資料２

平成26年度実施の認証評価結果における大学等の優れた取組について
※当資料では、平成26年度に認証評価を受けた大学、短期大学、専門職大学院の優れた取組の一部を掲載しています。
優れた取組全体については、各評価機関の報告書を御覧下さい。

１．大学
名 称

評価機関

愛知大学

大学基準協会

青山学院大学

大学基準協会

テーマ

優れた取組

○現代中国学部では、初年次から中国語学習を受け、全員が２年次の春学期（第
３セメスター）に中華人民共和国・单開大学において４ヶ月間の「現地プログラ
ム」に参加し、集中的に中国語を学ぶなど学部の理念・目的に適う教育内容がカ
04(2)教育課
リキュラムに組み込まれている。プログラム終了後には、ＨＳＫで中華人民共和
程・教育内容
国の理系大学に留学が可能なレベルである４級を大半の学生が合格するなど、語
学力の向上につながるとともに、学生の異文化理解および自立心の向上につな
がっていることは評価できる。
○中国研究科では、現地でのフィールドワークを含む多様な科目を配置し、研究
科の理念・目的に適う教育内容がカリキュラムに盛り込まれている。留学中に多
04(2)教育課
くの史料収集と研究対象となった地域の状況に直接触れ、さらに留学終了後もし
程・教育内容
ばしば中華人民共和国の各地の档案館（公文書館）で史料収集を重ね、特に博士
学位論文の学術的な価値を高めていることは評価できる。
○法学部では、行政コースにおいて学生のキャリアパスに適した教育課程を編成
するため、教授会にワーキング・グループを設けて検証に取り組み、その結果を
もとに、「自治体職員論」「政治学特殊講義３（寄附講座）」「基礎演習ⅡN」
04(4)成果
を開設するなどした。その結果、2013（平成25）年度には公務員試験合格者数が
前年に比して２割増となっていることから、学部の目的である法的基準や政治的
概念を現実に応用できる能力の養成を達成する取り組みとして評価できる。
○「エンロールマネジメント」の確立を方針に掲げ、入学から卒業までの教育お
よび学生支援に関わる学内諸組織が連携して「キャリア形成検討会議」を組織
し、学士課程教育の諸課題を検討することを目的に、卒業予定者へのアンケート
06学生支援
調査を通じて学習成果の確認を行っているほか、ＧＰＡと入学試験制度や就職と
の相関分析を行い、全学的に学生の学習状況の検証に取り組んでいる。これらの
情報を学修指導や進路指導等に活用し、学生に対してきめ細かな学修指導および
学生支援を行っていることは、評価できる。
○「ボランティア活動の推奨と支援」を方針に掲げ、学生課が主体となり「ボラ
ンティア窓口」の設置や「ボランティアBank制度」の創設など学生ボランティア
を支援する制度を構築した結果、名古屋校舎において７つの学生ボランティア
チームが発足し、豊橋校舎の「学生地域貢献事業」からボランティア活動に展開
06学生支援
するなど多数の学生がボランティアに参加し、地域貢献の拠点を築いている。さ
らに、学生同士の学び合いに資する「ピア・サポート」を展開することで、建学
の精神である地域貢献を具現化するとともに「自立・自走する力」を涵養する組
織的な取り組みとして評価できる。
○時代の変化に応じた組織の強化再編に継続的に取り組んでおり、2013（平成
25）年４月に「情報科学研究センター」を改組して、「情報メディアセンター」
を設立し、情報環境に関する施設、設備等の企画・導入および管理運用の改善を
02教育研究組
図っている。それに伴い、ＩＣＴを利用した授業支援や情報基礎教育など教育・
織
学習方法を充実させ、授業支援システム「Course Power」の運用や授業収録・配
信サービスを開始し、多くの学生が利用することで、学修に役立てており、評価
できる。
○経済学部現代経済デザイン学科および同研究科公共・地域マネジメント専攻に
おいて、2003（平成15）年度より、日本の大学の経済系学部・研究科では初めて
となる専用コンピュータールーム「ＧＩＳラボ」を設置して、本格的なＧＩＳ
（地理情報システム）教育を開始した。同システムは、高度に発達した地域メッ
04(3)教育方法
シュ統計をベースとして、３次元での地域経済、社会動態の可視化により、地域
開発などの理論・実証分析を可能にするものであり、このシステムによる教育に
魅力を感じて入学した学生がいるなど、学生募集の観点からも、特色となってお
り、先進的な経済学教育を試みたものとして、評価できる。
○総合文化政策学部において、学部独自の特徴的な教育方法を実施し、教育効果
を得ている。「ラボ・アトリエ実習」においては、学部附置研究所の「青山コ
ミュニティ・ラボ」を拠点とし、地域のコミュニティや企業、官公庁などと連携
したインターンシップ型の演習授業となっており、多くの学生が主体的に参加し
04(3)教育方法
ている。また、「ＡＣＥ（Aoyama Communicative English）」という週６日の英
語教育により、学生は入学時から12 月までの間に、学生のＴＯＥＩＣのスコア
が毎年平均60～90点上昇しており、学修への参加意欲の向上に効果を上げている
ことは評価できる。
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茨城県立医療大
学

大学基準協会

大阪歯科大学

大学基準協会

金沢医科大学

大学基準協会

金沢美術工芸大
学

大学基準協会

川﨑医療福祉大
学

大学基準協会

○経済学部において、2012（平成24）年度より、外部試験である「経済学検定試
験（ＥＲＥ）」の受験を促し、学生の学修成果を確認している。受験料を学部で
04(4)成果
全額負担することにより、年々、受験者も増加しており、2012（平成24）年度か
らは、受験者全体のうちのごく尐数しか該当しないＳ級、Ａ+級などの成績優秀
者を継続的に輩出しており、一定の成果が上がっていることは、評価できる。
○国際政治経済学部において、学部独自の進路支援として、外交官や国際機関の
職員等を目指す学生を対象とする指導機関である「外交・国際公務等指導室」を
設置し、国際舞台で活躍できる人材の育成を行っている。学部の専任教員の指導
のもと運営が行われ、学生が中心となって夏期・春期休暇中の外務省試験科目に
関する特別講座や勉強会、研究会、卒業生との懇談会およびインターンシップ制
06学生支援
度などを展開することで、1985（昭和60）年度から2011（平成23）年度におい
て、外務省や国際連合等の国際関連公務員、国際関連機関、新聞社等のメディア
関連企業などへの就職に関し、顕著な実績を上げている。これらの実績を踏まえ
て、2012（平成24）年度より「ジャーナリズム指導室」の開設に発展し、ジャー
ナリスト志望の学生を対象とした指導も開始しており、広く世界の人々との交わ
りを重視した貴学部の教育研究上の目的に照らして、評価できる。
○「青山学院大学ボランティア・ステーション」において、2011（平成23）年の
東日本大震災時から、社会貢献活動を行っている。発足時から継続している被災
08社会連携・ 地の支援のほか、現在では、地元の福祉施設などで活動を行う「地域部」、フィ
社会貢献
リピンの離島やネパールなどでも活動を行う「国際部」などを設けて、活動を拡
大している。これらは学生が主体となって組織的に運営されており、被災地支援
をきっかけに、国の内外に活動を広げていることは、評価できる。
○学位授与方針に沿って、学生に保健・医療・福祉領域による多職種との連携・
協働によって地域社会の健康問題に取り組む基礎的な能力等を習得させるため、
付属病院を活用した保健医療の教育現場と臨床現場の実践的な連携体制を構築し
ている。具体的には、教員が付属病院における病院業務を兼務することで、教員
04(3)教育方法 自身の臨床経験を深める取り組みに加え、学生が日常的に見学実習や臨床（臨
地）実習の施設として利用することで現場と一体となった教育を学生に提供して
いる。また、臨床研究のフィールドとしても活用することにより、実際のチーム
医療を体験させるなど、実践的な教育・研究につながっていることは評価でき
る。
○大学独自の公開講座、他大学および地域との連携は多くの実績を上げており、
地域に根差した活動を行っている。とりわけ、公開講座においては、受講する市
民の意見を十分に取り入れ、『患者さんのための歯科用語集』を発行して配布す
08社会連携・
るなど、受講者の視点に立った配慮や改善を進めていることは評価できる。ま
社会貢献
た、海外の14 大学との学術交流協定を締結し、学生の相互交流、教員の学術研
究交流や共同研究を継続的に実施し、その研究成果は附属病院の診療にも生かさ
れており、評価できる。
○体験を重視する尐人数教育を積極的に取り入れており、医学部では「スチュー
デント・ドクター医局」を設置するなど、授業時間以外にも学生同士の自助学習
04(3)教育方法 を促す取り組みを行っている。また、看護学部は１年次前期から４年間を通じて
臨床の現場での体験を重視した看護学実習を行っている。これらの教育方法は、
学生の問題解決能力の育成や学習成果の向上につながっており、評価できる。
○富山県氷見市にある氷見市民病院の運営や、石川県との連携により能登北部に
ある公立穴水総合病院内に「能登北部地域医療研究所」を開設して、地域住民に
08社会連携・ 必要な医療・福祉を提供している。また、能登地域の小・中・高校生に大学の研
社会貢献
究成果をわかりやすく提供するイベントを開催し、将来、医療や科学の分野を目
指すきっかけを作り、地域社会にさまざまな形で貢献する取り組みは評価でき
る。
○2010（平成22）年度に公立大学法人へ移行するに際して、創立以来の理念・目
的を明確化するため、2010（平成22）年５月の理事会において「大学憲章」を制
定し、併せて目指すべき方向性を示すため教育・研究・社会貢献・運営の４項目
01理念・目的 についての「活動指針」を採択した。これらが教職員に十分に浸透したことによ
り、学内の意思決定プロセスの整理・明確化、権限･責任体制・役割の明確化が
大きく進み、組織改編をはじめ地域連携・産学連携での実績を生むにまでにい
たっていることは評価できる。
○美術工芸学部において、成績評価の過程を「授業研究記録」として記録し、複
数の教員間で指導内容や学生の資質を情報共有することで、教員の相互理解と評
04(3)教育方法
価の客観性を高め、より緊密かつ適切な学生指導をする体制を生む教育改善につ
なげている点は評価できる。
○社会貢献を教育と研究に並ぶ大学の使命と位置づけ、地域連携センターや産学
連携センターを拠点として、さまざまな共同研究や地域連携プロジェクトを積極
的に実施している。活動は、学生教育の一環として教育効果の視点を踏まえて選
08社会連携・ 定され、専任教員の指導のもと、蓄積された資産を基盤とした質の高い研究活動
社会貢献
を推進している。金沢市立病院との連携による、「医療環境におけるアートの潜
在的可能性を探る」ことを目的とした「ホスピタリティアート・プロジェクト」
など、継続して行っている活動も多く、幅広いジャンルで数多くの研究、プロ
ジェクト、商品開発が結実していることは、評価できる。
○医療福祉マネジメント学研究科において岡山県北部の福祉施設との研究会を毎
月定期的に行い、学部教員も含め、施設職員と共同して地域福祉の諸問題につい
03教員・教員 て研究を実施している。また、岡山県や倉敷市の各種団体や委員会の要請を積極
組織
的に受け入れ、実学としてのデザイン力を用いた社会活動を行うなど、地域社会
と接点を持ち、座学のみではなく実学を通じて専門領域の発展に寄与し教員の資
質を向上させていることは評価できる。
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川﨑医療福祉大
学

大学基準協会

関西医科大学

大学基準協会

九州女子大学

大学基準協会

京都市立芸術大
学

大学基準協会

近畿大学

大学基準協会

○貴大学は自閉症および発達障がい児（者）の保護者や教育機関に対する教育・
指導を中心とした支援として「ＴＥＡＣＣＨ部」を設け、自閉症児と自閉症の成
人およびその家族や指導者に対して、さまざまなプログラムを提供している。た
08社会連携・ とえば、自閉症支援の職業者や自閉症児（者）の保護者を対象とした年25回の自
社会貢献
閉症特別講座や、トレーニングセミナー、レベルアップセミナー等を実施してい
る。これらのプログラムに対しては全国各地から参加希望が出されており、参加
者は年々増加している。このような取り組みにより継続的に社会連携・社会貢献
を行い、社会との連携・協力を深めていることは評価できる。
○倉敷市および倉敷市スポーツ振興事業団との連携により実施している「中高年
健康・スポーツ教室」は、健康体育学科によりプログラムが提供されており、多
08社会連携・ 様なニーズにあわせて、複数の学生が参加した市民に対するマンツーマン指導を
社会貢献
行っている。この活動は16年間継続して実施されており、毎年定員を大きく上回
る応募者がいることから、地域に深く浸透しているとともに、学科の特性を生か
した社会貢献活動として評価できる。
○女性教員を支援する部門を開設して、医学部における女性教員が育児と仕事を
両立できる職場環境の構築を目指し、職場復帰後の研修プログラムや「短時間正
02教育研究組
職員に関する内規」による柔軟な勤務形態を提供している。将来の女性教員の活
織
躍を意識した制度の導入と組織編制の結果、この制度を利用する女性教員が増加
していることは、評価できる。
○Moodleシステムを活用した学習支援システムは、主に５年次のクリニカル・ク
ラークシップにおいて、各診療科の実習終了時の試験に利用されている。また、
学内外からアクセスして、早期から国家試験対策の学習に取り組むことができ、
04(3)教育方法
過去問題によって自分の弱い分野を分析できるなど、学生個々に対応した利便性
のある自己研鑽の教育システムである。学生の自己学習時間は、このシステムに
よって増えており、学習の活性化につながっていることは評価できる。
○学長、副学長、教務部長等の責任者と学生が年に１回開催する「教学懇談会」
において、学生代表が事前アンケートの結果をまとめ、発表形式で学生の要望を
06学生支援
大学側に提起し、大学側が真摯に対応して、設備の修理や医学英語の指導や試験
の改善などにつなげている。この取り組みは、学生のコミュニケーション能力も
高め、教職員と意志疎通を促進する有益な機会であるので評価できる。
○貴大学や附属病院が京阪線沿いに点在していることから、「健康沿線®」と称
08社会連携・ して取り組んでいる医療機器開発プロジェクトは、京阪沿線にある地元の企業と
社会貢献
連携して、骨伝導による低価格な補聴器などの医療商品開発につながっている。
こうした成果は地域密着型の社会連携・社会貢献として評価できる。
○事務組織の再編により、総務部から人事部を分離させ、人事研修課を新設し
て、ＳＤの推進体制を確立し、「目標チャレンジ制度」の導入や、職位別に一定
09(1)管理運営
の知識を得るために合格に達するまで「業務知識試験」を実施し、職員の意欲と
資質が向上しており、評価できる。
○学生による「母校訪問大使」が、帰省等を利用して母校（高等学校）の恩師を
訪ね大学の近況報告を行っている取り組みは、教え子から大学の様子を伝えても
05学生の受け
らうことで、より大学を理解できると高校側から高い評価を得ている。また、高
入れ
大連携についても実績を積み、その成果は連携校からのオープンキャンパス参加
者、受験者が増加する結果にもつながっており、評価できる。
○シラバスとともに『教員プロフィール』を作成して学生に配付し、教員の授業
のあり方やオフィスアワーの時間などを分かりやすく周知し、十分に学生に活用
されている。また、学生支援の方針に基づき、「キャリアシート」による学生の
06学生支援
状況把握を定期的かつ継続的に行い、また相談窓口として「九女ルーム」を設置
して、各部署・教員が情報共有することで、個々の学生に対する非常に細かな修
学・生活・進路就職支援体制を整備している。これらの学生支援により、就職率
の高さなどの成果につながっており、評価できる。
○中期計画に基づき、柔軟な任用制度を整えるとともに人事の活性化を図るた
め、2012（平成24）年８月に客員教授制度を制定し、これまでに各界で活躍する
03教員・教員 著名人13名を客員教授として採用し、特別授業や演奏会を実施していることは、
組織
多くの学生が特別授業を受講することで学生の学習意欲の向上等に寄与している
のみならず、演奏会においても多くの来場者を集めるなど貴大学の知名度の向上
にも成果を上げていることから評価できる。
○京都芸術センターとの連携による「新進芸術家育成事業」は、国際的に活躍す
るアートディレクターとアーティストを講師として招聘して行う若手芸術家育成
プログラムであるが、招聘講師による特別講演会、トークイベント等を実施し、
地域社会の芸術文化の発展にも寄与している。このほかにも、貴大学では、伝統
音楽公開講座や日仏両国の学生によるデザイン展を開催するなど、京都の文化的
08社会連携・
土壌に根ざしながら、総合芸術大学としての強みを生かした、国際交流事業を含
社会貢献
む多方面にわたる充実した社会連携・社会貢献活動を展開していることは評価で
きる。また、広報業務経験者を採用し、「ギャラリー＆コンサートガイド」の新
規発行をはじめ広報誌やホームページの充実を図るほか、パブリシティを積極的
に行うなど、広報活動にも熱心に取り組み、イベント来場者数の増加等の成果を
上げていることは評価できる。
○教員業績評価自己申告制度とその評価結果の特別手当への反映、また、個人研
究費インセンティブ制度の導入成果は、教員の資質の向上へ寄与しただけではな
く、個人研究費インセンティブ制度導入前と比較して、科学研究費補助金の申請
03教員・教員
採択件数においても顕著な増加を見せている。また、科学研究費補助金のみなら
組織
ず、クロマグロの完全養殖や国際共同研究に発展したバイオコークスなど、世界
的に注目を集める研究プロジェクトが採択されたことに見られるように、独創的
な研究活動の活性化を生んでおり、評価できる。

3

金城学院大学

大学基準協会

敬愛大学

大学基準協会

○全学部で掲げる教養教育の目標、「幅広い知識と深い洞察力を培い、豊かな人
間関係と確かな主体を確立する」ことを目指し、「共通教養科目」を設け、「人
間性・社会性科目群」「地域性・国際性科目群」「課題設定・問題解決科目群」
「スポーツ・表現活動科目群」など幅広い分野のカリキュラムを編成している。
また、初年次教育の「基礎ゼミ」において、「課題設定・問題解決科目群」を全
04(2)教育課
学部の必修科目に配置し、レポート作成やプレゼンテーションなど、大学におけ
程・教育内容
る学習の基礎修得を図っており、大学全体として教養教育を実施する教育課程を
編成していることは、評価できる。さらに、これらの全学的な教養教育は、「21
世紀教育改革委員会」および「全学共通教育機構」の主導によって実施してお
り、多様な学部を設置する総合大学において、「教学的ガバナンス」を確立して
いることは、評価できる。
○各学部におけるＦＤ活動は盛んに行われており、たとえば法学部では、特色あ
る授業への取り組みを共有するために授業をビデオ撮影し、これに基づいて研修
会を開催してビデオ・ピア・レビューも実施するなど、教育改善に活用している
04(3)教育方法
ことは評価できる。さらに、経営学部においては教員間によるピア・レビューの
実施後、参観者によるアンケート結果を報告書としてとりまとめ、担当教員に
フィードバックすることで授業の改善を図っていることは、評価できる。
○さまざまな研究活動や社会貢献等によって確立した「近大ブランド」を、積極
的な広報活動を通じて広く発信したことで、貴大学への関心は受験生のみならず
全国的に高まっている。また、精力的に高等学校訪問を行うなど、受験生の動向
05学生の受け の的確な把握や高・大の接続の促進に努めており、オープンキャンパスにも毎年
入れ
多くの高校生が来場している。同時に、インターネットによる出願などの多種多
様な入試制度改革を実施しており、受験生の志願状況はきわめて良好である。以
上のような、魅力ある大学づくりとそれを伝えていく取り組みは、学生の受け入
れの基盤となる高・大の接続を推進する方策として、評価できる。
○東大阪キャンパスに設置されている「英語村E3［e-cube］」は、さまざまなア
クティビティを通じて異文化に触れ、ネイティブスピーカーと気軽に接しながら
英会話を楽しむことで、英語への興味を促進し、かつ英語力の向上を図る施設で
06学生支援
あり、開設以来、多くの学生が利用している。この施設を活用することで英語を
不得意としていた学生の英語への興味・関心が高まり、英語力が顕著に向上する
など、具体的成果も上がっており、評価できる。
○リエゾンセンターを核とした社会連携では、産・官・学連携の研究および実用
化の取り組みの結果、特許出願・登録数、民間からの受託研究実施件数ともに高
08社会連携・ い実績を誇っている。そのうち、クロマグロの養殖事業は資源減尐の方策として
社会貢献
注目度が高く、将来予想される海洋資源の枯渇とそれに伴う食糧難を防止すると
いう社会的使命に基づき、40年以上にわたって継続的に実用化を目指した研究に
取り組んでおり、実学を重視している大学としての特色であり、評価できる。
○国際情報学部では、１年次の春休みに全学生が海外でインターンシップなどを
行うＫＩＴ（Kinjo International Training）プログラムや大学で学んだ知識を
有効に使う方法を実社会で学び、社会に通用する実践力を身に着けるため、企業
04(2)教育課
やＮＰＯ団体等と提携したキャリア志向の８つのＥＸＰ（エキスパートプログラ
程・教育内容 ム）などを整備している。学生がキャンパスを離れ、社会で自分自身を見つめな
おし、現場でより高い専門性やスキルを身につけることができるプログラムが充
実していることは、学部の学位授与方針の実現に向けた取り組みであり、評価で
きる。
○薬学部の初年次教育である「薬学ＰＢＬ」では、１年次生を小グループに分
け、各グループに２年次生がチューターとして参加することにより、学生同士で
04(3)教育方法 学び合う仕組みを形成している。チューターとなる２年次生に対しては指導教員
により綿密な指導がなされており、学生同士が相互にコミュニケーション能力と
問題解決能力を高める教育方法となっていることは、評価できる。
○「キャリア支援センター」では、入学時から利用できるキャリア相談コーナー
「キャリエール」を2005（平成17）年度から導入し、キャリアカウンセラー資格
を持ち正課授業のキャリア開発教育科目の講師も務める卒業生が主に相談に応じ
ている。また、就職活動を終えた４年次生による「就活サポーター制度」、キャ
リア開発教育科目教材「Ｋノート」、学生などの相談記録や指導記録を確認でき
06学生支援
るキャリア支援ツール「Ｋ－カルテ」の導入・活用など独自の取り組みを進めて
おり、就職支援だけに留まらず学生のキャリア形成、進路選択を支援する組織
的・体系的体制を整備している。その結果、一定の就職率を達成し、全学年対象
の学生アンケートでは利用者におけるキャリア支援全般に対する評価は高い満足
度を示しており、評価できる。
○2010（平成22）年より新たな「特別研究期間制度」を導入し、大学全体で毎年
15名の教員が半期の研究期間を確保することが可能となった。従来運用されてい
07教育研究等 た制度に比べ、まとまった研究期間を取得しやすくなっている。とりわけ、若手
環境
教員の取得を優先している制度であり、多くの若手教員が当該制度を積極的に利
用し、成果を上げている。研究時間の確保、研究意欲向上さらには若手教員の人
材育成にもつながっている点において、評価できる。
○大学独自に地元を中心とした企業へのアンケート調査を実施し、地元産業界の
ニーズを分析し、ビジネスにおいて必要とされる資質・能力を６つの指標として
定め、これに対応した人材育成を「“チバイチバン”プロジェクト」として、
キャリアセンターを中心に取り組んでいる。具体的には、正課科目として「キャ
06学生支援
リアプランニング」「キャリアデザイン」等の科目を設け、さらに就職環境づく
りとして実践講座や学内選考会を多数開催している。キャリア教育と就職指導を
連携させて、進路支援体制の充実を図っており、就職希望者数および就職者数の
増加、就職実績においても効果を上げている点は評価できる。

4

敬和学園大学

大学基準協会

神戸海星女子学
院大学

大学基準協会

神戸親和女子大
学

大学基準協会

相模女子大学

大学基準協会

札幌学院大学

大学基準協会

○入学前から卒業まで正課内外において学生がキャリア意識を持つための支援体
制を整備している。入学前教育としてすでに就職が内定している４年次生の体験
談を聞く機会を設け、１年次ではキャリアサポート課を訪ねることを必須化し、
４年間のキャリア・プランニングを考える機会を設けている。また、２年次以降
06学生支援
にはマナー講座や適性検査などに加えて「キャリア開発入門」などの授業を通じ
て自己分析、情報収集など就職活動に向けて順次的、体系的に学べる各種支援講
座を準備している。多くの学生がこれらのプログラムを利用し、進路選択の一助
となっているなど、こうした取り組みは評価できる。
○貴大学は、地元住民の生涯学習の場であるオープン・カレッジの定期的な開講
や新発田市の朝市である十二斎市の復活、阿賀北地域の地域振興と文学による人
材発掘を目的とした文学賞「阿賀北ロマン賞」の実施、市民スタッフと学生の共
同経営カフェ「まちカフェ・りんく」の運営などを通じて、地域密着型の大学と
08社会連携・ して地元自治体・企業、地域社会との連携の構築に積極的に取り組んでいる。特
社会貢献
に2008（平成20）年に開設した「まちカフェ・りんく」は、地元住民にコミュニ
ティ・スペースを提供するとともに、学生のフィールド型アクティブ・ラーニン
グの場となっている。これらは「中・長期計画（ロードマップ２）」に掲げる
「隣人に仕えるための地域社会への貢献」を十分に反映し、大学の理念やヴィ
ジョンを具現化するもので評価できる。
○卒業する学生全員に求められる人格的素養を、「KAISEIパーソナリティ」とい
う形で明示しており、学生があらゆる側面でこれを振り返る機会を設けている。
たとえば、これを踏まえた項目に沿って学生が具体的な目標を立て、その到達度
を振り返る「マンツーマン指導カルテ」による指導や、「KAISEIパーソナリ
ティ」への理解を深める「海星学Ⅰ・Ⅱ」の配置、そして「人間学２」の授業で
01理念・目的
は、こうした素養をさらに細分化させ、学期開始時と終了時における学生の自己
評定の変化を調査・分析している。さらに、シラバスでは、各科目との関連性を
明示している。以上のように、多様な取り組みを通じて「KAISEIパーソナリ
ティ」を学内に浸透させており、学生各自の自覚を促す人格の形成に資してお
り、評価できる。
○小学生に対する児童英語教室を行う「キッズイングリッシュ」を公民館や小学
校で毎年開催しており、小学校における英語の授業が必修化された現在では「海
星キッズイングリッシュプログラム」として、幼稚園や小学校、こども英会話教
室で活躍できる専門家を育成するプログラムの実習の場にもなっている。また、
08社会連携・
心理こども学科の「母と子のふれあいひろば」では、教員の指導のもとで学生が
社会貢献
企画・準備した運動、遊び、製作、読み聞かせなどのイベントを実施しており、
地域の子育て支援を通じて学生の教育の一環となっている。以上のように、社会
連携・社会貢献を通じて学生が直接現場を体験することができ、大学や学部・学
科の特色を生かした取り組みは評価できる。
○神戸市と連携しての子育て支援は、未就園児が幼稚園や保育園での生活に円滑
に移行するための準備段階を提供する場として重要な社会的役割を担っており、
08社会連携・
地域事情に根ざした社会貢献活動として着実に成果を残している。また、支援に
社会貢献
係わる学生にとっては、その活動を通じて実際に幼稚園や保育園での保育に携わ
ることへの理解を深めることができる点で大きな意義があり、評価できる。
○貴大学の理念・目的に基づき全学的に生涯学習に注力している。さらに、2012
（平成24）年度には、より一層の地域からの要請に応えるため「社会連携推進
室」を設置し、発展的な社会連携・社会貢献活動を行っている。具体的には、
08社会連携・ 「相模原・町田大学地域コンソーシアム（さがまちコンソーシアム）」へ参画し
社会貢献
ている。また、地域の他大学と連携し「さがみアカデミー」といった多数の生涯
学習講座を展開するほか、より多くの受講生に講座を提供するために新たな制度
として「まなびのパスポート」制度を導入している。貴大学が地域の中核となっ
て教育・研究の結果を社会へ還元していることは、評価できる。
○各学部・学科では、アカデミック・アドバイザーをはじめとする関係教職員
が、学生の成績（卖位履修状況やＧＰＡ）、履修登録状況、出席情報、指導履歴
04(3)教育方法 等を共有するための電子化した学生指導シート「はぐくみ」を利用することを通
じて、教職員が連携した組織的なサポート体制を構築し、きめ細かな修学指導に
取り組んでいることは評価できる。
○2011（平成23）年度から３カ年計画で取り組んでいる「学生参加型ＦＤ」で
は、「学生環境を変えるという観点」「学生を変えるという観点」「教職員を変
えるという観点」から、学生と教員が協力・連携し、学生が主体となって教員の
04(3)教育方法
教育活動を紹介する映像コンテンツの作成や、授業の映像を収録したうえでその
分析と教員へのインタビューを行うなどさまざまな活動を実施しており、評価で
きる。
○障がい学生の受け入れと支援が非常に充実している。特に、学生が主体となっ
て、ノートテイク・パソコンテイク等を行っている「バリアフリー委員会」の活
動は、貴大学の「自律」「人権」「共生」「協働」の理念を具体化するものであ
り、自ら課題解決に取り組む力や共生社会の担い手を育てる点において、教育目
06学生支援
標にも合致している。さらに、独立行政法人日本学生支援機構による「障害学生
修学支援ネットワーク事業」の拠点校や「日本聴覚障害学生高等教育支援ネット
ワーク」の連携機関と認定されていることからも、日本の高等教育機関における
障がい学生の受け入れと支援の充実に寄与する取り組みとして評価できる。

5

至学館大学

大学基準協会

情報科学芸術大
学院大学

大学基準協会

駿河台大学

大学基準協会

聖学院大学

大学基準協会

聖カタリナ大学

大学基準協会

聖路加国際大学

大学基準協会

○「社会連携センター」の「札幌学院大学コミュニティカレッジ」は、これまで
の受講者総数が２万人を超え、地域社会の生涯学習機関としての役割を担ってお
り、公開講座とともに、社会との共生に努力している。また、留学生を対象とす
る「日本語教育・文化プログラム」では、中心となる日本語教育に加え、日本の
08社会連携・ 文化体験や道内の地域体験学習などを取り入れることで、参加した学生が翌年度
社会貢献
交換留学生として再来学するケースや国際交流協定校の増加という成果に結びつ
いている。さらに、「心理臨床センター」は、地域住民を対象とした心理教育相
談のほか、定期的に「こころの健康」をテーマにした市民講座を開催しているな
ど、総じて貴大学では活発な社会連携・社会貢献が行われていると認められるこ
とから評価できる
○課外活動支援としてアスリートの競技力向上と学生生活を充実させるための
「アスリートサポートシステム」では、各種のサポートを実施しており、なかで
も「スポーツ栄養プロジェクト」では学生や健康科学研究所の研究員が中心と
06学生支援
なって学内の多数のアスリートに対する栄養サポートに取り組んでいる。これに
より、アスリートとして活躍する学生への支援のみならず、参加した学生の栄養
学への理解・実践力を深めることにつながり、相互に効果をもたらしていること
は評価できる。
○「特別研究」では、学生が主任指導教員に加えて全教員の指導が受けられ、複
数の専門分野を横断的に研究できることを担保し、教員間の教授法の開発にもつ
なげられている。また、「特別研究面談期間」の設定によって、学生が希望する
04(3)教育方法
複数の他分野の教員から幅広い指導を受けられるよう配慮しているなど複数教員
による教育・研究指導体制が整備されており、「科学技術と芸術の融合」という
建学の精神を実際の教育において実現するものとなっているので、評価できる。
○企業との受託研究や共同研究、公開講座やフォーラム、高校生を対象としたさ
まざまな講義、地域連携プロジェクトなどが、県、市、民間レベルで幅広く実施
されているなど、多様な社会連携と社会貢献が行われていることは評価できる。
08社会連携・ たとえば、取り組みを重ねている「岐阜おおがきビエンナーレ」においては、地
社会貢献
域社会を活動の場として大学が有するテクノロジーやアート表現を応用するな
ど、地域に根ざした活動を定期的・積極的に行っており、それらによって、アー
トを通じて科学技術の問題への関心を高めるなど貴大学ならではの社会連携・貢
献の取り組みとなっていることは、評価できる。
○「地域活性化の核となる大学」「地域の知の核となる大学」を目指して、「地
域連携センター」を設置し、大学全体で地域連携を推進する体制を整備してい
る。特に、学生が積極的に地域に出て住民と交流することを目的に「地域イン
ターンシップ（インターンシップⅠ）」「まちプロ」、まちおこしイベントなど
08社会連携・ 多彩な取り組みを実施し、多数の参加者を集めているほか、2014（平成26）年度
社会貢献
からは大学施設の利用許可証として「Ｓカード」を申請者に発行し、容易に大学
施設を活用してもらう取り組みを始め、社会連携・社会貢献活動を充実させてい
る。これら多様な社会連携活動は、貴大学の社会連携に係る方針を具現化し、大
学の知的資源および人的資源を積極的に社会へ還元し、地域社会との関係性を一
層深める取り組みとして、評価できる。
○進路支援に関して、貴大学では、キャリアサポート課を中心に授業科目である
キャリア関連科目との連動も図りながら、きめ細かな指導を行っている。就職活
動が本格化する３年次の12月に、「内定ＧＥＴ講座」と称して、企業の人事担当
者等を面接官役として招き、貴大学の学生と、招待した他大学の３年次生が混成
06学生支援
グループを組み、面接とグループディスカッションを体験している。また、すで
に内定を得ている４年次生で編成される「絶対就職するための研究会」が、９月
末から翌年の２月までの期間、キャリアサポート課の協力を得ながら、３年次生
の就職活動を献身的にサポートしている。これらの講座受講者の就職状況は特に
良好であり、学生の就職活動支援に大いに役立っていることは評価できる。
○健康運動実践指導者の資格取得試験について、本試験１年前から勉強会や模擬
試験、教員による個別サポートを行い、成果が上がっており、資格を取得した学
06学生支援
生が地域住民に対する運動指導のボランティアを行うなど、社会貢献にも生かさ
れていることは、貴大学の理念・目的に照らして、評価できる。
○貴大学の事務職員として、求められる職員像を明確にするため、事務職員全員
から意見を聴取し、「建学の精神」「学生支援」「自己研鑽」の３つの観点か
ら、「ＳＤ委員会」において検討し、その成果を「あるべき職員像」としてまと
09(1)管理運営 め、全事務職員への周知を図っている。この取り組みにより、職員像として、組
織の調和に努めることなどが掲げられたことを受け、事務職員研修会において、
事務組織の連携に関するテーマを取り上げ、職員相互に協力体制を確認するな
ど、実践的な取り組みにもつなげていることは、評価できる。
○教員の資質向上については、貴大学により開発された「ＦＤ・ＳＤマップ」を
基に実施されている。「ＦＤ・ＳＤマップ」は看護系大学のＦＤおよびＳＤの概
念を体系化し、レベル分類に応じた教育能力開発の指標であり、「ＦＤＳＤ委員
会」によりこの指標とＦＤ・ＳＤ活動が連動されている。ＦＤ・ＳＤ活動は年間
03教員・教員
を通じて組織的に取り組まれており、毎年８月には「ＦＤＳＤウィーク」を開催
組織
するなど活発に活動している。これらの組織的な教職員の能力開発は大学の理
念・目的の達成に有効な影響を与えており、研究費獲得や新カリキュラム作成な
らびに大学組織の課題抽出・組織改編など実質的な成果につながっているため評
価できる。
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専修大学

大学基準協会

創価大学

大学基準協会

○高度看護実践者を育成するために、博士前期課程（修士課程）において貴大学
独自の周麻酔期看護学をはじめとする13の上級実践コースを設定し、これらと平
行して、がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン、タンザニアの母子保健改
04(2)教育課
善事業、チームビルディング力育成プログラムなどのプログラムを大学院のカリ
程・教育内容
キュラムと関連づけて実施しており、学位授与方針の「看護実践に携わりそれを
変革していける人材の育成」に一致した教育課程となっていることは、評価でき
る。
○貴大学の図書館は書籍・電子媒体などの質と量の充足に止まらず、研究や教育
との連携にかかわる人材の配置やサービス内容に工夫が図られている。文献の幅
広い検索を可能とするため、国内外の雑誌の可能なものはすべて電子版へ移行さ
れ、13種類に渡る文献データベースソフトを駆使して幅広い検索が可能となって
07教育研究等
おり、さらに文献情報を効率的につなげるリンクリゾルバーを導入することによ
環境
り、迅速に一次資料に到達できる体制が作られている。さらに、担当司書が「リ
エゾンライブラリアン」として組織的に位置づけられ、予約制の「文献検索相
談」や教育・研究への参加などの活動を行っており、図書館を通じた研究環境の
整備が不断に行われていることは評価できる。
○「看護実践開発研究センター」は、ＰＣＣ概念に基づき、社会の健康問題・動
向をグローバルに捉え、看護の視点からいち早く科学的根拠を集積し、市民と
パートナーシップをとりながら看護を提供する方法を開発研究することを目的と
して社会連携・社会貢献に取り組んでいる。その成果は市民に対する直接的な
08社会連携・
サービスや、看護職のキャリア開発支援、海外活動、およびＮＰＯ法人との協働
社会貢献
など多岐にわたり、教育・研究の成果が着実に看護実践の場に還元されている。
さらにこれらの活動は実施後検証され、その結果が次の研究推進につながってい
る。「看護実践開発研究センター」の活動は社会貢献のみならず大学の活動全体
にプラスの連鎖を生んでおり評価できる。
○貴大学では内部質保証の方針を明確に定めたうえで、常設的な「自己評価委員
会」による責任体制のもと、ＰＤＣＡサイクルが確立されており、主要な取り組
みについては外部評価や社会への情報公開等も織り交ぜながら検証を実施してい
る。また、小規模大学のメリットを生かし、「全員が活動に参与する仕組み」を
10内部質保証 構築するために各教職員の目標設定のみならず、全員参加のプロジェクトとして
将来構想の検討を行うなど、改善に取り組んでいる。このように常設的な検証シ
ステムと、全員が活動に参与する仕組みを組み合わせ 、恒常的に改善策が提案
され､それが着実に実行に移される内部質保証システムが機能していることは評
価できる。
○社会知性開発研究センターは、補助金事業に各種プログラムが採択されるなど
継続的な成果を上げており、外部資金獲得による専門的・学際的および総合的な
研究ならびに教育活動に力を入れ、諸領域にわたる研究拠点を整備している。ま
た、各研究拠点は事業期間終了後も、新たな外部研究資金獲得に向けて「学内研
02教育研究組 究プロジェクト」として選定することにより研究体制を継続展開させている。さ
織
らに、研究課題に即した今日的なテーマで国際シンポジウムや公開講座、研究会
等を国内外において随時開催し、先端的な研究を行う研究者による講演とあわせ
て、研究プロジェクトの成果や取り組み内容を広く一般に報告している。以上の
ように、貴大学の21世紀ビジョン「社会知性の開発」に基づき、同センターはこ
れを実現するために積極的な活動を行っており、評価できる。
○地域の事業体・全国的な業界団体や、キャンパスが位置する地域の自治体との
連携強化を図り、方針に沿って、社会連携・社会貢献に関するさまざまな取り組
みを積極的に推進している。特に、川崎市との連携は、都市政策の企画・立案や
施策実施の一部を担う包括的なものとなっており、「ＫＳソーシャル・ビジネ
08社会連携・
ス・アカデミー」では、大学院レベルの講義と地域や街の課題解決に取り組むＮ
社会貢献
ＰＯや企業での現場体験などを提供している。また、千代田区が地域の活性化・
魅力を高めるアイディア・企画の提案を募集する「千代田学」にも、貴大学から
これまでに複数の事業が採択されており、地域において貴大学の社会連携・社会
貢献が浸透している取り組みとして評価できる。
○各授業科目のシラバスにおいて前年度の授業アンケートの結果とそれに対する
担当教員の概括的なコメントを掲載しており、教員自身が授業アンケートをもと
04(3)教育方法
に授業を振り返り、学生とともに授業改善に全学的に取り組んでいることは評価
できる。
○大学全体の共通科目における教育目標を具体化したものとして、学生が何を
知っているかを明示した「知識基盤」、学生は何ができるようになるべきかを明
示した「実践的能力」や知識と能力を用いて何を行おうとするのかを明示した
04(4)成果
「教養ある市民としての資質」からなる８項目のラーニング・アウトカムズを策
定し、共通科目のシラバス上で各科目との関連性を明示している。また、各科目
とそのアウトカムとの対応関係を学士課程教育機構において確認し、達成度の指
標を開発していることは、先進的な取り組みとして評価できる。
○理事会、教職員、学生が大学の運営について協議する「全学協議会」を設置し
ており、全学および学部ごとに定期的に開催し、学費改定案や学生生活にかかわ
06学生支援
る事項等を議案として諮るなどを行っている。このようにして学生が大学運営に
参画し、100円朝食や都市部へのシャトルバスの運行などを実現させていること
から、優れた取り組みとして評価できる。
○図書館の全学読書運動「Soka Book Wave」では、学生が中心となり講演会や読
書展を開催し、読書感想文を大学院学生が添削することで読解力のみならず、文
07教育研究等
章力をも身につける取り組みを行っている。これによって、年間貸出冊数が着実
環境
に増加しているなど図書館の有効活用につながっており、「活字文化復興」を実
現させていることは評価できる。

