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

長岡崇徳大学
学校法人悠久崇徳学園

１．
「実務経験のある教員等による授業科目」の数
実務経験のある
省令
教員等による
夜間･
で定
授業科目の単位数
通信
める
学部名
学科名
学部
制の 全学
基準
等
専門
場合 共通
合計 単位
共通 科目
科目
数
科目
夜・
看護学部
看護学科
0
0
22
22
13
通信
（備考）看護学部看護学科は平成 31 年度開設のため、学年進行中である。

２．
「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表の公表方法
長岡崇徳大学のホームページに掲載し、学内外に公表している。
トップ＞大学案内＞情報公開＞5.⑶実務経験のある教員等による授業科目一覧表
https://sutoku-u.ac.jp/cms/wpcontent/uploads/2021/06/ac5ef7b055c2d186f15510db960b02e4.pdf

３．要件を満たすことが困難である学部等
学部等名 該当なし
（困難である理由）

配
置
困
難

様式第２号の２－①【⑵-①学外者である理事の複数配置】
※ 国立大学法人・独立行政法人国立高等専門学校機構・公立大学法人・学校法人・準学校
法人は、この様式を用いること。これら以外の設置者は、様式第２号の２－②を用いる
こと。
学校名
設置者名

長岡崇徳大学
学校法人 悠久崇徳学園

１．理事（役員）名簿の公表方法
長岡崇徳大学ホームページ上で公開し、学内外に公表している。
トップ＞大学案内＞情報公開＞10.その他 学校法人悠久崇徳学園・役員・評議員名簿
https://sutoku-u.ac.jp/wp-content/themes/sutoku/images/release/役員名簿.pdf

２．学外者である理事の一覧表
常勤・非常勤の別

前職又は現職

任期

担当する職務内容
や期待する役割

常勤

前職
県内総合病院長

2020.5.29 ∼ 組織運営体制への
2022.5.28
チェック機能

非常勤

現職
学校法人（他法人）
役員

2020.5.29 ∼ 組織運営体制への
2022.5.28
チェック機能

（備考）

様式第２号の３【⑶厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】
学校名
設置者名

長岡崇徳大学
学校法人 悠久崇徳学園

○厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表の概要
１．授業科目について、授業の方法及び内容、到達目標、成績評価の方法
や基準その他の事項を記載した授業計画書(シラバス)を作成し、公表し
ていること。
（授業計画書の作成・公表に係る取組の概要）
教育方法は、授業内容にあった受講人数を考慮したクラス編成とし、
「講義」
「演習」
「実習」を適切に組み合わせた授業としている。学生が主体的、能動的に学べるよう
アクティブラーニングを取り入れ、また、個々の学生の学修能力に応じた授業を行う
ために、個別学習やレポート課題を課しフィードバックを行っている。実践能力育成
のためにシミュレーション教育の充実を図っている。学修の成果は、各科目の学修目
標の達成度を評価するために、授業計画（シラバス）にその評価方法を明示し、また、
授業アンケートを実施し、授業内容、授業方法の改善に活かすこととしている。
授業計画書（シラバス）の作成過程及び作成・公表の時期・内容については下記の
とおりである。
記
本学教務委員会にて「シラバス記載のポイント」の見直し、修正を完了する（11 月
予定）
。
〔11 月〕科目担当者にシラバス作成を依頼
【送付書類】
・依頼文
・長岡崇徳大学 シラバス作成ガイドライン
・長岡崇徳大学看護学部看護学科 シラバス記載のポイント
・シラバス様式
〔１月末〕シラバス提出締切り
〔２月～３月〕シラバスチェック
教務委員会において、授業の到達目標と評価の方法を中心に点検し、不備
のあるシラバスについては科目担当教員に連絡し、修正を依頼する。
〔３月下旬〕シラバス完成
Excel で作成したシラバスを再確認し、教務システムに入れ込むため、変
換後、学生ポータルサイトで公表する。
以上

