学の精神「至心」を理解し、実践しようとする意欲があり、勉学に進んで取り

組み、そして進取の精神に溢れた人を求めます。  

Ⅱ 経営情報の分野に関心を持ち、学ぶ意欲があること。  

経営情報の諸分野に関心を持ち、知識や技能を身につけ、深めていこうとする意欲

がある人、特に経営情報の諸分野に関する検定試験や資格取得に積極的に取り組む意  

欲がある人を求めます。  

Ⅲ 基礎的な学力を身につけていること。  

大学で学ぶにあたって必要とされる学力（学校教育法第 30 条の第 2 項による学力の

三要素）  

（1）基礎的・基本的な知識・技能  

（2）知識・技能を活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等  

（3）主体的に学習に取り組む態度を入学までに修得している人を求めます。   
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Ⅳ 社会の諸問題を広く多様な視点から理解し、その解決に貢献したいという意欲があ

ること。 

広範な知識・技能を体得し、社会の発展のために積極的に参画していく気概がある

人を求めます。  

Ⅴ 上記の方針に基づき、本学では下記の入学試験を実施して多様な学生を受け入れる

（本学の入学試験の詳細については「九州情報大学入試概  要」をご覧ください）。  

○学校推薦型選抜（特別推薦・一般推薦） 

本学が指定した出願資格を満たしている受験生に対して、学力、経験、関心、目標、

適性（コミュニケーション能力、独創性、積極性等）などを出身高等学校長による調査

書と推薦書および面接（口頭プレゼンテーション含む）、自己 PR 作文と小論文（一般

推薦のみ）に基づいて総合的に選考します。   

○総合型選抜 

本学が指定した出願資格を満たしている受験生に対して、学力、経験、関心、目標、

適性（コミュニケーション能力、独創性、積極性等）などを受験生が作成したエントリ

ーシートやインタビュー及び出身高等学校長による調査書を参考にして、面接（口頭

プレゼンテーション含む）に基づいて総合的に選考します。  

本学の総合型選抜が求める学生像は次の三点です   

①「経営・会計・情報」に強い関心を持つ者   

②企業家を目指す者や家業を継ぐ予定の者   

③部活動（運動・文化）、課外活動（ボランティア等）、資格・検定の取得に熱心に取

り組んだ者  

○スポーツ奨学生選抜  

本学が指定した出願資格を満たしている受験生に対して、学力、経験（実績）、関心、

目標、適性（コミュニケーション能力、独創性、積極性等）などを受験生が作成したエ

ントリーシートやインタビュー及び出身高等学校長による調査書を参考にして、面接

（口頭プレゼンテーション含む）に基づいて総合的に選考します。   

○一般選抜 

本学が指定した出願資格を満たしている受験生に対して、出身高等学校長による調

査書、自己 PR 作文および高等学校までに修得した基礎学力を筆記試験に基づいて総

合的に選考します。本学の一般入試の試験科目については「九州情報大学入試要項」を

ご覧ください。  

○大学入学共通テスト利用選抜  

本学が指定した出願資格を満たしている受験生に対して、出身高等学校長による調

査書、自己 PR 作文および高等学校までに修得した基礎学力を大学入学共通テストの

得点に基づいて総合的に選考します。   

○外国人留学生選抜  

本学が指定した出願資格を満たしている受験生に対して、学力、経験、関心、目標、

適性（コミュニケーション能力、独創性、積極性等）などを受験生が作成した日本語作

文(総合型選抜の場合は、エントリーシートやインタビューを含む)及び出身学校からの
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日本語能力等に関する証明書を参考にして、面接と日本留学試験 (総合型選抜の場合は

本学指定の試験)の成績に基づいて総合的に選考します。   

○社会人選抜 

本学が指定した出願資格を満たしている受験生に対して、学力、経験、関心、目標、

適性（コミュニケーション能力、独創性、積極性等）などを受験生が作成した志願理由

書(総合型選抜の場合は、エントリーシートやインタビュー)を参考にして、面接、小論

文に基づいて総合的に選考します。   

○編入学選抜 

本学が指定した出願資格を満たしている受験生に対して、学力、経験、関心、目標、

適性（コミュニケーション能力、独創性、積極性等）などを(指定校推薦の場合は、出

身学校長の推薦書)を参考にして、面接（口頭プレゼンテーション含む）と小論文（一

般のみ）に基づいて総合的に選考します。  

Ⅵ 本学が指定する「入学前学習」を指示に従って最後まで履行できること。  

入学予定者に対しては、大学で学ぶにあたって必要と思われる基礎学力を確認・強

化するために、課題や必要に応じて入学前のスクーリング等を課します。入学予定者

は本学の指示に必ず従ってください。  

 

経営情報学科アドミッション・ポリシー（入学者受入れ方針）  

経営情報学科は、経営・会計を中心とする経営情報分野の全般にわたって高度で専

門的な知識・技能を備えたビジネスパーソンを養成することを目指しています。この

目標を達成するために経営情報学科は、大学が定めるアドミッション・ポリシーに基

づき、以下のような意欲・目標を持った入学者を求めます。   

Ⅰ ビジネス・マネジメント全般にわたって関心がある人   

Ⅱ 情報処理全般にわたって関心がある人   

Ⅲ 経営・会計分野の検定試験に意欲的に取り組める人   

Ⅳ 学習の目的と将来の進路について意識を持っている人   

 

情報ネットワーク学科アドミッション・ポリシー（入学者受入れ方針）  

情報ネットワーク学科は、情報を中心とする経営情報分野の全般にわたって高度で

専門的な知識・技術を備えた IT エキスパートを養成することを目指しています。この

目標を達成するために情報ネットワーク学科は、大学が定めるアドミッション・ポリ

シーに基づき、以下のような意欲・目標を持った入学者を求めます。   

Ⅰ 情報処理全般にわたって関心がある人   

Ⅱ ビジネス・マネジメント全般にわたって関心がある人   

Ⅲ 情報分野の検定試験に意欲的に取り組める人   

Ⅳ 学習の目的と将来の進路について意識を持っている人  

 

そもそも本学（学部）の現行の三つの方針は、以下に述べるとおりの組織的議論を経

て策定されたものである。第 1 に、平成 29(2017)年度からの三つの方針の策定・公表
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の義務化に備えて、平成 28(2016)年度第 7 回教授会で学長提案により設置された「三

つのポリシー検証作業部会」において、従来の方針の検証を行った。第 2 に、平成

28(2016)年度第 9 回教授会において、学長提案により設置された「三つのポリシー改

訂作業部会」が、前出の中教審文書に従って作成した改訂案を上程し審議された。第 3

に、平成 28(2016)年度第 13 回の教授会で、この改訂案が審議され了承された。これを

受けて学長が三つの方針改訂案を決定した。このように本学では、三つの方針に関し

て組織的議論を重ねて策定している。  

次に三つの方針と教育活動の関連について述べる。本学の三つの方針が、中教審が

提唱する「学士力の 4 要素」や学校教育法の「学力の 3 要素」に忠実に沿って策定さ

れたものであることは既述のとおりである。この点に関して言えば、DP、CP とシラ

バスの内容を連結させて、科目ごとに要求される到達目標の点検・評価項目を明確に

している。DP、CP には、学士としてふさわしい力（学士力）について言及されてお

り、シラバスではそれに対応して「授業を通して修得できる力」として、「学士力」の

各項目の欄が設けられている。担当教員はその任意の欄に○印を表示することで、学生

に修得して欲しい力、換言すれば到達目標の点検・評価項目を明示している。  

なお教務委員会が主体となって、教育課程の全ての科目のシラバスを精査し、その

際は DP、CP と科目の関連も確認している。教員はシラバスに DP、CP と担当科目の

関連を示すことにより、成績評価に DP、CP の内容を反映させている。  

そして令和 2(2020)年度に、それまでのポートフォリオ書式にルーブリック的要素を

加えた「KIIS 学習ポートフォリオ＆ルーブリック」が漸進的に導入された。この新し

い書式では、本学のシラバスに記載されている学士力の項目内容を学習到達度に応じ

て 5 段階に点数化し、教員・学生双方が評価する項目が設けられている。これにより、

学習成果の一定の可視化が実現可能となった。  

AP については、入試要項および学生募集用の大学案内(パンフレット)と大学 Web サ

イトに明示されており、平成 30(2018)年度入学者から適用している。なお DP、CP、

AP とも本学 Web サイトを通して公表されており、さらに DP、CP は学生便覧にも記

載することで、学内外に表明している。  

＜研究科＞ 

平成 26(2014)年 3 月 18 日の大学院委員会（第 14 回）において、博士前期課程並び

に博士後期課程の三つの方針について審議が行われ、審議後に学長が決定した。また、

令和元(2019)年 10 月 10 日（木）の大学院委員会（第 7 回）において一部改正を行っ

た。現在の三つの方針は、それぞれ以下の通りであり、入試要項と大学 Web サイトに

明示している。 

   

・経営情報学研究科  人材育成目標・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）   

博士前期課程では、高度情報化時代における企業経営の在り方を追究し、経営・会

計・情報の三分野の専門知識の相互浸透・融合化を達成し、高度な複合的専門職業人並

びに研究者を養成することを目的としている。   

博士後期課程では、経営学的研究と情報学的研究とのより高度の総合化を意図した



九州情報大学 

 

27 

 

先端的・学際的経営情報学ないし戦略的経営情報学という新しい専門分野を確立し、

組織・企業における各分野の横断的・統合的な管理・運営能力を有するより高度な複合

的専門職業人並びに研究者を養成することを目的としている。   

こうした目標に沿った具体的な学位授与の方針は以下の通りである。  

博士前期課程  

１．自らの研究分野に則した専門知識を修得し、それに関連した専門知識を備えて

いること。  

２．研究に必要な情報や環境を客観的な視点から分析・整理する能力を有している

こと。  

３．研究テーマについて先行研究の調査や独自の視点を備えた論理的な思考力を有

していること。  

４．修士論文を執筆する文章表現能力を有していること。   

博士後期課程  

１．先端的・学際的である高度な専門知識を修得し、それに関連した分野でも高度な

学識を備えていること。  

２．高度で複合的な分野の事象を横断的・統合的に管理・運営する能力を有している

こと。  

３．自らの研究結果を対外的に情報発信する能力を有していること。   

４．新しい専門分野を確立する能力を有していること。   

５．研究成果を博士論文としてまとめる高度な文章表現能力を有していること。   

  

・経営情報学研究科  教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）   

経営情報学研究科の教育理念は、学部教育の基礎の上に、学術の理論及び応用を教

授研究し、その深奥を究めて文化の進展に寄与することであり、経営情報学を構成す

る経営・税法及び会計・情報の三分野を中心とした教育を行っている。   

この教育理念を基に、博士前期課程では、高度情報化時代における企業経営の在り

方を追究し、専門知識の相互浸透や融合化を達成し、高度な複合的専門職業人並びに

研究者を養成することを目的としている。   

博士後期課程では、経営学的研究と情報学的研究とのより高度な総合化を意図した

先端的・学際的経営情報学ないし戦略的経営情報学という新しい専門分野を確立し、

組織・企業における各分野の横断的・統合的な管理・運営能力を有するより高度な複合

的専門職業人並びに研究者を養成することを目的としている。  

上記の目的を踏まえた教育課程の編成および実施の方針は以下の通りである。   

博士前期課程  

１．教育課程は、経営学、税法学及び会計学、情報学の３部門で編成されている。   

２．講義科目は  1・2 年次生のどちらも選択可能な科目として配置し、研究及び修

士論文の作成の指導に関わる演習科目は必修科目としている。修了要件として、講

義科目 16 単位以上と演習科目 16 単位（各学年 8 単位）を取得し、かつ修士論文

を提出したうえ、審査及び試験に合格することを課している。   
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３．研究指導については、修士論文作成に重点を置いている。2 年間の研究スケジュ

ールを整えることと、論文の質を向上させるために、毎年の「合同ゼミ研修（中間発

表会）」への参加を義務付けている。また、修了年度の後半では、指導教員と副指導

教員による複数指導体制を採り、担当する院生の研究進捗状況を記した報告書の提

出を義務付けている。   

４．高度な複合的専門職業人を養成するため、経営学、税法学及び会計学、情報学の

３部門に関連した資格取得や博士後期課程への進学に向けた支援を行っている。   

５．社会人学生の受け入れ態勢として、博多駅東サテライトキャンパスにおける夜

間の開講や、休暇期間の集中開講などを行っている。   

博士後期課程  

１．教育課程の編成方針として、経営情報学の教育・研究並びに分野間の連携に不可

欠な重要科目を配置している。  

２．講義科目は全ての年次において選択可能な科目として配置し、研究並びに博士

論文の作成の指導に関わる演習科目は必修科目としている。修了要件は、講義科目 8 

単位以上と演習科目 12 単位（各学年 4 単位）を取得し、かつ博士論文を提出して

審査及び試験に合格することを課している。   

３．研究指導については、博士論文作成に重点を置いている。３年間の研究スケジュ

ールを整えることと、論文の質を向上させるために、毎年の「合同ゼミ研修（中間発

表会）」への参加を義務付けている。  

また、研究内容の多様化・高度化に対応するために、2 年次後半から指導教員と２

名の副指導教員による複数指導体制を採っており、2 年次修了時点で担当する院生

の研究進捗状況を記した報告書の提出を義務付けている。   

４．社会人学生の受け入れ態勢として、昼夜開講制を実施し、Zoom による遠隔授業

や休暇期間の集中開講などを行っている。   

   

経営情報学研究科   入学者選抜の方針（アドミッション・ポリシー）   

  経営情報学研究科の教育理念である「学術の理論及び応用を教授研究し、その深

奥を究めて文化の進展に寄与すること」を共有し、真摯に研究に取り組み、研究成果

を論文にまとめ社会に還元する意欲をもった人材を受け入れている。   

博士前期課程  

１．経営・会計・情報の分野の融合型教育研究に適応できる人。  

２．経営情報学分野に対する明確な問題意識を有している人。   

３．修士論文を作成する能力と意欲を有している人。   

博士後期課程  

１．独自性のある研究テーマを有している人。   

２．新しい専門分野を確立する能力と意欲を有している人。   

３．研究成果を社会に還元できる能力と意欲を有している人。   

４．博士論文を作成する能力と意欲を有している人。  
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AP については、入試要項と大学 Web サイトに明示されている。DP、CP について

も、AP 同様に本学 Web サイトを通して公表されており、さらに DP、CP は「学生便

覧」にも記載することで、学内外に広く表明している。  

なお、情報系の入学者に加えて、税理士試験の一部免除を目的に入学してくる社会

人が増えている現状に鑑み、経営コース、税法及び会計コース、情報コースの３コース

制を採り、その下でさらに教育の実を上げることが考慮されよう。  

 

＜全体＞ 

以上のように本学は学習成果の獲得を目標とした三つのポリシーを組織的議論を

重ねて一体的に定めており、教育活動は、国の方針に則り、三つの方針を踏まえて行

われている。 

 

＜テーマ 基準Ⅰ-B 教育の効果の課題＞  

 以上述べてきたとおり本学の教育は、建学の精神を基盤とし、教育目的、学習成果、

そして三つの方針を一体化させて目指すべき方向を明確にした上で、経営情報分野の

みならず広く社会に貢献できる ‘全人格的な人間 ’を輩出するという責務に応えるため

に研鑽を重ねてきた。建学の精神を始めとする教育理念、目的、方針等は、個々の科目

における「授業を通して修得できる力」として、シラバスの中で具体化されている。さ

らにポートフォリオ＆ルーブリックにおいても、「授業を通して修得できる力」が学習

到達度に応じて数値化されて評価できるようにする項目が設けられている。このよう

に本学では、学習成果が可視化されて具体的に表示できるように取り組みを進めてい

る。 

このほかに学習成果は、履修状況、取得単位の数、成績評価の指標「秀・優・良・可・

不可」や GPA（Grade Point Average）、資格取得、中途退学率、就職率等を活用して

判定することが可能であり、もちろん本学でも、これらを踏まえて個々の学生に対す

る教育指導を行っている。今後の課題としては、学習成果をさらに緻密に、そして総体

的に測定することができるような方法として、アセスメント・ポリシーを策定・実施す

ることである。すでに教務部において立案作業に着手しており、令和 4(2022)年度の早

い時期に成案を得る見込みである。  

 

＜テーマ 基準Ⅰ-B 教育の効果の特記事項＞  

学生の資格取得を支援するとともに、本学の専門教育の効果をあげていくため、平

成 29(2017)年度より「IT パスポート・簿記検定コンテスト」という名称の学内模擬試

験を開催している。成績上位者には、図書カードを進呈するなどして学習意欲の増進

に努めている。令和 2・3(2020・2021)年度は、コロナ禍のため予定通りに開催できな

いこともあったが、同コンテストは、本学独自の試みとして DP、CP を具現化しよう

としたものであるから、今年度は感染状況を注視しつつ、実施に向けて努力していく。  
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［テーマ 基準Ⅰ-C 内部質保証］ 

 

＜根拠資料＞ 

提出資料 規程集-69.九州情報大学自己点検・評価規程  

 

備付資料  12.平成 29(2017)年度大学機関別認証評価自己点検評価書  13.平成

30(2018)年度大学機関別認証評価自己点検評価書 14.平成 31(2019)年度大学機関別

認証評価自己点検評価書 15.令和 2(2020)年度大学機関別認証評価自己点検評価書 

16.令和 3(2021)年度大学機関別認証評価自己点検評価書 17.高等学校等からの意見

聴取に関する記録等 18.認証評価以外の外部評価についての印刷物等 19.教育の質保

証を図るアセスメントの手法及び向上・充実のための PDCA サイクルに関する資料  

 

［区分 基準Ⅰ-C-1 自己点検・評価活動等の実施体制を確立し、内部質保証に取り組

んでいる。］ 

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］  

（1）自己点検・評価のための規程及び組織を整備している。  

（2）定期的に自己点検・評価を行っている。  

（3）定期的に自己点検・評価報告書等を公表している。  

（4）自己点検・評価活動に全教職員が関与している。  

（5）自己点検・評価活動に高等学校等の関係者の意見聴取を取り入れている。  

（6）自己点検・評価の結果を改革・改善に活用している。  

＜現状＞ 

本学における自己点検・評価活動および内部質保証に関する基本的な考え方は、学

則第 2 条第 1 項、大学院学則第 2 条第 1 項及び日本語別科規程第 3 条第 1 項規定によ

り、「その教育研究水準の向上を図り、目的及び社会的使命を達成するため教育研究活

動等の状況について自ら点検及び評価を行う」に基づくものである。自己点検評価を

実施するため、自己点検・評価規程を整備し、その中に自己点検・評価委員会について

規定している。 

自己点検・評価活動に関する活動については、学長の権限と責任の下に取り組んで

おり、学長は内部質保証に関する基本的な方針を策定するとともに、自己点検・評価お

よび改善策に関して関連部署から報告を受け、とるべき対応を指示している。内部質

保証に関する自己点検・評価の主体となる組織は、自己点検・評価委員会である。同委

員会の下部組織として自己点検・評価作業部会が置かれ、自己点検・評価報告書を作成

している。内部質保証に関する改善、推進を行う組織は、主として FD 委員会と SD 委

員会である。両委員会は学長の指示を受けて、研修その他の組織的な諸取組を企画・実

施している。 

自己点検・評価報告書の作成について述べる。平成 18(2006)年度以降は毎年度、財

団法人日本高等教育評価機構が定める大学評価基準に準拠して、自己点検・評価委員

会を中心に全学的な自己点検・評価を実施してきた。まず同委員会の下部組織である
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作業部会が評価基準ごとに自己点検・評価を行い、その結果を自己点検・評価委員会が

