
番号 資料・データ名 頁 備考

教育 4301-i1-1 人文社会科学部のディプロマ・ポリシー（2019年度）
教育 4301-i1-2 人文社会科学部社会学科のディプロマ・ポリシー（2019年度）
教育 4301-i1-3 人文社会科学部言語文化学科のディプロマ・ポリシー（2019年度）
教育 4301-i1-4 人文社会科学部法学科のディプロマ・ポリシー（2019年度）
教育 4301-i1-5 人文社会科学部経済学科のディプロマ・ポリシー（2019年度）
教育 4301-i1-6 地域創造学環プログラムのディプロマ・ポリシー（2019年度）
教育 4301-i2-1 人文社会科学部のカリキュラム・ポリシー（2019年度）
教育 4301-i2-2 人文社会科学部社会学科のカリキュラム・ポリシー（2019年度）

教育 4301-i2-3 人文社会科学部言語文化学科のカリキュラム・ポリシー（2019年度）

教育 4301-i2-4 人文社会科学部法学科のカリキュラム・ポリシー（2019年度）
教育 4301-i2-5 人文社会科学部経済学科のカリキュラム・ポリシー（2019年度）
教育 4301-i2-6 地域創造学環プログラムのカリキュラム・ポリシー（2019年度）
教育 4301-i3-1 人文社会科学部社会学科のカリキュラム・ツリー（2019年度）
教育 4301-i3-2 人文社会科学部言語文化学科のカリキュラム・ツリー（2019年度）

教育 4301-i3-3 人文社会科学部法学科（昼間コース）のカリキュラム・ツリー（2019年度）

教育 4301-i3-4
人文社会科学部経済学科（昼間コース）のカリキュラム・ツリー（2019年
度）

教育 4301-i3-5
人文社会科学部法学科・経済学科（夜間主コース）のカリキュラム・ツリー
（2019年度）

教育 4301-i3-6 人文社会科学部社会学科のカリキュラム・マップ（2019年度）
教育 4301-i3-7 人文社会科学部言語文化学科のカリキュラム・マップ（2019年度）

教育 4301-i3-8 人文社会科学部法学科（昼間コース）のカリキュラム・マップ（2019年度）

教育 4301-i3-9
人文社会科学部法学科（夜間主コース）のカリキュラム・マップ（2019年
度）

教育 4301-i3-10
人文社会科学部経済学科（昼間コース）のカリキュラム・マップ（2019年
度）

教育 4301-i3-11
人文社会科学部経済学科（夜間主コース）のカリキュラム・マップ（2019年
度）

教育 4301-i3-12 地域創造学環プログラムのカリキュラム・マップ（2019年度）

教育 4301-i3-13
静岡大学人文社会科学部・人文社会科学研究科　自己評価書・本文編（平成
31年３月）【抜粋】

教育 4301-i3-14 地域創造教育センター　自己評価報告書（2019年3月）【抜粋】

教育 4301-i3-15 人文社会科学部夜間主学生の修得単位数の中央値（2012年度，2016年度）

教育 4301-i4-1 静岡大学の2019年度行事予定表
教育 4301-i4-2 静岡大学_人文社会科学部_シラバス（2019年度） CSVファイルのため非公表

教育 4301-i4-3 協定等に基づく留学期間別日本人留学生数（人文社会科学部，2019年度）

教育 4301-i4-4
人文社会科学部の「インターンシップの実施状況に関する調査」の調査票
（平成29年度）

教育 4301-i4-5 古文書調査報告書2019（「古文書実習」の成果）

教育 4301-i4-6
「ボーターズカフェ」の新聞記事（2018年12月22日朝刊）（政治学ゼミの成
果）

著作権侵害となる恐れがある
ため非公表

教育 4301-i5-1 履修指導の実施状況が確認できる資料（人文社会科学部，2019年度）

教育 4301-i5-2 学習相談の実施状況が確認できる資料（人文社会科学部，2019年度）

教育 4301-i5-3
社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組が確認できる資料
（人文社会科学部，2019年度）

教育 4301-i5-4
履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況が確認できる資料
（人文社会科学部，2019年度）

教育 4301-i6-1
人文社会科学部成績評価基準（人文社会科学部学生便覧（2019年度版）【抜
粋】）

教育 4301-i6-2
地域創造学環プログラム成績評価基準（地域創造学環学生便覧（2019年度
版）【抜粋】）

教育 4301-i6-3 成績評価分布表（人文社会科学部，令和元年度） 学生個人の成績のため非公表

教育 4301-i6-4 成績問い合わせ制度（人文社会科学部学生便覧（2019年度版）【抜粋】）

教育 4301-i6-5 成績評価に関する疑義（地域創造学環学生便覧（2019年度版）【抜粋】）

教育 4301-i7-1
静岡大学人文社会科学部規則（人文社会科学部学生便覧（2019年度版）【抜
粋】）

教育 4301-i7-2 静岡大学地域創造学環規則（平成31年３月７日最終改正）
教育 4301-i7-3 静岡大学人文社会科学部教授会規則（平成28年２月３日最終改正）
教育 4301-i7-4 地域創造学環運営会議規則（平成29年９月20日最終改正）
教育 4301-i8-1 人文社会科学部のアドミッションポリシー（2019年度）
教育 4301-i8-2 地域創造学環のアドミッションポリシー（2019年度）
教育 4301-i8-3 人文社会科学部の入学定員充足率（2016～2019年度）

教育 4301-iA-1
国際日本学副専攻プログラムについて（人文社会科学部学生便覧（2019年度
版）【抜粋】）

教育 4301-iC-1
静岡大学人文社会科学部・大学院人文社会科学研究科　外部評価報告書
（2019年9月）

教育 4301-iC-2 人文社会科学部社会学科教育の質保証ガイドライン（2019年度）

教育 4301-iC-3 人文社会科学部言語文化学科教育の質保証ガイドライン（2019年度）

教育 4301-iC-4 人文社会科学部法学科教育の質保証ガイドライン（2019年度）
教育 4301-iC-5 人文社会科学部経済学科教育の質保証ガイドライン（2019年度）
教育 4301-iE-1 ロジカルライティング講座ポスター

教育 4301-ii1-2 「静大ゼミ政治コンペで最優秀」の新聞記事（2019年11月８日朝刊）
著作権侵害となる恐れがある
ため非公表

教育 4301-ii2-1
公務員採用ランキング（『大学ランキング』朝日新聞出版より）（2015～
2018年度）

著作権侵害となる恐れがある
ため非公表

教育 4301-iiA-1 「学びの実態調査」（2019年度実施）学部１年生
学外非公開データのため非公
表

教育 4301-iiA-2 「学びの実態調査」（2019年度実施）学部２年生
学外非公開データのため非公
表

教育 4301-iiA-3 「学びの実態調査」（2019年度実施）学部３年生
学外非公開データのため非公
表

教育 4301-iiA-4 「学びの実態調査」（2019年度実施）学部４年生
学外非公開データのため非公
表

教育 4301-iiA-5 2017年度版卒業アンケート
学外非公開データのため非公
表

教育 4301-iiB-1 卒業生等アンケート（2018年度実施）

教育 4301-k1-1
標準修業年限内卒業率，「標準修業年限×1.5」年内卒業率（人文社会科学
部，2016～2019年度）

別添資料4301-ii1-1を修正

教育に関する現況調査表　別添資料一覧（人文社会科学部）

https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4301-i1-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4301-i1-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4301-i1-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4301-i1-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4301-i1-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4301-i1-6.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4301-i2-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4301-i2-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4301-i2-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4301-i2-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4301-i2-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4301-i2-6.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4301-i3-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4301-i3-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4301-i3-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4301-i3-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4301-i3-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4301-i3-6.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4301-i3-7.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4301-i3-8.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4301-i3-9.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4301-i3-10.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4301-i3-11.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4301-i3-12.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4301-i3-13.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4301-i3-14.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4301-i3-15.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4301-i4-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4301-i4-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4301-i4-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4301-i4-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4301-i5-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4301-i5-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4301-i5-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4301-i5-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4301-i6-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4301-i6-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4301-i6-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4301-i6-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4301-i7-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4301-i7-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4301-i7-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4301-i7-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4301-i8-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4301-i8-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4301-i8-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4301-iA-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4301-iC-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4301-iC-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4301-iC-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4301-iC-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4301-iC-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4301-iE-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4301-iiB-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4301-k1-1.pdf


