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シラバス 2016（平成 28 年度）健康科学大学健康科学部 p.3～8

【資料 2-7-19】

アルコールパッチテスト説明資料

【資料 2-7-20】

くらしの豆知識

【資料 2-7-21】

学友会・後援会・学生総合補償制度加入に関する手続き案内

【資料 2-7-22】

健康科学大学人権問題対策委員会規程

【資料 2-7-23】

ハラスメント説明資料

【資料 2-7-24】

ロッカー借用願

【資料 2-7-25】

健康科学大学クラスの編成等に関する規程

【資料 2-7-26】

シラバス 2016（平成 28 年度）健康科学大学健康科学部 p.267

【資料 2-7-27】

健康科学大学学生意見箱の運用に関する規程

【資料 2-7-28】

平成 26・27 年度

2-7．学生サービス

案内通知と実施写真

学生意見箱

投書内容と対応

2-8．教員の配置・職能開発等
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【資料 2-3-8】と同じ

健康科学大学

【資料 2-8-1】

健康科学大学教員の採用、昇任、資格審査等に関する規程

【資料 2-8-2】

学生による授業評価アンケート結果報告書

【資料 2-3-10】【資料
2-6-4】と同じ

2016 年度（平成 28 年度）学生便覧健康科学大学健康科学部
p.9、p.98～104
健康科学大学共通科目長の権限、任期及び選考並びに共通科目
【資料 2-8-4】
会議の設置に関する規程
2-9．教育環境の整備
【資料 2-8-3】

【資料 2-9-1】

教室収容定員表

【資料 2-9-2】

平成 27 年度履修者数一覧

基準 3．経営・管理と財務
基準項目
コード

該当する資料名及び該当ページ

備考

3-1．経営の規律と誠実性
【資料 3-1-1】
【資料 3-1-2】
【資料 3-1-3】
【資料 3-1-4】

学校法人富士修紅学院寄附行為
法人ホームページ抜粋：基本理念
http://www.fujishuko.ac.jp/about/15/
学校法人富士修紅学院理事会規程

【資料 3-1-6】

健康科学大学運営会議規程
学校法人富士修紅学院経営計画（応用編）
【平成 28 年から平成 32 年まで】
学校法人富士修紅学院経営計画管理規程

【資料 3-1-7】

学校法人富士修紅学院経営委員会規程

【資料 3-1-8】

学校法人富士修紅学院コンプライアンス管理規程

【資料 3-1-5】

【資料 3-1-9】

学校法人富士修紅学院コンプライアンス委員会規程

【資料 3-1-10】

学校法人富士修紅学院自主行動基準管理規程

【資料 3-1-11】

学校法人富士修紅学院私たちの行動基準

【資料 3-1-12】

学校法人富士修紅学院安全衛生委員会規程

【資料 3-1-13】

平成 26 年度第 4 回健康科学大学運営会議議事録（抜粋）
大学ホームページ：教育研究活動に関する情報公開
http://www.kenkoudai.ac.jp/modules/about/
index.php?content_id=24
学校法人富士修紅学院情報公開に関する規程
法人ホームページ：財務情報
http://www.fujishuko.ac.jp/data/16/
健康科学大学後援会便り

【資料 3-1-14】
【資料 3-1-15】
【資料 3-1-16】
【資料 3-1-17】

【資料 F-1】と同じ

3-2．理事会の機能
【資料 3-2-1】

学校法人富士修紅学院寄附行為

【資料 3-2-2】

学校法人富士修紅学院理事会規程

【資料 3-2-3】

学校法人富士修紅学院常務理事会規程

【 資 料 F-1 】 【 資 料
3-1-1】と同じ
【資料 3-1-3】と同じ

3-3．大学の意思決定の仕組み及び学長のリーダーシップ
【資料 3-3-1】

健康科学大学運営会議規程

【資料 3-1-4】と同じ

【資料 3-3-2】

健康科学大学大学学則

【資料 F-3】と同じ

【資料 3-3-3】

健康科学大学教授会規程

【資料 3-3-4】

健康科学大学中期目標・中期計画

【資料 F-6-1】と同じ

3-4．コミュニケーションとガバナンス
【資料 3-4-1】

学校法人富士修紅学院経営委員会規程
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【資料 3-1-7】と同じ