集約し、作業部会が「九州情報大学自己評価報告書」としてとりまとめてきた。平成

22(2010)年度と平成 29(2017)年度には日本高等教育評価機構の評価を受審し、「認証

評価結果」とともに本学の｢自己評価報告書」を大学 Web サイトに公開することによ

り、自己点検・評価結果を学内外に公表した。本学は、自己点検・評価を毎年独自に行

って自己点検・評価書を作成して、その都度大学 Web サイトに公開することにより、

自己点検・評価結果の学内共有と社会への公表を制度化している。  

自己点検・評価委員会および作業部会の構成員は教員・事務双方の役職者から成り、

自己点検・評価報告書の作成や改善・改革の実施にあたって、それぞれの学科や部署の

教職員の意見を聴取し、反映させている。つまり全教職員が何らかの形で自己点検・評

価に関与しているのであり、それぞれが本学の教育研究活動及び運営の向上・充実に

向けて努力しているのである。  

本学の自己点検・評価活動については、前記のとおり平成 22 年度と平成 29 年度に

財団法人日本高等教育評価機構による認証評価を受審し、同機構が定める大学評価基

準を満たしていることが認定されていることから、適切であり妥当であると判断する

ことができる。その指摘事項や勧告については学長を中心に改善策を適切に検討し対

処している。また、自己点検・評価活動に関しては、高等学校等ステークホルダーから

の意見聴取を行っており、高等学校からは、訪問時には三つのポリシーを記載した入

試要項と大学案内及び現在取り組んでいる具体的な教育内容をまとめた資料を持参し、

説明を行うとともにその内容に関する意見を聴取している。包括連携協定を締結して

いる福岡県中小企業家同友会からは、入学者選抜、カリキュラムの内容・学修方法・学

習成果等を中心にも意見を聴取している。福岡県中小企業家同友会に加入している企

業に本学学生が就職した場合は、その企業側の意見を取りまとめてもらい、併せて定

期的に意見交換を行っている。このように、本学の内部質保証に関わる PDCA サイク

ルは適切に機能している。  

 

［区分 基準Ⅰ-C-2 教育の質を保証している。］  

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］  

（1）学習成果を焦点とする査定（アセスメント）の手法を有している。  

（2）査定の手法を定期的に点検している。  

（3）教育の向上・充実のための PDCA サイクルを活用している。  

（4）学校教育法、大学設置基準等の関係法令の変更などを確認し、法令を遵守してい

る 

＜現状＞ 

＜学部＞ 

学習成果の査定にあたっては、①履修状況、②取得単位の数、③「秀・優・良・可・

不可」や GPA などの成績評価指標、④授業評価アンケート、⑤学生生活実態調査、⑥

ポートフォリオ＆ルーブリックにおける学習到達度評価、⑦その他 に基づいて総合

的に行っている。特に、履修状況、取得単位の数、「秀・優・良・可・不可」や GPA な
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どの成績評価の結果については、前後期の年 2 回に「成績通知書」として学生と父母

等、クラス担任教員に配布されており、学生は自分自身で学習課題を見い出し、改善し

ていくことができる。そして担任教員は、「成績通知書」に基づいて単位の取得漏れが

ないように適切な指導を行うことができるようになっている。上記の諸々の査定手法

については、各学科、教務委員会をはじめとする各種委員会で定期的に点検し、必要に

応じて改善策が作成されており、それは最終的に教授会の議を経て、学長によって決

定されている。 

本学における教育の向上・充実のための  PDCA サイクルについては、概ね次のプロ

セスを経てなされている。  

Plan 

・教授会、各種委員会・会議は以下の事項について審議し、学長が決定する。    

① 建学の精神、教育目標、三つの方針、学習成果等  

② カリキュラムマップや各コース履修モデル等  

③ シラバスやポートフォリオ＆ルーブリック等  

④ その他 

 

Do 

・履修ガイダンスやコースガイダンス、担任教員などを通じて履修指導を行う。  

・授業を実施する。  

 

Check 

・次の手法に基づいて学習成果を測定する。  

① 履修状況 

② 取得単位の数  

③ 「秀・優・良・可・不可」やGPAなどの成績評価指標  

④ 授業改善アンケート  

⑤ 学生生活実態調査  

⑥ ポートフォリオ＆ルーブリックにおける学習到達度評価  

⑦ その他  

 

Act 

・教授会、学科会議、各種委員会・会議、FD・SD 委員会等で測定結果の分析、課題や

改善策を審議し、学長が決定する。FD・SD 研修会を中心に改善策を実施する。  

＜研究科＞ 

学習成果は、講義科目や演習科目の履修によって修得される専門的学習成果と、研

究の成果を口頭や文章化して発表・発信する能力の獲得を意味する汎用的学習成果と

に区分される。前者の専門的学習成果の査定は、専攻の演習科目（博士前期課程にあっ

ては、研究能力を高めるために通常の２倍の時間を割り当てている）と、研究指導教員

の指示により選択・履修した講義科目の単位修得状況によって行われる。修得単位数
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が演習科目 16 単位、講義科目 16 単位以上、合計 32 単位以上あれば専門的学習成果

は獲得されたことになる。また、その評価は「優」・「良」・「可」の段階付けが行われ、

「不可」は不合格である。  

後者の汎用的学習成果の査定は、学位論文の作成過程において繰り返し行われてい

る。全院生は「合同ゼミ研修」や複数の審査委員による論文審査、「修士論文発表会」

（博士論文は公開の審査会）において、研究の進捗状況や論文の内容を口頭発表する

が、全教員から発表内容について質されるとともに発表の仕方についても査定され、

問題があれば注意がなされる。院生は教員の指摘を受けて内容を修正し、発表の仕方

にも改善を加えることになる。こうして完成された学位論文は、大学院委員会で最終

審査に付され、出席者全員による合否判定がなされる。合格判定は、学位論文の内容の

みならず、当該論文執筆院生の口頭発表能力・文章表現力等は十分で、汎用的学習成果

も獲得されているとの大学院委員会の最終判断を意味するものとなる。  

上記の査定手法は必ずしも全員が意識して実施しているとは言い難いこともあり、

適切かどうかの検討も含めて、令和 4(2022)年度中に点検することとしている。  

本研究科における教育の向上・充実のための  PDCA サイクルは、以下のプロセスを

経て機能している。 

Plan 

・大学院委員会、教務専門委員会、入試・学生専門委員会、FD 専門委員会は以下の

事項について審議し、学長が決定する。    

①建学の精神、教育目標・目的、三つの方針、学習成果等  

②カリキュラム、コース別の履修モデル等  

③シラバス等 

④その他 

 

Do 

・履修ガイダンスや指導教員による講義科目の履修指導 

・授業の実施 

・指導教員と副指導教員による学位論文の指導  

 

Check 

・履修科目における学習成果の測定 

①履修状況 

②取得単位数 

③「優」・「良」・「可」・「不可」の成績評価指標  

④授業改善アンケート、大学院修了後アンケート  

⑤その他 

 ・学位論文における学習成果の測定  

   ①合同ゼミ研修における査定  

   ②複数の審査委員による論文審査  
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   ③修士論文発表会（博士論文は公開の審査会）における査定  

   ④その他 

 

Act 

・大学院委員会、教務専門委員会、入試・学生専門委員会、FD 専門委員会で測定結

果を分析・審議し、学長が決定する。議題や改善策は各専門委員会で発議し、大学院

委員会で審議する。学長の決定を経て実施される。  

 

＜全体＞ 

教育運営に関わる法令については、学校教育法や大学設置基準を始めとして関係法

令の改正や国・地方自治体の通達等があった場合、事務局から教職員にメール等で速

やかに連絡がなされるようになっている。これを受けて教授会、各種委員会・会議では

必要な措置が検討され、学長の決定を経て実施に移されている。  

  

＜テーマ 基準Ⅰ-C 内部質保証の課題＞  

本学の内部質保証の課題としては、学習成果等を精密かつ総体的に測定・検証する

方法としてアセスメント・ポリシーを策定し、教育の質のさらなる向上を図っていく

ことである。基準Ⅰ-B において述べたとおり、すでに教務部においてアセスメント・

ポリシーの立案作業に着手しており、令和 4(2022)年度の早い時期に成案を得る見込み

である。 

 

＜テーマ 基準Ⅰ-C 内部質保証の特記事項＞  

上記のとおり本学の内部質保証のプロセスは恒常的なシステムとして確立され、か

つその結果は、本学の教育研究をはじめ大学運営の改善・向上に組織的に取り組むこ

とを可能にした。また、｢評価基準」を日本高等教育評価機構が定める大学評価基準に

準拠したことにより、他大学との比較等が可能になり、問題点の把握及び分析検討が

容易になった。改善策については、各部署の自己点検・評価活動を通して明らかにさ

れ、学長のリーダーシップの下で着実に実施されている。  

 内部質保証のための PDCA サイクルに関して、授業改善アンケートと公開授業につ

いて説明しておきたい。学生の学習意欲と授業への満足度を高めるためには、各教員

の教授能力と教育の質の向上が必須条件であるが、本学ではそのために必要な様々な

情報の収集方法として、授業改善アンケートを全学体制で前期・後期の年 2 回実施し

ている。このアンケート結果は、教務課が集計し FD 委員会が分析を行った後に各教

員にフィードバックされており、そして教員それぞれが授業内容を点検し、改善する

ための指針の一つとなっている。平成 21(2009)年度より、各教員はアンケート結果を

踏まえて「授業改善報告書」を作成し、FD 委員会に提出することになった。「授業改

善報告書」は学内の共有ファイルサーバーに保存されるため、個々の教員の授業改善

策が全教員に共有されるようになった。さらに平成 27(2015)年度からは、アンケート

の回答方式について、用紙への手書きによる記入方式から専用の Web 画面への入力方
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式に変更した。これにより、アンケートの回答や事務作業の面で利便性が高まった。  

次に公開授業についてであるが、本学では教員の教育能力の開発・向上のために、公

開授業による教授法研修を全学的に実施している。教員それぞれが、他の教員の講義

を参観することにより、講義内容、講義方法・スタイル、講義資料の作り方、学生の授

業態度等々を見学して、自身の講義の在り方・進め方等の改善の参考にしている。公開

授業に直接参観できない教員に対しては、録画を視聴するように促している。なお参

観後は、各教員に対して「参観報告書」を作成し、提出することを義務づけており、教

務課がそれを整理し、FD 委員会が分析を行った後に、各教員にフィードバックされて

いる。 

＜基準Ⅰ ミッションと教育の効果の改善状況・改善計画＞  

 

(a) 前回の認証評価を受けた際に自己点検・評価報告書に記述した改善計画の実施状況  

建学の精神を踏まえた本学の社会的使命に関して学内外への周知を行ってきたが、

さらなる工夫と努力を継続していきたい。  

入学者数の減少と関連していると推測される本学の知名度を高めるためのあらゆる

方策を引き続き実行する。  

内部質保証の手法として、ポートフォリオ＆ルーブリックやシラバスについて内容

の充実に努めてきたが、今後もさらなる検討を行っていく。  

 

(b) 今回の自己点検・評価の課題についての改善計画  

学部は、学習成果等を測定・検証する方法としてのアセスメント・ポリシーを速やか

に策定し、実施する。 

研究科の学習成果は早急に検討して定めることとしている。 
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【基準Ⅱ 教育課程と学生支援】  

 

［テーマ 基準Ⅱ-A 教育課程］ 

 

＜根拠資料＞ 

提出資料 8.2021 年度学生便覧（学部）P25 9.2021 年度学生便覧（大学院）P15  

12. 九州情報大学ウェブサイト「九州情報大学の三つの方針」

（https://www.kiis.ac.jp/wp-content/uploads/2022/06/3pori2021.pdf）  

13. 九州情報大学ウェブサイト「経営情報学部の三つの方針」

（https://www.kiis.ac.jp/wp-content/uploads/2022/06/g-policy2020.pdf） 

14. 九州情報大学ウェブサイト「九州情報大学大学院の三つの方針」

（https://www.kiis.ac.jp/wp-content/uploads/2022/06/po-graduate.pdf） 

15.2021 年度学生便覧（学部）P27 16.2021 年度学生便覧（大学院）P14  

17.2021 年度学生便覧（学部）P27 18.2021 年度学生便覧（大学院）P14  

12.九州情報大学の三つの方針  

（https://www.kiis.ac.jp/wp-content/uploads/2022/06/3pori2021.pdf） 

13.経営情報学部の三つの方針  

（https://www.kiis.ac.jp/wp-content/uploads/2022/06/g-policy2020.pdf） 

14.九州情報大学大学院の三つの方針  

（https://www.kiis.ac.jp/wp-content/uploads/2022/06/po-graduate.pdf） 

19.令和 4 年度入試要項 12.九州情報大学の三つの方針  

（https://www.kiis.ac.jp/wp-content/uploads/2022/06/3pori2021.pdf） 

13.経営情報学部の三つの方針  

（https://www.kiis.ac.jp/wp-content/uploads/2022/06/g-policy2020.pdf） 

14.九州情報大学大学院の三つの方針  

（https://www.kiis.ac.jp/wp-content/uploads/2022/06/po-graduate.pdf） 

20. SYLLABUS【授業の概要と授業計画 2022】（電子）データ  

21.令和 3 年度学年暦  

 

備付資料 20.学習成果の獲得状況を表す量的・質的データに関する印刷物等 21.幅

広く深い教養を培う教養教育の成果に関する資料 規程集-49. 九州情報大学大学院学

位規程細則 22.（大学院関係）研究指導の内容・方法、年間スケジュールを示す資料  

 

［区分 基準Ⅱ-A-1 授与する学位分野ごとの卒業認定・学位授与の方針（ディプロ

マ・ポリシー）を明確に示している。］ 

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］  

（1）授与する学位分野ごとの卒業認定・  学位授与の方針は、それぞれの学習成果に

対応している。 

（2）卒業認定・ 学位授与の方針は、社会的・国際的に通用性がある。  

（3）卒業認定・ 学位授与の方針を定期的に点検している。  

様式 6－基準Ⅱ 
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＜現状＞ 

＜学部＞ 

本学の教育的使命は学則第１条に次のように示されている。「九州情報大学（以下

「本学」という。）は、教育基本法及び学校教育法に基づき、広い分野の知識と深い専

門の学術理論と応用を教授、研究するとともに、高度な経営情報の思想と理念をきわ

め、建学の精神に基づいて、これを支える豊かな人間性を兼ね備えた創造的・実践的な

人材を育成し、学術、文化の向上・普及と併せて社会の発展に寄与することを目的とす

る。」 

 

この目的を達成するために、本学では「卒業認定・学位授与の方針」（ディプロマ・

ポリシー、以下 DP）を定めている。その各項目は、基準Ⅰ-B-3 で説明した大学設置基

準および中教審文書が提唱する「学士力の 4 要素」（1.知識・理解 2.汎用的技能 3. 

態度・志向性 4.統合的な学習経験と創造的思考力）に忠実に則っており策定されてお

り、同時に学習成果（Student Learning Outcomes）にも対応している。基準Ⅰ-B-2 で

述べた本学の学習成果の項目は次のとおりである。  

 

１．建学の精神を理解し、実践できる素養を身に着けている。  

２．経営情報学の基礎・応用・発展領域について体系的に学習し、一定の理解・技能

を修得している。  

３．社会で求められる知識・技能を修得し、諸々の課題に主体的に取り組むことので

きる創造的な思考力や実践力を修得している。  

 

 上記１．については、DP の前文および「Ⅲ 建学の精神を理解し自ら進んで実践し

ようとする姿勢を備えるとともに、社会人として必要な態度・志向性を修得している

こと。」が対応している。２．については、DP の前文および「Ⅳ 経営情報学の汎用

的技能や知識・理解について基礎から応用まで修得し、併せて IT パスポート合格およ

び日本商工会議所簿記検定（またはこれらと同等以上と認められる外部標準試験の合

格）と同水準の技能を有していると認められること。」が対応している。３．について

は、DP の前文および「Ⅴ 社会の様々な事象について、複眼的な知識・理解や汎用的

技能を獲得し、それらを総合的に活用して、自らが立てた新たな課題に適用させるこ

とにより、その課題を解決することができる主体的かつ創造的な思考力や実践力を修

得していること。」が対応している。DP の全文については基準Ⅰ-B-3 を参照ありた

い。 

本学の卒業要件は教育基本法、学校教育法、大学設置基準等に準拠しており、基本的

に社会的通用性がある。また、本学は経営情報分野の現状と進展に常に関心を払い、そ

れに即応した基礎から発展まで段階的な知識・技術が修得できる教育を目指している

（上記学習成果 2．と DP 前文・Ⅳ）。たとえば令和元(2019)年度に導入された新しい

教育課程において、まさに時宜を得た AI・データサイエンス関連の計 14 科目を設置

したことはその証左である。このことからも本学の DP が、社会的通用性を具備して
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いると言える。 