授業計画書の公表方法

長岡崇徳大学のホームページに掲載し、学内外に公表して
いる。
トップ＞大学案内＞情報公開＞5. 授業科目、授業の方法及
び内容並びに年間の授業の計画に関すること ⑵令和 3 年
度シラバス

https://sutoku-u.ac.jp/cms/wpcontent/uploads/2021/06/8a030dabb95a798cfcea8
66a26586d0e.pdf

２．学修意欲の把握、試験やレポート、卒業論文などの適切な方法により、
学修成果を厳格かつ適正に評価して単位を与え、又は、履修を認定して
いること。
（授業科目の学修成果の評価に係る取組の概要）
科目担当教員は、設定した《授業の到達目標》を具体的にどのように評価するのか
を意識し、シラバスの《評価の方法》欄に「定期試験」
「技術試験」
「レポート」
「発表
（プレゼンテーション）
」等の中から評価する項目を選び、それぞれの割合を明記す
る。また、試験、レポート、発表などについて学生がイメージできるように情報を具
体的かつ明確に記載することとしている。
各授業科目の学習の評価と単位の認定は、学則第 27 条、28 条及び「長岡崇徳大学
単位の授与及び試験に関する規程」第６条に基づき、筆記試験、レポート、実技試験
などにより行われ、成績は授業科目ごとに次のように評価される。
・評点 100～90 点 評価Ｓ
・評点 89～80 点 評価Ａ
・評点 79～70 点 評価Ｂ
・評点 69～60 点 評価Ｃ
以上の評価Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃまでを合格とする。
評点 59 点以下については評価Ｆとし、不合格とする。但し、成績評価の対象とならな
い授業科目の成績表示は「Ｘ」
、既修得単位として認定された授業科目の成績表示は
「Ｎ」としている。

３．成績評価において、ＧＰＡ等の客観的な指標を設定し、公表するとと
もに、成績の分布状況の把握をはじめ、適切に実施していること。
（客観的な指標の設定・公表及び成績評価の適切な実施に係る取組の概要）
「長岡崇徳大学単位の授与及び試験に関する規程」第７条において、総合的な学習
到達度はＧＰＡにより表すことを規定している。※1
１）ＧＰＡ等の客観的な指標の具体的な内容
【ＧＰＡの算出方法】
ＧＰＡ＝（履修登録した授業科目のＧＰ※2×当該科目の単位数）の総和
÷（履修登録した授業科目の単位数〔不合格(Ｆ)及び評価なし(Ｘ)の単位数
を含む〕
）の総和
※１ 「長岡崇徳大学入学者の既修得単位の取扱いに関する規程」第５条により認
定した既修得単位はＧＰに反映されない
※２ ＧＰの配点
Ｓ(100～90)＝4.0、Ａ(89～80)＝3.0、Ｂ(79～70)＝2.0、Ｃ(69～60)＝1.0、
Ｆ(59～0)＝0.0、Ｘ(評価なし)＝0.0
２）客観的な指標の適切な実施状況
ＧＰＡについては、
「長岡崇徳大学単位の授与及び試験に関する規程」により、その
定義、対象授業科目、計算方法等を予め定めた上、学内外に公表している。特に学生
に対しては学生便覧にも記載し、オリエンテーション時に説明し、履修前に周知する
ことを徹底している。

客観的な指標の
算出方法の公表方法

①学生便覧（履修・学生生活の手引き）を学生に配付。
②長岡崇徳大学ホームページに掲載し､学内外に公表して
いる｡
トップ＞大学案内＞情報公開＞6.⑴成績の評価
https://sutoku-u.ac.jp/wpcontent/themes/sutoku/images/release/61.%E6%88%90%E7%B8%BE%E3%81%AE%E8%A9%95%E4%BE%A1.pdf

