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１．大学

名　称 評価機関
テーマ

優れた取組

04 (3) 教育方
法

○マネジメント学部の必修科目「実践ゼミナール」において、２年次全員にイン
ターンシップを課しており、従来からの取り組みを全学的な運営体制に発展さ
せ、受け入れ先企業等との信頼関係を構築する努力のうえに継続的かつ発展的に
実施している。これにより、学生の学習意欲の向上やコミュニケーション能力の
修得につながっていることに加え、ワークキャリアを考える機会として機能して
おり、「実践的な教養」を備えるという教育理念に基づき、学生のキャリアデザ
インに資する実践教育を行っていることは評価できる。

06 学生支援 ○就職支援活動の一環として先輩学生が後輩学生一人ひとりに就職活動に関する
助言・指導を行う「ATOMI就活サポーターズ」の制度を導入し、同活動によって
学年や学部・学科を超えたコミュニティが形成され、学生のキャリア形成におい
て有効に働いており、就職実績の向上にもつながっていることは評価できる。

04 (2) 教育課
程・教育内容

○４つの学部を横断した科目群として「基盤教育科目」を設け、なかでも「教養
科目」では専門分野を相対的に見る視点を養い、学生自らが考え、知識・経験を
社会の形成に生かすために「領域科目」「テーマ科目」「プロジェクト科目」を
配置することで、基礎的な教養を修得する機会として機能し、学生の各学部の専
門を超えた多様な視点や考え方の修得につながっていることは評価できる。

04 (3) 教育方
法

○総合政策研究科公共政策特別コースでは、県庁、市町村職員が主な学生である
ことから、基幹科目の「政策法務研究」「公共政策研究」「公共政策研究指導」
を母体に「政策法務研究会」や「アセットマネジメント研究会」を立ち上げてい
る。これらの研究会では、公共政策の実務に携わる修了生や他県市町村職員を講
師として招へいし、公学連携の教育体制によって実務的・実践的な研究につな
がっていることは評価できる。

06 学生支援 ○就業力の強化を方針に掲げ、それに沿って総合政策学部およびソフトウェア情
報学部を中心に、キャリア形成関連科目の必修化や学生がチームでプロジェクト
を考案し社会人基礎力を養う「Ｅ-プロジェクト」に取り組んでいる。また、
「ＩＰＵ就業サポーター制度」において、多数の企業と協定を結んでインターン
シップを行うなど、学生の主体的な学びによる就業力育成、実践的な体験を通じ
たキャリア教育によって、就職率を向上させ、社会人基礎力や就業力の修得につ
ながっていることは評価できる。

08 社会連携・
社会貢献

○地域政策研究センターにおいて、学外組織との連携による共同研究を推進し、
教員提案型および地域提案型の地域協働研究を募り、プロジェクトを実施した結
果、医療・福祉、東日本大震災の復興に関する地域の課題解決につながっている
ことは、評価できる。また、いわてものづくり・ソフトウェア融合テクノロジー
センターでは、ものづくり産業の生産性や付加価値に関する提案を行い、産学連
携の成果として商品開発や特許出願につながるなど、地域社会に大いに貢献して
いることは評価できる。

10 内部質保証 ○「大学評価委員会」を中心に全学的な自己点検・評価体制を構築し、効率的に
実施するため、「第２期中期計画」に基づき目標達成のための措置を50項目に集
約し、６つの重点計画に分類した上で認証評価の基準と対照させた独自の評価指
標を設けている。さらに、各種アンケートの結果や全学および各部局の計画・実
績等を、この指標と対照して分析できるシステムを導入することによって、客観
的なデータによる達成状況を確認し、すべての教職員で情報共有することで教育
の改善につなげていることは評価できる。

04 (3) 教育方
法

○工学部交通機械工学科および都市創造学科において、特性に応じた演習や
フィールドワークなどを授業に取り入れている。交通機械工学科自動車の基本構
造を学びながら作業能力を高める実習や鉄道会社の協力を得て現場の作業を疑似
体験できる授業を実施しているほか、都市創造学科では、グループ活動により課
題解決能力を養成しており、それらの分野に興味を持って入学した学生の志をさ
らに高め、主体的な学修の機会としており、評価できる。

平成27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27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。

跡見学園女子大
学

大学基準協会

岩手県立大学 大学基準協会

大阪産業大学 大学基準協会
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08 社会連携・
社会貢献

○「ウェルネス2008センター」は会員制の総合型地域スポーツクラブとして多く
の地域住民に利用されているうえ、教員の指導のもと、研修を受けた学生が様々
な年代を対象とした運動教室や心臓疾患の患者に対する運動療法等において指導
スタッフとなっており、企画・運営にも携わっている。また、「だいとう産業活
性化センター」では、学生が作成した大東市の名物を紹介する冊子を毎年度、刉
行しており、大東市・大東商工会議所との三者連携協定などに基づいて、学生と
市民を巻き込む多様な社会貢献活動としていることは、評価できる。

06 学生支援 ○就職力を高めることを重点目標に、全学的に、就職活動スキルや社会人基礎力
の形成に集中して取り組むキャリアフェスタ（キャリアウィーク）のほか、キャ
リア計画ノートや、毎時間の学習記録、学習点検ノートを学生に作成させること
により学生の主体的活動を促す工夫を行っている。また、「学習支援室」におい
て、基礎学力の向上だけでなく、学力上位層への資格取得に関する学力面の支援
を行い、教員採用試験や公務員試験の合格につながっている。これらの取り組み
によって、学生の学力を向上させ、キャリア教育支援が有効に機能していること
は評価できる。

08 社会連携・
社会貢献

○2012（平成24）年度から、教員のサポートを前提とした学生のボランティア活
動に予算をつけて支援する「学生“夢”プロジェクト」を全学対象として立ち上
げ、生涯スポーツ等の社会貢献を推進している。また、ゼミやクラブ活動を通じ
てほとんどの学生が、高齢者や子どもなどの近隣住民を対象としたボランティア
活動に参加することで地域と結びついている。これらの学部の特性を生かした社
会貢献活動は評価できる。

大谷大学 大学基準協会 07 教育研究等
環境

○外国語学習や留学の支援を行う「語学学習支援室(GLOBAL SQUARE)」、学習支
援アドバイザーが常駐して個別指導を行う「学習支援室（ラーニング・スクエ
ア）」および助教が常駐し学習研究支援を行う「総合研究室」を同じフロアに配
し、内部階段で図書館に接続することで、学生の利便性に配慮した学習研究エリ
アを整備している。さらに、「総合研究室」内にはグループワーク・スタジオを
開設しており、これらの施設をさまざまな方法で活用することで、学生の交流を
促進し、主体性の向上につなげていることは評価できる。

学習院大学 大学基準協会 06 学生支援 ○「面接対策セミナー」では、２日間にわたり卒業生および内定を得た４年次生
がボランティアで講師となり、就職活動を控えた３年次生に対しグループディス
カッション、模擬面接、身だしなみチェック等の指導を実施している。講師によ
る「実行委員会」を組織し、企画や運営方法の見直しも継続して行っており、卒
業生と学生の双方において多数の参加者を得て、学生の就職活動に対する動機を
高めていることは評価できる。

活水女子大学 大学基準協会 08 社会連携・
社会貢献

○「子ども支援リソースセンター」では「コーヒーモーニング」を定期的に開催
し、季節のイベントや子どもの遊びを通じて、日本で子育てする外国人家族を支
援していることは評価できる。また、同センターの活動に子ども学科の学生が参
加し、異文化に対する理解を深め、自らできる支援を模索する機会となっている
ほか、学習支援ボランティアが地域の小学生への学習支援や外国人留学生への日
本語教育等を行うことを通じて、地域社会に貢献するとともに、学生の学びにも
役立っていることは評価できる。

04 (2) 教育課
程・教育内容

○全学共通の初年次教育として「ＦＹＳ」を実施し、レポート作成やプレゼン
テーション方法などの基礎教育に加えて、建学の精神や大学生としての問題意識
の啓発などを行っている。これと並行して「共通テーマ科目」に「社会と人間」
「生と死を考える」などのテーマごとに科目を配置することで、「ＦＹＳ」を中
核としたそれら科目の相乗効果につながっている。さらに、「ＦＹＳ」によっ
て、基礎教育と各学部の多様かつ体系的な専門教育の架橋を図っており、大学生
活に順応するための転換学習として機能しているだけでなく、教育目標に掲げて
いる「基礎学力を中核とした総合的能力」の向上に寄与するものとして、評価で
きる。

05 学生の受け
入れ

○伝統的な入学試験制度である「給費生試験」を実施し、優秀な学生を選抜した
うえで、この試験で合格した全学年次の給費生を集め、ネットワーク作りや学習
意欲の向上を図っている。これにより、近年では、入学後に学習支援サークルを
立ち上げ、独自に教材を作成し、ピアサポートに携わる給費生が出てくるなど学
内に好影響を与えており、意義ある選抜として定着していることは、高く評価で
きる。

08 社会連携・
社会貢献

○社会連携・社会貢献に関する方針に基づき、地元住民の生涯学習の場である公
開講座の開講や平塚市との連携による環境保全を行う「里地里山再生プロジェク
ト」のほか、東日本大震災支援である「ＫＵ東北ボランティア駅伝」の継続的な
支援など、多様な地域貢献活動を展開している。特に、「神大・ユースサポー
ト・プロジェクト（ＪＹＳＰ）」では、「ＪＩＮ－ＫＡＮＡ学習塾」に通う塾生
が高等学校への高い進学率をあげるなど、地域教育へ貢献している。また、支援
に携わる学生にとっても、実践的な学びの場となっており、これらの取り組み
は、大学の教育研究成果を社会に還元するとともに、貴大学が掲げる「真の実
学」を実践する場として評価できる。

神奈川大学 大学基準協会

大阪産業大学 大学基準協会

大阪体育大学 大学基準協会
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04 (2) 教育課
程・教育内容

○全学部において、グループによるアクティブ・ラーニングを実践するための
「プロジェクトデザイン教育」の科目を１年次から４年次まで体系的に配置して
おり、教育課程の特徴としている。自治体と連携した社会に即したテーマなどを
設定して、問題の発見・解決に向けたグループ活動を行うことで、プレゼンテー
ションやコミュニケーション等の実践的な能力のほか、自発的な行動力を養うこ
とに役立っており、貴大学の理念・目的に照らして、評価できる。

04 (3) 教育方
法

○全学部において、各教科に詳細な「学習支援計画書」を作成しており、知識・
スキルを取り込み、色々な角度から考え、創造し、修得した内容を発表、表現
し、総合的な評価を受けるという「ＣＬＩＰ学習プロセス」を意識した学習を学
生に促し、予習・復習における学習課題とその目安の時間を示しているほか、
「学生が達成すべき行動目標」やレベル別に示した「具体的な達成の目安」など
を明記することで、学生の主体的・計画的な学習に役立てていることは、評価で
きる。