本学は、韓国の 3 つの 4 年制大学、2 つの短期大学及びモンゴルの 4 年制大学と姉

妹校友好協定を締結しており、同協定に基づいて留学生を受け入れている。協定の締

結に際しては、単位の互換に支障がないように本学の DP を踏まえてそれぞれの教育

課程を照合し、調整を図っている。したがって本学の教育は国際的通用性が証明され

ている。 

DP については学長のリーダーシップの下で定期的に点検を行っており、必要に応じ

て改訂を行っている。この点については基準Ⅰ-B-3 でも一部触れたとおりであり、本

学では DP を含む三つの方針を組織的に点検し、改善に努めている。  

＜研究科＞ 

博士前期課程ならびに博士後期課程の「DP」の主な内容は、経営情報学研究科の教

育理念に沿った専門知識の習得に加え、研究能力として、専門分野における分析能力、

論理的な思考能力、論文の執筆能力の修得を求めている。内容的に特異、あるいは本研

究科独自ではなく一般的で、社会的・国際的にも通用性があると考えている。こうした

知識や能力の獲得の成果は、履修科目の成績評価と学位論文の評価に反映されること

はいうまでもない。  

こうして、例えば博士前期課程にあっては、2 年間の修得単位数が 32 単位以上あれ

ば専門的学習成果が達成されたと判断され、修士論文の合格判定を得て修了要件は満

たされることになる。修士論文は単位化されていない。また、点数による成績評価はな

く、判定は合否である。というのは、本研究科では、修士論文を単に研究成果をまとめ

て論文化したものとは見做していないからである。全ての院生には、修士論文の提出

までに、1 年次・2 年次の「合同ゼミ研修」と「修士論文発表会」という３つの発表会

での発表と質疑応答が義務付けられている。これは、教員のチェックを受けながら、口

頭発表と質疑応答を経験することで、文章表現力に加えて口頭での表現力を涵養し、

終了後の高度専門職業人や研究者に必要となる汎用的能力を修得させるためである。

したがって、修得された必要単位数という修了要件に加えて、提出された修士論文の

合格判定をもって修了を認定し学位授与を行うことは、明確に学習成果に対応したも

のであるということになる。なお、「DP」は本学 Web サイト及び学生便覧にも公開し

ている。 

 

［区分 基準Ⅱ-A-2 授与する学位分野ごとの教育課程編成・実施の方針（カリキュラ

ム・ポリシー）を明確に示している。］ 

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］  

（1）授与する学位分野ごとの教育課程編成・実施の方針は、卒業認定・学位授与の方

針に対応している。  

（2）教育課程編成・実施の方針に従って、体系的に教育課程を編成している。  

①大学設置基準等にのっとり体系的に編成している。  

②学習成果に対応した、授業科目を編成している。  

③専門職学科においては、当該学科の専攻に係る職業の状況等を踏えて授業科目の開
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発及び編成を行っている。  

④単位の実質化を図り、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、年間又

は学期において履修できる単位数の上限設定等を行っている。  

⑤成績評価は学習成果の獲得を大学設置基準等にのっとり判定している。  

⑥シラバスに必要な項目（学習成果、授業内容、準備学習の内容、授業時間数、成績評

価の方法・基準、教科書・参考書等）を明示している。  

⑦通信による教育を行う学部・研究科等の場合には印刷教材等による授業（添削等に

よる指導を含む）、放送授業（添削等による指導を含む）、面接授業又はメディアを利

用して行う授業の実施を適切に行っている。  

（3）教育課程の見直しを定期的に行っている。  

（4）専門職学科における授業科目の開発、教育課程の編成及びそれらの見直しにおい

て、 教育課程連携協議会の体制・役割は明確である。  

＜現状＞ 

＜学部＞ 

建学の精神や教育目的を踏まえて DP が定められているが、それに対応して大学（学

部）及び両学科の「教育課程編成・実施の方針」（カリキュラム・ポリシー、以下 CP）

が作成されている。例えば DP が「学士力の 4 要素」に沿って策定されていることは

前述のとおりであるが、それに応じて次のとおり CP も同要素に忠実に従っている。

CP の全文については基準Ⅰ-B-3 を参照ありたい。  

 教育課程の編成にあたっては、大学設置基準の「第六章 教育課程」（第十九条～第

二十六条）、「第七章 卒業の要件等」（第二十七条～第三十三条）に準拠して策定され

た学則「第 8 章 教育課程及び履修方法等」（第 23 条～第 31 条）、「第 10 章 卒業及

び学位」（第 38 条・第 39 章）の定めるところに従っている。また、教育課程の改正の

際も、大学設置基準、学則、その他関連法令・通達等を逸脱していないか確認してい

る。 

 科目の配置については、学生が基礎、発展、応用にわたって段階的かつ体系的に履修

し、学習できるようにすることを心掛けている。学則別表において、科目の分類は大分

類、中分類、小分類から成るが、中分類の項目名称は「専門基礎」、「専門発展」、「専門

応用」となっていることからも分かるとおり、基礎科目から専門性が高い科目へと年

次を追って徐々に履修させるという所期の方針が明確になる科目編成を行っている。  

本学の学習成果（Student Learning Outcomes）は三つの項目から成るが（基準Ⅰ-

B-2 参照）、本学の開講科目はこの学習成果に対応した編成をしている。たとえば、学

習成果のうち「１．建学の精神を理解し、実践できる素養を身に着けている。」につい

ては、「建学の精神と人生」（1 年前期・必修）がまさにそのための科目であるが、他に

学則別表の大分類「基礎総合科目」を中心として、人間性や感性を陶冶する科目が対応

している。「２．経営情報学の基礎・応用・発展領域について体系的に学習し、一定の

理解・技能を修得している。」については、学則別表の大分類「専門教育科目」のそれ

ぞれの科目が対応している。「３．社会で求められる知識・技能を修得し、諸々の課題

に主体的に取り組むことのできる創造的な思考力や実践力を修得している。」について
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は、「基礎総合科目」のなかの人文・社会・自然科学、語学、スポーツ科学関連科目、

実践スキルやキャリア開発科目などが対応している。  

履修単位数の上限については、履修規程第 5 条の 2「本学学生が、1 年間に履修でき

る単位数は、原則として 49 単位（教職に関する科目は含まない）を上限とする。」に

基づいて、年間に履修できる単位数の上限設定を行っており、これにより単位の実質

化を図っている。また、シラバスに卒業までの「年次別修得単位数の目安」（1 年次：

40 単位以上、2 年次：40 単位以上、3 年次:36 単位以上、4 年次:8 単位以上）を明示し

て、単位不足による留年を防いでいる。  

学習成果の判定のための最も主たる手法は定期試験である。本学は、大学設置基準 

「第二十七条 大学は、一の授業科目を履修した学生に対しては、試験の上単位を与え

るものとする。」に基づき、履修規程第 10 条・第 11 条において、定期試験（原則とし

て筆記試験）を各学期末に行うと定めている。もちろん学習成果の判定の際には、定期

試験だけでなく課題の提出状況や普段の授業における学習態度などの要素を担当教員

が総合的に判断している。  

成績評価の基準については、大学設置基準「第二十五条の二 ２ 大学は、学習の成

果に係る評価及び卒業の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生

に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがつて適切に行う

ものとする。」を踏まえて、学則第 27 条で「授業科目の試験の成績は、秀・優・良・

可・不可の 5 段階をもって表示し、可以上を合格とする。」としている。このほかに成

績評価の基準として GPA（Grade Point Average）があり、履修規程第 22 条の 2 では、

成績評価（100 点満点）に応じて 5 段階（4～0）の GPA を算出すると規定している。 

 次にシラバスについて説明する。本学では、履修や学習の指針となるようにシラバ

ス（授業の概要と授業計画）を作成し、公表している。シラバスには、各科目に関する

授業の到達目標、授業内容、準備学習の内容、授業時間数、成績評価の基準・方法、教

科書・参考書など学生が履修する際に参考にすべき重要な項目が明示されている。以

下に、シラバスに関する本学の組織的取り組みの概況について説明する。  

平成 25(2013)年にシラバスの意義や各項目の記述の仕方などが解説されている「シ

ラバス作成要領」が教務部によって作成され、全教員に配布された。平成 26(2014)年

度版シラバスの作成からは、各項目が適正に記述されているかどうかを教務委員会が

点検し、担当教員に対して適宜修正を要請することになった。さらに「九州情報大学授

業の概要と授業計画に関する内規」が作成され、シラバスの作成についての一切の事

項が学長の指示のもとで執り行われる旨定められた。  

平成 29(2017)年度版シラバスの作成にあたっては、累次の中教審答申や他大学の例

を参考にしてシラバスの記載項目を増やした。これは DP 及び CP とシラバスの関連

性を明確にする意図を持って行われたもので、「授業を通して修得できる力」、「アクテ

ィブラーニング」、「ポートフォリオを活用した学習の確認」などの項目を新たに設け

た。 

令和 2(2020)年度版シラバスでは、中教審の答申及び私学事業団のアンケート項目を

踏まえて、従来の書式に「ナンバリング」、「事前・事後学習の時間」の欄・記載事項を
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新たに追加するとともに、「シラバス作成要領」についてもこの追加に関する説明を新

たに書き加えた。この措置は、学習・履修の体系性を担保するとともに、学習時間の確

保及び教育の質の保証と向上を期して行われたものであり、そして大学設置基準と学

則の関連規定を遵守するという主旨に基づくものである。  

本学は教務委員会を主体として、教育課程の点検を常に怠りなく進めており、必要

に応じて改正を行っている。現行の教育課程は、それまでよりもスリムで魅力ある科目編

成を期して、平成 30(2018)年度に改正を行い、令和元(2019)年度 4 月から施行されたもの

を土台としているが、その後同年度に計 18 科目、令和 2 年(2020)年度に計 13 科目の改正

を経て現在に至っている。  

 なお本学では、専門職学科を設置していない。 

 

＜研究科＞ 

「九州情報大学大学院学則」第 1 条に、「本学の建学の精神に則り、学部教育の基礎

の上に、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥を究めて文化の進展に寄与する

ことを目的とする」と規定されている。また、同第 3 条第 2 項に、博士前期課程にお

いては「高度情報化時代における企業経営の在り方を追求し、経営・会計・情報の三分

野の専門知識の相互浸透、融合化を達成し、高度な複合的専門職業人並びに研究者を

養成することを目的とする」と、博士後期課程においては「経営学的研究と情報学的研

究とのより高度の総合化を意図した先端的・学際的経営情報学ないし戦略的経営情報

学という新しい専門分野を確立し、組織・企業における各分野の横断的・統合的な管

理・運営能力を有するより高度な複合的専門職業人並びに研究者を養成することを目

的とする」と規定され、本学 Web サイトにも公開されている。  

平成 25(2013)年 3 月 18 日の九州情報大学大学院委員会（第 14 回）において、博士

前期課程ならびに博士後期課程のカリキュラム・ポリシーが承認された。主な内容は、

経営情報学研究科の教育理念、教育課程の構成と科目の配置、研究指導、資格取得支

援、社会人の受け入れ態勢である。また、カリキュラム・ポリシーは本学 Web サイト

に公開されている。 

教育課程の編成方針として、経営、会計、税法、情報の学際的な授業科目を配置して

いる。また、社会情勢の変化に伴い、平成 30(2018)年度にカリキュラムの見直しを行

い、より最適な教育を行えるよう令和元(2019)年度入学者より運用している。  

令和 2(2020)年度より学部・大学院のカリキュラム接続の考慮および学生が体系的な

科目履修ができるように、大学院博士前期課程において 2 領域 6 コースのコース制を

導入した(表 1)。なお、来年度より、研究領域として情報・データサイエンスコース、

税法・会計コース、経営・マネジメントコースの 3 コース制となる。 

博士前期課程では、講義科目は 1・2 年次生のどちらも選択可能な科目として配置し、

研究指導に関わる演習科目は必修科目として１年次生には「演習Ⅰ」と「特別演習Ⅰ」

を、2 年次生には「演習Ⅱ」と「特別演習Ⅱ」をそれぞれ連続して配置している。  

博士前期課程の大きな特徴は、税法部門の実務関係科目の充実を図っていることで

ある。現在、主要税目別に「税法学特論Ⅰ」、「税法学特論Ⅱ」、「税法学特論Ⅲ」、「税法
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学特論Ⅳ」、「税法学特論Ⅴ」を配置しているほか、弁護士資格を持つ専任教員の下で、

「民事・行政訴訟特論」、「会社法特論」も開講されている。  

博士後期課程では、表 2 のとおり、講義科目は 1 年次生から 3 年次生までのいずれ

も選択可能な科目として配置し、研究指導に関わる演習科目は必修科目として 1 年次

生から 3 年次生までに「演習Ⅰ」、「演習Ⅱ」、「演習Ⅲ」をそれぞれ連続して配置して

いる（なお、下記表 1・表 2 は、令和 4 年 4 月 1 日に施行されている規定等に基づき

作成されている）。 

シラバスには授業の到達目標及びテーマ、授業の概要、全 15 回の授業計画、履修上

の注意点として事前事後学習の内容等、テキスト、参考書、授業評価の方法・基準が明

記してあり、大学 Web サイト上で公開している。  

表 1 博士前期教育課程の開設科目数と単位数  

領域  コース  
科目数  

（単位数）  

1・2 年次  
備考  

必  選  

研究領域  

経営学コース  10（20）   20  

会計学コース  3（  6）   6  

税法学コース  8（16）   16  

情報学コース  6（12）   12 データサイエンスコースと共通科目有  

データサイエンスコース  5（10）   10 情報学コースと共通科目有  

実践領域  ビジネスコース  32（64）   64 研究領域の全科目から 16 単位以上修得  

      

演習  

演習Ⅰ  1（4）  4  1 年次  

特別演習Ⅰ  1（4）  4  〃  

演習Ⅱ  1（4）  4  1・2 年次  

特別演習Ⅱ  1（4）  4  〃  

  

表 2 博士後期教育課程の開設科目数と単位数  

中分類  小分類  
科目数  

（単位数）  

1・2・3 年次  
備考  

必  選  

経営情報学  

科目群  

経営・会計学部門  6（12）   12 1・2・3 年次  

情報学部門  7（14）   14 〃  

演習  

演習Ⅰ  1（  4）  4  1・2・3 年次  

演習Ⅱ  1（  4）  4  〃  

演習Ⅲ  1（  4）  4  〃  

 

［区分 基準Ⅱ-A-3 教育課程は、大学設置基準にのっとり、幅広く深い教養及び総合

的な判断力を培うよう編成している。］ 

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］  

（1）教養教育の内容と実施体制が確立している。  

（2）教養教育と専門教育との関連が明確である。  

（3）教養教育の効果を測定・評価し、改善に取り組んでいる。  

＜現状＞ 

まず本学における教養教育の内容と実施体制について説明する。開学当初から建学

の精神を踏まえた教育目標・目的を達成するために、教養教育を重視してきた。その運

営については教務委員会が責任を持っており、担当教員や各種会議と連携を取りなが

ら企画し実施している。教務委員会で検討された事項は、教授会で審議され学長が決

定することによって、各教員の理解と承認を得ている。  

大学の教養教育の主軸をなすものが、学則別表の上では大分類「基礎総合科目」にあ
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たる。基礎総合科目の多くに専任教員を配するなどして責任ある実施体制を整備して

きた。特に「建学の精神と人生」（１年前期必修）では、建学の精神「至心」に基づく

温かい人間性・豊かな人間性を備えた全人格的な人間教育を行うという本学の教育目

的を踏まえて、学長自ら、建学の精神の由来やその意味などを説き明かしている。教養

教育の一部として位置づけられる初年次教育については、「コミュニケーションと自己

発見Ⅰ・Ⅱ」（１年前期・後期必修）、「情報リテラシー演習」（１年前期必修）などの科

目がある。現在はそれぞれの科目ごとに、担当教員が授業の進め方などを検討しあい

ながら支障なく授業が行われており、必要に応じて教務委員会が調整を行っている。  

教養教育体制の拡充を期して、令和元(2019)年度から「学術・教育研究所」の下部組

織として「基礎学習支援センター」が開設され、リメディアル教育や教養教育に組織的

に取り組んでいる。また、学生同士の学びあい（コモンラーニング）を推進していくた

めに、同センターの支援の下で「KIIS ラーニングルーム」（学習相談室）も設けられ、

担当教職員指導の下で上級生が定期的に学習相談等にあたっている。  

基礎教育科目と専門教育科目の関連については、DP と CP に基づいてカリキュラム

マップ及びコース別履修モデルを提示して、学期ごとのガイダンスにおいて学生に周

知している。特に初年次科目の「コミュニケーションと自己発見Ⅰ・Ⅱ」と「プレゼミ

Ⅰ・Ⅱ」および二年次科目の「経営学・情報学基礎演習、基礎ゼミ」が、基礎教育科目

と専門教育科目を繋ぐ重要な役割を果たしている。これらの科目では、基礎学習の意

義を学生に対して理解させるとともに、三年次以降の本格的な専門学習に備えるため

の教育指導を行っている。  

教養科目の効果については、すべての科目で学生による授業改善アンケートを実施

し、学生の反応を把握し、必要に応じて授業の改善に努めている。学生の学習到達度は

定期試験、ポートフォリオ＆ルーブリック等で測定している。  

 

［区分 基準Ⅱ-A-4 授与する学位分野ごとの入学者受入れの方針（アドミッション・

ポリシー）を明確に示している。］  

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］  

（1）入学者受入れの方針は学習成果に対応している。  

（2）学生募集要項に入学者受入れの方針を明確に示している。  

（3）入学者受入れの方針は、入学前の学習成果の把握・評価を明確に示している。  

（4）入学者選抜の方法は、入学者受入れの方針に対応している。  

（5）高大接続の観点により、多様な選抜についてそれぞれの選考基準を設定して、公

正かつ適正に実施している。  

（6）専門職学科における入学者選抜は、実務の経験を有する者その他の入学者の多様

性の確保に配慮している。  

（7）授業料、その他入学に必要な経費を明示している。  

（8）アドミッション・オフィス等を整備している。  

（9）受験の問い合わせなどに対して適切に対応している。  

（10 ）入学者受入れの方針を高等学校等関係者の意見も聴取して定期的に点検してい
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る。 

＜現状＞ 

＜学部＞ 

基準Ⅰ-B-3 で述べたとおり、本学においては、学部・学科のいずれのレベルにおい

ても、それぞれの学習成果に基づいた三つの方針を定めており、アドミッション・ポリ

シーも学習成果に対応したものとなっている（提出資料-1(P.7～16)）。具体的には、そ

れぞれのレベルにおいて、学習成果を具体的に示したディプロマ・ポリシーを定め、そ

のもとにディプロマ・ポリシーを達成するためのカリキュラム・ポリシーを、そしてデ

ィプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシーに基づく学生像を示したアドミッショ

ン・ポリシーを定めて、学習成果を獲得するために必要な能力、意欲、経験などを備え

た者を受け入れている。  

 

アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）  

本学が養成しようとする人材は、経営情報の高度で専門的な知識・技能を修め、建学

の精神「至心」を進んで実践しようとする豊かな人間性を備えたビジネスパーソン・IT

エキスパートです。この基本的理念に基づき、経営情報学科、情報ネットワーク学科共  

通で、以下の方針に従って入学者を受入れます。   

Ⅰ 建学の精神を理解し、実践しようとする意欲を持っていること。  

本学建学の精神「至心」を理解し、実践しようとする意欲があり、勉学に進んで取り

組み、そして進取の精神に溢れた人を求めます。   

Ⅱ 経営情報の分野に関心を持ち、学ぶ意欲があること。  

経営情報の諸分野に関心を持ち、知識や技能を身につけ、深めていこうとする意欲

がある人、特に経営情報の諸分野に関する検定試験や資格取得に積極的に取り組む意  

欲がある人を求めます。  

Ⅲ 基礎的な学力を身につけていること。  

大学で学ぶにあたって必要とされる学力（学校教育法第 30 条の第 2 項による学力の

三要素）  

（1）基礎的・基本的な知識・技能  

（2）知識・技能を活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等  

（3）主体的に学習に取り組む態度  

を入学までに修得している人を求めます。   

Ⅳ 社会の諸問題を広く多様な視点から理解し、その解決に貢献したいという意欲があ

ること。 

広範な知識・技能を体得し、社会の発展のために積極的に参画していく気概がある

人を求めます。  

Ⅴ 上記の方針に基づき、本学では下記の入学試験を実施して多様な学生を受け入れる

（本学の入学試験の詳細については「九州情報大学入試概要」をご覧ください）。   

○学校推薦型選抜（特別推薦・一般推薦）  

本学が指定した出願資格を満たしている受験生に対して、学力、経験、関心、目標、
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適性（コミュニケーション能力、独創性、積極性等）などを出身高等学校長による調査

書と推薦書および面接（口頭プレゼンテーション含む）、自己 PR 作文と小論文（一般

推薦のみ）に基づいて総合的に選考します。   

○総合型選抜 

本学が指定した出願資格を満たしている受験生に対して、学力、経験、関心、目標、

適性（コミュニケーション能力、独創性、積極性等）などを受験生が作成したエントリ

ーシートやインタビュー及び出身高等学校長による調査書を参考にして、面接（口頭

プレゼンテーション含む）に基づいて総合的に選考します。  

本学の総合型選抜が求める学生像は次の三点です   

①「経営・会計・情報」に強い関心を持つ者   

②企業家を目指す者や家業を継ぐ予定の者   

③部活動（運動・文化）、課外活動（ボランティア等）、資格・検定の取得に熱心に取

り組んだ者  

○スポーツ奨学生選抜  

本学が指定した出願資格を満たしている受験生に対して、学力、経験（実績）、関心、

目標、適性（コミュニケーション能力、独創性、積極性等）などを受験生が作成したエ

ントリーシートやインタビュー及び出身高等学校長による調査書を参考にして、面接

（口頭プレゼンテーション含む）に基づいて総合的に選考します。   

○一般選抜 

本学が指定した出願資格を満たしている受験生に対して、出身高等学校長による調

査書、自己 PR 作文および高等学校までに修得した基礎学力を筆記試験に基づいて総

合的に選考します。本学の一般入試の試験科目については「九州情報大学入試要項」を

ご覧ください。  

○大学入学共通テスト利用選抜  

本学が指定した出願資格を満たしている受験生に対して、出身高等学校長による調

査書、自己 PR 作文および高等学校までに修得した基礎学力を大学入学共通テストの

得点に基づいて総合的に選考します。   

○外国人留学生選抜  

本学が指定した出願資格を満たしている受験生に対して、学力、経験、関心、目標、

適性（コミュニケーション能力、独創性、積極性等）などを受験生が作成した日本語作

文(総合型選抜の場合は、エントリーシートやインタビューを含む)及び出身学校からの

日本語能力等に関する証明書を参考にして、面接と日本留学試験 (総合型選抜の場合は

本学指定の試験)の成績に基づいて総合的に選考します。   

○社会人選抜 

本学が指定した出願資格を満たしている受験生に対して、学力、経験、関心、目標、

適性（コミュニケーション能力、独創性、積極性等）などを受験生が作成した志願理由

書(総合型選抜の場合は、エントリーシートやインタビュー)を参考にして、面接、小論

文に基づいて総合的に選考します。   

○編入学選抜 
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本学が指定した出願資格を満たしている受験生に対して、学力、経験、関心、目標、

適性（コミュニケーション能力、独創性、積極性等）などを(指定校推薦の場合は、出

身学校長の推薦書)を参考にして、面接（口頭プレゼンテーション含む）と小論文（一

般のみ）に基づいて総合的に選考します。   

Ⅵ 本学が指定する「入学前学習」を指示に従って最後まで履行できること。  

入学予定者に対しては、大学で学ぶにあたって必要と思われる基礎学力を確認・強

化するために、課題や必要に応じて入学前のスクーリング等を課します。入学予定者

は本学の指示に必ず従ってください。  

 

経営情報学科アドミッション・ポリシー（入学者受入れ方針）  

経営情報学科は、経営・会計を中心とする経営情報分野の全般にわたって高度で専

門的な知識・技能を備えたビジネスパーソンを養成することを目指しています。この

目標を達成するために経営情報学科は、大学が定めるアドミッション・ポリシーに基

づき、以下のような意欲・目標を持った入学者を求めます。  

Ⅰ ビジネス・マネジメント全般にわたって関心がある人   

Ⅱ 情報処理全般にわたって関心がある人   

Ⅲ 経営・会計分野の検定試験に意欲的に取り組める人   

Ⅳ 学習の目的と将来の進路について意識を持っている人   

 

情報ネットワーク学科アドミッション・ポリシー（入学者受入れ方針）  

情報ネットワーク学科は、情報を中心とする経営情報分野の全般にわたって高度で

専門的な知識・技術を備えた IT エキスパートを養成することを目指しています。この

目標を達成するために情報ネットワーク学科は、大学が定めるアドミッション・ポリ

シーに基づき、以下のような意欲・目標を持った入学者を求めます。   

Ⅰ 情報処理全般にわたって関心がある人   

Ⅱ ビジネス・マネジメント全般にわたって関心がある人   

Ⅲ 情報分野の検定試験に意欲的に取り組める人   

Ⅳ 学習の目的と将来の進路について意識を持っている人  

 

本学のアドミッション・ポリシーについては、入試要項（提出-27）、大学案内（提出

-26）、及び本学 Web サイト等にて示している（提出-12)）。また、オープンキャンパス

や進学説明会等においても、選抜に関する助言等を含め、詳細に説明している。 

本学のアドミッション・ポリシーの中には、「Ⅲ 基礎的な学力を身に着けているこ

と」という項目を設けて明示しており、高校までの基礎的な学力の習得を入学者に課

していることを明確にしている。また、高校までの学習成果については、入学者選抜試

験において、調査書や面接試験（口頭プレゼンテーション含む）、学力試験等をもとに

把握・評価することを、入試要項や本学 Web サイトで明確に示している（提出-12)。  

本学では、アドミッション・ポリシーに示しているとおり、受験生の個性に応じた入

学者選抜試験のもと、多様な能力を有する人材を受け入れるために、九州情報大学募
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集要領（提出-19）で 8 つの選抜区分を設けて入学者の選抜を行っている。具体的には、

学校推薦型選抜（特別推薦・一般推薦）、総合型選抜、スポーツ奨学生選抜、一般選抜、

大学入学共通テスト利用選抜、外国人留学生選抜、社会人選抜、編入学選抜の区分を設

け、調査書や自己ＰＲ作文等の書類評価、面接試験（口頭プレゼンテーション含む）、

学力試験等を、選抜区分の特性に合わせて実施し、受験生の能力を多面的・総合的に評

価して合格者を決定している。  

 

選抜区分及び選抜概要  

選抜区分 選抜概要 

一般選抜（一期、二期、

三期）（試験会場：一期

は太宰府キャンパス・

6 地方試験会場、二期、

三期は太宰府キャン

パス） 

調査書、自己 PR 作文および本学が課する学力試験によって総

合的に選抜する。試験科目は、コミュニケ－ション英語Ⅰ・Ⅱ、

国語（古漢除く）、数学Ⅰ・Ａ（場合の数と確率のみ）、情報関

係基礎、簿記・会計の中から 2 科目で総得点により選抜する。 

学校推薦型選抜（一般

推薦、特別推薦）  

（A 日程、B 日程、C

日程） 

（試験会場：太宰府キ

ャンパス・6 地方試験

会場） 

推薦選抜は 2 種類（一般推薦と特別推薦）ある。一般推薦は出

身高等学校長が学業成績、人物とも優秀と認めて推薦する者

で、特別推薦はそれに加え、現役かつ専願であること。一般推

薦は、調査書、推薦書、面接（口頭プレゼンテーション含む）、

自己 PR 作文および小論文の総合評価によって選抜する。ま

た、特別推薦は調査書、推薦書、面接（口頭プレゼンテーショ

ン含む）および自己 PR 作文の総合評価により選抜する。  

総合型選抜 

 

日本の高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は見込

みの者のエントリーについては、担任または進路指導の先生

に承認を得た者。また、総合型選抜が求める学生像である①

「経営・会計・情報」に強い関心を持つ者、②起業家を目指す

者や家業を継ぐ予定の者、③部活動（運動・文化）、課外活動

（ボランティア等）、資格・検定の取得に熱心に取り組んだ者

のいずれかに該当し、志願する目標・目的が明確な者。エント

リーシートにより適正を判断し、調査書、面接（口頭プレゼン

テーション含む）および自己 PR 作文の総合評価により選抜す

る。 

スポーツ奨学生選抜

（相撲・陸上）  

 

所属する部活動の監督等が推薦し、本学陸上部監督または相

撲部監督が認めた者で、スポーツ奨学生選抜が求める学生像

である全国大会出場経験者、もしくはそれに準ずる者。エント

リーシートにより適正を判断し、調査書、面接（口頭プレゼン

テーション含む）の総合評価により選抜する。  

大学入学共通テスト

利用選抜（前期、中期、

調査書、自己 PR 作文および大学入学共通テストの得点によっ

て総合的に選抜する。教科は、外国語、国語、数学、地理歴史、
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選抜区分 選抜概要 

後期） 公民、理科から 2 教科 2 科目。3 教科以上受験した場合は、原

則として高得点の 2 教科 2 科目の総得点を利用する。なお、

外国語、国語は 100 点満点に換算。  

外国人留学生選抜（一

期、二期、三期、総合

型）試験会場：太宰府

キャンパス 

日本留学試験（文系理系を問わず日本語と他 1 科目）受験者

を対象に面接、日本留学試験の成績および日本語能力等に関

する証明書の総合評価により選抜する。総合型選抜は、主に日

本留学試験未受験者を対象に本学が指定する試験、面接およ

び日本語能力等に関する証明書の総合評価により選抜する。  

社会人選抜（総合型、

一般） 

入学年の 4 月 1 日現在、満 22 歳以上の者を対象に、面接（口

頭プレゼンテーション含む）、小論文（総合型選抜のみ）の総

合評価により選抜する。 

編入学選抜 大学を卒業した者又は見込みの者、大学に 2 年以上在学し 62

単位以上修得した者又は見込みの者、短期大学、高等専門学校

及び専修学校専門課程を卒業・修了した者又は見込みの者を

対象に、面接（口頭プレゼンテーション含む）、自己 PR 作文

および小論文の総合評価により選抜する。  

 

本学では、高大接続の観点から、前項に示す多様な選抜を行っている。また入試委員

会において、毎年、選抜区分毎の選考方法や選考基準等について再確認・協議して「採

点表」を策定し、公正かつ適正に入学者選抜試験を実施している。また学長から委嘱さ

れた入試判定会議（構成：副学長（委員長）、学部長、両学科長、学生募集委員長、入

学試験委員長、大学事務局長、入試広報課長）にて入試区分ごと選抜結果（成績）を再

確認し、合否の適切性について確認している。更に、入学時にから一定の学力試験を行

い、「入学者選抜試験時の評価」と「入学後の学習成果の獲得状況」等とを照らし合わ

せることを可能とし、初年次教育に活かすとともに、入試委員会で入学者選抜試験の

妥当性を評価し、アドミッション・ポリシーの改善の必要性について検討している。  

本学では、専門職学科を設置していない。  

本学では、学則に、入学検定料、入学金、授業料、施設拡充費の金額を規定している。

また、これに基づき、受験生に対しては、これらの情報をはじめ、その他必要な経費

を、入試要項や本学 Web サイトにて明示している（提出-12）。 

本学では、アドミッション・オフィスに相当する学生募集委員会を設置し、副学長、

学部長、両学科長、教務部長、学生部長および募集活動を担う専任教員や専任職員（入

試広報課長および課員）を配置し、募集および入学者選抜関連の全般的な業務を計画・

遂行している。学生募集委員会の具体的な業務は、以下のとおりである。①広報活動を

含む学生募集活動および入学者選抜全般の企画・運営を取り扱い、全選抜に関するデ

ータを管理して合否判定の資料を入試判定会議および教授会に提出する。②受験生を

多面的・総合的に評価するために、学科・コースと協力して選抜の成績評価業務を取り

扱う。③総合型選抜では、面談を実施した学科長が参加する入試判定会議で協議して
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受験生の評価を行い、合否を決定する。  

本学では、選抜に関する問い合わせなどは、入試広報課が受け付け、受験全般に関す

る質問等に対して適切に対応している。また、入試広報課は副学長，募集・入試委員長

および事務局長等と常にコミュニケーションを図り、コロナ対応を始めとする予期せ

ぬ事業にも迅速に対応できる体制を維持している。また検討課題を迅速に学生募集委

員・入試委員会へ提示し、受験生への対応を効果的に行っている。 

本学では、広報および学生募集活動の一環として、九州全県および隣接県の高等学

校へ、毎年数回、訪問している。その際に、入学者受入の方針を明記した入試要項と選

抜情報を掲載した大学案内を用いて説明を行うとともに、高校側からの意見を聴取し

ている。更に、各高校の進路状況等に関する情報についても収集しており、これらのデ

ータをもとにしたアドミッション・ポリシーの点検に努めている。  

＜研究科＞ 

平成 26(2014)年 3 月 18 日の九州情報大学大学院委員会（第 14 回）において、博士

前期課程ならびに博士後期課程のアドミッションポリシー（AP）を審議後、学長が決

定した。その結果、定めた AP は、以下のとおりである。AP は、授業料やその他入学

に必要な経費とともに、入試要項と大学 Web サイトに明示している。また、受験の問

い合わせなどに対しては、入試広報課で適切に対応している。  

経営情報学研究科の教育理念である「学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥

を究めて文化の進展に寄与すること」を共有し、真摯に研究に取り組み、研究成果を論

文にまとめ社会に還元する意欲をもった人材を受け入れている。博士前期課程と博士

後期課程の AP はそれぞれ以下のとおりである。  

（経営情報学研究科）  

博士前期課程 

1. 経営・会計・情報の分野の融合型教育研究に適応できる人 

2. 経営情報学分野に対する明確な問題意識を有している人  

3. 修士論文を作成する能力と意欲を有している人  

博士後期課程 

1. 独自性のある研究テーマを有している人  

2. 新しい専門分野を確立する能力と意欲を有している人  

3. 研究成果を社会に還元できる能力と意欲を有している人  

4. 博士論文を作成する能力と意欲を有している人  

 

・「AP」に基づき、博士前期課程においては公認会計士、税理士、経営コンサルタン

ト等の高度な専門的知識を持った専門職、研究者となることが期待できる学生を募集

し、選抜している。博士後期課程においては、博士前期課程を踏まえて、より高度な複

合的職業人及び研究者となりうる素養と実績を有する人材を募集し選抜している。入

試要項に記載された入試の概要は次表のとおりである。  

〇 大学院入試区分及び入試概要  

課程別入試区分 入試概要 
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課程別入試区分 入試概要 

大学院博士前期課程  

秋期（9 月）と春期（２

月） 

・一般、外国人留学生  

論述、外国語（英語）、口述試験による総合判定  

・社会人 

論述、口述試験による総合判定  

大学院博士後期課程  

春期（２月） 

・一般、外国人留学生  

外国語（英語）、口述試験による総合判定  

・社会人 

口述試験による総合判定  

 

入学希望者（一般学生、留学生、社会人を含む）に対して、事前に指導を希望する教

員と十分な相談を行い、本研究科の教育内容を理解した上で受験するように指導して

いる。そのため、入学希望者は、自己が本研究科の受け入れ方針に適合しているかどう

かを知り、入学後の授業に対応できるか、研究を遂行できるかを認識することができ、

入学後のミスマッチを防ぐことができている。なお、過去において留学生の中に十分

な日本語能力を身に着けていないケースがみられたため、外国人留学生に対しては日

本語能力試験(N1)の取得を義務付けている。指導教員の判断と併せて十分な日本語能

力がある者を入学させるようにしている。  

以上のような方針を基に、英語と専門知識の論述試験に加えて、志願者が提出した

志願理由書と研究計画書に基づいた口頭試問を実施し、相応しい人材を選抜している。 

 

［区分 基準Ⅱ-A-5 授与する学位分野ごとの学習成果は明確である。］ 

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］  

（1）学習成果に具体性がある。  

（2）学習成果は一定期間内で獲得可能である。  

（3）学習成果は測定可能である。  

＜現状＞ 

＜学部＞ 

基準Ⅰ-B-2 で説明した学習成果は、「学士力の 4 要素」を踏まえるとともに、本学の

建学の精神、教育目的、DP と一体のものとして相互に関連させて定められたのであり、

在学期間である 4 年間で獲得可能なレベルに設定されている。  

 本学が望ましいと考える学習成果の項目は、シラバスおよびポートフォリオ＆ルー

ブリックの中で、学士としてふさわしい力（学士力）に対応して「授業を通して修得で

きる力（学生による学修達成度評価）」4 項目、それらを細分化した計 14 項目として

具体的に表記されている。  

たとえばシラバスでは、担当教員が「授業を通して修得できる力」（学士力）とその

細分化された各項目の任意の欄に○印を表示することで、学生に修得して欲しい力、す

なわち学習成果の点検・評価項目を明示している。  

ポートフォリオ＆ルーブリックでは、「授業を通して修得できる力（学生による学修
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達成度評価）」とその細分化された各項目を学習到達度に応じて 5 段階に点数化し、教

員・学生双方が評価する項目が設けられている。これにより、学習成果の一定の可視化

が実現可能となった。  

以下に、「授業を通して修得できる力（学生による学修達成度評価）」4 項目と細分化

した計 14 項目を記す。  

 

「授業を通して修得できる力（学生による学修達成度評価）」  

1.知識・理解の観点  

多文化・異文化に関する知識の理解    

人類の文化・社会と自然に関する知識の理解    

 

2.汎用的技能の観点  

コミュニケーション・スキル  

数量的スキル  

情報リテラシー  

論理的思考力 

問題解決力  

 

3.態度・志向性の観点  

 建学の精神  

自己管理力  

チームワーク  

リーダーシップ  

倫理観  

市民としての社会的責任  

生涯学習力  

 