４．卒業の認定に関する方針を定め、公表するとともに、適切に実施して
いること。
（卒業の認定方針の策定・公表・適切な実施に係る取組の概要）
長岡崇徳大学では、建学の理念にもとづき学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）
を定め、長岡崇徳大学ホームページに掲載し、学内外に公表している。
長岡崇徳大学学則第 30、31 条及び長岡崇徳大学学位規程第３条により、学長は、本
学に４年以上在学し、所定の単位を修得した者に対しては、教授会の議を経て卒業を
認定し、学士（看護学）の学位を授与する、と定めている。
また、成績評価の基準はＳ、Ａ、Ｂ、Ｃ，Ｆの５段階とし、Ｓ，Ａ，Ｂ及びＣを合
格とし、所定の単位を与えると定めている。なお、本学は開学３年目で学年進行中の
ため、卒業に関する年度には到達していないが、上記規程に則り、卒業の認定に関す
る方針を確実に実行していくこととしている。
【３つのポリシー】
https://sutoku-u.ac.jp/information/purpose/

卒業の認定に関する
方針の公表方法

①学生便覧（履修・学生生活の手引き）を全学生に配付。
②長岡崇徳大学ホームページに掲載し、学内外に公表して
いる。
トップ＞大学案内＞情報公開＞6.⑵卒業要件
https://sutoku-u.ac.jp/wpcontent/themes/sutoku/images/release/62.%E5%AD%A6%E5%89%87%E5%88%A5%E8%A1%A8.pdf
（学則別表１に卒業要件を掲載）

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

長岡崇徳大学
学校法人 悠久崇徳学園

１．財務諸表等
財務諸表等
貸借対照表

収支計算書又は
損益計算書

財産目録

事業報告書
監事による
監査報告（書）

公表方法
長岡崇徳大学ホームページ：情報公開 10.その他 財務情報
https://sutoku-u.ac.jp/cms/wpcontent/uploads/2021/06/703b3ffc7df404b6f967da5a54ae064e.pdf
長岡崇徳大学ホームページ：情報公開 10.その他 財務情報
https://sutoku-u.ac.jp/cms/wpcontent/uploads/2021/06/703b3ffc7df404b6f967da5a54ae064e.pdf
長岡崇徳大学ホームページ：情報公開 10.その他 財務情報
https://sutoku-u.ac.jp/cms/wpcontent/uploads/2021/06/c0ce3a474e0e98e04b63c10fc7d85d55.pdf
長岡崇徳大学ホームページ：情報公開 10.その他 事業報告
https://sutoku-u.ac.jp/information/release/
長岡崇徳大学ホームページ：情報公開 10.その他 財務情報
https://sutoku-u.ac.jp/cms/wpcontent/uploads/2021/06/290980d2033c00a295bbf664d719fb85.pdf

２．事業計画（任意記載事項）
単年度計画（名称：事業計画書

対象年度：令和 3 年度）

公表方法：長岡崇徳大学ホームページ：情報公開 https://sutokuu.ac.jp/information/release/
10.その他 事業計画（悠久崇徳学園）に掲載予定
中長期計画（名称：長岡崇徳大学中長期目標・計画

対象年度：令和元年度～令和 7 年度）

公表方法：長岡崇徳大学ホームページ：情報公開 10.その他 中長期計画・実績報告
https://sutoku-u.ac.jp/cms/wpcontent/uploads/2021/06/f9ebf3120f2895ed2f946ccea901d554.pdf

３．教育活動に係る情報
（１）自己点検・評価の結果
公表方法：長岡崇徳大学ホームページ：情報公開 10.その他 中長期計画・実績報告
https://sutoku-u.ac.jp/information/release/

（２）認証評価の結果（任意記載事項）
公表方法：本学は平成 31 年度に開学で学年進行中（完成年度未達）のため、認証評価
は未受審である。令和 7 年度に受審予定。

（３）学校教育法施行規則第 172 条の２第 1 項に掲げる情報の概要
①教育研究上の目的、卒業の認定に関する方針、教育課程の編成及び実施に関す
る方針、入学者の受入れに関する方針の概要
学部等名 看護学部看護学科
教育研究上の目的（公表方法：長岡崇徳大学ホームページに掲載し、学内外に公表し
ている。https://sutoku-u.ac.jp/infomation/purpose/ ）
（概要）
本学は、「崇徳」という建学の精神にもとづき、養成する人材像を「豊かな人間性と高
い倫理観をもつ人材」、「看護実践力のある人材」、「連携・協働できる人材」、「探究力
のある人材」、「地域的・国際的視野のある人材」と定め、教育目的（学則第１条）を「生
命の尊重を基盤とした豊かな人間性と高い倫理観の涵養を図るとともに、専門的知識・技
術を修得させ、科学的根拠に基づいた判断力と問題解決能力を養い、多職種と連携・協働
して地域社会における保健・医療・福祉の向上に貢献できる看護専門職者を育成する」と
している。