7

園田学園女子大
学

大学基準協会

拓殖大学

大学基準協会

中京大学

大学基準協会

都留文科大学

大学基準協会

○地域連携推進機構が学内各部署と連携し、社会連携・社会貢献を一元的に推進
しており、なかでも地域に貢献できる人材育成のための生涯学習カリキュラムと
して、総合生涯学習センターの「シニア専修コース」等の取り組みを年々充実さ
せてきたことは、長きにわたって地域と連携してきた証左である。近年では、地
08社会連携・
域からの情報と学生とをつなぐ「まちの相談室」、地域密着型の健康相談の場と
社会貢献
なっている「まちの保健室」等、学生参画型での地域連携にも積極的に取り組ん
でいる。これら多彩な活動は、貴大学が「地域と共に歩む大学」として社会貢献
活動を幅広く推進してきたことを具現化し、地域社会との関係性を一層深める取
り組みとして評価できる。
○学生の海外教育活動を支援する体制づくりのため、「国際交流留学生セン
ター」では、アジアをはじめとする幅広い地域にわたる多数の大学・機関と提携
02教育研究組
して多様な研修や留学プログラムを展開するとともに、留学生別科における豊富
織
な実績などを生かして卒業生による学友会海外連合会の拠点を各国に構えてお
り、建学の精神を具現化するための教育研究組織として評価できる。
○社会連携・社会貢献の方針に基づき、地域と共生し、地域から信頼される存在
を目指し、東日本大震災復興支援活動に継続して取り組んでいる。これまでも多
08社会連携・ 数の学生ボランティアが中心となり、被災地再生事業を展開してきたが、2012
社会貢献
（平成24）年には岩手県釜石市との震災復興支援協定を締結し、今後も学生と大
学が一体となって継続して復興支援に連携・協力する体制を構築していることは
評価できる。
○大学の使命である「国際友愛精神をもって世界の文化の進展に寄与する人材養
成」の観点から、さまざまな社会連携・社会貢献を行っている。なかでも、言語
文化研究所所管の外国語講座は、世界の主要な言語だけでなく、貴大学の専門分
08社会連携・
野を生かした幅広い18ヵ国の言語が学べ、受講者のレベルに応じてコースを選択
社会貢献
できるなど、受講者のニーズをくみ取ったシステムを採用し、年々受講者数が増
加するなど一定の成果を上げている。これによって貴大学の教育・研究の成果を
組織的に社会に還元していることは評価できる。
○スポーツ科学部において、部活動指導に役立つ「スポーツパフォーマンス評価
法」、学校現場の体験に向けた「学校指導実習」「体育実技指導法」等を開講す
04(2)教育課
るなど、教職に関する指定科目以外にも教員としての実践的な指導力を４年間で
程・教育内容
高められるように工夫していることは、教員採用試験の合格率という成果にも結
び付いており、評価できる。
○総合政策学部が１年次生に一定数以上の研究室訪問を義務付けて相談を行う
「オフィスラリー」は、「総合政策プロジェクト研究Ⅰ～Ⅵ」の指導教員選択に
04(3)教育方法 資するだけでなく、社会科学に関する教育を幅広く総合的に行う総合政策学部に
あって、そうした特色を学生が理解し学習を進めるうえで大きな役割を果たして
おり、評価できる。
○ビジネス・イノベーション研究科において、全学共通の授業評価アンケートだ
けでなく、大学院学生および全専任教員へのヒアリング調査、実務家教員全員へ
04(3)教育方法 のアンケート調査を実施し、教育課程全般および個々の科目の教育内容および方
法についての定期的な検討を図っている。これらの取り組みは、新カリキュラム
の導入など実際の改善に生かされており、評価できる。
○名古屋図書館に「ラーニング・スクエア」を設置するとともに、主に大学院学
07教育研究等
生が務めるラーニング・アドバイザーを配置し学生の相談に常時応じられる体制
環境
をとることによって、学生の能動的な学習が進んでおり、評価できる。
○「体育研究所」によるテニス、ノルディックウォーキング、ジュニアスポー
ツ、キッズ・ダンスなどのスポーツ教室の開講、「文化科学研究所」による学外
の自治体との共催講演会を含む各種の講演会・展示会など、教育・研究上の成果
08社会連携・ を学内で共有するにとどめず積極的に社会還元を図っていることや、「エクステ
社会貢献
ンションセンター」による市民の生涯学習への対応など、貴大学ならではの特色
を生かしながら大学と市民との距離を近づけていることは評価できる。また、そ
うした社会連携が「プロジェクト型教育」という各学部における実践教育にもつ
ながっていることは評価できる。
○入試問題出題者が、入試問題の内容を検証したうえ、問題概要・出題意図と採
点ポイント・答案傾向からなる講評を作成し、学科および「入試制度委員会」を
経て大学ホームページを通じて３年間公開している。当該情報の公開は、入学に
あたりどのような知識や思考力が求められているのかを明示する役割も果たして
05学生の受け
おり、公正かつ適切な選抜を担保するとともに、求める入学者を具体的に表明す
入れ
る取り組みとなっている。また、全国各地への多数の高等学校訪問においては、
当該資料を過去問題とともに手渡し、高等学校からの意見を聴取し、作問の参考
資料として用いる等、検証プロセスを機能させながら改善につなげる実直な活動
は、評価できる。
○教員養成系大学として、その知的資源を地域社会に還元することはもとより、
留学生による文化交流の場の設定など、社会連携を積極的に繰り広げており、特
に開設10年目となる「地域交流研究センター」において、ＳＡＴ活動のような学
08社会連携・ 生の教育と地域貢献とを結びつける活動や公開講座等、部門ごとに多様な社会連
社会貢献
携活・地域貢献活動が行われ、組織的かつ継続的に「『教育首都つる』の核」と
しての実績を重ねている。こうした取り組みには、多数の学生が主体的に参加
し、それを通じてさらなる学習意欲や職業意識を醸成しており、教育効果の高さ
の観点からも評価できる。
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帝塚山大学

大学基準協会

東京工芸大学

大学基準協会

東京女子医科大
学

大学基準協会

○学位授与方針に沿って、奈良という地域性を生かした特色ある科目を配置し、
学外実習に重点をおいた学部と研究科の一貫性を保つ教育課程を編成している。
具体的には、人文学部日本文化学科では、基礎科目である「奈良学Ａ・Ｂ」を踏
まえ、年間30回程度開催される学外実習において、奈良を中心とする歴史的建造
04(2)教育課
物や博物館などでの体験学習の機会を設けている。また、人文科学研究科では、
程・教育内容
専任教員によるリレー講義で行われる臨地講義科目として「奈良学特論」を設置
して学生に履修させることにより、学生のその後の研究・調査における視野の拡
大へと結びつけているほか、奈良県立民俗博物館とのインターンシップ協定によ
る現地研修を実施していることは、評価できる。
○従来から実施していた他大学からも定評のあるｅ-ラーニングシステムである
ＴＩＥＳの革新を図り、2013（平成25）年度より、Moodleを活用した電子書籍型
のシステムを開発することにより、学生の学習時間の有効活用に資することで授
04(3)教育方法 業時間以外での予習・復習を促進していることは評価できる。また、このｅラーニングシステムに適した独自の教材を開発するために、「ＴＩＥＳ教材開発
室」を設け、教員の活用を支援する体制が整備されていることで、教育の活性化
を図っていることは評価できる。
○全学教育開発センターを中心に、定期的なＦＤフォーラムを開催し、喫緊の課
題のみならず、カリキュラムマップやカリキュラムツリーの作成に取り組むなど
学生の学習成果に注目した取り組みを行っていることは評価できる。また、同セ
ンター主催による定期的な「公開授業週間」の設定や授業改善アンケートに加
04(3)教育方法 え、通常授業を高校生が大学生と一緒に受講し、事後にアンケートをとるという
「高校生からの授業評価を受ける試み」を行っており、これらをもとに授業運営
に役立つ取り組みや工夫を集めた「ティーチング・ティップス集」としてとりま
とめ教員に配布していることは、授業改善を効果的かつ有効的に促進する取り組
みであり、評価できる。
○学生支援の方針に基づき、学生が自ら考え、行動することを促進するため、２
つのキャンパスに学習支援室を設置し、教員による個別学習・個別相談のほか、
資格取得等の正課外活動を支援する仕組みが整備されている。また、奈良・東生
06学生支援
駒キャンパスではアクティブ・ラーニング・スペース「Ｃ３（シーキューブ）」
や「地域交流サロン」が開設され、学生の自主的なグループ学習に積極的に活用
されており、正課外にも学習時間を確保する支援につながっていることは評価で
きる。
○創立50周年を機に地域連携にかかわるいくつものプロジェクトを進め、経営学
部では企業との連携による商品化を実現しているほか、現代生活学部や心理科学
研究科が中心となって「子育て支援センター」「心のケアセンター」を地域住民
08社会連携・ に広く開放している。また、考古学研究所、附属博物館では、地域の特性を生か
社会貢献
した多くの公開講座を開催し、知を還元することにより社会への貢献を図ってい
るほか、外国人留学生を語学講師として派遣し、地域密着型の国際交流を行って
いる。これらの活動は、特定の分野に偏らず多方面にわたっており、貴大学の教
育研究活動の成果を広く地域社会へ還元するモデルとして、評価できる。
○工学研究科において、文部科学省「私立大学学術研究高度化推進事業」の採択
を契機として、４研究センターを工学研究科の附置研究所として設置し、新たな
02教育研究組
技術を生み出すための拠点形成がなされ、国内外で多くの学術論文を発表するほ
織
か、国内外の学術機関と活発に交流をするなど、教育研究上の大きな成果を上げ
ていることは評価できる。
○社会連携・社会貢献に関する方針として「学校法人東京工芸大学産学官連携ポ
リシー」を制定し、当該方針に基づき、多様な地域貢献活動を展開し、特に教員
08社会連携・ がその専門性を生かして、積極的に各自治体・団体に委員や評価員・審査員とし
社会貢献
て加わるほか、共同研究や受託研究を活発に進めており、社会連携・社会貢献活
動を組織的かつ活発に展開していることは、教育・研究の成果を社会に還元する
取り組みとして評価できる。
〇医学部において、教育課程・内容の検証の一環として2012（平成24）年度に医
学大学が国際的基準として持つべき基本的水準として定められている教育プログ
ラム、学生、教員、教育資源などの項目について、カリキュラムの質を高めるこ
04(2)教育課
とを目的として世界医学教育連盟の地域部会である西太平洋地区医学教育連盟
程・教育内容
（Association for Medical Education in the Western Pacific Region :
AMEWPR）の国際外部評価を受審し、グローバルレベルのカリキュラムの質保証に
取り組んでいることは評価できる。
〇看護学部では生涯にわたるキャリア形成サポートの一環として、「キャリア発
達論Ⅰ～Ⅳ」を４年間にわたり必修の授業科目として編成している。学生はこの
授業の中でキャリア発達の基盤となるセルフケア能力や自己開発能力を身につけ
04(2)教育課
るとともに、先人のキャリアから自分のキャリアの方向性を学ぶなど、授業の過
程・教育内容 程で自己の生活を見直すとともに、自己のキャリアを見通すことができるよう組
み立てられている。さらに、組織行動論から組織の一員としての人間の行動のみ
ならず、チーム医療における協働についても学ぶことができるよう工夫されてい
ることは評価できる。
〇医学部において、長年にわたり学生が主体的に学習を行うための教育方法とし
てテュートリアル方式による実習・学習を行っており、人間関係教育の一端を担
う重要な役割を負っている。この教育方法を発展させるとともに、支えるため
04(3)教育方法 「テュータ養成プログラム」を実施するとともに、「テュートリアルのガイドラ
イン」をマニュアル化し、その評価方法等についても教員全体で研鑽が重ねられ
ている。これらの取り組みにより、テュートリアル方式の教育は貴学部の教育方
法の１つとしてカリキュラム全体に深く根づいており高く評価できる。
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同志社女子大学

大学基準協会

○学位授与方針に掲げた学習成果を、貴大学の英語名にちなんで「ＤＷＣＬＡ
10」として分かりやすく示し、「卒業までに身につけてもらいたい10の力」を明
確にするとともに各科目と「ＤＷＣＬＡ10」との関係を明確にし、教育課程とし
て学生が認識しやすいように工夫している。これにより、学位授与方針に対する
理解が十分に定着し、学生が専門知識に加え基礎的･汎用的能力の重要性を認識
し、よりいっそう主体的に学習を進めることにつながっていることから、評価で
きる。
○表象文化学部英語英文学科において、伝統科目である、３年次の
「Shakespeare ProductionⅠ・Ⅱ」、４年次の「Shakespeare ProductionⅢ」は
３年次で講読したシェイクスピア作品や習得したその時代背景、戯曲の精読とセ
リフの音声訓練を生かし、４年次に一般公開の形で原語（16世紀の英語）上演す
04(2)教育課
るだけでなく、アシスタントディレクター、キャスト、スタッフなど、すべての
程・教育内容
役割を学生が主体的に取り組んでいる。これらの体験により、同学科の教育目標
の達成に資するだけでなく、「ＤＷＣＬＡ10」にあげられた創造力、プレゼン
テーション力、コミュニケーション力、リーダーシップおよび積極性、協調性、
責任感を養うのに寄与しているので、評価できる。
○学生主体の支援活動として、新入生（リトルシスター）に上級生(ビッグシス
ター)を紹介する制度が根づき、多くの学生がこれに参加している。ビッグシス
ターがリトルシスターに学生生活全般や修学（履修登録等）に関するアドバイス
06学生支援
を行うことにより、リトルシスターは、不安を軽減することができ、さらにビッ
グシスターをロールモデルとして就職活動等を行うことも多く、また、ビッグシ
スター自身の成長にもつながっていることは評価できる。
○貴大学の教育理念のひとつである「キリスト教主義」に基づき、社会福祉法人
でのワークキャンプ、提携機関の複数の病院等においては定期的な院内コンサー
ト、児童養護施設や保育園（所）でのボランティア活動等を学生が主体的に行
08社会連携・ い、日常の礼拝（チャペルアワー）で、その活動内容を共有している。また、協
社会貢献
働・連携を求める外部からの要請に応じることなどを実現するために、「ボラン
ティア活動支援センター」を設置することが決まるなど組織的な支援の強化を
図っている。これらのことは、社会貢献の取り組みとして優れたものであり、評
価できる。
○学長の下で、理念・目的の適切性の検証を行い、2010（平成22）年に「東洋大
学の教育理念」と「東洋大学の心」を「建学の理念」としてまとめている。理
念・目的の周知については、計15冊からなる『東洋大学史ブックレット』を活用
した自校教育をはじめ、冊子『井上円了の教育理念』の発行、およびこの冊子の
読者を対象とする大規模な作文コンクールの実施などの諸活動にその成果をみる
01理念・目的 ことができる。さらに、2012（平成24）年には、それらをもとに「地球規模の視
点から物事を捉え、自らの未来を切り拓くことのできる人」と定義される「グ
ローバル人財の育成」という教育目標を時代に即して定め、グローバルリーダー
の集うアジアのハブ大学を目指して、冊子『井上円了の教育理念』の英語版を作
成するとともに、この教育目標を各学部の教育課程に具体的に実現していること
は評価できる。
○理工学部では、国際社会の中の工学系分野での運用能力に教育目標を絞り、能
力別のクラス分けによる授業開講や海外研修プログラムなどの工夫がなされてい
04(2)教育課
る。このような取り組みにより、国際社会の中で必要とされる運用能力に対する
程・教育内容
学生の学習意欲が向上し、海外語学研修に参加する学生数や英語学習支援室での
相談数が増えていることは評価できる。
○総合情報学部では、「専門科目」において演習科目を多数配置するとともに、
学問領域を超えて共通の課題について教員と学生が共に教え合い、学び合う教育
04(2)教育課
活動を推進するための「総合ゼミナール」を１年次から開講している。こうした
程・教育内容 教育課程の構造を示すために、「開講科目系統図」や冊子『総合情報学キーワー
ド』を作成して動機づけを行い、文理融合をはじめとする異分野融合に積極的に
取り組んでいることは評価できる。
○ＦＤ推進センターとＦＤ推進委員会を中心とした全学あげての組織的な活動、
学部卖位のＦＤ活動の全学的な共有化の取り組み、任期制助教を採用して新しい
教育プログラムを展開するという特色ある活動など、各授業科目での「ToyoNet04(3)教育方法
ACE」活用によるアクティブ・ラーニングの推進を含めて、大規模大学として一
丸となって教育改善に向けて多彩な活動を展開し、大学教育の活性化と教育力向
上を図っていることは評価できる。
○国際地域学部においては、英語による授業を展開し、「ランゲージ・セン
ター」や「グローバル・オフィス」に契約制英語講師やグローバル人材育成事業
特任教員を配置し、アカデミック・ライティング等の個別指導を行うなど、語学
04(3)教育方法
教育、海外研修の充実化を図っている。さらに、英語による授業運営のノウハウ
を蓄積するために、英語による講義技術の向上を図る研修会を開催し、グローバ
ル化に対応した教員の教育力向上を図っていることは評価できる。
○すべてのキャンパスにおいて、学生の能力に応じた補習・補充教育、プレゼン
テーションスキルアップ、レポート作成指導、その他の学習相談（場合によって
06学生支援
は就職相談）も行う学習支援室が設置されている。その利用率は高く、さまざま
なニーズに応えているとの学生からの声にも現れているように、学生への学習支
援として有効に機能していることは評価できる。
○授業の空き時間や長期休暇を利用して学習できる「毎日レッスン！実践英会
話」「夏期英語集中講座」「春期英語集中講座」「ＴＯＥＩＣⓇＵＰ講座」と
06学生支援
いった正課外教育の講座を整備し、学部を問わず学生の語学力の向上と学習意欲
に応える場を提供していることは「語学の獨協」というにふさわしい取り組みで
あり、評価できる。
04(1)教育目
標、学位授与
方針、教育課
程の編成・実
施方針

東洋大学

大学基準協会

獨協大学

大学基準協会

10

獨協大学

大学基準協会

長崎県立大学

大学基準協会

中村学園大学

大学基準協会

新潟県立大学

大学基準協会

新潟工科大学

大学基準協会

○キャンパス全体で省エネルギーや環境保全に適合した設備・備品の導入に取り
組んでおり、使用電力の削減等を達成している。これは、2010（平成22）年に新
07教育研究等 設した東棟が「国土交通省住宅・建築物省ＣＯ２推進モデル事業」に採択された
環境
ことにも示されるように、優れた取り組みであり、貴大学の環境への姿勢を明示
した「獨協大学環境宣言」や教育研究環境等の整備方針が具体化されたものとし
て評価できる。
○毎年度実施している「学生による教育環境改善のためのアンケート」では、教
務課や図書館、各センターの窓口対応や学生食堂等の教育施設等に対する学生の
07教育研究等 満足度や意見の調査が行われており、その調査結果を「自己点検運営委員会」お
環境
よび「事務局自己点検・評価委員会」が主体となって検証し、問題に対する改善
方法とその実行スケジュールが策定され、かつその後の改善結果を検証する仕組
みが制度として確立している点は、評価できる。
○看護栄養学部が中心となる「多種職協働による在宅がん医療・緩和ケアを担う
専門人材育成拠点」事業は、2012（平成24）年度文部科学省「大学間連携協同教
育推進事業」に採択されたことに示されているように、長崎県内の３大学や自治
体・職能団体とコンソーシアムを形成し、大学間卖位互換の講義・演習・実習を
04(2)教育課
含めた協働教育を行っている。こうした活動の企画・運営・実施には困難を極め
程・教育内容 ることが予測されるなかで、大学と地域との連携によって循環型の人材育成を行
う体制のもとで、豊かな人間性を涵養する教育内容を整えている。以上のような
取り組みは、「食の知識が豊富な看護師、医療や看護の知識が豊富な管理栄養士
として、『チーム医療』の一員として活躍できる」という看護栄養学部の学位授
与方針に定められた学習成果の達成を実現するものとして評価できる。
○大学内に設置された医療施設「栄養クリニック」では、地域住民の健康増進を
目指し、栄養摂取の改善や生活習慣の是正による肥満指導・健康管理指導を実施
している。また、同施設は、栄養科学部における早期臨床教育、学外臨地実習等
にも活用しており、学生の学習意欲の向上と実践力の育成に資する役割も担って
08社会連携・
いる。また、学生食堂「食育館」では、健全で豊かな食生活を送るために必要な
社会貢献
「食事の自己管理能力」を養う場として、学生だけでなく、地域住民をはじめと
する一般にも開放しており、公開講座なども開催している。さらに、薬膳科学研
究所では、薬膳の観点から食育に関する独自の提言を発信している。以上のよう
に、貴大学の目的に沿った積極的な地域貢献を実施していることは評価できる。
○「環日本海圏新潟発の多文化リテラシー教育」というコンセプトのもと、新潟
県という地域における国際性に焦点を当て、英語を中心とした語学力と現代人と
しての豊かな教養を身につける教育課程を編成していることは評価できる。なか
04(2)教育課
でも、国際地域学部における大学の理念を体現する「国際学」「新潟学」などの
程・教育内容 グローカルな視野を養う科目群やＡＣＥ（Academic Communicative English）プ
ログラムによる集中した英語教育、新潟県と関係の深い国の言語（中国語、韓国
語、ロシア語）を専門的に学ぶことができる点は特徴的なものとして評価でき
る。
○専任教員がアドバイザーとなり、１人あたり４～５人の学生を指導するアドバ
イザー教員制度等により、履修・進路ガイダンスを個別指導によって、尐人数教
育による個々の学生の要望を丁寧に聞き取る学修指導を行っていることは評価で
04(3)教育方法 きる。また、「英語で学ぶ」ことを目的とした「ＥＭＳモジュール」によって、
この尐人数教育の特長を生かし、学生の主体的な学修を引き出す密な双方向授業
を実施しており、国際地域学部を中心として多数の学生が意欲的に語学力の習得
に取り組んでいることは評価できる。
○学生の語学学習施設としてＳＡＬＣを整備し、専門の英語メンターを配置する
ことで、学生１人ひとりに対して懇切丁寧な指導を行い、学生の自主的な語学学
習を支援するとともに、語学教育および語学学習支援を全学的に推進しているこ
06学生支援
とは評価できる。特に、英語メンターは個々の学生に応じて語学検定試験や留学
等に関してきめ細かなアドバイスをしており、学生からも高い信頼を得ているこ
と、その結果、極めて多くの学生がこの施設を利用していることは評価できるも
のである。
○大学の基本理念の１つに「地域性の重視」を掲げており、中期目標、中期計画
に「地域や社会との連携・協力」「産学官連携の推進」に関する明確な方針が定
められている。この方針に従い、地元商店街の活性化の取り組みや行事・企画へ
08社会連携・
の参画、低所得世帯の子どもたちへの教育支援、障がい者の活動支援など幅広く
社会貢献
多様な社会貢献、地域交流が行われていることは評価できる。とりわけ、これら
の活動には多くの学生がボランティアとして主体的に参加し、中核となって活動
を支えていることは評価できる。
○原子力耐震・構造研究センターは、柏崎市に立地する貴大学ならではの取り組
みに努めており、原子力安全に係る耐震・構造等の分野についての研究やその成
果の発表、国内外の技術者向けの耐震安全研修などを行っている。特に、津波・
02教育研究組
地震に対する原子力防災システムや安全・安心に係る情報伝達研究では、国際原
織
子力耐震安全シンポジウムを開催したり、学生、柏崎市、住民も関わっての情報
収集・分析を行ったりしている。これらの活動は、市民へのフィードバックや教
育の強化につながっており評価できる。
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新潟青陵大学

大学基準協会

新潟薬科大学

大学基準協会

日本赤十字北海
道看護大学

大学基準協会

福岡女学院大学

大学基準協会

藤田保健衛生大
学

大学基準協会

武蔵大学

大学基準協会

○地元自治体、商工会議所、企業等との緊密な連携体制を構築するため、全学的
な産学交流のワンストップサービスの窓口として、地域産学交流センターを中心
に、常に地域からの要請の精査を行っている。その上で、具体的には柏崎市と協
08社会連携・ 力し市内商店街の活性化を図るため、空き店舗に「まちかど研究室」を設置し、
社会貢献
地域経済の発展を目指す取り組みをはじめ、企業との産学交流会の開催や社会人
教育等着実に実績を残している。さらに、同センターでは、年度ごとに取り組み
を検証し、大学の理念を実現するための社会貢献を、全教員へのフィードバック
を含めて組織的かつ継続的に行っていることは評価できる。
○社会連携・社会貢献の中心的な役割を果たしている「エクステンションセン
ター」では、教養やＩＴに関する地域住民を対象とした公開講座、介護や教員免
許更新に関する専門職向けの講座を開設しており、とくに公開講座では幅広い年
08社会連携・
代、職業の地域住民が受講し、高い満足度を得ている。さらに、産・学あるいは
社会貢献
官・学連携にも積極的に取り組んでおり、地元民間放送局との共催講座や新潟市
市民公開講座を継続的に開講していることは、貴大学の持つ知的財産を広く社会
に還元する取り組みとして評価できる。
○大学職員の職能開発として、学内研修だけでなく、学外の「合同ＳＤ研修会」
への参加、異なる分野を持つ他大学との合同職員研修や職員相互派遣を行ってい
09(1)管理運営 る。また、ジョブローテーション制度の導入や各課による前年度業務報告会と翌
年度方針発表会を定例業務として行うことで、課を超えた事務組織全体の活性化
につながっており、評価できる。
○全学的に導入しているＩＣＴを活用した修学支援システム「Portal-NUPALS」
は、とりわけ、薬学部において講義音声や授業資料の収載、５年次の臨床実務実
04(3)教育方法 習における学習ポートフォリオの管理、国家試験対策など、学生の予習・復習リ
ソースとして整備・活用しており、学生の自発的な学習の促進につながっている
ことは評価できる。
○貴大学と地域をつなぐ拠点として、３つのセンターを設置し、「教育連携推進
センター」では中高生にむけた講座を開講して若年層へ「理科」の関心を高める
取り組みを行うほか、「高度薬剤師教育研究センター」は卒業生だけでなく地域
08社会連携・ の薬剤師を対象として「薬剤師生涯教育プログラム」や研修会を実施し毎年500
社会貢献
名を超える参加者を集めている。また、「産官学連携推進センター」は産業界や
地域の自治体等と共同研究を活発に行っており、それぞれのセンターが地域社会
や産業界のニーズを把握して、その機能を発揮し、効果をあげていることは評価
できる。
○「看護学の教育・研究に関する開発を行い、実践を通して地域へ貢献」という
方針に基づき、卒業生および地域の保健師・助産師を対象とした継続教育、地域
から要請のあった講演会・講義への講師派遣を行っている。さらに、「赤十字と
ボランティア活動」等の科目の一環として、学生・教職員が継続して東日本大震
08社会連携・
災における被災地支援として、子供たちの学習支援を年２回（春・夏）行い、そ
社会貢献
れに伴う学生の被災地までの交通費・宿泊費を大学が負担している。また、「北
見国際技術協力推進会議」との連携事業として、ＪＩＣＡの研修生受け入れやモ
ンゴル国への教員派遣を行っている。これらのことは、社会連携・社会貢献とし
て評価できる。
○貴大学では、学長を委員長とする「ブランディング推進委員会」を組織し、他
大学への視察や卒業生を含めた大規模なアンケート調査に基づき、研修会の開
催、メールマガジンの発行、議事録の公開等を通じて全教職員を挙げての理念・
01理念・目的
目的の検証に積極的に取り組んでいる。これらの活動から「大学の理念･目的」
「学院聖句」「ヴィジョン」を一体化した大学シンボルマークを決定するなどの
一連の取り組みにより、教職員の一体化を促進したことは、評価できる。
○人文科学研究科臨床心理学専攻では「１泊２日の定期合宿研修会」を実施し、
大学院学生に日頃の実習成果を発表する機会を設けている。研修会には、修了生
も参加し、学内外における実習について、情報を共有し、助言を得られること
04(3)教育方法
で、学生の実習計画や取り組む姿勢をさらに強化しているほか、学生間の引き継
ぎを円滑に行うことで、実習先における事故やクレームを減らすなどの効果を上
げており、評価できる。
○大学所在地である豊明市と包括協定を締結し、地域のニーズ把握に基づく３つ
のテーマ「災害・子育て・高齢者」に焦点をあてた種々の貢献活動に積極的に取
08社会連携・ り組んでおり、地域の保健医療福祉の充実と発展に資する活動として評価でき
社会貢献
る。加えて、社会貢献活動を「アセンブリ活動」の一環として教育課程にも組み
込むなど、学生・教職員を含む全学的な取り組みとして社会連携・地域貢献を位
置づけている。これらは社会連携・社会貢献として評価できる。
○武蔵大学の前身となる旧制武蔵高等学校（1922（大正11）年開学）設立に際し
て定められた教学の基本理念「三理想」を受け継ぎ、現在に至るまで教学の基本
理念として重視しつつ、社会状況により適合したかたちでその実現を図る努力が
なされている。この理念・目的の浸透を図るために2011（平成23）年度に授業科
01理念・目的
目「学園史100 年プロジェクト」を新設し、2022（平成34）年の武蔵学園創立
100 周年に向けて、毎年度、授業を受講した学生が10 年分ずつの大学史を作
成・刊行するという取り組みは、ユニークであり、学生の大学への帰属意識や自
覚を高めるものとして評価できる。
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明治大学

大学基準協会

○「ゼミの武蔵」の教育の伝統を受け継ぎ、４年間のゼミナール教育の集大成と
して専門ゼミナールの成果を競う経済学部の「ゼミ対抗研究発表大会」や社会学
部の「卒業論文・卒業制作発表大会」（シャカリキフェスティバル）を実施して
いる。また、人文学部においても、専門教育と外国語教育を統合した「コミュニ
04(3)教育方法 ケーションゼミナール」を行うなど各学部において特長的な取り組みが認められ
る。さらにこの活動をより発展させて、３学部合同ゼミナール「学部横断型課題
解決プロジェクト」において課題解決型学習を実践するゼミナールを中心とした
教育を提供し、建学の精神の「自ら調べ、自ら考える」ことを軸とした教育を実
践していることは評価できる。
○学生が自律的な学習や正課授業で修得したことをより実践的なものへと高め、
学生生活の充実や学生の成長に資するために、学生が主体となって、さまざまな
学生支援の取り組みを行っている。なかでも外国語教育センターが開設している
「ＭＣＶ」において尐人数英会話レッスンや参加体験型英語学習プログラム、各
06学生支援
種イベント等を企画・実施していること、また、「社会実践プロジェクト」では
学生が主体となって、オープンキャンパスでの大学紹介を行う「武蔵ＴＶ」の生
放送や公益社団法人ＡＣジャパン主催「公共広告ＣＭ学生賞」への出品等の積極
的な活動が行われていることは評価できる。
○貴大学の「地域住民等の社会人への学習の機会の提供を充実させる」という明
確な方針に沿って、「公開講座」や夜間に開講される「イブニングスクール」、
地域への専門的かつ体系的な学習の機会を提供する「練馬区武蔵大学特別聴講生
08社会連携・
制度」や「図書館セミナー」「土曜講座」「大学図書館の開放」など、地域住民
社会貢献
を対象としたさまざまな活動が行われており、これらは社会連携・貢献に対する
意識を教職員間で共有したうえで実施されている。参加者も多く、開催後に次へ
向けたニーズの把握・改善等のフィードバックも行われており、評価できる。
○４つのキャンパスを有する総合大学を同一の理念・目的で横断的に組織するた
めに、研究・知財戦略機構、国際連携機構、社会連携機構の３つの機構が設置さ
れている。特に、国際連携機構では2009（平成21）年に「国際化拠点整備事業
（グローバル30）」の採択を受け、国際的な教育交流と学術・研究交流プログラ
02教育研究組
ムを展開し、留学生の派遣・受け入れの大幅な増加、４キャンパスを横断した留
織
学生の学修・生活・キャリア支援体制の整備や国際交流ラウンジによる学生同士
の交流の促進などにおいて、高い成果を上げている。これらの機構の仕組みは、
複数のキャンパスを有する他大学の教育研究組織のモデルとして優れたものであ
り、評価することができる。
○学長のリーダーシップのもとで、「次代を拓き、世界へ発信する大学」として
国際化の進展に全学を挙げて取り組み、学部間共通科目「国際教育プログラム」
04(2)教育課
に加えて、「国際協力人材育成プログラム」「日本ＡＳＥＡＮ相互理解プログラ
程・教育内容
ム」「グローバル人材育成プログラム」等が設置され、学生に多様かつ重層的に
国際化に向けたプログラムを提供していることは評価できる。
○「『個』を強くする大学」という教育理念に基づき、「ＳＲに基づく具体的な
尐人数教育の全学的な実施」を目指し、各学部・研究科の特色を生かしたさまざ
まな工夫がなされている。たとえば、商学部が実施している「ダブル・コア」制
度、政治経済学部のＡＣＥプログラムをはじめとする各種国際化に向けた取り組
み、農学部での「先端的施設栽培施設」「循環を重視した有機農業圃場」を活用
04(3)教育方法
した「農場実習」、理工学研究科におけるコースワークを充実させるための情報
交換の場としての「生田サロン」の実施等は特長的なものとして挙げられる。さ
らに、「教務部委員会」が核となって、複数のキャンパスにまたがる各学部・研
究科独自の教育活動を全学で共有し、波及・発展させるための仕組みを整備し、
機能させていることは評価できる。
○「明治大学グランドデザイン2020」において定めた教育環境等整備に関する方
針に従い、中野キャンパスにおけるユビキタス技術を駆使した教育施設の整備、
アクティブラーニング教育施設としての各キャンパスにおけるラーニング・コモ
07教育研究等
ンズの整備、黒川農場の開場、「明治大学東京国際マンガミュージアム（仮
環境
称）」の整備、博物館の運営等の高度な教育研究施設の整備・運営が計画に即し
て着実に推進されてきており、大学の有する資源を最大限活用する体制が確立
し、高度に機能していることは評価できる。
○建学の精神を踏まえ、社会との連携・協力に関する方針として「社会連携ポリ
シー」を掲げ、社会連携機構を設置し、全学的な方針のもとで多角的な社会連
携・社会貢献活動を組織的に展開していることは評価できる。具体的には、リバ
ティアカデミーでの多数の公開講座による生涯教育の推進、高度に整備された博
08社会連携・ 物館における展示公開・公開講座の実施、大学創立者の出身地（天童、鯖江、鳥
社会貢献
取）等の自治体との連携事業による地域の活性化への取り組み、震災復興支援セ
ンターによる被災地復興支援活動、さらに、国連難民高等弁務官事務所（ＵＮＨ
ＣＲ）駐日事務所と「難民を対象とする推薦入学制度に関する協定」を締結し、
ＵＮＨＣＲが推薦する難民を正規の学生として受け入れ、支援していることなど
活発な活動が行われていることがうかがえる。
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桃山学院大学

