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届　　出　　時 変　更　状　況 備　　　考

　　　 ホウザワ  タイジ

朴澤　泰治

(平成３年４月１日)

　　　 ムカイ   マサカタ 　　　 ホウザワ  タイジ

向井　正剛 朴澤　泰治

(平成１４年４月１日) (平成２０年４月１日)

― ―

　　　　カツタ　   タカシ

勝田　　隆

(平成１９年４月１日)

　　　　宮城県柴田郡柴田町船岡南二丁目２番１８号

理 事 長

学 部 長

学科長等

任期満了により平成20年
3月退任(21)

（２） 大　学　名

　　　〒９８９－１６９３

　　　　仙　台　大　学

（３） 大学の位置

　　　　学校法人　朴 沢 学 園

学　　長

職　　名

（４） 管理運営組織

１　調査対象大学等の概要等

（１） 設　置　者

（注）１．　『(３)　大学の位置』は，届出学部等の位置が大学本部の位置と異なる場合，本部の位置を（　）書き

　　　　　で記入してください。

　　　２．　『(４)　管理運営組織』の「変更状況」欄は，変更があった場合のみ記入し，併せて「備考」欄に変更

　　　　　の理由と変更年月日，報告年度を（　）書きで記入してください。

　　　　　（例）平成２１年度に報告する内容　→（21）
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修業年限 入学定員 編入学定員 収容定員

年 人 年次 人

体育学部 人
スポーツ情報マスメディア学科 4 40 　　　　　― 160

　　学士
(スポーツ情報マスメディア学)

対象年度

区　分

人 人 人 人
(　― 　) (　― 　) ( ― 　) (  　)

40 40 40
(　― 　) (　― 　) (　― 　) (　 　)

60 93 64

(　― 　) (　― 　) (　― 　) (　 　)

60 90 60

(　― 　) (　― 　) (　― 　) (　 　)

47 71 58

(　― 　) (　― 　) (　― 　) (　 　)

25 47 43

入学定員超過率 (　― 　) (　― 　) (　― 　) (　 　)

Ｂ／Ａ 0.62 1.17 1.07

対象年度

学　年

[　1 　] [　－ 　] [　－　 ] [　　 ]

25 47 43

[　　 ] [　1　 ] [　－　 ] [　　 ]

24 46

[　　 ] [　　 ] [　1　 ] [　　 ]

24

[　　 ] [　　 ] [　　 ] [　　 ]

[　1　 ] [　1　 ] [　1　 ] [　　 ]

25 71 113

　　　　ください。

Ｂ　 入学者数

0.95倍

志願者数

合格者数

Ａ　 入学定員

受験者数

　　　　「－」を記入してください。

（注）１　（　 ）内には，編入学の状況について外数で記入してください。なお，編入学を複数年次で行って

（５）　調査対象学部等の名称，定員，入学者の状況等

（注）１　当該調査対象の学部の学科または研究科の専攻等，定員を定めている組織ごとに記入してください。
　　　２　様式は，平成１９年度開設の場合（平成２２年度までの４年間）ですが，開設年度に合わせて作成し

　　　　い。）
　　　　てください。（修業年限が３年以下の場合には欄を削除し，５年以上の場合には，欄を設けてくださ

　（５）－①　調査対象学部等の名称，定員

　（５）－②　調査対象学部等の入学者の状況

平均入学定員
超 過 率

平成１９年度 平成２２年度

調査対象学部等の
名称（学位）

　　　　いる場合には，((  ))書きとするなどし，その旨を備考欄に付記してください。 該当がない年には

備　　考平成２０年度 平成２１年度

設 置 時 の 計 画
備　　　　　考

備　　　　　考平成１９年度

　　　２　「平均入学定員超過率」欄には，開設年度から提出年度までの入学定員超過率の平均を記入してくだ
　　　　さい。入学定員超過率については，小数点以下第３位を切り捨て，小数点以下第２位まで記入し，平均