04 (3) 教育方
法

○「ステークホルダー交流会」を開催して、学生が地域企業等に向けて、学習成
果を発表する機会を設けるとともに、学部学生および大学院学生と企業の担当者
が直接、意見交換を行う場を設定している。参加企業数も年々増加し、学生に
とっては、自身の考えや研究に対する実社会からの評価を知ることにつながって
おり、評価できる。

06 学生支援 ○特別奨学生制度として「リーダーシップアワード生制度」を設け、大学の教育
目標である「自ら考え行動する技術者」の育成に向けて、入学試験の際に選抜し
たリーダーとなりうる人材に対して充実した経済的支援を行っている。在学中に
プロジェクト活動への参加を義務付けるなどの課題を設定して能力を伸ばすよう
指導することで、奨学生は自ら選択したプロジェクトで目標を設定して、積極的
に活動しており、貴大学の理念・目的に照らして、評価できる。

06 学生支援 ○各学年のクラスごとに修学アドバイザーの教員を定め、留年生を対象とした特
別ガイダンスを開催しているほか、修学に問題を抱えている学生との個人面談を
実施し、在学中の修学状況を記録する学内イントラネット上の「修学履歴情報シ
ステム」に面談内容を登録して教職員で共有する体制を整え、出席率が低い学生
に対する早期の学習指導として活用していることは評価できる。

07 教育研究等
環境

○「夢考房キャンパス」として、365日24時間使用可能な自習室や「ライブラ
リーセンター」、夢考房、各講義棟の学生ラウンジ、オープンスペースなどを整
え、グループ活動を中心に据えた教育課程を後押ししている。グループ活動もで
きる自習室は多くの学生に利用されているほか、「夢考房」では学生に助言でき
るようさまざまな分野の専門技師が常駐し、運営にはトレーニングを受けた学生
スタッフがかかわる等、学生の自主的な活動を支援する環境を整え、安全性など
の観点から、学生の現場意識を養うことにも活用していることは、評価できる。

08 社会連携・
社会貢献

○「地域志向教育研究プロジェクト」において、野々市市および金沢市などと連
携し、授業科目の中に、プロジェクトに関連した地域志向の学習内容を取り込
み、地域課題への理解を図っている。また、学外のイノベーターと交流しなが
ら、地域社会で実際に起きている問題に挑む機会を提供することで、学生の総合
力を育成しており、評価できる。

08 社会連携・
社会貢献

○「ＣＤＩＯイニシアチブ」に加盟し、その理念に基づき、国際的に活躍する技
術者を育成するため、国際的なソーシャルイノベーションプロジェクト「ラーニ
ングエクスプレス」を展開している。シンガポール、ベトナム、インドネシアの
学生たちとともに、フィールドワークを行い、地域発展や環境問題の視点から問
題の発見、解決に取り組む活動は、評価できる。

10 内部質保証 ○「ＫＩＴ評価向上委員会」を中心として、その下部組織として７つの委員会を
置き、それぞれが担当する分野の検証を行っている。また、各学系・学科や各課
程での教育改善事例やＦＤ研修を「教育点検評価部委員会」で把握・検証し、部
門間での情報共有に努めている。それらの自己点検・評価結果を「ＫＩＴ評価向
上委員会」で検討して、次年度の改善項目や活動の実施方針を策定することで、
全学的な内部質保証を十分機能させているうえ、外部機関による認証や組織への
加盟などを通じて、積極的にさらなる質の向上を目指していることは、評価でき
る。

07 教育研究等
環境

○臨床教育研修センターに設置している模擬病棟は、実際に病棟として使用でき
る施設、医療機器を備えている。ナースステーションのほか、一般病室、ＩＣ
Ｕ、介助シャワー沐浴室や感染管理に使用する陰陽圧室まで完備している。その
うえ人的支援として現役の臨床医がEssential Medical Skill Education Teamと
して学生・研修医に対して臨場感のある医療技能教育を実践している点は、評価
できる。

08 社会連携・
社会貢献

○医学教育を広く社会に発信するという創立者の理念を守り、充実した情報発信
を行う「現代医学教育博物館」を設置し、市民や全国の学生など多くの見学者を
得ている。一般市民の啓蒙を促進している点で高く評価できる。

金沢工業大学 大学基準協会

川崎医科大学 大学基準協会
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04 (2) 教育課
程・教育内容

○人文学部において、「小学校英語フィールドワークⅡ」では小学校教員の補助
を体験し、「保育の表現技術」では「こどもフェスティバル」を学生が企画する
など体系的・組織的に地域社会と結びついた教育活動を展開している。これらの
ボランティア活動や体験学修は、規程に則った卖位の修得にとどまらず、その後
の自主的なボランティア活動への参加や主体的な学びへと学生を成長させる特色
ある教育として評価できる。

06 学生支援 ○障がいのある学生に対する支援方針に基づき、「障がい学生サポート委員会」
「障がい学生サポートルーム」のもと、授業担当者への情報提供・配慮要請、特
別な意思疎通に対応できる通訳兼支援者の配置、有償の学生ボランティアによる
ノートテイクやサポートなどの支援を行っている。また、地元の教育委員会や特
別支援学校と連携するなど、大学全体として障がいのある学生に対する支援を組
織的に実施しており、評価できる。

06 学生支援 ○「エンロールメント・マネジメント」を掲げて独自の学生支援体制を構築し、
ポータルサイト「光華navi」により学生情報を総合的に把握し、学生一人ひとり
の状況に応じた適切な支援を行い退学率の減尐に繋げている。また「学習ステー
ション」「コモンズ」の設置等により授業外学習を促進させるなど、教職員が一
体となって学生支援に取り組み、成果を上げていることは、高く評価できる。

08 社会連携・
社会貢献

○環境教育を中心に力を入れ、多くの学生やボランティアサークルが区民ととも
に環境保護活動等に取り組んでおり、地域との連携による社会貢献を行ってい
る。これを推進するため、地域企業・団体と連携し、正課科目を設け地域連携事
業と連動させるなどの工夫を行っている。さらに学生が提案した企画が行政支
援・助成事業にも採択されるなど外部からの評価も得て、学生を主体とした環境
教育活動を通じて地域と連携し、地域社会へ貢献していることは評価できる。

06 学生支援 ○クリエイティブ業界への進路支援である「東京作品プレゼンツアー」は、2009
（平成21）年に「クリエイターデビューを目指す表現者のキャリア形成支援」の
一環として始まった活動で、クリエイティブ関連の企業等を訪問し、自身の作品
ポートフォリオをプレゼンテーションして講評を受けるという実践的な支援活動
である。参加学生と参加企業の双方にとって満足度の高い内容であり、学生に
とっては社会に求められる能力等を知り、自らの目標実現のために何が必要かを
理解する機会となっている。学生の自己実現意欲を喚起し、学生が主体的に進路
を選択できるように促す有意義な取り組みを、検証と改善を行いながら継続的に
実施していることは、評価できる。

07 教育研究等
環境

○現有の校舎の有効利用に努めており、実技教育を行う４学部においては、各学
生に固有の実習スペースである「ホームルーム」を割り当てている。さらに、各
「ホームルーム」周辺には実習に必要な設備を備えた工房を配置するなど、個々
の学生が作品創作に専念するための空間や環境を十分に確保・提供することで、
学生の自主的な創造活動の促進に大きく寄与しており、評価できる。

08 社会連携・
社会貢献

○大学および附属機関を挙げての社会連携・社会貢献の活動がきわめて活発であ
る。「京都精華大学　kara-S（カラス）」や「ギャラリーフロール」での作品展
示、また、「京都国際マンガミュージアム」におけるマンガの収集・保管・展
示、「国際マンガ研究センター」によるマンガ文化に関する調査・研究や関連事
業の実施、京都市産業観光局や京都市国際化推進室との連携事業など、貴大学の
基本方針に沿って、社会連携・社会貢献が継続的かつ発展的に行われ、学生の学
習成果を社会に発表する機会にもなっていることは、評価できる。

京都ノートルダム
女子大学

大学基準協会 08 社会連携・
社会貢献

○「社会貢献」を積極的に推進し、地域社会との連携・協力に全学で取り組むと
いう目的に沿って、さまざまな事業に取り組んでいる。心理臨床センターの心理
相談、親の子育てや乳幼児の発達を支援する「こがもクラブ」、自然観察、自然
の素材を使用した遊びを通じ、地域のこどもが交流する「自然と遊ぼう」や京都
府立医科大学と連携した、医療英語力をもつ人材の養成、小児医療センターでの
入院患児へのサポートを行うボランティアの養成などは、教育研究の特徴を生か
した地域社会への貢献であるだけでなく、スタッフ、ボランティアとして参加す
る学生にとっては、人間的成長とキャリア発達の機会となっており、評価でき
る。

京都薬科大学 大学基準協会 04 (3) 教育方
法

○学部・研究科ともに「京都薬科大学国際化ビジョン」のもと、全学的かつ多角
的に取り組み、学部では全学生が卒業論文発表会において英語のポスターを作成
したり、研究科では英語によるプレゼンテーションおよび英語論文作成に関する
英語セミナーを開催するなど特徴ある国際化教育を実践し、グローバルに活躍で
きる「ファーマシスト・サイエンティスト」や研究者の育成に取り組んでいるこ
とは評価できる。

04 (2) 教育課
程・教育内容

○全学的に地域との協働を推進しており、地域の課題に対する解決能力を養う科
目として、総合政策学部および外国語学部では「地域と大学」と称する必修科目
を設け、政策提案や外国語教育と観光事業の活性化に取り組んでいるほか、医学
部と保健学部（診療放射線技術学科を除く）では必修科目のなかで地域医療や防
災・保健を考える教育を実施している。これらの地域連携に必要な複眼的・多角
的な視点から社会現象を捉えることを可能とする教育課程により、全学的に地域
貢献人材の育成を行っていることは評価できる。

九州ルーテル学院
大学

大学基準協会

京都光華女子大
学

大学基準協会

京都精華大学 大学基準協会

杏林大学 大学基準協会
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04 (3) 教育方
法

○総合政策学部および外国語学部では、英語による専門科目の教授法など最先端
の教育方法を修得するため、教員を海外の大学へ派遣し、その報告会をもとに学
部全体で教育方法の改善に関する研修を行っている。また、外国語学部ではＦＤ
活動の結果を「ＦＤ NEWSLETTER」に掲載し、教員間で情報を共有しており、総
合政策学部では複数の教員がチームティーチング制で授業を担当する「学際演
習」の授業準備・運営等を通じて教員相互に教育方法の工夫を学んでおり、各学
部の専門性に応じた教育方法の改善・向上に取り組んでいることは評価できる。