4.総合評価（統合的な学習経験と創造的思考力）  

 

学習成果の測定については基準Ⅱ-A-2 でもふれたが、定期試験をはじめとしてポー

トフォリオ＆ルーブリック等で測定可能である。学習成果の測定手法として、「授業改

善アンケート」と「学生実態調査」について以下に説明する。  

 教育目的の達成状況を点検・評価するために、FD 委員会と教務委員会が協力して

「専用の Web 画面への入力方式による学生による授業改善アンケート」を前期・後期

に 1 回ずつ定期的に実施している。アンケートに答えることによって、学生は、自分

が受講したそれぞれの科目に対する自己学習の取り組みの度合いや、学習による成果

を自己点検することが出来る。「学生による授業改善アンケート」の結果は、数値化さ

れて各教員にフィードバックされるため、教員もまた学生の学習成果について数値を

確認し、その結果を踏まえて、授業を改善するための指針の一つとすることが出来る。
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このように、教員側からの授業の評価の加えて、学生側からの自己評価を考えあわせ

ることで学習成果をより多面的にとらえることが可能になる。  

次に「学生実態調査」について述べる。本学は、学生の学習時間の実態や学修行動を

把握するために、東京大学大学院教育学研究科大学経営・政策研究センターが平成

18(2007)年に全国大学生調査で使用した調査票をベースに、本学の状況に合わせて字

句を改変した「九州情報大学学生実態調査」を平成 25(2013)年から実施してきた。当

初は、 

9 月の後期オリエンテーションを用いて学生が手書きし、手作業で集計を行うもの

で、調査は大きく次の 5 テーマからなっていた。 

[1] 授業について  

[2] 大学教育への評価  

[3] 卒業後の進路  

[4] 日常生活について  

[5] その他 

 第 1 のテーマでは、授業全般に関して学生がどのような態度で参加しているのか、

また、受講した授業を全体的にどのようにとらえているのかについて７問の質問をし

ている。第 2 のテーマでは，学生にとって本学の授業がどのように役立っているのか

を中心に学生の判断を４問求めている。第 3 のテーマでは、学生がどのような希望や

展望をもっているのかについての質問を 4 問行っている。第 4 のテーマでは、学生の

日常生活の状況を 4 問質問している。最後に、全般的な感想の他、学生の意見を自由

記入形式で求める質問が 3 問設定されている。この調査を行うことにより、学生の日

常生活だけでなく、全体的な学習への取り組みや成果に対する自覚も可視化すること

が出来る。先の授業改善アンケートが個別授業の学習成果に的を絞ったものであると

するならば、学生実態調査は、全体的な学習の傾向や成果を捉えるための調査である

といえよう（資料②： 2019 年度の学生実態調査報告書）。 

しかしながら、令和 2(2020)年度は新型コロナウイルスの拡大予防に対応する必要が

有り、また、内容的にも、時代や本学の状況により適合したものに改変する必要性もか

ねてより指摘されていたため、目的や内容を改めて整理したうえで、新たにアンケー

トを作成した。Google Form でのアンケート形式で、所要時間は 10 分から 15 分程度

と、学生の負担軽減と利便性に配慮したものとなっている。新たなアンケートにおい

ても、学生の大学の授業等へ抱く期待と実際の成果に関する質問事項という形で、前

アンケートと同様に、学生の授業への取り組みと学習成果が確認できるようになって

いる（資料③：Google Form でのアンケート）。 

＜研究科＞ 

学習成果は、便宜的に、専門知識の修得である専門的学習成果と修了後の実社会で  

の活動に必要な汎用的学習成果とに区分される。ともに、博士前期課程では２年間の

修業年限で、博士後期課程では 3 年間の修業年限で達成が可能である。  

前者の専門的学習成果は、講義科目の授業の受講と演習科目の研究指導によって獲  

得される。前期課程の院生は、演習指導教員の指導の下に、経営学・会計学・情報
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学・税法学の各領域からバランスよく配置された講義科目から８科目（16 単位）以

上を選択・受講し、演習科目 16 単位と併せて 32 単位以上を修得しなければならな

い。修士論文の質を高めるために、演習科目は通常の２倍の時間を割り当てるととも

に、指導教員と副指導教員の２名が論文指導に当たっている。後期課程の院生は、講

義科目 4 科目（8 単位）以上と演習科目 12 単位の合計 20 単位以上が必要である。研

究内容の多様化・高度化に対応して、後期課程では、指導教員と２名の副指導教員に

よる論文指導を行い、論文の質向上に努めている。  

学習成果の測定は、①修得した科目数（単位数）と②その成績評価をもって行うこ

とができる。講義科目・演習科目ともに成績評価は優れた順に「優」・「良」・「可」・

「不可」で表示され、「可」以上が合格判定、すなわち専門的学習成果を獲得したも

のと評価される。  

 後者の汎用的学習成果とは、修了後に高度な専門的職業人や研究者として社会に貢

献する際に必要となる文章表現力や口頭発表・質疑応答の力量といった情報発信能力

の獲得を意味する。本研究科では、こうした能力を修業年限内に獲得させるために、

学位論文の作成過程に工夫を凝らしている。毎年９月に「大学院合同ゼミ研修」を開

催して全院生に研究成果と学位論文の進捗状況を発表させ、大学院担当教員全員が各

院生の研究進捗状況を把握するとともに、それぞれのプレゼンテーションや受け答え

を確認し、指導教員や副指導教員を通じて当該院生にフィードバックしている。汎用

的学習成果の査定が行われているのである。  

論文が出来上がると、3 名の教員による審査委員会が複数回開かれ、論文の内容・

形式に加えて発表能力や質疑応答の力量が毎回チェックされ、改善すべき内容が指示

される。院生は改善・完成した論文を、大学院担当全教員と全院生参加の「修士論文

発表会」（博士論文の場合は公開の「学位論文審査会」）で発表し、質問に応える。こ

のように、院生は何度も発表や質疑応答の機会を持ち、その都度教員にチェック（汎

用的能力の査定）されることで、自身の研究成果を発信する能力を身に着け得るので

ある。こうして完成された学位論文は、大学院委員会で逐一審査委員会主査による審

査報告を受け、全員の投票で合否が判定される。したがって、学位論文の合格判定は

論文の質のみならず、当該院生の情報発信能力を大学院委員会で組織的に認定したこ

とを意味するものとなっているのである。  

こうして大学院委員会で学位論文が合格と判定されると、修得した講義科目と演習

科目の成績・単位数が確認され、修了要件が満たされていることの確認を受けて課程

修了の判定が下される。それは、同時に、「建学の精神を踏まえ、経営情報学を究め

て、高度な専門職業人や研究者として社会に貢献できる能力の修得」という学習成果

の獲得を認定するものでもある。 

学習成果の測定は、「授業改善アンケート」を利用することで、院生自身による自己

点検も可能である。しかし、質問項目は授業の内容に関する事項が中心であるから、汎

用的学習成果の測定はできない。汎用的学習成果の測定も可能なように質問項目を改

定するとともに、「大学院修了後アンケート」の活用を図ることが課題である。  
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［区分 基準Ⅱ-A-6 学習成果の獲得状況を量的・質的データを用いて測定する仕組

みをもっている。］ 

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］  

（1）GPA 分布、単位取得率、学位取得率、資格試験や国家試験の合格率、学生の業績

の集積（ポートフォリオ）、ルーブリック分布などを活用している。  

（2）学生調査や学生による自己評価、同窓生への調査、インターンシップや留学など

への参加率、在籍率、卒業率、就職率、進学率などを活用している。  

（3）学習成果を量的・質的データに基づき評価し、公表している。  

＜現状＞ 

学習成果の測定にあたっては基準Ⅰ-C-2 でも述べたが、すべての学生の単位取得数

と科目ごとの秀・優・良・可・不可および GPA という量的・質的データを算出し、そ

れらを「成績通知表」に記載したうえで担任教員と父母等・学生に配布している。なお

本学学生の GPA による成績の分布状況については、本学 Web サイト上に公表してい

る。ポートフォリオ＆ルーブリックにおける「授業を通して修得できる力（学生による

学修達成度評価）」の評価も、学習成果の測定に関する量的な有効な手法として取り入

れている。このほかに卒業率、就職率、そして基準Ⅱ-A-5 で説明したとおり「授業改

善アンケート」や「学生実態調査」の結果なども学習成果の獲得状況を示すデータとし

て活用している。  

＜研究科＞ 

少人数教育の特徴を生かし、研究指導教員が責任をもって学生とのきめ細やかなコ

ミュニケーションを図り、学習状況・資格取得・就職状況などを把握している。講義科

目についても各学生がどのような成績を取得したのかについて、指導教員にも知らせ

ることで専門的学習成果の一端である講義科目の単位獲得状況を把握している。  

研究科においても授業改善アンケートならび大学院修了時アンケートを実施してい

る。これらのアンケートは、学生の講義科目や演習科目に対する理解度や、論文作成時

の指導ポイントなどを知るうえで、重要な手掛かりとなり、学習の達成状況を点検･評

価するうえで、大いに役立っている。また、大学院修了時アンケートには大学院合同ゼ

ミ研修や修士論文発表会についても記載する欄を設けており、これらによって汎用的

学習成果の主観的獲得状況を把握することが可能となっている。  

 

［区分 基準Ⅱ-A-7 学生の卒業後評価への取り組みを行っている。］  

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］  

（1）卒業生の進路先からの評価を聴取している。  

（2）聴取した結果を学習成果の点検に活用している。  

＜現状＞ 

＜学部＞ 

本学では、卒業生の進路先からのヒヤリングを就職課と企業の採用窓口を通して行

っている。毎年採用が行われる企業の訪問時には卒業生の近況と現状の評価、課題点

等を必ず確認するようにしている。そこでは様々な意見交換を行うようにしており、
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その主な内容は教授会へ報告するとともに、次年度以降の就職活動に活用している。  

また、毎年のように本学卒業生を受け入れている福岡県中小企業家同友会の加盟企業

には、本学学生の受け入れに関して企業側の意見を取りまとめてもらい、併せて定期

的に意見交換を行っている。ここでは個人の課題というより、企業の求める人材像や

それを可能にする大学のカリキュラム等について意見を聴取し、狙いとおりの成果が

出ているのかの点検に活用している。  

更に、卒業生に対しては、前年度の卒業生全員にほぼ 1 年経過後の 2 月に「卒業生

状況確認アンケート」を登録アドレスに一斉に送信し、近況の確認と課題等の把握を

行っている。このアンケートについては、平成 30(2018)年 3 月卒業の学生から行って

いるが、いままでアンケートの回収率は 10%程度と低迷している。  

＜研究科＞ 

修了者に対して、大学院修了者アンケートを実施して、教育内容・指導方法の改善に

役立てている。博士前期課程においては、税理士資格の取得を目的として会計学、税法

学を専攻する社会人が多い。修了者の進路先からの評価の聴取は実施していないが、

修了後、国税審議会で修士論文の審査を受け、税理士試験の科目免除を得た後に、税理

士登録を行った際や、独立して税理士事務所を開設した際に挨拶に訪れたり、書状を

送ってくれたりすることがあり、税理士試験の合否については聴取し、その結果を税

法・会計コースの担当教員間で共有している。 

博士後期課程については、既に就職している社会人院生が主な入学者であるから、

大学院修了者アンケートは、主に教育内容・指導方法の改善に役立てるものとなって

いる。 

 

＜テーマ 基準Ⅱ-A 教育課程の課題＞  

教務委員会を中心にして、経営情報分野の目覚ましい発展、学生の多様なニーズ、本

学志願者の増加につながる斬新な教育内容、体系的な科目編成などの見地から、教育

課程について間断なき検証を行っていく。その結果、必要に応じて改正を提起する。  

教育課程の課題としては、再三述べてきたように、学習成果の測定方法としてアセ

スメント・ポリシーを策定し、実施に移していくことである。アセスメント・ポリシー

を踏まえて学習成果の査定を総体的に行い、本学にとって望ましい教育課程のあり方

を検討していきたい。  

 

＜テーマ 基準Ⅱ-A 教育課程の特記事項＞  

本学は、AI 時代の到来に応じた先進的な教育をいち早く実施するために、令和元

(2019)年度入学生から「KIIS 数理・データサイエンス・AI 教育プログラム」を実施し

ているが、「数理・データサイエンス・AI 教育プログラム認定制度実施要綱」（令和 3

年 2 月 24 日文部科学大臣決定）の規定に基づいて、令和 3 年度「数理・データサイエ

ンス・AI 教育プログラム（リテラシーレベル）」に申請し、認定された。  
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［テーマ 基準Ⅱ-B 学生支援］ 

 

＜根拠資料＞ 

提出資料 23.2021 年度学生便覧（学部） 24.2021 年度学生便覧（大学院）25.九州

情報大学 GUIDEBOOK2021 26.九州情報大学 GUIDEBOOK2022 27.令和 3 年度入

試要項 28.令和 3 年度総合型選抜、スポーツ・吹奏楽奨学生選抜ガイド 29.令和 3 年

度総合型選抜要項 30.令和 3 年度スポーツ奨学生選抜要項 31.令和 3 年度吹奏楽奨

学生選抜要項 32.2022(令和 3)年度外国人留学生選抜要項（一期、二期、三期） 33.

令和 3 年度社会人選抜要項 34.令和 3 年度社会人総合型選抜要項 35.令和 3 年度編

入学選抜要項（3 年次編入） 36.九州情報大学大学院経営情報学研究科経営情報学専

攻博士前期課程令和 3 年度入試要項 37.九州情報大学大学院経営情報学研究科経営情

報学専攻博士後期課程令和 3 年度入試要項 20.令和 3 年度入試要項 38.令和 4 年度

総合型選抜、スポーツ奨学生選抜ガイド 39.令和 4 年度総合型選抜要項 40.令和 4

年度スポーツ奨学生選抜要項 41.2022(令和 4)年度外国人留学生選抜要項（一期、二

期、三期） 42.令和 4 年度社会人選抜要項 43.令和 4 年度社会人総合型選抜要項 44.

令和 4 年度編入学選抜要項（3 年次編入） 45.九州情報大学大学院経営情報学研究科

経営情報学専攻博士前期課程令和 4 年度入試要項 46.九州情報大学大学院経営情報学

研究科経営情報学専攻博士後期課程令和 4 年度入試要項  

 

備付資料 23.2020（令和 2）年度学生実態調査報告書（https://www.kiis.ac.jp/wp-con-

tent/uploads/2021/11/2020_jittai.pdf） 

24.就職先からの卒業生に対する評価結果  

25.卒業生アンケートの調査結果  

26.（2022 年度入学予定の皆さまへ）国の高等教育の修学支援新制度について  

27.入学前学習について（お知らせ）、読書のすすめ  

28. Web 履修申請、コミュニケーションと自己発見Ⅰ履修のみなさんへほか  

29. 学生個人調書 

30.卒業者及び修了者数・進学者数・就職者数・進学及び就職の状況（主な就職分野な

ど）（https://www.kiis.ac.jp/wp-content/uploads/2022/06/4sinro.pdf） 

・学校基本調査 令和元(2019)年度 卒業後の状況調査票  

・学校基本調査 令和 2(2020)年度 卒業後の状況調査票  

・学校基本調査 令和 3(2021)年度 卒業後の状況調査票  

31.成績評価と GPA 制度について 

（https://www.kiis.ac.jp/wp-content/uploads/2021/06/gpa2020.pdf） 

32.授業改善報告書（授業改善アンケート概況含む）  

33.令和 3 年度大学院講義改善アンケート  

34.令和 3 年度大学院演習・特別演習改善アンケート  

35.令和 3 年度大学院修了後アンケート  

36.令和 3 年度社会人選抜要項  



九州情報大学 

 

57 

 

37.九州情報大学の韓国姉妹校留学案内  

38.2022(令和 4)年度外国人留学生選抜要項（一期、二期、三期）  

 

［区分 基準Ⅱ-B-1 学習成果の獲得に向けて教育資源を有効に活用している。］ 

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］  

（1）教員は、学習成果の獲得に向けて責任を果たしている。  

①シラバスに示した成績評価基準により学習成果の獲得状況を評価している。  

②学習成果の獲得状況を適切に把握している。  

③学生による授業評価を定期的に受けて、授業改善に活用している。  

④授業内容について授業担当者間での意思の疎通、協力・調整を図っている。  

⑤教育目的・目標の達成状況を把握・評価している。  

⑥学生に対して履修及び卒業に至る指導を行っている。  

（2）事務職員は、学習成果の獲得に向けて責任を果たしている。 

①所属部署の職務を通じて学習成果を認識して、学習成果の獲得に貢献している。  

②所属部署の職務を通じて教育目的・目標の達成状況を把握している。  

③所属部署の職務を通じて学生に対して履修及び卒業に至る支援を行っている。  

④学生の成績記録を規程に基づき適切に保管している。  

（3）大学は、学習成果の獲得に向けて施設設備及び技術的資源を有効に活用している。 

①図書館又は基礎学習支援センター等の専門的職員は、学生の学習向上のために支援

を行っている。 

②教職員は、図書館又は基礎学習支援センター等の学生の利便性を向上させている。 

③教職員は、学内のコンピュータを授業や大学運営に活用している。  

④教職員は、学生による学内 LAN 及びコンピュータの利用を促進し、適切に活用し、

管理している。 

⑤教職員は、教育課程及び学生支援を充実させるために、コンピュータ利用技術の向

上を図っている。  

＜現状＞ 

＜学部＞ 

本学のシラバスの項目には「成績評価の基準・方法」があり、担当教員は建学の精

神、学則が定める教育目的、DP、学習成果、その他を踏まえて評価の基準を設定し、

シラバスに記載している。これは、学生が履修する際の判断材料となっている。学習成

果の測定にあたっては定期試験が主たるものであるが、いわゆる平常点（学習態度）の

要素として小テスト、レポート提出、ポートフォリオ＆ルーブリック提出、その他の事

項も加味して、学習成果の獲得状況を全体的かつ適切に把握している。  

基準Ⅰ-C でも述べたが、授業改善に資するために学生に対する授業改善アンケート

を前期・後期の年 2 回実施しており、アンケート結果は集計後に各教員に伝達されて

いる。教員はそれを参考にして「授業改善報告書」を作成し、学内ネットワーク上に公

開するとともに、授業改善に毎年努めている。このように教育の向上のために、学生に

よる授業評価結果を適切に活用している。  
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授業内容の意思の疎通、協力・調整については、複数教員で担当する科目、専門性が

