３．提出資料・備付資料一覧
＜提出資料一覧表＞
報告書作成マニュアル記載の提
出資料

資料番号・資料名

基準Ⅰ：建学の精神と教育の効果
A 建学の精神
建学の精神・教育理念について
の印刷物

1.
2.
4.
6.

学修の手引き［平成 27 年度］
大学案内「未来をつくるチカラ。｣[平成 27 年度]
入学者選抜試験要項［平成 27 年度］
ウェブサイト「大学の概要」
http://jc.hachinohe-u.ac.jp/jc/summary/

B 教育の効果
学則

7. 八戸学院短期大学学則

教育目的・目標についての印刷
物

1.
2.
4.
8.

学生が獲得すべき学習成果につ
いての印刷物

学修の手引き［平成 27 年度］
大学案内「未来をつくるチカラ。」[平成 27 年度]
入学者選抜試験要項［平成 27 年度］
ウェブサイト「教育情報の公表」
http://jc.hachinohe-u.ac.jp/jc/edu-info/
1. 学修の手引き［平成 27 年度］
2. 大学案内「未来をつくるチカラ。」[平成 27 年度]
8. ウェブサイト「教育情報の公表」
http://jc.hachinohe-u.ac.jp/jc/edu-info/

C 自己点検・評価
自己点検・評価を実施するため
の規程

9. 八戸学院大学・八戸学院短期大学大学評価に関する規程
10. 八戸学院短期大学自己点検評価委員会規程
11. ウェブサイト「情報公開」
http://jc.hachinohe-u.ac.jp/jc/disclosure/

基準Ⅱ：教育課程と学生支援
A 教育課程
学位授与の方針に関する印刷物

教育課程編成・実施の方針に関
する印刷物

入学者受け入れ方針に関する印
刷物

カリキュラムに対応した授業科
目担当者一覧
シラバス

1. 学修の手引き［平成 27 年度］
2. 大学案内「未来をつくるチカラ。｣[平成 27 年度]
8. ウェブサイト「教育情報の公表」
http://jc.hachinohe-u.ac.jp/jc/edu-info/
1. 学修の手引き［平成 27 年度］
2. 大学案内「未来をつくるチカラ。｣[平成 27 年度]
8. ウェブサイト「教育情報の公表」
http://jc.hachinohe-u.ac.jp/jc/edu-info/
1. 学修の手引き［平成 27 年度］
2. 大学案内「未来をつくるチカラ。｣[平成 27 年度]
4. 入学者選抜試験要項［平成 27 年度］
12. 入試ガイド[2015]
13. 入試ガイド[2016]
8. ウェブサイト「教育情報の公表」
http://jc.hachinohe-u.ac.jp/jc/edu-info/
14. 授業科目担当者一覧表［平成 27 年度］
15. 時間割表［平成 27 年度］
16. 教学 Web システム「シラバス」［平成 27 年度］
幼児保育学科：
http://jc.hachinohe-u.ac.jp/department/yoho/curriculum/
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資料番号・資料名
ライフデザイン学科：
http://jc.hachinohe-u.ac.jp/department/lifedesign/curriculum/
看護学科：
http://jc.hachinohe-u.ac.jp/department/nurse/curriculum/

B 学生支援
学生便覧等（学則を含む）、学
習支援のために配付している印
刷物
短期大学案内（2 年分）

1. 学修の手引き［平成 27 年度］

募集要項・入学願書（2 年分）

4. 入学者選抜試験要項［平成 27 年度］
5. 入学者選抜試験要項［平成 28 年度］

2. 大学案内「未来をつくるチカラ。｣[平成 27 年度]
3. 大学案内「未来をつくるチカラ｣[平成 28 年度]