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

　（５）－③　調査対象学部等の在学者の状況

　　　３　定員を変更した場合は，備考欄に変更前の人数，変更年月及び報告年度を（　）書きで記入してくだ
　　　　さい。

（注）１　[ 　 ]内には，留学生の状況について内数で記入してください。該当がない年には「－」を記入して

　　　　入学定員超過率も同様の方法としてください。

１年次

２年次

３年次

４年次

計

今年度は平成２２年度
欄の記入は不要です。

今年度は平成２２年度
欄の記入は不要です。
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[　０　]
０

[　１　]
２５

うち平成１９年度入学者 人 うち平成１９年度 人

[　０　]
２

[　１　]
７２

うち平成１９年度入学者 １人 うち平成１９年度 ２５人

うち平成２０年度入学者 １人 うち平成２０年度 ４７人

[　０　]
０

[　１　]
１１５

うち平成１９年度入学者 ０人 うち平成１９年度 ２５人

うち平成２０年度入学者 ０人 うち平成２０年度 ４７人

うち平成２１年度入学者 ０人 うち平成２１年度 ４３人

[　　　] [　　　]

うち平成１９年度入学者 人 平成１９年度 人

うち平成２０年度入学者 人 平成２０年度 人

うち平成２１年度入学者 人 平成２１年度 人

うち平成２２年度入学者 人 平成２２年度 人

　（５）－④　調査対象学部等の退学者等の状況

平成１９年度

退学者数（ａ） 入学者数（ｂ）
入学者に対する
退学者数の割合

（a/ｂ）

[　０　％]
　０　 ％

　　　　　　区　分

 対象年度

計 （累積）計

[　０　％]
２.８ ％

（主な退学理由）

　　他の教育機関への入学・転学（２人）

[　０　％]
　　　０ ％

（主な退学理由）

計 （累積）計

平成２０年度

計

平成２２年度

（累積）計

平成２１年度

（主な退学理由）

計 （累積）計

（主な退学理由）

[　　　％]
　　　 ％

（注）１　[　　]内には，留学生の状況について内数で記入してください。

　　　　入学者（累積）で除した割合（％）を記入してください。その際，小数点以下第２位を四捨五入し，小数点以下第

　　　３　「主な退学理由」欄は，下の項目を参考に，その人数も含めて記入してください。

　　　　　　・就職　　　・学生個人の心身に関する事情　　　　・家庭の事情　　　・除籍　　　　・その他

　　　　　　・就学意欲の低下　　　・学力不足　　　・他の教育機関への入学・転学　　　　　　　・海外留学

　　　　１位までを記入してください。

　　　２　「入学者数に対する退学者数の割合」欄は，各対象年度における退学者数を開設年度から当該年度までの
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備考

大学全体

大学全体

大学全体

室内多目的練習場とバ
スケットボール練習場
増設

83　室（助手研究室除く）

テニスコート　５面、　ハンドボールコート　１面

16,092.55　㎡

12,812.55　㎡

陸上競技場(400mﾄﾗｯｸ)　19,224㎡　１面

サッカー・ラグビー場　16,715㎡　１面

第２グラウンド・野球場　　　　　　　　11,697㎡　１面

　　　　　　　・サッカー・ラグビー場　10,272㎡　１面

面　　　　　積

　　　２　運動場用地が校舎敷地と別地にある場合は、その旨（所要時間・距離等）を備考欄に記入してください。

　　　　　　― 　　㎡　　　　　　― 　　㎡ 17,280.93㎡そ　の　他

合　　　計

17,280.93㎡

(８)

　　　　　　― 　　㎡ 87,200.86㎡

　　　　　　― 　　㎡　　　　　　― 　　㎡ 102,385.69㎡

教員１人当り研究費等

1,120.00

完成年度

418千円

166

414千円 9,874千円

区　　分

(６) 図　　書　　館

学術雑誌

(４) 専任教員研究室

87,200.86㎡

新設学部等
の名称

　　　　　　― 　　㎡運動場用地

小　　　計 102,385.69㎡

図
書
・
設
備

(５)