近接する科目、年次を追って専門性を深めていく科目において、担当教員の間で適宜

協議が行われている。特にシラバス作成の際は、教務委員会の責任の下に、教務委員を

主管とする ‘分野別調整打合せ ’が行われており、授業の内容・難易度、テキスト・参考

書の選定、評価の基準・方法等について、重複している箇所や不適切な記述はないか確

認し、必要に応じて修正を図っている。  

本学の教育目的・目標は、建学の精神に基づき学則第 1 条および第 2 条第 2 項に確

立されているわけであるが（基準Ⅰ-B-1 参照）、それらは DP や学習成果として具体化

され、さらにシラバスやポートフォリオ＆ルーブリックにて、「学士としてふさわしい

力（学士力）」に対応して「授業を通して修得できる力（学生による学修達成度評価）」

4 項目、それらを細分化した計 14 項目として表記されている。各科目の担当教員は、

これらを踏まえて教育指導を行い、定期試験やその他の手法を用いて教育目的・目標

の達成状況を総合的に把握・評価している。  

本学はクラス担任制をとり、1 年次「コミュニケーションと自己発見Ⅰ・Ⅱ」、2 年

次「基礎ゼミ、経営学・情報学基礎演習」、3 年次「専門ゼミⅠ、経営学・情報学専門

演習Ⅰ」、4 年次「専門ゼミⅡ、経営学・情報学専門演習Ⅱ」の教員がクラス担任とし

て、所属学生に対して入学後の履修登録から卒業に至るまで責任をもって指導してい

る。 

＜研究科＞ 

特に修士論文等の論文作成においてどのように充実した支援ができるかが重要であ

る。現在、1 人の院生に対して指導教員と副指導教員の 2 名の教員によるきめ細やか

な学習支援が行われており、さらに学習支援・指導の結果は「修士論文指導報告書」で

報告され大学院委員会メンバー全員で共有している。  

学内には、院生専用の研究室が準備されており、自由に研究活動が行えるように教

育研究支援をしている。院生研究室は太宰府キャンパスに 4 室、博多駅前サテライト

キャンパスに 2 室、博多駅東サテライトキャンパスに 1 室あり、机、パソコン、プリ

ンターなどの機器や学内ネットワークも設置されている。平成 31(2019)年 4 月より博

多駅東サテライトキャンパスに、上記院生研究室の他に講義室 2 室、図書室 1 室を新

たに設置し、院生の教育研究支援を充実させた。  

社会人院生に対しては、サテライトキャンパスにおいても授業が開講されている。

サテライトキャンパスは福岡市の中心部（博多駅前及び博多駅東）に位置し、近隣地区

からの交通の便も良い。また、通常の勤務時間外である夜間に講義を実施している（6

限目 17：50～19：20、7 限目 19：30～21：00）。 

また、院生の研究活動支援の一環として、研究および生活に関わる情報を電子メー

ルなどで配信している。  

＜全体＞ 

事務職員は、以下に述べるとおり九州情報大学組織規程の事務分掌に則り、各部署

において教員と連携しつつ、学習成果の獲得に貢献し、教育目的・目標の達成状況の把

握に努めている。教務課は、毎日の授業の管理・運営を始めとして、時間割の作成・管
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理、出欠の管理、履修の登録・管理、定期試験の実施、成績評価の管理など通して学習

成果の獲得に向けた業務を行っている。学生課は、休学や退学など学籍簿に関するこ

と、課外活動やその施設の管理、福利厚生補導、学生の賞罰、外国人留学生の教育・生

活指導に関することなど学生生活全般にわたって業務を行っている。就職課（キャリ

アデザインセンターCDC）は、学生の就職開拓・斡旋指導・相談・その他に関するこ

と、資格試験や就職のための実力テスト及び適性検査等について業務を行っている。

入試広報課は、AP に基づいた学生募集に努めている。入学確定後は教員や教務課とと

もに、すべての学部入学予定者に対して入学前学習を課し、新入生が大学での学習に

支障なく移行できるよう支援を行っている。  

各事務部署の職務を通じた教育目的・目標の達成状況については、所管課長が委員

としてそれぞれの委員会に出席することによって状況を把握できている。さらにその

情報は、各部署において共有されるだけでなく、日課として行われている事務局の朝

礼、毎週月曜日を基本に行われる事務連絡会を通じて職員のあいだに周知が図られて

いる。 

各事務部署の職務を通じた学生に対する履修及び卒業に至る支援については、主と

して教務課と学生課が行っている。教務課は履修、試験、単位取得に関する相談、学生

課は学生生活全般に関する相談を行っており、それぞれの部署は担当教員と連携をと

りつつ一人ひとりの学生にあった適切な支援を行っている。  

学生の成績記録は、学校法人麻生教育学園文書取扱い規程に基づき教務課が適切に

保管している。履修登録書、科目担当教員から提出される成績報告書、科目ごとの秀・

優・良・可・不可や GPA などの評価が記載された成績証明書はすべて永久保存されて

いる。 

以上述べてきたように、本学の事務職員は学習成果の獲得に向けて責任を果たして

いる。 

次に施設設備及び技術的資源の活用状況について説明する。  

附属図書館では、15 台の学生用パソコンや 3 台の専用プリンター、所蔵する資料を

検索するための OPAC 検索用パソコン 1 台を設置している。また、学習環境の面では

複数名で利用できる閲覧席のほか、個別に学習できるキャレル席も十分に配置し、学

生が自主的に学習できるよう、事務職員が学習環境の整備に努めている。 

外国人留学生の学習向上の支援については、「国際交流支援室」及び「国際交流セン  

ター」が担当している。それぞれの部署に外国人教職員を配置し、日本語力の劣る外国

人留学生に対しては母国語で対応することで、文化の違いを含む様々な問題に対する

指導助言や学習・授業支援及び生活相談を実施している。  

外国人留学生向けの正規の科目として「日本語Ⅰ-Ⅳ」が設けられているが、他と比

較して日本語の読み書き能力が劣ると認められる学生に対しては、入学前に国際交流

センターが中心となって日本語の特別講座を開設して、普段の授業に支障をきたさぬ

よう日本語能力の向上に配慮している。  

図書館の利便性を向上させるために、学生の要望に応じた図書の購入やレファレン

スサービスを行い、文献探しの支援を行っている。また、電子書籍の導入により近年の
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コロナ禍では来館せずとも学外から一部資料の閲覧やダウンロードができるようにな

った。 

大学図書館間の相互貸借や文献複写サービスを利用することで所蔵がない資料につ

いても、入手機会を充実させるように努めている。学生同士が気軽に立ち寄れる場所

としての図書館の利用促進や読書推進のためにイベントの開催をするなど、学習面で

の利便性の向上を図っている。 

情報処理室には、「PC クリニック」という情報処理分野における学習の利便性の向

上のための支援組織が設置されている。「PC クリニック」は、情報処理室の担当教員

及び事務職員の指導のもと、選抜された学生により構成され、パソコンやネットワー

クに関する相談やトラブル解決の支援を行っており、まさにラーニングコモンズ的な

学習支援・授業支援体制として有効に機能している。なお「PC クリニック」を利用し

た学生数は、平成 30(2018)年度 533 人、令和元(2019)年度 407 人であったが、令和

2(2020)年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で閉鎖期間があったこともあり 170

人、令和 3(2021)年度は 93 人に留まった。これは、新型コロナウイルス感染症の影響

で学生入構禁止期間があったためである。  

次に学内コンピュータの活用であるが、そもそも本学は大学名に冠するとおり「情

報」を標榜する大学であり、教育・大学運営両面においてコンピュータを抜きにしては

ありえない。特に令和 2・3 年度は新型コロナウイルス感染症が発生・拡大していく中

で、本学はコンピュータを活用した遠隔授業を積極的に導入し、教育の質の保証に努

めた。令和 3 年度の取り組みとしては、「遠隔授業スタジオ」の開設があげられる。同

スタジオには遠隔授業に適したコンピュータのほかに必要な機器を設置し、担当教員

が支障なく授業を実施し、配信できるように配慮した。  

本学の施設は有線・無線 LAN 接続に対応しており、基本的には学内の各所からイン

ターネットに繋がるようになっている。授業や学生生活に関わる資料は、学内 LAN サ

ーバーの共有ファイルや本学 Web サイトを経由して入手することが可能であり、まさ

に“ペーパーレス時代”に応じた教育・大学運営がなされている。  

学内 LAN 及びコンピュータの保守管理については、情報処理室の専任職員が中心  

はじめ、パソコンのセットアップ指導やパソコンに関する各種トラブル解決、情報

システム利用等のサポートを行っている。また、在学中に必要なソフトは無償で提供

している（MICROSOFT ボリュームライセンス(OVS-ES)、SYMANTEC サイトライ

センス等）。 

コンピュータ利用技術の向上に関する取り組みについては、情報処理室内に設置さ

れている「PC クリニック」がパソコンやネットワークに関する相談やトラブル解決の

支援を行っている（上記参照）。また、初年次の学生に対しては、開講科目「情報リテ

ラシー演習」（1 年前期必修）の中で、コンピュータの基本操作や遠隔授業の受講の仕

方などを説明・指導することにより、コンピュータ利用技術の向上を図っている。  

 

［区分 基準Ⅱ-B-2 学習成果の獲得に向けて学習支援を組織的に行っている。］ 

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］  
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（1）入学手続者に対し入学までに授業や学生生活についての情報を提供している。  

（2）入学者に対し学習、学生生活のためのオリエンテーション等を行っている。  

（3）学習の動機付けに焦点を合わせた学習の方法や科目の選択のためのガイダンス等

を行っている。 

（4）学生便覧等、学習支援のための印刷物（ウェブサイトを含む）を発行している。 

（5）基礎学力が不足する学生に対し補習授業等を行っている。  

（6）学習上の悩みなどの相談にのり、適切な指導助言を行う体制を整備している。  

（7）通信による教育を行う学部・研究科等の場合には、添削等による指導の学習支援

の体制を整備している。  

（8）進度の速い学生や優秀な学生に対する学習上の配慮や学習支援を行っている。  

（9）留学生の受入れ及び留学生の派遣（長期・短期）を行っている。  

（10）学習成果の獲得状況を示す量的・質的データに基づき学習支援方策を点検して

いる。 

（11）編・転入学生に対して適切な指導助言を行う体制を整備している。  

＜現状＞ 

＜学部＞ 

入学予定者に対しては、入学手続きに関する書類を送付しており、その中で授業や  

学生生活についての情報を提供している。これらの書類とともに、「入学前学習」の課

題も通知している。その目的は、入学前の期間を無為に過ごすことのないようにさせ、

あわせて高等学校までの基礎学力の点検・強化を図ることにある。この教育プログラ

ムは、大学での授業に支障なく入っていくために効果的な取り組みであると言えるだ

ろう。なお「入学前学習」は AP に規定されており（基準Ⅰ-B-3）、その内容は、漢字

学習（日本人学生）、日本語学習（留学生）、英語学習（全学生）、数学学習（全学生）、

読書感想文（全学生）となっている。入学予定者に対しては、検定試験の所定級合格者

を除いて指定された課題に取り組み、入学後速やかに課題を提出することが義務付け

られている。入学後は、基礎学力の到達度を確認するとともに語学等の授業の能力別

クラスを編成するために、「プレテスト」を実施している。このテストの結果、学力不

足の学生に対しては「大学基礎総合」（1 年前期選択）を受講するように指導し、日本

人学生には基礎的な漢字力、留学生には基礎的な日本語力の点検・強化を行っている。

加えて「総合英語」（１年前期必修）、「日本語Ⅰ」（1 年前期必修）では、プレテストの

結果に基づき学力別クラス編成を行っている。  

このように本学では、個々の学生の能力、進捗度の速さ、興味関心や将来の進路設計

に応じた学習を重視したきめ細かい方法をとっており、そのためのガイダンス等を行

っている。このような本学の教育の特色を顕著に示している科目が、専門教育の核と

なる科目となっている「ゼミ・演習」である。この科目は学年別にみると、1 年次「プ

レゼミⅠ・Ⅱ」（選択）、2 年次「基礎ゼミ、経営学・情報学基礎演習」（必修）、3 年次

「専門ゼミⅠ・経営学・情報学専門演習Ⅰ」（必修）、4 年次「専門ゼミⅡ・経営学・情

報学専門演習Ⅱ」（必修）が開講されている。それぞれの科目の枠の中において、専任

教員が独自の研究テーマや教育的関心等に基づいてクラスを設置しており、学生は「ゼ
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ミ・演習ガイダンス」（11 月・12 月）において、または担当教員から個別に説明を受

けて、自分の学びたいクラスを選択することができる。なお本学では、端的に言えばゼ

ミとは専門分野の高度な学習、演習とは基礎的な学習を行うことを意図している。特

に１年次のプレゼミⅠ・Ⅱでは、入学時から他と比べて能力や意欲がある学生のため

のクラスを開設しており、１年次の早いうちから専門的学習に取り掛かることができ

るように配慮や支援を行っている。 

このゼミ・演習担当教員と１年次「コミュニケーションと自己発見Ⅰ・Ⅱ」担当教員

がクラス担任となっており、学習や生活上の悩みなどの相談にのり、適切な指導助言

を行っている。さらに本学の「学術・教育研究所」の下部組織として、「基礎学習支援

センター」及び「KIIS ラーニングルーム」（学習相談室）も設けられており、適切な指

導助言を行う体制を整備している。  

 学生便覧や学習支援のための印刷物は、学内オリエンテーションにおいて配布して

いる。また、学内ネットワークを通じてシラバスや各種文書が閲覧できるようになっ

ている。  

外国人留学生については、開学以来、積極的に受け入れている。また、大韓民国及び

モンゴルの 3 つの大学と DDP（デュアルディグリー（2＋2 複数学位）プログラム）を

締結しており、令和 2(2020)年度は大韓民国から 2 名が入学したが、コロナ禍の影響

で、入国できなくなったため、本人の希望により退学した。本学からは、平成 29(2017)

年に韓国の大学へ 2 人の学生が留学したが、以降は、外国の大学等に留学した者はい

ない状況である。  

 基準Ⅱ-A-6 で述べた学習成果の獲得状況の量的データ（取得単位数、GPA 等）や質

的データ（授業改善アンケート等）は、科目担当教員やクラス担任教員に提示されてお

り、科目担当教員はこれらのデータに基づいて、履修指導のあり方など個々の学生に

対する学習支援方策を点検し、実施している。特に量的データ（取得単位数）について

は、学生部長を通じて定期的に教授会へ提出されており、クラス担任教員はデータに

基づいて適切な指導を行っている。これは学生の単位不足を防ぐための一助となって

いる。このように本学では、学習成果の獲得状況の量的・質的データに基づき学習支援

方策を点検している。  

編入生については、3 年次のクラス担任（「専門ゼミⅠ・経営学・情報学専門演習Ⅰ」）

が学習・生活上の指導助言に責任を負っている。  

＜研究科＞ 

専門的学習成果の獲得に向けては、入学後の学習効率を高めるために、平成

26(2014)年度より博士前期課程入学試験合格者に対して、入学前の事前指導を行って

おり、今後この指導体制の一層の定着を図っていく予定である。もちろん、この指導

体制を有意義なものにするには、指導教員と入学予定者ばかりでなく、その他の大学

院担当教員の意識改革も重要である。そして、入学式後に大学院オリエンテーション

を実施し、その際に学生便覧や博多駅東サテライトキャンパスの利用方法などの印刷

物を配布している。  

研究指導については、博士前期・後期課程とも、論文作成指導に重点を置いている。
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博士前期課程は指導教員と副指導教員１名の 2 人体制、博士後期課程は指導教員と副

指導教員 2 人の 3 人体制で論文作成指導を行っている。これは研究内容の多様化、高

度化に対応したものであり、論文の質向上に成果をあげている。さらに論文の質を高

めるために、博士前期課程における演習科目は通常の 2 倍の時間を割り当てている。

このことにより専門的学習成果だけでなく、論文の文章表現力という点での汎用的学

習成果獲得に向けた支援も行っている。  

 さらに、汎用的学習成果の獲得に向けて、毎年 9 月に大学院合同ゼミ研修を実施し

ている。本合同ゼミ研修では、各大学院生が専門分野を超えて、全大学院生および大学

院担当教員に向けて発表し、意見を得る貴重な機会となっている。その際に、質疑応答

時間やコメントシート等で発表に対するフィードバックを得る時間を設けている。  

 

［区分 基準Ⅱ -B-3 学習成果の獲得に向けて学生の生活支援を組織的に行ってい

る。］ 

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］  

（1）学生の生活支援のための教職員の組織（学生指導、厚生補導等）を整備している。  

（2）クラブ活動、大学行事、学友会など、学生が主体的に参画する活動が行われるよ

う支援体制を整えている。  

（3）学生食堂、売店の設置等、学生のキャンパス・アメニティに配慮している。  

（4）宿舎が必要な学生に支援（学生寮、宿舎のあっせん等）を行っている。  

（5）通学のための便宜（通学バスの運行、駐輪場・駐車場の設置等）を図っている。 

（6）奨学金等、学生への経済的支援のための制度を設けている。  

（7）学生の健康管理、メンタルヘルスケアやカウンセリングの体制を整えている。  

（8）学生生活に関して学生の意見や要望の聴取に努めている。  

（9）留学生が在籍する場合、留学生の学習（日本語教育等）及び生活を支援する体制

を整えている。 

（10）社会人学生が在籍する場合、  社会人学生の学習を支援する体制を整えている。 

（11）障がい者の受入れのための施設を整備するなど、障がい者への支援体制を整え

ている。 

（12）長期履修生を受け入れる体制を整えている。  

（13）学生の社会的活動（地域活動、地域貢献、ボランティア活動等）に対して積極的

に評価している。  

＜現状＞ 

本学においては、理事長・学長の強いリーダーシップの下、「事務組織」及び「各

種委員会等」を組織し、その組織全体で学生の生活支援を組織的に計画実施してい

る。本学の組織的な学生支援として、ア 学習支援、イ 学生生活支援、ウ 経済的

支援、エ 健康衛生管理支援、オ サークル・学友会活動等の支援を行っている。以

下、各支援の現状を記載する。  

 ア 学習支援としては、担任制を取り入れ（１年生は初年次教育科目「コミュニケ

ーションと自己発見Ⅰ・Ⅱ」担当者、2 年生は「基礎ゼミ、経営学・情報学基礎演
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習」担当者、3・4 年生は「専門ゼミⅠ・Ⅱ、経営学・情報学専門演習Ⅰ・Ⅱ」担当