大学基準協会

流通科学大学

大学基準協会

流通経済大学

大学基準協会

○教育理念を受けて、10年後の将来像を「明治大学グランドデザイン2020」とし
て掲げ、その実現に向けて「自己点検・評価全学委員会」をトップとした体系化
された自己点検・評価システムによって、大学の活動方針を迅速に策定すること
ができる体制を構築している。この体制においては、グランドデザインを全学的
な活動指針である「学長方針」として具体化し、各学部・研究科の「教育・研究
10内部質保証 に関する年度計画書」が作成され、それに基づき、活動の実施状況が年度ごとに
点検・評価される仕組みとなっている。さらに、この仕組みは次年度予算と連動
し、高い実効性を有しており、数多くの成果を上げていることは評価できる。ま
た、海外の外部評価（ＩＳＡＳ）による検証を取り入れ、国際的な教育活動に対
する点検・評価活動を実施するなど、実質的な内部質保証システムを構築してい
ることは評価できる。
○学生が学生を支援する制度としてピアサポート制度が導入されており、大学入
学後の新入生オリエンテーション期間に３・４年次生が新入生に対してアドバイ
スを行っているほか、３年次生の就職活動が開始される時期にも、就職内定者が
３年次生の就職相談を行い、多くの学生が相談に訪れている。また、障がい学生
06学生支援
に対する学生の有償ボランティアが貴大学における人的支援活動の基盤となって
おり、授業内におけるノートテイク、授業内介助等の支援活動の大部分を学生が
担っていることなど、学生が相互に助け合うことができる仕組みが大学全体とし
て備わっていることは評価できる。
○地域および社会人の多様な生涯学習のニーズを取り入れたエクステンション事
業が活発に行われている。特に、1960（昭和35）年から開講している司書・司書
08社会連携・
補講習の修了者総数は多数に上り、多くの修了者が公共の図書館や大学図書館等
社会貢献
において活躍するなど成果を上げており（資料8-27）、さらなる充実を図ってお
り、評価できる。
○インドやオーストラリア等の多くの国を対象としたボランティアの国際交流に
おいて、体験型プログラムを充実させ、多くの学生が参加するに至っている。事
08社会連携・
前のガイダンスやセミナーへの参加、プログラム終了後の報告会をプログラムに
社会貢献
盛り込むことで、参加する学生の意欲を引き出す取り組みともなっており、学生
の積極性に根差すボランティア活動として評価できる。
○学生支援目標のもと、集団行動や仲間作りが苦手な学生の居場所として「オー
プンスペースＲ」を設置し、人とのつながりにチャレンジする場、コミュニケー
ションの練習の場を提供することで、「相談以前の課題」の解決につなげてい
る。運営は学生スタッフ（Ｒスタッフ）が中心となって行っているほか、臨床心
06学生支援
理学を学んでいる他大学の大学院学生（サポーター）を必ず配置し、学生相談室
職員も学生スタッフへ助言するなどその支援体制を整備している。アンケート結
果によると利用した学生からも好評であり、「学生による学生支援」を通じた学
生相互の成長への取り組み、学生支援目標の達成に向けた取り組みとして評価で
きる。
○キャリア支援教育において、就職活動への意識が高い学生（３年次生）を
「キャリアリーダー」として任命し、研修を通じて就職力をさらに養成するとと
もに就職活動のリーダーとして情報発信や就活イベント企画など就職活動をリー
ドする人材を育成している。また、就職活動を終えた学生（４年次生）は「キャ
リアチューター」として、卒業生は「キャリアアドバイザー」として、在学生の
06学生支援
就職活動支援に参画してもらうなど、学生同士で支えあう充実した進路支援への
取り組みが特筆される。特に「キャリアチューター」の３年次ゼミ訪問による就
職アドバイス、気軽に先輩に相談ができるキャリアカフェなどの学生企画は、自
らの就職活動をふりかえる貴重な機会ともなっている。「学生による学生のため
の就活支援」が学内に定着しており、学生相互の成長への取り組みとして評価で
きる。
○貴大学が中心となって企画、運営を行っている「神戸研究学園都市大学ゼミ対
抗イベント」は、兵庫県を中心とした関西の企業や自治体と連携し、提示された
テーマについて、ゼミ卖位で編成する学生チームが企画案や解決策をまとめ、プ
08社会連携・
レゼンテーションを行うイベントである。毎年、多くの学生が参加し、高い学習
社会貢献
意欲と大きな学習満足度を得る契機となっており、教育・研究成果の社会還元を
図るとともに、学生に社会の実際の問題に直接触れさせるという貴大学の理念で
ある「実学を重視する」というねらいを完成させる取り組みとして評価できる。
○社会学部における実践科目、大学と社会との交流は、学位授与方針に基づく実
践的・実証的な知識・技能の社会還元等を実現するものであり、龍ヶ崎市におけ
04(3)教育方法 る各種市民意識調査を実習の実施や保育園との交流事業のほか、フィールド調査
など、活発な取り組みがあることは教育の有効的な実践的延長として評価でき
る。
○貴大学の進路支援については、「就職支援センター」と「就職支援センター運
営委員会」の教員が連携し、進路相談の現場で得られた情報や課題が、同運営委
員会を経由して、キャリア科目や実践的就職支援プログラムのなかで学生に
06学生支援
フィードバックされる連携システムが構築されることで、低学年次からのキャリ
ア指導が始まっている。また、指針に基づき、「就職支援センター」から情報提
供やアドバイスを学生一人ひとりに対し直接連絡をとることで各キャンパスの進
路支援の同等性を担保しており、評価できる。
○大学と企業との間で効果ある産学連携プログラムを開発し、維持させていくこ
とを目標として構築された「ロジスティクス産学連携コンソーシアム」は実学主
08社会連携・
義を掲げる貴大学ならではの取り組みの一つである。継続的な運営の責任体制を
社会貢献
確立していることにより、教育面だけでなく、研究分野においても連携が果たさ
れているなど有益な取り組みとなっていることは評価できる。
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○ＮＰＯ法人である龍ヶ崎市総合型地域スポーツクラブ（クラブ・ドラゴンズ）
の活動に大学として人的・物的な支援を行い、中心的な役割を果たすなど、地域
の活性化や人的交流、教育・生涯学習を促進している点は、貴大学の個性を生か
した新たな活動であり、理念・目的を積極的に実現するものとして評価できる。
○授業評価アンケートの結果について、学長主導のもと、各教員の担当科目の改
善策や今後の抱負等をまとめた文書を全教員に提出させ、これを集約したものを
全教員に配付することで、授業改善の工夫等を相互に参照・共有して授業手法等
の改善に役立てている。また、授業評価アンケートの結果をもとに、優れた取り
04(3)教育方法 組みを行っている教員に学長がベストレクチャラー賞を授与し、同教員による事
例報告を実施するなどＦＤの一環として活用している。さらに、授業評価アン
ケートで学生から希望があった「授業録画システム」を導入するなど、授業評価
アンケートからくみ取ることができる学生からの希望を実現するようにしてい
る。これらの教育内容・方法等の改善を図る積極的な取り組みは評価できる。
○障がいを持つ学生の支援について、「障害学生支援委員会」を発足させる等、
07教育研究等 組織を整えて受け入れ計画を策定するとともに、図書館のＡＶブースや書架の配
環境
置を障がい者向けに工夫したり、各校舎において、複数フロアごとに多目的トイ
レを設置したりするなど、きめ細かに配慮している点は評価できる。
○全教員を対象に教員評価を実施しており、評価結果を勤勉手当に反映させてい
教員及び教育
る。
支援者
08社会連携・
社会貢献

和洋女子大学

大学基準協会

旭川医科大学

大学評価・学位
授与機構

教員及び教育
支援者
学生の受入
学生の受入
教育内容及び
方法
教育内容及び
方法
教育内容及び
方法
教育の内部質
保証システム
東北大学

大学評価・学位
授与機構

教育研究組織
教育研究組織
学生の受入

教育内容及び
方法

教育内容及び
方法
施設・設備及
び学生支援
施設・設備及
び学生支援
教育の内部質
保証システム

○女性に対する配慮から、「二輪草センター」を運営し、働きやすい環境を提供
しており、平成26年１月に北海道から男女共同参画チャレンジ賞（輝く北のチャ
レンジ賞）を受賞している。
○入学者選抜方法の調査及び研究並びに入学者の追跡調査及び研究等を行い、そ
の検証の成果を中心として入学センター活動報告書にまとめ、実際の選抜方法に
反映させている。
○入学者選抜において地域枠の募集定員を大幅に増員し、その結果について検証
を行い、それに基づく改善を着実に行っている。
○臨床シミュレーションセンターが活用され、学生を対象とした多くのセミナー
や講演会が実施され、実習も行われている。
○平成22年度まで文部科学省「質の高い大学教育推進プログラム」として実施さ
れていた「高大病連携によるふるさと医療人育成の取組」を、事業終了後も継続
し、地域医療に根ざした医療・福祉の向上に貢献できる医療人育成のための教育
を行っている。
○平成24年度文部科学省「がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン」に採択
された道内４医療系大学連携事業「北海道がん医療を担う医療人養成プログラ
ム」に医学、看護学ともに取り組み、専門医療人育成に取り組んでいる。
○教育センターでは教育の質の向上や授業改善を継続的に推進するために様々な
取組を行い、結果に関しての検証及びそれに基づく改善を行っている。
○国際高等研究教育院は世界的な若手研究者トップランナーを養成する高度な大
学院教育を実践している。
○原子分子材料科学高等研究機構が「世界トップレベル研究拠点」に認定され、
最新の研究成果を大学院教育に還元している。
○全国で入試説明会を実施し、48校の高等学校を訪問するなどの結果、ＡＯ入試
で優れた学生の獲得に成功しており、科学オリンピック入試や国際学士コース入
試等、多様な入試方法を採用している。
○文部科学省「質の高い大学教育推進プログラム」等に採択された「リサーチマ
インドを育む医学教育体制の構築 真理の探究心と実践能力を育成するプロジェ
クト」「「学びの転換」を育む研究大学型尐人数教育」「融合型理科実験が育む
自然理解と論理的思考」「理学の実践と応用を志す先端的科学者の養成」「情報
リテラシー教育専門職養成プログラム－情報倫理・モラルが問われる時代のため
の情報教育デザイン－」「Future Global Leadership (ＦＧＬ) Program」等に
ついては、文部科学省からの支援終了後も取組を継続している。このほか、文部
科学省からの支援により、「世界で競い合うＭＤ研究者育成プログラム」
「Step-QIスクール」「東北大学グローバル・リーダー育成プログラム」「グ
ローバル安全学トップリーダー育成プログラム」「マルチディメンジョン物質理
工学リーダー養成プログラム」等を実施している。
○平成26年度文部科学省「スーパーグローバル大学創成事業」に採択された「東
北大学グローバルイニシアティブ構想」において、基盤的な教育・研究・ガバナ
ンスの改革と国際化を加速するとともに、世界から人が集い、学び、創造する
「国際共同大学院プログラム」を創設し、グローバル時代を牽引する卓越した教
育・研究を行う大学を目指している。
○ＳＬＡ（スチューデント・ラーニング・アドバイザー）制度を導入し、全学教
育学習支援の一環として、学習相談から授業内における学習補助等を行ってお
り、主に学部１、２年次生を対象として、幅広い学習サポートを行っている。
○東日本大震災の被災学生に対して入学料及び授業料の免除、独自の奨学金の創
設や応急学生寄宿舎の設置等、充実した支援を実施している。
○全学教育に関するＰＤＣＡサイクルは大変機能的に企画され、学務審議会と高
度教養教育・学生支援機構が連携して全学教育の調査、調整、実施環境の整備等
を行い、全学教育の実施を補助・支援しており、実行効果を上げている。
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福島大学

大学評価・学位
授与機構
教育研究組織

教員及び教育
支援者
教育内容及び
方法
教育内容及び
方法
教育内容及び
方法
教育内容及び
方法
教育内容及び
方法
教育内容及び
方法
学習成果
施設・設備及
び学生支援
財務基盤及び
管理運営
千葉大学

大学評価・学位
授与機構

教育研究組織
学生の受入

教育内容及び
方法

教育内容及び
方法

教育内容及び
方法

教育内容及び
方法

施設・設備及
び学生支援
施設・設備及
び学生支援

○うつくしまふくしま未来支援センターは、大地震・津波及び原発事故による災
害の実態を調査・研究し、それらの成果を基に福島県や関係自治体等とも協力し
ながら、新しい地域づくりのビジョンと方途を提案する役割を担い、環境、地域
政策、教育・心理学、産業復興、放射線、エネルギーの分野に関連して、「被災
したこども・若者たちの学びや自立への支援」「地域コミュニティの再生と地域
産業の復興への支援」「汚染された自然環境の回復への支援」「新たな可能性を
持つ再生可能エネルギーに関する取組への支援」等を行っている。
○教員業績書（自己評価・自己点検調査票）を基に、各教員の前年度の実績を総
合的に評価し、その年度の期末勤勉手当での処遇に反映させている。
○震災後の福島や復興の状況を学ぶ短期受入プログラムは、アメリカからの留学
生に独自のプログラムを提供するとともに、日本人学生にとっても新たな国際交
流・異文化体験の場となっている。また、海外からの短期受入学生に対して学籍
を付与し、短期プログラムでの学習成果の卖位化について制度を整備している。
○「水・土地の汚染と私たちの健康・生活」「社会と文化専攻入門科目」「地域
と行政専攻入門科目」「災害復興支援学」「原子力災害と地域」「現代社会と環
境」等、震災・原発関連の地域の実情に基礎付けられた内容の科目が多数、開講
されている。
○全学の成績評価の正確さを担保する取組として、また、評価結果の透明性と公
平性を保つために、成績評価の科目・担当ごとに評価分布表を全教員と全学生に
公表している。
○学士課程、大学院課程共に、成績評価に対する不服申立て制度が明確に定めら
れ、周知され、実施されている。
○平成19年度以降、文部科学省の各種プログラムに採択された事業は、支援終了
後も継続し、学生参画型の「（産直屋台）街なかマルシェ」「子ども向け科学教
室」の企画、運営を行うなどの形で教育内容の多様化を実現している。
○平成25年度文部科学省大学ＣＯＣ事業に「原子力災害からの地域再生をめざす
「ふくしま未来学」の展開」が採択されている。
○人文社会学群夜間主コース（現代教養コース）については、就職率・就職者数
共に、平成23年度以降は、それ以前に比較して大きく伸びている。
○キャンパスライフ活性化事業では、震災後の状況下において机上の学習では得
られない体験や経験を通して、学生が自ら主体的に課題や問題を発見し、企画や
構想力を育成させ、事業実施による問題解決力の育成や解決方法を学び、被害者
の生活支援や地域復興活動を行うことにより、福島県を自分たちの力で元気付け
ようと地域を巻き込んだ地域活性化事業を展開し、地域に発信している。
○福島大学人材養成基本方針を策定し、人材養成を実施する体制を整えている。
○高等教育研究機構を設け、「千葉大学の教育改革の方針2013」などに見られる
ように、当該大学の教育に関する改革の方向や方針・規定が良く整備され、改革
改善が進んでいる。
○先進科学プログラム（飛び入学）入試において、面接や課題論述試験に試験時
間をかけるなど、受験者の適性を的確に把握できるよう選抜方法を工夫し、優れ
た卒業生を輩出するなどの実績を上げている。
○平成19年度以降文部科学省等の支援対象となった事業について、その取組を医
療系３学部（医学部、薬学部、看護学部）を有する大学の特徴を活かして「ＩＰ
Ｅ（Interprofessional education（専門職連携教育））」へ継続的に発展させ
ているほか、地域の大学と「千葉圏域コンソーシアム」を形成するなど、支援終
了後も各取組を継続して実施している。
○「知識準備高流動性型グローバル人材育成プログラム（スキップワイズプログ
ラム）」により、国際化教育プログラムを促進しているほか、地域志向の「コ
ミュニティ再生・ケア学」に関するプログラムを実施している。そのほか地域の
大学と連携した「実践社会薬学の確立と発展に資する薬剤師養成プログラム」や
先進科学プログラムを、各学部において文部科学省等の支援を受けて展開してい
る。
○「ツイン型学生派遣プログラム」「免疫システム調節治療学推進リーダー養成
プログラム」「災害看護グローバルリーダー養成プログラム（国公私立５大学院
による共同実施）」「先進的マルチキャリア博士人材養成プログラム」等の特色
ある教育プログラムを、各研究科（学府）において文部科学省の支援を受けて実
施している。
○「グローバル千葉大学の新生－Rising Chiba University－」（平成26年度文
部科学省「スーパーグローバル大学創成支援」選定） により、ナンバリングや
シラバスの英語化など学内教育制度の国際標準化を主とした制度改革やダブルメ
ジャー制度の導入等を進め、グローバル人材の育成を目指している。さらに、
「次世代才能スキップアップ」プログラム（平成26年度文部科学省「大学教育再
生加速プログラム」採択）により、高大シームレス教育モデルを構築し、大学の
グローバルな教育・研究拠点としての機能向上を目指している。
○ 学生の自主的学習を支援する施設・設備として、大小様々な広さや静穏化の
区別に配慮した学習室やエリア・スペースを附属図書館本館（アカデミック・リ
ンク・センター）やアクティブ・ラーニングゾーンに整備している。
○ 「イングリッシュ・ハウス」が開設され、学生のＴＯＥＩＣ等の試験対策講
座やディスカッションの練習のほか、英語に親しむための様々なイベントも開催
され、多くの学生に利用されている。
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施設・設備及
び学生支援
東京工業大学

大学評価・学位
授与機構

教育研究組織
教員及び教育
支援者
教育内容及び
方法
教育内容及び
方法
教育内容及び
方法
教育内容及び
方法
教育内容及び
方法
教育内容及び
方法
教育内容及び
方法
施設・設備及
び学生支援
施設・設備及
び学生支援
財務基盤及び
管理運営

東京海洋大学

大学評価・学位
授与機構
教育内容及び
方法

教育内容及び
方法

教育内容及び
方法

教育内容及び
方法
学習成果
施設・設備及
び学生支援
一橋大学

大学評価・学位
授与機構

大学の目的
教員及び教育
支援者

○環境ISO学生委員会が、主体的に環境・エネルギーマネジメントに関する活動
を行い、平成22年度には日本環境経営大賞の最優秀賞を受賞したほか、それらを
含め、大学として、すべてのキャンパスでISO14001の認証を取得し、平成25年度
に国立大学法人として初のISO50001の認証を取得している。
○社会人が働きながら学ぶ「社会人教育院」を設置し、産業のグローバル化に対
応できる企業人材の育成を行っている。
○各教員の教育及び研究活動等に関する評価を継続的に実施し、評価結果に基づ
いて、勤勉手当、昇給、学内外への賞の推薦、研究費の配分等のインセンティブ
を付与し、業務の取組改善や活動意欲の向上につなげている。
○学士課程において、期末試験を行う科目の多くについて、学生に答案の返却、
模範解答の提示、解説等を行っている。
○「大学院キャリア科目」を設定し、学生自身がキャリアを描けるよう育成し、
かつ、学生の専門分野の知識・技能に加えて社会的・職業的自立に向けて必要な
基盤となる知識や能力、態度を育成しており、インターンシップによる卖位認定
制度も用意されている。平成25年４月にはイノベーション人材養成機構を設置
し、キャリア教育を強化している。
○「特色ある大学教育支援プログラム」に採択された「進化する創造性教育」
「バイオ教材開発を通じた競創的教育プログラム」では、支援終了後も、創造性
科目の認定、「バイオものつくりコンテスト」の開催等の取組を継続している。
○研究科、専攻以外の基本的組織として、通算12分野でグローバルＣＯＥ・世界
最高水準研究教育拠点が形成されており、そこでは、大学院特別教育研究コース
の設置等により先端的・独創的教育研究が行われ、大学院課程の教育研究の目的
を達成するための牽引役を果たしている。
○文部科学省「博士課程教育リーディングプログラム」（平成23～24年度）に採
択され、４つの教育院によるリーディング大学院を設置し、教育内容に応じた学
習指導法を採用している。
○平成26年９月には、日本の高等教育の国際競争力の向上を目的としたスーパー
グローバル大学等事業「スーパーグローバル大学創成支援」に採択されている。
○学士課程・大学院課程において、「新入生科目「機械工学系リテラシー」の革
新」等の教育改革を実施しており、平成20年度から平成25年度に、延べ15件の文
部科学省競争的資金に採択されている。
○保健管理センターにおいて専任の精神科医２人が精神医学に基づいたメンタル
ヘルス相談に当たり、専任及び準専任の心理カウンセラー３人が臨床心理学に基
づいたカウンセリングに従事している。
○創立130周年を契機に、東京工業大学基金を創設し、基金及び基金の運用益
を、奨学金、課外活動支援や「イノベーションを生み出す種の研究支援」等に重
点的に活用している。
○事務職員のグローバル化対応の取組として、実務研修を含む海外研修を実施
し、新採用事務職員の英会話研修受講を必須とするなど、事務職員の国際化対応
のための研修の充実を図っている。さらに、教育改革の実施に向けて、海外の大
学等に、教職員を派遣し調査や意見交換を行っている。
○就職・キャリアデザインに資するため、海洋科学部で「グローバルキャリア入
門」、海洋工学部で「キャリア形成論」、博士前期課程で「高度専門キャリア形
成論Ⅰ」、博士後期課程では「高度専門キャリア形成論Ⅱ」等を開講し、産業界
等の第一線で活躍する人材をゲストスピーカーとして招き、学部の特色に応じた
社会的な情勢や修士や博士の学位取得者のキャリア形成事例、専門的な学問と実
社会での業務との関わり等について、キャリア形成に向けた動機付けを高める機
会を提供している。
○平成24年度に文部科学省「グローバル人材育成推進事業」に採択され、英語に
よる授業の組織的な導入、教職員の海外派遣研修、海洋環境・エネルギー専門職
育成国際コースの設置、グローバルコモンの設置、国際海洋科学技術実践専門
コースの設置等の幅広い取組を行っている。
○平成22年度に「海洋における日中韓高度専門職業人養成」が文部科学省「日中
韓等の大学間交流を通じた高度専門職業人育成事業」に採択され、中国及び韓国
の大学とコンソーシアムを通じて、博士前期課程に専攻横断的な教育課程編成の
「海洋環境・エネルギー専門職育成国際コース」の設置を実現することによって
海洋学分野における総合的な視点を持つ教育課程の構築を推進している。
○学外の研究機関（水産総合研究センター、海洋研究開発機構、海上技術安全研
究所、電子航法研究所）と連携大学院を結成し、産官学共同で寄附講座「サラダ
サイエンス寄附講座」を食機能保全科学専攻に開設するなど学外の機関との連携
により教育研究の充実を図っている。
○博士後期課程においては、毎年入学定員と同程度の人数が学位を取得し、教育
研究分野のみならず専門性を生かしたノンアカデミック分野を含む多様な職種に
雇用されている。
○就職支援・進路指導のための組織を充実させ、関連する業界との連携を強める
ことによって、効果的な学生支援の体制が構築されている。
○研究教育憲章、中期目標に加え、「一橋大学プラン135」「学長見解2013」な
どにおいて、大学設立の趣旨、理念、歴史、環境条件などを踏まえつつ、現代社
会の中で果たそうとする役割や機能、個性や特色を明確かつ分かりやすく表明し
ている。
○教員の教育及び研究活動などに関する評価において、勤務成績が特に優秀また
は優秀な教員の昇給及び勤勉手当を決定する際に、教育職員評価の評価結果が反
映されるよう措置している。
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授与機構

教育内容及び
方法
教育内容及び
方法
教育内容及び
方法
教育内容及び
方法
教育内容及び
方法
教育内容及び
方法

教育内容及び
方法
教育内容及び
方法
学習成果

教育の内部質
保証システム
横浜国立大学

大学評価・学位
授与機構
大学の目的

教育研究組織
教員及び教育
支援者
学生の受入
教育内容及び
方法
教育内容及び
方法
教育内容及び
方法

教育内容及び
方法
教育の内部質
保証システム
教育の内部質
保証システム

○教育の質を保証し、質の改善を図るため、アカデミック・プランニング・セン
ターにＩＲ分析部門を設け、学生の学修向上のための指導に資するとともに、森
有礼高等教育国際流動化センターにおいては、学生の国際・国内流動化向上に向
けた教育課程やコース開発を行っている。
○東京医科歯科大学、東京工業大学、東京外国語大学との協定に基づく四大学連
合による複合領域コースなど他大学の科目を積極的に履修できる体制を構築して
いる。
○交換留学制度を充実させた５年間に派遣学生、受入学生とも急増し、グローバ
ルリーダー育成海外留学制度を発足させるなど、国際化戦略の強化がなされ、目
覚ましい成果が実現しつつある。
○ゼミナール形式の授業を増設し、専門的学習に備える基礎的学習の機会として
入門的なゼミナールを導入するなど、量的、質的に充実を図っており、在学生及
び卒業生からの評価も高い。
○毎年度、成績分布表を教員及び学生に開示することにより、全学的に定めるガ
イドラインに沿って適切な成績評価が行われていることを組織的に確認してい
る。
○文部科学省「国公私立大学を通じた大学教育改革の支援」事業のグローバルＣ
ＯＥプログラムで採択された「日本企業のイノベーション」では、博士号取得後
の共同研究のための海外大学への派遣などの施策を積極的に推進した結果、大学
院学生による国際学会での発表が近年急増している。
○文部科学省「専門職大学院等高度専門職業人養成教育推進プログラム」による
「継続的法曹倫理教育の開発」プロジェクトにより、法科大学院における法曹倫
理教育と弁護士になった後の生涯教育の連携が確認されており、その成果は書籍
に掲載されている。
○国際企業戦略研究科の経営法務コースは、文部科学省の推進する「博士課程教
育リーディングプログラム」の一環として、国際社会でリーダーシップを発揮す
る人材を養成する目的で東京工業大学に設置されたＡＧＬ（グローバルリーダー
教育院）との共同プログラムを平成24年度に開設している。
○ＧＰＡを卒業要件とした年度以降に入学した学生の累積ＧＰＡは、平成22年度
入学の学生から25年度入学の学生と進むにしたがって上昇しており、学習量の増
加及び学習成果の向上が確認されている。
○ 社会学研究科では、文部科学省「魅力ある大学院教育」イニシアティブに採
択された「社会科学の先端的研究者養成プログラム」の助成を通して、ＴＡの技
能向上のための養成プログラムを教育課程に取り込んでおり、その内容は教員養
成プログラム「ティーチングフェロー・トレーニング・コース」として継承さ
れ、キャリア支援室大学院部門において実施している。
○学則や大学憲章で定めている目的を達成するための４つの教育方針（学位授与
方針、教育課程の編成・実施方針、入学者受入方針、教育の質の持続的向上）
を、学士課程教育の基本方針「ＹＮＵ initiative」、大学院修士課程・博士課
程教育の方針「ＹＮＵ initiative」として、大学全体と学部、研究科・学府ご
との方針を一括してまとめている。
○大学教育総合センターに入学者選抜部、ＦＤ推進部、全学教育部、キャリア支
援部を設置し、入口から出口までの一貫した、体系的な全学教育の企画や実施に
努めている。
○部局ごとに教員業績評価を実施し、研究費や昇給・賞与等に反映させている。
○グローバル化推進の一環として、英語による授業のみを履修して学士の資格を
取得できる学部教育特別プログラムＹＣＣＳを設置し、特別入試を実施してい
る。
○各学部でカリキュラム・マップとカリキュラム・ツリーを作成し、教育課程の
体系性を俯瞰できるようにしている。
○全学的にＧＰＡ制度を導入し、すべての学部及び研究科・学府でＧＰＡを卒
業・修了要件としている。
○平成16～21年度にかけて文部科学省現代ＧＰ等に採択された４件の取組は、支
援期間終了後も継続的な教育課程、教育方法の改善に発展しており、学部横断的
副専攻プログラム「ＹＮＵ地域交流科目人材育成教育プログラム」の開設、キャ
リアデザインファイルの活用及びキャリア開発科目やインターンシップの高次化
等によるキャリア教育の充実発展、「課題プロジェクト演習」を日本語と英語で
開講することによる学生の実践的能力の向上を実現している。
○環境情報学府では、平成19年度文部科学省グローバルＣＯＥプログラムに採択
された取組「アジア視点の国際生態リスクマネジメント」、大学院ＧＰに採択さ
れた取組「医療・福祉分野で活躍できる情報系人材の育成」、平成21年度文部科
学省「戦略的環境リーダー育成拠点形成」事業に採択された「リスク共生型環境
再生リーダー育成」プログラム等を活用して、高度な情報系人材や実践的環境
リーダーを育成している。
○学生による授業アンケートの結果を教員にフィードバックし、自己点検票の提
出を義務付け、授業改善を促している。
○学生個人レベルでカリキュラム・マップ上に示された履修状況を判断できる学
生ポートフォリオシステムを導入し、学位授与方針に示される各教育課程の卒業
時に持つべき資質・能力と各自の学習成果の関係を可視化させ、学生の自律的な
学習を促進している。これを発展させ、「ＹＮＵ学士力とＹＮＵ就業力」を可視
化し、全学的教学マネジメントを強化する取組は、平成26年度文部科学省「大学
教育再生加速プログラム」に選定されている。
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財務基盤及び
管理運営
新潟大学

大学評価・学位
授与機構

教員及び教育
支援者
教育内容及び
方法

教育内容及び
方法

施設・設備及
び学生支援
施設・設備及
び学生支援
上越教育大学

大学評価・学位
授与機構

教員及び教育
支援者
教員及び教育
支援者
教員及び教育
支援者
教育内容及び
方法
教育内容及び
方法

教育内容及び
方法

教育内容及び
方法

教育内容及び
方法

教育内容及び
方法
施設・設備及
び学生支援
教育の内部質
保証システム
金沢大学

大学評価・学位
授与機構

教育内容及び
方法
教育内容及び
方法

○管理運営に関わる職員の資質の向上を図るため、研修等カリキュラム・マップ
が作成され、全般的な知識や職種別の知識向上のための研修が体系的に計画・実
施されている。
○大学教員、看護職員、事務職員などの全職種において個人評価を毎年実施し、
評価結果を重要な参考資料として、勤勉手当の成績率決定に用いている。
○学部・学科などの教育課程を42の主専攻プログラムとして再編成し、プログラ
ムごとにシラバスを作成するとともに、到達目標及びプログラムを通して獲得が
期待される態度・姿勢を明確にすることにより、学生の習得すべき学習成果を主
体とした教育体制を整備している。
○大学院ＧＰなどに採択された「食づくり実践型農と食のスペシャリスト養成」
「プロジェクト所属による大学院教育の実質化」「‘気づく’を育て伸ばす臨床
キャリア開発」などについては、文部科学省からの支援終了後も取組を継続して
いる。このほか、文部科学省からの支援により、「“ソフトな財＝経験”による
若手人材育成」「大学院高度化教育に向けたグローバルサーカスの活用」「口腔
保健医療に対応した国際イニシアティブ人材育成プログラム」「新潟大学グロー
バル人材育成推進事業」を実施している。
○増築拡充された中央図書館のラーニング・コモンズにおいて、外国語の自主学
習をサポートするＦＬ－ＳＡＬＣコーナーでは、「英語学習カウンセリング」
「英語・初修外国語チャット」などのさまざまな外国語学習プログラムの人的サ
ポートを行っている。
○キャリアセンターにおける初年次からのキャリア意識形成支援、キャリアコン
サルタントによる就職相談などを積極的に行い、就職率を高い水準に保ってい
る。
○現職教員等を教員養成実地指導講師として多数配置し、初等・中等教育の実際
に即した内容の授業科目等を担当させている。
○小・中学校で長年理科の指導をしてきた元教員をサイエンス・パフォーマン
ス・アドバイザーとして配置し、実験・観察技能の修得を支援している。
○大学教員業績登録システムを整備して教育研究活動の状況を点検・評価し、勤
勉手当やサバティカル制度の適用者決定、競争的教育研究資金の配分等に活用し
ている。
○学士課程の「実践セミナー」において、教職経験を持つ大学院学生を授業に参
加させることによって、学部学生と大学院学生が教職経験を共有し、共に学び合
う中で課題解決を図り、実践力を育成するための授業を実現している。
○外国での短期間の生活を通じて、その国の教育の実態及びその背景をなす文化
に直接触れることを目的として、学部及び大学院で授業科目「海外教育研究」等
を開設しており、オーストラリア、アメリカ、韓国の交流協定校において現地研
修を行っている。
○「教職キャリアファイル」により学生が自らの学びの履歴を記録し自己評価を
行えるようにするとともに、各学年及び卒業時における到達目標及び確認指標を
示す「上越教育大学スタンダード」や、それに基づいた「教育実習ルーブリッ
ク」「上越教育大学スタンダードに準拠させて設定した教科のルーブリック及び
知識・理解・技能等」「上越教育大学スタンダードに準拠させて設定した教職科
目のルーブリック及び知識・理解・技能等」を作成し、学生による主体的な学び
の目標を明確にしている。
○専門職学位課程では、学校支援プロジェクトにおいて、大学院学生及び大学教
員が数か月にわたって実習校に入り、実習校が抱える課題について、実習校の教
員等と連携・協力しながら解決に向けて取り組んでいる。
○平成22年度の文部科学省特別経費（プロジェクト分）の支援事業として、「初
等教育教員養成課程における科学的リテラシーの育成－感性と科学的素養に満ち
た教員の養成－」が実施されたほか、平成22年度の文部科学省「大学生の就業力
育成支援事業」に「人的交流を基軸とする活力ある教員養成」、平成22年度の文
部科学省「先導的大学改革推進委託事業」に「教科専門と教科教育を架橋する教
育研究領域に関する調査研究」が採択され、事業期間終了後もその成果を教育課
程や学外活動に反映することを目的とした取り組みが行われている。
○平成22年度科学技術振興機構「理数系教員（コア・サイエンス・ティー
チャー）養成拠点構築事業」に「科学リテラシーと観察・実験指導能力に優れた
ＣＳＴ養成プロジェクト」が採択され、事業期間終了後もＣＳＴの養成を行って
いる。
○子どもたちとのふれあいを通して子ども理解を深め、教員として必要な資質の
基礎を習得することを目的に、「学びのひろば」を実施しており、平成25年度に
おいては７回開催し、延べ1,550人の児童が参加している。
○カリキュラム企画運営会議が、教育の質の向上や授業の改善のために有効に機
能している。
○平成25年度文部科学省大学ＣＯＣ事業に「地域の感性を備えた人材を育て社会
を繋ぐ「地（知）」の拠点」が採択され、地域のインテリジェントライフ創造の
拠点としての機能強化に取り組んでいる。
○平成26年度文部科学省「スーパーグローバル大学創成支援」と「大学教育再生
加速プログラム」に採択され、国際化・グローバル化を図り、また教育課程・教
育方法・学修支援環境の統合的な改革を進めていくこととしている。
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金沢大学

大学評価・学位
授与機構

教育内容及び
方法

教育内容及び
方法

教育内容及び
方法
施設・設備及
び学生支援
施設・設備及
び学生支援
施設・設備及
び学生支援
施設・設備及
び学生支援
教育の内部質
保証システム
山梨大学

大学評価・学位
授与機構

教員及び教育
支援者
教育内容及び
方法

教育内容及び
方法

教育内容及び
方法

教育内容及び
方法

教育内容及び
方法

施設・設備及
び学生支援
浜松医科大学

大学評価・学位
授与機構

教育研究組織
教員及び教育
支援者
教育内容及び
方法
教育内容及び
方法

○平成24年度文部科学省「博士課程教育リーディングプログラム」に採択された
「文化資源マネージャー養成プログラム」により幅広い知識と研究能力、国際的
な視野を備えた人材を養成するため、国内外での研修・調査、国際ワークショッ
プの運営を行っている。
○平成17年度文部科学省「派遣型高度人材育成協同プラン」に「分野混成チーム
派遣によるモノづくり教育－消費者の立場で商品開発に携わる高度人材育成－」
が採択され、事業期間終了後もＭＯＴ（技術経営）教育の拡充、博士後期課程で
の「産学連携イノベータ養成コース」の開設等、産学連携による実践力を養成す
る教育プログラムに発展させている。
○平成22年度文部科学省「日中韓等の大学間交流を通じた高度専門職業人育成事
業」に「環境・エコ技術特別コースによる環境教育」が採択され、留学生と日本
人学生の混成クラスを中心に英語による授業科目を導入し、産業界と連携して、
資源循環、環境負荷低減に資する人材育成に向けた実践的教育を行っている。
○学生の自主学習等のため時間外でも利用しやすいよう、キャンパス内の各建物
はＩＣカード付き学生証等で入室できるように管理されている。
○アカンサスポータル上に学習管理システムを整備し、学生間及び学生・教員間
での議論や動画教材での事前指導等ができるように利便性を高め、学生の学習に
役立てている。
○平成22年度文部科学省「大学生の就業力育成支援事業」に採択された「社会
的・職業的自立力を培う「金沢就業塾」」で開発したＰＢＬ型授業科目等の開
発・改善を事業期間終了後も「中部圏における産学連携教育（インターンシッ
プ）の推進と普及」等のプログラムに継続させ実施している。
○平成19年度文部科学省学生支援ＧＰに採択された「心と体の育成による成長支
援プログラム－社会に幸せをもたらす生活の知恵を持った学生の育成－」で開発
した講義群を共通教育特設プログラムとして発展させるとともに、学生支援プロ
グラムとして継続して実施している。
○全学のＦＤ委員会により各部局のＦＤ活動を取りまとめた『ＦＤ活動報告書』
を作成しており、教育の質の向上や授業の改善等に係る問題点・課題等について
は、当該部局に対し改善のための適切な措置を求めており、部局へフィードバッ
クするシステムを確立している。
○教員の個人評価を実施し、その結果を、教員の再教育、表彰、賞与、教育研究
費、教員人事等に反映させている。
○平成23年度に「グリーンエネルギー変換工学特別教育プログラム」が、文部科
学省「博士課程教育リーディングプログラム」に採択され、５年一貫教育博士課
程として、平成24年度から学生を受け入れ、特色ある独自の教育体制及び教育課
程等により、博士人材を育成している。
○平成21年度に「統合能力型高度技術者育成プロジェクト―自発リーダー（学大
将）を生む環境作り―」が、文部科学省「理数学生応援プロジェクト」に採択さ
れ、期間終了後も、低学年から研究に携わる「マイハウスプラン」、「共創学習
支援室（フィロス）」での学習支援、「地域産業リーダー養成教育プログラム」
及び「インターンシップやまなしモデル」の教育プログラムを継続実施してい
る。
○平成26年度に「山梨ブランドの食と美しい里づくりに向けた実践的人材育成」
が、文部科学省大学ＣＯＣ事業に採択され、生命環境学部地域課題実践コースを
中心に全学的に地域志向型の教育課程を展開し、将来にわたって地域の課題を解
決できる実践的人材を育成することとしている。
○平成26年度に「ワイン・フロンティアリーダー養成プログラム」が、文部科学
省「高度人材養成のための社会人学び直し大学院プログラム」に採択され、日本
ワインのグローバルスタンダード化を大きく推進できるような質の高い教育課程
を新規に取り入れることにより、国際競争力を有する高品質なワインを製造し、
日本ワインの未来を切り拓くワイン技術者を養成することとしている。
○社会のニーズに対応した各種教育プログラムが実施され、上記のほか、「がん
プロフェッショナル養成プラン」（平成19～23年度）、「グローバルＣＯＥプロ
グラム」（平成20～24年度）、「大学間連携共同教育推進事業」（平成24～28年
度）、「基礎・臨床を両輪とした医学教育改革によるグローバルな医師養成」
（平成24～28年度）、「がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン」（平成24
～28年度）に採択されている。
○各学期の授業３回目以降頃に、授業への出席状況が芳しくない学生にクラス担
任が直接面談を行い、欠席理由等事情を確認し、特に工学部では各学期終了時に
修学状況が著しく振るわない学生に対して、成績不振注意、退学勧告等を行うこ
とによって、学生が抱えている問題等を把握し、指導・助言・相談ができる体制
としており、きめ細かな学生対応を行っている。
○実験実習機器センターでは、大型先端機器が重点的に設置され、特に大学院教
育において、高度な技術を持つ教職員により充実した支援が行われている。
○教員評価を教員の個人評価指針に基づき毎年度実施し、その評価結果を勤勉手
当、特別昇給に反映させている。
○海外の学術交流協定校、あるいはＩＦＭＳＡの短期交換留学制度を利用して、
毎年度20人前後の学生が海外での臨床実習や基礎医学実習を行っており、学術交
流協定校及び教務委員会が適当と認めた大学、病院での臨床実習は卖位化してい
る。
○ＰＢＬ－チュートリアル教育について、上級生による学生チューターを導入す
ることにより、ＰＢＬ参加学生が積極的にディスカッションを行う雰囲気を作る
事ができるのみならず、チューターを務める学生の勉学にもつながっている。
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施設・設備及
び学生支援
名古屋大学