卒業の認定に関する方針（公表方法：長岡崇徳大学ホームページに掲載し、学内外に
公表している）
https://sutoku-u.ac.jp/wp-content/themes/sutoku/images/release/62.%E5%AD%A6%E5%89%87%E5%88%A5%E8%A1%A8.pdf
（学則別表１に科目ごとの単位数及び卒業要件を掲載）
（概要）【再掲】
長岡崇徳大学では、建学の理念にもとづき学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）を定
め、長岡崇徳大学ホームページに掲載し、学内外に公表している。
長岡崇徳大学学則第 30、31 条及び長岡崇徳大学学位規程第３条により、学長は、本学に
４年以上在学し所定の単位を修得した者に対しては、教授会の議を経て卒業を認定し、学
士（看護学）の学位を授与する、と定めている。
また、成績評価の基準はＳ、Ａ、Ｂ、Ｃ，Ｆの５段階とし、Ｓ，Ａ，Ｂ及びＣを合格と
し、所定の単位を与えると定めている。なお、本学は開学３年目で学年進行中のため、卒
業に関する年度には到達していないが、上記規程に則り、卒業の認定に関する方針を確実
に実行していくこととしている。
【３つのポリシー】
https://sutoku-u.ac.jp/information/purpose/

教育課程の編成及び実施に関する方針（公表方法：長岡崇徳大学ホームページに掲載
し、学内外に公表している）
https://sutoku-u.ac.jp/information/purpose/

（概要）
本学は、教育目的・目標、学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）を達成するための教
育課程を構成するとともに、看護師、保健師の国家試験受験資格を取得できるよう「保健
師助産師看護師学校養成所指定規則」に準拠し教育課程を編成した。科目の編成にあたっ
ては、看護専門職として必要な基礎的な内容から、専門的・応用的な内容へと段階的に学
べるよう組み、それぞれの教育が有機的に連動し体系的に学修できるよう編成した。
1. 豊かな人間性と倫理観を身につけ、共感的理解をもって行動できるための基盤となる
科目、思考力、創造力を高めるための基盤となる科目を【基礎教育科目】に配置する。
2. 人々を取り巻く社会環境について理解を深め、幅広い視野で学際領域の知識の応用と
社会力養成のための科目を【基礎教育科目】に配置する。
3. 看護実践の科学的根拠となる知識基盤として、人間の健康と疾病、健康と社会のシス
テムについて学ぶ科目を【専門基礎科目】に配置する。
4. 看護の基本的な考え方や援助方法に関する科目を【専門科目】の[看護の基本]に置き、
看護の対象を生涯発達の視点で捉え、発達対象別の看護の特徴を理解するための科目を【専
門科目】の[生涯発達と看護]に配置する。
5. 地域の特性と地域包括システムについて理解し、地域で生活する人々の健康問題と看
護、災害時の看護に関する科目、保健師養成課程に関する科目を【専門科目】の[地域社会
と看護]に配置する。
6. 知識・技術を統合し、看護の専門性を探究、発展させる科目を【専門科目】の[看護の
統合と実践][特論]に配置する。