番号 資料・データ名 頁 備考

教育 4302-i1-1 人文社会科学研究科のディプロマ・ポリシー（2019年度）
教育 4302-i2-1 人文社会科学研究科のカリキュラム・ポリシー（2019年度）
教育 4302-i3-1 臨床人間科学専攻のカリキュラム・マップ（2019年度）
教育 4302-i3-2 比較地域文化専攻のカリキュラム・マップ（2019年度）
教育 4302-i3-3 経済専攻のカリキュラム・マップ（2019年度）

教育 4302-i3-4
静岡大学人文社会科学部・人文社会科学研究科　自己評価書（2019年３月）
【抜粋】

教育 4302-i3-5
「研究指導教員の決定について」「人文社会科学研究科履修要綱」（人文社
会科学研究科学生便覧（2019年度版）【抜粋】）

教育 4302-i4-1 平成31年度人文社会科学研究科行事予定表
教育 4302-i4-2 静岡大学_人文社会科学研究科_シラバス（2019年度） CSVファイルのため非公表

教育 4302-i4-3
協定等に基づく留学期間別日本人留学生数（人文社会科学研究科，2019年
度）

教育 4302-i4-4
人文社会科学研究科の「インターンシップの実施状況に関する調査」の調査
票（平成29年度）

教育 4302-i5-1 履修指導の実施状況が確認できる資料（人文社会科学研究科，2019年度）

教育 4302-i5-2 学習相談の実施状況が確認できる資料（人文社会科学研究科，2019年度）

教育 4302-i5-3
社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組が確認できる資料
（人文社会科学研究科，2019年度）

教育 4302-i5-4
履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況が確認できる資料
（人文社会科学研究科，2019年度）

教育 4302-i5-5
人文社会科学研究科修士論文サポート体制に関する申合せ（令和元年７月４
日決定）

教育 4302-i5-6 修論サポートの案内（2019年度）

教育 4302-i6-1
静岡大学大学院規則（人文社会科学研究科学生便覧（2019年度版）【抜
粋】）

教育 4302-i6-2 成績評価分布表（人文社会科学研究科，令和元年度） 学生個人の成績のため非公表

教育 4302-i6-3
成績評価にかかる疑義申立てについて（人文社会科学研究科学生便覧（2019
年度版）【抜粋】）

教育 4302-i7-1
静岡大学大学院人文社会科学研究科規則（人文社会科学研究科学生便覧
（2019年度版）【抜粋】）

教育 4302-i7-2
人文社会科学研究科学位論文審査及び最終試験に関する要綱（2020年3月3日
最終改正）

教育 4302-i7-3
静岡大学人文社会科学研究科（修士課程）修士論文審査基準（2020年3月3日
最終改正）

教育 4302-i7-4 臨床人間科学専攻学位論文審査採点表
教育 4302-i7-5 比較地域文化専攻学位論文審査採点表
教育 4302-i7-6 経済専攻学位論文審査採点表
教育 4302-i8-1 人文社会科学研究科のアドミッション・ポリシー（2019年度）
教育 4302-i8-2 人文社会科学研究科の入学定員充足率（2016～2019年度）

教育 4302-iC-1
静岡大学人文社会科学部・大学院人文社会科学研究科　外部評価報告書
（2019年9月）

教育 4302-iC-2
人文社会科学研究科臨床人間科学専攻　教育の質保証ガイドライン（2019年
度）

教育 4302-iC-3
人文社会科学研究科比較地域文化専攻　教育の質保証ガイドライン（2019年
度）

教育 4302-iC-4 人文社会科学研究科経済専攻　教育の質保証ガイドライン（2019年度）

教育 4302-ii1-1
標準修業年限内・「標準修業年限×1.5」年内修了率（人文社会科学研究科，
2016～2019年度）

教育 4302-iiA-1 「学びの実態調査」（2019年度実施）修士１年生
学外非公開データのため非公
表

教育 4302-iiA-2 「学びの実態調査」（2019年度実施）修士２年生
学外非公開データのため非公
表

教育 4302-iiA-3 平成29（2017年度）版修了時アンケート
学外非公開データのため非公
表

教育 4302-iiB-1 修了生等アンケート（2018年度実施）

教育に関する現況調査表　別添資料一覧（人文社会科学研究科）

https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4302-i1-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4302-i2-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4302-i3-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4302-i3-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4302-i3-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4302-i3-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4302-i3-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4302-i4-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4302-i4-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4302-i4-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4302-i5-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4302-i5-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4302-i5-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4302-i5-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4302-i5-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4302-i5-6.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4302-i6-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4302-i6-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4302-i7-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4302-i7-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4302-i7-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4302-i7-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4302-i7-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4302-i7-6.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4302-i8-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4302-i8-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4302-iC-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4302-iC-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4302-iC-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4302-iC-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4302-ii1-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4302-iiB-1.pdf


番号 資料・データ名 頁 備考

教育 4303-i1-1 教育学部のディプロマ・ポリシー（2019年度）
教育 4303-i1-2 地域創造学環のディプロマ・ポリシー（2019年度）
教育 4303-i2-1 教育学部のカリキュラム・ポリシー（2019年度）
教育 4303-i2-2 地域創造学環のカリキュラム・ポリシー（2019年度）
教育 4303-i3-1 教育学部のカリキュラムマップ（2019年度）
教育 4303-i3-2 地域創造学環のカリキュラムマップ（2019年度）
教育 4303-i3-3 教育学部のカリキュラムツリー（2019年度）

教育 4303-i3-4
教育学部の教職キャリア形成プログラムの概要（静岡大学教育学部・教育学
研究科　自己評価報告書（平成31年3月）【抜粋 p.7～80 】）

教育 4303-i3-5 小学校の教科教育モデルコアカリキュラムの策定（平成30年3月）
教育 4303-i3-6 静岡大学教育学部 小学校専門基礎科目テキスト
教育 4303-i3-7 2019年度 教職実践演習の手引きに貼付するweb教材として活用
教育 4303-i3-8 ESD・国際化コンソーシアム事業の実施概要

教育 4303-i3-9
自己点検・評価において体系性や水準に関する検証状況が確認できる資料
（静岡大学教育学部・教育学研究科の自己評価報告書【抜粋 p. 7〜80】）

教育 4303-i3-10 地域創造教育センター　自己評価報告書（2019年3月）【抜粋】

教育 4303-i3-11 1年生対象の「教員志望に関するアンケート調査」の結果より（2019年10月）

教育 4303-i4-1 静岡大学教育学部の学年暦（2019年度）
教育 4303-i4-2 静岡大学_教育学部_シラバス（2019年度） CSVファイルのため非公表
教育 4303-i4-3 静岡大学教育学部学生便覧（2019年度）

教育 4303-i4-4 協定等に基づく留学期間別日本人留学生数（教育学部，2016〜2018年度）

教育 4303-i4-5
教育学部の「インターンシップの実施状況に関する調査」の調査票（平成29
年度）

教育 4303-i5-1 履修指導の実施状況が確認できる資料（教育学部，2019年度）
教育 4303-i5-2 静岡大学教育学部学びのマップ
教育 4303-i5-3 学習相談の実施状況が確認できる資料（教育学部，2019年度）

教育 4303-i5-4
社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組が確認できる資料
（教育学部，2019年度）

教育 4303-i5-5
履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況が確認できる資料
（教育学部，2019年度）

教育 4303-i6-1 教育学部規則（平成4年12月21日改正）第10~12条【抜粋】

教育 4303-i6-2
地域創造学環成績評価基準（地域創造学環学生便覧（2019年度版）【抜
粋】）

教育 4303-i6-3 成績評価分布表（教育学部，令和元年度） 学生個人の成績のため非公表

教育 4303-i6-4
学生からの成績評価に関する申立ての手続きや学生への周知等が明示されて
いる資料（学生便覧2019年度入学生用p. 83-84より抜粋）

教育 4303-i6-5 成績評価に関する疑義（地域創造学環学生便覧（2019年度版）【抜粋】）

教育 4303-i7-1 静岡大学教育学部規則（2019年度）
教育 4303-i7-2 卒業要件別表Ⅰ－A1〜A3
教育 4303-i7-3 静岡大学地域創造学環規則（平成31年３月７日最終改正）
教育 4303-i7-4 静岡大学教育学部規則実施細則（2019年度）
教育 4303-i7-5 地域創造学環運営会議規則（平成29年９月20日最終改正）
教育 4303-i8-1 教育学部のアドミッションポリシー（2019年度）
教育 4303-i8-2 地域創造学環のアドミッションポリシー（2019年度）
教育 4303-i8-3 教育学部の入学定員充足率（2016～2019年度）
教育 4303-i8-4 高大接続プログラム「プロジェクトひよっこ先生」
教育 4303-iA-1 ESD 国際会議開催関連資料
教育 4303-iB-1 地域総がかりでの理数才能教育（トップガン）事業
教育 4303-iB-2 静岡STEM ジュニアプロジェクト