08 社会連携・
社会貢献

○三鷹市・八王子市・羽村市と包括協定を締結し、「ＣＣＲＣ研究所」のもと地
域社会の高齢化・教育等の課題に対して、各学部の学生を巻き込んだ取り組みを
行っている。総合政策学部では商工会と連携して課題解決策を提案し、医学部・
保健学部では夜間医療や健康・防災活動を支援し、外国語学部では英語教育の支
援や観光資料の英文化に貢献するなど、総合大学の特徴を生かした社会貢献を通
じて、地域社会の課題解決および活性化に貢献すると同時に、学生が地域におけ
る大学の役割を学ぶ機会となっていることは評価できる。

02 教育研究組
織

○「水俣学研究センター」は、地域をまきこんだ研究体制を構築し、水俣学研究
の国内外への発信と展開、若手研究者の育成を行うなど、地元地域のみならず国
際的な視野をもってさまざまな取り組みを継続・発展させ、広く社会に存在感を
示している。また、同センターで培われた知見は大学教育へも還元されており、
大学を特色づける研究機関として、評価できる。

04 (2) 教育課
程・教育内容

○社会福祉学部における、地元地域の環境問題を取り上げた「水俣学」は、被害
当事者や学外の研究者等の分野を超えた、さまざまな視点で水俣病を学習できる
教育内容となっている。また、減災に関するリーダー養成を目指して熊本県内の
４大学が連携して取り組んでいる「減災型地域社会リーダー養成プログラム」で
は、公共政策などの立場から災害を捉える「減災ソーシャルワーク講義」や災害
を経験した地元地域での災害支援の実践や現地調査を行う「減災ソーシャルワー
ク演習Ⅰ」などを編成している。さらに、社会福祉学研究科福祉環境学専攻修士
課程において、「水俣学研究センター」の研究活動とリンクした「福祉環境学
フィールドワーク」「社会調査方法論専門研究」などの科目を編成し、同セン
ターの知見を生かした教育研究を行っている。これらの科目における教育内容
は、地域に学び地域に貢献するための特色ある取り組みとして、評価できる。

02 教育研究組
織

○貴大学が責任大学としてリーダーシップを発揮し、設置主体、教育制度ならび
に人事制度の違いや遠隔地授業などの課題を乗り越え、国内初となる国・公・私
立５大学共同教育課程である看護学研究科共同災害看護学専攻を開設したこと
は、評価できる。

08 社会連携・
社会貢献

○高知県内の地域が抱えるニーズと貴大学が持つ教育研究資源のマッチングを
行ったうえで、文化学部、看護学部、社会福祉学部、健康栄養学部がそれぞれ地
域課題解決に向けたモデル事業を展開している。また、「健康長寿センター」は
土佐市との連携事業を展開し、宇佐地区の特定健診受診率向上などの成果を上げ
ている。これらの文化、防災、健康、福祉といった多岐にわたる社会貢献活動
は、貴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。

09 (1) 管理運
営

○学長を座長として毎年度始めに行われる「アニュアルレビュー報告会」では、
各学部・研究科、「地域教育研究センター」などのセンターのみならず、各種委
員会（「学生委員会」「教務委員会」「ＦＤ委員会」「国際交流委員会」等）お
よび事務局（総務企画課・学生課等）が、１年間の活動実績と次年度の活動方針
を発表・共有し、教育内容・方法などの改善に繋げている。この報告会には必須
参加者以外にも希望する教職員は自由に参加可能であり、各部局や教職員が情報
や問題意識を共有し、大学運営に取り組む体制となっていることは、評価でき
る。

04 (3) 教育方
法

○１週間にわたる授業公開（ＦＤ ＷＥＥＫ）においては原則として全教員の授
業を公開し、毎年多数の教職員が相互参観を行い、参観者は必ず授業に関するコ
メントを授業担当者に伝えている。また、授業公開に関するアンケート結果をＦ
Ｄ研修会で配布するなど、ＦＤ活動として定着していることは高く評価できる。

08 社会連携・
社会貢献

○貴大学では、「絆ゼミ」「KOBE“にさんがろく”PROJECT」のように学生を巻
き込んだ形での地域連携活動を活発に行っている。また、フランス語の実践的な
語学力を養うことを目的とするフランス語集中講座を地域からの希望に応え、30
年以上継続して開講している。これらの取り組みは、貴大学の方針に基づき、地
域連携や地域貢献に主眼をおいた諸活動であり、高く評価できる。

神戸女学院大学 大学基準協会 08 社会連携・
社会貢献

○音楽学部で行われているアウトリーチ活動では、地域の病院における音楽活動
や「子どものための音楽づくりワークショップ」など地域の子どもたちに対する
音楽体験活動を通じて地域に貢献している。また、卒業生も学生時代のアウト
リーチ活動の経験を通じて継続的に地域貢献活動に参加していることは評価でき
る。

杏林大学 大学基準協会

熊本学園大学 大学基準協会

高知県立大学 大学基準協会

神戸松蔭女子学
院大学

大学基準協会
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神戸薬科大学 大学基準協会 08 社会連携・
社会貢献

○「エクステンションセンター」では、「卒後研修講座」「卒後研修関東地区講
座」を公開講座として開催し、貴大学の卒業生・修了生はもちろん、他大学出身
の薬剤師や医療従事者が最新の医学・薬学を学ぶことができる場を提供してい
る。そのほか、専門領域別・職域別の研修会、「在宅医療」をテーマにした「薬
剤師実践塾」なども開催している。さらに、「生涯研修プロバイダー」としてこ
れまで多くの「認定薬剤師」を輩出するなど、薬剤師の専門的資質の向上と生涯
研鑽に寄与しており、評価できる。

國學院大學 大学基準協会 04 (2) 教育課
程・教育内容

○人間開発学部では１年次の教養総合科目として、尐人数卖位の「ルーム」ごと
に学修する「導入基礎演習」を配置し、建学の精神を学ぶととともに主体的に学
ぶ力を養っている。また、１年次夏季休暇中に必修科目として集団宿泊研修を
行っており、導入教育を意欲的に行っている。これらの取り組みにより、教育課
程の編成・実施方針に定める尐人数型の修学指導・支援体制を実現し、学位授与
方針に定める「論理的科学的思考力」「自己表現力」「知識・技能の活用力」
「課題解決探求能力」のコア・コンピテンシーの育成に努めるとともに大学教育
への導入を円滑にしていることは評価できる。

04 (2) 教育課
程・教育内容

○国際教養学部において、「英語集中プログラム（ＥＡＰ）」で学生のレベルに
応じた授業のほか、授業外でもライティングワークショップへの参加や週３時間
以上の多読学習等を義務付けており、学術英語を習得させた後、学習内容を熟慮
した１年間の留学を課している。多くの学生は帰国後に履修する「総合セミ
ナー」において、留学中に発見した課題を研究対象としており、学生の能動的な
言語学修や留学を、貴大学が目標とする人材養成のプロセスとして、明確に位置
づけていることは評価できる。

04 (3) 教育方
法

○国際教養学部において、尐人数教育を徹底し、個々の学生に専任教員を「アカ
デミック・アドバイジング・システム」のアドバイザーや留学中のアドバイザー
として配置し、留学前、留学中、留学後の手厚い個別指導体制を整備しており、
１人の学生に対し、多くの教員がかかわって教育を行う体制としていることは、
教育の質保証などの観点から、評価できる。

07 教育研究等
環境

○キャンパス内に学生寮を整備し、１年次の全員に寮での生活を義務付け、留学
生のルームメートとの共同生活から異文化交流を促している。また、学生寮を学
生自身で管理・運営することで、自主性を養う環境を整えており、教育の中で積
極的に活用していることは評価できる。

07 教育研究等
環境

○ラーニングコモンズ等を設けた図書館やＩＴ教室を24時間365日開館してお
り、多くの学生が自習に活用している。また、語学学習の教材等を提供している
「言語異文化学修センター」、英語、数学、統計学等について学生同士のピアサ
ポートで個別学習支援をする「学修達成センター」、大学院進学の支援を行う
「アカデミック・キャリア支援センター」からなる「能動的学修支援センター」
ではそれぞれの学生が自律的に選択して、必要とする支援を受けることができる
ようにしており、学生の自主性を重視した学習環境を整備し、教育研究に活用し
ていることは評価できる。

国際武道大学 大学基準協会 08 社会連携・
社会貢献

○国際貢献の活動として、体育教育の定着を目指したカンボジアでのスポーツ支
援プロジェクトや武道の技能向上や武道精神の理解につながる外国人研修生の受
け入れを実施している。これらの取り組みは、大学の特色を生かした社会貢献活
動であるとともに、学生の国際的な感覚を育成し、国際社会および地域社会に貢
献できる人材の育成という大学の目的に照らして、評価できる。

就実大学 大学基準協会 08 社会連携・
社会貢献

○吉備地方文化研究所では、周辺大学と連携をとりつつ、岡山県の地方文化に関
する研究調査や資料収集を行い、公開講座や研究集会の開催を通じてその成果を
発表し、地域文化の継承と発信に大きく貢献している。また、教育実践研究セン
ターでは、未就園児の子育て支援として「親子ふれあいタイム」を行っており、
支援にかかわる学生にとっては貴重な学びの場ともなっている。これらの取り組
みを通じて、広く大学の知的資源および人的資源を社会に還元するとともに、社
会貢献活動を教育に着実につなげていることは評価できる。

04 (3) 教育方
法

○工学部では、すべての授業にアクティブ・ラーニングの要素・手法を導入し、
学生の主体的な学びを促すことを教育改革の目標の１つとして掲げており、学長
のリーダーシップのもと、ＦＤ活動を推進するとともに各授業においてグループ
ワーク型や課題発表型等の教育方法が積極的に取り入れられている。その成果
は、授業評価アンケートの結果や修得卖位数の増加等から学生の学習意欲の向上
につながっていることが明らかであり、大学一丸となって大学教育の活性化と教
員の教育力向上を図っていることは評価できる。

06 学生支援 ○コミュニケーションサークル（ＣＣ）制度を創設し、担当教員が教務課等の事
務組織、保護者懇談会等とも連携しながら、修学状況や留年者および休・退学者
の状況把握に取り組み、必要な支援を行っている。近年は、ＩＲに関する取り組
みとも連携させることで、より効果的な学生支援を行っており、多様な学生支援
のプラットフォームとして継続的かつ発展的に機能させている点は、高く評価で
きる。

湘南工科大学 大学基準協会

国際教養大学 大学基準協会
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女子美術大学 大学基準協会 08 社会連携・
社会貢献

○女子美術大学美術館では、日本有数の染織品のコレクションをはじめとする
様々な作品を所蔵しており、地域の芸術振興の場や生涯学習の場として各種展示
会や講演会などのイベントを積極的に開催し、多数の来場者が訪れている。これ
らの取り組みは、大学全体や美術館の方針を実現するものであり、高く評価でき
る。