入学者の受入れに関する方針（公表方法：長岡崇徳大学ホームページに掲載し、学内
外に公表している）
https://sutoku-u.ac.jp/information/purpose/
（概要）
本学は、教育研究上の目的、学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）、教育課程編成方
針（カリキュラム・ポリシー）を踏まえ、入学者の受け入れ方針（アドミッション・ポリ
シー）は、文部科学省が示す学力３要素（知識・技能、思考力・判断力・表現力、主体性・
多様性・協働性）を念頭におき、以下の通りとしている。
・柔軟性と協調性を有し、人との良好な関係を保つことのできる人
・看護専門職として地域の医療、保健の向上のために貢献したい人
・看護を学ぶ上で基盤となる基礎学力のある人
・健康と生活に関心があり、新たな課題に向かって自ら進んで学ぼうとする人
・自分の考えや行動に責任を持ち、自分の考えを伝えることができる人

②教育研究上の基本組織に関すること
公表方法：長岡崇徳大学ホームページに掲載し、学内外に公表している
トップ＞大学案内＞情報公開＞2.法人・大学組織図
https://sutoku-u.ac.jp/cms/wpcontent/themes/sutoku/pdf/infomation/2-%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E6%B3%95%E4%BA%BA2
021-5-13.pdf

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

学長・
副学長

－

教授

准教授

講師

計

－

1人

看護学部

助手
その他

助教

－

12 人

2人

1人

2人

8人

1人

25 人

b.教員数（兼務者）
学長・副学長

学長・副学長以外の教員

計

0人

各教員の有する学位及び業績
（教員データベース等）

36 人

36 人

公表方法：https://sutoku-u.ac.jp/faculty/teacher/

c.ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）の状況（任意記載事項）
1.コロナ禍のため、オンラインによるシミュレーション教育研修を実施。
アンケートをとった結果を講師に送り、次回の研修に活かす方法とする。
2.授業評価アンケートを実施し、結果を次年度授業改善に活かす。
3.公開授業・見学実施要領に基づき､学内教員が担当する科目について授業見学・評価(ピアレビュー)を
実施。
4.学内教員による研究報告会を実施。
5.本学が所属する崇徳厚生事業団と長岡技術科学大学との包括的連携協定の下で､長岡技大との共同研
究について話し合いを持ち、今後の進め方について検討。
6.FD 委員会活動に関する自由記述式のアンケートを実施。

④入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに
進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること
a.入学者の数、収容定員、在学する学生の数等
学部等名

入学定員
（a）

入学者数
（b）

b/a

収容定員
（c）

在学生数
（d）

d/c

編入学
定員

編入学
者数

看護学部

80 人

74 人 92.5％

320 人

169 人 52.8％

－

人

－

人

合計

80 人

74 人 92.5％

320 人

169 人 52.8％

－

人

－

人

（備考）

b.卒業者数、進学者数、就職者数
学部等名

卒業者数

0人
（100％）
0人
合計
（100％）
（主な進学先・就職先）（任意記載事項）
看護学部

進学者数
（
（

0人
％）
0人
％）

就職者数
（自営業を含む。）
0人
（
％）
0人
（
％）

（備考）開学 3 年目のため卒業者、進学者、就職者実績なし。

その他
（
（

0人
％）
0人
％）

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

合計

入学者数
人
（100％）
人
（100％）
人
（100％）

修業年限期間内
卒業者数
人
（
％）
人
（
％）
人
（
％）

留年者数
（
（
（

人
％）
人
％）
人
％）

中途退学者数
（
（
（

人
％）
人
％）
人
％）

その他
（
（
（

人
％）
人
％）
人
％）

（備考）

⑤授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること
（概要）
教育方法は、授業内容にあった受講人数を考慮したクラス編成とし、「講義」「演習」「実
習」を適切に組み合わせた授業としている。学生が主体的、能動的に学べるようアクティブラ
ーニングを取り入れ、また、個々の学生の学修能力に応じた授業を行うために、個別学習やレ
ポート課題を課しフィードバックを行っている。実践能力育成のためにシミュレーション教
育の充実を図っている。学修の成果は、各科目の学修目標の達成度を評価するために、授業計
画（シラバス）にその評価方法を明示している。また、授業アンケートを実施し、授業内容、
授業方法の改善に活かしている。
授業計画（シラバス）の作成手順および公表の時期・内容については以下の通り。
教務委員会において「シラバス記載のポイント」の見直し、修正を実施して完成。（11 月予
定）。
〔11 月〕科目担当者にシラバス作成を依頼
【送付書類】
・依頼文
・長岡崇徳大学 シラバス作成ガイドライン
・長岡崇徳大学看護学部看護学科 シラバス記載のポイント
・シラバス様式
〔１月末〕シラバス提出締切り
〔２月～３月〕シラバスチェック
教務委員会において、授業の到達目標と評価の方法を中心に点検し、不備のあるシ
ラバスについては科目担当教員に連絡し、修正を依頼する。
〔３月下旬〕シラバス完成
Excel で作成したシラバスを再確認し、教務システムに入れ込むため、変換後、学
生ポータルサイトで公表する。