健康科学大学

【資料 3-4-2】

学校法人富士修紅学院事務連絡会議規程

【資料 3-4-3】

学校法人富士修紅学院寄附行為

【資料 3-4-4】

学校法人富士修紅学院監事監査規程

【資料 3-4-5】

学校法人富士修紅学院内部監査規程

【資料 3-4-6】

健康科学大学学科会議規程

【 資 料 F-1 】 【 資 料
3-1-1】【資料 3-2-1】
と同じ

3-5．業務執行体制の機能性
【資料 3-5-1】

学校法人富士修紅学院寄附行為

【資料 3-5-2】

学校法人富士修紅学院理事会規程

【資料 3-5-3】

学校法人富士修紅学院常務理事会規程

【資料 3-5-4】

健康科学大学運営会議規程

【資料 3-5-5】

健康科学大学教授会規程

【資料 3-5-6】

健康科学大学事務組織及び事務分掌規程

【資料 3-5-7】

健康科学大学就業規則

【資料 3-5-8】

健康科学大学事務職員研修規程

【資料 3-5-9】

健康科学大学人事評価規程

【資料 F-1】【資料
3-1-1】【資料 3-2-1】
【資料 3-4-3】と同じ
【 資 料 3-1-3 】 【 資 料
3-2-2】と同じ
【資料 3-2-3】と同じ
【 資 料 3-1-4 】 【 資 料
3-3-1】と同じ
【資料 3-3-3】と同じ

3-6．財務基盤と収支
【資料 3-6-1】
【資料 3-6-2】
【資料 3-6-3】

学校法人富士修紅学院計算書類（平成 23 年度～平成 27 年度） 【資料 F-11】と同じ
学校法人富士修紅学院経営計画（応用編）【平成 28 年から平
【資料 3-1-5】と同じ
成 32 年まで】
学校法人富士修紅学院財務比率表

3-7．会計
【資料 3-7-1】

学校法人富士修紅学院経理規程

【資料 3-7-2】

学校法人富士修紅学院監事監査規程

【資料 3-4-4】と同じ

【資料 3-7-3】

学校法人富士修紅学院内部監査規程

【資料 3-4-5】と同じ

基準 4．自己点検・評価
コード
4-1．自己点検・評価の適切性

基準項目
該当する資料名及び該当ページ

備考
【資料F-3】
【資料1-1-1】
【資料1-2-4】と同じ

【資料 4-1-1】

健康科学大学学則

【資料 4-1-2】

健康科学大学自己点検・自己評価委員会規程

【資料 4-1-3】

健康科学大学中期目標・中期計画

【資料 F-6-1】と同じ

【資料 4-1-4】

平成 28 年度健康科学大学事業計画

【資料 F-6-2】と同じ

4-2．自己点検・評価の誠実性
【資料 4-2-1】

健康科学大学事務組織及び事務分掌規程

【資料 4-2-2】

健康科学大学自己点検・自己評価委員会規程

【資料 3-5-6】と同じ

【資料 4-2-3】

健康科学大学自己評価報告書（平成 22～26 年度）
大学ホームページ：自己点検・自己評価
【資料 4-2-4】
http://www.kenkoudai.ac.jp/modules/about/
index.php?content_id=22
4-3．自己点検・評価の有効性
【資料 4-3-1】

健康科学大学自己評価報告書（平成 22～26 年度）

【資料 4-3-2】

健康科学大学中期目標・中期計画
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【資料 4-2-3】と同じ
【資料 F-6-1】【資料
4-1-3】と同じ

健康科学大学

基準 A．地域連携
基準項目
コード

該当する資料名及び該当ページ

備考

A-1．地域連携
【資料 A-1-1】

健康科学大学と富士河口湖町との連携に関する協定書

【資料 A-1-2】

富士河口湖町・健康科学大学 地域連携推進委員会総会議事録

【資料 A-1-3】

健康科学大学地域連携推進委員会規程

【資料 A-1-4】

県民コミュニティーカレッジ地域ベース講座実施報告

【資料 A-1-5】

【資料 A-1-8】

平成 27 年度ボランティア実施報告
健康科学大学紀要 第 12 号（2016 年）
「健康科学大学と富士河口湖町との地域連携活動について（平
成 27 年度）
チャレンジ富士五湖ウルトラマラソンボランティア協力依頼
書
大学コンソーシアムつる規約

【資料 A-1-6】
【資料 A-1-7】

【資料 A-1-9】

都留市版 CCRC 構想（「生涯活躍のまち・つる」基本計画）

【資料 A-1-10】

シラバス 2016（平成 28 年度）健康科学大学健康科学部 p.22

【資料 A-1-11】

健康科学大学・山梨県富士山科学研究所と研究に係る覚書

【資料 A-1-12】

山梨県立吉田高等学校「課題研究」受入れ依頼書

【資料 A-1-13】

リーフレット（産前産後ケアセンター）

【資料 A-1-14】

大学コンソーシアムやまなし企画・運営委員会資料

【資料 A-1-15】

出前講義のご案内

【資料 A-1-16】

山梨大学解剖学実習見学許可書

A-2．リハビリテーションクリニックの開設
【資料 A-2-1】

リハビリテーションクリニックに関する資料

※必要に応じて、記入欄を追加・削除すること。
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【資料 2-6-3】と同じ