基準Ⅲ：教育資源と財的資源
D 財的資源
計算書類等の概要（過去 3 年間）
「資金収支計算書の概要」［書
式 1］、「活動区分資金収支計算
書（学校法人）」［書式 2］、「事
業活動収支計算書の概要」［書
式 3］、「貸借対照表の概要（学
校法人）」［書式 4］、「財務状
況調べ」［書式 5］、「資金収支
計算書・消費収支計算書の概要」
［旧書式 1］及び「貸借対照表の
概要（学校法人）」［旧書式 2］
資金収支計算書・資金収支内訳
表・貸借対照表（過去 3 年間）
消費収支計算書・消費収支内訳
表
（過去 2 年間）
資金収支計算書・資金収支内訳
表・貸借対照表（過去3年間）
消費収支計算書・消費収支内訳
表
（過去2年間）
資金収支計算書・資金収支内訳
表・貸借対照表（過去3年間）
活動区分資金収支計算書・事業
活動収支計算書・事業活動収支
内訳表（過去1年間）

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

資金収支計算書の概要［書式 1］
活動区分資金収支計算書（学校法人）［書式 2］
事業活動収支計算書の概要［書式 3］
貸借対照表の概要（学校法人）［書式 4］
財務状況調べ［書式 5］
資金収支計算書・消費収支計算書の概要［旧書式 1］
貸借対照表の概要（学校法人）［旧書式 2］

24. 平成 25 年度 計算書類
・独立監査人の監査報告書［平成 25 年度］
・資金収支計算書・資金収支内訳表［平成 25 年度］
・消費収支計算書・消費収支内訳表［平成 25 年度］
・貸借対照表［平成 25 年度］
・固定資産明細表［平成 25 年度］
・借入金明細表［平成 25 年度］
・基本金明細表、基本金組入れに係る計画表［平成 25 年度］
25. 平成 26 年度 計算書類
・独立監査人の監査報告書［平成 26 年度］
・資金収支計算書・資金収支内訳表［平成 26 年度］
・消費収支計算書・消費収支内訳表［平成 26 年度］
・貸借対照表［平成 26 年度］
・固定資産明細表［平成 26 年度］
・借入金明細表［平成 26 年度］
・基本金明細表、基本金組入れに係る計画表［平成 26 年度］
26. 平成 27 年度 計算書類
・独立監査人の監査報告書［平成 27 年度］
・資金収支計算書・資金収支内訳表［平成 27 年度］
・活動区分資金収支計算書［平成 27 年度］
・事業活動収支計算書・事業活動収支内訳表[平成 27 年度]
・貸借対照表［平成 27 年度］
・固定資産明細表［平成 27 年度］
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資料番号・資料名
・借入金明細表［平成 27 年度］
・基本金明細表、基本金組入れに係る計画表［平成 27 年度］

中・長期の財務計画

27. 法人全体の事業活動収支

実績と計画表

事業報告書（過去 1 年間）

28. 事業報告書[平成 27 年度]

事業計画書／予算書（第三者評
価を受ける年度）

29. 事業計画書/当初予算書［平成 28 年度］

基準Ⅳ：リーダーシップとガバナンス
A 理事長のリーダーシップ
寄附行為

30. 学校法人光星学院寄附行為
31. 学校法人光星学院寄附行為施行細則
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＜備付資料一覧表＞
報告書作成マニュアル記載の備付資料

資料番号・資料名

基準Ⅰ：建学の精神と教育の効果
A 建学の精神
創立記念、周年誌等

1. 桜林学苑史-八短大 30 年の歩み-

C 自己点検・評価
過去3年間（平成25年度～平成27年度）に
行った自己点検・評価に係る報告書等

2. 八戸学院短期大学自己点検・評価報告書

第三者評価以外の外部評価についての印刷

3. 八戸学院大学・八戸学院短期大学 相互評価の検証

物

［平成25年度］～［平成27年度］
［平成26年度］

［報告書作成マニュアル指定以外の備付資料］
建学の精神に関する資料

4. 平成27年度学長講話
5. 外郭3団体学長挨拶

自己点検・評価に関する資料

6. 各委員会事業報告書
7. CAMPUS

八戸学院

8. 学生生活調査報告書(隔年実施)［平成26年度］
9. 立体的総合学園構想に基づく具体的改革方針
10. 自己点検・評価個人シート
基準Ⅱ：教育課程と学生支援
A 教育課程
単位認定の状況表

11. 単位認定の状況表

学習成果を表す量的・質的データに関する 12. 各学科 GPA 一覧表
印刷物

13. 各学科の資格取得状況表
14. 各学科の汎用的学習成果に関する資料

B 学生支援
学生支援の満足度についての調査結果

15. 学生生活満足度調査［平成 26 年度]