計

3,575 〔2,280〕
1,480　 〔183〕

種

体育学部

101,027 〔15,650〕
97,188 〔15,982〕

（ 1,478 〔183〕）

（89,188〔14,982〕） （ 1,478 〔183〕）

101,027 〔15,650〕
97,188 〔15,982〕

（89,188〔14,982〕）

第４年次 第５年次

―　 千円

2,700千円

―　 千円

56,970千円設備購入費

図書購入費

第６年次

30,866千円

119,666.62㎡

語学学習施設

（補助職員　１人）

１　室

情報処理学習施設

１　室

（補助職員　１人）

（　　―　　　　㎡）

学生１人当
り

納付金

第１年次 第２年次 第３年次

1,370千円 1,120千円 1,120千円 1,120千円

経費の見
積り及び
維持方法
の 概 要

(７) 体　　育　　館

面　　　　　積 体育館以外のスポーツ施設の概要

開設前年度
経費
の見
積り

完成年度

2,700千円

開設年度

100,000

学生納付金以外の維持方法の概要 私立大学等経常費補助金及び手数料等

区　　　　分 開設年度

共 同 研 究 費 等 57,318千円 58,464千円 29,967千円

収 納 可 能 冊 数

2,675
2,430

3,545
3,080

135

(3,055) (132)

閲 覧 座 席 数

（　　0 〔 0 〕） (2,400)

2,097 〔2,097〕
0　 〔 0 〕

(132)

2,097 〔2,097〕
0　 〔 0 〕

2,675
2,430

3,545
3,080

135

（　　0 〔 0 〕） (2,400) (3,055)

点 点 点

〔うち外国書〕 電子ジャーナル

〔うち外国書〕

標　　本視聴覚資料 機械・器具

３　施設・設備の整備状況，経費

申請学部全体

　　　　　　― 　　㎡
16,884.63　㎡
16,318.01  ㎡

（　　16,884.63　㎡）
（　　16,318.01　㎡）

119,666.62㎡ 　　　　　　― 　　㎡　　　　　　― 　　㎡

〔うち外国書〕

３５室
(３) 教　　室　　等

演　習　室

　

実験実習室

１８室

講　義　室

２４室

図　　書

16,884.63　㎡
16,318.01  ㎡

　　　　　　― 　　㎡

（注）１　届出時の計画を設置届出書の様式第２号（その１）に準じて作成してください。

新設学部等の名称 室　　　　　　数

体育学部

冊

3,575 〔2,280〕
1,480　 〔183〕

（　　―　　　　㎡）

専　　　用 共　　　用
共用する他の
学校等の専用

計

　　　　　　― 　　㎡　　　　　　― 　　㎡ 15,184.83㎡15,184.83㎡

（　　16,884.63　㎡）
（　　16,318.01　㎡）

(２) 校　　　　　舎

校
　
　
地
　
　
等

校 舎 敷 地

学生の修学環境を整え
るため、図書などを充
実・整理。

図書館分室の新設等

区　　　　　分 内　　　　　　　　　　　　　　　　　容

専　　　用 共　　　用
共用する他の
学校等の専用

計(１) 区　　 分
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大 学 の 名 称 備　　考

既設学部等の名称
修業
年限

入　学
定　員

編入学
定　員

収　容
定　員

学位又
は称号

定　員
超過率

開　設
年　度

所　在　地

年 人 年次 人 倍

人

体育学部    ― 450
３年次

38 1,836 ― 1.24 　 ―
宮城県柴田郡柴田町
船岡南二丁目2番18号

　体育学科 4 250
３年次

10 1,020
　学士
(体育学) 1.29 昭和42

　健康福祉学科 4 100
３年次

20 440
　 学士
(健康福祉学) 1.17 平成7

　運動栄養学科 4 60
３年次

8 256
　 学士
(運動栄養学) 1.28 平成15

　　スポーツ情報マスメディア学科 4 40 　　 ― 120
　 学士
(スポーツ情報
マスメディア
学)