04 (3) 教育方
法

○経済学部において、教育課程の中核をなすゼミナールでの学修に際し、各学年
に配当された専門科目、自由設計科目のうち、履修が望まれる科目をまとめたゼ
ミナールごとの「履修モデル」を『履修ガイドブック』などに掲載し、学生に示
している。１年次の学生には２年次からのゼミナールの選択のための情報を得る
手段になっているほか、「履修モデル」に基づき、入学時からきめ細かい履修指
導を行うことで、２年次以上の学生には４年間の学修段階に応じた各専門分野に
ついて体系的な学修に役立てていることは、評価できる。

06 学生支援 ○教職員がプログラムを企画・運営する「キャリアサポートプログラム・ＣＯＭ
ＰＡＳＳ」では、講義やディスカッションなどを通じて、学生自身に自分らしい
生き方や将来の目標などを考えさせ、高い満足度を得ている。また、「就業力育
成・認定プログラム」では、正課内のキャリアデザイン科目においては、段階的
に勤労観・職業観を育成しているほか、正課外の「職業能力ベーシックスキル」
においては、社会で必要な知識や能力を育成するための講座などを提供するな
ど、多様な充実したキャリア形成支援を組織的に行っていることは評価できる。

清泉女学院大学 大学基準協会 08 社会連携・
社会貢献

○地域に根ざした大学として、幅広い地域連携活動を展開しており、教育研究の
場において取り組みを総括する体制を適切に作り上げている。長野市のプロモー
ションビデオの作成、信濃町での森林セラピー事業、須坂市の「蔵の町並みキャ
ンパス」事業との連携など各自治体の特色に合わせた工夫を行い、心理コミュニ
ケーション学科の各コースの特色を生かした形で企画・実施している。社会連
携・社会貢献と教育研究を無理なく結びつけ、大学の特色を生かした特徴的な事
業として位置づけ、多くの事業で学生の参加を促し、学生たちの郷土愛やボラン
ティア精神を涵養している点は、教育目標に合致したものとして評価できる。

洗足学園音楽大
学

大学基準協会 06 学生支援 ○学生一人ひとりに担当のアカデミック・アドバイザーがつき、入学前から卒業
後まで、学生生活全般に関する相談にのる体制を整備している。さらに、アカデ
ミック・アドバイザーは、「SENZOKUポータル」を用いて相談内容を各コースの
責任者であるアカデミック・プロデューサーと共有しており、履修指導を中心に
多様な学生指導・支援を一元的かつ組織的に行っており、学生にとって教員に相
談しやすい環境になっていることは評価できる。

04 (2) 教育課
程・教育内容

○美術学部において、大学独自の教育方針として「自ら思考し、具体化する技
能」を獲得させるため、全学科、全学年の学生が履修できる課題解決型のＰＢＬ
（Project Based Learning）科目を開講している。徐々に科目数も増加傾向にあ
り、企業等との産学官共同研究においてさまざまな共同開発を行うなど、多彩な
内容の授業を通じて各学科の学生が触発し合い、柔軟な考え方や新たな創造を生
み出す学びの場となっていることは、評価できる。

08 社会連携・
社会貢献

○生涯学習センターが開講する生涯学習プログラムでは、専任教職員に加え、多
くの兼任教員や学生も参加し、活発な活動が展開されている。なかでも、子ども
を対象とした多様な講座を開講するプログラム「あそびじゅつ」では、学生が
ティーチング・アシスタントとなり、子どもの発想力や創造力を高め、美術に関
するさまざまな触れ合いの機会をもたらしている。自治体や企業、美術館等とも
積極的に連携しており、美術大学の特性を生かして活発に社会貢献活動を展開し
ていることは、評価できる。

04 (2) 教育課
程・教育内容

○「千葉県における健康づくりの専門職」を養成するための必修の「特色科目」
は、県民との交流を通じて地域の特性などを理解する「体験ゼミナール」（１年
次）に始まり、地域の課題を踏まえた健康政策を学ぶ「千葉県の健康づくり」
（２年次）、多学科間が連携して健康生活を支援する方法論を実践的に学ぶ「専
門職間の連携活動論」（４年次）へと発展させており、人材養成の目的にも合致
した極めて独自性の高い教育内容であると評価できる。

08 社会連携・
社会貢献

○「歯科診療室」は、学生の実習施設を兼ねながら、地域住民の口腔保健に貢献
する身近な歯科医療施設として、千葉市内のみならず千葉県内の広域から毎年多
くの患者を受け入れており、評価できる。

天理大学 大学基準協会 04 (2) 教育課
程・教育内容

○「英語教育プログラム」では、学生が自分のレベル、ニーズに応じた科目選択
を行い、学部・学科・専攻の枠を超えて着実に英語運用能力を向上させている。
また、将来の進路や国際社会での活躍に役立てるように６つのテーマから構成さ
れる「ディベロップメントプログラム」を開設し、幅広い学修から学生の興味・
関心を広げ、自己の個性や能力を伸ばし、その後の研究テーマの選択や進路に影
響を与えている。これらの学部横断的プログラムの取り組みは、建学の精神に
則って標榜している「国際性」を具現化しており、評価できる。

東京基督教大学 大学基準協会 06 学生支援 ○「理念とミッション」で示した人材育成のため、「キリスト教全人格教育方
針」に沿って、原則として全寮制をとっている。また、各学生が自学自習や寮生
活を振り返り、「生活自己評価書」を作成するなど成長を促す工夫も行ってい
る。このように学習のみならず生活全般を神学の学びの場として位置づけている
ことは評価できる。

成城大学 大学基準協会

千葉県立保健医
療大学

大学基準協会

多摩美術大学 大学基準協会
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東京情報大学 大学基準協会 08 社会連携・
社会貢献

○千葉市をフィールドとした「子供向けのアントレプレナーシップ教育講座」
「ソーシャルメディア活用による千葉市花見川区の魅力再発見『花見川どっと
com!』」等、６つのプロジェクト研究は、貴大学の知的資源および人的資源を積
極的に社会へ還元、地域社会との関係性を一層深める取り組みとなっており、そ
の取り組みに対して千葉市も評価している。また、参加する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おり、特にコミュニケーション能力等の
育成という効果があがっている。

04 (2) 教育課
程・教育内容

○造形学部の必修科目である「基礎造形実習I、Ⅱ」では、描写、色彩、立体構
成、平面構成、写真、レタリングなど、デザインに関する各分野の基礎力が身に
つくよう造形実技の未経験者にも対応した教育を提供し、デザイン各分野に関す
る基礎力の構築に大きく寄与している。また、造形実技の経験者にも、経験をし
てない分野の基礎力の構築、経験している分野の応用力の向上につながるように
配慮した教育を提供している。加えて、学科の分け隔てなく授業を実施すること
により、学科を越えた学生間の交流が生まれ、大学全体の学習意欲を高めること
にも貢献しており、同科目の教育内容は高く評価できる。

07 教育研究等
環境

○教育研究に必要な各種アトリエ、工房、スタジオなどの充実した施設を計画的
に整備していること、ＩＣカードの機能を備えた学生証にて入室管理を行うこと
により、授業時間外での作品制作にも対応していること、クリエイター向けの専
用ソフトウェアを全学生、教職員が無料で使用できることなど、学生のために
ハード・ソフトの両面で最先端の学習環境、制作環境を整備しており、学生の満
足度も高い。また、学生もこれらの学習環境、制作環境を積極的に活用し、創作
活動に生かしており、「キャンパスまるごとデザインの教材」のコンセプトを具
現化したデザインを専門に学ぶ大学にふさわしい環境を整えていることは評価で
きる。

08 社会連携・
社会貢献

○「地域協創演習」「ボランティア実習」「インターンシップ」の科目を通じて
の地域貢献の活動は、長年の活動実績がある。特に「地域協創演習」は、地域社
会および地元企業などからの要望に対して、要望を寄せた地域住民、企業関係者
と学生・教員が協同し、知的価値、地域価値、企業価値を創造することを目的と
している授業であり、住民とともに地域イベントの企画・運営、制作を行った
り、博物館での展覧会の企画・立案から展示の実施をしたり、新潟県内のさまざ
まな企業からの依頼で商品の包装デザインやラベルのデザインをしたりしてい
る。これらの活動には、地域に根付き、さまざまな実績があり、また多くの学生
が参加することで、学生と地域社会や地元企業との密なつながりができるなど、
地域と大学を結ぶ貴大学の特徴的な活動として、評価できる。

日本赤十字秋田
看護大学

大学基準協会 08 社会連携・
社会貢献

○災害支援による地域連携・貢献に取り組んでおり、なかでもいのちを守る防災
をテーマとした取り組みとして貴大学が主催する「防災キャンプ」では、東日本
大震災の教訓を踏まえ、地元の小学生と学生ボランティアが集い、災害時の緊急
対応などを泊まりがけで学びつつ、参加者が自ら考え工夫していくなかで、地域
の防災への考えを深める機会を提供している。さらに、これらの取り組みを学生
自らが学会発表するなど、社会貢献のみならず、教育・学術的にも充実した発展
的な活動となっていることは評価できる。

日本赤十字看護
大学

大学基準協会 08 社会連携・
社会貢献

○地域住民の健康・福祉に資する活動として、地域企業や自主防災組織と連携し
た武蔵野地域防災活動ネットワークによる地域防災に関するセミナーを長きにわ
たり開催している。さらに、その実績を生かして東日本大震災の被災地に「日赤
なみえ保健室」を開設し、健康問題の改善・防止と地域コミュニティ再生に貢献
しているほか、地域住民や看護職者等の参加型による多様な公開講座を開催する
など、貴大学が蓄積してきた教育研究の成果を社会に還元することで地域に貢献
していることは評価できる。

日本赤十字九州
国際看護大学

大学基準協会 04 (2) 教育課
程・教育内容

○必修科目で赤十字の概念や活動を学ぶことで国際看護に関する理解を深め、
「国際保健・看護」科目ではグローバルヘルスを学ぶとともに、政府開発援助の
対象国等への海外研修を行っている。その成果を報告書としてまとめ、学内で報
告会を開催するのみならず、学生が国際保健関連学会等で発表しており、国際的
な知見をもとに活躍する看護専門職を育成していることは、評価できる。

日本赤十字広島
看護大学

大学基準協会 04 (3) 教育方
法

○臨地実習の受け入れ先である病院の臨床看護師に「赤十字看護教育サポー
ター」として学内の演習への参加を依頼し、臨地実習前に学生の学習内容や知
識・技能の習得状況を把握してもらうことで、臨地実習での指導が円滑に行わ
れ、実習の効果を高めている。また、実習施設との連携会では、実習関係者で貴
大学の教育内容・方法の工夫の理解を深めるとともに、効果的な実習指導につい
てのグループワークを行うなど、実習関係者の連携を強化し、実践的かつ充実し
た指導体制による実習が行われていることは評価できる。