大学評価・学位
授与機構

教員及び教育
支援者

教育内容及び
方法

教育内容及び
方法
施設・設備及
び学生支援
施設・設備及
び学生支援
施設・設備及
び学生支援
施設・設備及
び学生支援
教育の内部質
保証システム
教育の内部質
保証システム
愛知教育大学

大学評価・学位
授与機構

教員及び教育
支援者
教育内容及び
方法
教育内容及び
方法
学習成果
施設・設備及
び学生支援
教育の内部質
保証システム

三重大学

大学評価・学位
授与機構

教育研究組織
教育研究組織

教員及び教育
支援者
教員及び教育
支援者
教育内容及び
方法

○課外活動について、施設整備、予算措置等の積極的な支援を行い、各種競技会
で優秀な成果を上げている。
○幼児保育にとどまらず、学童保育を提供するなどの環境整備に加え、指導的な
役割の女性教員の雇用の促進、若手研究員支援における女性枠の設定等の施策を
実施し、女性教員の支援環境の充実に努め、十分な成果を上げている。
○平成26年度文部科学省「スーパーグローバル大学創成支援」に「21世紀、
Sustainableな世界を構築するアジアのハブ大学」が採択され、特に、教育面に
おいては、教育のグローバル化を推進する国際機構の設立、国際標準のリベラル
アーツ教育の実施、外国人教員の積極的雇用等を通じて、教育の国際通用性を高
め、さらに、アジア８か所（７か国）にサテライトキャンパスを設置し、アジア
諸国の国づくりに携わる国家中枢人材を育成する博士後期課程プログラムを開始
するなどにより、アジアのハブ大学を目指すこととしている。
○平成19～26年度の間に、文部科学省の「博士課程教育リーディングプログラ
ム」に６件が、同じくグローバルＣＯＥプログラムに７件が、同じく卓越した大
学院拠点形成支援補助金に６件が採択されるなど、様々な取組を通じて特色ある
方法で大学院教育を改善している。
○「名古屋大学キャンパス・サインマニュアル」を策定し、文書として学内共有
を図り、同マニュアルに示された一貫した方針に従って、屋内、屋外のサインを
多言語化するとともに、そのために必要な英語等による名称の統一表記を実現し
ている。
○中央図書館内のラーニング・コモンズのエリアを利用し、学生相談コーナー
（ピアサポブース）、就職コーナーを設置しており、訪れやすい場所に学生支援
サービスポイントを統合的に設置することによって、図書館の学習環境を通じた
支援の円滑化を実現している。
○中央図書館においては、休日を含めて22時まで開館している。
○社会貢献人材育成本部ビジネス人材育成センターを設置し、博士後期課程修了
生のキャリア支援を実効的に行っているとともに、その機能を他大学も利用可能
とすることによって、非学術的な職種を含む博士の学位取得者のキャリアパスの
多様化を推進、実現している。
○就職先の管理者、進学先の指導者等を対象として、教育成果が社会から期待さ
れる水準を満たしているかなどに関する調査を平成18年度から定期的、継続的に
行い、各学部・研究科における教育の改善に役立てている。
○高等教育研究センターが、文部科学省の教育関係共同利用拠点＜大学の教職員
の組織的な研修等の実施機関＞に認定され、学内職員の海外研修派遣や複数大学
の職員を対象としたＦＤ、ＳＤ教材の開発・公開、メンタープログラムの設計
等、ＦＤ、ＳＤ教育改善支援拠点としての活動を展開している。
○男女共同参画委員会を設置して男女共同参画マスタープランを策定するととも
に、男女共同参画推進オフィスを置くなどして、このための取組を継続的かつ活
発に推進している。
○学部から大学院へと６年一貫の教育課程を履修する「６年一貫教員養成コー
ス」を設置して、高い資質・能力を備えた学校教員の養成に対する社会的要請に
応えている。
○平成24年度文部科学省「大学間連携共同教育推進事業」に採択された「愛知県
内教員養成高度化支援システムの構築」に、愛知県内の国公私立５大学で取り組
み、教員養成の高度化をめざして共同して教材の開発を行うとともに、教育方法
の改善等、実践的指導力の育成に重点を置いた事業を進めている。
○教員養成のための教育課程改善等をめざして、卒業（修了）生を対象とした調
査研究に積極的に取り組んでいる。
○「教育実習における学習指導案事例集」データベースを構築し、ウェブサイト
上に「まなびネット」を設けて閲覧できるようにしている。
○多様な授業改善の取組を類型別に分類し、授業改善の工夫ティップス集を刊行
するなどして、授業改善策等を学内で共有できるようにしている。
○練習船「勢水丸」は、平成22年６月より文部科学省の教育関係共同利用拠点の
認定を受けており、共同利用航海に有効に利用されている。
○「地域イノベーションを推進できる人材の育成」を新たな具体的目標に掲げ、
平成21年４月に地域イノベーション学研究科を新設し、地方産業界が求める即戦
力型人材であるプロジェクト・マネジメントを担える研究開発系高度専門職業人
及び研究者の育成を行っている。
○平成20年度に文部科学省科学技術振興調整費「女性研究者支援モデル育成」事
業に採択された取組を支援期間終了後も継続し、平成25年度には三重県「男女が
いきいきと働いている企業」認証を取得し、三重県知事表彰「グッドプラクティ
ス賞」を受賞している。
○教員個人の教育・研究・社会貢献・管理運営・診療の各領域の業績評価を実施
しており、処遇等（給与上の優遇措置等）にも反映させている。
○学内の特色ある教育の取組を選定・支援することによって、教育の活性化を図
ることを目的とした「三重大学教育ＧＰ」の制度を設け、また、高等教育創造開
発センターでは、「ＰＢＬ教育支援プログラム」を設け、授業改善を推進してい
る。
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教育内容及び
方法
教育内容及び
方法

教育内容及び
方法

学習成果
施設・設備及
び学生支援
財務基盤及び
管理運営
教育情報等の
公表
京都工芸繊維大
学

大学評価・学位
授与機構

教育研究組織
教員及び教育
支援者
教員及び教育
支援者
教育内容及び
方法
教育内容及び
方法

教育内容及び
方法

兵庫教育大学

大学評価・学位
授与機構

大学の目的
教育研究組織
教員及び教育
支援者
教員及び教育
支援者
教員及び教育
支援者
教育内容及び
方法
教育内容及び
方法
施設・設備及
び学生支援
施設・設備及
び学生支援

神戸大学

大学評価・学位
授与機構

教育研究組織

○工学研究科では、学生、産業界、社会からのニーズに応えて、平成24年度より
国際化に対応する「国際教育科目」を新設し、毎年学生を海外に派遣するなど、
世界に通用する高度専門産業人材の育成を図っている。
○生物資源学研究科においては、インドネシアの２大学との間でダブル・ディグ
リー・プログラムの協定を締結しており、将来のアジア諸国における食料生産及
び食料管理計画にかかる専門知識・技術を身に付けた人材の育成に取り組んでい
る。
○文部科学省「国公私立大学を通じた大学教育改革の支援」事業等に採択された
「保健医療の国際化に対応する医学教育」「三重大ブランドの環境人材養成プロ
グラム」「隣接学校園との連携を核とした教育モデル」等については、文部科学
省からの支援終了後も取組を継続している。このほか、「中部圏の地域・産業界
との連携を通した教育改革力の強化」「三重地域総合診療網の全国・世界発信」
等を、文部科学省からの支援により実施している。
○大学の教育目標である「感じる力」「考える力」「コミュニケーション力」及
び「生きる力」の「４つの力」に関する修学達成度評価を経年的に行っている。
○附属図書館に隣接している環境・情報科学館において、ラーニングコモンズが
設置され、グループ学習エリア、ＰＣステーション、グループ学習室、ソーシャ
ル・エリア等を有し、学生の自習や尐人数授業に利用されている。
○環境マネジメントシステムについて、平成24年９月にISO14001認証に伴うサー
ベイランス（継続審査）が行われ、認証の継続が承認されている。
○教育研究活動を紹介するレギュラーＴＶ番組（月に１回程度）を放送してお
り、地域社会への積極的な情報発信を行っている。
○教養教育における科目選択の幅を持たせることを目的として、京都府立大学、
京都府立医科大学とともに京都三大学教養教育研究・推進機構を設置し、３大学
連携による教養教育共同化の体制を学年暦の調整等を含めて実現している。
○人材育成計画に基づき、平成20年度に「若手教員海外研究派遣事業」を、平成
22年度に「稲盛財団・ＫＩＴ若手研究者支援プロジェクト」を発足させている。
○平成24年度及び平成25年度文部科学省科学技術人材育成費補助事業「テニュア
トラック普及・定着事業」に採択され、テニュアトラック教員を数人採用するな
ど、若手研究者の育成を進めている。
○平成25年度に、舞鶴工業高等専門学校との共同申請による「京都の産業・文化
芸術拠点形成とＫ16プロジェクト」が、文部科学省大学ＣＯＣ事業に採択され、
京都に関する学習を行う科目群を充実させ、地域に関する学習を必修化してい
る。
○平成26年度に「OPEN-TECH INNOVATION～世界に、地域に、社会に開かれた工科
大学構想」が、文部科学省「スーパーグローバル大学創成支援」に採択され、グ
ローバル化を地域から牽引することを目指している。
○文部科学省より教育の質の向上に向けた大学教育改革の取組等として支援を受
け、平成25年度においては「遺伝資源キュレーター育成プログラム」「昆虫バイ
オメディカル教育プログラム」「建築リソースマネジメントコース」「繊維・
ファイバー工学コース」の４つの特別教育プログラムを展開している。また、平
成26年度においては、「建築リソースマネジメントコース」の科目を正規課程に
組み込んで実施しているほか、それ以外の３つの特別教育プログラムについても
継続実施している。
○大学の目的に加えて、平成24年度に大学のビジョンを策定し、大学の目指す方
向を明確にしている。
○教育実習総合センターが、充実した体制の下に学生の教育実習を一元的に調
整・管理を行うとともに、実地教育の企画、立案及び学生指導等を実施し、教育
委員会と連携した実践的研究を行っている。
○教授及び准教授の昇任において、研究業績、教育業績、社会貢献及び大学運営
の４項目についての点数評価に基づくトータルバランスによる判定を導入してい
る。
○教員の新規採用で、実践的指導力の育成・強化を図るため、初等・中等教育機
関で教職経験を有することを採用条件としている。
○業績評価の評価結果に基づき、学長は、専攻長等から特に高い評価を受け推薦
された教員に対し、その活動の一層の向上を促すため、総合的な判断の下、昇給
号俸の優遇措置を講じている。
○修士課程では、学校現場や社会で必要とされている課題に応えるため、大学独
自の教育プログラムを７つ開設し、学生の多様なニーズや学術の発展動向等に配
慮し、授業科目を開講している。
○修士課程及び専門職学位課程で夜間クラスを設け多数の現職教員を受け入れて
いる。
○図書館ラーニングコモンズ（ＰＡＯ）が整備され、学習環境が充実している。
○教職キャリア開発センターは、多様な経験を持つ職員を配置し、就職やキャリ
ア形成、ボランティア活動等のための様々な相談を数多く受け付けるとともに、
多数の行事を主催、実施し、特に卒業生の教員としてのキャリア形成支援を充実
させている。
○平成26年度に計算科学教育センターを設置して、学内における計算科学の共同
教育研究拠点を形成し、シミュレーション教育研究を自然科学分野だけにとどま
らず、人文・人間科学分野、社会科学分野、生命・医学分野にも発展させてい
る。
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○平成25年度に制定した教員活動評価実施規程に基づき、教員活動評価を実施
し、各部局においてその評価結果を基に昇給や勤勉手当への処遇に反映してい
る。
○「異文化研究留学プログラム（ＩＣＳＳＡＰ）」「法経連携専門教育プログラ
ム」「５年一貫経済学国際教育プログラム（ＩＦＥＥＫ）」「Kobe
International Business Education and Research Program（ＫＩＢＥＲプログ
ラム）」「ＥＵエキスパート人材養成プログラム」等の各専門分野における独自
の教育プログラムを展開し、優秀で意欲ある学生に対して発展的な学修を促進し
ている。
○平成24年度に採択された文部科学省「グローバル人材育成推進事業」では、文
学部、国際文化学部、発達科学部、法学部、経済学部、経営学部の６取組学部に
おいて、卓越した外国語能力と高度な専門性を持って、地球規模での現代的諸課
題に立ち向かい、国際社会の持続可能な発展を可能とする「問題発見型リーダー
シップ」を発揮できる「グローバル人材」の育成を目的として、全学共通教育に
おいてグローバル共通科目やグローバル英語コース（ＧＥＣ）を、専門教育にお
いて外国語で実施するグローバル専門科目を開講している。
○平成24年度に文部科学省「大学の世界展開力強化事業」に採択された「ＡＳＥ
ＡＮ諸国との連携・協働による次世代医学・保健学グローバルリーダーの育成」
では、医学・保健学分野において第一線で活躍できるグローバルな医師、教育研
究者、高度医療専門職者及び医療産業人の養成を目的としており、英語による実
践的コミュニケーション能力を得させるため、ＡＳＥＡＮ諸国の大学における４
週間の病院実習（卖位化）を学部学生に対して行っている。
○文部科学省による大学教育の改革のための各種プログラムに採択された「基
礎・臨床融合による基礎医学研究医の養成プログラム」「キャリアシステム・神
戸ＲＥＥＤプラン」「７大学連携先端的がん教育基盤創造プラン」「東アジアに
おけるリスク・マネジメント専門家養成プログラム」を実施しているほか、文部
科学省からの支援が終了している「ジャーナリズム・プログラムの拡充による国
際公共人材の育成拠点形成」「ＰＥＰコース導入による先進的英語教育改革」
「アクション・リサーチ型ＥＳＤの開発と推進」等についても、全学的な教育及
び各学部・研究科においてプロジェクトの成果を反映させた取組を継続してい
る。
○ステークホルダーの関心が高い学位授与状況、卒業（修了）生の進路、外部資
金獲得状況等の教育研究情報のデータをグラフ化して、経年変化を含めた「見え
る化」を行い、「神戸大学データ資料集－データと資料が語る神戸大学の今の姿
－」としてまとめて、大学ウェブサイトに掲載している。
○教員の業績評価が、学長表彰の受賞による研究費配分や、一部の学部・研究科
においては賞与の査定等、教員のインセンティブ付与に活用されている。
○国際通用性を身に付けるための科目や上級者向けの英語クラスの開設に加え、
平成24年度に文部科学省「グローバル人材育成推進事業」に採択された「開発途
上国・新興国をフィールドにした実践教育によるグローバル人材育成」による海
外プログラムの増加や、日本学生支援機構の奨学金の受給枠の拡大もあり、卖位
の取得に結び付く学生の海外派遣数がこの５年間で急増している。
○「鳥取学」「鳥取大学学」等の地域に根差した特色ある科目を開設し、また、
平成25年度に文部科学省大学ＣＯＣ事業に採択された「知の発展的循環プロセス
の構築による地域拠点整備事業」を地域の市町村との連携で開始するなど、地方
大学として地域を基盤とした特色ある教育を行っている。
○農学部、農学研究科及び連合農学研究科は、学士・修士・博士で一貫した教育
組織改編や指導体制、教育プログラムの改革を通して、より乾燥地科学に特化し
た教育体制を形成している。
○農学研究科では、日本学術振興会「若手研究者インターナショナル・トレーニ
ング・プログラム（ＩＴＰ）」に採択された「乾燥地における統合的資源管理の
ための人材育成」及びその後継事業「鳥取大学インターナショナル・トレーニン
グ・プログラム（ＴＵ－ＩＴＰ）」により大学院学生を中国、イタリア、チュニ
ジア、シリアに派遣している。
○農学研究科及び連合農学研究科では、毎年度、研究指導の計画を研究指導計画
書として明示し、学生への研究指導の結果として、研究指導報告書を作成してい
る。
○文部科学省「国公私立大学を通じた大学教育改革の支援」事業等に採択された
「医療系テクノロジスト・セラピストを対象としたスキルアップ教育推進プログ
ラム」「銀の道で結ぶがん医療人養成コンソーシアム」「獣医・動物医科学系教
育コンソーシアムによる社会の安全・安心に貢献する人材の育成」「家畜感染
症・人獣共通感染症等対策分野における参加型実習の充実・強化」「乾燥地科学
拠点の世界展開」「持続性社会構築に向けた菌類きのこ資源活用」「乾燥地にお
ける統合的資源管理のための人材育成」等については、文部科学省からの支援終
了後も取組を継続している。このほか、「地域で育てる周産期医療人の教育、勤
務支援」「中国・四国産業界の人材ニーズに対応した協働型人材育成事業」等
を、文部科学省からの支援により実施している。
○平成20年度から「教員活動評価」として教員の教育及び研究活動等を毎年度評
価して、評価結果を処遇に反映している。
○平成26年度に文部科学省の「大学教育再生加速プログラム」に採択されてお
り、平成27年度入試から、全学部全学科で国際バカロレア入試を導入している。
○平成24年度から「生殖補助医療技術キャリア養成特別コース」を開講し、全学
組織の生殖補助医療技術教育研究（ＡＲＴ）センターへ整備・発展させ、体系的
に胚培養士を養成する課程を構築している。
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○グローバル人材として活躍したい学生を対象に、自分自身の学部に所属したま
ま、語学教育や教養教育、専門教育において特別に学習サポートを受けられるグ
ローバル人材育成特別コースを設定している。
○語学能力を伸ばす工夫として、平成25年度から、教養教育科目において英語の
必修時間数を倍増させたほか、インターネットを活用した英語学習用オンライン
教材を英語授業に取り入れるなどして、ＴＯＥＩＣのスコアが向上するなどの成
果を得ている。
○中国の６大学との間で、博士前期（修士）課程の双方向学位制度と授業の卖位
修得を目的とする短期留学制度からなる岡山大学・中国東北部大学院留学交流Ｏ
－ＮＥＣＵＳプログラムが構築されている。
○文部科学省からの各種競争的プログラム等へ採択された「脱ガラパゴス！―医
学教育リノベーション―」「先取りプロジェクト研究を中心にするフロンティア
サイエンティスト育成プログラム」「ＰＲＩＭＥプログラム：世界で活躍できる
『実践人』を育成する！」「ＡＳＥＡＮ諸国におけるグリーンイノベーション推
進人材養成プログラム」「岡山大学キャンパス・アジア」「学校、教育委員会及
び教職大学院の三者の協働による学校のリーダー養成のための実習カリキュラム
開発の研究」「地域を支え地域を科学する総合診療医の育成」において、先進的
な教育プログラムを展開している。また、支援期間が終了した特色ＧＰ（２
件）、現代ＧＰ、大学院ＧＰ、「大学院教育改革支援プログラム」（２件）、
「大学教育・学生支援推進事業」「専門職大学院等における高度専門職業人養成
教育推進プログラム」「産学連携による実践型人材育成事業」等については、そ
れぞれ支援期間終了後においても取組が継続されている。
○平成25年度に開設されたソーシャルラーニングスペース「L-café（エル・カ
フェ）」は、授業時間外の外国語自主学習を促進させ、英語、中国語、韓国語、
フランス語、ドイツ語及び日本語によるコミュニケーション力育成のための場、
留学生と日本人学生の交流を深める場としての機能を果たしている。
○在学生が主導して毎年度実施している新入生履修相談会は、各年度とも、新入
生の大半が出席しており、新入生から高く評価されている。
○学内の正式な委員会として組織された学生・教職員教育改善専門委員会によ
り、学生が継続的にＦＤ活動に参画する体制を構築している。
○「事務職員のミッション」を掲げ、人材育成として職階別にキャリアアップと
求められる能力を整理し、職階別研修を実施するとともに、分野別研修を計画的
に実施している。
○新規採用の若手教員には５年間のテニュアトラック期間を設け、体系的なＰＤ
（能力開発）プログラムの受講を義務付けるとともに財政支援を行う独自の制度
を導入している。
○教員の総合的業績評価を実施し、その結果を勤勉手当や教育研究プロジェクト
への経費配分等に反映している。
○学士課程では、「選考方法の趣旨」や「アドミッション・ポリシー・チェック
リスト」を作成・公開して、学科試験や小論文を課す理由、面接において確かめ
たい内容等を説明している。
○共通教育で演習形式や学生へのフィードバックを伴う双方向型の宿題・レポー
トの活用等、アクティブ・ラーニングの手法を活用した主題探究型科目６卖位を
全学必修としている。
○地域における様々な問題を解決し、地域社会の自律的発展に貢献できる実践的
人材を育成するために、６つの特別コースを設置し、現場力のある人材を地域に
輩出している。
○文部科学省の現代ＧＰ、学生支援ＧＰ、教育ＧＰ等については、それぞれ支援
期間終了後においても取組が継続されている。このほか、文部科学省からの競争
的資金の採択を受け、「日本・インドネシアの農山漁村で展開する６大学協働
サービスラーニング・プログラム」（「大学の世界展開力強化事業」）、「地域
の未来をステークホルダーと共に創る実践的人材の育成」（大学ＣＯＣ事業）、
「「医学科大学院」からの基礎研究医養成コース」（「医学・医療の高度化の基
盤を担う基礎研究医の養成プログラム」）、「西日本から世界に翔たく異文化交
流型リーダーシップ・プログラム」（「大学間連携共同教育推進事業」）、「高
大接続」（「大学教育再生加速プログラム」）の各種教育プログラムを展開して
いる。
○平成18年度文部科学省の特色ＧＰに採択された「ＦＤ／ＳＤ／ＴＡＤ三位一体
型能力開発」の事業を継続的に発展させて、系統性のある教育支援者の能力開発
プログラムを全学的に実施している。
○全学の教育改革を推進するため、また、学部間の機能的な連携を図り全学とし
ての教育の質を確保するために、教育コーディネーター制度を導入し継続的に活
動している。
○教育関係共同利用拠点（教職員能力開発拠点）として認定された教育企画室を
中心に四国地区大学教職員能力開発ネットワーク（ＳＰＯＤ）を活用し、フォー
ラムの共催、授業デザインワークショップ、講師養成研修等を実施して教育支援
者の資質向上と教育重視の意識改革に向けた成果を上げている。
○事務系職員に対しスタッフ・ポートフォリオを導入し、メンター養成研修を実
施するなど、キャリア形成支援の充実が図られている。
○在学生や将来当該大学を目指す高校生の支援を行う大学公認のボランティアス
タッフＳＣＶの拠点として「ピア＠カフェ」が整備され、学生のミーティング場
所や相談窓口として広く活用されている。
○当該大学の教育研究活動等を学生目線で紹介する映像「アイダイ日記」のダイ
ジェスト版を、英語、中国語、韓国語で公開している。
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教育情報等の
公表
高知大学

大学評価・学位
授与機構

教員及び教育
支援者
教育内容及び
方法

教育内容及び
方法

教育内容及び
方法
教育内容及び
方法

教育内容及び
方法

施設・設備及
び学生支援
教育情報等の
公表
九州大学

大学評価・学位
授与機構

教育研究組織
教員及び教育
支援者

教育内容及び
方法
教育内容及び
方法
教育内容及び
方法
教育内容及び
方法

教育内容及び
方法

教育内容及び
方法
施設・設備及
び学生支援
施設・設備及
び学生支援
長崎大学

大学評価・学位
授与機構

教員及び教育
支援者

○ミュージアム（大学博物館）等において、教育研究活動の成果を積極的に公
開・発信している。
○教員の教育及び研究活動等に関する自己評価と教員評価のシステムが整備され
ており、教員評価についてはその結果を給与及び賞与に関する人事考課に反映さ
せている。
○学士課程において、学科・コースにおける教育課程と各科目の達成度との関係
を視覚化したカリキュラム・マップを明示している
○平成16年度文部科学省現代ＧＰに採択された「課題探究能力育成型インターン
シップの開発」を事業期間終了後も取組を継続させ、首都圏での６か月のイン
ターンシップ実習を行う「長期社会協働型インターンシップ」を実施し、また、
平成24年度文部科学省「産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事
業」に採択された「中国・四国産業界の人材ニーズに対応した協働型人材育成事
業」により、主幹事校として事業を主導しており、大学と地元産業界が協力する
協働型インターンシップ「人間関係形成インターンシップ」を実施している。
○平成25年度文部科学省大学ＣＯＣ事業に「高知大学インサイド・コミュニ
ティ・システム（KICS）化事業」が採択され、地域志向授業を拡充し、教育に反
映させている。
○平成25年度文部科学省「国費外国人留学生の優先配置を行う特別プログラム」
に採択された「黒潮圏の持続型社会形成を目指す人材育成プログラム」により、
５つの学習プログラムを整備し、海洋保護区の機能強化に取り組んでいる。
○平成22年度科学技術振興機構「理数系教員（コア・サイエンス・ティー
チャー）養成拠点構築事業」に採択された「基礎力向上を重視した地域の理科教
育力向上をめざす高知ＣＳＴプログラム」では、理科の専門的知識・技能を十分
に備えた地域･学校の中核となる理科教員を養成するための教育実践プログラム
を実施している。
○平成24年度に四国の国立大学による連携事業「四国におけるe-Knowledgeを基
盤とした大学間連携による大学教育の共同実施」（基幹校：香川大学）が文部科
学省「国立大学改革強化推進事業」に採択され、大学内に分室を設置し、連携大
学と共同して新たに導入したe-learning教育支援システムを活用し、ニーズ・
シーズ調査の結果を基に自主的学習環境整備の充実を進めている。
○大学の教育・研究・地域貢献等の取組、地域への広報活動の一環として、ラジ
オ番組「ＴＨＥ こうちユニバーシティ ＣＬＵＢ」及び「気になる健康ファミ
リードクター」による情報発信を行っている。
○基幹教育院を立ち上げ、生涯にわたり自律的に学び続けるアクティブ・ラー
ナーとしての姿勢と態度（基幹）を育成する新たな全学教育（基幹教育）を実施
している。
○部局に配置される教員ポストを全学的に活用し、大学の将来構想（中期目標、
中期計画等）に合致した部局ごとの改革計画を募り、優先度の高い改革計画を全
学の委員会等で審査・選定し、当該計画の実施に必要な教員ポストを配分する
「大学改革活性化制度」を平成23年度から実施している。
○平成23、24年度文部科学省「大学の世界展開力強化事業」に採択された「エネ
ルギー環境理工学グローバル人材育成のための大学院協働教育プログラム」及び
「スパイラル型協働教育モデル：リーガルマインドによる普遍性と多様性の均衡
を目指して」では、それぞれ中国及び韓国の大学とのダブルディグリープログラ
ムの共同開発・実施、ＡＳＥＡＮ諸国大学との学生交流の推進を行っている。
○平成24年度文部科学省「グローバル人材育成推進事業」に採択された「国際的
視野を持ったアグリバイオリーダーの育成」では、学生の英語力強化プログラム
等を実施している。
○平成26年度文部科学省「スーパーグローバル大学創成支援」に採択された「戦
略的改革で未来へ進化するトップグローバル研究・教育拠点創成（ＳＨＡＲＥＱ）」では、教育の国際化をさらに推し進め、戦略的な国際共同研究の展開、人
事や制度等国際化対応の改革を計画している。
○平成19年度以降に文部科学省の特別経費、各種支援プログラム・事業に採択さ
れた人間環境学府、法学府、理学府、医学系学府、薬学府、生物資源環境科学府
における大学院の教育改革を目指すプロジェクトは、支援期間終了後も継続した
取組を実施している。
○平成24、25年度文部科学省の各種支援プログラム・事業に採択された「分子シ
ステムデバイス国際研究リーダー養成および国際教育研究拠点形成」「グリーン
アジア国際戦略プログラム」「イノベーションを推進する国際的人材の育成」及
び「地域包括医療に邁進する総合診療医育成」によって、博士課程教育における
人材養成の高度化が推進されている。
○平成24年度文部科学省「大学間連携共同教育推進事業」に採択された「未来像
を自ら描く電気エネルギー分野における実践的人材の育成」では、未来像を自ら
思い描ける志向力と多様な社会での協働に必要な能力に優れた、電気エネルギー
分野で活躍する人材の養成を目指した取組を実施している。
○指導教員・助教・カウンセラーが情報交換を行いながら、卒業論文完成に至ら
せるなど、発達障害等の特別な支援が必要な学生に対する支援が充実している。
○九州大学基金による学生への各種助成事業、また、特に経済的困難を抱えなが
らも積極的に勉学を続けている博士課程学生に対する奨学金の増額等の独自の経
済支援を拡充させている。
○教員の人事評価において、教員等基礎データベースへの業績等の入力及び公表
を要件とするなど評価の客観性を確保し、昇給及び勤勉手当に反映させている。
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長崎大学

大学評価・学位
授与機構
学生の受入
教育内容及び
方法
教育内容及び
方法
教育内容及び
方法
教育内容及び
方法
教育内容及び
方法
施設・設備及
び学生支援
施設・設備及
び学生支援
施設・設備及
び学生支援
教育の内部質
保証システム
財務基盤及び
管理運営

宮崎大学

大学評価・学位
授与機構

教員及び教育
支援者
教育内容及び
方法
教育内容及び
方法
教育内容及び
方法
教育内容及び
方法

教育内容及び
方法

教育内容及び
方法
教育内容及び
方法
施設・設備及
び学生支援
施設・設備及
び学生支援

○大学教育イノベーションセンターのアドミッション部門では、入学者選抜の検
証と変更の検討を行うための各種分析データを各学部に提供し、選抜方法の改善
に活用している。個別学力検査、面接及び小論文等の入学者選抜に関するＦＤを
毎年度行うことで入学者選抜の妥当性と信頼性を高めている。
○平成22年度から実施されている「日中韓の大学間連携による水環境技術者育
成」によって、アジア地域に貢献できる実践能力に優れた高度専門技術者を育成
するための特別コースを設置している。
○平成24年度に文部科学省「グローバル人材育成推進事業」に採択されている。
○平成24年度に「留学生との共修・協働による長崎発グローバル人材基盤形成事
業」他１件が、文部科学省「大学間連携共同教育推進事業」に、「熱帯病・新興
感染症制御グローバルリーダー育成プログラム」が、文部科学省「博士課程教育
リーディングプログラム」に、「九州がんプロ養成基盤推進プラン」が、文部科
学省「がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン」に採択されている。
○平成25年度に「つなぐ医療を育む先導的教育研究拠点の構築～人と人、場と
場、ケアとリサーチをつなぐ総合診療医の養成～」他１件が、文部科学省「未来
医療研究人材養成拠点形成事業」に採択されている。
○アクティブ・ラーニングに関するＦＤを継続的に開催し、教育の質の向上を
図っており、平成26年度にアクティブ・ラーニングの開発・進化・普及及び学習
成果の可視化の実現を図る取組が、文部科学省「大学教育再生加速プログラム」
に採択されている。
○学生が実現したい「夢」を毎年募集し、夢の実現に向けた支援を行っていた
が、平成26年度からは、新たに「夢への架橋」チャレンジプロジェクトとして
ニーズの掘り起こしを図っている。
○入学時の健康診断において、新入生全員を対象に保健・医療推進センター所属
のカウンセラーによるメンタルヘルス健診を実施している。
○大学独自の資金による奨学金制度が充実している。
○「学生による教育改善のための協議会」を設け、教育に対して学生たちが議論
する場を作り、同協議会の意見を基に、全学ＦＤ「学生とともに進める教育改
善」で教員との意見交換を行っている。
○学部・研究科等を訪問しての監査及び全理事との個別面談の実施等、精力的な
監事監査を実施しており、その結果に基づく監事の意見は、当該大学の運営全般
の改善等に大きく寄与している。
○教員に対する評価の結果を、昇給、勤勉手当に反映させるとともに、学部組織
卖位への予算配分にも反映されているほか、論文被引用率が高い文献について、
表彰や研究費の傾斜配分を実施している。
○学位授与方針と教育課程の編成・実施方針の一連の関連性に留意して全学的な
作成要領を整備し、学修コーディネーターが中心となり、課程、学科ごとの学位
授与方針と教育課程の編成・実施方針を定め、カリキュラムマトリックスによる
授業科目ごとに身につけさせたい資質・能力を明示し、科目間の関連を明確化す
るコースナンバリングなどを全学的に一貫した取組として実施している。
○英語が使える医療人の育成をめざし、医学科ではＥＭＰプログラム、看護学科
ではＥＮＰプログラムによって海外における臨床、実施実習を教育課程に組み込
み、多くの学生が参加している。
○アクティブ・ラーニングを取り入れた新学士課程教育の開始により学生の主体
的学習の促進が図られているとともに、各学部では外部委員を含めるなどの評価
を実施し、教育方法の改善を検証している。
○農学と工学が融合した全国初の農学工学総合研究科博士後期課程、医学と獣医
学が融合した医学獣医学総合研究科博士課程は、産学連携の成果を教育内容に反
映させるだけでなく、学術研究分野の融合の特色を生かし、異なる分野の教員が
協働して研究指導に当たり、大学院学生をファーストオーサーとする論文を国際
的学術雑誌に掲載し、融合の効果と実績を残している。
○「International ＧＡＰ（国際的適正農業規範）対応の食料管理専門職業人の
養成」、「畜産基地を基盤とした大学間連携による実践型適正家畜生産技術者養
成教育」、「太陽光発電関連産業のニーズに応える高度専門性を持つ人材育成プ
ログラム」及び「太陽光発電関連産業群形成を目指した高度人材創出プログラ
ム」等の特色あるプロジェクト実施によって、授業内容が改善され、外部評価に
おいても高く評価されている。
○平成25年度の文部科学省大学ＣＯＣ事業に「食と健康を基軸とした宮崎地域志
向一貫教育による人材育成事業」が採択され、地域課題の解決の即戦力となる人
材養成に着手している。
○キャリア形成教育として、文部科学省「大学教育・学生支援推進事業大学教育
推進プログラム」による工学部の「自主を促す工学技術者キャリア教育（平成21
～23年度）」の取組が継続され、とくに、キャリア学習教材がウェブ上で全学に
公開されている。
○宮崎県及び保護者の居住地である市町村と協議し、肢体不自由学生の大学構内
での修学支援のため介助員を配置し、その経費を大学、県、市町村が負担してい
る。
○可能な限り多くの学生が経済的援助を得られるように、授業料免除の制度を改
革している。
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教育の内部質
保証システム
鹿児島大学

大学評価・学位
授与機構

大学の目的
教育研究組織
教員及び教育
支援者

教育内容及び
方法
教育内容及び
方法
教育内容及び
方法
教育内容及び
方法
施設・設備及
び学生支援
施設・設備及
び学生支援
施設・設備及
び学生支援
財務基盤及び
管理運営
鹿屋体育大学

大学評価・学位
授与機構

教員及び教育
支援者
教育内容及び
方法
教育内容及び
方法
教育内容及び
方法
学習成果
施設・設備及
び学生支援
施設・設備及
び学生支援
教育の内部質
保証システム
教育の内部質
保証システム