者）、学習指導をはじめ、学生生活全般について支援している。中でも取得単位数の

少ない学生に対しては、年度当初に教務部と学生部及び担任と連携し、計画的な面談

をすることで、心構えや学習意欲向上に努めている。  

それぞれの学科で 1 年次は個人面談を行い、経済状況やバイト関連、学習状況、友

人関係、サークル活動、将来の進路等について個々の状況及び環境を把握し、現在の

環境に不安や悩みを持つ場合、担任と連携を図り素早く対応し、その経過及び結果を

教職員間で共通認識し改善に活かしている。  

特に、メンタルケアやカウンセリングを必要と判断される学生については、学生課

窓口に設置し学生相談を実施している。なお、父母等からの事前相談については入学

式終了後に状況を明確に確認・把握するための面談を行っている。面談等の活動で知

り得た情報は、学生カルテ（個人の情報を集約し、教職員が確認できる）に詳細に記

載し、各担任及び教職員が学生生活支援に活用している。また、情報ネットワーク学

科では、新入生のサポートアワーとして、担任とは別に学科教員に 6 名程度の学生を

配置し、スムーズな大学生活への移行ができるように、入学後 2 か月間週１回の面談

を行い、学生をサポートしている。  

 イ 学生生活支援に関しては、学生食堂及び食堂内に売店を設置、食堂内のメニュ

ー金額を一部負担し学生のキャンパスライフを支援している。また、県内外の学生及

び留学生には、アパート及び下宿等を必要とする学生に、太宰府市に在住するための

支援として不動産業者を紹介し、賃貸物件に関するパンフレットの配布を行い、安

心・安全な大学生活が送れる支援をしている。  

 通学については、無料通学バスの運行や駐輪場・駐車場（年間の登録制で事故に対

応）を設置して、通学のための便宜を十分図っている。通学バス 3 台（無料）の運行

は、平日の授業始業前 3 便、１限終了後に 2 便、2 限開始前に 4 便、2 限終了後に 3

便、3 限開始前に 5 便、3 限終了後に 4 便、4 限開始前に 4 便、4 限終了後に 2 便、5

限開始前に 2 便、5 限終了後に 2 便、19 時職員・サークル活動終了時 3 便運行して

いる。また、駐輪場は校内に設置している。駐車場については、学生専用駐車場を準

備し登録制（1 年に一度、免許証及び任意保険の確認）で使用させている。（駐車スペ

ースは十分である。）  

 ウ 学生への経済的支援として、日本学生支援機構の奨学金「給付奨学金」、「第一

種奨学金」、「第二種奨学金」について、年度初めのオリエンテーション時に学生課奨

学金担当者が内容、書類作成、手続きまでの説明を実施している。また、本学独自の

奨学金制度として、学部生の授業料全額給付や半額給付、入学金給付などを行う「特

別推薦奨学生」、「一般推薦奨学生」、「一般選抜、大学入試共通テスト利用選抜奨学

生」、「スポーツ奨学生」、「社会人奨学生」、「外国人奨学生」、「編入学奨学生」及び大

学院学生「大学院奨学生」を設けている他、経済支援的支援体制を整えている。  

また、卒業年度には日本学生支援機構の奨学金などの返還に関する手続きについて

説明を個々に実施している。なお本学は、令和元年 9 月 20 日付けで、高等学校の修

学支援新制度の対象機関として、文部科学省ホームページに掲載されている。 
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なお、学納金については、コロナ禍を踏まえ納入期限を守れない学生に対して面談

を行い、現状を把握することで納入計画等の相談を年間通して実施している。  

 エ 学生の健康管理体制として、学生課が健康管理室を管理・運営し、学生の体調

不良や心身的な問題を持つ学生に対応している。本学の近隣で開業している医療法人

中嶋医院の医院長を校医として迎え、入学後の健康診断（身体測定・レントゲン撮

影・内科検診など）を依頼し、学生の健康増進を図っている。また、父母等に対して

心身に悩みを持つ学生の相談を文書で案内し学生課で受け付け、個人的諸問題を持つ

学生に専門の教員が丁寧に対応し、相談した学生については、共有すべき情報を学内

全体で共通理解を図り、スムーズな学生生活が送れるよう対応している。更に学生相

談については、事前予約制を導入しメール及び電話で対応している。  

 オ サークル活動については、学友会の中にサークル活動を統括する、サークル局

長を置き毎月 1 回サークル会議を行い、活動の練習計画や公式大会等をまとめ、一般

学生に大会要項や大会結果を公表している（また、学校行事及び学友会行事では中心

となって支援活動に積極的に参加するために、常にボランンティア活動と共に行事情

報の共有化を図っている）。 

日付  行事名  内容  

4 月 3，4 日  新入生合宿  ①大学生活を円滑にスタートさせ、意義あるも

のにするための初めの一歩  

②班の仲間と協力して活動する。（つながる）  

④  仲間・友達をつくり、楽しむ  

5 月 1 日  花いっぱい運動  学生の心を癒す  

7 月 7 日  七夕  1 年の各人の願い事を短冊に  

5 月、7 月、8 月  オープンキャンパス  学生の大学生活を参加者に説明  

10 月 29、30 日  紫苑祭  本学の学園祭  

12 月 20 日  クリスマスパーティー  留学生との交流を深める  

3 月 18 日  卒業パーティー  謝恩会  

 

このように本学では、サークル部、学友会活動等、学生が主体的に参画する活動が行

われるように支援体制を組織化している。  

 学生のキャンパス・アメニティであるが、学生食堂とその中に売店を整備している。  

また、学生が集う「カフェテリア」、「多目的ホール」を設置し、自動販売機及びＴＶ

等を備え、学生が教職員や友達、先輩、留学生などと寛げる空間としている。各場所に

ついては快適に楽しく学生が使えるよう、机やいす、床等清掃の徹底など実施してい

る。 

障がい者の受け入れのための施設の整備については、エレベーター及び車いすを配

置し、どのような状況でも活用できること、併せて教室やトイレ等のバリアフリー化

への対応を実施している。 

 また、障がいを持つ受験者が本学を受験する場合は、事前に入試広報課に相談する

よう入試要項に明記している。なお、現在、肢体不自由な学生は在学していないが、ケ
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ガなどで通学が車以外は困難な場合は、校舎横に駐車場を準備し使えるようにしてい

る。 

 社会人学生の受け入れについては、詳細は入試要項に明記している。社会人学生に

対しても入学手続きから卒業までの学習を支援する体制を整えている。なお、令和

3(2021)年度は 1 名在籍している。  

 学部学生の学生生活については、入学直後からスムーズな学生生活が送れるように、

入学前教育の一環として「新入生合宿」を毎年 4 月 3、4 日に実施している。この合宿

には、サークル部や学友会のメンバーが、後輩の育成を目的にボランテｲアとして参加

している。「合宿」の計画の中心は仲間づくりと学生生活の在り方等であり、班別行動

を行って連帯意識を養い、研修講義やレクリエーションを行いながら、寝食を共にす

ることで大学での最初の学習を行っている。ただし令和 3(2021)年度は、前年度に引き

続いて、新型コロナウイルス感染症拡大のため「合宿」は中止となり、代わって本学に

て、宿泊を伴わない 2 日間の新入生オリエンテーションを実施した。  

また、学部新入生には、「学生生活ガイドブック」を配布し、これから始まる学生生

活の行動指針を早期に伝達し、安心・安全で豊かな学生生活を送るための支援をして

いる。なお、留学生については別に「留学生ハンドブック」を配布し、前期と後期開始

時は対面にて説明を行うと共に、オンラインにて年間８～９回の説明会を実施し、学

生生活を支援している。学友会が、学生が寛ぐ「カフェテリア」の中に、学生の要望や

意見を入れる「目安箱」を置き、学生の要望・意見を集約している。集約した意見や要

望などは、年 1 回実施している学友会と学長との懇談の中で説明し、その中で早急に

解決すべき申請事項については、学長自ら指示を行い解決しているなど、学生の意見

を尊重し、実現させる仕組みを適切に整備している。  

 さらに初年次教育として、1 年次は教科「コミュニケーションと自己発見Ⅰ・Ⅱ」を

全員に履修させ、学生生活や未来の自分を考える思考を構築することを支援している。

この講義は、大学で学ぶための「オリエンテーション」の役割を果たしており、特に講

義の履修登録等に関しては学友会の先輩を交え積極的に対応している。このようにこ

の授業では、初年次学生の学習・生活面での不安を解消し、支障なく学生生活をスター

トできる体制をとっている。  

 大学院については、社会人のために博多駅東サテライトキャンパスにおいて、夜間

受講できるようにしている。また、夏期集中講義科目を設けており、無理のない履修が

可能となっている。なお、博多駅東サテライトキャンパスでは、院生研究室、図書室を

休日にも利用できるようにして、社会人のための便宜を図っている。 

 

 

［区分 基準Ⅱ-B-4 進路支援を行っている。］ 

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］  

（1）就職支援のための教職員の組織を整備し、活動している。  

（2）就職支援のための施設を整備し、学生の就職支援を行っている。  

（3）就職のための資格取得、就職試験対策等の支援を行っている。  
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（4）学部・研究科等ごとに卒業・修了時の就職状況を分析・検討し、その結果を学生

の就職支援に活用している。  

（5）進学、留学に対する支援を行っている。  

＜現状＞ 
本学では、すべての学生に、社会人・職業人として自立できる能力を身につけてもら

えるように、教育課程の内外を通して、様々なキャリア支援・就職支援の取り組みを実

施している。そのため大学内の組織としては就職課を、同時に学生への支援組織とし

ては、同じ職員によりキャリアデザインセンター（Career Design Center：以下「CDC」

という。）を設置している。また、就職支援のための教職員の組織としては、「就職対策

委員会」（教員 6 人、就職課長の計 7 人）を組織し、CDC と連携して、就職支援の活

動計画を策定し、その推進と実施に当たっている。CDC は、3 人のスタッフ（専任職

員 1 人、常勤の業務委託契約職員 1 人、パートタイムの業務委託契約職員 1 人）によ

り、卒業後の進路（進学、就職、起業）に関して、民間企業の経験を持ち企業目線で指

導ができるスタッフや産業カウンセラー、2 級キャリアコンサルティング技能士(国家

資格)の資格を持ったスタッフが、学生一人ひとりの特徴に合わせた相談や指導を行っ

ている。また学生の資格・検定の取得に向けての支援を行っている。後期には、4 年生

の就職フォローを行いながら 3 年生の就職準備を行う必要があり、学生の相談対応や

進路支援について外部支援機関の派遣の受け入れを強化して役割分担を明確にし、活

用している。 

本学では学生が自由に入退出できる部屋として、キャリアデザインセンターを 2 号

館 1 階奥の多目的ホールの横に設置している。同センターでは、進路に関する直接の

相談や支援はもちろん、就職関連の資料・書籍をそろえており、また、求人情報につい

ては、担当職員が取りまとめて、本学 Web サイトから学生がアクセスできるようにし

ており、また関連情報も CDC にファイルしてあり、いつでも閲覧可能である。施設内

には、個別相談用のコーナー2 か所と Web 面接等に利用できる個室があり、様々なニ

ーズに応える設備施設となっている。  

資格取得については、大学では資格・検定等の内容ともリンクする授業科目を設定

し、資格・検定等の取得を奨励する方策を講じている。特に、簿記 3 級と IT パスポー

トの取得は卒業までに取得を大学として強く推奨している。令和 3(2021)年度はコロナ

対応により、一部の資格試験が実施されず、また対面授業が少なくて受験の推奨も個

別に行うことができずに低調であった。そのため、受験者を対象とした合格のための

資格試験対策講座は簿記検定、IT パスポート、FP 技能検定の実施となった。CDC を

窓口として、各種検定試験の案内を行い、また英語検定、文章検定については学内で試

験を開催した。 

就職試験対策としては、学生の性格･趣味･思考や卒業後の進路希望を把握するため、

3 年次 10 月には全学生を対象に「進路登録カード」の提出および個人面談を義務づけ

ている。また、4 年次の 10 月には「進路登録カード」の内容に変化がないか再度確認

を行い、その進路選択に合わせて指導内容を見直し、その後のフォローを行うように

している。 
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3 年次 10 月にはそれぞれの進路に対する理解を再認識するため「スタートアップセ

ミナー」を全員対象にして開催し、就職希望者には今後の準備の進め方を説明すると

共に、その他の各進路選択者にも動機づけを図り、将来に向けて一旦意思決定をして

準備を進めるように求めている。4 年生で就職を希望しながら就職先が未定の学生に

は、11 月以降随時面談を行い個別の状況を把握し、それに応じた相談・指導、動機づ

けを根気強く実施している。  

CDC 発信のメルマガ「ナイテイゲット」を登録学生に対し、就職活動時期には、合

同説明会や企業情報等の就職に関する情報をタイムリーに提供して、学生への啓発や

行事への参加呼びかけ等就職への意識づけの手段として活用している。  

福岡県若者就職支援センターによる訪問型大学等就活支援事業を利用して、「個別就

職相談」（10 月以降）を実施している。令和 3(2021)年度は、同事業を利用して前期の

4 年生の個別就職相談を行ったが、後期には 3 年生就職希望者全員に対して「業界研

究・企業絞込み面談」も実施した。この「個別就職相談」は、学生にとって職業（仕事）

理解に繋がるきっかけとなっている。  

本学の就職活動の理想形としては、3 年次の 6 月から準備を開始し、3 月から活動開

始、4 年次 6 月までに複数の内定を確保し、10 月に 1 社に絞ることができるようにす

ることである。 

本学では個別の学内企業説明会を年間通して実施し、時期によってはその場で筆記

試験や一次面接といった採用選考も行っている。学内に企業が来て説明等を行うこと

で、他大学の学生と競い合う環境よりはホームグラウンドで戦える利点があり、好評

を得ている。本学としても学生と企業とのマッチングの有力な機会として活用してい

る。 

留学生の求人が少ないため、応募ができないとの声に応え、留学生の受け入れ先を

発掘し紹介する支援と提携することにより、留学生と企業とのマッチングを図ってい

る。まず、日本企業に就職を希望する留学生を支援企業の担当者と面談させて、その適

性に合わせて、就職先候補となる企業を紹介してもらい、支援してもらう形で進めて

いる。 

過去 4 年間にわたり 2 月に面接合宿を行ってきたが、令和 2(2020)年度に続き、コ

ロナ対応により合宿を行ず、面接塾と名前を変えての Web セミナー形式で 3 月に実施

した。参加者は 21 名とコロナ禍では多くの希望者を集めることができた。学生の就職

に対する意識が転換するにつれて、この合宿（塾）はともに戦う仲間づくりの場として

も活用されてきた。  

日本で就職を志望している留学生に対しては、日本独自の就職活動の特殊性の理解

を深め、就職活動に違和感なく取り組むことを目的に、ハローワークと協力し「留学生

就職ガイダンス」を留学生全員に周知する活動を進めてきた。その活動をより効果的

に実施するため、令和 3(2021)年度は 4 月の入学オリエンテーションの時に実施した。  

就職課・キャリアデザインセンターでは、年度初めに年間の活動計画を立て、その進

捗管理を行っている。特に、４年次の進路状況は、毎月の就職対策委員会で学部・学科

毎に、また進路毎にまとめて途中経過が報告され、目標に対する進捗が分析され、対応
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策を検討して、教授会に報告される。就職対策委員会では、前回、前年同期との比較に

より、進捗度を測り、遅れに対しては具体的な対応策を講じている。特に情報の正確さ

が求められるため、節目や必要時には対象者全員に面談や聞き取り調査を行って、進

路の意思確認を行い、その内容に合わせた支援を個別に実施するように活用している。

そして年度末には年間の活動の総括を行い、その反省点を次年度の計画に盛り込み、

PDCA サイクルを意識した管理を行っている。  

進学、留学に対しても支援を行っている。進学については、進学の希望を確認する

と、進学を希望する大学院の情報提供をして、ゼミ・演習の担当教員と連携し、そのた

めの準備をどう進めるか助言している。留学については、本学では韓国やモンゴルの

大学と姉妹校友好協定を締結し交換留学を実施しているため、その窓口の教員を紹介

し、準備を進める支援を行っている。その他の海外大学への留学は進学と同様、留学情

報の提供、ゼミ・演習の担当教員と連携し、準備の助言をしている。  

 

＜テーマ 基準Ⅱ-B 学生支援の課題＞  

学生関係 

1.心身に悩みや問題を持つ学生への対応強化  

令和 3(2021)年度から、心身に悩みや問題を持つ学生に対しては、学生部長をリーダ

ーとし、臨床心理士の資格を持つ教員、教務部長の 3 人から成る特別チームを組織し、

学生のプライバシー保護に配慮を払いながら当該学生が相談し易い環境整備を図って

きた。今後も心身に悩みや問題を持つ学生が支障なく大学生活を送れるように、教職

員の意識啓発に進めるとともに、組織体制のさらなる充実に努める。また情報共有の

ため、学内コンピュータシステム「学生カルテ」の活用を促進していく。  

 

2.学習支援対策 

学習支援については、入学前学習を始めとして、入学後の履修指導から卒業研究・論

文指導に至るまで、教職員一体となって従事してきた。学習支援にあたって最も留意

するべきは、単位の取得漏れがないように適切な指導を行うことであるが、そのため

に各学期初めに行われるオリエンテーションやクラス担任教員による指導を通して、

学生一人ひとりの成績状況に応じた指導を推進していく。また、学生の学習相談につ

いては、基礎学習支援センターや KIIS ラーニングルーム（学習相談室）の積極的な活

用を図っていく。  

 

3.除籍対象者および中途退学者減少対策  

除籍対象者や中途退学対象者は、授業に欠席が多く、電話やメール等でも連絡が取

れない者が多い。そうした学生に対して、まず必要とされることは現状把握であり、担

任教員・学生課・教務課・庶務課・国際交流支援室の組織的連携を図りながら、対象学

生との意志疎通を進めていく。  

 除籍や中途退学を減らすためには、初年次の早い段階から個々の学生の状況把握に

努め、それぞれに適切な指導を講じていかなくてはならない。本学では、入学して早い
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時期に両学科の教員が学生との面談を行っているが、初年次以降も学生が学習・生活

上の相談が気軽にできるように、学生と担任との個人面談の推進や「学生相談室」の活

性化など学生が自ら相談するための環境の構築を図っていく。履修規程第 22 条の 2 の

5（１）には、「2 学期連続して GPA が 1.00 未満の者」については「学生部長及び教務

部長が次学期の履修登録までに勧告・指導・助言を行う。」とあるため、この規定を踏

まえて、成績不良の学生に対する指導を組織的に行っていく。  

 また、大学生活に対する意欲の減退による退学を減らすため、課外活動の活性化に

ついて検討する。  

 

4.学生の要望に対応した学生支援  

 本学では、授業内容及び環境の改善を図るために、学生の声を吸い上げるための方

法として「授業評価アンケート」を活用してきた。今後は、「KIIS 学習ポートフォリオ

＆ルーブリック」についてもその方法の一つに位置付けて、さらなる活用を図ってい

く。 

 また、学生の要望を大学運営に反映させるために、学生代表と学長との面談を定期

的に行い、その内容の公開に努める。  

 