04 (2) 教育課
程・教育内容

○すべての学部に共通する科目として「総合課題科目」に「私たちが学びたいこ
と」を設け、学生から提案を募り、企画書による審査で選択されたテーマで授業
を実施している。2015（平成27）年度には「オリンピックの光と影」をテーマ
に、多くの学生が受講し、学生の主体性を伸長するとともに、学習意欲の向上や
視野を広げていることは評価できる。

フェリス女学院大
学

大学基準協会

長岡造形大学 大学基準協会
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08 社会連携・
社会貢献

○ボランティアセンターを中心に社会貢献活動を積極的に行っており、2011（平
成23）年度からは東日本大震災の復興支援に取り組んでいる。具体的には、福島
県の子供たちを横浜に迎えての「サマースクールプログラム＠横浜」の開催、津
波で校歌の音源や楽譜を失った被災地の中学校のための「校歌再生プロジェク
ト」を実施している。また、卒業生と学生の朗読チームによる朗読発表等も行っ
ており、大学の特徴を生かし、教育理念「For Others」に沿った多彩な社会貢献
活動に取り組んでいることは評価できる。

04 (2) 教育課
程・教育内容

○地域性に配慮しつつ、現在その重要性を増している防災に関する科学的知識お
よび実践的対応方法を種々の角度から教えるオムニバス講義である「現代を生き
る（災害から自分や家族を守る）」と「基礎防災学」を設置し、学部を横断して
多くの学生たちに履修させ、社会のさまざまな場における減災や防災力の涵養に
つながっていることは評価できる。

04 (2) 教育課
程・教育内容

○工学部では、学内の学士課程教育支援プログラムの一環として「工学部初年次
教育における学習意欲の向上と工学基礎教育の充実」に取り組んでおり、基礎知
識やチームビルディングなど導入教育の強化を図り、基礎学力の向上と学部全体
の留年率の低下につながっていることは評価できる。

08 社会連携・
社会貢献

○大学全体の方針のもと、総合大学としての特徴を生かした多彩な社会連携・社
会貢献に取り組んでいる。特に、相互の知的・人的・物的資源の交流・連携を図
り、地域社会の発展と人材の育成に寄与するために福岡市と連携協定を締結し、
これによって設けられた「地域交流サロン」は、地域住民の交流をはじめ、多様
な活動に利用されているほか、地域貢献活動を特集した冊子を発行し、さまざま
な取り組みを広く紹介している。また、商学部（商学部第二部を含む）が企画・
運営する卒業生および社会人と学生・教員との交流を目的とした「創業交流塾」
を開催して学生の主体性・自律性の促進を図っており、これらの活動を通じて地
域との連携により社会に貢献していることは評価できる。

04 (3) 教育方
法

○教育学研究科の必修科目である「教育実践分析実習Ⅰ、Ⅱ」では、大学院学生
が実習校での指導教員のもとで課題について研鑚を積み、実習の結果を体験レ
ポートにまとめて発表するとともに、担当教員、学生同士が対話・討論方式で議
論し、互いの経験を共有して知識を深めている。また、実習や議論を通じて最終
的には年度末に報告書にまとめ、実習校の校長・教頭・指導教員に報告してお
り、こうした具体的経験を通じて、教育課題の現状への見識を深めることにつな
がっていることから、評価できる。

08 社会連携・
社会貢献

○越谷図書館内に、「あいのみ文庫」を開設し、地域の子供に開放しており、学
生もボランティアとしてお話し会などの活動を行うことで、学生の教育者として
の経験にもつながっている。また、越谷市と協定を締結し、多くの教員が越谷市
立の小学校・中学校の教員研修や研究活動に参加しているほか、いくつかの自治
体に対して小学校・中学校へのボランティア学生の派遣、教員派遣も数多く行っ
ている。これらの活動は教育学部を中心に活発に行われ、学生の教育者としての
学びにも役立っており、社会貢献の一環として評価できる。

北星学園大学 大学基準協会 04 (3) 教育方
法

○文学部心理・応用コミュニケーション学科の２年次必修の「フィールド実習」
は、建築作業や農作業を行う産業系、子ども向けの野外キャンプのリーダーを務
める野外系、フリースクールや児童会館のスタッフを経験する教育系のいずれか
の現場を体験する科目で、事前学習、実習、振り返り、プレゼンテーション、レ
ポート作成を通じてコミュニケーション能力や現場での協働作業によるチーム
ワーク力を身につけさせており、学科の目的の達成に大きく寄与しているので、
評価できる。

04 (3) 教育方
法

○文学部英語文化学科において、アメリカ分校（ムコガワ・フォート・ライト・
インスティチュート：ＭＦＷＩ）で従来実施していた留学プログラムをさらに充
実させている。また、留学プログラムによる成果をさらなる英語能力の向上へと
発展させることを目指し、2010（平成22）年度からは選抜基準に達した学生を対
象にした、尐人数の英語特別クラス（Advanced Course in English：ＡＣＥ）を
編成して、ネイティブスピーカーによる双方向の授業を４年間にわたって行うな
ど、グローバル教育に実践的な教育方法を導入することにより、交換留学生数の
増加など顕著な成果を上げていることは評価できる。

06 学生支援 ○教育目標に掲げた「社会に貢献できる女性の育成」を目指し、キャリア支援お
よび就職支援に注力し、学生による就職支援組織「スチューデント・キャリア・
サポーター（Ｓ．Ｃ．Ｓ．）」を発足させ、内定者による就職活動体験発表会な
どを開催しているほか、「東京センター」や新キャリアセンターなど施設面での
支援体制を整備しながら、初年次教育におけるキャリア教育をはじめ、共通教育
科目におけるキャリア関連科目を開講するほか、特別教育科目として「将来の
キャリア・プランを考える」など幅広い講座を開講し、きわめて充実したキャリ
ア教育を提供している。さらに、卒業生に対しても就職サポート体制（求人情報
の公開やキャリアカウンセリング）を構築するなど、きめ細かで特色ある支援を
展開することで、学生の就職活動に対する意識の向上と高い就職率を保持してい
ることは、評価できる。

フェリス女学院大
学

大学基準協会

福岡大学 大学基準協会

武庫川女子大学 大学基準協会

文教大学 大学基準協会
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03 教員・教員
組織

○求める教員像の要素である「先端的な研究および制作活動の実践を通じて自己
の専門分野の発展に寄与しうる能力」を具現化するために、実社会においてクリ
エーターとして活躍する人材を特別任用専任教員として積極的に採用し、正課・
課外活動など実社会の現場の最前線とつながる多彩な科目を設定・展開してい
る。柔軟な任用制度により教育研究の向上や学生の学習意欲の向上などに寄与し
ていることは評価できる。

06 学生支援 ○障がいのある学生への支援として、ボランティアで応募した多くの学生が、毎
年専門家による養成講座を受講した後、美術独特の表現を理解する「ノートテイ
カー」として教員の指導を正確かつ速やかに伝えている。また、ボランティア学
生にとっても、社会への関心が高まり視野が広がるなど、自身の成長を実感でき
る機会となるなど、学生同士の学び合う仕組みが機能しており、評価できる。

06 学生支援 ○「ポートフォリオ作成支援プログラム」は、各業界の企業から講師を迎え、学
生のポートフォリオに対するアドバイスや講評を行うことにより、その完成度を
高めている。プログラム受講者の中から美術・デザイン分野（デザイナーなどの
専門職）への就職実績も多く、評価できる。さらに2013（平成25）年度からは、
「作家活動支援プログラム」に制度をあらため、作家活動を志す学生への支援を
さらに充実させる体制に発展させている。

08 社会連携・
社会貢献

○造形資料に関する「統合検索データベース」を、先駆的に整備している。「美
術館・図書館」が収集保存してきた多種多様な所蔵資料を検索できる「統合検索
データベース」を公開しており、美術資料、貴重図書、図書資料、雑誌・逐次刉
行物、映像資料、民俗資料の統合的・横断的検索が学内だけでなく学外でも可能
となっていることは評価できる。各資料が教育研究活動で大いに活用されてお
り、データベースの有効性が高いことを立証している。

02 教育研究組
織

○国際平和研究所およびボランティアセンターは、研究会やセミナーの開催、学
生のボランティア活動支援にとどまらず、それらの活動内容を全学共通教育「明
治学院共通科目」の「現代世界と人間４」やボランティア関連科目として提供し
ている。また、学生がボランティア関連科目を系統的に履修することによって学
生のボランティアセンターの活動への高い参加率につながっていることは、貴大
学の建学の精神や教育理念を具現化する機関として評価できる。

08 社会連携・
社会貢献

○「ボランティアセンター」を中心とした「Do for Smile@東日本」「1 Day for
Others」など学生によるボランティア活動や「ボランティアファンド学生チャレ
ンジ賞」など学生によるボランティア活動および地域貢献を支援する制度が充実
している。特に、「1 Day for Others」は、約60のプログラムに年間多くの学生
が参加している。これらの活動や支援制度は、教育理念「Do for Others」を体
現する社会貢献の取り組みとして評価できる。

08 社会連携・
社会貢献

○「港区チャレンジコミュニティ大学（ＣＣ大学）」は、地域コミュニティの
リーダー養成を目的とし、60歳以上の住民にターゲットを絞った特色ある取り組
みで、ＣＣ大学の修了生は、自主的な地域任意組織である「チャレンジコミュニ
ティ・クラブ（ＣＣクラブ）」に全員入会し、港区を中心としたボランティアや
地域活動を主導しており、評価できる。

04 (3) 教育方
法

○各学部等の新たな教育改善を支援する制度である「教育の質保証プロジェク
ト」は、「ＭＳ-15（大学版）」における戦略的な柱の１つである「教育の充
実」に沿って、ＩＲの実践、アクティブ・ラーニングやe-ラーニングの導入等の
特徴的な取り組みの実現につながっており、全学的な教育の質の向上に寄与して
いる。また、「大学教育開発センター委員会」において、明確な審査基準を設け
るとともに具体的な成果検証を行う体制を構築しており、教育内容・方法の改善
を図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。

06 学生支援 ○「ＭＳ-15（大学版）」における戦略的な柱の１つである「学生支援体制の充
実」に則った取り組みを幅広く実施している。修学支援においては、「入学前学
習支援プログラム」や入学後のリメディアル教育にあたる「名城サプリメント教
育」をはじめ、ゼミナール担当教員による学部卖位の継続的な個別指導などを組
織的に行っている。また、キャリア形成支援については、支援内容に対する学生
満足度も高く、就職指導担当制による一貫した就職指導、各種資格取得講座の開
講など、学部１年次生から開始する充実したキャリア支援プログラムを展開して
おり、高い就職決定率を継続的に達成している。このように、学生の各段階（ス
テージ）に適した幅広いニーズに応える多面的な学生支援を組織的かつ継続的に
実施し、一定の成果を上げていることは、評価できる。