就職先からの卒業生に対する調査結果

16. 就職先アンケート集計結果（事業所）

卒業生アンケートの調査結果

17. 卒業生アンケート集計結果

入学志願者に対する入学までの情報提供の 18. 入学志願者に対する送付資料
ための印刷物等
入学手続者に対する入学までの学習支援の 19. 入学前学習課題
ための印刷物等

20. 幼児保育学科

入学者特別講座

学生の履修指導（ガイダンス、オリエンテ 21. オリエンテーション配布資料
ーション）等に関する資料

22. 新入生宿泊研修

学生支援のための学生の個人情報を記録す 23. 住所届（学生カード）
る様式

24. 求職票
25．自動車・バイク通学願・誓約書
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進路一覧表等の実績についての印刷物等
（過去 3 年間）

資料番号・資料名
26. 学校基本調査「卒業後の状況調査票」
［平成 25 年度］～［平成 27 年度］

GPA 等の成績分布

12.各学科 GPA 一覧表

学生による授業評価票及びその評価結果

27. FD 報告書「授業評価アンケート」

社会人受け入れについての印刷物等

該当なし

海外留学希望者に向けた印刷物等

28. 海外研修案内資料

FD 活動の記録

29. FD 報告書

SD 活動の記録

30. SD 活動の記録

［報告書作成マニュアル指定以外の備付資料］
教育課程編成・実施に関する資料

31. 各学科の実習指導、就職指導、学科指導に関する
資料

入学者受け入れに関する資料

32. 指定校一覧表

卒業後評価に関する資料

33. 「保育者養成懇談会」「合同企業研究会」「学内就
職相談会」資料

教育資源の有効活用に関する資料

34. 図書館利用者数
35. 教学 Web システムの利用説明（学生向け）

学習支援に関する資料

36. 一般常識調査
37. リメディアル教育関係資料
38. 看護学科

国家試験対策資料

39. 夏期資格取得講座、春期資格取得講座資料
生活支援に関する資料

40. 学生総会資料
41. 学生報告集計
42. 学生相談室案内、ハラスメント相談案内
43. 学生相談研修会
44. ボランティア集計表

進路支援に関する資料

45. キャリア支援事業計画

基準Ⅲ：教育資源と財的資源
A 人的資源
専任教員の個人調書

46. 教員個人調書［書式1］
47. 教育研究業績書［書式2］

非常勤教員一覧表［書式3］

48. 非常勤教員一覧表

教員の研究活動について公開している印刷

49. 八戸学院短大学報第67号（平成26年3月18日発行）

物等（過去3年間）

［平成25年度］
50. ウェブページ各学科「教員一覧」「研究業績・社会
貢献活動」［平成26年度］～［平成27年度］
幼児保育学科：
http://jc.hachinohe-u.ac.jp/department/yoho/teacher/
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資料番号・資料名
ライフデザイン学科：
http://jc.hachinohe-u.ac.jp/department/lifedesign/teach
er/
看護学科：
http://jc.hachinohe-u.ac.jp/department/nurse/teacher/

専任教員の年齢構成表（平成28年5月1日現
在）
科学研究費補助金等、外部研究資金の獲得

51.ウェブページ「教育情報の公表」
http://jc.hachinohe-u.ac.jp/jc/edu-info/
52. 外部研究資金獲得状況一覧表

状況一覧表（過去3年間）
研究紀要・論文集（過去3年間）

53. 八戸学院短期大学研究紀要第37巻、第38巻
［平成25年度］
八戸学院短期大学研究紀要第39巻、第40巻
［平成26年度］
八戸学院短期大学研究紀要第41巻、第42巻
［平成27年度］
http://lib.hachinohe-u.ac.jp/publication/bulletinjc.html
54. 産業文化研究第23号、第24号､第25号［平成25年度］
～［平成27年度］
http://lib.hachinohe-u.ac.jp/publication/journal.h
tml