大妻女子大学

大学評価・学位
授与機構

大学の目的

○教育の内部質保証の体制を、階層的に構築して実施しており、実質的に教育の
質の改善・向上が図られている。また、全学のＦＤ研修会で重点的に学位授与方
針、教育課程編成・実施方針、入学者受入方針、ＧＰＡ、アクティブ・ラーニン
グ等に取り組んだ結果、これらの事柄への教員の理解が進み、それぞれの部局で
独自に取組を行うようになっている。
○学生としての行動指針や規範となる「鹿児島大学学生憲章」及び学生が大学で
修める学問を基礎に、地域とともに成長できる機会を保障した「鹿児島大学生涯
学習憲章」を制定している。
○総合研究博物館、国際島嶼教育研究センター、生涯学習教育研究センター、地
域防災教育研究センター、稲盛アカデミー等が特色ある活動を展開している。
○全教員は、構成員の活動状況等の点検・評価実施要項に基づき、教育、研究、
社会貢献、国際交流、診療、管理運営等について、毎年自己点検・評価を行い、
それを基に各部局において３年ごとに部局長等による評価を実施している。評価
結果は、研究費の配分や昇給等に反映されている。
○文部科学省の各種支援事業に採択された「鹿児島はひとつのキャンパス－地域
のリーダー養成のための大学連携と総合教育の構築－」「インテンシブ理数教育
特別プログラム推進事業」「取材学習を取り入れた循環型初年次教育」「地域医
療を担うプロフェッショナリズム教育」においては、支援期間終了後も継続した
取組を実施している。
○平成26年度文部科学省「課題解決型高度医療人材養成プログラム」に「地域で
の暮らしを最期まで支える人材養成」が、大学ＣＯＣ事業に「火山と島嶼を有す
る鹿児島の地域再生プログラム」が採択されている。
○平成21年度科学技術振興機構「理数系教員（コア・サイエンス・ティー
チャー）養成拠点構築事業」に採択された「実践的コア・サイエンス・ティー
チャー養成スクールと活動拠点構築プロジェクト」においては、支援期間終了後
においても「ＣＳＴ養成コース」と名称変更し、継続実施している。
○平成24年度文部科学省「専門的看護師・薬剤師等医療人材養成事業」に「放射
線看護専門的看護師養成教育課程事業」が採択され、放射線医療に関わる専門職
者を育成するプログラムを実施している。
○学習交流プラザ、学生サークル会館、大学会館から構成される複合施設が完成
するなど学生が自ら学ぶ場としての自主的学習環境が整備され、効果的に利用さ
れている。
○発達障害のある学生に対して充実した相談、診療等により対応するとともに、
授業に出られない学生が保健管理センター内で講義を遠隔で聴講、参加するため
の防音室を設置するなどの優れた支援体制を実現している。
○「進取の精神」を実践し、学生憲章の趣旨に即した成果を収めた学生及び学生
団体を表彰する「鹿児島大学進取の精神学生表彰」、また、「進取の精神」の継
承を目的として学生が企画、実施するプログラムを支援する「鹿児島大学進取の
精神チャレンジプログラム」を設立している。
○学長と学部学生との懇談会で寄せられた意見や要望に対する対応については、
大学ウェブサイトで公表するとともに学生に一斉メールを送信し、周知を図って
いる。
○教員の教育研究活動等に関する自己点検・評価を継続的・発展的に実施し、評
価結果を教員教育研究費の傾斜配分の算定、昇級・勤勉手当の査定等に反映させ
ている。
○スポーツ科学の基礎となる学問分野における先端的研究成果を背景とする内容
を、充実した施設設備を活用した実験に参加することにより体験する機会を必修
科目として提供し、科学的な観点からスポーツに取り組む態度を育成している。
○演習科目を中心に尐人数による発表、意見交換を中心とする授業方法を積極的
に採用するほか、武道の実技科目では、経験者と初心者がそれぞれの目的、役割
に応じて積極的に参加できる工夫を加え、経験者にとっては実践的指導能力の向
上につながっており、特に柔道については、柔道を専門としない受講者が初段を
取得するまでの成果を上げている。
○シラバスにおける、科目ごとの到達目標の記載は、学位授与方針との関係を明
確に示すものとなっており、学生が学習成果を自ら確認できるように配慮される
とともに、学生に対して実効的に周知が図られている。
○国際大会でメダルを獲得する水準まで、実技能力に関して学習成果が上がって
いる。
○体育大学として整備された施設、設備を正課の科目履修及び課外活動に有効に
活用し、学習及び課外活動において優れた成果を上げている。
○学生支援の理念を正式に定め、学生を含む構成員に周知を図ることにより、学
習支援と生活支援とを総合的かつ効果的に実施する全学的な体制の整備の基本方
針を明確にしている。
○ＦＤ活動の成果として、「良好な授業環境を確保するためのガイドライン」及
び「よりよい授業を行うためのヒント」が作成され、教員がそれらを活用するこ
とにより、具体的な教授方法の改善が実現している。
○ＴＡが、体育大学としての特徴的な実技指導等に従事することから、安全面の
配慮、効果的な授業補助の観点から、業務の内容、就業にあたっての心得につい
て詳細に記述し、毎年度更新される「鹿屋体育大学ＴＡハンドブック」を作成し
て、研修会等を通じてＴＡの資質向上に取り組んでいる。
○校訓「恥を知れ」を人格形成の基本理念と位置付け、さらに、養成する人材像
を時代の進展に合わせて見直した「関係的自立」を教育理念の基本とする教育を
実践している。
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大妻女子大学

大学評価・学位
授与機構
教育研究組織
教育内容及び
方法

教育内容及び
方法

学習成果
施設・設備及
び学生支援
教育の内部質
保証システム
財務基盤及び
管理運営
愛知みずほ大学

日本高等教育評
価機構

足利工業大学

日本高等教育評
価機構

経営・管理と
財務
使命・目的等
学修と教授

SBI大学院大学

日本高等教育評
価機構

使命・目的等

学修と教授

学修と教授
学修と教授
大阪音楽大学

日本高等教育評
価機構

使命・目的等

学修と教授
大阪商業大学

日本高等教育評
価機構
使命・目的等

岡山商科大学

日本高等教育評
価機構

嘉悦大学

日本高等教育評
価機構

経営・管理と
財務
使命・目的等
学修と教授
学修と教授

金沢学院大学

日本高等教育評
価機構

学修と教授

○各学部教授会、研究科委員会（代議員会）に学長及び副学長が非構成員として
出席し、学部・研究科間の情報共有・意思疎通を円滑にしている。
○女性の自立する力の育成を目指した「大妻教養講座」等の科目の開講、企業等
との連携による課題解決型授業の実施、社会人女性を受け入れながら実施してい
る大妻マネジメントアカデミー等、女子大学としてのキャリア教育の充実を図っ
ている。
○平成22年度に文部科学省の「大学生の就業力育成支援事業」に「質量両面の就
業力向上のためのキャリア教育」が採択され、その後継として平成24年度の「産
業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業」に「首都圏に立地する大
学における産業界のニーズに対応した教育改善」（幹事校：青山学院大学）が採
択されており、当該大学においても、「キャリア学習プログラム」及び「学びの
マップ・ポートフォリオシステム」として運用し、学生のキャリアアップを支援
している。
○教育職員免許状、図書館司書、博物館学芸員をはじめ、衣料管理士、管理栄養
士、精神保健福祉士等の専門性に直結する資格を多くの学生が取得し、卒業後の
キャリアに活かしており、特に１級衣料管理士資格取得者は毎年30人以上にのぼ
り、平成23年度に日本衣料管理協会から表彰を受けている。
○希望する学生のほぼ全員が入寮できるよう、学生寮が整備されている。
○学外関係者の意見聴取の場として、学生の保護者と専任教員との懇談会（多く
の学部は年２回）を開催し、大学の方針を伝えるとともに、意見・要望を聴取し
ている。
○平成26年度の大学機関別認証評価に向けて作成された自己評価書において、自
己評価を適切に実施し、問題点を的確に把握しており、自己評価書そのものにつ
いても、社会に対して理解されやすい形となるよう配慮されている。
〇学長主催の「FORUM」では、法人の運営方針、理事会・評議員会の決定事項、
教授会での審議概要等について詳細に説明され、教職員による要望や意見も多く
取入れられるなど教職員における満足度が非常に高い点は評価できる。
〇建学の理念である「和を以って貴しと為す（以和為貴）」の精神に基づく仏教
行事を実施し、特色ある人間力育成を行っていることは評価できる。
〇エネルギー教育拠点校に指定されていたこと、総合研究センターに隣接して
「風と光の広場」が設置され、公開されていること、年間5,000人の見学者が訪
れていることは高く評価できる。
〇インターネットを活用したeラーニングにより、「いつでも」「どこども」
「何度でも」が可能な教育システムを利用することで、起業家や新規事業の創出
を目指す「有為な人材」の育成を行っていることは使命・目的の実践として評価
できる。
〇教授方法については、インターネットを利用したグループ・ワークやディス
カッションの仕組みを取入れたり、対面授業により教員や他の学生と議論できる
場を設定したりするなど、学生の授業への自発的参加を促す工夫を行っている点
は評価できる。
〇「事業計画演習」において、担当教員を補佐し、学生が作成する事業計画に対
して実業家の視点から意見・指導を行うための人員を配置したり、中間及び最終
の発表会において投資会社の役職員などの外部の評価員を活用したりしている点
は、高く評価できる。
〇「事業計画演習」の成績優秀者へのSBIグループによる出資等の経済的支援な
ど、起業家育成のために種々の支援活動が行われている点は評価できる。
〇平成27(2015)年の創立100周年に向けて、平成23(2011)年度より建学の精神に
含まれる概念を二つずつ組合わせたテーマを設定した記念行事を継続して実施
し、学内及び学外に大学の使命・目的を理解してもらう機会を設けていることは
高く評価できる。
〇貴重かつ豊富な収集・展示・研究資料を有す音楽博物館は、学生・教職員につ
いては常時利用することができ学外の見学希望者にも公開するとともに、各種セ
ミナーやワークショップを企画するなど、その総合的な活動は高く評価できる。
〇「個別面談体制と社会人力向上の展開による就職率の維持・向上」をテーマに
したプロジェクトが、文部科学省の平成21(2009)年度「大学教育・学生支援推進
事業」に選定され、平成24(2012)年度に独立行政法人日本学生支援機構「学生支
援推進プログラム評価委員会」から最高のS評価を受けていることは大変優れて
いると評価できる。
〇「将来構想検討委員会」を組織し、社会の変化に対し、自らの使命や目的を随
時見直し、学内における情報の共有、学内の意思統一を図り、その将来構想を機
動的に協議・検討していることは評価できる。
〇創立者の著作のデジタル化や情報メディアセンターに創立者コーナーを設置す
るなど、その思想や理念に内外から容易にアクセスできる環境を整備しているこ
とは評価できる。
〇ビジネス経営学部における「ビジネス ユニット」は、産学連携のもとで学生
が主体的・実践的に就学体験ができるもので、評価できる。
〇24時間キャンパスとして原則終日のキャンパス利用を認めていることは高く評
価できる。
〇石川県小松市と連携し、地域社会の中高年齢者並びに児童の健康・体力づくり
に協力していることは、地域社会に貢献するとともに教育目標にかなっており、
高く評価できる。
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金沢学院大学

日本高等教育評
価機構
学修と教授

鎌倉女子大学

日本高等教育評
価機構

岐阜女子大学

日本高等教育評
価機構

経営・管理と
財務
学修と教授
学修と教授

九州看護福祉大
学
九州国際大学
熊本保健科学大
学

日本高等教育評
価機構
日本高等教育評
価機構
日本高等教育評
価機構

国際医療福祉大
学

日本高等教育評
価機構

学修と教授
使命・目的等
学修と教授
学修と教授
学修と教授
学修と教授

志學館大学
十文字学園女子
大学

日本高等教育評
価機構
日本高等教育評
価機構

使命・目的等

使命・目的等

学修と教授
学修と教授
自己点検・評
価
西武文理大学

日本高等教育評
価機構

使命・目的等
使命・目的等
経営・管理と
財務
経営・管理と
財務

千葉工業大学
中部大学

日本高等教育評
価機構

学修と教授

日本高等教育評
価機構

使命・目的等
使命・目的等
経営・管理と
財務

帝京大学

日本高等教育評
価機構

学修と教授
学修と教授

東京工科大学

日本高等教育評
価機構

使命・目的等

〇学生の資格取得への支援策として、資格取得者への奨学金の給付は、経済的支
援だけでなく、資格へのチャレンジが学生の自己変革の基礎になっている観点か
らも高く評価できる。
〇職員に対し「目標管理制度」を導入し、個人別の「職務目標報告書」は年度ご
との達成目標、具体的な行動計画・実績、今後の課題という形で工夫されてお
り、個人レベルでもPDCAが機能している点は評価できる。
〇春季・夏季における長期休暇中の学修支援として、課題を設定した年間計画表
を作成し、専門教育に関する幅広い知識や考え方を学修できる取組みは高く評価
できる。
〇サテライトキャンパスの「文化情報研究センター」の「デジタルミュージア
ム」は遠隔教育システムにより他の地域と同時開講が可能となり、公開講座等の
種々の活動に活用している点は高く評価できる。
〇口腔保健学科で実施されているミャンマー難民キャンプ、終末医療施設、産婦
人科での口腔保健実習は、特色ある取組みとして高く評価できる。
〇北九州市と協力しながら「人づくりが拓く街づくりへ」をテーマに、人づくり
を通して、街づくり・賑わいづくりに貢献している点は、高く評価できる。
〇授業改善アンケート結果を各教員にフィードバックするだけではなく、結果に
対する教員のコメントや授業改善計画を「学内用電子掲示版」により開示してい
る点は高く評価できる。
〇多くの大学関連施設を利用して、異なる業種を目指す学生が学科の垣根を越え
たチームを組み、全学部・学科で「関連職種連携教育」に取組み、チーム医療・
チームケアを学ぶことができる点は高く評価できる。
〇専任教員のみならず、兼任教員もオフィスアワーを設定し、学生へ対応してい
ることは高く評価できる。
〇専任教員が毎年度末に「教育研究活動報告書」を作成し、改善策などを各自の
授業へフィードバックしていることは高く評価できる。
〇大学の個性の一つとして「地域に密着した大学」を意識し、生涯学習セン
ター・心理相談センター・発達支援センターに加え、学生の教育に資する地域協
働センターを立上げ、地域社会に貢献している点は高く評価できる。
〇学長のリーダーシップによる全学的な教育改革体制を確立し、大学教育全体の
「中期目標等」を策定する中で、建学の精神に基づく大学の使命・目的を反映し
た教育目的と各学科の具体的かつ明確な教育目標を再構築している点は評価でき
る。
〇大学は、平成22(2010)年度から保護者向け就職セミナーを開催し、保護者に厳
しい就職環境の理解を促しながら共通認識の中での就職支援に取組んでいる点は
評価できる。
〇障がいのある学生への支援を学生アルバイトを利用した手厚い対応で組織的に
行っている点は高く評価できる。
〇「年度計画PDCA実施表」に、数値や時期を具体的に記載し、客観的に評価が行
えるようにしており、各計画の達成度等、評価結果を学内共有フォルダに公開し
て、全教職員の閲覧を可能としていることは評価できる。
〇「ホスピタリティ精神」を大学の中心軸とし、使命・目的を学部名称、カリ
キュラムポリシー、授業科目、教育内容に貫き、一貫して特色ある教育を全学で
推進してきた点は高く評価できる。
〇建学の精神、教育方針、学訓を廊下や教室に掲示するなど、あらゆる機会を
使って積極的な告知、浸透に努力している点は高く評価できる。
〇あらゆる教学組織に職員が構成員として参画し、教育課程の編成、教学運営に
専門職として深く関与するなどの教職協働による運営は評価できる。
〇幹部職員が、稟議（りんぎ）書の目的・プロセスの妥当性、必要性、有効性に
ついて審査する「稟議書審査会」の取組みは、情報共有としても効果があり、高
く評価できる。
〇研究活動を通じて生まれた先端技術を応用した体感型アトラクションゾーンと
なっている「東京スカイツリータウン®キャンパス」は、研究成果の公開の面と
大学の広報の面から評価できる。
〇独自のクリッカーシステムは授業を双方向対話型とし、学生の授業参加意識と
緊張感を高め、双方向型授業の効果を一層高めており、その活用のため教員研修
会などを開催し、積極的に普及を図っていることは高く評価できる。
〇学生生活の向上、改善を図るため「厚生モニター」制度を設け、学生の意見を
改善に反映させるとともに、「学生部便」にその結果・意見・回答を掲載し、全
学生への周知を行っている点は高く評価できる。
〇「構造改革プロジェクト」及び「財政改革プロジェクト」については、部署を
横断し、またテーマにより教員も参加する教職協働であり、業務改善、経費削減
について成果を挙げるとともに、職員の実践的スキルアップが図られている点は
評価できる。
〇八王子キャンパスの経済学部・法学部・文学部・外国語学部・教育学部では、
授業乗入れが多く、学生の望む科目が履修可能になっている点は、評価できる。
〇板橋キャンパスにおける「帝京大学講義視聴システム」は、実習を除く全講義
が講義後に「PCルーム」や図書館で視聴可能となり、学生の授業理解度の向上を
支援している点は高く評価できる。
〇大学の基本理念を具現化するために、三つの具体的理念を定めて、教職員の行
動規範となる「オンリーワンベストケア(Only one,Best care)」を実現のサイク
ルとして、役員、教職員間に共通理解を促している点は高く評価できる。
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東京工科大学

日本高等教育評
価機構
学修と教授

東京女子体育大
学

日本高等教育評
価機構

使命・目的等
学修と教授

東邦音楽大学
長崎国際大学

日本高等教育評
価機構

学修と教授

日本高等教育評
価機構

学修と教授
経営・管理と
財務
経営・管理と
財務
自己点検・評
価

名古屋商科大学

日本高等教育評
価機構

学修と教授
経営・管理と
財務
自己点検・評
価

名古屋文理大学
奈良大学

日本高等教育評
価機構
日本高等教育評
価機構

学修と教授
学修と教授
学修と教授

新潟国際情報大
学

日本高等教育評
価機構

学修と教授

西日本工業大学

日本高等教育評
価機構

学修と教授

日本高等教育評
価機構

学修と教授

日本高等教育評
価機構

学修と教授

日本文理大学
函館大学
広島文化学園大
学

日本高等教育評
価機構

学修と教授
経営・管理と
財務

プール学院大学

福井工業大学
富士大学
北陸大学

日本高等教育評
価機構
日本高等教育評
価機構
日本高等教育評
価機構
日本高等教育評
価機構

学修と教授

使命・目的等
学修と教授
学修と教授
学修と教授

北陸学院大学

日本高等教育評
価機構

学修と教授
学修と教授

〇「基礎教育の指針」において教養教育の科目群ごとに理念と目標が明確にさ
れ、それを「教養教育の指針－東京工科大学国際教養スタンダードに向けて－
2014」で具体化し、取組みを進めている点は高く評価できる。
〇学長は、入学式の「式辞」で建学の精神に触れ、入学生及び保護者に語りか
け、その内容を大学ホームページに掲載し学外にも公表していることは高く評価
できる。
〇ノートテーカーを必要に応じて配置し、ボランティア養成講座においてその養
成に努めている点は評価できる。
〇オーストリア・ウィーンに大学が開設した「東邦ウィーンアカデミー」におい
て必修科目として行われる研修の実施、授業の一環として設けられた「海外卒業
演奏旅行」の実施は評価できる。
〇学生の授業アンケートを学期末に行い、集計・分析して毎年度報告書にまと
め、教員と学生にフィードバックするとともに、改善すべき事項を関係協議体の
議を経て実行に努めている点は評価できる。
〇予算管理を行う全職員に対し、年度ごとに予算執行ルールを明示するととも
に、法人独自に作成した「勘定科目基準書（第4版）」を配付し、会計処理の適
正化に努めている点は、評価できる。
〇監事が、会計監査のみならず業務全般について、職員と面談し個々に助言・指
導を行っている点は、高く評価できる。
〇現状把握のための各種調査を恒常的に実施し、集計や分析を行い、大学運営の
改善・向上を意欲的に行っていることは、高く評価できる。
〇大学院では企業の第一線で活躍する社会人が数多く入学し、講義と演習に加え
て、異業種交流の場としてのビジネススクールが実現していることは評価でき
る。
〇AOL委員会の活動や、「LG達成度評価調査」「学士力自己評価調査」について
は、先進的な取組みと言え、社会が大学に求める人材を育成しようとしている表
れであり、高く評価できる。
〇AACSB、AMBAの二つの国際評価機関の認証取得への取組みを大学の自己点検・
評価の活動のひとつとして位置付け、全学をあげて取組んでいることは、高く評
価できる。
〇タブレット型パソコンの無償配付により、双方向教育の促進（健康栄養学科）
や参加型授業の実施（情報メディア学科）に取組んでおり、特長ある教授方法の
工夫を行っていることは高く評価できる。
〇図書館は、「遺跡発掘調査報告書」、奈良関係資料、江戸時代に使用された版
木などを積極的に収集し、公開している点は評価できる。
〇奈良大学博物館は、仏像、歴史資料を積極的に収集し、公開している点は評価
できる。
〇国際交流インストラクター事業（「国際交流インストラクター演習」「ワーク
ショップ実践論」）は、学生の学習意欲を高め、コミュニケーション能力や実践
的学力の向上につながるので、この取組みについては高く評価できる。
〇各学科・各教員が「重点目標自己申告票」を年度初めに提出し、年度内に達成
状況を点検する施策は教員評価のPDCAが適切に運用されている証であり、評価で
きる。
〇工学部における1、2年次の専門教育科目である「ロボットプロジェクト」につ
いて、3学科の連携により各分野の専門性を融合させ、「ものづくり」に必要な
知識と技術、チームワークを段階的に学ばせている点は高く評価できる。
〇建学の精神や教育目的の達成の一環として、商学実習や卒業論文で、学生が主
体的に実践的課題に取組み、データの収集分析、発表するアクティブラーニング
がなされている点は評価できる。
〇学生ポートフォリオによる学生支援は、一人ひとりの学生の4年間継続したサ
ポートとなっており、「学習者中心の教育」の実践として評価できる。
〇詳細な「中長期経営計画Ⅱ（平成23年度～平成27年度）」が学内の教員組織及
び職員組織で共有されており、それに基づいて各施策が事業化されていることは
評価できる。
〇学生生活において支援を要する学生に対して、学生支援センターの職員をはじ
め、関係部署の教職員が「ケース会議」を開くことにより、情報の共有や、具体
的な支援の方法などについて協議している点は、学生個々に対する組織的な支援
への取組みとして評価できる。
〇大学、高校、中学校それぞれの機関で決定された事項や法人全体の財政状況に
関する課題などについて、月1回開催の全教職員が一堂に会する職員会議におい
て経営方針とともに理事長より周知されていることは高く評価できる。
〇学生の課外活動及び地域社会貢献活動を積極的に支援する観点から、体育関連
施設を有効に活用している点は、高く評価できる。
〇インターネットを活用した「アルベスシステム」を構築し、自学自習のために
多くの学生に活用されていることは高く評価できる。
〇フットボールパークの施設を充実させ、地域住民の練習や公式の試合会場とし
て利用に供している点は高く評価できる。
〇学生の自習スペースとして、「学習支援室」を土・日を含む毎日22時まで開放
している点は高く評価できる。
〇図書館利用を促進するための施策として、学生自身が自由な発想で利用拡大を
図ることを目的とした「図書館サポーター体制」を実施し、展示コーナーの設置
や学生の視点による選書ツアーなどを実施している点は高く評価できる。
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北海学園大学

日本高等教育評
価機構

学修と教授

学修と教授

学修と教授
武蔵野音楽大学

日本高等教育評
価機構

使命・目的等
学修と教授
経営・管理と
財務

名桜大学

日本高等教育評
価機構

学修と教授
経営・管理と
財務
経営・管理と
財務

麗澤大学

日本高等教育評
価機構

学修と教授
学修と教授
学修と教授
経営・管理と
財務
経営・管理と
財務
自己点検・評
価

〇一般教育科目に設置された「北海道学」コースによって、北海道の歴史・文
化・言語などをさまざまな視角から学び、多様な文化や社会、自然への理解へと
学びを広げ、建学の精神に基づく大学の人材養成目的の達成を図っていること
は、評価できる。
〇就職支援組織として、ポータルサイト「ミナトコム」や公務員志望者を対象と
する「コムエッグ」は、学生同士という近い立場で就職活動のノウハウを後輩に
伝授する自主サークルであり、大学がこうしたさまざまな集いの場を提供してい
ることは評価できる。
〇豊平キャンパスは地下鉄駅直結の構造となっており、特に厳冬期における夜間
通学時の安全面やバリアフリーなどの面から、積雪寒冷地の先進事例として評価
できる。
〇日常的な学園生活の規範として設定した「3P主義」を習慣化することによって
音楽をする者の人格形成を行っていることは、高く評価できる。
〇四つの本格的なコンサートホール、日本最大級の音楽大学図書館、日本最初か
つ最大級の楽器博物館等の教育施設が、教育研究上大きな効果を挙げている点は
高く評価できる。
〇外部機関への出向研修について規定を制定し、積極的に毎年実施していること
は大学職員の能力開発及び育成において大変有意義であり評価できる。
〇LLC、MSLC、「名桜ウェルナビ（新入生支援学生団体）」において、学生が主
体となって教職員と連携を図りつつ学修支援を実施している点は評価できる。
〇名護市及び名護警察署と災害時拠点施設協定を結び、災害時に大学を行政の災
害対策活動の拠点とする取組みは、地域に根差した公立大学の活動として評価で
きる。
〇学内で認識される課題や問題等については、学長が自らタスクフォースを立上
げ、その諮問結果をもとに、解決改善に向けて積極的に対応していることは高く
評価できる。
〇尐人数形式で行われる「求人紹介カフェ」や、就職活動を終えた有志の4年次
生による「就職アドバイザー」、卒業生も参加するSNSサイト「Green Community
ひいらぎCafe」などにより就職支援の充実を図っている点は評価できる。
〇新任・昇任教員を対象とした合宿研修会の開催や研究休暇制度・海外留学制度
の整備など、教員の資質・能力向上に努めている点は評価できる。
〇平成21(2009)年度から平成24(2012)年度までの4年間にわたる開学50周年記念
事業により、新たに校舎、学生寮、学生向けの多目的施設を明確なコンセプトに
基づいて建設し、教育環境を一段と充実させたことは評価できる。
〇職員を大学院に修学させ専門性を高めるなど、職員の能力向上の機会を提供し
ている点は評価できる。
〇「監事会」において年度監査計画が策定され、これに基づいて監事による会計
監査・業務監査が計画的に実施されていることは評価できる。
〇法令に定められた自己点検・評価の活動に加えて、国際的な社会的責任規格に
のっとって主体的に独自の点検・評価活動を実施し、その結果を「ISO26000活動
報告書」として毎年公表していることは高く評価できる。

２．短期大学
名 称
日本赤十字秋田
短期大学

評価機関
大学基準協会

日本大学短期大
学部

大学基準協会

テーマ
社会連携・社
会貢献

教育内容・方
法・成果

学生支援

社会連携・社
会貢献

優れた取組
〇「赤十字・国際人道法教育活動センター」が実施する災害救護訓練は、学生全
員に被災者・傷病者班などの役割を担わせることで、災害救護活動の推進者とし
ての基礎的能力を身に付けさせるとともに、地域社会への災害救護活動について
の周知にもつながっている。さらに、この活動を通じて、貴短期大学の理念が地
域社会に広く浸透していることは、評価できる。
〇船橋校舎の各学科では平常試験、理解度確認テストにより成績評価を行うほ
か、「入学から卒業までの目標設定シート」を導入し、学生・教員双方が目標達
成状況を振り返っている。このほかにも、学びの動機づけから卒業時点での学習
成果の確認まできめ細かい学習指導を実施しており、学習成果を測定する指標の
開発・設定に関する多様な工夫として、建築・生活デザイン学科では、入学時に
卒業研究を卒業達成度評価科目と位置づけていること、ものづくり・サイエンス
総合学科では卒業達成評価試験を導入し、成績上位者には「ものづくり・サイエ
ンス総合学科賞」を授与していることは、評価できる。
〇「今日の学生・生徒の行動を理解し、学生・生徒と接する際の態度、考え方な
どを研修し、日常の相談及び教育に役立てる」ことを目的として「インテーカー
認定者研修会」を実施し、学生相談に対する教職員のスキルを向上させ、教職員
全体で学生の対応にあたる体制を構築し、学生への早期援助を可能としているこ
とは評価できる。
〇三島校舎において、各学科・専攻科の特色を生かした社会連携・社会貢献が活
発に行われていることは評価できる。ビジネス教養学科では、専任教員が「伊豆
地域の持続可能な発展」を目的とする「特定非営利活動法人伊豆地域振興研究
所」を組織し、多様な社会連携活動を行っている。また、食物栄養学科・専攻科
食物栄養学専攻では、「食と健康・生活環境の向上」を目的とする学生組織「プ
ロジェクトＭ」の活動として、茶葉の合組に関する取り組みなど、地元自治体、
企業と連携したさまざまな商品開発を行っている。さらに、同学科・専攻科で
は、これまでの食育活動を契機に、市保健センターとの協動事業（季節ごとの糖
尿病対策のための食事作りや啓発活動）へと活動の領域を広げ、教員と学生が活
発に活動していることは評価できる。
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大阪音楽大学短
期大学部