山梨英和大学 大学基準協会 04 (4) 成果 ○地域社会への貢献や高度専門的職業人の養成を人間文化研究科の目的に掲げて
おり、その成果として修了生の「臨床心理士資格認定試験」の合格率が全国平均
を上回るだけでなく、合格率そのものが年々上昇している。研究科修了生の就職
率も高く、山梨県臨床心理士会において修了生が多くを占めていることから、県
内の臨床心理領域に寄与しており、研究科の目的を実現していることは高く評価
できる。

武蔵野美術大学 大学基準協会

名城大学 大学基準協会

明治学院大学 大学基準協会
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横浜美術大学 大学基準協会 08 社会連携・
社会貢献

○社会の健全な発展と地域文化の振興に寄与するという貴大学の目的を達成する
ため、「地域連携センター」を設置し、自治体や学校、企業との連携協力を進め
るとともに社会人講座、小学生対象講座、中学生対象講座など多数の講座を設け
ている。なかでも中学校・高等学校美術教諭を対象とした新しい美術科の題材研
究・実技研修会として「美術の先生のためのリフレッシュ講座」を実施し、中学
校・高等学校美術教育と大学教育との接続について実践活動を行っていること
は、大学の知的財産を還元する取り組みとして評価できる。

04 (2) 教育課
程・教育内容

○仏教学部において、「海外仏教文化研修」や「国内仏教文化研修」などの
フィールドを生かした体験型のリサーチ科目の設置など、座学と体験型学修の相
乗効果による仏教に対する理解の深まりや学修意欲の高まりなどの成果がみられ
るため、評価できる。

04 (2) 教育課
程・教育内容

○地球環境科学部において、地理学科の「海外調査法およびフィールドワー
ク」、環境システム学科の「環境保全活動実験」では、海外での地域調査の基本
を学修し、海外での生活実態や社会特性を理解するために、体験型学修の場を提
供している。この取り組みにより、国際交流や他大学との交流、学修への能動的
な取り組みの活性化、実体験による知識の広がりや異文化理解につながっている
ため、評価できる。

04 (3) 教育方
法

○法学部において、専任教員相互の授業参観を実施し、個々の教員に向けた授業
改善のための情報提供を行い、年度によって対象・テーマを定めてＦＤ研修でも
議論を行っている。また、学修意欲を高めるために外部試験を活用するとともに
基礎学力の定着度を客観的に把握し、それを組織的に教育活動に反映しているこ
とは、評価できる。

06 学生支援 ○「障がいのある学生支援協議会」を中核として、「障がいのある学生支援ルー
ム」「保健室」および「学生カウンセリングルーム」が連携し、支援に関して学
問領域に連関のある学部に所属する学生が携わるなど、学生を含む全学的で組織
的かつ継続的な障がいのある学生への支援を実施していることは、高く評価でき
る。

08 社会連携・
社会貢献

○産学連携の一環で企業と学生との「立正大学オリジナル日本酒」などの共同開
発や、熊谷市、滑川町の教育委員会と連携し、３つの分野に沿った体験学習を通
じた学びを提供する｢子ども大学くまがや｣などは、地域との連携・協力事業にお
ける互恵性や学生の主体性の育成といった方針を具現化した取り組みであり、産
業や教育などの観点から社会貢献していることは、評価できる。

04 (2) 教育課
程・教育内容

○社会問題について学生が討議し、解決策を見つける「新入生ワークショップ
Ⅱ」や学生の異文化体験などを教材としたグループワークを行う「ＡＰＵ入門」
は、国内学生と国際学生の協働学習を実践する場となっており、学生同士の異文
化理解を促進していることは評価できる。

04 (3) 教育方
法

○国際経営学部・経営管理研究科において、卒業・修了までに学生が達成してほ
しい姿を「ラーニング・ゴール」、より具体的に学生に修得して欲しい能力を
「ラーニング・オブジェクティブ」として明示し、これらを「カリキュラム・ア
ラインメント・マトリクス（ＣＡＭ）」として体系的に明示することで、各科目
で達成すべき知識、技能を明らかにし、これに基づく学習成果の測定をもとに教
育内容・方法の改善につなげていることは評価できる。

08 社会連携・
社会貢献

○「スポーツ・温泉医学研究所」において、温泉を活用した医学的研究として多
大な研究成果を上げるとともに、研究所を開設した病院へ研修医を送り出すこと
で地域住民に必要な医療を提供している。また、「みらい医療推進センター」に
おいて、生活習慣病の予防に重点を置いた医療研究を行うとともに、センターの
設備を利用したトレーニング指導やセンター内に設置した診療所で診察を行って
いることは、貴大学の目標を実現するものであり、高く評価できる。

08 社会連携・
社会貢献

○地域企業のニーズを取り入れながら、貴大学が持つシーズの実用化に向けた
マッチングを行う異業種交流会や地域企業とともに医療機器の開発を目指す「医
療機器開発コンソーシアム和歌山」へ積極的にかかわり、企業との包括的連携協
定を締結している。その結果、医療機器の開発や企業との研究成果を海外で発表
するなど、多大な成果を上げていることは貴大学の目標を実現するものであり、
高く評価できる。

学生の受入 〇総合入試を実施することによって、文系、理系ごとの共通カリキュラムによる
初年次教育の充実が図られ、入学後の学習成果に基づいて学部・学科を選択する
ことを可能としている。

教育内容及び方
法

○学士課程、大学院課程の全授業科目において、開講部局、レベル、授業内容、
使用言語に応じて特定の番号を付与する授業科目のナンバリングを実施してい
る。

立正大学 大学基準協会

立命館アジア太平
洋大学

大学基準協会

和歌山県立医科
大学

大学基準協会

大学改革支援・
学位授与機構

北海道大学
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教育内容及び方
法

○文部科学省からの支援により、「北海道内国立大学の機能強化について～北大
を拠点とする連携体制の構築～」「新渡戸カレッジの創設」「教学評価体制（Ｉ
Ｒネットワーク）による学士課程教育の質保証」「日本とタイの獣医学教育連
携：アジアの健全な発展のために」「極東・北極圏の持続可能な環境・文化・開
発を牽引する専門家育成プログラム（ＲＪＥ３プログラム）」「人口・活動・資
源・環境の負の連環を転換させるフロンティア人材育成プログラム（ＰＡＲＥプ
ログラム）」「One Healthに貢献する獣医科学グローバルリーダー育成プログラ
ム」「物質科学フロンティアを開拓するAmbitiousリーダー育成プログラム」
「Hokkaidoユニバーサルキャンパス・イニシアチブ」を実施している。

学習成果 ○学部卒業生に対するアンケートによると、「多様な価値観を理解し、尊重する
力」や「人間関係の構築力」を始めとして、様々な能力が大学在学中に身に付い
たと考える卒業生が多い。また、採用企業に対するアンケートにおいても、「専
門分野に関する知識」や「情報収集・分析能力」等多くの項目について卒業生が
有する能力等が評価されている。

施設・設備及び
学生支援

○共用機器管理センターでは、同センターのほか触媒化学研究センター、電子科
学研究所等の装置を一元的に登録、公表し、研究設備を学内外の研究者が利用で
きるオープンファシリティシステムを導入し、高度な研究設備を効率的に活用し
ている。

教員及び教育支
援者

○教員組織の活性化のための措置としてサバティカル制度を設け、毎年度相当数
の教員が当該制度を利用して研究に専念している。

学生の受入 ○修士課程の教科教育専攻では秋季入学において、中国瀋陽市の瀋陽師範大学と
中国天津市の天津外国語大学を会場に、外国人留学生特別選抜を実施している。

教育内容及び方
法

○高等教育の動向から見たシラバスの位置付け等を示した「シラバス作成の手引
き」を作成し、シラバスの向上に取り組んでいる。

教育内容及び方
法

○学部の自己推薦入試及び推薦入試の合格者を対象に、基礎学力不足への対応を
含む入学前教育を実施している。

教育内容及び方
法

○平成19年度から実施された「現職教員の高度実践構想力開発プログラム」（平
成19～21年度）を継承・発展させた「教育現場のニーズへ対応する大学と教育関
係機関との互恵的パートナーシップによる教育臨床的アプローチ」（平成24～26
年度）では、公的教育相談機関、通信制高等学校、福祉施設等とのパートナー
シップによる、ワークショップやカンファレンス等のアクティブ・ラーニングを
取り入れた授業を実施している。

施設・設備及び
学生支援

○　派遣交換留学生や短期海外派遣研修プログラム参加学生を対象に、奨学金を
支給するとともに、留学に伴い卒業延期となった学生に対し、授業料の免除を実
施している。

教育の内部質保
証システム

○「授業評価アンケート」を、各学期の中間と期末に計２回実施するとともに、
各教員が取り組んだ授業改善の成果を自己評価する「教育実績に対する自己評
価」を実施し、これらを基に「教育改善調査票」を作成し、ウェブサイトに公開
して学生の声を授業改善に活かすＰＤＣＡサイクルを構築している。

財務基盤及び管
理運営

○大学評価室が中心となって、教育、研究、社会貢献等の計８項目の中から２年
ごとに評価項目を設定して、当該大学の活動の総合的な状況について、自己点
検・評価を実施するとともに、翌年度には、その結果について外部評価を実施し
ている。

教育内容及び方
法

○学生の主体的で能動的な学習を積極的に促すことを目的として、大規模クラス
における効率性・持続性・議論の多様性の向上を目指したアクティブ・ラーニン
グ授業を開始し、語学教育においても実践型Blendedラーニングを導入している
ほか、学長裁量経費において「先進的なアクティブラーニングおよびサービス・
ラーニング教育手法の開発および実践支援事業」を公募し、多くの教育に係る事
業を実施するなど、アクティブ・ラーニングの全学的な展開を実現している。

教育内容及び方
法

○早期卒業制度を設け、学部の早期卒業と大学院博士前期課程と専門職学位課程
との連携による「学部・大学院（博士前期課程及び専門職学位課程）５年一貫教
育プログラム」や「学部学生による大学院科目履修制度」を実施している。

教育内容及び方
法

○正課科目として「地域連携キャリア開発（商大生が小樽の活性化について本気
で考えるプロジェクト（通称：マジプロ）」や北海道地域の理解を深める「地域
学」等を開設し、地域課題に取り組む教育活動を積極的に展開している。