教員以外の専任職員の一覧表（氏名、職名） 55. 平成 28 年度

事務職員人事配置表

（平成28年5月1日現在）
B 物的資源
校地、校舎に関する図面

56. 「平成27年度

八戸学院短期大学

自己点検・評価

報告書」「基礎資料」「八戸学院美保野キャンパス配置
図」～「八戸学院大学・八戸学院短期大学地域連携研究
センター（７号館）」
図書館、学習資源センターの概要

57. 「平成27年度

八戸学院短期大学

自己点検・評価

報告書」「基礎資料」「八戸学院大学・八戸学院短期大
学図書館（６号館）」図面
58. 図書館利用案内、（別冊）資料検索の方法
C 技術的資源
学内LANの敷設状況

59. 学内LAN敷設状況

マルチメディア教室、コンピュータ教室等

60. コンピュータ実習室パソコン配置図、構成表

の配置図
D 財的資源
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寄附金・学校債の募集についての印刷物等

資料番号・資料名
61. 光星学院イノベーションプログラム(基金)
http://kosei.hachinohe-u.ac.jp/wp-content/uploads/
2016/04/innovation.pdf

財産目録及び計算書類（過去3年間）

62. 財産目録（平成26年3月31日付）［平成25年度］
（平成27年3月31日付け）［平成26年度］
（平成28年3月31日付け）［平成27年度］
※計算書類は、収支計算書､消費収支計算書になる

［報告書作成マニュアル指定以外の備付資料］
教員の教育研究活動の資料

63. 科学研究費申請サポート講習会資料
64. 八戸市学生まちづくり助成金制度
65. 八戸学院短期大学特別研究費取扱･申請要領
66. 学校法人光星学院イノベーションプログラム（基金）
「研究等補助金交付申請に係る公募要項」
67. 八戸学院短期大学後援会研究助成報告会資料

事務組織の資料

68. 危機管理マニュアル
69. 情報セキュリティポリシー
70. 公認会計士による監査の講評の資料

人事管理の資料

71. 八戸学院広報（平成 27 年度発行分）

施設設備維持管理の資料

72. 災害発生時の施設の使用に関する協定

財政安定確保の資料

73. 私立大学等経営強化集中支援事業

基準Ⅳ：リーダーシップとガバナンス
A 理事長のリーダーシップ
理事長の履歴書（平成28年5月1日現在）

74. 理事長の履歴書

学校法人実態調査表（写し）

75. 学校法人実態調査表（写し）

（過去3年間）
理事会議事録（過去3年間）

［平成25年度］～［平成27年度］
76. 学校法人光星学院理事会議事録
［平成 25 年度］～［平成 27 年度］

諸規程集
組織・総務関係
組織規程、事務分掌規程、稟議規程、文
書取扱い（授受、保管）規程、公印取扱
規程、個人情報保護に関する規程、情報
公開に関する規程、公益通報に関する規
程、情報セキュリティポリシー、防災管
理規程、自己点検・評価に関する規程、
SDに関する規程、図書館規程、各種委員
会規程

77. 諸規程集
(1)組織・総務関係
学校法人光星学院運営組織規程
学校法人光星学院運営組織事務分掌細則
学校法人光星学院稟議規程
学校法人光星学院文書取扱規程
学校法人光星学院公印取扱規程
学校法人光星学院個人情報保護規程
八戸学院大学・八戸学院短期大学図書館個人情報保護規
程
学校法人光星学院情報公開規程、学校法人光星学院財務
書類等閲覧規程
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資料番号・資料名
学校法人光星学院公益通報に関する規程
学校法人光星学院情報セキュリティポリシー
学校法人光星学院危機管理規程、八戸学院短期大学防火
管理規程
八戸学院大学・八戸学院短期大学大学評価に関する規程、
八戸学院短期大学自己点検評価委員会規程
学校法人光星学院スタッフ・ディベロップメント委員会
規程、学校法人光星学院一般職員研修規程
八戸学院大学・八戸学院短期大学図書館規程、八戸学院
大学・八戸学院短期大学図書館規程細則
八戸学院大学・八戸学院短期大学教育センター規程、八
戸学院大学・八戸学院短期大学学生支援センター規程八
戸学院大学・八戸学院短期大学キャリア支援センター規
程、八戸学院大学・八戸学院短期大学入学者選抜委員会
規程、八戸学院大学・八戸学院短期大学教養教育運営委
員会規程、八戸学院大学・八戸学院短期大学ファカルテ
ィ・ディベロップメント委員会規程、八戸学院大学・八
戸学院短期大学研究推進委員会規程、八戸学院大学・八
戸学院短期大学就職支援委員会規程、八戸学院大学・八
戸学院短期大学広報委員会規程、八戸学院大学・八戸学
院短期大学入学試験運営委員会規程、八戸学院大学・八
戸学院短期大学研究倫理委員会規程、八戸学院大学・八
戸学院短期大学研究倫理委員会運営細則、八戸学院大