⑥学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること
（概要）
学修の成果に係る評価と単位の認定については、学則第 28 条及び「長岡崇徳大学単位の授
与及び試験に関する規程」に基づき、筆記試験、レポート、実技試験などにより行い、Ｓ,Ａ,
Ｂ,Ｃ及びＦをもって表し、Ｓ,Ａ,Ｂ及びＣを合格としている。この成績評価に対して、グレ
ード・ポイント（以下「ＧＰ」という。）を設定し、不合格の授業科目を含めて、履修登録し
た授業科目のＧＰの平均（ＧＰＡ）を算出し、総合成績評価を行う。ＧＰＡの算出については
同規程第７条において計算式を定めている。
（卒業の認定に当たっての基準）
学則第 30 条に定める卒業要件を満たし、かつ、大学全体・各学部・各学科単位でそれぞれ
ディプロマ・ポリシーに適った学生を対象として、教授会の議を経て、学長が卒業を認定する。
卒業を認定された者に対しては、学則第 31 条に定める学位を授与する。
ディプロマ・ポリシー、卒業要件、取得可能な学位は下記の URL で公表している。
https://sutoku-u.ac.jp/information/release/
学部名

学科名

看護学部

看護学科

ＧＰＡの活用状況（任意記載事項）

卒業に必要となる
ＧＰＡ制度の採用
単位数
（任意記載事項）
126 単位
有・無

履修単位の登録上限
（任意記載事項）
48 単位

公表方法：

学生の学修状況に係る参考情報
公表方法：
（任意記載事項）

⑦校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること
公表方法：公表方法：長岡崇徳大学ホームページに掲載し、学内外に公表している。
TOP＞大学概要＞施設紹介
https://sutoku-u.ac.jp/information/facilities/

⑧授業料、入学金その他の大学等が徴収する費用に関すること
学部名

学科名

看護学部 看護学科

授業料
（年間）
1,100,000 円

入学金
300,000 円

その他
550,000 円

備考（任意記載事項）
実験実習費 250,000 円、
施設設備費 300,000 円

⑨大学等が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること
a.学生の修学に係る支援に関する取組
（概要）
アドバイザー制、キャリア支援、オフィスアワー制、学生相談室、入学前学習プログラ
ム、各種奨学金による支援を行っている。
奨学金制度
https://sutoku-u.ac.jp/entranceexam/tuition/
b.進路選択に係る支援に関する取組
（概要）
国家試験対策講座については、入学初年度より実施中である。また、開学 3 年目となるこ
とから、キャリア支援計画に基づき、職業意識調査、キャリア支援セミナー、就職試験対策
講座の実施を予定している。
c.学生の心身の健康等に係る支援に関する取組

（概要）
1. アドバイザー制：学生生活の指導教員として、アドバイザーを配置。
担当は原則として３年次までとなり、４年次には卒業研究担当教員がアドバイザーを
兼ね、国家試験対策や就職の相談に応じる体制をとっている。
2. 学生相談室：予約制で、臨床心理士による面談が可能。
3. ハラスメント相談窓口（担当教職員 3 名）の設置
学校生活サポート
https://sutoku-u.ac.jp/campus_life/support/

⑩教育研究活動等の状況についての情報の公表の方法
公表方法：公表方法：長岡崇徳大学ホームページに掲載し、学内外に公表している。
https://sutoku-u.ac.jp/information/release/