施設・設備及び
学生支援

○すべてのゼミナールに専用のゼミナール室を配置し、さらに大学のネットワー
クに接続しているパソコンを備えるなど、グループでの自主学習の環境を整えて
いる。

施設・設備及び
学生支援

○大学独自の奨学金制度を数多く設けて学生生活を支援している。

施設・設備及び
学生支援

○授業で使用する動画を撮影するためのレコーディングスタジオや、海外との双
方向通信が可能な国際交流スタジオが整備され、活用されている。

大学改革支援・
学位授与機構

北海道大学

大学改革支援・
学位授与機構

北海道教育大学

大学改革支援・
学位授与機構

小樽商科大学
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教育の内部質保
証システム

○教職協働による学生指導研究会が継続的に開催され、「グローカルマネジメン
ト副専攻プログラム」の導入につなげているほか、講演や役員も交えたグループ
ワークやディスカッションを実施して、大学の教育研究の課題を共有している。

教育研究組織 ○平成25年度に文部科学省から教育関係共同利用拠点に認定された広域水圏環境
科学教育研究センター（臨湖実験所）は、他大学も対象としたフィールド実習を
実施し、卒業論文研究、修士論文研究、博士論文研究を行う学生を広く学内外か
ら募集するなど、県内の多様な水域を活かした教育に貢献している。

教育内容及び方
法

○アクティブ・ラーニングの定義を明確にし、積極的な実施に取り組んでいる。

教育内容及び方
法

○理工学研究科では、地域の大学としての特色あるプログラムとして総合原子科
学プログラム、原子力工学教育プログラム、先進創生情報学教育研究プログラム
を実施している。

教育内容及び方
法

○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「根力（ねぢか
ら）育成プログラムの構築」が採択され、平成24年度にはその後継事業である
「産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業」の構成大学として採
択され、加えて平成26年度には「産学連携によるインターンシップ等の情報発信
と専門人材育成」が採択され、各学部で学生の社会的・職業的自立に向けた多様
な教育活動を展開している。

教育内容及び方
法

○平成25年度に文部科学省の「大学の世界展開力強化事業」 に東京農工大学及
び首都大学東京とのコンソーシアムとして「ＡＳＥＡＮ発、環境に配慮した食料
供給・技術革新・地域づくりを担う次世代人材養成」が採択され、グローバル人
材育成のためのプログラム（ＡＩＭＳプログラム）を展開している。

教育内容及び方
法

○平成26年度に文部科学省の大学ＣＯＣ事業に「茨城と向き合い、地域の未来づ
くりに参画できる人材の育成事業」が採択され、地域活性化や中小企業競争力強
化支援といった諸課題に対し地域と協働して解決を図るための取組を展開してい
る。

教育の内部質保
証システム

○大学戦略・ＩＲ室を設置し、学習成果の把握や内部質保証システムの運用のた
めの充実した情報提供を実施している。

財務基盤及び管
理運営

○英会話実務研修等の学内研修や海外インターンシップを実施し、また各種学外
研修の参加者が学内ＳＤ研修で報告を行う等、多様な方法により職員の資質向上
のための取組を積極的に進めている。

教育情報等の公
表

○英語、中国語、韓国語によるウェブサイトを作成・公表し、グローバル化に対
応した情報発信を進めている。

教育研究組織 ○平成22年度より農学部附属農場が文部科学省教育関係共同利用拠点として認定
され、「首都圏における食・生命・環境の複合型フィールド教育共同利用拠点」
形成事業として、参加大学の要望に合わせた実習メニューの提供等の特徴的な事
業を展開している。

教員及び教育支
援者

○教員評価の結果を、教育研究の活性化とレベル向上の促進のため、勤勉手当や
昇給等に反映している。

教育内容及び方
法

○工学部では、平成26年度より授業開発、授業改善の取組を支援するための学内
経費である教育プログラム支援経費を活用し、土曜日の午前中に基礎数学、基礎
物理等について学生の疑問に答える個別対応の「寺子屋」を実施している。

教育内容及び方
法

○文部科学省プロジェクト経費「学生の習熟度の多様性に対応した総合的多面的
英語教育改革」（平成21年度～23年度）の採択を契機に、全学生に対する実践的
な英語運用能力の向上を目標に、ＴＥＳＯＬ有資格教員と外国人教員による習熟
度別教育や個人クリニック、トップ層への「Honors Camp」等から編成される基
盤教育英語プログラム（ＥＰＵＵ）を持続的に発展させている。この成果が大学
英語教育学会において評価され、「平成25年度大学英語教育学会賞（実践賞）」
を受賞している。

教育内容及び方
法

○平成21年度文部科学省「大学教育充実のための戦略的大学連携支援プログラ
ム」に「地域の大学連携による学生の国際キャリア開発プログラム」が採択さ
れ、国際的専門知識、外国語運用能力、国際的実務能力を身に付ける実践的教育
を実施しており、支援期間終了後も国際キャリア教育を授業科目として継続して
いる。

教育内容及び方
法

○　平成25年度文部科学省大学ＣＯＣ事業に「とちぎ高齢者共生社会を支える異
世代との協働による人材育成事業」が採択され、地域的な課題である高齢者に関
する課題を学生自らの問題としてとらえ、共生するための知識やスキルを身に付
ける教育を地域との協働により全学的に行っている。

茨城大学 大学改革支援・
学位授与機構

大学改革支援・
学位授与機構

宇都宮大学

大学改革支援・
学位授与機構

小樽商科大学
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教育内容及び方
法

○　平成26年度文部科学省「大学教育再生加速プログラム」に「新たな地域社会
を創造する３Ｃ人材の養成―アクティブ・ラーニングの体系化と行動的知性学修
評価システムの開発―」が採択され、教育改革推進室を設置し、「能動的学習を
促すアクティブ・ラーニングの深化と拡充」「ルーブリックによる行動的知性学
修評価システムの開発」「能動型学習を実現する教授能力・資質の向上」を三位
一体で実行し学士課程教育の質的転換を図っている。

教育研究組織 ◯重粒子線医学推進機構を設置し、最先端の研究・治療を推進するとともに、医
学系研究科に協力講座を開設し、平成23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「重粒子線医工学グローバルリーダー養成プログ
ラム」において、医科学専攻（博士課程）に医学・工学融合型の学位プログラム
「重粒子線医工連携コース」を設けるなど、大学院での教育・人材育成に寄与し
ている。

教員及び教育支
援者

○教員評価実施専門部会において教員評価指針に基づき教員評価を実施し、成績
が特に良好だった教員に対して一時金の支給や研究費を配分している。

教育内容及び方
法

◯英語教育において、多読教材（22,026冊、3,802タイトル）を整備し、大学独
自に作成しているテスト問題を解かせて、その結果を成績評価に反映させるなど
することにより、成果を上げている。

教育内容及び方
法

◯平成22年度文部科学省「大学教育・学生支援推進事業【テーマＡ】大学教育推
進プログラム」に採択され、全人的医療教育の改善に反映させるなど、学生の学
士力を向上・定着させるための教育課程を充実させ、支援期間終了後も、チーム
医療教育・多職種連携教育に力を注いでいる。

教育内容及び方
法

◯　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、学生が
自らキャリアデザインする能力を育成するための教育課程を充実させるなど就業
に向けた職業観を養成し、後継事業として平成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、支援期間終了後も学内
予算により、取組を継続している。

教育内容及び方
法

◯　平成23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」に採択
され、群馬県内の医療職を対象とした侵襲タスクニーズ調査により地域が求める
タスクニーズを明らかにし、結果を教育課程に反映させ、支援期間終了後も地域
の求める高度専門看護師を養成している。

教育内容及び方
法

◯平成24年度文部科学省「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」に採択された「卒前・卒後一貫MD-PhDコース」においては、医学
科在学中から基礎系研究室で事前研究指導、大学院の講義・演習を履修すること
ができ、卒業後は臨床研修と並行し大学院で研究を継続させている。また、大学
院修了後は、希望すれば特任助教（仮称）として３年間は採用するなど研究を継
続できる環境を整備し、基礎医学教育・研究医及び法医解剖医を養成している。

教育内容及び方
法

◯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、国際協力型がん臨床指導者養成プログラムの強化を図り、国際的に認めら
れる指導的役割を持つがん専門医療人を養成している。

教育内容及び方
法

◯平成25年度文部科学省「未来医療研究人材養成拠点形成事業」に採択され、医
療開発医科学コースを開設し、組織の枠組を超え、知識・技術の結集を図るオー
プン・メディカル・イノベーションを推進する高度専門研究者及びこれを支え加
速するＲ＆Ｄマネジメント等の研究支援の専門的人材を養成している。

教育内容及び方
法

◯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」に採択さ
れ、地域完結型看護リーダー養成コースを開設し、地域を一つの病院ととらえる
地域完結型医療・ケアの考え方に立脚した看護実践・教育・研究をし、多職種連
携による課題解決能力を有し高度医療に対応できる人材を育成している。

教育内容及び方
法

○１、２年次の学部学生を対象に、それぞれの学問領域の全体像や有機的なつな
がりを実感することを目的としたテーマ講義である、学術俯瞰講義を実施してい
る。

教育内容及び方
法

○学際的あるいは分野融合的な部局横断型プログラムを平成21年度から開設し、
実施している。

教育内容及び方
法

○平成26年度から、国際社会における指導的人材を育成することを目的として、
学部学生を対象としたグローバルリーダー育成プログラムを開始している。

教育内容及び方
法

○教養学部前期課程の１年次生を対象に、理科生（理科一、二、三類）はＡＬＥ
ＳＳプログラムを、文科生（文科一、二、三類）はＡＬＥＳＡプログラムを必修
科目として教育課程に組み込んでいる。

大学改革支援・
学位授与機構

宇都宮大学

大学改革支援・
学位授与機構

群馬大学

大学改革支援・
学位授与機構

東京大学
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教育内容及び方
法

○教養学部前期課程の国際教養コース、教養学部後期課程の国際日本研究コー
ス、国際環境学コースから構成されるＰＥＡＫは、「グローバル・キャンパスの
形成」の具現化を目指す取組である。

教育内容及び方
法

○文部科学省の補助金事業に「グローバル社会を担う次世代型獣医学系大学教育
機構の構築」が採択され、国際対応を意識した教育プログラムを実施している。

教育内容及び方
法

○文部科学省の補助金事業に採択の「家畜感染症・人獣共通感染症等対策分野に
おける全国的な実習システムの充実・強化」は、支援終了後も感染症・公衆衛生
分野の実習プログラムを行っている。

教育内容及び方
法

○文部科学省の「博士課程教育リーディングプログラム」に、平成23年度３件、
平成24年度３件、平成25年度３件がそれぞれ採択されている。

教育内容及び方
法

○文部科学省の「大学の世界展開力強化事業」に、平成23年度２件、平成24年度
１件、平成26年度２件がそれぞれ採択されている。

施設・設備及び
学生支援

○入学した直後の学部学生が、１年間の特別休学期間を取得し、社会貢献活動、
国際交流活動等を通じて自らを成長させる自己教育プログラム「FLY Program」
を平成25年度から開始している。