日本高等教育評
価機構

使命・目的等

学修と教授
鎌倉女子大学短
期大学部

日本高等教育評
価機構

学修と教授
経営・管理と
財務

北陸学院大学短
期大学部

日本高等教育評
価機構

学修と教授
学修と教授

旭川大学短期大
学部

帯広大谷短期大
学

短期大学基準協
会

短期大学基準協
会

教育課程
技術的資源を
はじめとする
その他の教育
資源
自己点検・評
価
教育課程

教育課程

物的資源
理事長のリー
ダーシップ
國學院大學北海
道短期大学部

短期大学基準協
会

建学の精神

教育課程

学生支援

学生支援

学生支援

物的資源

物的資源

〇平成27(2015)年の創立100周年に向けて、平成23(2011)年度より建学の精神に
含まれる概念を二つずつ組合わせたテーマを設定した記念行事を継続して実施
し、学内及び学外に短期大学の使命・目的を理解してもらう機会を設けているこ
とは高く評価できる。
〇貴重かつ豊富な収集・展示・研究資料を誇る音楽博物館は、学生・教職員につ
いては常時利用することができ学外の見学希望者にも公開するとともに、各種セ
ミナーやワークショップを企画するなど、その総合的な活動は高く評価できる。
〇学科の「AO入試（自己推薦型）」は、エントリー開始から合格発表まで十分な
時間をかけて、書類審査、小論文・面接による審査などを行い、幼稚園教諭や保
育士としての適性を丁寧に評定して入学者を選抜しており、この点は高く評価で
きる。
〇職員に対し「目標管理制度」を導入し、個人別の「職務目標報告書」は年度ご
との達成目標、具体的な行動計画・実績、今後の課題という形で工夫されてお
り、個人レベルでもPDCAが機能している点は評価できる。
〇学生の自習スペースとして、「学習支援室」を土・日を含む毎日22時まで開放
していることは、高く評価できる。
〇図書館利用を促進するための施策として、学生自身が自由な発想で利用拡大を
図ることを目的とした「図書館サポーター体制」を実施し、展示コーナーの設置
や学生の視点による選書ツアーなどを実施している点は高く評価できる。
○入学時オリエンテーションから建学の精神、教育目標を周知するためのプログ
ラムを組んでいる。また、地域・環境・ジェンダー等の今日的で普遍的な諸問題
を学ぶことのできる教養科目群を設け、理事長・学長を先頭に地域に根ざした教
育に取り組んでいる。
○協同的な学びを促進するアクティブラーニング教室を整備し、双方向の授業を
可能としている。また、ラーニングコモンズ教室を整備し文献収集及びインター
ネット検索のツールを駆使して学生の自律的な学習を可能としている。
○中・長期ビジョンの作成プロセスにおいて、全教職員が三つの検討部会のいず
れかに所属して検討を進め、その役割を果たしている。
○カリキュラムマップについては、ウェブサイトで明示しており、平成27年度以
降の学生についてはカレッジガイドブックで周知することとしている。カリキュ
ラムマップは視覚的に授業科目や履修の関連性をわかりやすく紹介しており、教
育課程全体の把握や、科目を履修する際の大きな補助となっている。
○卒業生の就職先を対象としたアンケートのほか、巡回訪問指導、先輩卒業生か
らの情報提供、地域の方々との連携活動の場を利用した情報収集など、学生の卒
業後評価への取り組みを実施し、それらの結果を学生の就職指導に生かす努力を
積極的に行っている。
○電子教卓システム、スクリーン、プロジェクター、小型情報端末、パソコン等
を継続して取り替え、更新するなど、当該短期大学として限られた財的資源の中
でも、教育研究環境及び学習環境の整備を継続的に実施し、物的資源の充実に努
めている。
○真宗大谷派の教義上の教師資格を持つ理事長は、建学の精神及び教育理念を理
解し、自ら「人間学」の講義を担当するとともに、学外からの意見を広く求める
ために地域との連携を深めるなど、学園の発展に寄与している。
○当該短期大学は、併設大学の開学以来の神道精神に立脚した道義の大学として
の建学の精神を堅持し、「国学」「教養総合」という科目によって学生に周知し
ている。
○併設大学への編入者については、編入時の条件についての明確な基準を設けて
いることから、編入後の成績状況についても、併設大学との密接な連携によって
大学卒業までフォローし、学部学科との協議を行い、編入学強化のための教育課
程改訂に結び付けている。
○学生の多くが、通学のためにアパートに居住しており、これらの一人暮らしの
学生に対し、家主連絡協議会を組織し、学生の一人暮らしを支援している。これ
により、アパートに一人暮らしする学生、及び保護者にとって安心できる取り組
みとなっている。
○経済的な支援として、特待制度、奨学制度、特例給費制度、父母会就学助成金
制度、ワーキング・スカラシップ制度、福祉介護人材養成奨学金など、様々な支
援策を整備している。
○学生の社会的活動としてのボランティア活動を支援し、モチベーションを高め
るために、学長賞規程を設けている。学長賞は、「地域立大学」の地元密着の短
期大学として、創立時の理事長賞、学長賞、滝川市長賞を統一したものであり、
特に課外活動・社会的活動に優秀な学生及び団体を表彰するという特徴的な取り
組みである。
○運動場のテニスコート、野球兼サッカー場、パークゴルフ場等の施設は、地域
との共生の一環として、地域の学校及び地元住民にも積極的に開放し、利用しや
すい環境を整えている。利用者の年齢層が幅広く、施設利用がマナー教育にも通
じた優れた取り組みである。
○図書館に「金田一記念文庫」を設け、アイヌ研究の第一人者であった金田一京
助博士の収集した貴重な資料を保有し、学内外に公開している。外部の利用者に
は、専門の研究者も含まれており、学生への教育、地元への開放、研究者への資
料提供という役割を担い、地域の文化活動及び学術活動に貢献している。
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○学位授与の方針に照らし、「共通教養教育科目」を「基礎コミュニケーション
系」、「基礎教養系」、「生涯教養系」の三つの系列に編成し、体系化した。
「読む・書く･話す・聞く」をカリキュラム化し、修学の力、社会への適応力の
養成を図っている。
○ゼミナール制度というきめ細かい学生指導システムにより退学率、卒業延期者
率が極めて低い。また、国立大学を含め、四年制大学への編入学者も多い。
○大学図書館は、司書志望の学生を「図書館ボランティア」として受け入れ、図
書館機能の実務の学びの場とするとともに、学生と図書館職員との「協働」によ
る地域に向けたイベント開催など、新しい図書館サービスの実施に努めている。
○建学の精神「敬・愛・信」を明快で分かりやすく周知させるための努力が行わ
れている。「建学の精神点検・共有化ワーキング・グループ」を組織して機会あ
るごとに見直しを行っている。
○時代の要請に則した学習成果を測定する仕組みを全学的に検討している。一部
の科目においては「ルーブリック評価法」を導入するなど新たな試みをしてい
る。
○カリキュラムマップ等を整備・調整し、建学の精神から派生する三つの方針
（学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針、入学者受け入れの方針）に一貫
性を持たせている。
○2年間の成果のまとめとして総合文化学科では「卒業研究発表会」、子ども学
科では「子どもフォーラム」、人間福祉学科では「介護福祉フォーラム」を開催
し、学習成果の質的確認を行っている。
○平成17年度から実施している現代教養講座必修科目「心の充実」において、建
学の精神を現代的に解釈した教育理念、そしてこれに基づいた教育目的を学生に
自覚させている。
○平成18年度における上田女子短期大学との相互評価、平成23年度における常磐
短期大学同窓会みわの会による外部評価等、外部による積極的点検・評価を実施
している。
○産業カウンセラー有資格者をキャリア支援センターに3人配置し、組織的な就
職支援を行っている。また、学科と連携したガイダンスやセミナーが年間をとお
して計画されており、分かりやすい就職活動のマニュアル本と相まって、組織的
な就職支援が行われている。
○「全学学修サポート委員会規程」にのっとって、全学学修サポート委員会を設
置し、学習支援体制が整備されている。
○独自の奨学金制度（諸澤幸雄奨学金制度、緊急支援授業料等減免制度）を設置
している。
○東日本大震災を受けて地震・火災対策のための計画が完了しており、大規模災
害を想定し防災グッズ（備蓄品）の新たな装備も済ませている。
○「学校法人常磐大学環境保全活動基準（ミニマム・スタンダード）」を策定
し、省エネルギー・省資源対策に努めている。
○短期大学の将来像は、平成25年9月に策定された「学校法人常磐大学の5ヶ年経
営 改 善 計 画 」 、 ま た 、 平 成 26 年 3 月 制 定 の 「 学 校 法 人 常 磐 大 学 Mission &
Vision （2014-2018）」において明確にされている。
○毎年度はじめの教授会において、学長が「私の考える足利短期大学の在り方」
という所信表明を行い、建学の精神と教育理念を解説し、その意味の共有化が行
われている。また、建学の精神を具現化する学校行事として全教職員と全学生が
一堂に会する「三仏忌」と「魂まつり」が行われ、仏教的情操を養う重要な行事
と位置付けられている。
○こども学科では、「ラ・ネッサンス」の名称で親しまれる表現活動発表会が行
われ、保護者、卒業生、一般市民、就職内定先の関係者等多くが来場し、高い評
価を得ている。また、看護学科においては、科学だけでは理解・説明のできない
人間の生老病死に関する問題について、仏教的思想を取り入れることで人間理解
が強化できる有為な取り組みが行われている。
○学生を尐人数のグループに分けて担当教員を1人配置するグループ担当制度の
下に、入学後の学習意欲や姿勢、態度、履修状況を定期的に把握して個別的指導
を行っているほか、授業科目や学科によってはクラス分け授業や基礎学力不足の
学生に対する補充授業を実施するなど、きめ細かな生活・学習支援を行ってい
る。
○平成24年度に清泉女学院短期大学との相互評価を行い、その一環として、同短
期大学からALOと大学制度の専門家を講師に招き、2度にわたってFD研修会を開催
し、自己点検・評価についての積極的な取り組みを行っている。
○入学予定者に対して、自らの基礎学力を再認識できるよう、また短期大学側に
とっては基礎学力を測る指針として、短期大学独自の「育英ドリル」を作成し、
活用している。入学後には全員に対してアチーブメント・テストを実施し、成績
下位の者には基礎学力向上のための科目を履修させるといった全学一体となった
取り組みを行っている。
○一人暮らしの学生を対象とした交流会を定期的に開催し、孤立感など、同じ悩
みを抱えた学生同士の交流の輪を広げる場を提供している。
○「学内研究奨励金制度」を制定し、原則として科学研究費補助金応募者のうち
不採択者全員に学内奨励金を給付しており、研究者の支援体制を整えるととも
に、研究活動意欲を一層促進させる効果をあげている。
○専任教員が選書した「学生の時に読みたい100冊の本」を冊子として刊行し、
学生に配付すると同時に、図書館内に当該本の専用コーナーを設置している。
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○文部科学省の平成21年度「大学教育・学生支援推進事業【テーマB】学生支援
推進プログラム」で採択された「全教職員が応援する就職活動『ムサタン5C』」
を継承発展させ、全教職員が進路関係のFD・SD研修会に参加して就職活動の実際
や書類作成に関して研修し、職階や所属に関係なく就職支援に当たり、高い就職
率を達成している。
○平成24年度から教授会後に教員全員参加型の「抄読会」を開催し、教員が各自
の研究テーマについての発表を行っている。これにより、研究意欲の向上と専門
分野を超えた研究活動の幅の広がりが生まれ、教育研究活動の活発化の効果をあ
げている。
○建学の精神を実に多様な機会を通じて学生に周知すべく取り組んでいる。特に
入学直後の全学共通科目である必修科目「大妻教養講座」の中で理事長、学長が
講師となって建学の精神を直接伝えている。また建学の精神の原点は大事にしつ
つも時代に応じた建学の精神の再解釈を行い、常に進歩発展を目指して取り組ん
でいる。
○「大妻女子大学教員評価規程」を制定し、年度はじめに教員自身による目標設
定を行い、その達成状況を自己評価させる取り組みは、個々の授業の充実につな
がるのみならず、研究、地域貢献、管理運営活動も活性化する取り組みである。
○入試ガイドに各学科の「教育理念」・「求める人」・「高校での学習につい
て」が記載され、受験生が入学者受け入れの方針を理解しやすい記述となってお
り、入学後必要となる学びや学ぶ姿勢が明確であり、高校生活の過ごし方に対す
る示唆も記述されている。
○「保証人用Webシステム」を導入し、保護者が当該学生の時間割、出席状況、
成績等をインターネットで確認できるシステムを整備しており、家庭からも学生
支援が行える。また学生の履修情報、成績情報、指導履歴、その他学修情報を教
務システムで把握し、必要に応じて学習成果の確認ができるシステムを構築して
いる。
○「大妻マネジメントアカデミー（OMA）」のほか、正課外で各種の就職支援講
座を展開するほか、求人票の検索や内定報告書の閲覧等ができる学生専用の就職
情報ホームページを設けるなど、教職員一体となった就職支援を行っている。
○教員の研究活動のための資金、時間、発表の場に対し、各種規程や制度の整備
等十分な支援が行われている。さらに国内・国外研修支援制度を設け、1年間の
国内・国外研修の実績があり、平成26年度からはサバティカル制度（半年間）を
導入し、教員の研究活動に対する短期大学としての支援が十分行われている。
○卒業生の進路先からの評価アンケートの結果を踏まえ、リカレント教育の一環
として「フォローアップ・セミナー」を実施している。在学生だけでなく、専門
職域に就職した卒業生に対しても、保育者としての資質向上を図る機会を与えて
いる。
○新入生に対し基礎学力テストを行い、成績不振者には複数回にわたり「基礎学
力チェックテストフォローアップ・セミナー」を受講させることで基礎学力を担
保し、その後の学習が円滑に進むよう支援している。
○就職対策委員会と進路総合センターが共催し、保育職を希望する学生のための
系統的な「就職ガイダンス」を実施している。さらに、学生個々の就職活動を即
時に情報共有できる「キャリアナビ」システムを整備している。
○ピアノレッスン室は、授業の空き時間をはじめ、土曜日・日曜日、また夏季休
暇などの長期休暇中も含め、いつでも自由に使用できるようにしている。
○創立80年の歴史のなかで培ってきた建学の精神を、学長自身が担当する「実践
栄養学演習」（1年次前期）での講義やきめ細かな指導、栄養学を通じた産官学
連携や関連書籍・雑誌の発行、「香川綾記念会」の実施や創立者の展示コーナー
等を通じて、幅広く学内外に示すとともに、栄養士養成教育の根幹に位置付ける
努力を重ねている。
○一般社団法人全国栄養士養成施設協会が実施する「栄養士実力認定試験」への
受験を2年生に義務付け、良好な成績を収めており、また、その試験結果を栄養
士としての学習成果の指標として重視し、栄養士養成の教育課程の具体的な検証
と改善に活用している。
○就職先に対しては毎年、卒業生には定期的にアンケートを実施しており、卒業
生の社会的評価や在学中の満足度は高い。また、その結果を栄養士養成教育の改
善に生かすため、新たに「就業支援演習Ⅰ・Ⅱ」を必修科目として開設し、アン
ケートで課題とされたコミュニケーション力やリーダーシップ能力等の向上を
図っている。
○入学前に数学、化学、生物等を中心とする入学前準備教育を課し、それを踏ま
え入学式前に基礎化学を中心とする「基礎学力アップ講座」を学内で実施し、さ
らに講座終了後の成果判定テストの成績不振者を対象として、前期に週1 回の補
習講座を実施し、効果をあげている。平成26年度よりこの講座を卖位化すること
で学習意欲の向上を試みている。
○専門教育科目の理解を深めるため、専任教員による「質問タイム」（オフィス
アワー）や「苦手克服タイム」、職員による「サポートコーナー」を設けるとと
もに、追・再試験対象者に補講を実施する一方、課題を抱える学生に対して時に
は保護者を含めて担任や短期大学部長が面談を行い、きめ細かな個別指導と支援
を通じて栄養士資格の質の確保に努めている。
○荒川区との連携事業である「あらかわ満点メニュー開発支援事業」において、
学生が地元の店主とメニューの共同開発に携わるという地域貢献活動を継続して
いるほか、栄養学の研究成果を活用した産官学の連携を積極的に行うことで、研
究活動に要する外部資金の獲得にも結び付けている。
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○建学の精神の成立史が「白梅学園短期大学創立五十周年記念誌」によって体系
的に示され、学内外に公表されている。さらに学園を支えた先駆者達の功績を機
関誌「地域と教育」で定期的に特集し、広報に努めている。
○過去、文部科学省の「特色ある大学教育支援プログラム（特色GP）」に選定さ
れた取り組みを発展させ、学生が主体となって子育て広場や世代間交流広場を開
催し、地域から高い評価を受けている。また、教養科目として「子育て広場特
論」を設け、学生が行う社会的活動を支援している。
○研究成果の発表機会として「白梅学園大学・短期大学研究紀要」、「白梅学園
大学・短期大学 教育福祉・研究センター研究年報」、「白梅学園大学・短期大
学 情報教育研究」が整備されているばかりでなく、学界・学会的広がりを持つ
機関誌「子ども学」を発行するなど多くの機会が用意されている。
○科目レベルアセスメント会議において、各科目担当教員は「成績評価配分
表」、「科目アセスメント」、「授業記録」を共有し学習成果の現状を常に把握
している。特に「授業記録」は、毎回の講義の記録を残し、担当教員の負担は大
きいが、個人レベルのアセスメントとして授業改善に有効に機能している。
○入学者受け入れの方針を両学科で明確化し、全ての入試に筆記試験を課すな
ど、入学試験の質を落とさず、学習成果向上に取り組み、その成果が各種検定試
験合格に表れ、内定率の向上に繋げている。
○学内合同企業説明会の開催と人事担当者を招いての企業懇親会において教職員
は卒業生達の各企業での活躍状況をとらえ、その情報を授業（「キャリアデザイ
ンⅡ・Ⅲ」）で生かしている。その結果を内定率や進路決定率等で検討すること
によって、きめ細かな対応を行っている。
○学生への小型情報端末の配付と全教員の情報機器の効果的活用が学生に対する
学習成果をより具体的に向上させている。
○卒業後、地方で就職を希望する学生に対して、キャリア支援室による情報提供
を行い、就職支援を推進している。
○両学科とも、レベル別授業を編成し学生の習熟度に応じている。特に、英語コ
ミュニケーション学科では、基礎力が不足する学生には「英語基礎力特訓プログ
ラム」を実施し、優秀な学生には上級クラスを設け学生に配慮している。
○学術・研究・交流基金運用に関する諸規程の下、専任教員の国内外の研究・調
査、諸学会への出席、出張の機会と助成を行っている。また、就業規則等諸規程
をウェブサイト上に掲載し、教職員間の情報共有を円滑に実施している。
○学内に有線・無線LANを整備、全学生・専任教員（非常勤教員には貸出）に小
型情報端末を配付し、各授業データを小型情報端末上で閲覧やメモ記入などを
行ったり、電子黒板との連動でプレゼンテーションやファイルを共有するなど、
実践的な活用力を養い、講義授業やゼミで活用している。
○学園の伝統に裏付けされた建学の精神を、学長のリーダーシップの下に学生に
周知認識させていくシステムができている。毎年度開始時に非常勤教員も出席す
る教職員オリエンテーションや、毎日のホームルーム、週1回の学長朝礼の積み
重ねにより、建学の精神を常に意識できるような試みがなされている。
○建学の精神に基づいた「心の教育」を行う教養教育科目として「生活と倫理」
を卒業必修化し、教科目表やシラバスにおいて筆頭科目に位置付け、建学の精神
に基づいた「心の教育」の中核としている。
○クラス制をとり、全学生が毎朝8時45分に集まってホームルームを実施し、保
育者に必要な規則正しい生活を送れる指導を行うことをはじめとして、クラス担
任がきめ細かな学生対応・指導を行っている。遅刻等で出席しなかった学生には
生活改善プログラムで補われている。
○入学時に、高等学校在学中一定以上の成績と規定以下の欠席日数者に対して入
学金を減免する特待生制度があり、高い利用率となっている。
○入学後の成績優秀者には奨学金制度が用意され、また2年間の皆勤者・精勤者
（欠席3日以内）には皆勤賞・精勤賞の表彰制度があり、学業に励むよう支援し
ている。
○建学の精神を具現化するために、時代に応じた分かり良い言葉で学生及び社会
に伝えている。また、必修科目「幼児教育基礎演習」に学長による講義を取り入
れ、建学の精神を学生に周知している。
○建学の精神から求められる教育目的と各授業科目の具体的な関連性を明確にす
るために導入された「授業構成及び結果の評価票」を基に、学習成果を質的・量
的データとして測定することに取り組んでいる。
○学生代表と教職員による授業内容改善に向けての懇談会を実施して学生の意見
を聴取し、次年度の授業の改善計画を行っている。
○学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針、カリキュラムマップ等と教育課
程の位置付けについて、非常勤教員を含めた全教員に周知徹底を図っている。
○入学前教育として、音楽研究発表会の入学者への招待や、学びの準備として推
薦図書の送付を行い、また入学前に課題レポートの提出を求めるなど、入学のた
めの指導を行っている。
○毎月1回科会と教授会の間に学務部会と学生部会が並行して開催され、専任教
員と事務局職員が情報を共有するなど、綿密な学生支援を行っている。
○建学の精神の「主師親」について、昭和52年「建学の精神研究部会」を立ち上
げ新解釈を打ち出している。この解釈を基盤とした教育方針が受け継がれ、「育
てて送り出す」という理念が今日の「目白大学・目白大学短期大学部の学位授与
等の方針に関する規程」に生かされ、学内外に広く周知されている。
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○自己点検・評価活動等の実施体制が確立しており、その報告書の作成に当たっ
ては、各学科長・事務局長による前年度の振り返りと課題認識作業を前年度末に
行っている。評価報告シート作成には、教職員全員が関与している。また、自己
点検・評価報告書に記載すべき事項を検証し、自己点検・評価活動の意義を高め
ている。
○初年次教育を重視し、「ベーシックセミナー」と「フレッシュマンセミナー」
を全学で実施している。また、入学手続者には、入学までの期間に各学科が入学
前教育を実施しており、早期入学予定決定者を対象に自宅学習を促すフォロー
アップ課題を送付し、入学前ミーティングでの提出を義務付けているなど、入学
前教育も充実している。
○IC学生証による出欠管理システムが導入されており、コンピュータ管理である
ことから、成績・出席に関する点はもとより、保護者からの問い合わせにもすぐ
に対応でき、有効に機能している。
○保育業界のニーズを聴取し、保育者養成教育に反映させるなど、保育・福祉専
門職養成の充実を図るための取り組みが、平成24年度文部科学省補助金事業「産
業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業」に採択されるなど、教育
成果の獲得に向けた改善整備に努めている。
○理事長・学長・事務局長から発信される基本構想・事業計画に基づいて各委員
会・ユニットが活動計画を立案し、進捗を確認しながら活動報告を作成したうえ
で、全学に共通認識を図るなど積極的にPDCAサイクルを活用している。
○建学の精神「愛と奉仕」に基づき、ボランティアセンターが窓口となり、学生
に情報提供を行うとともに「ボランティア活動の手引き」の配付や、先輩の話を
聞く機会の設定など、活動促進のための取り組みが積極的になされ、学生の意識
を高めている。
○就職決定者のうちほぼ全員が正規雇用であることなど、大学が取り組む就職支
援の成果が出ている。
○入学予定者に対して、12月から3月まで月1回の入学前教育を実施し、また、
「プレパス（Pre PASS）」の発行による図書館やスクールバスの利用、キャリア
デザインセンターでの個人指導、ピアノレッスンなど、入学に向けた活動を積極
的に行っている。
○理事長の基本構想、事務局長の年度方針を踏まえ、職員は「目標チャレンジ
シート」を4月に提出し、年2回、事務局長による面談を実施して、その進捗を管
理するなど、目標管理制度を用いた育成システムが構築されており、業務の効率
化、職員のスキルアップにつながっている。
○卒業時に両学科で行われる卒業宿泊研修では、箱根の伝統のある旅館に宿泊し
ながら、建学の精神を改めて確認するプログラムを企画し、2年間の学びを全学
生、教職員で総括・確認し合っている。
○食物栄養学科におけるゼミ発表会、校外実習報告会や栄養教育実習報告会な
ど、ゼミや個人卖位の地域支援、学外実践、また、保育学科におけるゼミ発表や
地域子育て支援活動などを通じて、学生自身が学習成果を確認し、次につなげる
方法を確立している。
○入学前から系統的に「学びの姿勢自己診断」と「学びの力自己診断」を位置付
け、グループ作りを意識したり、教員がコメントをして返したりなど入学後の学
びの意欲に結びつけている。また、基礎学力演習を設け、基礎学力の充実を図る
ことによって、実習や就職につなげている。
○1年生と2年生合同の社会人学生向けの「社会人・一人暮らしアワー」などきめ
細やかな対応をしている。
○小田原市から子育て支援センターマロニエでの運営を受託しており、全学をあ
げての活動は、地域の子育て支援に大いに貢献している。そのほか、短期大学独
自の事業として展開している「おだたん食育村」や農業団体との共同事業「朝ド
レファーミ」への参加など、地域貢献において様々な取り組みを展開しており、
多くの学生が深くかかわっている。
○建学の精神の土台であるキリスト教教育を教育課程や行事において展開し、地
域での日本語教育や英語教育などのボランティア活動と正規授業を連動させた
サービスラーニングを通して実践的成果をあげている。また、サービスラーニン
グセンターを中心に、こうした学生のボランティア活動を技術的・精神的に支援
する体制が整備されている。
○図書館には、AV視聴席、図書検索システム用パソコン等の設備が備え付けられ
ている。さらに、併設大学等の図書を一括して検索できるシステムが導入され、
他のキャンパス図書館収蔵の図書をオンラインで配送依頼し、当該短期大学図書
館カウンターで貸し出し・返却できるサービスが行われている。
○学生が利用できるパソコンが非常に多く整備されており、授業や自学自習に不
自由なく活用できている。さらに、E-learning等のコンテンツの充実が図られて
いる。また、学生・教職員のパソコン操作等に関する技術的支援の窓口として、
ヘルプデスク担当の専門スタッフが常駐している。
○建学の精神、「礼・節・技の人間教育」を反映した必修科目「音楽人基礎①」
を設定することによって、技術のみならず高い品性を持った音楽人の養成を目指
している。また学生自身の墨書による建学の精神を学内の数か所に額装すること
によって、学生・教職員が日常的にその精神を確認できる環境にある。
○音楽短期大学の特色を生かし、学内外で年間をとおして40回近くの演奏会・公
演を行うことで、実践的な場で学習成果を内外に示すとともに、それによって得
られる学習意欲や学習成果の向上を積極的に図っている。
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○「社会における音楽大学卒業生のニーズ調査」、「産業界の人材ニーズ調査」
の結果を反映させ、「音楽人基礎①」の科目を改善したほか、実技試験で演奏だ
けでなく、曲や作曲家、時代背景等をプレゼンテーションさせる中で、楽曲に対
するより深い理解とコミュニケーション能力の育成を図っている。
○FD研修会には専任教員だけでなく、非常勤教員の半数以上が参加し、学習成果
の獲得のための教育方法を共有している。また、事務職員もクラス担任勉強会に
参加するなど、教職員全体で教育をより良いものにするために活動を行ってい
る。
○当該短期大学で修得した授業科目が、企業の音楽教室の講師採用試験時の科目
に該当する場合、その科目が一部免除科目として認定されることは、学生にとっ
て大きなメリットとなる。また、「保育士資格試験対策講座」を学内で行うこと
も有益で、学生の進路支援に積極的に取り組んでいる。
○併設大学との共用で、オペラ・バレエ・ミュージカルに対応できる高度な設
備・機構を備えた講堂「テアトロ･ジーリオ･ショウワ」、室内楽に適した「ユリ
ホール」、小ホール「ラ・サーラ・スカラ」の他、「スタジオ・リリエ」、レ
コーディングスタジオ等の高度な教育実践と学習成果の発表が行える施設を有し
ており、短期大学教育に有効に活用している。
○楽器の管理・メンテナンスについては、担当課の専門的な技能を有する職員、
学習成果の発表の場でもあるホールについては、舞台機構や照明、音響など各専
門設備を担当する職員が常駐しているなど、学生が安心して日常的に練習に励め
る環境を整えている。
○学生の生活支援として、学生食堂では年数回の朝食無料サービスを実施し、学
生の健康管理、生活習慣の改善に対する具体的な効果が上がっている。
○併設大学と敷地・設備等を共有することで豊かな物的環境を提供している。特
に、多くの席数を有する「前田ホール」を、学生たちが楽器演奏やミュージカル
等を授業成果として披露する場として有効に活用している。学内だけでなく保護
者、卒業生、地域住民に対する教育効果発信の場としても機能している。
○時代の変遷の中、創立綱領が建学の精神であるということの理解が希薄化しな
いよう、創立当初の建学の歴史を教職員で共有するなど建学の精神を次の世代に
伝える努力をしている。
○卒業後の学習成果の確認の取り組みとして、アンケート調査等による進路先か
らの評価を定期的に聴取するとともに、卒業生の動向についても追跡調査を行
い、それらの結果を教育内容の点検に活用するよう努めている。
○年2回「先生と語る会」を実施し、各教員がチューターとなり、学生との意思
疎通を図っている。その際、各学年を縦割りにしたグループ編成とし、各学年間
の親睦を深めるとともに先輩から後輩へ勉学、生活面などのアドバイスを行うな
どの支援体制を取っている。
○学生寮は個室でインターネット環境を完備し、24時間の守衛によるセキュリ
ティ体制を敷いており、食事は1日3食提供している。また学校行事の際の保護者
の宿泊など、寮生以外の短期利用も可能となっており、有効かつ多目的に使用さ
れ機能的に運営されている。
○在学期間を通して、保護者との懇談の機会を多く設定しており、学生、教員、
保護者の三者の意思疎通による支援体制を図っている。
○明倫学会という独自の会を学内に有し研究会を開催するなど積極的に研究発表
の場を設けており、専任教員の研究活動、教育活動へ貢献している。
○全教職員が日常的に自己点検・評価を行い、教育研究活動、学生支援、事務等
の改善にあたっており、さらに全教職員が執筆分担し各学科、各部署の「自己点
検・評価報告書」を毎年作成するなど、総力を結集させ向上・充実に真摯に取り
組んでいる。
○平成25年度に全学の授業科目のナンバリングを終え、Webシラバスでは、科目
群ごとの科目系統図も掲載され、学生は科目間の関連と教育課程の体系を容易に
理解でき、教員は「ルーブリック（学習成果（DP）別評価基準表）」によって、
学習成果別に採点することが可能となる。これにより学生の個別指導について、
一層きめ細かく対応が可能となった。
○平成25年度に統一様式の「本学卒業生の事業所・企業等就職先訪問報告書」を
作成、共通項目で聴取内容を整理できるようにし、卒業生の就職先から広く意見
を聴取している。各学科で集計・分析して、教育課程や教育内容・方法の改善に
役立てるよう取り組んでいる。
○平成19年度文部科学省「新たな社会的ニーズに対応した学生支援プログラム
（学生支援GP）」に選定された「地域をキャンパスとした人間力向上の取組」に
より、「富山短期大学ボランティア・地域活動センター」を開設した。これを機
に、ボランティア活動に熱心に取り組んだ学生を対象に、毎年表彰するなど、学
生の意識高揚に意欲的である。
○独自のFD・SD研修会や外部の研修会等へ多数の教職員が参加し、教職員の資
質・能力の向上を期し全学的なFD・SD活動を積極的に行い、短期大学の教育力・
学生の学習成果の獲得に意欲的に取り組んでいる。
○学生の主体的学習時間の増加につながるよう、自学自習・協働学習のための学
習環境となるラーニング・コモンズやWebシラバス・システム等を整備するなど
具体的な対策を積極的に講じ、常にその効果的運用や改善向上を目指している。
○学長は、五者会議（学長、副学長、教務部長、学生部長及び事務部長で構
成）、運営協議会（学長、副学長、各部・次・課長、各学科・専攻科長等から構
成）、教授会、人事委員会、各種委員会及び事務組織等を統率し、短期大学の運
営に関する業務全般に積極的にリーダーシップを発揮している。
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ダーシップ
金沢星稜大学女
子短期大学部

短期大学基準協
会
建学の精神

学生支援
理事長のリー
ダーシップ
清泉女学院短期
大学

短期大学基準協
会
建学の精神

教育の効果

学生支援

学生支援

人的資源
高山自動車短期
大学

短期大学基準協
会
教育の効果

自己点検・評
価

学生支援
技術的資源を
はじめとする
その他の教育
資源
理事長のリー
ダーシップ

○毎年の自己点検・評価を実施する際には定期的に建学の精神を確認しており、
学内で共有している。また、研修会において理事長が建学の精神と理念について
教職員に話すなど、その浸透とともに一層の理解を進めている。
○学習成果の測定は、学位授与の方針と学習到達度評価基準が示され、学生は自
分の到達度を知ることができる。定期的に学習到達度・自己評価アンケートを
行っており、教育の改善に役立てていくシステムを構築している。さらに、評価
の客観性の確保に向け取り組んでいる。
○アドバイザー（AD）体制による個別支援のほか、学生と教職員との双方向コ
ミュニケーション・ツールである「学生マイページ」の開設、学生DB（データ
ベース）による情報共有体制の構築など、学生の学習上、生活上の相談・支援体
制を全学的・組織的に整えている。
○FD活動の一環として、学内における「共創福祉研究会」の開催、学外との連携
として大学コンソーシアム富山へ参加している。また、学習成果を向上させるた
めにカウンセリング室と連携が図られている。
○理事長は、2か月に1度、マネジメント・レビュー（MR）会議を招集し、中期計
画・年度計画の進捗状況と課題を把握し、必要に応じて指示を出すなど、学校法
人の運営全般についてリーダーシップを発揮している。
○学長は教職員の参加する諸会議、行事において必ず建学の精神について言及
し、学生に対しては、必修の基礎科目「クラスコミュニティ」において担任が説
明している。毎日発行される広報紙「星稜TODAY」にも欄外に記載してあり、意
識の定着を図っている。また、学生のみならず保護者会において保護者にも説明
している。
○就職支援について1年次夏に「キャリア合宿」を行っているが、さらに1年次の
冬に2年生が1年生をサポートする「就職合宿」を学生自らの発案で実施し、成果
をあげている。
○理事長は初代理事長の提唱した建学の精神を根幹に、中長期計画、星稜100年
ビジョン等、学園が掲げる目標の具現化・可視化を目指し、リーダーシップを発
揮している。
○カトリック精神を基盤とした全人教育を行うという建学の精神を対外的に分か
りやすく提示するために、建学の精神やモットーをワンフレーズで表明する大学
メッセージ（「こころを育てる」）を制定し、キリスト教信者以外の学生にも理
解しやすいものとなっている。こうした建学の精神にのっとった積極的な試みが
なされている。
○五つの学習成果を設定し、教科学習と成果査定を関連させたカリキュラム・
マップがよく練られており、個々の授業科目がどのような成果を目指しているか
を即座に理解できるように工夫されている。シラバスは学習成果を具体的に提示
しており、獲得方法や達成度を明示している。
○両学科とも入学予定者に対して入学前学習課題を課し、入学後の学習や学習成
果の獲得を円滑にするよう努力している。さらに入学前のオリエンテーションの
ほか、幼児教育科は「自分発見！スタート・セミナー」、国際コミュニケーショ
ン科は「新入生スタートセミナー」を実施するとともに、幼児教育科では入学前
から始まる「初年次教育プログラム」、国際コミュニケーション科では「基礎学
力養成プログラム」として、課題提示から入学後の指導に接続して入学後の学生
生活を円滑に進めることができるように配慮している。
○学生のボランティア活動は建学の精神に基づいた活動であり、共通教育科目の
一つとして卖位認定をもってその活動を認証するとともに、地域連携センターを
中心とする組織的な支援をし、参加学生延べ数も多く、優れた取り組みとなって
いる。
○SD委員会の「中期計画」では業務改善を第一の目標に掲げた取り組みを行うこ
ととしており、各部署の「中期計画」に業務マニュアルの作成を義務付け、業務
の見直しや事務処理の改善を進めることとされている点は、業務改善の観点のみ
ならずリスクマネージメントやコンプライアンスを組織的に確立する上で優れた
取り組みである。
○授業内の教育に留まらず、ほとんどの学生が親元を離れてキャンパス内の学生
会館に寄宿し、集団生活を送っている特徴を生かし、寄宿生活を介した礼儀作
法、しつけや生活指導に専任教職員も積極的にかかわっている。また国際観光都
市・飛騨高山の市民として、祭礼奉仕やインターンシップなどを通した地域社会
への貢献活動でも教育効果を高めている。
○自己点検・評価の結果から、自動車整備業界における高度な板金・塗装を有す
る技術者養成の「車体整備コース」を増設するなどで、入学希望者が増えた。ま
た、社会科学・人文科学などの幅広い視点から自動車と社会の関わり方を学ぶ新
設の「クルマと文化研究所」は、学生達の学習意欲を高めている。
○学生による学習成果アンケート等による学習成果の定量的評価、学習への意欲
喚起のための欠席を減らす取り組み、全国各地に在住する地方事務所長による入
学から就職までの支援体制など、教職員が協力しての学生支援制度が確立してい
る。
○教室での理論と技術を実践的に修得できるよう「DIY（Do It Yourself：学生
専用自動車整備棟［学生専用ピット］）」が設けられている。ここは学生自らの
車両を整備できる場で、整備機材や工具も使用できる。利用時には必ず担当教員
が付き添い安全確保と指導助言が行われている。このように公道を走行する車両
の整備の成功体験による自信は就業への不安軽減に役立っている。
○理事長・学長は毎朝の教職員ミーティングに参加するなどによって、日常的に
教職員との意思疎通を図りながら、学校法人の運営に努めている。
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平成医療短期大
学

短期大学基準協
会

教育の効果
学生支援
学生支援
学長のリー
ダーシップ

常葉大学短期大
学部

短期大学基準協
会

建学の精神
自己点検・評
価
自己点検・評
価
人的資源

人的資源
ガバナンス
豊橋創造大学短
期大学部

短期大学基準協
会
教育の効果

自己点検・評
価

学生支援

学生支援

物的資源
技術的資源を
はじめとする
その他の教育
資源
名古屋文化短期
大学

短期大学基準協
会

教育の効果
教育課程
学生支援
学生支援
学生支援

名古屋柳城短期
大学

短期大学基準協
会

建学の精神

○国家試験用の基礎学力到達度チェックテストを活用して個人指導の方針を立て
るなど、医療分野に必要な専門的知識の習得と技能の向上に向け学生の基礎学力
を再確認し、教育の質保証に努めている。
○入学手続者に対して入学1ヵ月前に、入学前準備教育を実施している。入学後
の授業や学生生活を支援するオリエンテーション、模擬授業、グループ学習など
を行い、情報を提供している。
○成績優秀学生や、学内外での積極的な社会貢献活動を行った学生に対して、卒
業時に理事長賞や学長賞などの褒賞にて評価している。
○学長は平成25年度から活動を開始した教育改革委員会の委員長として、一つの
部会、七つの委員会に取り組むべき諮問事項を明確に示し、学長のリーダーシッ
プの下、教職員が参加して教育改革に取り組んでいる。
○建学の精神は、学校法人の刊行物やウェブサイト、そして学生が常に参照する
学生生活ハンドブックに掲載するとともに、諸行事における学長講話や建学の精
神の象徴が織り込まれた学園歌を、式典、フレッシュマンキャンプといった様々
な場面で常に歌唱することによって、周知・共有を図っている。
○自己点検・評価委員会を常設委員会として、学長ほか学内各部署の長を中心に
構成している。自主的な取り組みである名古屋短期大学との相互評価の報告書を
含めてウェブサイト上で公開している。
○教職員が年度初めに自らの研究・教育・学務の3分野の活動目標を記述した自
己申告書を作成し、年度末にその目標について自己評価をし､報告書を提出して
いる。
○専任教員は、13の常設委員会のいずれかに属し、事務局と連携を取って、学生
の学習成果を向上させるため、例えば、授業相互参観を年2回設け、情報交換・
資質向上につなげるなどの諸施策をとっている。
○議論を焦点化し、無駄な時間を省くなど効率的な会議の進行のため、一つの会
議を90分以内に終えるという「90分ルール」を徹底しているが、そのことによっ
て、教員が本来業務としてしっかり取り組むべき教育活動、研究活動の時間的確
保が可能となり、教員と学生の距離が近く、きめ細やかな指導ができている。
○定例の評議員会は出席者の便を図るため、原則土曜日や休日に開催し、臨時に
開催する場合には夕方に設定し、その結果、評議員の出席率は高い。
○特にキャリアプランニング科では、学習成果の獲得に向けて、カリキュラム
マップの作成に早期（平成22年）から着手し、平成25年度には、カリキュラム
チャートの整備を行い、授業科目の達成目標と、学科の教育目的・目標との関連
を明確にすることにより、科目間の連携等が図られ、学生への教育効果があがっ
ている。
○平成23年度から、全教員が、「教育・研究・社会貢献・学内行政」の各活動に
ついて自己申告する「教員業績・自己評価シート」を年度ごとに所属科長、学長
に提出し、各教員の1年間の振り返りと改善活動に活用している。
○幼児教育・保育科においては、学生に対して1年次と2年次の早期に基礎力調査
（プレイスメントテスト）を実施した上で、基礎学力が不足する学生に対して補
習授業を行っている。また、キャリアプランニング科では資格取得のための講座
を正課外で実施するなど、全学をあげて多様な学生の状況に応じて、組織的かつ
きめ細かく学習支援を行っている。
○キャリアプランニング科では、平成24年度、文部科学省の「産業界のニーズに
対応した教育改善・充実体制整備事業」の採択を受け、「地域産業界連携教育プ
ロジェクト」という名称で、ほぼ全ての教員がそれぞれ地域に密着した教育研究
テーマを設定してPBL（プロジェクト型学習）を推進し、学生の社会人基礎力の
向上を図っている。
○アクティブラーニングの全学展開を念頭に、図書館にラーニングコモンズ、
キャリアプランニング科独自のスタディルームを設置し、きめ細かな学習指導を
可能にするなど、学生の学びを支援できる環境の整備に積極的に取り組んでい
る。
○キャリアプランニング科の学生に、ICTリテラシーを身に付けさせるため、学
内無線LAN環境の充実やeラーニングシステム・コンテンツの充実化を行い、携帯
情報端末を貸与し、教育環境を整備している。
○各授業担当者に「学習成果に関する報告書」と「学生による授業評価の報告
書」の提出を義務付けている。成績評価の詳細、採点基準、成績分布、成績不良
者への指導内容、学生による授業評価の考察をすることにより、授業改善へ結び
付けている。
○「学習成果振り返りシート」の活用によって、学生自身に学習成果の達成状況
を可視化させて把握をさせ、教育の質向上に努めている。
○大学の授業への理解、基礎学力を補うなどの目的で実施している入学前教育
「ぷれスタ講座」は、高校生に多様な学習の機会を与えることで、自己の能力、
適性等を見極めさせ、将来を見通した進路選択を可能としている。
○学力不足の学生に対して、補習授業の場として「チュータリング」の時間を週
に1コマ設け、サポートできる体制を整備し、学力向上を図っている。
○授業と連携して1年次入学直後から職業意識を高め、社会で必要なスキルを習
得する環境を整えたことにより、就職率・進学率が上昇し、進路の定まらない学
生はほとんどいない状況で卒業している。
○短期大学の教育理念・理想を明確に示している建学の精神を、学期中毎週行わ
れる礼拝で周知し、教職員と学生が確認している。また、学校行事やキリスト教
関連科目をはじめとする教育活動全体を通じて、学生と教職員に継続的に周知さ
れている。
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名古屋柳城短期
大学

