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基準１ 

建学の精神と 

教育の効果 

   

短期大学部学則 

仏教文化研究所規程 

宗教委員会規程 

教育改革推進本部規程 

自己点検・自己評価委員会規程 

組織分掌規 

学生便覧 

履修要覧 

大学案内（CAMPUS GUIDE 2020） 

入試ガイド 2020 

平成 30（2018）年度自己点検・評価シート 

シラバス「和の精神Ⅰ」「和の精神Ⅱ」「仏教実践演習」 

和の精神(学園訓の実践)プロジェクト委員会設置要項 

聖典聖歌集 

教免講習ほか募集要項・受講者集計表等 

レシピコンテスト入賞作品チラシ 

オープンカレッジリーフレット 

ハルカス公開講座・短大公開講座リーフレット 

公開講座リーフレット 

情報誌「和貴愛愛」 

はびきの市民大学チラシ 

先進事業委託状 

自己点検・自己評価委員会議事録 

令和元年度 重点施策の事業計画書・報告書 

IBU ポータルサイト 

ホームページ（建学の精神・沿革） 

http://www.shitennoji.ac.jp/ibu/guide/enkaku.html 

ホームページ（進路状況） 

http://www.shitennoji.ac.jp/ibu/careers/course/ 

ホームページ（ウパーヤ Vol.16） 

http://www.shitennoji.ac.jp/ibu/buddhism/ 

ホームページ（エクステンションセンター） 

http://www.shitennoji.ac.jp/ibu/exten/ 

ホームページ（外部評価者会議（学生意見）） 

http://www.shitennoji.ac.jp/ibu/docs/guide/disclosure/gaibu-hyokasyo03.pdf 

ホームページ（内部質保証の方針） 

http://www.shitennoji.ac.jp/ibu/docs/guide/disclosure/assurance01.pdf 

ホームページ（内部質保証 PDCA サイクル図） 

http://www.shitennoji.ac.jp/ibu/docs/guide/disclosure/assurance02.pdf 
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基準Ⅰ 

建学の精神と 

教育の効果 

 