5.学生のサークル活動等を充実  

学生のサークル活動等を充実させるための課題としては、以下の 3点があげられる。 

第一に、公認団体の一員である自覚と責任ある行動を全員でどう共有するか。第二に、  

全ての学友会活動の中心として、活動する意識をどう育成するか。第三に、十分な活動

予算を準備できるか。以上の点について適切な指導・支援を行い、サークル活動等の充

実を図っていく。  

 

6.学友会の充実 

学友会を充実させるための課題としては、以下の 3 点があげられる。第一に、組織

の強化とメンバーの責任感をどう育成するか。第二に、メンバーの使命感をどう育成

するか。第三に、リーダーシップがとれるメンバーの育成をどう推進するか。以上の点

について適切な指導・支援を行い、学友会の充実を図っていく。  

 

就職関係 

進路支援での課題は、コロナ後の対応で個々の学生に対する支援が質量ともに増加

しており、そのすべてを現在の組織体制でいかにして対応するかである。  

進路支援での主な課題は、ウィズ・コロナからコロナ後を見据えたこの時期におけ

る学生に対する多様な支援が質量ともに増加の一途である中での、現状の組織体制で

いかにそれらに対応していくかである。  

資格取得支援では、コロナの影響で資格取得に挑戦する学生が減っているため、こ

の立て直しを図ることである。そのためには資格と関連する科目を担当する教員と連

携して、学生に対して資格取得の動機づけを促進していく具体策を検討していきたい。 
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資格取得支援では、コロナの影響で試験の中止や延期により受験機会が減少したこ

とで学生の資格に対するモチベーションが下がり、試験が再開されてもモチベーショ

ンが回復せず、結果として資格取得に挑戦する学生が減ったままの状態にあるため、

この立て直しを図ることである。そのためには、視覚に関連する科目を担当する教員、

学生と距離が近いゼミ担当の教員ほかと連携して、学生に対して資格取得の動機付け

を促進していく具体策を検討したい。 

大学におけるインターンシップを始めとするキャリア形成支援に係る取組の位置付

けについて、単位として認めるか否かに関係し、実施期間等の一定の水準を満たした

場合には、大学の教育課程に位置付けられたものとして単位に組み込むことは、より

専門教育とのつながりが明確になることや、そのプログラムや事前・事後教育等の体

系化及び充実が図られる等、その教育効果を高め、学生にとっては教育内容をより深

く理解できるとともに、自身のキャリア形成が大きく進展するというメリットがあり、

望ましいと考えられるが、当該単位を学位の構成要件とするに当たっては、教育課程

の体系の中にどのように位置付けるか十分な検討が必要としている。  

留学生の就職環境は、コロナの影響を受けてさらに厳しい情勢である。特に留学生

の語学力強化への意識付けが課題である。企業が留学生の採用になかなか踏み切れな

い最大の要因は、日本語力不足によるコミュニケーション面での不安である。就職活

動にあたっては、日本語能力試験 N1 相当であれば、こうした不安はほぼ解消できるた

め、留学生の日本語能力強化が喫緊の課題としている。  

留学生の就職環境は、コロナの影響を継続的に受けて、さらにいっそう厳しい情勢

である。特に、留学生の語学力、日本語能力、コミュニケーション能力は、専門性と同

等あるいは時にはそれ以上に企業から求められる項目であり、語学力のブラッシュア

ップは重要な課題の一つである。企業が留学生採用を渋る最大の要因は、日本語の運

用能力や文化の差異も含めたコミュニケーション・ギャップへの不安である。留学生

の就職では、書類審査や一次面接などの初期のフェーズで日本語能力試験 1 級（N1）

相当が証明できなければ、後のフェーズに進むことは著しく困難であり、この N1 相当

以上を示すエビデンスとしての資格試験取得は、留学生就職対策の喫緊の課題である。 

 

＜テーマ 基準Ⅱ-B 学生支援の特記事項＞  

就職関係 
学生の進路開拓にあたっては、地元の優良中小企業との連携を強化することが重要

である。本学では、平成 24(2012)年 10 月に「福岡県中小企業家同友会」（以下「同友

会」という。）に加入し、長きに渡り関係の強化を図ってきた。両者の連携は本学独自

のキャリア教育の要として大きく機能し、キャリア教育科目の外部講師として同友会

加入企業の経営者が参加している。現在では同友会との連携事業（授業）としてキャリ

ア教育のみならず、人間教育に協働で取り組むまでに発展してきている。同友会との

連携事業について以下に記す。  

「同友会」との連携したキャリア教育としては、1 年次必修科目「コミュニケーショ

ンと自己発見Ⅰ・Ⅱ」（前・後期）と 3 年次選択科目「キャリアデザインⅠ」（前期）の
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授業があり、アクティブラーニングの要素を盛り込みながら展開している。  

1 年次「コミュニケーションと自己発見Ⅰ・Ⅱ」では、前期は、「同友会」の代表（経

営者）による「講演」とそれを受けてのグループ討議により、「『働く』ことの意味と今

後の大学生活で大切にするべきこと」について考えを深めている。後期は、経営者講演

に加えて、「ようこそ先輩」という企画を実施している。本学卒業生で「同友会」企業

に就職し活躍している若手社員に、「現在の仕事の状況」、「働く中でのやり甲斐」、「大

学でやっておくとよいこと」、「先輩としてのアドバイス」等を語ってもらった。今後の

大学生活、進路の参考になるものと期待している。  

3 年次「キャリアデザインⅠ」では、6 人の経営者が隔週で講話する連続講座を実施

している。同講座では、各経営者がそれぞれの会社の経営理念や経営方針、自らの人生

について学生に語りかけている。そして「キャリアデザインⅠ」担当教員は、それぞれ

の講話内容について、翌週の授業で振り返り、印象に残った言葉やエピソード等につ

いて学生のあいだでグループ討議をさせている。この討議を通じて、学生がお互いの

理解を共有して深め、定着させる場としている。こうしたアクティブラーニングの取

り組みの目的は、経営者の講話から「働く」ことの意味を学生が具体的に学びとり、3

年次後期から始まる就職活動、進路選択の中で自分のものとして活かしていくことに

ある。以上のように、就職支援のみならず教育や卒業後の人生設計にわたって、「同友

会」との連携は不可欠のものとなっている。その過程で本学との信頼関係も深まって

きており、それが連携事業の更なる発展に繋がっていくものと考えられる。  

その他の団体との連携事業としては、九州北部税理士会福岡支部と本学との間で税理

士事務所インターンシップを 4 年にわたり実施している。この連携事業の目的は、簿

記などの資格取得を促すことに加えて、それが社会でどう生かされているかを体験し

てもらうことにある。インターンシップ候補者については、簿記 3 級以上の資格取得

者で参加を希望する者から大学が推薦する形で人選しているが、そのため受け入れ先

事務所からも学生に対する高評価を得ている。実習では、実際に関係先の帳票の整理

や資料のまとめ、関係先への訪問に同行するなどの経験が積める内容や、架空の伝票

をまとめて経営分析し報告書を作成、最終的には相手社長役にプレゼンテーションを

行う内容等もあり、学生からもとても実際的なものだとして好評を博している。九州

北部税理士会とこれまでに培った信頼関係は今後もつなげていく。  

 

＜基準Ⅱ 教育課程と学生支援の改善状況・改善計画＞  

 

(a) 前回の認証評価を受けた際に自己点検・評価報告書に記述した改善計画の実施状況  

本学は、平成 29(2017)年に「公益財団法人日本高等教育評価機構」の評価を受審し

適合認定されているが、以下ではその際に記述した主な改善計画の実施状況について

説明する。 

 

・「改正された教育課程の点検と評価」について  

 平成 30(2018)年度に教育課程の改正について検討し、それまでよりもスリムで体系
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的な科目編成を目指して、令和元(2019)年に新しい教育課程を導入した。そして同年度

に計 18 科目、令和 2 年（2020）年度に計 13 科目の改正を決定し、それぞれ翌年から

履行している。令和 3 年（2021）年度も教務委員会において教育課程の点検を行い、

改正について検討されたが、すでに改正が累年に及んでいるため、見送ることになっ

た。 

このように本学は、学生の興味関心や社会の時流を見極めつつ、常に教育課程を点検

しており、今後も必要に応じて改正を行っていく。  

 

・「社会のニーズに応える IT 人材の養成を PR」について 

令和元(2019)年度の新しい教育課程の編成における眼目とするところは、“AI 時代

の到来”を迎えて、それに対応する有為な専門的職業人を育成するということであっ

た。そのため、情報ネットワーク学科の教育課程の中にデータサイエンス分野の科目

を新たに開設するとともに、コースの改組を行って、「データサイエンス」コースを新

たに設けた。 

さらに本学は、「数理・データサイエンス・AI 教育プログラム認定制度実施要綱」（令

和 3 年 2 月 24 日文部科学大臣決定）の規定に基づいて、令和 3 年度「数理・データサ

イエンス・AI 教育プログラム（リテラシーレベル）」に申請し、認定された。このよう

に本学の教育は時代の要請を的確に捉えており、同時に社会的に認められている。  

 

・「ナンバリング、カリキュラムマップ、カリキュラムツリーの導入」について  

学生が体系的な科目履修ができるように、平成 30(2018)年度第 6 回教授会において

ナンバリング導入について審議され、学長により決定された。これによりシラバスに

は「ナンバリング」の欄が設けられた。カリキュラムマップについては、令和元(2019)

年度の新しい教育課程の編成に伴って作成され公表されている。なお本学は、従前か

らコースごとの「履修モデル」を学生に提示し履修指導を行っており、これは学生にと

って効果的な履修の手引きとなっている。  

 

・「ポートフォリオおよび教務事務システムについて利用状況を注視、適宜改善」につ

いて 

令和 2(2020)年度に、それまでのポートフォリオ書式にルーブリック的要素を加えた

「KIIS ポートフォリオ＆ルーブリック」が漸進的に導入された。この新しい書式では、

本学のシラバスに記載されている学士力の項目内容を学習到達度に応じて 5 段階に点

数化し、教員・学生双方が評価する項目が設けられている。これにより、学習状況の一

定の可視化が実現可能となった。教務事務システムについては、大学運営に支障が生

じないように、業者が定期的に更新している。  

 

・「GPA（Grade Point Average）制度の導入」について  

GPA 制度については、学生の奨学金交付決定に関する資料や学生表彰を決定する資

料など「内部資料」として活用する目的で、すでに平成 27(2015)年より導入されてい
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た。GPA を進級指導および退学勧告等に活用することについては、平成 28(2016)年度

第 11 回教授会において履修規程の改正が審議され、学長によって承認された。これに

より、改正された履修規程第 22 条に基づいて、GPA を用いた進級指導および退学勧

告等が平成 29(2017)年度から行われることになった。  

 

・「成績評価の指標として、『秀』を加える」について  

令和元(2019)年度第 7 回教授会において学則第 27 条の改正が審議され、学長によっ

て決定されたことにより、令和 2(2020)年度の入学生から、「授業科目の成績は、秀・

優・良・可・不可の 5 段階をもって表示し、可以上を合格とする。」が適用されること

になった。これにより、個々の学生の学習成果に応じたきめ細かい評価が可能になっ

た。なお令和元年度以前の入学生は、改正前の 27 条「授業科目の成績は、優・良・可・

不可の 4 段階をもって表示し、可以上を合格とする。」が適用されていた。  

 

・「教養教育充実のために教務委員会が中心となって点検し、必要に応じて改善を図る」

について 

令和元(2019)年度から、「学術・教育研究所」の下部組織として「基礎学習支援セン

ター」が新設され、リメディアル教育や教養教育に組織的に取り組んでいくことにな

った。また、学生同士の学びあい（コモンラーニング）を推進していくために、同セン

ターの支援の下で「KIIS ラーニングルーム」（学習相談室）も新設され、担当教職員指

導の下で上級生が定期的に学習相談等にあたることになった。  

令和 2(2020)年度の教育課程の小規模な改正により、初年次教育（特にリメディアル

教育）の充実を目的として、1 年次選択科目「大学基礎総合」が再度開講されることに

なった。この科目では、日本人学生は高等学校までの文章力・漢字力、留学生は日本語

能力試験 N2 レベルまでの日本語力を点検・強化することを目的としている。  

さらに入学前教育については、令和元(2019)年度から大幅に拡充を図り、前年度の読

書感想文のみから、漢字学習（日本人学生）、日本語学習（留学生）、英語学習（全学

生）、数学学習（全学生、ただし自主学習。令和 3 年度からは義務化）、読書感想文（全

学生）に増やした。さらに入学後に「プレテスト」を新たに実施して、学力不足の学生

に対しては、「大学基礎総合」を受講させて指導を行うことにした。これは基礎学力の

全般的な確認・強化を意図している。  

 

・「授業改善アンケートについて授業評価に関するデータを学生や社会に向けて広く公

開し、本学の教育の現状について意見を募る必要」について  

 授業評価に関するデータについては未だ公開するに至っていない。善処していきた

い。 

 

・「同友会と連携したキャリア教育プログラムのさらなる充実を目指す」及び「同友会

及び九州北部税理士会と連携したインターンシップ制度の構築へ向けて協議を深め、

その充実を図る」について  
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 基準Ⅱ-B-4 で述べた通り実施している。  

 

・「中途退学を未然に防ぐ支援防止対策」について  

 退学の理由については個々の事情によって異なるが、学生の大学生活における不安

や悩みを把握し、挫折を少しでも取り除くために、平成 29(2017)年 4 月から情報ネッ

トワーク学科ではサポートアワーを設定し、1 年生を対象にグループ面談を行ってい

る。経営情報学科でも学科長を中心として、学生の個人面談を行っている。さらに心理

的あるいは肉体的問題を抱えた学生に対しては、臨床心理士の資格を有する教員を配

置するとともに、学生部長をリーダーとする相談・対応チームを組織して、そうした学

生が支障なく学生生活を送ることができるように配慮している  

 

・「父母等や同窓会との連携強化」について  

 コロナ禍に見舞われた令和 2(2020)年度において、同窓会から経済的に困窮する学生

に対して支援が行われた。  

 

(b) 今回の自己点検・評価の課題についての改善計画  

就職関係 

  学生へのキャリア支援をさらに強化し、かつ柔軟に行っていくためには、外部機関

からの支援受け入れを増やす等の検討が必要である。また、それ以外の業務について

は、優先順位をつけ、必要のない業務は簡素化していく必要がある。  

施設面からの学生支援については、CDC 内の Wi-Fi 対応、Web 面談に使用できる部

屋またはブースの貸し出し等の準備を進める必要がある。  

資格取得の支援には、担当教員から学生への推奨等の働きかけが重要である。具体

的には、大学として推奨資格毎に窓口責任者と教員によるプロジェクトを編成し、年

度計画の策定・発表と中間報告、年度末総括を行うことにより、学生の資格取得をより

組織的に支援していく方策などが考えられる。  

簿記とファイナンシャルプランナー（FP）は対策講座を令和 2(2020)年度は諸般の

事情でやむを得ず休止したが、令和 3(2022)年度は実施した。日本語能力試験について

は、CDCが過去の問題集等を購入し、学生が自学できる環境を更に充実していきたい。  

 就職活動の定期的な把握については、従来は 3 年次 10 月、4 年次 10 月に学生面談を

通して行ってきたが、今後は 4 年次 4 月にも面談を設定して、就職活動の実態のより

綿密な把握に努めていきたい。  

また、就職活動を早めに開始して、より優位に進めるために、3 年次 3 月からの活動

の推進を図る。学生に対して、この時期に活動を始める重要性を説明し、合同説明会、

学内・学外の企業説明会への早期の参加を呼びかけていきたい。また、Zoom による遠

隔相談等を活用し、就職活動の動機づけを積極的に行っていきたい。  

インターンシップの就職活動への活用については、令和 2(2020)年度から始めたイン

ターンシップガイダンス、１day 仕事体験対策講座を更に進化させて、変化する環境

への意識を高めていく。同時に、特に福岡勤務の就職希望が多い本学では、地場企業と
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連携して、従来の採用プロセスだけでなく、インターンシップを通じて相互理解を深

めて、それが就職へとつながるような仕組みについても検討していく。  

学生にとって主体的な企業選びとなるため、9 月末までに複数内定取得を目標とす

るように指導を徹底する。最初の内定で就職先を決めずに、複数内定後に選択するよ

うに就職活動の継続を激励・支援する。  

学内企業説明会については、いままで主に 4 年生を対象として開催してきたが、3 年

生でも参加希望があり、企業側もこれを容認する場合、3 年生も参加可能とするように

していきたい。 

留学生の就職先を開拓するために、“就職支援企業”（リクルート企業）との連携を広

げていきたい。現在のところ本学と連携しているのは九州地区の 1 社のみなので、こ

れでは留学生の需要に十分に応えることは難しい。今後は関東・関西の“就職支援企

業”とも関係を構築していきたい。  

就職活動に備えるための面接合宿は、学生の意識を就職活動に向けていく良いきっ

かけである。今後は、より充実した合宿が行えるように場所の予約や予算措置、参加者

の確保等準備を進める。  

留学生の日本語力強化には相応の時間が必要であり、そのためには早期の意識付け

が必要である。入学時のオリエンテーションでその大切さを明確に意識させ、機会あ

るごとにそれを再確認する仕組みを構築する。  

CDC の利用状況を見ると、Web による相談など新しい形式での利用は増えてきてい

る。その経験を活かし、Zoom 面談等手段の多様化に対応するとともに、相談担当職員

を学生が選択できるような相談しやすい環境作りによって利用増を図る。  

 CDC の業務に関する学生の認知度や評価について、アンケート等の方法によって把

握し、今後の運営反映していくことも検討していく。  

ゼミ・演習担当教員と CDC のあいだで就職情報のさらなる共有を図るとともに、定

期的に協議し協力し合う組織的支援体制を整備していきたい。  

起業支援、公務員受験支援、警察官・消防官・自衛官受験支援、既卒者支援等、実際

には実施しているが学生間であまり知られていない支援についても、具体的な内容を

学生に説明し積極的な利用を促す。 

(b) 今回の自己点検・評価の課題についての改善計画  

いままでに述べてきたとおり本学は、学生が学習成果を獲得できるように教職員一

体となって組織的に責任を果たしてきており、学習成果の獲得状況についても様々な

手法を用いて適切に把握している。この獲得状況をより総体的かつ緻密に把握し、学

内で共有化して、本学のさらなる改革につなげるためにもアセスメント・ポリシーの

策定は急務であると言える。  