教育 4303-iB-3 静岡STEMアカデミー平成30年度プログラムジュニアドクター育成塾報告書

教育 4303-iB-4
学部段階における「地域連携・協働に強みを持つ教員」の養成に関する調査
研究（概要版）

教育 4303-iC-1 静岡大学教育学部・教育学研究科　外部評価報告書（令和元年９月）

教育 4303-iD-1 現職教員の新たな免許状取得を促進する講習等開発事業成果報告書

教育 4303-iD-2 教員の学びの継続を活性化する研修-講習連動型プログラムの開発成果報告書

教育 4303-iD-3
平成28年度中学校・高等学校における英語教育の抜本的改善のための指導方
法等に関する実証研究委託事業成果報告書

教育 4303-iD-4
平成29年度中学校・高等学校における英語教育の抜本的改善のための指導方
法等に関する実証研究委託事業成果報告書

教育 4303-iD-5
平成30年度中学校・高等学校における英語教育の抜本的改善のための指導方
法等に関する実証研究委託事業成果報告書

教育 4303-ii1-1
標準修業年限内卒業率，「標準修業年限×1.5」年内卒業率(教育学部，2016
〜2019年度）

教育 4303-ii2-1
県・政令市・国私立大学の連携による「静岡版教員育成指標」のモデル化に
関する調査研究

教育 4303-iiB-1 平成30年度 静岡大学に関するアンケート調査（卒業生）
教育 4303-iiC-1 平成30年度 静岡大学に関するアンケート調査（就職先、進学先）

教育 4303-k1-1
60％未満となっている教員就職率（過去３年間の平均値）の理由や原因の分
析について（回答）

教育 4303-k1-2 教員就職率の分析、対応施策および効果_説明資料

教育に関する現況調査表　別添資料一覧（教育学部）

https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4303-i1-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4303-i1-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4303-i2-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4303-i2-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4303-i3-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4303-i3-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4303-i3-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4303-i3-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4303-i3-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4303-i3-6.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4303-i3-7.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4303-i3-8.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4303-i3-9.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4303-i3-10.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4303-i3-11.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4303-i4-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4303-i4-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4303-i4-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4303-i4-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4303-i5-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4303-i5-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4303-i5-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4303-i5-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4303-i5-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4303-i6-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4303-i6-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4303-i6-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4303-i6-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4303-i7-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4303-i7-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4303-i7-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4303-i7-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4303-i7-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4303-i8-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4303-i8-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4303-i8-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4303-i8-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4303-iA-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4303-iB-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4303-iB-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4303-iB-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4303-iB-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4303-iC-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4303-iD-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4303-iD-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4303-iD-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4303-iD-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4303-iD-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4303-ii1-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4303-ii2-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4303-iiB-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4303-iiC-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4303-k1-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4303-k1-2.pdf


番号 資料・データ名 頁 備考

教育 4304-i1-1 教育学研究科のディプロマ・ポリシー（2019年度）
教育 4304-i2-1 教育学研究科のカリキュラム・ポリシー（2019年度）
教育 4304-i3-1 体系性が確認できる資料（教育学研究科，2019年度）

教育 4304-i3-2
自己点検・評価において体系性や水準に関する検証状況が確認できる資料
（2016〜2019年度）（教育学部、教育学研究科自己評価報告書【抜粋】）

教育 4304-i3-3
静岡⼤学⼤学院規則（令和2年3月26日最終改正）【抜粋】、静岡⼤学⼤学院
教育学研究科規則（平成31年1月17日改正版）【抜粋】

教育 4304-i3-4 静岡県公立小中学校教員初任者研修協働実施プログラムについて
教育 4304-i3-5 大学院改組（新教職大学院の設置）について（説明資料）
教育 4304-i3-6 スクールインターンシップ概要（WEB）

教育 4304-i3-7 静岡大学大学院教育学研究科小学校教員免許取得プログラム取扱細則

教育 4304-i4-1 ２０１９年度　教育学部・教育学研究科　行事予定表
教育 4304-i4-2 静岡大学_教育学研究科_シラバス（2019年度） CSVファイルのため非公表

教育 4304-i4-3
シラバスの全件、全項目が確認できる資料、学生便覧等関係資料
（共同教科開発学専攻，2019年度）

教育 4304-i4-4 協定等に基づく留学期間別日本人留学生数（教育学研究科，2019年度）

教育 4304-i4-5
教育学研究科の「インターンシップの実施状況に関する調査」の調査票（平
成29年度）

教育 4304-i4-6
学校等改善支援研究員～改革チャレンジで身につける学校のリーダーシップ
～

教育 4304-i4-7 学習支援ボランティア概要（WEB）
教育 4304-i4-8 「静⼤SPeC」報告書【抜粋】
教育 4304-i5-1 履修指導の実施状況が確認できる資料（教育学研究科，2019年度）
教育 4304-i5-2 学習相談の実施状況が確認できる資料（教育学研究科，2019年度）

教育 4304-i5-3
社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組が確認できる資料
（教育学研究科，2019年度）

教育 4304-i5-4
履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況が確認できる資料
（教育学研究科，2019年度）

教育 4304-i5-5 教職支援室概要（WEB）

教育 4304-i6-1
静岡⼤学⼤学院規則（令和2年3月26日最終改正）【抜粋】、静岡⼤学⼤学院
教育学研究科規則（平成31年1月17日改正版）【抜粋】

教育 4304-i6-2 成績評価分布表（教育学研究科，令和元年度） 学生個人の成績のため非公表

教育 4304-i6-3
学生からの成績評価に関する申立ての手続きや学生への周知等が明示されて
いる資料（学生便覧2019年度入学生用【p. 83-84抜粋】）

教育 4304-i7-1 静岡大学大学院教育学研究科規則（平成31年1月17日改正版）【抜粋】

教育 4304-i7-2 静岡大学大学院教育学研究科規則（平成31年1月17日改正版）【抜粋】

教育 4304-i7-3
静岡⼤学学位規定（令和2年1月15日最終改正）【抜粋】、静岡⼤学⼤学院教
育学研究科規則（平成31年1月17日改正版）【抜粋】

教育 4304-i7-4 静岡大学学位規程（令和2年1月15日最終改正）【抜粋】

教育 4304-i7-5
静岡⼤学学位規定（令和2年1月15日最終改正）【抜粋】、静岡⼤学⼤学院教
育学研究科規則（平成31年1月17日改正版）【抜粋】

教育 4304-i8-1 教育学研究科アドミッション・ポリシー（2019年度）
教育 4304-i8-2 教育学研究科の入学定員充足率（2016～2019年度）
教育 4304-iC-1 平成30年度静岡大学教職大学院の学部評価（概要）
教育 4304-iC-2 静岡大学大学院教育学研究科教育実践高度化専攻認証評価結果
教育 4304-iD-1 RECLS、静岡大学教職大学院概要（WEB）
教育 4304-iD-2 教員養成・研修高度化推進センター、「気概塾」概要

教育 4304-ii1-2
静岡大学教育学研究科　共同教科開学学専攻（博士課程）学位「博士（教育
学）」授与数（2019年度）

教育 4304-iiB-1 教育学部・教育学研究科自己評価報告書（平成31年3月）【抜粋】
教育 4304-iiC-1 教育学部・教育学研究科自己評価報告書（平成31年3月）【抜粋】
教育 4304-k1-1 教育学研究科修士論文の審査と取扱いに関する申し合わせ

教育 4304-k1-2
静岡大学大学院教育学研究科共同教科開発学専攻（後期３年博士課程）にお
ける論文博士の学位授与に関する実施要項

教育 4304-k1-3
愛知教育大学大学院・静岡大学大学院教育学研究科共同教科開発学専攻の学
位論文審査基準について

教育 4304-k3-1
標準修業年限内修了率，「標準修業年限×1.5」年内修了率(教育学研究科，
2016〜2019年度）

別添資料4304-ii1-1を修正

教育に関する現況調査表　別添資料一覧（教育学研究科）

https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4304-i1-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4304-i2-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4304-i3-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4304-i3-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4304-i3-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4304-i3-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4304-i3-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4304-i3-6.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4304-i3-7.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4304-i4-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4304-i4-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4304-i4-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4304-i4-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4304-i4-6.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4304-i4-7.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4304-i4-8.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4304-i5-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4304-i5-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4304-i5-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4304-i5-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4304-i5-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4304-i6-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4304-i6-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4304-i7-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4304-i7-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4304-i7-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4304-i7-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4304-i7-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4304-i8-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4304-i8-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4304-iC-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4304-iC-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4304-iD-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4304-iD-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4304-ii1-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4304-iiB-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4304-iiC-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4304-k1-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4304-k1-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4304-k1-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4304-k3-1.pdf