0.95 平成19

大 学 の 名 称 備　　考

既設学部等の名称
修業
年限

入　学
定　員

編入学
定　員

収　容
定　員

学位又
は称号

定　員
超過率

開　設
年　度

所　在　地

年 人 年次 人 倍

人

　　　　の学科，短期大学の学科及び高等専門学校の学科について，大学，短期大学又は高等専門学校ごとに，

　　　２　設置届出書の様式第２号（その１）に準じて作成してください。

４　既設大学等の状況

　○　○　短　期　大　学

　　　　より学生募集停止」と記入してください。

　　　　状況を記入してください。

　仙　台　大　学

　　　３　「定員超過率」欄には，過去標準修業年限に相当する期間における入学定員に対する入学者の割合の

　　　　いる場合には，専攻課程）単位で記入してください。なお，学生募集停止を行った学科（短期大学にお

　　　　平均の小数点第２位まで（小数点第３位を切り捨て）を，学科（短期大学において専攻課程を設置して

　　　　（大学院及び短期大学の専攻科に係るものについては，記入する必要はありません。）

　　　　いて専攻課程を設置している場合には，専攻課程）の記載は不要です。

　　　４　学生募集を停止している学部等がある場合，入学定員と収容定員は「－」とし，備考欄に「平成○年

（注）１　本調査の対象となっている大学等の設置者（学校法人等）が，すでに設置している大学の学部，学部
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届　出　時　の　計　画 変更内容・状況，今後の見通しなど

①　修了要件単位数 ①　本学体育学部の学士課程教育において、その教育課程

　　１２４単位　必修科目５０単位，選択科目７４単位 　の基盤となる授業科目として学士力基盤科目を設定した

　ことに伴い、一部科目(２科目・３単位)を選択科目から

　　　 　必修科目へと変更した。

②　施設・設備 ②　施設・設備

　　提携関係にあるスポーツ関連団体を中心にスポーツ情

　報分野の研究充実や学生の実践教育の機会創出を図り、

　学外と学内をつなぐ窓口として、大学の資源をスポーツ

　の現場に提供することを目的として、｢スポーツ情報マス

　メディア研究所｣を新設(H20.4)。

　　組織的に取り組んでいる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※添付：委員会・分担職位一覧資料

　　・　シラバス作成ワークショップの開催

　　・　外部研修会の後、全教員で情報を共有

　ｄ　実施結果を踏まえた授業改善への取組状況

　ｂ　実施方法

　ｃ　開催状況（教員の参加状況含む）

　　・　外部研修会は年10回参加（平成20年4月から平成21年2月）

　　・　授業改善アンケートは前期及び後期の２回で実施　他

６　その他全般的事項
＜体育学部　スポーツ情報マスメディア学科＞

（１） 設置計画変更事項等

（２） 教員の資質の維持向上の方策（ＦＤ活動含む）

①　実施体制

　ａ　委員会の設置状況

　ｂ　委員会の開催状況（教員の参加状況含む）

　　　本学では、平成18年にＦＤ運営委員会を設置し、同小委員会の中でＦＤ活動を推進してきた。また、平成20年3月

　　　基本方針及び具体的取り組みを検討。

　　・　シラバス新書式の作成

　　に「ＦＤネットワーク＂つばさ＂」が結成されるのと歩調を合わせるように、同年4月に、これまでの教務部を教育

　ｃ　委員会の審議事項等

②　実施状況　※実施されている取組を全て記載すること。

　ａ　実施内容

　　企画部に改組し、教務委員会に加えて教育改善企画委員会を設置した。本学のＦＤ活動は、主に教育改善企画委員会

　　が担当し、各学科等にＦＤ主管を配置し、授業方法の改善や教育内容の充実など教員の資質の維持向上に努めるべく

　　・　FDセミナーの開催

　　　平成20年度／計11回（委員8名）

　　・　FDネットワークつばさ等の各種外部研修会への参加

　　・　学科勉強会の開催

　　・　新任教員FD研修会の開催

　　・　授業改善アンケートの実施
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①　設置の趣旨・目的の達成状況に関する総括評価・所見