ホームページ（3 つのポリシー） 

http://www.shitennoji.ac.jp/ibu/guide/policy.html 

ホームページ（Fact Book2019） 

http://www.shitennoji.ac.jp/ibu/guide/factbook.html 

ホームページ（平成 30年度外部評価会議（外部有識者の意見）（学生の意見）） 

http://www.shitennoji.ac.jp/ibu/docs/guide/disclosure/gaibu-hyokasyo02.pdf 

http://www.shitennoji.ac.jp/ibu/docs/guide/disclosure/gaibu-hyokasyo03.pdf 

基準Ⅱ  

教育課程と 

   学生支援 

短期大学部学則 

学生便覧 

履修要覧 

時間割表 

教育開発推進本部規程 

教育研究評議会規程 

大学運営会議規程 

図書館規程 

エクステンションセンター規程 

仏教文化研究所規程 

奨学金規程 

緊急・応急奨学金規程 

ファカルティ・ディベロップメント委員会規程 

単位の修得および試験に関する規程 

組織・分掌規程 

教務部文書取扱内規 

保健センター規程 

教職支援委員会規程 

私費外国人留学生学費減免規程 

学生支援委員会規程 

障がい学生の修学等の支援に関する規則 

キャリア委員会規程 

ラーニング・コモンズ利用規程 

COCOROE ピアサポートプロジェクトピアサポーター実施要項 

2020 年度入学試験要項 

入試ガイド 2020 

ライフデザインゼミナール内実施のアンケート、学生による授業評価アンケート 

令和元(2019)年度 卒業生に関する評価調査報告書 

平成 31 年度 PROG テスト受験者数一覧 

平成 30 年度 FSD 報告書 

2019 年度高校訪問数一覧 
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基準Ⅱ 

教育課程と 

   学生支援 

授業評価アンケート結果 

「授業の運営」 

「履修・成績等個別相談会のご案内」 

図書委員会資料：令和元年度図書館業務報告（まとめ） 

2019 年 3 月卒業生に関する評価調査報告書 

第 9 回キャリア委員会次第 

「キャリア支援計画」の記入シート 

平成 31 年度情報環境利用の手引き 

「情報処理演習Ⅰ」および「情報処理演習Ⅱ」のステューデント・アシスタント実施要項 

プレエントランス・ガイダンススケジュール（第一回、第二回） 

「大学の年間予定・基本的な履修方法のご案内」パワーポイント 

「IBU.net、時間割作成の基本的な紹介等」パワーポイント 

平成 31年度 新入生オリエンテーション日程表 

履修個別相談会の案内 

通い帳 

平成 30 年度「就職の記録」 

会報誌「サットサンガ」 

就職課年間行事一覧 

講座・資格・検定ガイド 2019  

2019 年度資格検定日程表 

就職決定率一覧 

進路希望調査 

ホームページ（サイトマップ） 

http://www.shitennoji.ac.jp/ibu/important_news/important_news-34482.html 

ホームページ（3 つのポリシー） 

http://www.shitennoji.ac.jp/ibu/guide/policy.html 

ホームページ（シラバス） 

http://www.shitennoji.ac.jp/ibu/syllabus/ 

ホームページ（学修成果の評価方針（アセスメント・ポリシー）） 

http://www.shitennoji.ac.jp/ibu/guide/policy.html 

ホームページ（その他教育研究情報） 

http://www.shitennoji.ac.jp/ibu/guide/taiouhyou.html 

ホームページ（Fact Book 2019） 

http://www.shitennoji.ac.jp/ibu/guide/factbook.html 
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基準Ⅱ 

教育課程と 

学生支援 

 

ホームページ（相談窓口） 

http://www.shitennoji.ac.jp/ibu/gakusei/soudan/ 

ホームページ （交通手段（自動車・バイク等での通学、スクールバス）） 

http://www.shitennoji.ac.jp/ibu/gakusei/car/ 

ホームページ（奨学金） 

http://www.shitennoji.ac.jp/ibu/gakusei/shougakukin/ 

ホームページ（「就職フェア」開催のお知らせ） 

http://www.shitennoji.ac.jp/ibu/toshokan/news/toshokan-34222.html 

ホームページ（韓国・新丘（シング）大学との交流） 

http://www.shitennoji.ac.jp/ibu/guide/department/news/hoiku/guide-33379.html 

ホームページ（令和元年度授業評価アンケート結果（夏学期・冬学期）） 

http://www.shitennoji.ac.jp/ibu/docs/guide/analytics_R1_summer.pdf 

http://www.shitennoji.ac.jp/ibu/docs/guide/analytics_R1_winter.pdf 

ホームページ（障がい学生支援ガイドライン） 

http://www.shitennoji.ac.jp/ibu/docs/gakusei/soudan/guideline.pdf 

ホームページ（第 4 回ゼミコンテスト） 

http://www.shitennoji.ac.jp/ibu/wp/wp-content/uploads/2019/11/191204_The-4th-

Seminar-Contest.pdf 

基準Ⅲ 

教育資源と 

財的資源 

研究倫理規程 

研究倫理審査委員会規程 

教育職員の選考手続に関する規程 

教育職員選考基準 

研究実施計画に関する倫理審査申請・審査要領 

学内研究支援奨励金取扱要領 

研究活動の不正行為防止規程 

公的研究費の運営・管理に関する規程 

科学研究費助成事業による間接経費取扱規程 

四天王寺大学紀要第 68 号 

教育研究実践論集第 8 号 

令和 2 年度内線電話一覧表（事務局・研究室） 

専任教員就業規則 

教育職員の採用・就業に関する規程 

留学・研究出張規程 

教育職員研修規程 

専任教員就業規則 

教育職員の採用・就業に関する規程 

短期海外研修支援規程 
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基準Ⅲ 

教育資源と 

財的資源 

ファカルティ・ディベロップメント委員会規程 

組織・分掌規程 

稟議規程 

職務権限規程 

文書取扱規程 

公印取扱規程 

専任教職員就業規則 

パート職員就業規則 

特別任用教員および有期・無期職員就業規則 

専任教職員就業規則 

パート職員就業規則 

非常勤講師就業規則 

特別任用教員および有期・無期職員就業規則 

通勤に関する規程 

給与規則 

図書館選書基準 

図書館資料管理規程 

学校法人四天王寺学園経理規程 

学校法人四天王寺学園固定資産及び物品管理規程 

学校法人四天王寺学園固定資産及び物品調達規程 

資産運用規程 

防火・防災管理規程 

防火・防災消防計画 

災害対策マニュアル 

事務局全体研修会次第 

人事考課シート（様式） 

教育研究評議会議事録 

大学運営会議議事録 

平成 30 年度 FSD報告書 

相互授業参観依頼状 

公開授業一覧 

時間割表 

情報環境利用の手引き 
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基準Ⅲ 

教育資源と 

財的資源 

   

e-COCOROE プロジェクト ステューデント・アシスタント実施要項 

事務局全体研修会（SD 講習会）資料 

空調運転切替スケジュール（令和元年 10 月 23 日、令和 2 年 4 月 10 日） 

ホームページ（事業報告書） 

http://www.shitennoji.ac.jp/ibu/docs/guide/disclosure/other/31jigyo.pdf 

学校法人会計計算書類（平成 29 年度～令和元年度） 

独立監査人の監査報告書（平成 29 年度～令和元年度） 

事業計画書（令和元年度）（令和 2 年度） 

貸借対照表関係比率(法人全体) 