番号 資料・データ名 頁 備考
教育 4305-i1-1 教育実践高度化専攻のディプロマ・ポリシー（2019年度）
教育 4305-i2-1 教育実践高度化専攻のカリキュラム・ポリシー（2019年度）
教育 4305-i3-1 体系性が確認できる資料（教育実践高度化専攻，2019年度）
教育 4305-i3-2 平成30年度静岡大学教職大学院の外部評価（概要）【抜粋】
教育 4305-i3-3 静岡県公立小中学校教員初任者研修協働実施プログラムについて
教育 4305-i3-4 大学院改組（新教職大学院の設置）について
教育 4305-i4-1 2019年度　教育学部・教育学研究科　行事予定表
教育 4305-i4-2 静岡大学_教育学研究科_シラバス（2019年度） CSVファイルのため非公表

教育 4305-i4-3
静岡⼤学⼤学院規則（令和2年3月26日最終改正）【抜粋】、静岡⼤学⼤学院
教育学研究科規則（平成31年1月17日最終改正）【抜粋】

教育 4305-i4-4 連携協⼒校一覧

教育 4305-i4-5
協定等に基づく留学期間別日本人留学生数（教育実践高度化専攻，2016～
2018年度）

教育 4305-i4-6
学校等改善支援研究員～改革チャレンジで身につける学校のリーダーシップ
～

教育 4305-i5-1 履修指導の実施状況が確認できる資料（教育実践高度化専攻，2019年度）

教育 4305-i5-2 学習相談の実施状況が確認できる資料（教育実践高度化専攻，2019年度）

教育 4305-i5-3
社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組が確認できる資料
（教育実践高度化専攻，2019年度）

教育 4305-i5-4
履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況が確認できる資料
（教育実践高度化専攻，2019年度）

教育 4305-i6-1
静岡大学大学院教育学研究科（専門職学位課程）教育実践高度化専攻「教職
ハンドブック2019」【抜粋】

教育 4305-i6-2 成績評価分布表（教育実践高度化専攻，令和元年度） 学生個人の成績のため非公表

教育 4305-i6-3
学生からの成績評価に関する申立ての手続きや学生への周知等が明示されて
いる資料（学生便覧2019年度入学生用p. 83-84より抜粋）

教育 4305-i7-1 静岡⼤学⼤学院教育学研究科規則（平成31年1月17日最終改正）【抜粋】

教育 4305-i7-2
静岡大学大学院教育学研究科（専門職学位課程）教育実践高度化専攻「教職
大学院ハンドブック 2019」【抜粋】、静岡大学大学院教育学研究科教授会規
則（平成28年1月6日最終改正）【抜粋】

教育 4305-i8-1 教育実践高度化専攻のアドミッション・ポリシー（2019年度）
教育 4305-i8-2 教育実践高度化専攻の入学定員充足率（2016～2019年度）
教育 4305-iC-1 平成30年度静岡大学教職大学院の外部評価（概要）
教育 4305-iC-2 静岡大学大学院教育学研究科教育実践高度化専攻認証評価結果
教育 4305-iD-1 静岡大学教職大学院（WEB）

教育 4305-ii1-1
標準修業年限内卒業率，「標準修業年限×1.5」年内卒業率（教育実践高度化
専攻，2016〜2019年度）

教育に関する現況調査表　別添資料一覧（教育実践高度化専攻）

https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4305-i1-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4305-i2-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4305-i3-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4305-i3-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4305-i3-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4305-i3-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4305-i4-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4305-i4-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4305-i4-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4305-i4-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4305-i4-6.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4305-i5-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4305-i5-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4305-i5-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4305-i5-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4305-i6-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4305-i6-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4305-i7-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4305-i7-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4305-i8-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4305-i8-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4305-iC-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4305-iC-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4305-iD-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4305-ii1-1.pdf


番号 資料・データ名 頁 備考

教育 4306-i1-1 情報学部のディプロマ・ポリシー（令和元年度）
教育 4306-i1-2 地域創造学環のディプロマ・ポリシー（令和元年度）
教育 4306-i2-1 情報学部のカリキュラム・ポリシー（令和元年度）
教育 4306-i2-2 地域創造学環のカリキュラム・ポリシー（令和元年度）
教育 4306-i3-1 情報学部のカリキュラムマップ（令和元年度）
教育 4306-i3-2 情報学部カリキュラムの流れと学科別履修科目例（令和元年度）
教育 4306-i3-3 地域創造学環のカリキュラムマップ（令和元年度）
教育 4306-i3-4 情報学部自己評価報告書（平成31年3月）【抜粋】pp.35-71
教育 4306-i3-5 情報学部外部評価報告書（令和元年9月）【抜粋】pp.10-11,20-21
教育 4306-i3-6 地域創造教育センター自己評価書（平成31年3月）【抜粋】
教育 4306-i3-7 情報学部外部評価報告書（令和元年9月）【抜粋】p.3
教育 4306-i4-1 静岡大学の行事予定表（令和元年度）
教育 4306-i4-2 静岡大学情報学部シラバス全体（令和元年度） CSVファイルのため非公表
教育 4306-i4-3 READ ME 2019（静岡大学情報学部 学生便覧）
教育 4306-i4-4 協定等に基づく留学期間別日本人留学生数(2016～2018年度）

教育 4306-i4-5
情報学部の「インターンシップの実施状況に関する調査」の調査票（平成29
年度）

教育 4306-i4-6 「先端情報学実習」アドバイザリー会議（2020.2.12）資料
教育 4306-i4-7 「先端情報学実習」業績リスト（平成27〜29年度）
教育 4306-i4-8 情報学部自己評価報告書（平成31年3月）【抜粋】pp.10-13
教育 4306-i5-1 履修指導の実施状況が確認できる資料（情報学部，令和元年度）
教育 4306-i5-2 学習相談の実施状況が確認できる資料（情報学部，令和元年度）
教育 4306-i5-3 情報学部学生委員会からの通知（令和元年度）

教育 4306-i5-4
社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組が確認できる資料
（情報学部，令和元年度）

教育 4306-i5-5
履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況が確認できる資料
（情報学部，令和元年度）

教育 4306-i5-6 情報学部自己評価報告書（平成31年3月）【抜粋】pp.95-97
教育 4306-i5-7 情報学部自己評価報告書（平成31年3月）【抜粋】pp.91-95

教育 4306-i5-8 情報学部自己評価報告書　資料集（平成31年3月）【抜粋】p.79,pp.87-91

教育 4306-i6-1 静岡大学の成績評価基準（令和元年5月1日現在）

教育 4306-i6-2 成績評価分布表（情報学部，令和元年度） 学生個人の成績のため非公表

教育 4306-i6-3
学生からの成績評価に関する申立ての手続き（READ ME 2019（静岡大学情報
学部 学生便覧）【抜粋】p.28）

教育 4306-i6-4 学生便覧上の成績評価基準（地域創造学環学生便覧（2019年度）【抜粋】）

教育 4306-i6-5 情報学部自己評価報告書（平成31年3月）【抜粋】pp.76-79
教育 4306-i6-6 情報学部自己評価報告書（平成31年3月）【抜粋】pp.98-100
教育 4306-i7-1 静岡大学学則（令和元年7月17日最終改正）抜粋

教育 4306-i7-2
情報学部規則（平成28年1月20日最終改正）（READ ME 2019（静岡大学情報学
部 学生便覧）【抜粋】pp.91-93,112-117）