②　自己点検・評価報告書

（３） 自己点検・評価等に関する事項

　　　大学ホームページ上に公開（平成20年4月1日）

　　　次回平成26年の認証に向けて現在学内組織「自己点検･評価運営委員会」で準備中。

③　認証評価を受ける計画

　　　平成19年度、財団法人日本高等教育評価機構による認証評価を受け、平成20年3月19日・同評価機構が定める大学

　　評価基準を満たしていると認定された。認定期間は平成19年4月1日より平成26年3月31日までの7年間。

　ａ　公表（予定）時期

　　　平成20年4月1日公表

　ｂ　公表方法

　　　別紙のとおり
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　　　　いて記入してください。

　　　４　「（４）情報提供に関する事項」の「①」について，現在は未公表であり，今後公表を予定している場合，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　承 諾 す る　・　承諾しない　）

（注）１　項目は，１～５の項目により記入した事項以外で，届出時の計画より変更のあったもの（未実施を含む。）

　　　　及び法令適合性に関して生じた留意すべき事項について記入してください。

　　　　ず記入してください。また，「①　設置の趣旨・目的の達成状況に関する総括評価・所見」については，でき

　　　　るだけ具体的な根拠を含めて記入してください。

　　　　　なお，「②　自己点検・評価報告書」については，当該調査対象の組織に関する評価内容を含む報告書につ

　　　　　また、「①」又は「②」の「ｃ」において「承諾する」場合，文部科学省のホームページにてリンク先を掲

　　　　載しますので，大学等のトップページではなく直接リンクする先を「ｄ」に記入してください。

　　　　大学設置室あてに，メールにてご報告ください。

　　　　　　　件名は「【調査係あて】AC報告書等HPリンク先（○○大学）」としてください。

　　　　公表後の取扱いについて記入してください。

②　設置計画履行状況報告書

　ｂ　公表時期（未公表の場合は予定時期）　　　　（　　　平成21年　7月　31日　　）

　ｃ　文部科学省ホームページから、貴学ホームページの「設置届出書」掲載ページへのリンク

　d　上記で「承諾する」を選んだ場合、そのリンク先のアドレス

　　　　　※大学設置室メールアドレス ： d-secci@mext.go.jp

　　　　　なお，「②」について，「ｄ」のリンク先のアドレスが未定の場合は，決まり次第，文部科学省高等教育局

　ａ　ホームページに公表の有無　　　　　　　　　（　　　有　　　・　　　無　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　承 諾 す る　・　承諾しない　）

（４） 情報提供に関する事項

　　　２　「（１） 設置計画変更事項等」の記入事項は，原則として，設置届出書の「設置の趣旨等を記載した書類」

　　　　の項目に沿って作成し，それ以外の事柄については適宜項目を設けてください。（記入例参照）

　　　３　「(３)　自己点検・評価等に関する事項」については，届出時の計画の変更（又は未実施）の有無に関わら

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（http://www.sendaidaigaku.jp ）

　ａ　ホームページに公表の有無　　　　　　　　　（　　　有　　　・　　　無　　　）

　ｂ　公表予定時期　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　平成21年　7月　31日　　）

　ｃ　文部科学省ホームページから、貴学ホームページの「設置計画履行状況報告書」掲載ページへのリンク

①　設置届出書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（http://www.sendaidaigaku.jp ）

　d　上記で「承諾する」を選んだ場合、そのリンク先のアドレス
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