学・八戸学院短期大学国際交流支援委員会規程、八戸学
院短期大学教務委員会規程、八戸学院短期大学学生委員
会規程
人事・給与関係
(2)人事・給与関係
就業規則、教職員任免規程、定年規程、 学校法人光星学院就業規則
役員報酬規程、教職員給与規程、役員退 八戸学院短期大学教員採用・昇任規程、八戸学院大学・
職金支給規程、教職員退職金支給規程、 八戸学院短期大学任期付教育職員任用規程、学校法人光
旅費規程、育児・介護休職規程、懲罰規 星学院一般職員採用・昇任規程、学校法人光星学院継続
程、教員選考基準
雇用規程
学校法人光星学院職員定年等規程
学校法人光星学院役員等の報酬に関する規程、学校法人
光星学院役員等の報酬に関する規程運用細則
学校法人光星学院職員給与規程、学校法人光星学院諸手
当施行細則、学校法人光星学院初任給、昇給、昇格等に
関する施行細則、学校法人光星学院増担手当支給に関す
る施行細則
学校法人光星学院退職手当支給規程
学校法人光星学院旅費規程、学校法人光星学院国外旅費
規程
学校法人光星学院育児休業等に関する規程、学校法人光
星学院介護休業等に関する規程
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財務関係

資料番号・資料名
(3)財務関係

会計・経理規程、固定資産管理規程、物
品管理規程、資産運用に関する規程、監
査基準、研究費（研究旅費を含む）等の
支給規程、消耗品及び貯蔵品管理に関す
る規程

学校法人光星学院経理規程、学校法人光星学院経理規程
施行細則
学校法人光星学院固定資産および物品管理規程
学校法人光星学院資産運用規程、学校法人光星学院資産
運用細則
学校法人光星学院監事監査規程
八戸学院短期大学専任教員研究経費助成金取扱規程
教学関係
(4)教学関係
学長候補者選考規程、学部（学科）長候 八戸学院大学・八戸学院短期大学学長選考規程
補者選考規程、教員選考規程、教授会規 八戸学院大学・八戸学院短期大学学部（学科）長選考規
程、入学者選抜規程、奨学金給付・貸与 程
規程、研究倫理規程、ハラスメント防止 八戸学院短期大学教員採用・昇任規程
規程、紀要投稿規程、学位規程、研究活 八戸学院短期大学教授会規程、八戸学院大学・八戸学院
動不正行為の取扱規程、公的研究費補助 短期大学運営会議規程
金取扱に関する規程、公的研究費補助金 八戸学院大学・八戸学院短期大学入学者選抜委員会規程
の不正取扱防止規程、教員の研究活動に 学校法人光星学院育英・奨学規程、八戸学院短期大学学
関する規程、FDに関する規程
規程名は省略せず、個々の名称を全て列挙
する。