教育 4306-i7-3 情報学部教授会規則（平成29年3月14日最終改正）【抜粋】
教育 4306-i7-4 静岡大学地域創造学環規則（平成31年3月7日最終改正）
教育 4306-i7-5 情報学部教授会資料（平成31年4月）【抜粋】
教育 4306-i7-6 情報学部自己評価報告書（平成31年3月）【抜粋】pp.84-85
教育 4306-i7-7 静岡大学地域創造学環運営会議規則（平成29年9月20日最終改正）
教育 4306-i8-1 情報学部のアドミッション・ポリシー（令和元年5月1日現在）
教育 4306-i8-2 地域創造学環のアドミッションポリシー（令和元年度）
教育 4306-i8-3 情報学部の入学定員充足率（2016～2019年度）
教育 4306-i8-4 情報学部自己評価報告書（平成31年3月）【抜粋】pp.25-28
教育 4306-i8-5 2019年度情報学部入試結果の概要
教育 4306-i8-6 情報学部自己評価報告書（平成31年3月）【抜粋】pp.29-34
教育 4306-iA-1 情報学部自己評価報告書（平成31年3月）【抜粋】pp.14-15
教育 4306-iA-2 情報学部・情報学専攻時間割（令和2年4月16日時点）

教育 4306-iA-3 静岡大学アジアブリッジプログラム概要パンフレット（令和元年度）

教育 4306-iB-1 情報学部地域連携推進室の取り組み（平成30年度）
教育 4306-iC-1 情報学部外部評価報告書（令和元年9月）【抜粋】pp.13-14,27-28
教育 4306-iC-2 情報学部自己評価報告書（平成31年3月）【抜粋】
教育 4306-iC-3 情報学部外部評価報告書（令和元年9月）【抜粋】
教育 4306-iC-4 情報学部自己評価報告書資料集（平成31年3月）【抜粋】pp.106-108
教育 4306-iD-1 情報学部自己評価報告書（平成31年3月）【抜粋】 p.44

教育 4306-iD-2 情報学部自己評価報告書資料集（平成31年3月）【抜粋】p.44,資料5-2-2

教育 4306-iE-1 情報学部・情報学専攻のリカレント教育推進活動

教育 4306-iE-2 静岡大学情報学部リカレント指導取扱規則案（2020年3月教授会資料より）

教育 4306-iE-3
地域連携・小中学校支援-情報学部自己評価報告書（2019年3月）【抜粋】
p134-136

教育 4306-iE-4 HEPT活動-新聞掲載記事-市民タイムズ（2019年6月25日）
著作権侵害となる恐れがある
ため非公表

教育 4306-ii1-1
標準就業年限内卒業修了率、「標準修業年限×1.5」年内卒業率（情報学部，
2016～2019年度）

教育 4306-ii1-2
学年ごとの単位取得状況等の分析-情報学部自己評価報告書（2019年3月）
【抜粋】p.72

教育 4306-ii1-3 資格取得状況-情報学部自己評価報告書（2019年3月）【抜粋】p.75

教育 4306-ii1-4
卒業研究の審査方法と受賞状況-情報学部自己評価報告書（2019年3月）【抜
粋】p.77-79

教育 4306-ii2-1 進路状況-情報学部自己評価報告書（2019年3月）【抜粋】p.82-83

教育 4306-ii2-2
キャップ制と単位取得状況の分析-情報学部自己評価報告書（2019年3月）
【抜粋】p.78

教育 4306-ii2-3
授業アンケート分析-情報学部自己評価報告書（2019年3月）【抜粋】p.79-81
資料集資料6-1-1,6-1-2

教育 4306-ii2-4
静岡大学卒業生に関するアンケート（学部卒業生就職先）-情報学部自己評価
報告書（2019年3月）【抜粋】

教育 4306-ii2-5
卒業(修了)時アンケートの内容と結果-情報学部自己評価報告書（2019年3
月）【抜粋】p.83-85

教育 4306-iiA-1
卒業(修了)時アンケートの内容と結果-情報学部自己評価報告書（2019年3
月）資料集資料8-1-2

教育 4306-iiB-1
卒業後の卒業生への意見聴取結果-情報学部自己評価報告書（2019年3月）資
料集資料6-2-1

教育 4306-iiC-1
就職先等の調査結果-情報学部自己評価報告書（2019年3月）p.83-90 資料集
資料6-2-2

教育に関する現況調査表　別添資料一覧（情報学部）

https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-i1-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-i1-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-i2-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-i2-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-i3-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-i3-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-i3-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-i3-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-i3-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-i3-6.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-i3-7.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-i4-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-i4-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-i4-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-i4-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-i4-6.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-i4-7.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-i4-8.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-i5-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-i5-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-i5-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-i5-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-i5-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-i5-6.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-i5-7.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-i5-8.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-i6-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-i6-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-i6-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-i6-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-i6-6.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-i7-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-i7-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-i7-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-i7-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-i7-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-i7-6.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-i7-7.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-i8-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-i8-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-i8-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-i8-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-i8-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-i8-6.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-iA-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-iA-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-iA-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-iB-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-iC-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-iC-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-iC-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-iC-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-iD-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-iD-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-iE-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-iE-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-iE-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-ii1-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-ii1-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-ii1-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-ii1-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-ii2-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-ii2-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-ii2-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-ii2-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-ii2-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-iiA-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-iiB-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4306-iiC-1.pdf


番号 資料・データ名 頁 備考

教育 4307-i1-1 理学部のディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー（2019年度）

教育 4307-i1-2 地域創造学環のディプロマ・ポリシー（2019年度）
教育 4307-i2-1 地域創造学環のカリキュラム・ポリシー（2019年度）
教育 4307-i3-1 理学部のカリキュラムマップ（2019年度）
教育 4307-i3-2 地域創造学環のカリキュラムマップ（2019年度）
教育 4307-i3-3 理学部自己評価書（平成31年3月）【抜粋】
教育 4307-i3-4 地域創造教育センター自己評価書（平成31年3月）【抜粋】
教育 4307-i3-5 放射科学教育研究推進センターのあらまし

教育 4307-i3-6
学芸員資格、測量士資格の取得について（理学部学生便覧2019年度版【抜
粋】）

教育 4307-i3-7
防災マイスター称号制度について（2019（平成31年度）全学教育科目　履修
案内【抜粋】）

教育 4307-i3-8 学芸員資格取得者数の推移（2016～2018年度）
教育 4307-i3-9 創造理学コースパンフレット
教育 4307-i4-1 2019年度理学部行事予定表
教育 4307-i4-2 静岡大学_理学部_シラバス（2019年度） CSVファイルのため非公表

教育 4307-i4-3 協定等に基づく留学期間別日本人留学生数（理学部，2016～2018年度）

教育 4307-i4-4
理学部の「インターンシップの実施状況に関する調査」の調査票（平成29年
度）

教育 4307-i4-5 放射線取扱主任者学科別受験者数（合格者数）（2016-2019年）
教育 4307-i5-1 履修指導の実施状況が確認できる資料（理学部，2019年度）
教育 4307-i5-2 学習相談の実施状況が確認できる資料（理学部，2019年度）

教育 4307-i5-3
社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組が確認できる資料
（理学部，2019年度）

教育 4307-i5-4
履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況が確認できる資料
（理学部，2019年度）

教育 4307-i6-1 学生便覧上の成績評価基準（理学部学生便覧2019年度【抜粋】）

教育 4307-i6-2 学生便覧上の成績評価基準（地域創造学環学生便覧（2019年度）【抜粋】）

教育 4307-i6-3 成績評価分布表（理学部，令和元年度） 学生個人の成績のため非公表

教育 4307-i6-4
学生便覧上の成績評価への申し立て手続き（理学部学生便覧2019年度【抜
粋】）

教育 4307-i6-5
学生便覧上の成績評価への申し立て手続き（地域創造学環学生便覧（2019年
度）【抜粋】）

教育 4307-i7-1 静岡大学理学部規則（平成30年12月20日最終改正）【抜粋】
教育 4307-i7-2 静岡大学地域創造学環規則（平成31年3月7日最終改正）
教育 4307-i7-3 静岡大学理学部教授会規則（平成27年2月18日最終改正）【抜粋】
教育 4307-i7-4 静岡大学地域創造学環運営会議規則（平成29年9月20日最終改正）
教育 4307-i7-5 理学部学生便覧数学科創造理学コースの例
教育 4307-i8-1 理学部のアドミッション・ポリシー（2019年度）
教育 4307-i8-2 地域創造学環のアドミッション・ポリシー（2019年度）
教育 4307-i8-3 理学部の入学定員充足率（2016～2019年度）

教育 4307-i8-4
ABP（アジアブリッジプログラム）学生受け入れ状況（理学部，2016～2019年
度）

教育 4307-iA-1 理学部教員による国際会議の開催（2016～2019年度）
教育 4307-iB-1 サイエンスカフェin静岡HP
教育 4307-iB-2 理学部講演会チラシ（2018年度）