短期大学基準協
会

教育の効果

教育課程

学生支援

物的資源
高田短期大学

短期大学基準協
会
建学の精神

教育の効果

教育の効果

学生支援
財的資源
大阪信愛女学院
短期大学

短期大学基準協
会

建学の精神

教育課程

学生支援

学生支援

学生支援
大阪千代田短期
大学

短期大学基準協
会

建学の精神
物的資源

物的資源
四條畷学園短期
大学

短期大学基準協
会

建学の精神
教育課程

教育課程

○社会福祉協議会や生涯学習センター等の公共団体と連携し、地域子育て支援事
業を展開している。これは地域への貢献のみならず、学生にとってもアクティ
ブ・ラーニングの機会となっている。
○愛知県私立幼稚園連盟が実施する私立幼稚園教員採用候補者第一次統一試験を
学生のほぼ全員が受験し、保育者としての専門科目、教養科目の学習成果が学外
の基準によって測定されている。また、これらのデータを基に教育課程の改善に
役立てている。
○入学者の約3割を占めるピアノの初心者に対し「ピアノサポート講座」を開設
してピアノ演奏技能の向上を図る仕組みを確立しており、進度の進んでいる学生
に対しては、上位のグレードを目標設定し意欲的に練習に励むシステムも導入し
ている。
○ゼミの一環として、近隣住民の子育て支援に使用できるキッズルームを開設し
ている。乳幼児が安全に遊ぶことができる教室として区役所、保健所、社会福祉
協議会と連携した活動に使用され、地域との連携に役立てられている。
○建学の精神を、より現代社会に反映しやすくするために、「やわらか心」とい
う言葉に言い換え、その全学的実現に向け、共通到達目標と学科到達目標とに振
り分けながら、教育を専門知識や技術の卖なる習得の場としてではなく、「真の
思いやり、慈しみ、感謝の心」を持って地域社会に貢献できる人材の育成の場と
している。
○学生自身の情報（「自己分析」、「自己PR」、「行動特性分析」、「資格取
得」、「体験活動歴」等）と教員の指導歴（「指導面談」結果等）の双方が書き
込まれた「キャリアカルテ」を、関係する教職員が共有することによって、学生
指導全般に効果を発揮している。
○教育の向上・充実に向けたPDCAサイクルの一環として、「教員活動自己点検・
評価及びそれに基づく教員評価」システムが構築され、教員にも教育研究活動の
改善を促すなど、学内全体で教育効果を高め、教育の質を保証するための取り組
みがなされている。
○学習支援の一環として、図書館に、「ラーニング・コモンズ」を設置するとと
もに、パソコンを使った学習支援として「ITコンシェルジュ」を置くなど、活性
化に向けて数々の積極的な取り組みを行っている。
○外部資金を積極的に獲得しようとする姿勢が顕著で、三重県、津市そして国立
青尐年教育振興機構から子育てやキャリア支援活動関連の様々な事業補助金を得
ているだけでなく、平成23年度以降、多くの科学研究費補助金を獲得している。
○建学の精神を、学生だけでなく教職員に研修の機会を設け、理解と浸透に努め
ている。特に、教員には建学の精神を意識した授業を行っているか調査し、その
成果を確認している。
○子ども教育学科では、「音図体実践力アップ講座」を開講して、保育者・教育
者としての技量向上を図り、また成果発表会を設定して学生の向上意欲を育んで
いる。さらに種々の資格取得（「園芸療法士」、「幼稚園・保育園のためのリト
ミック指導資格2級」、「ピアヘルパー資格」、「こども音楽療育士」）を通じ
て、指導者としての多様な資質・能力の向上を図っている。看護学科でも同様の
取り組みを行っているほか、「キャリアガイダンス」で内容、方法等において充
実の工夫をしている。
○学習成果の獲得に向けて、様々な支援を展開している。具体的にはグループ担
任制や毎週1回担任と顔を合わせるシステム、さらにオフィスアワーを設定して
いる。また学生を指導する仕組みを教員間及び事務職員と連携しながら実践して
いる。
○進度の速い学生に対する学習支援として、携帯端末や自宅で確認することがで
きるeラーニングシステムを設けて、学内外での学習を支援している。同時に基
礎学力が十分でない学生に対する「基礎教育講座」を実施するなどの学習支援を
行っている。
○地域の手話サークルと協力し、手話通訳付きの公開講座を実施するほか、路上
生活者支援、募金活動、「愛の一粒会」等々、社会貢献、ボランティア活動を長
年にわたり、学生と教職員及び学校法人全体で取り組んでいる。
○建学の精神を深め、具体化する形で、教育事業の特質を「千代田SHIP」で規定
し、教職員、学生に浸透させ、教育に生かしている。
○エレベータやスロープ、点字ブロック、車いす対応のトイレ、車いす昇降機
等、障がい者に配慮された施設設備を整えており、校舎が、「大阪府福祉のまち
づくり条例」により、障がい者にやさしい構造物としての「適合証」を受けてい
る。
○図書館では、学生が自ら図書委員の教員や司書と共に書店へ出向き、選書をす
るという取り組みが行われている。出版物に対する学生の主体的な学習や能力を
高める取り組みである。
○平成24年5月に、理事長の働きかけにより、創立者の遺稿を集め編集した「自
傳教悦」を発刊し、その精神を引き継いでいこうと努めている。そして、新入生
オリエンテーションにおいて必ず、建学の精神について周知している。
○学習成果の査定に際し、平成25年度からGPAという学生の学習成果を客観的・
相対的に測る尺度と、学修成果評価表という学生が「教育研究上の目的」をどの
程度達成しているのかを測定する尺度を設けている。
○「四條畷学園短期大学シラバスの作成ガイドライン」に学位授与の方針等を掲
載し、学科ごとに「学科・コースの教育目標」、「教育課程編成・実施の方
針」、「教育研究上の目的」を掲載して、十分な理解の下で学習成果がより明確
に示されたシラバスを整備している。
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○授業の中身についての学生の理解度も調査する授業評価アンケート、それとは
別に年に1回行われる授業全体についての満足度調査、教員の授業公開と相互授
業参観の実施を行い、それらの結果を報告書として公表するなどして、授業改善
に役立てている。
○ライフデザイン総合学科では、入学時に「モチベーション演習」という集中授
業を開講し、教育課程の理解とするための支援を学科の専任教員全員で担当して
いる。そして、受講の適切な助言を行っている。
○保育学科では、「なわてジェンヌチェックシート」を作成・配付し、学生たち
が1週間の自分を振り返って、頑張った点や至らなかった点を記入し、クラス指
導教員がそれにコメントを書いて返却していくという地道な努力を行い、学生の
学びをサポートしている。
○学生相談室や四條畷学園臨床心理研究所を設けて学生のメンタルヘルスケアを
充実させている。また、清風学舎をバリアフリー化するなどして、人に優しい環
境整備を行っている。
○PDCAサイクルの仕組みを導入し、業務改善シート、委員会改善シート、授業改
善シートを活用して全学的に自己点検・評価活動に取り組んでいる。前年度の取
り組みを振り返って、課題を抽出して、次年度の取り組みに生かしている。
○経済的支援として多様な奨学金制度（社会人特別奨学生、シニア特別奨学生、
遠隔地下宿補助、通学定期補助）が設けられており、学生の学習継続に向けた支
援が行われている。
○理事長は強いリーダーシップを発揮して、建学の精神の実現や教育目標の達成
に向けて、学園の管理運営に貢献し、短期大学の経営を先導している。地域に根
ざした高等教育機関を維持発展させるための中・長期計画を構想し、その実現に
向けて、理事長が事業活動をリードしている。
○松山東雲短期大学との相互評価を継続して実施し、さらに、学内委員と学外委
員で構成される評価専門委員会による認証評価と連動させた自己点検・評価を毎
年実施するなど、自己点検・評価活動体制が確立されている。
○毎週1回「アドバイザーアワー」を設定し、クラス担当のアドバイザー（教
員）が、学生生活全般にわたってきめ細かい支援を行っている。
○「聖和短期大学支給奨学金」、「上谷潤子奨学金」等の当該短期大学独自の各
種奨学金制度を数多く設け、学生それぞれの状況に応じて勉学を続けるための支
援が行われている。
○当該短期大学は、創立者高碕達之助氏の考えや建学の理念に基づき、設立当時
は全寮制を敷くとともに学費・寮費も無償としていた。現在も経済的に困窮する
学生や社会人にも門戸を開き、社会貢献に寄与している。
○包装食品技術資格では日本で唯一の養成校として、二つの国家資格、五つの協
会認定資格は100パーセントと高い合格率である。資格取得は高い就職率にも結
び付いており、学科の学習成果に実際的な価値がある。当該短期大学が独自に設
置した密封評価技術者（ヒートシールとキャッピング）認定資格は高い水準を求
めているため、合格率は低いが学習成果は明確である。
○国際交流の取り組みとして、毎年、約8日間の日程でタイ王国ランシット大学
を訪問し、タイの食品会社等との交流を通して様々なことが学べる短期研修プロ
グラムを設けるとともに、現地の社会人の短期研修生を受け入れている。
○4月のオリエンテーション時に、英語・数学・化学の基礎学力確認試験を実施
し、基礎学力試験の点数の低い学生に対して補習を行い、基礎学力の定着を図っ
ている。
○学校運営にあたり、「学生納付金に頼らない学校運営」を継続することが当該
短期大学の方針であり、それらを賄うのが、理事長が経営責任者である東洋製罐
グループからの寄付金である。当該短期大学と東洋製罐グループとの結び付きは
創立の経緯から強く、永年のものであり、毎年の寄付金だけでなく、資産として
株式を保有することにより、資金収入全体における資産運用収入の割合も高い。
この経営方針は、他の短期大学にみられない当該短期大学の一番大きな特徴であ
る。
○建学の精神、教育理念、教育目的、重点目標を「奈良芸術短期大学教育マッ
プ」の中で図示しており、目指す学習成果と三つの方針と関連させながら、分か
りやすく表示している。
○「明日香学」や「飛鳥文化論」等、飛鳥文化を根幹においた教養科目や専門科
目が開設されており、地域性を生かした特色ある教育内容となっている。
○学びの指針となる「カリキュラムマップ」を各コースの全ての科目で作成し、
学習成果の質的・量的測定を試みている。
○公募展に出品した学生作品が、入賞・入選した場合に奨励金を出しており、学
生のモチベーション向上に結びつく有意義な取り組みをしている。
○生活未来科では「卒業研究発表会」を、地域こども学科では、「実習報告会」
や「フィールド成果発表会」を2年間の学びの集大成とし、それぞれ外部の施設
を会場とし地域へ学習成果を発信する場としている。
○生活未来科食物栄養コースの「食育実践演習」では、敷地内にある農園で奈良
の伝統野菜である「大和まな」など数種類の作物を育てて収穫し、それらを「調
理実習」に活用し、栽培から調理に至るまでの食の実践すべてを対象にしてい
る。
○産学共創の学生レストラン「鹿野園」は奈良県認定の「眺望のいいレストラ
ン」である。そこでは、不足しがちな野菜を低価格で提供して学生の健康面に配
慮しているほか、自宅外通学生懇談会や学生が企画運営する自主映画上映会の場
を提供するなどの学生支援が行われている。一般にも開放され、また、公開講座
の会場にも利用されるなど地域連携にも貢献している。
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○学科・コースにおける教員間の連携を密にし、多くの教員が学生支援に携わる
体制を整えている。特に地域こども学科では、パーソナル・ティーチャーによる
尐人数制の指導が特徴である。図書館による学生支援は、他の組織と連携した各
種講座の開催やディスプレーコーナー等の提供等、充実した取り組みを行ってい
る。就職支援には学内LAN上の学生支援システムを有効活用し、常勤のキャリ
ア・コンサルタントやジョブカード交付権限の資格を有する職員の配置等、質の
確保にも努めている。また、非常勤のカウンセラー3人によるセカンド・オピニ
オンが可能なメンタルヘルスの支援や発達障害が疑われる学生に対する県の専門
機関との連携等、学生支援に対して多方面で、きめ細かく対応できる体制を整え
ている。
○留学生を積極的に受入れ、日本語学習のための授業科目を開講し、宿舎やアル
バイトの紹介、生活全般の相談（市役所への行き方、コンビニエンスストアでの
公共料金の支払い、病院の紹介等）のほか、奈良県外国人支援センターや奈良市
国際交流ボランティア協会等が開催する催しなど、他大学の留学生との交流会や
留学生向けの事業等を積極的に紹介している。交換留学生に対しては家賃の一部
を負担しており、宿舎の生活必需品（ベッド、机、椅子、寝具、カーテン、キッ
チン用品、掃除機等）についても提供して、生活を支援している。
○saho naviと呼ばれる学内LAN上の学生支援システムは、全教職員で学生情報を
共有し、種々の学生指導に役立てることができる有用なシステムである。また、
全学生に小型情報端末を貸与しており、saho naviを利用できる体制にしてい
る。加えて、小型情報端末を利用した学習コンテンツによる授業展開を推進して
いる。
○財務情報の公開等については、ウェブサイトで財務状況を全般的に解説する
データを添付しており、その情報を公開している。
○夏季休暇を利用して、教育後援会（順正学園の教職員及び保護者で構成された
組織）の地区別懇談会を実施し、保護者に学修の成果の状況を説明し理解を得る
ための取り組みを行っている。
○学生の学習や生活に関するニーズを把握するために、理事長や学長と学生との
意見交換会を定期的に行い、学生の要望を直接聴取するよう努めている。
○年度末に学園すべての設置校の教員が一堂に会して開催される順正学園学術交
流コンファレンスは、個々の教員の教育研究活動を公開し表彰することにより、
より一層の教育研究活動を促進している。
○理事長は年度はじめに行われるキックオフミーティング等の機会を積極的に活
用して学園の運営方針等を教職員に向けて発信し周知に努めている。
○全教職員による「実習の巡回指導」や「夏季就職先開拓訪問」で、学生及び卒
業生の外部評価を直接に聴取し、また、幼児教育学科主催の「里帰りトーク」で
卒業生の職場報告を受けて、学習成果の社会的な通用性を検証し、学科の教育改
善につなげている。
○課外活動としての栄養学科の商品開発や幼児教育学科の「イルミネーション点
灯式」の取り組みのような、学内外行事への参加形式で学習成果を地域に発信し
ている。
○FDの一環として、授業を原則公開とし、「授業見学週間」を設けて授業見学者
に感想、意見等を求め、授業内容の改善とともに、教育課程の構成についての共
通理解や学生の受講態度の把握に役立てており、教育改革に大きな効果を発揮し
ている。
○外部奨学金の斡旋業務とともに、「進学支援特待生」、「授業料奨学融資制
度」、「美作学園教育ローン奨学金制度・美作学園特別奨学金制度・美作学園育
英会一般奨学金制度」等の独自の手厚い奨学金制度を設けて、経済的理由による
就学困難学生に対して、安心して勉学に専念できる環境を作っている。
○情報処理教育センターが、情報機器や情報通信サービスの管理運営を担う中
で、特に「ヘルプデスク」を開設して、学生・教職員からの情報技術の取り扱い
に関する質問等に随時対応して、技術向上の機会を提供している。
○理事長は、「学園財政会議」を毎月開催して、資産運営の透明性を確保しつ
つ、理事長、学長、学生部長、就職部長、事務局長らで構成する「経営会議」を
毎週1回開催して、理事会及び教授会に提出する重要原案を作成しており、大学
運営全般に強いリーダーシップを発揮する体制を作っている。
○学生が自ら計画的に学習成果を獲得するため、目標を設定し（P）、活動を行
い（D）、学期末に振り返り（C）、次の学期の目標設定（A）というワークシー
ト「学びのカルテ」が全学的に導入されている。
○学生自治会が組織され、主体的に運営されている。特に、学生自治会が参加学
生の募集、事前説明、当日の運営等を行っている児童養護施設でのボランティア
交流会である「似島学園一日お姉さん」は、58年間にわたり継続している。
○文部科学省採択の地域と連携した人材育成「ベルキャリアコラボレーションの
創成」、「産業界等との連携による中国・四国地域人材育成事業」を基にした
「ベルキャリアプログラム」により、「社会につながる力」の育成が行われてい
る。特に学生は、主体的に「鈴かふぇ」、「こどもお菓子くらぶ」、「出前保
育」などのサービスラーニングに取り組み、就業力の育成に努めている。
○専任教員の科学研究費補助金及び外部資金による研究費の採択率が高い。特
に、科学研究費補助金においては、平成24年度に7件、平成25年度に6件採択され
ており、研究活動が活発に行われている。
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○平成22年度に金城大学短期大学部美術学科と美術科が、平成24年度には京都光
華女子大学短期大学部こども保育学科・ライフデザイン学科と幼児教育科・総合
生活デザイン学科が相互評価を実施し、全ての学科で相互評価を実施した。他短
期大学の状況を詳細に見学し、忌憚のない意見交換を行い、教育内容充実に多く
の示唆を得ている。
○幼児教育科では、学習到達度指標における12のスキルの達成度を、教員の到達
度 評 価 ・ GPA 評 価 及 び 各 学 生 の 自 己 評 価 を 基 に 、 「 学 生 情 報 シ ス テ ム
（Hi!way）」のプロファイル上に可視化している。また、クラス担任である
チューターが学習上のアドバイスなどをコメント欄に記入し、改善学習を促して
いる。
○幼児教育科では教員と学生で幼児教育研究会を組織し、様々な行事を企画する
とともに機関誌『和顔愛語』を発行し、学科の教育課程に係る研究内容や授業改
善等の教育実践例も発表されており、師弟同行の豊かな教育環境が作られてい
る。
○幼児教育科ではバーチャル保育室、人形劇等を行う図工色彩実習室など、総合
生活デザイン学科では給食経営管理実習室、実務演習室など、また美術科では陶
芸実習室、染織実習室、映像・アニメーション実習室等の実習室が充実してい
る。
○「学生情報システム（Hi!way）」により、学生はシラバスの閲覧、履修登録、
授業の出欠や成績の確認を行うことができ、教員は履歴、履修、成績、卖位取
得、登録した授業への出席状況、適性検査結果などを把握し、必要に応じて指導
を行うことができるようになっており、学生の就職活動状況についても情報の共
有化を図ることができている。幼児教育科では学習成果を可視化したポートフォ
リオが機能している。
○「比治山大学・比治山大学短期大学部中期総合プラン」が作成され、建学の精
神・理念に基づくミッションやビジョンを明らかにし、大学・短期大学の基本方
針や行動目標、行動計画を定めている。その中心は「学生視点に徹した教育の推
進」であり、「学生の自己成長と人間力の形成を促す支援の充実」である。さら
にこのプランに沿って、到達目標型の学習システムなどの教育改革が取り組まれ
ている。
○全専任教員が個人の教育研究活動状況に関する「教育研究等実施計画」及び
「教育研究等実施報告」を作成・提出し、学長は全教員と面談を実施して教員一
人ひとりの状況把握に努めるなど、学校全体のみならず、それぞれの教員が日常
的に自己点検・評価活動を行うよう努力している。
○FD研修会は、「平成24～29年度FD研修会6ヵ年計画」を策定し、計画的に行わ
れている。その計画の下、研究授業が定期的に実施され、その報告も学内研究紀
要に発表されるなど、活発に授業改善に取り組んでいる。
○学生ポートフォリオと研究室制度に基づく尐人数指導により、教員と学生間の
対話が促進され、学習指導のみならず、生活指導・就職指導にまで、教員の指導
が行き渡っている。また、学生研究室も設置されていることで学生の居場所が確
保され、充実した学生生活につながっている。
○基礎教育科目「キリスト教概論」、「信愛教育Ⅰ～Ⅳ」を必修科目として開設
し、建学の精神の周知徹底を図り、卒業年度の学生アンケートで、2年間を通し
てどの程度建学の精神を身に付けたかを確認している。
○学習成果測定の一つとして「専門就職先からの評価に関する調査」を継続的に
実施し、集計結果を教授会で共有し、学生指導に有効に活用している。
○「社会人対象奨学制度」により社会人学生を多く受け入れている。自動車通学
の許可や子どもの併設幼稚園への入園支援「子育て支援奨学制度」を行い、社会
人が学びやすい環境を整えている。
○学生による授業評価、教員の公開授業の結果、教育活動計画等を、年次報告書
『教育と研究』で定期的に公表して、教学部門の自己点検・評価及びFD活動の推
進に努めている。
○平成21年度の「学生支援推進プログラム」（学生支援GP）、「大学教育充実の
ための戦略的大学連携支援プログラム」（大学連携GP）、平成22年度の「大学生
の就業力育成支援事業」（就業力育成GP）、平成24年度の「産業界ニーズに対応
した教育改善・充実体制整備事業」（産業界GP）と、文部科学省の支援事業で継
続的に採択され、大学改革に積極的に取り組むとともに、外部資金を獲得してい
る。
○平成18年より、毎年自己点検・評価報告書を発行し、学内外に公表している。
○学位授与の方針や教育課程編成・実施の方針は、学生便覧に提示されているカ
リキュラムツリーにおいて可視化され、全体像やその位置を把握できるように
なっており、両学科の学習成果の獲得を目指して、つねにPDCAサイクルを使っ
て、不断の改善の努力をしている。
○卒業生が勤務している就職先を対象とした卒業生の就職先からの評価アンケー
トを平成20年度より毎年実施している。卒業生の社会人基礎力等の評価結果を報
告書にまとめ、就職支援の在り方の見直し、学習成果の点検や教育内容の改善に
活用している。さらに、就職先訪問や懇談会等で得られた情報を教育改善に反映
させている。
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○平成22年度から開講されている「純真ゼミナールⅠ・Ⅱ」は、建学の精神を具
体的に学び、涵養を目的とした特色のある科目である。班別卖位の講座制をと
り、有識者による講演会、日本の伝統芸能や礼儀作法、キャリアガイダンス、奉
仕活動等と内容はバラエティに富み、その取り組みは特色が表れている。班の構
成を同一の出身県や出身地域で構成する等、学生同士が仲良くなれるよう工夫し
ている。
○入学予定者に入学前課題を課し、入学後にその到達成果を確認するとともにそ
の後の指導に役立てている。食物栄養学科では、化学に関する基礎学力試験及び
「春野菜」をテーマにしたレシピを提出させている。こども学科では、ピアノ練
習曲の譜面を配付し、春休み中にピアノレッスン室を開放している。入学後は、
各科目担当の全教員が「オフィスアワー」を設け、学生に適切な指導をしてい
る。
○福岡市が推進するソフトESCO事業（省エネルギー運転方法の指導を受け、省エ
ネルギーを図るもの）を平成24年10月より採用し、省エネルギー専門業者と業務
委託契約を締結して水道使用量の削減に取り組んだ結果、平成25年度には大幅な
削減を達成しているほか、短期大学棟においてデマンド監視制御システムにより
空調の電力を監視し、使用量に応じ空調機を制御している等地球環境保全に配慮
している。
○キャンパス内に併設大学及び医科歯科総合病院、介護老人保健施設、介護老人
福祉施設を擁し、これらの施設での臨床・臨地実習を通じて、歯科衛生学科では
「口腔介護」を実践できる歯科衛生士の養成、保健福祉学科では介護予防や「口
腔ケア」に対応できる介護福祉士の養成を目指しており、学校法人福岡学園の強
みを生かした取り組みである。
○社会的に認定されている資格だけでなく、学則に記述されている「口腔介護を
実践できる歯科衛生士の養成」、「心身の状況に応じた介護と口腔ケアのできる
介護福祉士の養成」を学位授与の方針や教育課程編成・実施の方針に反映させる
とともに、独自の認定資格として「口腔介護推進歯科衛生士」、「口腔ケア支援
介護福祉士」を制定しその育成を目指している。
○歯科衛生学科では、習熟度の低い学生には補習実習を行い、全員が一定技術を
獲得できるように支援している。また、「ピアサポート形式」を取り入れ1年生
と3年生相互の学習成果向上を図るなど、学習成果獲得に向け積極的な学習支援
を行っている。
○学生の履修・卒業に関する指導は学年担当の教員が主導し、「助言教員」が指
導する体制をとっている。成績不振や欠席過多の学生には、まずは学年担任が対
処するが、改善がみられない場合は、留年や退学を未然に防ぐために早期に保護
者の理解・協力を要請し連携して指導に当たっている。
○文部科学省の教育事業が採択されるなど、活発な学生支援活動を行っている。
特に平成21年度の大学教育・学生支援推進事業「就職支援推進プログラム」では
優秀取組大学として選定されている。
○すべての教員が科学研究費補助金の申請を行っており、その成果として継続し
て獲得するなど教員の研究活動は活発である。研究に関する研修や抄読会が全学
的に実施されている。研究室も確保され、併設大学や附属病院なども利用可能で
あり研究環境は整備されている。
○学内FD、併設大学のFD講演会、外部講師による特別FD講演会、抄読会、科学研
究費補助金の採択に向けてのテーマ決定や計画調書のブラッシュアップなど、年
間をとおして頻繁かつ活発にFD活動が実施され、教員の教育力・研究力向上に努
めている。
○学校法人の中期経営計画は、PDCAサイクルの手法を用い、各部門ごとに点検・
評価を行っている。その手法は多方面で高い評価を得ており、教育雑誌等にも掲
載されている。
○「学生カルテ」、「myFIT」（出欠データの入力／閲覧、シラバスの入力／閲
覧、学生の情報、履修登録、教員時間割、学生時間割、各科目の出欠登録／閲
覧、成績入力／閲覧、アンケートの実施など）、「Wingnet-WebOption-」（教材
配布、レポートの管理・提出状況の確認、出席確認）、「FileZen」（大容量
ファイル転送サービス）等の情報サービスを学校運営に活用している。
○入学前オリエンテーションの結果を踏まえて、基礎学力不足の学生に対して課
外講座を受講させている。また、いくつかの科目について習熟度別授業を実施し
ている。
○専任教員の新規採用時において、選抜した学生に対する模擬授業を課し、学生
の意見なども参考にして選考しており、教育に関する資質を重視している。ま
た、職員の米国姉妹校への海外研修制度を持ち、その成果を帰国後の報告会で教
職員にフィードバックしている。
○照明の一部に太陽光エネルギーを利用し、照明機器や空調機器の省エネ化を図
るなど、大学全体として省エネルギー・省資源対策のほか、ゴミの分別回収をは
じめとした地球環境保全に取り組んでいる。また、設備等の維持管理を行うス
タッフに、対応する管理者資格を有する者を配置している。
○理事長は、建学の精神及び教育理念・目的を理解し、中期経営計画の作成をマ
スタープラン策定委員会に諮問し、さらに中期経営計画に基づく中長期財政計画
を財政諮問委員会に諮問し、その答申を忠実に実行するなど、学校法人の経営・
運営全般に強力なリーダーシップを発揮している。
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○学外研修、学長杯スポーツ大会、七夕祭り等の当該短期大学の行事や、地域の
夏祭りイベント「くま川祭り総踊り」に恒例行事として学生、教職員が一丸とな
り参加している。これらを通して「師弟の和熟による人間形成」という建学の精
神が実践、醸成されている。また、建学の精神の説明を行う保護者会活動も盛ん
である。
○教育の向上のために、各学科内の教員相互による授業参観を実施し、さらには
学科間での授業参観を実施している。教員間において授業のノウハウを幅広く共
有することで、教育の質を保証することにつながっている。
○入学時から全学生が各ゼミに所属し、ゼミではきめの細かい履修指導、学習指
導、卒業研究指導等がなされている。特に欠席しがちな学生等、修学が困難な学
生に対しては、ゼミ教員が個別に対応するといった親身な指導が行われており、
学習成果の獲得に向け緻密な学生支援をしている。
○学習支援センターが、学生の学習上の悩みや、学生生活の悩み、精神面、健康
面での困難を支える部署として機能し、個別指導を必要とする学生には保護者を
交えた面談を実施しており、学生を多角的に支援する機能を有している。
○すべての専任教員が地区別に高等学校を割り当てられており、原則毎月1回そ
の高等学校を訪問し、広報活動を行うことにより高等学校とのつながりを密にし
て、学生募集に生かす取り組みを行っている。これらは高等学校との信頼関係を
築くことにつながっている。また、高大連携にも力を入れている。
○例年、取得した免許・資格を生かした、高い専門職への就職率を維持してい
る。当該短期大学が追跡調査を行った結果、卒業生の離職率も、大分県平均に比
べて大変低い値となっている。
○外国人留学生の支援体制が確立している。日本での生活を円滑に行うためのガ
イダンスや留学生クラス担当の教員を配置するなどして、学習面、生活面の支援
体制を整えている。奨学金や学生寮の支援体制も整備している。
○教職員と学生の緊密なコミュニケーションを基盤にしたきめ細かな支援と指導
が行われ、卒業生や地域から高い評価を得ている。また、卒業生からの相談を適
宜受けるだけでなく、離職者に対しても再就職の相談に応じるなど、卒業生の
フォローアップも丁寧に行われている。
○学生が学内LANを利用して、履修登録、成績、資格・免許科目修得状況の確
認、授業評価等を行うデジタルキャンパスシステムを導入している。
○図書室に「絵本のひろば」の特設コーナーを設置して、地域に住む親子が利用
しやすい環境を整備するとともに、別府の特色である温泉を利用した温泉プール
（日本水泳連盟公認）を設置し、地域に開放している。
○理事長は、海外の高等教育機関との卖位互換及びダブルディグリーの協定を結
ぶなど、国際交流にリーダーシップを発揮している。
○アドバイザリー制度を実施し、学生を尐人数のグループに分け、アドバイザー
教員が、「特別演習Ⅰ」、「特別演習Ⅱ」を通じ、学習支援をはじめ様々な指
導・助言を行っている。
○各教員は学生による授業評価結果に対し改善レポートにまとめ、全教員と関係
職員に配付され、参考にすることができるようになっており、授業改善の努力が
全教職員の間で共有されている。
○就職支援について、週2回ハローワークよりジョブサポーターが訪問し、学内
にて学生の相談に対応しており、公共機関と情報共有し連携をとることで、学生
の就職支援はもとより進路未決定のまま卒業した学生への対応の充実が図られて
いる。
○個人研究費以外に、「学校法人单九州学園研究奨励費」の制度が設けられ、教
員の研究水準の向上に力を入れている。
○職員の技能向上のため、平成24年度より、他機関の通信教育課程に入学した職
員に対し、入学金及び授業料の半額を補助する制度を設けるなど、専任職員に対
する研修の補助が充実している。
○理事会及び評議員会以外に、学内理事による常務会を月1回開き、またそれ以
外にも学内運営委員会において学内の問題の認識や情報交換の機会を持ち、その
上で重要事項の決定に当たるなど、理事長としてのリーダーシップを発揮してい
る。
○英語科の学習成果は達成すべき内容のレベルが高く、かつ達成度も高い。実用
英語技能検定試験は卒業時までに2級取得、TOEICは平均点550点を到達目標とし
ており、平成25年度における実用英語技能検定2級取得者率やTOEICの平均点は高
い水準を維持している。
○事務職員は毎朝早く出勤し、自主的に正門から校舎内外の清掃を行い、環境の
美化に努め、学生の学習活動が円滑に行われるように支援している。また、毎日
昼食後15分間の美化清掃に学生とともに参加し、学生の学びの環境づくりに努め
ている。このような職員や学生の献身的活動が、大学の文化として定着してい
る。
○事務職員は、SD活動の一環としてPDCAサイクルにより自己点検・評価を実施す
る「所管業務の成果・反省及び課題・対策」を毎年実施している。ボトムアップ
のテーマが多く職員一人ひとりが主体性を有し、積極的に業務改善や学生支援の
レベルアップを図っている。
○平成24年度の学生1人当たりの貸出冊数が多く、教員の推薦図書を掲示するな
ど、全学及び図書館の様々な工夫により高い貸出数が実現されている。
○限られた財務状況の中でも、校舎の耐震性向上や学習環境向上のための施設整
備が着実に行われている。
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○理事長は、経営の健全化に向けてリーダーシップを発揮している。短期大学・
大学等改革委員会を設置し、中・長期計画を策定するとともに、学科等の改編と
学生確保に取り組み、平成25年度には入学定員充足率も改善された。
○学長直轄の6つの委員会と18の各種委員会を設けて協議を行い、建学の精神に
基づく教育活動を事務職員の協力の下で推進し、短期大学の向上・充実において
成果をあげている。その顕著な表れとして学生の進路決定率（進学・就職）は非
常に高い。
○平成25年度にIR委員会を設置し、学修時間・教育の成果等に関する情報の収
集・分析、教育情報の公表に関することなどを任務として活動している。また、
成績評価方法の工夫改善など教育の成果に関する喫緊の課題に取り組み、教育改
革を推進させている。
○学園独自の奨学金制度・減免処置として、志學館学園特待生、志學館学園奨学
金、介護福祉士養成奨励金、長子等減免制度、社会人奨学金制度、金融機関提携
学費ローン制度などを多種類用意し、学生への経済的支援制度を充実させてい
る。
○学科・専攻課程ごとに卒業生就職先への聞き取り調査を実施し、卒業生に関す
る情報を丁寧に集めて電子ファイル化している。また、その情報を学科会議、就
職・進路指導部会等で共有し、学生指導や授業・教育課程等の改善資料にするな
ど卒業後評価への積極的な取り組みを行っている。
○地域貢献として多くの取り組みを行っている。特に、鹿児島市最大の市民の祭
りである「おはら祭」にヤング踊り連Team鹿女短として中核を担っている。この
活動は、県外・国外にわたっている。
○学長のリーダーシップの下、教育課程の体系化等の教務改革、地域コミュニ
ティの拠点活動、国際交流事業等に先導的かつ積極的に取り組んでいる。
○計算演習科目「計算演習Ⅰ」、「計算演習Ⅱ」を開講し、全教員が個々の学生
に対して習熟度別指導を丁寧に行っている。
○京都米の良さ「発見」提案事業は、京都府米食推進協会が主催するコンテスト
であり、他大学の参加もあるなか、毎年、特選や金賞という優秀な成績をあげて
いる。
○卒業生が勤務する職場へアンケートを実施しており、その結果を教育に反映さ
せている。
○学期の途中で、専任・非常勤の全教員に対して、学生の理解度調査の報告書提
出を実施している。これは、小テストの実施により授業担当教員から早期の支
援・指導を必要とする学生を報告してもらうもので、ゼミナール担当教員が学生
と面談、保護者への連絡を行い、学習成果の獲得を支援している。
○授業欠席2回で学生と面談し、3回以上で保護者に連絡するなどのきめ細かな指
導をしている。
○事務職員は、学生情報一覧表を作成し、学生全員の時間割、所属ゼミナール等
をデータベース化した学生情報管理システムにより、適宜情報を確認し、個々の
学生に応じた適切な指導が行われている。
○事務職員は、給食管理実習Ⅱ（校外実習）報告会、ゼミナール発表会への参
加、給食管理実習Ⅰ及び給食管理実習Ⅲの試食への参加等、学生の理解にも努め
ている。
○併設大学と合同で1泊2日のフレッシュマンキャンプを開催し、新しい仲間づく
りや環境整備の支援を行っている。

３．高等専門学校
名 称
函館工業高等専
門学校

評価機関
大学評価・学位
授与機構

テーマ
教員及び教育
支援者等

教育内容及び
方法

教育内容及び
方法

優れた取組
○英語科のシニア教育士の教員による英語のプレゼンテーション指導を実施し、
特別研究指導教員との連携のもと、専攻科生を海外で研究発表させているほか、
国際委員会、専攻科委員会とも連携し、毎年大学教員を海外から招いて、英語に
よる特別研究発表会を実施し英語による討論を活発に行わせる等、成果を上げて
いる。
○専攻科課程において、平成19年度文部科学省「現代的教育ニーズ取組支援プロ
グラム（現代ＧＰ）」に採択された「退職技術者による総合的ものづくり技術伝
承」の成果及び平成20年度文部科学省「産学連携による実践型人材育成事業－も
のづくり技術者育成－」に採択された「函八連携による道单－青森圏の総合的も
のづくり人材育成」の成果を活かし、専攻科課程１年次の「生産システム工学創
造実験」「環境システム工学創造実験」及び２年次の「複合創造実験」におい
て、特許の出願なども含めた退職技術者を活用したエンジニアリング教育に活用
していることは、特色ある取組である。
○専攻科課程１年次「生産システム工学創造実験」「環境システム工学創造実
験」、２年次「複合創造実験」では、到達度を明確にしたルーブリック評価を導
入しており、企業・自治体などのクライアントが提示する社会で求められている
最新の課題に対し、グループでの討議、及び退職技術者からなる特専教授（マイ
スター）や指導教員の助言・指導を通して、新たな発想への転換を図らせ、独自
の解決策を検討・提案させることにより、創造性を育む工夫をしていることは、
特色ある取組である。
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教育の成果

教育の質の向
上及び改善の
ためのシステ
ム

苫小牧工業高等
専門学校

大学評価・学位
授与機構

教員及び教育
支援者等

教育内容及び
方法

教育の成果

学生支援等
秋田工業高等専
門学校

大学評価・学位
授与機構
教育内容及び
方法

教育内容及び
方法

教育の成果

福島工業高等専
門学校

大学評価・学位
授与機構

教育組織（実
施体制）

教育内容及び
方法

○就職について、準学士課程、専攻科課程ともに、就職率（就職者数／就職希望
者数）は極めて高く、就職先も製造業や情報通信業、建設業、電気・ガス・熱供
給・水道業関連などの当校が育成する技術者像にふさわしいものとなっている。
進学についても、準学士課程の進学率（進学者数／進学希望者数）は極めて高
く、専攻科課程の進学率も高く、進学先も学科・専攻の専門分野に関連した高等
専門学校の専攻科や大学の工学系の学部や研究科となっている。
○教育点検・改善システムは、学生や社会からの意見を踏まえる「目標改善の
ループ」と、授業評価アンケートや授業公開を踏まえた各授業担当教員による
「教員自己点検表」及び「水準チェック会議」などの活動を含む「教育改善の
ループ」から構成されている。「教育改善のループ」では、試験問題とボーダー
ラインの答案の水準を各学科でチェックする「水準チェック会議」の評価結果を
含め、各種評価結果が「教員自己点検表」として取りまとめられ、教育点検実施
委員会による点検を受け、運営委員会の審議を経て、各委員会への改善方針が提
示され実行されているほか、各教員への改善指示が提示され改善が図られてい
る。
○専攻科課程の学生のグローバル社会に向けた実践的能力及び英語力の向上のた
めに４人の博士の学位を有する外国人非常勤講師を配置し、１年次の「ライフサ
イエンス」及び２年次の「電子・生産システム工学特別演習」「環境システム工
学特別演習」の一部を英語で講義していることは、特色ある取組である。
○専攻科課程１年次の「創造工学」、２年次の「エンジニアリングデザイン」
「電子・生産システム工学特別演習」「環境システム工学特別演習」などにおい
て創造性を育む工夫を行っている。これらの授業においては、創造的発想法や問
題解決法について教授した上で、プロジェクトに取り組ませ、プロジェクトの途
中経過や最終結果についてグループ卖位や全体での発表や議論の機会を与えるこ
とを通じて創造的能力を高める工夫を行っている。
○就職について、準学士課程、専攻科課程ともに就職率（就職者数／就職希望者
数）は極めて高く、就職先も建設業、製造業、情報通信業等の当校が育成する技
術者像にふさわしいものとなっている。進学についても、準学士課程の進学率
（進学者数／進学希望者数）は極めて高く、専攻科課程の進学率も高く、進学先
も学科・専攻の専門分野に関連した高等専門学校の専攻科や大学の工学系の学部
や研究科となっている。
○ニュージーランドのＥＩＴ（Eastern Institute of Technology）との学術交
流協定による学生の短期外国留学制度があり、経済的支援も実施しており、平成
22～26年度の５年間で準学士課程の学生63人を派遣している。
○準学士課程では、学生の創造性を育む取組の一環として、各専門学科において
工作実習によるものづくり教育を、１年次の授業科目に取り入れている。これら
の授業では、卖に学生が作りたいものを作るのではなく、与えられた課題に対し
て図面から製作物の構造や効率の良い作業工程を考えたりする機会を設けるなど
して創造性を高める工夫をしている。また、各学科各学年で実施する実験・実習
でも、創造性を高める工夫を行っている。例えば、機械工学科３年次の「創造設
計製作」では、与えられた課題・テーマを満足できるような機械装置（ロボッ
ト）の設計製作にグループで取り組ませ、互いに切磋琢磨させることを通じて創
造性を育んでいる。
○専攻科課程の各専攻の１年次及び２年次に配置されている「創造工学演習」で
は、与えられた技術的問題を含む課題に対し、限られた時間内で取り組み、様々
なアプローチで解決策を導くことを求めており、グループで協力して、それぞれ
の得意分野を活かしながら課題に取り組み、互いに切磋琢磨する中で、問題解決
のための創造性を高めるよう工夫している。例えば、生産システム工学専攻２年
次では、後期の自己提案型の「創造工学演習」において、製作する目的物も普段
の生活や研究活動を背景に、３～４人で構成する各班で決定させ、金額や納期な
どの制限のほかに、従来存在しなかった物、従来実現できなかった機能、これま
でと異なる手法などをできるだけ多く達成することを製作条件として、製作計画
を許可することにより、何もないところから生み出す達成感と、班員との議論や
コミュニケーションを通して得た工夫、その実現の難しさを体験させることで創
造教育の総まとめとしている。
○就職について、準学士課程、専攻科課程ともに就職率（就職者数／就職希望者
数）は極めて高く、就職先も製造業や建設業、情報通信業などの当校が育成する
技術者像にふさわしいものとなっている。進学についても、準学士課程、専攻科
課程ともに進学率（進学者数／進学希望者数）は極めて高く、進学先も学科・専
攻の専門分野に関連した高等専門学校の専攻科や大学の工学系の学部や研究科と
なっている。
○国内の高等専門学校では非常に尐ないビジネス系の学科・専攻を有しており、
その特徴を活かし、「工学およびビジネスの幅広い基礎知識の上に、融合・複合
的な専門知識を修得」する等の目標を設定し、専攻科課程では工学系専攻とビジ
ネス系専攻を融合したシナジー教育を行っていることは、特色ある取組である。
○準学士課程全学科２年次の「ミニ研究」において、答えのない課題に取り組ま
せることで創造性を育んでいるとともに、工学系４学科の「創作実習」におい
て、各学科の特徴に合わせて創造性を育む授業を継続している。さらに、機械工
学科は学科卖位の創造性を育む取組として、「市民に役立つモノづくり」をテー
マに、２年次生がアイデアを出し、それをもとに５年次生が仕様書、計算書、図
面にまとめて２年次生に渡し、翌年度の３年次進級時に「創作実習」の課題とし
て部品加工から組立てまでを行い、４年次生は前年の経験からモノづくりの楽し
さや難しさを３年次生に伝えるという「異学年協働ループ型のモノづくり教育」
を実施している。
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教育内容及び
方法