業特待生規程、八戸学院短期大学創造育成特待生規程、
八戸学院短期大学修学奨励生規程、八戸学院短期大学授
業料等減免規程、八戸学院短期大学光星学院系列高等学
校関係奨学等に関する内規、学校法人光星学院教職員子
女学納金減免規程、八戸学院大学・八戸学院短期大学教
育ローン利子補給奨学金規程
八戸学院大学・八戸学院短期大学研究倫理委員会規程、
八戸学院大学・八戸学院短期大学研究倫理委員会運営細
則
学校法人光星学院セクシュアル・ハラスメントの防止等
に関する内規、八戸学院大学・八戸学院短期大学学生相
談室規程
八戸学院短期大学研究紀要投稿・編集規程
八戸学院大学・八戸学院短期大学産業文化研究投稿・編
集規程
八戸学院短期大学学位規程
八戸学院大学・八戸学院短期大学研究者の行動規範
八戸学院大学・八戸学院短期大学科学研究費補助金経理
事務取扱規程
八戸学院大学・八戸学院短期大学公的研究費の管理・監
査に関する規程、八戸学院大学・八戸学院短期大学にお
ける予算執行の不正防止に関する規程、八戸学院大学・
八戸学院短期大学における公的研究費の管理・監査およ
び研究活動における不正行為への対応等にかかわる基本
方針
八戸学院大学・八戸学院短期大学学外共同研究規程、八
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資料番号・資料名
戸学院大学・八戸学院短期大学受託研究取扱規程
八戸学院大学・八戸学院短期大学ファカルティ・ディベ
ロップメント委員会規程

［報告書作成マニュアル指定以外の備付資料］
報告書作成マニュアル指定以外の諸規程

※「77. 諸規程集」には、報告書作成マニュアル指定以
外に、本報告書記載の各種規程が含まれている。

学校法人情報公開

78. 学校法人光星学院ウェブページ「情報公開」
http://kosei.hachinohe-u.ac.jp/kg/management/

B 学長のリーダーシップ
学長の個人調書（平成28年5月1日現在）

79. 学長の教員個人調書［書式1］
80. 学長の教育研究業績書［書式2］

教授会議事録（過去3年間）

81. 教授会議事録［平成25年度］～［平成27年度］

委員会等の議事録（過去3年間）

82. 各学科の会議録［平成25年度］～［平成27年度］
83. 各委員会の会議録［平成25年度］～［平成27年度］

［報告書作成マニュアル指定以外の備付資料］
学長のリーダーシップの資料

84. 地域貢献計画書、地域貢献報告書

大学運営会議の資料

85. 八戸学院大学・八戸学院短期大学運営会議議事録
［平成27年度］

C ガバナンス
監事の監査状況（過去3年間）

86. 会計監査報告書［平成25年度］～［平成27年度］

評議員会議事録（過去3年間）

87. 評議員会議事録［平成25年度］～［平成27年度］

［報告書作成マニュアル指定以外の備付資料］
組織の統治管理が機能している資料

88. 経営改善計画（平成 22 年度から平成 26 年度まで
の 5 ケ年計画）、経営改善状況報告書
89. イノベーションプログラム会計報告書

選択的評価基準
教養教育の取り組みについて

該当なし

職業教育の取り組みについて

該当なし

46

報告書作成マニュアル記載の備付資料
地域貢献の取り組みについて

資料番号・資料名
1. 事業計画書（平成 27 年度）
2. 平成 27 年リカレント講座・公開講座
3. 八戸市鷗盟大学
4. 教員免許状更新講習
5. はちのへ子どもフェスタ
6. ゼミナール活動「読み聞かせ」活動ポスター
7. 「幼小連携をテーマとした講演会」資料
8. 平成 27 年度ボランタリデー実施要項
9. 八戸市環境・健康フェスタ 2015 ポスター
10. 八戸小唄流し踊り
11. リレー・フォー・ライフ・ジャパン 2015 八戸
ポスター
12. 平成 27 年度ボランティア集計表

［注］
□

「（1）記述の根拠となる資料等一覧」記載の資料を準備し、提出資料、備付資料そ
れぞれ一覧表を作成する。

□

一覧表の「資料番号・資料名」には、提出資料、備付資料それぞれに付した通し番号
及び資料名（評価校独自の名称等）を記載する。

□

準備できない資料（例えば、取り組み自体を行っていない場合等）については、「該
当なし」と記載する。

□

提出資料、備付資料をウェブサイトで公表している場合、一覧表の「資料番号・資料
名」には URL も記載する。

□

準備する資料は、特に指定がなければ自己点検・評価を行う平成 27 年度のものとす
る。ただし、第三者評価を受ける平成 28 年度に学科改組等で大幅な変更があった場
合、平成 28 年度のものを備付資料として準備する。

□

「過去 3 年間」・「過去 5 年間」の指定がある場合、自己点検・評価を行う平成 27
年度を起点として過去 3 年間・過去 5 年間とする。
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