経常費補助金 学生定員・現員調査票 

（短期大学部・入学定員充足率、収容定員充足率平成 30 年度～令和元年度） 

担任教員の役割について 

学校法人四天王寺学園 中長期計画 

学校法人四天王寺学園 経理規程 

学校法人四天王寺学園 経理規程施行細則 

学生動態調査の結果（速報値）について（報告） 

平成 31年度「入学生アンケート」報告書 

外部評価者会議（外部有識者の意見）（学生の意見） 

四天王寺大学・四天王寺大学短期大学部後援会規約 

内線電話一覧表（事務局・研究室） 

ホームページ「大学へのご寄付について」 

学内ホームページ（例規集） 

ホームページ（教員組織および教員情報一覧表） 

http://www.shitennoji.ac.jp/ibu/guide/kaken.html 

ホームページ（教員組織（短期大学部）） 

http://www.shitennoji.ac.jp/ibu/docs/guide/taiouhyou/31-1-7-1.pdf 

ホームページ（教員情報） 

http://www.shitennoji.ac.jp/ibu/guide/kaken.html 

ホームページ（科学研究費助成事業：科研費） 

http://www.shitennoji.ac.jp/ibu/guide/2019kaken.html 

ホームページ（学修成果の評価方針（アセスメント・ポリシー）） 

http://www.shitennoji.ac.jp/ibu/guide/policy.html 

ホームページ（校地、校舎等の面積） 

http://www.shitennoji.ac.jp/ibu/docs/guide/taiouhyou/71-2-18.pdf 

ホームページ（令和元年度授業評価アンケート結果（夏学期・冬学期）） 

http://www.shitennoji.ac.jp/ibu/docs/guide/analytics_R1_summer.pdf 

http://www.shitennoji.ac.jp/ibu/docs/guide/analytics_R1_winter.pdf 
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基準Ⅲ 

教育資源と 

財的資源 

ホームページ（キャンパスマップ） 

http://www.shitennoji.ac.jp/ibu/guide/map.html 

ホームページ（実習施設） 

http://www.shitennoji.ac.jp/ibu/education/training/ 

ホームページ（大学施設利用のご案内） 

http://www.shitennoji.ac.jp/ibu/guide/shisetu.html 

ホームページ（図書館データ） 

http://www.shitennoji.ac.jp/ibu/toshokan/data/ 

ホームページ（総合体育館） 

http://www.shitennoji.ac.jp/ibu/campusmap/f10.php 

ホームページ（避難訓練） 

http://www.shitennoji.ac.jp/ibu/news/news-28734.html 

ホームページ（シラバス） 
http://www.shitennoji.ac.jp/ibu/syllabus/ 

ホームページ（大学案内（CAMPUS GUIDE MAP）p.101.102） 

https://www.d-pam.com/shitennoji/5930/index.html#target/page_no=103） 

ホームページ（財務状況） 
http://www.shitennoji.ac.jp/ibu/guide/disclosure.php#t3 

基準Ⅳ 

リーダーシップと 

ガバナンス 

理事長の履歴書 

学校法人四天王寺学園寄附行為 

学校法人実態調査  

理事会議事録   

短期大学部学則 

組織・分掌規程 

名誉学長および学長の任免ならびに職務権限に関する規程 

教授会規程 

教務委員会規程 

学生支援委員会規程 

ファカルティ・ディベロップメント委員会規程 

3 つのポリシーおよびアセスメント・ポリシー 

こころえ手帳 Ver.2 

厚生補導規則 

教授会議事録 

評議員会議事録 

監事監査報告書 

ホームページ（エピソード集（こころに、学びを。STORIES）） 
http://www.shitennoji.ac.jp/ibu/docs/guide/enkaku/stories_2020.pdf 

ホームページ（教育研究情報） 

http://www.shitennoji.ac.jp/ibu/guide/taiouhyou.html 

ホームページ（財務状況） 

http://www.shitennoji.ac.jp/ibu/guide/disclosure.html 

 