教育内容及び
方法

教育の成果

小山工業高等専
門学校

大学評価・学位
授与機構
教育内容及び
方法

教育内容及び
方法

教育の成果

群馬工業高等専
門学校

大学評価・学位
授与機構
教育内容及び
方法

教育内容及び
方法

教育の成果

長岡工業高等専
門学校

大学評価・学位
授与機構

教育内容及び
方法

教育内容及び
方法

教育内容及び
方法

○専攻科課程の３つの専攻では、各専攻の特徴に合わせて学生の持っている創造
的能力を高める授業を実施している。機械・電気システム工学専攻１年次では
「創造工学演習」において、機械工学科卒業生と電気工学科卒業生のそれぞれ２
～３人ずつで混合チームを構成し、異なる専門知識・技術をもった複数教員の認
知的なアドバイスを与える中で、具体的な機器やシステムを製作させ、各チーム
及び全体で議論させることを通じて創造性の育成を図っている。物質・環境シス
テム工学専攻１年次では「物質・環境システムデザイン演習」において、与えら
れた課題に対して解決策を複数提示し、最適解を表現させる中で創造性を高める
工夫を行っている。ビジネスコミュニケーション学専攻１年次では「ビジネス創
造演習」及び「新事業開発I」において、具体的なモノをデザインし、それが市
場で受容されることを目指す中で学生個々の創造性を育む工夫を行っている。
○専攻科課程全専攻１年次において、主に夏期休業中にインターンシップを必修
科目とし、実践的教育を行っている。また、英語でのコミュニケーション能力を
養成する方策も兼ねて海外インターンシップを積極的に進めており、平成25年度
においては、フランス、オーストラリア、中東、中国に合計14人の派遣実績を挙
げている。
○就職について、準学士課程、専攻科課程ともに就職率（就職者数／就職希望者
数）は極めて高く、就職先も製造業や電気・ガス・熱供給・水道業、建設業、情
報通信業関連などの当校が育成する技術者像にふさわしいものとなっている。進
学についても、準学士課程、専攻科課程ともに進学率（進学者数／進学希望者
数）は極めて高く、進学先も学科、専攻の専門分野に関連した高等専門学校の専
攻科や大学の工学系、情報学系、経済学系の学部や研究科となっている。
○準学士課程において、機械工学科５年次の「機械設計製図Ⅲ」では、学生をグ
ループ分けし、グループごとに開発するエンジン仕様を定め、各自の設計計算に
基づいてグループごとに討議して設計値を決定させている。設計値の決定には、
複数の要素を考慮する必要から、答えが一つとは限らず、創造性を発揮させるこ
とが求められている。この中で、教員と学生間及び異なる視点の学生同士の討議
を通して、学生の発想の転換を行わせて、創造性の育成を図っている。
○専攻科課程１年次の「物質工学専攻実験」では、コースが異なる学生による
チームで、与えられたテーマについて実験を計画し、教員とディスカッションす
るとともに、専門が異なる学生間の議論を通して、発想の転換を図らせるなど、
創造性の育成に取り組んでいる。
○就職について、準学士課程、専攻科課程ともに就職率（就職者数／就職希望者
数）は極めて高く、就職先も製造業や情報通信業、建設業、その他サービス業な
どの当校が育成する技術者像にふさわしいものとなっている。進学についても、
準学士課程、専攻科課程ともに進学率（進学者数／進学希望者数）は極めて高
く、進学先も学科・専攻の専門分野に関連した高等専門学校の専攻科や大学の工
学系の学部や研究科となっている。
○準学士課程において、電子情報工学科４年次の「電子情報工学実験実習」で
は、学生自らがテーマを考えて、ソフトウェアやハードウェアの設計・開発を行
うプロジェクト・ベース・ラーニングを実施している。２人程度でグループを構
成し、それまで学んだ知識をベースにテーマを検討させ、実験スタート前にテー
マ・レベルの適否のチェックと設定変更及び開発スケジュールの立案をさせて、
学生には毎週、進捗状況を指導教員に報告させ、適切な指導・助言の下に発想を
転換させ、軌道修正させながら作品の完成に取り組ませるなど、創造性の育成を
図っている。
○専攻科課程１、２年次の「シミュレーション工学」では、各自の興味のある
テーマでシミュレーションを行い、プレゼンテーションをさせている。専攻の異
なる学生同士の議論を通して、視点の異なる考え方に触れさせ、自らの発想の転
換を図らせることにより、創造性の育成を図っていることは、特色ある取組であ
る。
○ 就職について、準学士課程、専攻科課程ともに就職率（就職者数／就職希望
者数）は極めて高く、就職先も製造業、情報通信業、建設業などの当校が育成す
る技術者像にふさわしいものとなっている。進学についても、準学士課程、専攻
科課程ともに進学率（進学者数／進学希望者数）は極めて高く、進学先も学科・
専攻の専門分野に関連した高等専門学校の専攻科や大学の理工系の学部や研究科
となっている。
○準学士課程において、学術の発展動向に対応するため、複数学科の教員により
構成される学科・専攻科横断型一貫教育コース制度を試行的に導入し、他学科の
卖位の履修、専攻科科目の早期履修、合同ゼミへの参加、自己啓発型課題学習等
を課していることは、特色ある取組である。
○準学士課程において、学生の創造性を育むために、課題解決型教育を含む内容
の科目を全ての専門学科に配置するとともに、実験・実習、ものづくりを通して
創造性を養う授業を導入している。例えば、機械工学科３年次の「総合製作」に
おいては、企業の社員になったつもりで、製品開発プロジェクトの一員として、
競争的開発を模擬体験させ、アイデアや製作上で生じた問題には教員から直接答
えを与えず、調べ、考えて自分なりの答えを導き出すように誘導することで、創
造的能力の向上を図っている。
○専攻科課程の各専攻の「専攻科ゼミナール」「特別実験」「特別研究」におい
て創造性を高める工夫を行っている。例えば、１年次の「特別実験」では、明確
な答えがなく創造性を必要とするオープンエンドな課題に取り組ませ、その解決
方法をグループで協働して導かせるプロセスを通じて、創造性を育んでいる。
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教育の成果

○就職について、準学士課程、専攻科課程ともに就職率（就職者数／就職希望者
数）は極めて高く、就職先も製造業、情報通信業、鉱業、電気・ガス・熱供給・
水道業、建設業関連などの当校が育成する技術者像にふさわしいものとなってい
る。進学についても、準学士課程、専攻科課程ともに進学率（進学者数／進学希
望者数）は極めて高く、進学先も学科・専攻の専門分野に関連した高等専門学校
の専攻科や大学の工学系の学部や研究科となっている。
○専攻科課程１年次「創造工学演習Ⅰ」及び２年次「創造工学演習Ⅱ」では、分
野背景の異なる学生によるチームで意見を交わすことにより、発想の転換を図ら
せるなど、創造性の育成を試みている取組は、特色ある取組である。
○就職について、準学士課程、専攻科課程ともに就職率（就職者数／就職希望者
数）は極めて高く、就職先も製造業や建設業、情報通信業、電気・ガス・熱供
給・水道業関連などの当校が育成する技術者像にふさわしいものとなっている。
進学についても、準学士課程、専攻科課程ともに進学率（進学者数／進学希望者
数）は極めて高く、進学先も学科、専攻の専門分野に関連した高等専門学校の専
攻科や大学の工学系の学部や研究科となっている。
○準学士課程の電気・電子システム工学科４年次「電気電子工学実験ⅡＢ」で
は、ＰＢＬ実験テーマにおいて、ブレーンストーミング及びＫＪ法によるアイデ
アシミュレーション（グループディスカッション）を行い、異なる発想に触れる
中から新たな発想を生み出させるよう工夫を行っている。また、情報工学科５年
次「エンジニアリングデザイン実習Ⅱ」では、専用のワークブックを開発し、グ
ループ内でのブレーンストーミングによるアイディア創出を行わせるなど、創造
性の育成を図っている。
○専攻科課程において、平成21年度科学技術振興機構（ＪＳＴ）「社会システム
改革と研究開発の一体的推進」の「地域再生人材創出拠点の形成」に採択された
「ものづくり一気通観エンジニアの養成プログラム」（後の文部科学省採択事
業）の成果を活かした産学官連携の「創造的ものづくり技術者育成プログラム」
を導入して、電子機械工学専攻１年次及び２年次の「電子機械工学特別実験」、
情報科学専攻１年次及び２年次の「情報科学実験」では、地域のものづくり企業
の技術者と専攻科課程の学生とにより、専門分野が異なるようにチームを編成
し、異分野や立場の異なるメンバーによるチーム内でのディスカッション、デザ
インレビュー発表会を通して、異なる発想に触れる中から自らの新たな発想を生
み出させることにより、創造性の育成を図っている。
○就職について、準学士課程、専攻科課程ともに就職率（就職者数／就職希望
数）は極めて高く、就職先も製造業や建設業、電気・ガス・熱供給・水道業、情
報通信業関連などの当校が育成する技術者像にふさわしいものとなっている。進
学についても、準学士課程の進学率（進学者数／進学希望者数）は高く、専攻科
課程の進学率は極めて高く、進学先も学科・専攻の専門分野に関連した高等専門
学校の専攻科や大学の工学系の学部や研究科となっている。
○海外留学について、積極的な取組がなされ、毎年数十人規模の多数の学生が留
学する成果を上げている。
○自己点検・評価において課題として指摘された英語教育について、改善への積
極的な取組を展開し、外部試験の活用、英語の教育課程改訂とともに、平成20年
度文部科学省「質の高い大学教育推進プログラム（教育ＧＰ）」に採択された
「多読・多聴による英語教育改善の全学展開」の成果を活かし、英語の多読・多
聴を授業に取り入れ、成果を上げている。
○英語教育などの問題点への取組だけでなく、キャリア教育などの教育の充実へ
の取組、また教育改善推進室が中心となったファカルティ・ディベロップメント
活動を教育の改善・充実へ結び付ける取組など、教育の改善・充実への学校全体
の取組が効果的に行われている。
○助教採用後原則１年間は学校運営に関する校務を免除して教育研究活動の研鑽
を促すことや、新任教員全員に対して原則２年間合同教員室で執務を行わせ、指
導担当の教授から教育活動における諸指導を受ける体制を設けている。また社会
経験の尐ない教員に対しては、ビジネスマナー講習会などの講習を実施してい
る。さらに、採用２年以内の若手教員の授業力向上を目的として、ベテラン教員
とのペアによる双方向授業参観を実施し授業改善に役立たせているなど、新任、
若手教員の育成に多面的に取り組んでいることは、特色ある取組である。
○準学士課程及び専攻科課程の創造教育について、優れた人々や異質なものなど
から刺激と感動を受けることが、発想の転換を促し、新しいものを生み出す力と
なるとの考えから、建築学科３年次の「デザイン基礎Ⅲ」では、林業体験学習を
取り入れ、３年次以上の課外活動や、４年次以上の研究室活動で、古民家の改修
と生活体験学習を取り入れ、建築学専攻１年次の「創造設計実習」では東京大学
大学院との協同チームで設計提案に取り組ませることなどにより、経験したこと
のない実体験を通して、発想の転換を促す工夫を行っていることは、特色ある取
組である。
○就職について、準学士課程、専攻科課程ともに就職率（就職者数／就職希望者
数）は極めて高く、就職先も製造業や建設業、学術研究、専門・技術サービス業
などの当校が育成する技術者像にふさわしいものとなっている。進学についても
準学士課程、専攻科課程ともに進学率（進学者数／進学希望者数）は極めて高
く、進学先も高等専門学校の専攻科や大学の工学系学部や研究科となっている。
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○準学士課程において、各専門学科とも２年次から、授業時間外の自発的学習を
含む科目（自発的学習科目）を配置し、早い段階から課題探求型の学習法や試行
錯誤を繰り返す中で創造性を育む様々な工夫を行っている。例えば、機械工学科
４年次の「設計製作課題演習」では、風上に向かって走行するウィンドカーな
ど、創造性やオリジナリティを盛り込みやすいテーマを与えるといった工夫をし
ている。また、電気電子工学科３年次の「電気電子創造演習Ⅰ、Ⅱ」、電子制御
工学科４年次の「電子制御課題研究」、情報工学科３年次の「情報創造演習」で
は、自ら設定したテーマに主体的に取り組み、解決策を試行錯誤的に考えさせる
ことを通じて創造的能力の育成を図っている。
○就職について、準学士課程の就職率（就職者数／就職希望者数）は極めて高
く、専攻科課程の就職率も高く、就職先も製造業や電気・ガス・熱供給・水道
業、情報通信業、運輸業関連などの当校が育成する技術者像にふさわしいものと
なっている。進学についても、準学士課程の進学率（進学者数／進学希望者数）
は極めて高く、準学士課程・専攻科課程の進学先は学科・専攻の専門分野に関連
した高等専門学校の専攻科や大学の工学系の学部や研究科となっている。
○国際交流推進室を設置し、シンガポールマリタイムアカデミー、カウアイコ
ミュニティカレッジ、高雄海洋科技大学の３校との提携協定に基づき、学生交
流、海外英語研修、海外研究活動に加え、当校外国人留学生との交流活動など、
世界とつながる様々な機会を提供し、交流活動後に全学向けの報告会を設け、学
生自身の体験を報告させていることは、特色ある取組である。
◯商船学科・情報工学科４年次の「創造演習」及び電子機械工学科２年次の「創
造設計」において、個人又は尐人数グループを対象に課題を設定し、問題解決策
を考えさせることを通じて創造性を養っている。例えば、電子機械工学科の「創
造設計」においては、学生を１班10人程度に班分けし、各回、各教員が課題を与
え、教員が説明した後、学生にレポートを作成させ、最後に発表させる。「プラ
ズマに関する導入教育」の例では、課題に取り組むだけでなく身近に存在するプ
ラズマの実例を考えさせる、レポート内容を発表させるなどし、そのときの内容
に応じて追加課題を与え、考察を深めさせるよう工夫することを通じて、学生の
持つ創造的能力を高めるよう努めている。
○電子・情報システム工学専攻の「創造工学演習」において、与えられた課題に
対して、学生が自分たちの考えを整理し、課題を列挙し、かつ解決手段を見出
し、全体像をイメージしながら細部まで考え抜かせることが必要であると考え、
授業では、アイデアをメモ用紙に記入させ次第に統一的なアイデアにまとめてい
く親和図法を採用することを通じて、学生の創造的能力を高めている。
○就職について、準学士課程、専攻科課程ともに就職率（就職者数／就職希望者
数）は極めて高く、就職先も運輸・海事産業や製造業、情報通信業などの当校が
育成する技術者像にふさわしいものとなっている。進学についても、準学士課程
の進学率（進学者数／進学希望者数）は極めて高く、準学士課程、専攻科課程の
進学先は、学科・専攻の専門分野に関連した高等専門学校の専攻科や大学の工学
系・商船系の学部や研究科となっている。
○準学士課程において、文化系クラブの活性化を図ることを目的に、文化系クラ
ブ発表会「高専ソコヂカラ」を学生主体で毎年２回実施し、文科系クラブの議論
を通して、企画力、指導力、コミュニケーション能力の涵養とともに、参加者全
員の自主性・主体性の育成を図っている。
○就職について、準学士課程、専攻科課程ともに就職率（就職者数／就職希望者
数）は極めて高く、就職先も製造業や学術研究、専門・技術サービス業関連など
の当校が育成する技術者像にふさわしいものとなっている。進学についても、準
学士課程、専攻科課程ともに進学率（進学者数／進学希望者数）は極めて高く、
進学先も学科・専攻の専門分野に関連した高等専門学校の専攻科や大学の工学系
の学部や研究科となっている。
○英語科教員と専攻科担当教員が連携して、専攻科課程１年次「プロジェクト演
習Ⅱ」の中に英語教育を組み込み、より実践的な指導を試みてきたが、さらに英
語による発表やコミュニケーションの訓練を求める要望に配慮して、英語ネイ
ティブ常勤教員及び日本人英語科教員による専攻科課程１年次「英語コミュニ
ケーション演習」を新設し、英文ライティングとそれに基づいた口頭でのプレゼ
ンテーションを重点的に訓練している取組は、特色ある取組である。
○準学士課程において、平成20年度に文部科学省「質の高い大学教育推進プログ
ラム（教育ＧＰ）」として採択された「地域水環境を活用した実践的環境技術者
教育」の授業への活用例として、都市・環境工学科４年次「地域水環境工学実
習」を実施するとともに、課題学習卖位としてより柔軟に対応できるよう内容を
充実発展させている。また、平成19年度に文部科学省「現代的教育ニーズ取組支
援プログラム（現代ＧＰ）」として採択された「異文化体験型国際技術者総合
キャリア教育－東单アジアからの卒業留学生を核とした実践的総合キャリア教
育」の成果の一部を、「足踏みミシンの修理・贈呈事業」の継続や、シンガポー
ル・ポリテクニック校との学生の相互研修交流や海外インターンシップなどのグ
ローバル教育の取組に反映している。

50

教育内容及び
方法

教育の成果

近畿大学工業高
等専門学校

大学評価・学位
授与機構
教育内容及び
方法

教育の成果

○専攻科課程の２専攻に共通の１年次「プロジェクト実験Ⅰ」において、出身学
科の異なる学生でチームを作り、互いの専門性を活かし、協力しながら与えられ
た創作課題に取り組ませる中で創造性を育む工夫を行っている。この授業では、
４学科の教職員及び工程管理・製作技術に秀でた技術職員による支援体制を組
み、毎回の授業の開始時・終了時に、現在までの進行状況や、問題点の把握又は
解決策について議論する場を設け、教職員は各グループにファシリテーターとし
て参加している。また、アイデアやソリューションが得られた段階で中間発表を
行い、コメントや注意を学生に提供している。さらに、学生のアイデア創出のた
めに、シンガポールのテマセク・ポリテクニック校のチャートに当校で改良を加
えた特別なチャートを取り入れている。
○就職について、準学士課程の就職率（就職者数／就職希望者数）は極めて高
く、専攻科課程の就職率は高く、就職先も製造業や学術研究、専門・技術サービ
ス業、建設業、電気・ガス・熱供給・水道業関連など当校が育成する技術者像に
ふさわしいものとなっている。進学についても、準学士課程、専攻科課程ともに
進学率（進学者数／進学希望者数）は極めて高く、進学先も学科・専攻の専門分
野に関連した高等専門学校の専攻科や大学の工学系の学部や研究科となってい
る。
○専攻科課程の「工学演習」「工学実験」において、創造性を高める工夫が行わ
れている。例えば、２年次「電気電子工学演習」では、身近な家電の放出する電
磁波を測定することにより、電磁波が環境に与える影響を評価し、考察させる中
で、学生自らが主体的に問題意識を持って考察できるように、様々な家電の放出
する電磁波の特徴や環境への影響の評価事例を紹介するとともに、自分で測定対
象を選定し測定方法を考案できるよう、過去の研究事例を紹介することを通じ
て、創造力を養っている。
○就職について、準学士課程、専攻科課程ともに就職率（就職者数／就職希望者
数）は極めて高く、就職先も製造業、建設業、電気・ガス・熱供給・水道業など
の当校が育成する技術者像にふさわしいものとなっている。進学についても、準
学士課程、専攻科課程ともに進学率（進学者数／進学希望者数）は極めて高く、
進学先も学科・専攻の専門分野に関連した高等専門学校の専攻科や大学の工学系
の学部や研究科となっている。

４．専門職大学院

①法科大学院
名 称
評価機関
愛知学院大学（大 大学基準協会
学院法務研究科
法務専攻）

テーマ
５ 学生生活
への支援

５ 学生生活
への支援
６ 施設・設
備、図書館
龍谷大学（大学院 大学基準協会
法務研究科法務
専攻）

２ 教育の内
容・方法・成
果等（１）教
育方法等
５ 学生生活
への支援
６ 施設・設
備、図書館

筑波大学(大学院
ビジネス科学研究
科法曹専攻）
信州大学(大学院
法曹法務研究科
法曹法務専攻）
静岡大学(大学院
法務研究科法務
専攻）
北海学園大学（大
学院法務研究科）

大学評価・学位
授与機構
大学評価・学位
授与機構
大学評価・学位
授与機構
日弁連法務研究
財団

学生の支援体
制
施設、設備及
び図書館等
学生の支援体
制
１－２
の追求

特徴

優れた取組
〇貴大学に歯学部、薬学部、心身科学部が設置されていることや、歯学部に総合
病院が付設されていることの利点を活かして、学生の心身の健康を保持・増進す
るための体制は、大変に充実したものであり、貴大学大学院心身科学部心理学科
と連携して運営されている「愛知学院大学心理臨床センター」等において、心の
悩みについて相談専門員による相談可能である点は、高く評価できる（評価の視
点５－１）。
〇司法試験合格者に対して、司法修習の開始前に、貴法科大学院の実務家教員の
所属する法律事務所において「プレ司法修習」を行っている点は、法科大学院教
育と司法修習を架橋する取組みとして高く評価できる（評価の視点５－６）。
〇貴法科大学院専用図書室は、貴大学のメインライブラリーである「図書館情報
センター」３階の「ローライブラリー」と直接結ばれており、貴法科大学院の教
員・学生は、建物を移動することなく、この両施設を利用することができ、とり
わけ、貴法科大学院専用図書室は毎日24時間利用可能であることから、施設・設
備の整備に関する特色ある取組みとして高く評価できる（評価の視点６－10）。
〇チュートリアル・スタッフ（ＴＳ）、ティーチング・アシスタント（ＴＡ）、
ロー・ライブラリアンなどの学習支援体制が充実している点は、評価することが
できる（評価の視点２－24、２－43）
〇充実した独自の奨学金制度が各種設けられているとともに、その他学生への経
済的支援体制も充実している点は、評価することができる（評価の視点５－３、
５－６）。
〇いずれの自習室も365日24時間利用が可能であるとともに、開架図書について
も24時間利用できる体制をとっている点は、評価することができる（評価の視点
６－２、６－８、６－10）。
○当該法科大学院は、身体に障害のある学生に対する修学のための措置として、
全館バリアフリーになっている。
○自習室において、パソコンを使用した図書・資料・判例の検索が可能となって
おり、経済学部資料室及び中央図書館と近接しているなど、自習室と経済学部資
料室及び中央図書館との有機的連携が確保されている。
○学術奨励を目的とする当該法科大学院独自の奨学金制度が整備されている。
○長期履修課程を設置し，夜間開講科目のみの履修でも修了を可能としている。
そして，社会人学生の通学のため６時限目の開講時間を18時20分とし，自習時間
確保のため土曜日に正規の授業を開講しないなど，社会人学生の学修に配慮した
取り組みを行っている。
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②経営
名 称
評価機関
甲南大学（大学院 大学基準協会
社会科学研究科
会計専門職専攻）

テーマ
２ 教育の内
容・方法・成
果等（１）教
育課程等
２ 教育の内
容・方法・成
果等（２）教
育方法等

東京工業大学（大 大学基準協会
学院イノベーション
マネジメント研究
科技術経営専攻）

２ 教育の内
容・方法・成
果等（３）成
果等
２ 教育の内
容・方法・成
果等（１）教
育課程等
２ 教育の内
容・方法・成
果等（２）教
育方法等
７

東京農工大学（大 大学基準協会
学院工学府産業
技術専攻）

日本工業大学（大 大学基準協会
学院技術経営研
究科技術経営専
攻）

管理運営

２ 教育の内
容・方法・成
果等（１）教
育課程等
２ 教育の内
容・方法・成
果等（２）教
育方法等
２ 教育の内
容・方法・成
果等（２）教
育方法等
２ 教育の内
容・方法・成
果等（１）教
育課程等
２ 教育の内
容・方法・成
果等（２）教
育方法等
５

ビジネス・ブレーク 大学基準協会
スルー大学（大学
院経営学研究科
経営管理専攻）

学生支援

２ 教育の内
容・方法・成
果等（２）教
育方法等
２ 教育の内
容・方法・成
果等（２）教
育方法等
４ 学生の受
け入れ

明治大学（専門職 大学基準協会
大学院会計専門
職研究科会計専
門職専攻）

１ 使命・目
的・戦略
２ 教育の内
容・方法・成
果等（２）教
育方法等

優れた取組
〇選択科目に「経営倫理」が開設され、監査系の「職業倫理」とは異なった視点
から学べる点は貴専攻の特色ある科目配置として評価できる（評価の視点22(1)）。
〇貴専攻では各学期の冒頭に、全学生を対象とした「レベルチェックテスト」を
実施し、各教員が学生の学習到達度を把握できるようにするとともに、学生本人
の要望に応じた科目選択を支援するだけでなく、「ステップアップ表」を活用し
たきめ細かな履修指導が行われており、教育効果を高める取組みとして評価でき
る（評価の視点2-13）。
〇公認会計士の論文式試験合格者に対しては、「トータル・サポート委員会」の
実務家教員中心に、修了後のサポート体制が敷かれ、転職についてのアドバイス
等を行う取組みは、貴専攻の特色として評価できる（評価の視点2-33）。
〇「企業戦略とイノベーション」、「イノベーションのための知識工学」、「イ
ノベーションと産官学連携・イノベーションと標準化」等の最新の研究動向を取
り入れた授業科目を多数配置している点は特色として評価できる（評価の視点24）。
〇グローバルな視野を持つ人材を養成するために、企業現場でのグローバル化の
実際を学ぶ授業科目や、英語による授業科目を配置するとともに、交換学生制度
や海外への研修旅行制度を整備するなど、さまざまな教育方法を取り入れている
点は高く評価できるものである（評価の視点2-21）。
〇貴大学他研究科に所属する協力講座を担当する教員が、貴専攻の「専攻会議」
の構成員となり、貴専攻の運営にも参加している点は、適切な連携を図る取組み
として評価できる（評価の視点7-6）。
〇産業技術イノベーションを推進する技術系人材の養成にあたり、産業分野に対
応した４つの専門コースの設定と２つの履修プログラムの提供は、貴専攻の特色
といえる（評価の視点2-2）。
〇「プロジェクト研究」を指導する貴専攻の専任教員、貴大学大学院工学府他専
攻の教員と実務家教員がそれぞれに役割を担い、主指導教員・副指導教員で相互
に補完する指導体制は、貴専攻の特色といえる（評価の視点2-21）。
〇モジュール評価により学習の達成度、課題が明確になるとともに、再履修に際
しては年度をまたがった履修が可能となるモジュール方式の導入は、特色ある取
組みといえる（評価の視点2-26）。
〇中小企業経営に関連する科目が充実しており、また、必修科目である「技術経
営プロジェクト研究（特定課題研究）」において学生の多くが勤務先（起業する
会社）を研究対象に、会社の発展に貢献できる経営変革（起業、第二創業も含
め）に関わる研究に取り組んでいる点には、貴専攻が掲げる「技術系中堅・中小
企業における高度職業人の養成」という固有の目的に合致した特色が認められる
（評価の視点2-4）。
〇独立行政法人中小企業基盤整備機構海外支援部との連携による「中小企業のグ
ローバル展開」及び「中小企業のグローバル展開のケーススタディ」の開設は、
技術系中堅・中小企業分野の人材育成という貴専攻の固有の目的に適った特色あ
る取組みとして評価することができる（評価の視点2-18）。
〇修了の成果を実務に活かした事例を応募してもらい、その後、審査・評価のう
えで表彰する「日本工大ＭＯＴ大賞」制度は、修了生と貴専攻の連携を維持する
仕組みとしても特色あるものである（評価の視点5-6）。
〇毎週ケースを取り上げ、教員によるライブ映像とAirCampus®上でのディスカッ
ションを組み合わせたＲＴＯＣＳ（Real Time Online Case Study）は特色であ
ると認められる（評価の視点2-21）。
〇講義映像を科目開講期間中いつでも見られるよう、24時間オン・デマンドでの
視聴形式とし、受講認証（出席確認）を行っている。講義視聴後のディスカッ
ションについても、オンライン掲示板への発言投稿の形をとり、必ずしも特定の
時間帯に参加が求められないよう配慮している点は特色であると認められる（評
価の視点2-22）。
〇遠隔教育の特性を活かし、オンラインによる入試説明会を実施したり海外から
の志願者についてはオンラインによる口頭試問を行うなどの配慮を行っている点
は特色ある取組みとして評価できる（評価の視点4-6）。
〇韓国の延世大学校経営大学との間で締結した「明治大学－延世大学IFRSワーク
ショッププログラム」の教育内容の見直し及び正規科目化に向けた取組みについ
ては、貴専攻の固有の目的の実現に向けた特色ある取組みとして評価することが
できる（評価の視点1-8）。
〇貴専攻では、博士の学位を有している者、すでに大学等において教育指導実績
を有している者、公認会計士等の有資格者、公認会計士試験等合格者等を教育補
助講師として任用しており、学生からの質問や学習相談等に対応している点は、
特色ある取組みとして評価できる（評価の視点2-15）。
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職研究科会計専
門職専攻）

５
山口大学（大学院 大学基準協会
技術経営研究科
技術経営専攻）

学生支援

２ 教育の内
容・方法・成
果等（１）教
育課程等
２ 教育の内
容・方法・成
果等（１）教
育課程等
２ 教育の内
容・方法・成
果等（２）教
育方法等

６ 教育研究
環境
ＬＥＣ東京リーガル 大学基準協会
マインド大学院大
学（高度専門職研
究科会計専門職
専攻）

２ 教育の内
容・方法・成
果等（２）教
育方法等
２ 教育の内
容・方法・成
果等（２）教
育方法等
５

早稲田大学（大学 大学基準協会
院会計研究科会
計専攻）

学生支援

１ 使命・目
的・戦略
２ 教育の内
容・方法・成
果等（１）教
育課程等
２ 教育の内
容・方法・成
果等（２）教
育方法等

〇貴専攻では独自に「キャリアコーディネーター」を配置しており、適時専任教
員が学生の進路に関する相談やキャリア形成に関する相談及び各種の支援企画を
実施することで、学生の進路に関する有意義な情報提供・支援を行っており、特
色ある取組みとして評価することができる（評価の視点5-4）。
〇地域の産業界の要請に応えた科目として、「知財ＭＯＴ特論」、「グリーンＭ
ＯＴ特論」、「ライフサイエンスＭＯＴ特論」、「ものづくりＭＯＴ特論」や展
開科目である「オープンイノベーション戦略特論」を置き、産業界や時代のニー
ズに対応した教育が行われている点は特色として評価できる（評価の視点24）。
〇社会人教育においては土曜日集中型の履修体制を確立し、授業科目数をコア・
カリキュラムの観点で精選することによって、教員の負担を減らすとともに、兼
任教員も抑制した効率的なシステムとなっている。また、社会人の学習に対する
便宜を図られた体制となっており、これまでの社会人教育上の課題を解決した特
色ある科目編成として評価できる（評価の視点2-4）。
〇専任教員全員に英語教育教材を配布し、英語教育能力向上のための学習を課し
ているほか、一部の教員を独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）や外務省の委
託業務の枠組みでラオス国立大学ＭＢＡコースやマレーシア日本国際工科院（Ｍ
ＪＩＩＴ）に教員を派遣し、英語で教育する能力と海外での教育組織運営能力の
向上を図っていることは、特色ある取組みとして評価できる（評価の視点229）。
〇「山口大学特許検索システム（ＹＵＰＡＳＳ）」は、独自開発の特許検索シス
テムであり、特許情報の検索と統計処理が容易にできることは、技術経営者の育
成に有用であると判断される。また、こうしたシステムを利用した知財教育を貴
専攻から学部教育にも波及させて全学的に展開していることから、その有効性が
認められ、高く評価できる（評価の視点6-6）。
〇大学院レベルで社会人教育を実施するにあたり、学生によって、知識や経験の
キャリア、また就学条件が異なる点について、貴専攻では、一律の対応ではな
く、情報通信技術なども活用した、きめ細かい指導体制を取るなど種々の工夫に
取り組まれている点は特色である（評価の視点2-13、2-15）。
〇研究者、実務家各々の指導能力向上という点では、共同授業が大きな役割を果
たしており、貴専攻の特色の１つである（評価の視点2-29、2-31）。
〇社会人学生の受け入れ支援体制としては、平日夜間と土日開講のほか、ＤＶＤ
による欠席フォロー制度などが整備されていることは特色である(評価の視点57)。
〇全学の将来展望と連動して、貴専攻のあり方について中長期的視点から検討を
行う「将来戦略委員会」が定期的に開催され、同委員会において審議された事項
は、貴専攻の既設委員会の活動に的確に反映されており、着実に戦略の立案と実
行がなされている点は高く評価できる（評価の視点1-7、1-8）。
〇「会計＋１（プラスワン）」という標語に基づき、ＩＴ・コンサルティング関
連、英語・コミュニケーション関連、税務関連、アクチュアリー関連の領域にお
いて、基礎科目、コア科目、実務・応用科目からなる体系的なカリキュラムが用
意されており、会計の専門的知識の展開力や応用力を高めることで幅広い会計専
門家の育成を目指している点は特色として評価できる（評価の視点2-4）。
〇全学的なＷＥＢ授業支援サービス“Course N@vi”を使用し、ＷＥＢを利用し
たさまざまな学習環境が整備されている点は特色として評価することができる
（評価の視点2-17、2-21）。

③臨床心理
名 称
評価機関
九州大学（大学院 日本臨床心理士
人間環境学府実 資格認定協会
践臨床心理学専
攻）

テーマ
教育目的
臨床心理実習
臨床心理実習
教育内容及び
方法の改善措
置
入学者選抜等
入学者選抜等

優れた取組
○臨床心理分野の専門職大学院におけるわが国のパイオニアとして、本専攻の教
育の理念と目的を明確にし、それに基づいて、毎年、留学生を受入れる等、アジ
アをはじめ広く国内外で活躍が期待される人材の輩出に努めている。
○学生は、心理教育相談部門、子ども発達相談部門、生涯発達支援部門の各部門
のケースを担当し、担当ケース数も一人当たり平均4.7ケースと充実している。
○ケースを検討する場として、授業、部門ごとのカンファレンス、各種の研究
会、スーパーヴィジョンなど多様な機会が設けられている。
○学生による授業評価アンケートやディベロップメント調査を通して、臨床心理
士養成の実践教育を行うための授業や実習評価の方法を工夫するなど、改善に積
極的に取り組んでいる。
○入学者選抜に当たり、アドミッション・ポリシーに基づき、他学部や他大学の
学生、社会人及び留学生など多様な入学志願者の確保に努めている。
○口述試験では、高度専門職業人としての臨床心理士に求められる判断力、思考
力、分析力、表現力等を適切に評価するため、平成25年度入学者選抜試験より、
夏季のみ課題解決問題を導入している。
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④公共政策
名 称
評価機関
北海道大学（大学 大学基準協会
院公共政策学教
育部公共政策学
専攻）

テーマ
２ 教育の内
容・方法・成
果（１）教育
課程等
２ 教育の内
容・方法・成
果（２）教育
方法等
２ 教育の内
容・方法・成
果（３）成果
等

優れた取組
〇「文理融合」という理念の下、理論と実務の架橋を重視し、かつ、構想力と実
現力の融合を実践するための多様な科目群を体系的かつ機動的に履修できる教育
課程を設定している点は、評価できる（評価の視点２－８）。

テーマ

優れた取組
〇現時点で教授５名（含みなし専任教員１名）、准教授５名（含みなし専任教員
１名）、助教６名が在職しており、合計１６名が専任教員として従事している。
また客員准教授２名、非常勤講師３７名の専任以外の３９名の教員が教育を分担
している。また 専任教員のうち実務家教員は教授３名、准教授２名助教１名の
合計６名である。このうち教授１名が原子炉主任技術者、准教授１名が核燃料取
扱主任者の国家資格を有している。専任教員当たりの学生数は教授一人当たり約
４名であり、カリキュラムを適切な教育方法によって展開し、教育成果をあげる
ために十分な数の教員が存在していると判断できる。
〇東海村の地の利を活かした原子力の先端知見をふまえた講義と実験実習の実
施、高度な基礎・専門知識を集中して修得できる２限連続の講義、原子力産業で
の経験のない学生に対する支援、原子力の体系的理解のための「教科書シリー
ズ」の出版、など多彩な取り組みが挙げられている。これらの制度や施策は本専
攻の特徴的な取り組みであり、高く評価できる。
〇自習室、オンライン学習などを提供し、学生ヒアリングやティーパーティなど
で教員と学生のコミュニケーションを図っていること、学生相談窓口を設けてい
るなど、学生支援の対応については優れた仕組みを有している。自習環境はかな
り整備されており、学生の自習室の利用がされている。また、夜間・土曜におい
ても教職員がおり、質問等ができるようになっている。ティーパーティには多く
の教職員、学生が参加しており、大学院内でのコミュニケーションの場になって
おり、学生への教育支援のしくみとして機能している。以上から、基準を満たし
ており、さらに優れている点として評価できる。
〇国際社会に対応した英語学習環境：ICTイノベータコースで多数の留学生を受
け入れたり、英語における授業をしているなど、英語学習環境は整えられている
と言える。また、留学生と日本人学生の協働教育も行われている。ICTイノベー
タコースは開始してから１年間であるため、善し悪しや効果の判断ができない
が、JICAとの協働事業でもあり、特色ある活動として評価できる。この他、探究
実践プロセスによる教育として、多くの授業科目で実習やアクティブラーニング
等を取り入れる努力をしている。また、企業を含めた外部組織とのプロジェクト
推進が特色のある教育活動として行われている。これらも特色ある教育研究活動
として評価できる。

〇教育方法の１つとして、教員が民間企業、行政機関、ＮＰＯなど連携先を開拓
することにより、政策現場でのエクスターンシップの機会が多数の学生に与えら
れている点は、積極的な取組みとして評価できる（評価の視点２－19）。
〇「院生協議会」や「修了生同窓会」を通じた意見聴取やアンケート等を教育成
果の把握・測定に活用している点は、評価することができる（評価の視点２－
24）。

⑤産業技術
名 称
東京大学大学院
工学系研究科原
子力専攻

評価機関
日本技術者教育
認定機構

教育組織

特色ある教育
研究活動
神戸情報大学院 日本技術者教育
大学情報技術研 認定機構
究科情報システム
専攻

教育環境

特色ある教育
研究活動

⑥知的財産
名 称
評価機関
東京理科大学（大 大学基準協会
学院イノベーション
研究科知的財産
戦略専攻）

日本大学（大学院 大学基準協会
知的財産研究科
知的財産専攻）

テーマ
１
的

使命・目

５

学生支援

２ 教育の内
容・方法・成
果等（２）教
育方法等
２ 教育の内
容・方法・成
果等（３）成
果等

優れた取組
〇貴専攻では、国際的視野からの人材の育成を教育の目的に据え、海外関連のセ
ミナーを実施するなどの工夫により、国際的な知財の専門家の必要性を社会一般
に発信していることは意義のある活動であり、高く評価できる（評価の視点１－
６）。
〇専門職大学院独自の制度として、「専門職大学院対象 東京理科大学大学院奨
学金」（専門職大学院学生のみを対象）を設けており、希望者全員を対象とした
無利息の貸与により、希望貸与限度額のうち希望額を一括貸与し、授業料等に充
当することが可能な制度であることから、貴専攻の学生の利用率も高く、有効に
機能しているものと認められ、高く評価できる（評価の視点５－３、５－６）。
〇入学後の最初の４週間に、全ての１年生が全ての担当教授の研究指導に参加す
る方法は評価できる（評価の視点２－12）。
〇日本知財学会が主催する年次学術研究発表大会においては、毎開催時、多数の
学生が参加し研究成果を発表しているところ、当該学会における2010（平成22）
年、2012（平成24）年及び2013（平成25）年の学生優秀発表賞を、それぞれ貴専
攻第１期生から第３期生が受賞したことは教育効果の表れの１つとして評価でき
る（評価の視点２－29）。
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