教育 4307-iB-3 「つなげる力で世界に羽ばたけ未来の科学者養成スクール」中間報告書

教育 4307-iB-4
JSTグローバルサイエンスキャンパス平成30年度全国受講生研究発表会文部科
学大臣賞受賞Webページ（2018年10月10日）

教育 4307-iB-5
「ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大学の研究室へ～」を開催Web
ページ（2019年6月19日）

教育 4307-iB-6 学外博物館との連携資料
教育 4307-iB-7 企画展第五福竜丸と静岡大学（2016年度）チラシ
教育 4307-iB-8 企画展The標本学（2017年度）チラシ

教育 4307-ii1-1
標準修業年限内卒業率，「標準修業年限×1.5」年内卒業率(理学部，2016〜
2019年度）

教育 4307-iiB-1 学生等アンケート結果（2018年度）【抜粋】1
教育 4307-iiB-2 学生等アンケート結果（2018年度）【抜粋】2

教育に関する現況調査表　別添資料一覧（理学部）

https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4307-i1-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4307-i1-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4307-i2-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4307-i3-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4307-i3-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4307-i3-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4307-i3-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4307-i3-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4307-i3-6.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4307-i3-7.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4307-i3-8.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4307-i3-9.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4307-i4-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4307-i4-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4307-i4-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4307-i4-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4307-i5-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4307-i5-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4307-i5-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4307-i5-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4307-i6-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4307-i6-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4307-i6-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4307-i6-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4307-i7-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4307-i7-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4307-i7-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4307-i7-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4307-i7-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4307-i8-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4307-i8-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4307-i8-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4307-i8-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4307-iA-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4307-iB-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4307-iB-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4307-iB-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4307-iB-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4307-iB-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4307-iB-6.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4307-iB-7.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4307-iB-8.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4307-ii1-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4307-iiB-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4307-iiB-2.pdf


番号 資料・データ名 頁 備考

教育 4308-i1-1 工学部のディプロマ・ポリシー（令和元年度）
教育 4308-i1-2 地域創造学環のディプロマ・ポリシー（令和元年度）
教育 4308-i2-1 工学部カリキュラム・ポリシー（令和元年度）
教育 4308-i2-2 地域創造学環のカリキュラム・ポリシー（令和元年度）

教育 4308-i3-1
工学部のカリキュラムマップ（2018年度）（2019年度もカリキュラム変更無
のため引き続き使用）

教育 4308-i3-2 工学部学生便覧（2019年度）【抜粋】
教育 4308-i3-3 地域創造学環のカリキュラムマップ（令和元年度）
教育 4308-i3-4 工学部自己評価報告書（平成30年度）【抜粋】
教育 4308-i3-5 地域創造教育センター自己評価書（平成31年3月）【抜粋】
教育 4308-i3-6 工学基礎実習、創造教育実習概要（工学部案内2019【抜粋】）

教育 4308-i3-7
静岡大学工学部1年生全員によるテーマ別チーム対抗ロボットコンテスト
（2019年度）

教育 4308-i3-8 SEQの活用事例：静岡大学
教育 4308-i4-1 静岡大学の2019年度行事予定表
教育 4308-i4-2 静岡大学_工学部_シラバス（令和元年度） CSVファイルのため非公表

教育 4308-i4-3 協定等に基づく留学期間別日本人留学生数（工学部，2016～2018年度）

教育 4308-i4-4
工学部の「インターンシップの実施状況に関する調査」の調査票（平成29年
度）

教育 4308-i5-1 履修指導の実施状況が確認できる資料（工学部，令和元年度）
教育 4308-i5-2 学習相談の実施状況が確認できる資料（工学部，令和元年度）

教育 4308-i5-3
社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組が確認できる資料
（工学部，令和元年度）

教育 4308-i5-4
履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況（工学部，令和元
年度）

教育 4308-i6-1 静岡大学単位認定等に関する規定（平成31年4月26日最終改正）
教育 4308-i6-2 工学部学生便覧（2019年度）【抜粋】
教育 4308-i6-3 地域創造学環学生便覧（2019年度）【抜粋】

教育 4308-i6-4 成績評価分布表（工学部，令和元年度） 学生個人の成績のため非公表

教育 4308-i6-5 地域創造学環学生便覧（2019年度）【抜粋】
教育 4308-i6-6 全学教育科目履修案内（2019年度）【抜粋】
教育 4308-i6-7 教育の質保証ガイドライン（工学部）
教育 4308-i7-1 静岡大学工学部規則（平成29年2月23日最終改正）【抜粋】
教育 4308-i7-2 静岡大学地域創造学環規則（平成31年3月7日最終改正）
教育 4308-i7-3 静岡大学学位規則（平成31年3月19日最終改正）
教育 4308-i7-4 静岡大学工学部教授会規則（平成29年3月14日最終改正）
教育 4308-i7-5 静岡大学地域創造学環運営会議規則（平成29年9月20日最終改正）
教育 4308-i8-1 工学部のアドミッション・ポリシー（令和元年度）
教育 4308-i8-2 地域創造学環のアドミッション・ポリシー（令和元年度）
教育 4308-i8-3 工学部の入学定員充足率（2016～2019年度）
教育 4308-i8-4 アジアブリッジプログラム概要（WEB）
教育 4308-iA-1 SSSVプログラム概要（日・英）
教育 4308-iB-1 ダヴィンチキッズプロジェクトとは（WEB）
教育 4308-iB-2 静新SBSチャレンジクラブ（静大TV）（WEB）
教育 4308-iB-3 第9回佐鳴湖交流会

教育 4308-iB-4 静岡大学工学部高校生のための機械工学体験セミナー（平成30年度）

教育 4308-ii1-1
標準修業年限内卒業率，「標準修業年限×1.5」年内卒業率(工学部，2016〜
2019年度）

教育 4308-ii1-2 浜松キャンパスの教職について（平成28～令和元年度）
教育 4308-iiB-1 卒業生アンケート（平成30年度実施）【抜粋】
教育 4308-iiC-1 平成30年度就職先アンケート【抜粋】

教育 4308-iiD-1 地域連携応援プロジェクト採択（工学部，平成30年度，令和元年度）

教育 4308-iiD-2 浜松市第35期社会教育研究会の活動実績等
教育 4308-iiD-3 Twitterアカウント（@kidssciencecafe）（WEB）

教育に関する現況調査表　別添資料一覧（工学部）

https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4308-i1-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4308-i1-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4308-i2-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4308-i2-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4308-i3-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4308-i3-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4308-i3-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4308-i3-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4308-i3-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4308-i3-6.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4308-i3-7.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4308-i3-8.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4308-i4-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4308-i4-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4308-i4-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4308-i5-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4308-i5-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4308-i5-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4308-i5-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4308-i6-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4308-i6-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4308-i6-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4308-i6-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4308-i6-6.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4308-i6-7.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4308-i7-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4308-i7-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4308-i7-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4308-i7-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4308-i7-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4308-i8-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4308-i8-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4308-i8-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4308-i8-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4308-iA-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4308-iB-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4308-iB-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4308-iB-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4308-iB-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4308-ii1-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4308-ii1-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4308-iiB-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4308-iiC-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4308-iiD-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4308-iiD-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4308-iiD-3.pdf


番号 資料・データ名 頁 備考

教育 4309-i1-1 農学部・地域創造学環のディプロマ・ポリシー（2019年度）
教育 4309-i2-1 農学部・地域創造学環のカリキュラム・ポリシー（2019年度）
教育 4309-i3-1 農学部のカリキュラムマップ（2019年度）
教育 4309-i3-2 農学部生物資源科学科のカリキュラムマップ（2019年度）
教育 4309-i3-3 農学部応用生命科学科のカリキュラムマップ（2019年度）
教育 4309-i3-4 地域創造学環のカリキュラムマップ（2019年度）
教育 4309-i3-5 農学部・農学専攻自己評価書（平成31年３月）【抜粋】
教育 4309-i3-6 地域創造教育センター　自己評価書（平成31年３月）【抜粋】
教育 4309-i4-1 2019年度　農学部・農学専攻行事予定表
教育 4309-i4-2 静岡大学_農学部_シラバス（2019年度） CSVファイルのため非公表

教育 4309-i4-3 協定等に基づく留学期間別日本人留学生数（農学部，2016～2018年度）

教育 4309-i4-4
農学部の「インターンシップの実施状況に関する調査」の調査票（平成29年
度）

教育 4309-i5-1 履修指導の実施状況が確認できる資料（農学部，2019年度）
教育 4309-i5-2 学習相談の実施状況が確認できる資料（農学部，2019年度）
教育 4309-i5-3 履修相談のためのヘルプデスク案内（農学部）

教育 4309-i5-4
社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組が確認できる資料
（農学部，2019年度）

教育 4309-i5-5
履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況が確認できる資料
（農学部，2019年度）

教育 4309-i5-6 2019年度森林管理保全業務インターンシップポスター

教育 4309-i6-1 静岡大学単位認定等に関する規程等（農学部学生便覧2019【抜粋】）

教育 4309-i6-2 成績評価基準等（地域創造学環学生便覧（2019年度）【抜粋】）

教育 4309-i6-3 成績評価分布表（農学部，令和元年度） 学生個人の成績のため非公表

教育 4309-i6-4 教務について（農学部学生便覧2019【抜粋】）

教育 4309-i6-5 成績評価に関する疑義（地域創造学環学生便覧（2019年度版）【抜粋】）

教育 4309-i7-1
国立大学法人静岡大学学則、静岡大学農学部規則（農学部学生便覧2019【抜
粋】）

教育 4309-i7-2 静岡大学地域創造学環規則（平成31年3月7日最終改正）
教育 4309-i7-3 静岡大学農学部規則（農学部学生便覧2019【抜粋】）
教育 4309-i7-4 静岡大学農学部教授会規則（平成28年2月3日最終改正）
教育 4309-i7-5 地域創造学環運営会議規則（平成29年9月20日最終改正）
教育 4309-i8-1 農学部のアドミッション・ポリシー（2019年度）
教育 4309-i8-2 地域創造学環のアドミッションポリシー（2019年度）
教育 4309-i8-3 農学部の入学定員充足率（2016～2019年度）
教育 4309-iB-1 農業環境教育プロジェクト概要
教育 4309-iB-2 短期集中単位互換授業「ふじのくに学」パンフレット（2019年度）
教育 4309-iC-1 2019年度新入生セミナールーブリック
教育 4309-iE-1 静岡大学公開講座（2019年度）
教育 4309-iE-2 静岡大学市民開放授業（WEB）
教育 4309-iE-3 静岡大学市民開放授業説明会（2019年度）
教育 4309-iE-4 2020年度農学部市民開放授業科目一覧

教育 4309-ii1-1
標準修業年限内卒業（修了）率，「標準修業年限×1.5」年内卒業（修了）率
（農学部，2016～2019年度）

教育 4309-iiA-1
農学部在校生の授業・授業内容の満足度 と学習成果（令和元年度実施）（農
学部・農学専攻自己評価書（平成31年３月）【抜粋】）

教育 4309-iiB-1
農学部卒業生の教育の満足度（平成30年度実施）（農学部、農学専攻自己評
価書（平成31年３月）【抜粋】）

教育 4309-iiC-1
農学部卒業生採用企業による職業能力の評価（平成30年度実施）（農学部・
農学専攻自己評価書（平成31年３月）【抜粋】）

教育に関する現況調査表　別添資料一覧（農学部）

https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4309-i1-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4309-i2-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4309-i3-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4309-i3-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4309-i3-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4309-i3-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4309-i3-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4309-i3-6.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4309-i4-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4309-i4-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4309-i4-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4309-i5-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4309-i5-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4309-i5-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4309-i5-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4309-i5-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4309-i5-6.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4309-i6-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4309-i6-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4309-i6-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4309-i6-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4309-i7-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4309-i7-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4309-i7-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4309-i7-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4309-i7-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4309-i8-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4309-i8-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4309-i8-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4309-iB-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4309-iB-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4309-iC-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4309-iE-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4309-iE-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4309-iE-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4309-iE-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4309-ii1-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4309-iiA-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4309-iiB-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4309-iiC-1.pdf


番号 資料・データ名 頁 備考

教育 4310-i1-1 総合科学技術研究科のディプロマ・ポリシー（令和元年度）
教育 4310-i2-1 総合科学技術研究科のカリキュラム・ポリシー（令和元年度）
教育 4310-i3-1 総合科学技術研究科自己評価報告書（平成31年3月）【抜粋】

教育 4310-i3-2 静岡大学大学院総合科学技術研究科規則（平成31年2月27日最終改正）

教育 4310-i3-4
ITスペシャリスト（READ ME 2019 学生便覧 総合科学技術研究科情報学専攻
【抜粋】）

教育 4310-i3-5
放射科学教育プログラム概要（総合科学技術研究科修士課程理学専攻学生便
覧（2019年度）【抜粋】）

教育 4310-i3-6
山岳科学教育プログラム概要（学生便覧2019 総合科学技術研究科農学専攻
【抜粋】）

教育 4310-i4-1 静岡大学の2019年度行事予定表
教育 4310-i4-2 静岡大学_総合科学技術研究科_シラバス（令和元年度） CSVファイルのため非公表

教育 4310-i4-3
協定等に基づく留学期間別日本人留学生数（総合科学技術研究科，2016～
2018年度）

教育 4310-i4-4
総合科学技術研究科の「インターンシップの実施状況に関する調査」の調査
票（平成29年度）

教育 4310-i4-5 静岡大学連携大学院教育実施規則（平成27年3月18日最終改正）

教育 4310-i4-6
産業イノベーション人材育成プログラム（2019年度学生便覧 総合科学技術研
究科工学専攻【抜粋】）

教育 4310-i4-7 産業イノベーション人材育成プログラムアンケート（平成30年度）

教育 4310-i5-1 履修指導の実施状況が確認できる資料（総合科学技術研究科，令和元年度）

教育 4310-i5-2 学習相談の実施状況が確認できる資料（総合科学技術研究科，令和元年度）

教育 4310-i5-3
社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組（総合科学技術研究
科，令和元年度）

教育 4310-i5-4
履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況（総合科学技術研
究科，令和元年度）

教育 4310-i6-1 静岡大学大学院規則（平成31年3月19日最終改正）

教育 4310-i6-2 成績評価分布表（総合科学技術研究科，令和元年度） 学生個人の成績のため非公表

教育 4310-i6-3 総合科学技術研究科各専攻学生便覧（令和元年度）【抜粋】

教育 4310-i7-1 静岡大学大学院総合科学技術研究科規則（平成31年2月27日最終改正）

教育 4310-i7-2 静岡大学大学院総合科学技術研究科教授会規則（平成29年3月14日最終改正）

教育 4310-i7-3 静岡大学学位規程（平成31年3月19日最終改正）

教育 4310-i7-4 静岡大学大学院総合科学技術研究科規則（平成31年2月27日最終改正）

教育 4310-i7-5
学位論文の審査にかかる手続き及び評価の基準（令和元年度）（学生便覧
（理学、工学、農学専攻_2019）【抜粋】、申合せ（情報学専攻））

教育 4310-i8-1 総合科学技術研究科のアドミッション・ポリシー（令和元年度）
教育 4310-i8-2 総合科学技術研究科の入学定員充足率（2016～2019年度）
教育 4310-iA-1 SSSVプログラム概要（日・英）（WEB）
教育 4310-iA-2 2019年度フィールドレクチャーポスター
教育 4310-iB-1 情報学専攻の地域連携活動（地域連携推進室まとめ）
教育 4310-iB-2 未来の科学者養成スクール中間報告書（平成29.30年度）

教育 4310-iD-2
医工学プログラム（2019年度学生便覧 総合科学技術研究科工学専攻【抜
粋】）

教育 4310-iE-1 社会人再教育のための特別プログラム（WEB）
教育 4310-iE-2 事業開発マネジメントコース紹介（WEB）
教育 4310-iE-3 大学等での学び直しを希望する社会人の皆様へ：文部科学省（WEB）

教育 4310-ii1-1
標準修業年限内卒業（修了）率，「標準修業年限×1.5」年内卒業（修了）率
（総合科学技術研究科，2016～2019年度）

教育 4310-iiB-1 静岡大学に関するアンケート（大学院修了生）（平成30年度実施）
教育 4310-iiC-1 静岡大学に関するアンケート（修了生就職先）（平成30年度実施）
教育 4310-k1-1 総合科学技術研究科_学位論文の評価基準（情報学専攻・農学専攻）

教育に関する現況調査表　別添資料一覧（総合科学技術研究科）

https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4310-i1-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4310-i2-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4310-i3-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4310-i3-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4310-i3-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4310-i3-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4310-i3-6.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4310-i4-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4310-i4-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4310-i4-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4310-i4-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4310-i4-6.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4310-i4-7.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4310-i5-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4310-i5-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4310-i5-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4310-i5-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4310-i6-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4310-i6-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4310-i7-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4310-i7-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4310-i7-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4310-i7-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4310-i7-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4310-i8-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4310-i8-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4310-iA-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4310-iA-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4310-iB-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4310-iB-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4310-iD-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4310-iE-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4310-iE-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4310-iE-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4310-ii1-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4310-iiB-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4310-iiC-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4310-k1-1.pdf


番号 資料・データ名 頁 備考

教育 4311-i1-1 自然科学系教育部のディプロマ・ポリシー（令和元年度）
教育 4311-i2-1 自然科学系教育部のカリキュラム・ポリシー（令和元年度）
教育 4311-i3-1 自然科学系教育部のカリキュラムマップ（令和元年度）
教育 4311-i3-2 自然科学系教育部学生便覧2019【p10-12抜粋】

教育 4311-i3-3
基準5教育内容及び方法（自然科学系教育部自己評価書（平成31年3月）【抜
粋】）

教育 4311-i3-4 静岡大学創造科学技術大学院規則（平成29年1月13日最終改正）

教育 4311-i3-5 静岡大学創造科学技術大学院教育分科会規則（平成29年3月14⽇最終改正）

教育 4311-i3-6
静岡大学大学院自然科学系教育部における学位の授与に関する実施要項（平
成18年11月9日制定）

教育 4311-i3-7
大学院自然科学系教育部学位論文提出等に関するガイドライン（平成30年9月
13日最終改正）

教育 4311-i3-8 学位論文形式（平成20年7月10日）

教育 4311-i3-9
静岡大学環境マイスターの称号授与に関する規則（平成29年3月14日最終改
正）

教育 4311-i4-1 学年暦（自然科学教育部学生便覧2019【抜粋】）

教育 4311-i4-2 静岡大学_創造科学技術大学院自然科学系教育部_シラバス（令和元年度） CSVファイルのため非公表

教育 4311-i4-3 自然科学系教育部学生便覧2019

教育 4311-i4-4
協定等に基づく留学期間別日本人留学生数（自然科学系教育部，2016～2018
年度）

教育 4311-i5-1 履修指導の実施状況（自然科学系教育部，令和元年度）

教育 4311-i5-2 学習相談の実施状況が確認できる資料（自然科学系教育部，令和元年度）

教育 4311-i5-3
社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組が確認できる資料
（自然科学系教育部，令和元年度）

教育 4311-i5-4 静岡大学産学連携協力会会員企業交流会（2016～2018年度）

教育 4311-i5-5
履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況が確認できる資料
（自然科学系教育部，令和元年度）

教育 4311-i6-1 静岡大学単位認定等に関する規程（平成27年12月16日最終改正）

教育 4311-i6-2 成績評価分布表（自然科学系教育部，令和元年度） 学生個人の成績のため非公表

教育 4311-i6-3
学生からの成績に関する申し立て手続き（自然科学系教育部学生便覧2019年
度【抜粋】）

教育 4311-i7-1 修了要件規定について（自然科学系教育部学生便覧2019【抜粋】）

教育 4311-i7-2
修了判定に関して組織の関わりがわかる資料（自己評価報告書（平成24〜29
年度）（令和元年6月）【抜粋】）

教育 4311-i7-3 静岡大学創造科学技術大学院教授会規則（平成29年3月24日最終改正）

教育 4311-i7-4 静岡大学創造科学技術大学院教育分科会規則（平成29年3月24日最終改正）

教育 4311-i7-5 静岡大学大学院自然科学系教育部教授会規則（平成29年3月14日最終改正）

教育 4311-i7-6
静岡大学大学院自然科学系教育部における学位の授与に関する実施要項（平
成18年11月9日制定）

教育 4311-i8-1 自然科学系教育部のアドミッション・ポリシー（令和元年度）
教育 4311-i8-2 自然科学系教育部の入学定員充足率（2016～2019年度）

教育 4311-ii1-1
標準修業年限内卒業（修了）率、「標準修業年限×1.5」年内卒業（修了）率
（自然科学系教育部，2016～2019年度）

教育 4311-iiA-1 学生からの意見聴取_D1
学外非公開データのため非公
表

教育 4311-iiA-2 学生からの意見聴取_D2
学外非公開データのため非公
表

教育 4311-iiA-3 学生からの意見聴取_D3
学外非公開データのため非公
表

教育 4311-iiB-1 修了後一定年度経過後の修了生からの意見聴取（平成30年度）
教育 4311-iiC-1 就職・進学先からの意見聴取（平成30年度）

教育 4311-k1-1 静岡大学大学院自然科学系教育部（創造科学技術大学院）学位論文審査基準

教育に関する現況調査表　別添資料一覧（自然科学系教育部）

https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4311-i1-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4311-i2-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4311-i3-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4311-i3-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4311-i3-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4311-i3-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4311-i3-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4311-i3-6.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4311-i3-7.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4311-i3-8.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4311-i3-9.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4311-i4-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4311-i4-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4311-i4-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4311-i5-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4311-i5-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4311-i5-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4311-i5-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4311-i5-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4311-i6-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4311-i6-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4311-i7-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4311-i7-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4311-i7-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4311-i7-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4311-i7-5.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4311-i7-6.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4311-i8-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4311-i8-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4311-ii1-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4311-iiB-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4311-iiC-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4311-k1-1.pdf


番号 資料・データ名 頁 備考
教育 4312-i1-1 光医工学研究科のディプロマ・ポリシー（2019年度）
教育 4312-i2-1 光医工学研究科のカリキュラム・ポリシー（2019年度）

教育 4312-i3-1
光医工学研究科光医工学共同専攻の教育課程（カリキュラム）体系図（2019
年度）

教育 4312-i3-2 光医工学研究科履修モデル（2019年度）
教育 4312-i3-3 静岡大学大学院光医工学研究科規則（平成29年12月20日制定）

教育 4312-i3-4
研究指導、学位論文（特定課題研究の成果を含む。）指導体制が確認できる
資料（2019年度光医工学研究科学生便覧【抜粋】）

教育 4312-i4-1 光医工学研究科学年暦（2019年度）
教育 4312-i4-2 光医工学研究科全科目シラバス（2019年度）
教育 4312-i4-3 2019年度光医工学研究科学生便覧

教育 4312-i4-4 協定等に基づく留学期間別日本人留学生数（光医工学研究科，2018年度）

教育 4312-i5-1 履修指導の実施状況が確認できる資料（光医工学研究科，2019年度）

教育 4312-i5-2 学習相談の実施状況が確認できる資料（光医工学研究科，2019年度）

教育 4312-i5-3
社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組が確認できる資料
（光医工学研究科，2019年度）

教育 4312-i5-4
履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況（光医工学研究
科，2019年度）

教育 4312-i6-1 2019年度光医工学研究科学生便覧【抜粋】
教育 4312-i6-2 静岡大学大学院規則（令和2年3月26日最終改正）

教育 4312-i6-3 成績評価分布表（光医工学研究科，令和元年度） 学生個人の成績のため非公表

教育 4312-i6-4 2019年度光医工学研究科学生便覧【抜粋】
教育 4312-i7-1 静岡大学大学院光医工学研究科規則（平成29年12月20日制定）

教育 4312-i7-2
静岡大学と浜松医科大学の光医工学共同専攻協議会規程（平成29年12月20日
制定）

教育 4312-i7-3 静岡大学学位規程（令和2年1月15日最終改正）

教育 4312-i7-4 静岡大学大学院光医工学研究科教授会規則（平成29年12月20日制定）

教育 4312-i7-5
学位審査について（案）（静岡大学大学院光医工学研究科設置計画に係る補
正計画書（平成29年6月30日）【抜粋】）

教育 4312-i8-1 光医工学研究科のアドミッション・ポリシー（2019年度）
教育 4312-i8-2 光医工学研究科の入学定員充足率（2018～2019年度）
教育 4312-k1-1 静岡大学大学院光医工学研究科学位論文審査基準

教育に関する現況調査表　別添資料一覧（光医工学研究科）

https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4312-i1-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4312-i2-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4312-i3-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4312-i3-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4312-i3-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4312-i3-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4312-i4-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4312-i4-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4312-i4-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4312-i4-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4312-i5-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4312-i5-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4312-i5-3.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4312-i5-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4312-i6-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4312-i6-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4312-i6-4.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4312-i7-1.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4312-i7-2.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/R2/edu/4312-i7-3.pdf
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