施設・設備及び
学生支援

○学生相談ネットワーク本部を設置し、悩みや相談に対応できる体制をとってい
る。

施設・設備及び
学生支援

○独自の奨学金制度による学生や外国人留学生への経済的支援をきめ細かく行っ
ている。

施設・設備及び
学生支援

○地方出身者や外国人留学生等のために国際学生宿舎やインターナショナルロッ
ジを整備し、活用している。

教育研究組織 ○平成24年度文部科学省「大学間連携共同教育推進事業」において「東京コン
ソーシアムを基盤とした大学院疾患予防科学コース設立」が採択され、生命科学
分野における人材育成を目的に、医歯学総合研究科（博士課程）に「疾患予防科
学コース・領域」を設置している。

教育研究組織 ○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」において「災
害看護グローバルリーダー養成プログラム」が採択され、平成26年度より国内で
初めて国公私立が共同で設置した共同教育課程である５年一貫制博士課程「共同
災害看護学専攻」を開設している。

教員及び教育支
援者

○毎年度、各部局において、所属する教員の教育研究能力等に係る教員個人評価
を実施しており、その結果を勤勉手当の支給や昇給の際の参考としている。

教育内容及び方
法

○医学部と歯学部を併せ持つ医療系総合大学としての特色を活かし、複数学科の
学生が共通の目標に向かって学ぶ融合教育課程を開発導入しており、６年間を通
して、体系的に整理された様々な学習段階で共に教え合いながら学ぶ機会を創出
している。

教育内容及び方
法

○大学基金から奨励金を支給することにより「海外研修奨励制度」をはじめと
し、学生が海外で学ぶ機会を多数設けている。

教育内容及び方
法

○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、リーダー
養成英語選抜プログラム等の英語教育強化により、グローバル人材の育成に取り
組んでいる。

教育内容及び方
法

○平成24年度文部科学省「大学の世界展開力強化事業」において「東单アジア医
療・歯科医療ネットワークの構築を目指した大学間交流プログラム」が採択さ
れ、チュラロンコーン大学、インドネシア大学及びホーチミン医科薬科大学と連
携してコンソーシアムを形成し、日本の医歯学領域の世界展開力を強化する取組
となっている。

教育内容及び方
法

○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」において「ＴＭＤ
Ｕ型グローバルヘルス推進人材育成構想：地球規模での健康レベル向上への挑
戦」が採択され、ガバナンス体制強化、海外教育研究協力拠点の拡充等の取組を
実施している。

教育内容及び方
法

○平成24年度文部科学省「基礎・臨床を両輪とした医学教育改革によるグローバ
ルな医師養成事業」において３件、また、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事業」において１件、平成26年度文部科学省「未来医療研究
人材養成拠点形成事業」において１件、さらに、文部科学省「課題解決型高度医
療人材養成プログラム」において３件が採択され、教育改革に取り組んでいる。

大学改革支援・
学位授与機構

東京大学

大学改革支援・
学位授与機構

東京医科歯科大
学
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施設・設備及び
学生支援

○平成21年度文部科学省「大学教育・学生支援推進事業【テーマＡ】大学教育推
進プログラム」において「コンピュータによる診療模擬実習の展開」が採択さ
れ、支援終了後も臨床現場に即した多種多様の経験ができるコンピュータシミュ
レーション教材を独自に作成し、教育に活用している。

大学の目的 ○大学の目的を「総合コミュニケーション科学」を主とする科学技術の教育研究
に置くと、簡潔かつ具体的に定めている。

教員及び教育支
援者

○教員評価の結果を勤勉手当支給額や定期昇給に反映させている。

教員及び教育支
援者

○「教育の質保証に向けての学習支援」のテーマでの職員研修を実施し、すべて
の技術職員がいずれかの学生実験・実習教育支援業務を担当する教育支援体制を
整備している。

教育内容及び方
法

○正規授業「電子工学工房」「情報工学工房」「宇宙通信工学」や、サークル活
動「ロボメカ工房」を通じて、体験教育を実施しており、各種コンテストにおい
て入賞するなどの成果も挙げている。

教育内容及び方
法

○成績評価のガイドラインを設け、秀、優の比率の目安を定めており、おおむね
ガイドラインに沿った成績評価が行われている。

教育内容及び方
法

○平成22年度文部科学省就業力ＧＰに採択された「就職率４年卒業率向上のため
の学年横断教育」において、１年次と３年次が同じクラスで学ぶ学年横断教育を
必修科目として導入する取組を行い、その後継として、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「関東
山梨地域大学連携による産業界等のニーズに対応した教育改善」においては、産
業界出身者を特任講師として起用し、学年横断教育、事業所見学等でキャリア教
育を実施しており、支援期間終了後も大学内で事業経費として予算配分を行い、
取組を継続している。また、平成26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【テーマＢ】インターンシップ等の取組拡大」に採
択された「広域多摩中小企業インターンシップ推進事業」において、インターン
シップ等の拡大を図っている。

教育内容及び方
法

○平成23年度文部科学省「理数学生育成支援事業」に採択された「ＵＥＣパス
ポートプログラム－「突破力」の養成を目指して－」において、特別カリキュラ
ム「ＵＥＣパスポートプログラム」を策定し、支援期間終了後においても大学内
で事業経費として予算配分を行い、取組を継続している。

教育内容及び方
法

○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「産学官
協働ネットワークによるイノベーション博士養成と地域再生」においては、スー
パー連携大学院プログラムを基盤にして大学院博士前期課程及び後期課程を含む
５年間一貫の教育プログラムを導入し、従来のアカデミア志向の教育とは一線を
画するより実践的な大学院教育を実施している。

教育研究組織 ○語学センターに多数の外国人教員を配置し、実践的語学教育の充実及びグロー
バル人材の育成に寄与している。

教員及び教育支
援者

○教員業績評価の結果を昇給又は号給の調整等、教員の処遇に反映させている。

教育内容及び方
法

○「災害看護専門看護師教育課程」を医学系研究科修士課程にコース化し、すべ
ての災害に対応できる高度な実践的能力を持った看護師を育成している。

教育内容及び方
法

○教育地域科学部では、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（ＣＳＴ））養成拠点構築事業」に採択され、地域・学校
拠点を活用する自己啓発型ＣＳＴ養成・支援システムの構築を図り、平成25年度
からは文部科学省大学ＣＯＣ事業の一環としてさらに継続・推進している。

教育内容及び方
法

○教育地域科学部では、就業力を高めることを目的としたアクティブ・ラーニン
グ型教育プログラムを実施し、企業・地域体験型学習プログラムを展開してい
る。

教育内容及び方
法

○平成25年度文部科学省大学ＣＯＣ事業に採択された「地域を志向して人を育
み、地域を活かす福井の知の拠点づくり」に基づき、地域の課題解決の視点を踏
まえ、分野全体に関わる課題認識と問題への関心を高めるため、共通・教養教育
におけるコア・カリキュラム化（地域コア・カリキュラムの構築）等によって、
地域志向の実践力と創造力を有する学生の育成を進めている。

教育内容及び方
法

○平成23年度科学技術人材育成費補助事業「ポストドクター・インターンシップ
推進事業」に採択され、博士人材キャリア開発支援センターを設置し、ＰＤを実
践的人材として育成し、企業への就職に結び付けている。

大学改革支援・
学位授与機構

東京医科歯科大
学

大学改革支援・
学位授与機構

電気通信大学

大学改革支援・
学位授与機構

福井大学
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教育内容及び方
法

○「学校拠点方式」に基づき、教員養成の新たな全国モデルとなる学部・大学
院・附属学校を融合した、いわゆる三位一体改革を推進している。この取組は、
平成25年度文部科学省特別教育プロジェクト経費「グローバル社会に必要な教師
教育の革新をスピーディに実現する連携事業の推進」事業として採択されるな
ど、高く評価されている。

学習成果 ○学部卒業生の県内就職率は約50％であり、地域社会からの人材供給という期待
に応えている。

教育の内部質保
証システム

○教育の状況に関し、学内外に満足度調査等を積極的に実施し、その結果を改善
に活かしている。

財務基盤及び管
理運営

○大学の活動の総合的な状況について自己点検・評価を適切に実施し、問題点を
的確に把握している。

教育研究組織 ○電子工学研究所は、平成25年度から３年間、共同利用・共同研究拠点「イメー
ジングデバイス研究拠点」として文部科学大臣の認定を受け、最新の研究成果を
大学院教育に還元している。

教育内容及び方
法

○工学部の秋季入学生の受入の取組では、平成21年度よりインドネシア、ベトナ
ム、タイの高校生を対象にＮＩＦＥＥ（National Interfacing Engineers
Education）プログラムを実施しており、この取組は平成25年度文部科学省「国
立大学改革強化推進事業」に「全学的な教育改革・組織改革によるグローバル人
材育成機能の強化－ターゲット・アジア人材育成拠点の構築－」として採択さ
れ、平成27年度開始のアジアブリッジプログラムへと発展し、「理工系の専門性
＋経営学的思考、文系の専門性＋理工学的思考を持つ技術と経営を俯瞰できる中
核・中堅人材の育成」に成果を挙げている。

教育内容及び方
法

○農学部では、平成19年度文部科学省現代ＧＰに採択された「静岡市中山間地域
における農業活性化－「一社一村しずおか運動」に連結する農業環境教育プロ
ジェクト－」において、農業環境リーダーを育成するための事業を実施し、その
後継の取組として「農業環境演習Ⅰ〜Ⅲ」を開講しており、地域住民と行政との
協働を通して課題解決策の試行による教育を実施している。

教育内容及び方
法

○情報学研究科では、平成20年度文部科学省大学院ＧＰに採択された「マニフェ
ストに基づく実践的ＩＴ人材の育成」で、５つの実践的能力（キャリアデザイン
力、国際適応力、研究力、基礎学力、組織運営力）を有する実践的ＩＴ人材の育
成を展開し、支援期間終了後も、アドバイザリー会議制度、ＩＴソリューション
室の活動、国内外インターンシップ事業を継続しており、「マニフェストに基づ
く実践的な教育方式」を実施し、成果を挙げている。

大学の目的 ○大学の基本使命として大学憲章を掲げ、「ものづくり」「ひとづくり」「未来
づくり」という、平易で覚えやすい標語で表現している。

教育研究組織 ○名古屋市立大学大学院薬学研究科と共同で共同ナノメディシン科学専攻（博士
後期課程）を設置し、薬工の境界領域を切り拓くべく、意欲的に教育研究に取り
組んでいる。

教育研究組織 ○コミュニティ創成教育研究センターは、工学と人文社会科学の融合を通じ、高
齢社会におけるコミュニティを実現するための支援技術等の研究とともに、それ
を担う人材の育成を行っている。

教員及び教育支
援者

○人事部会に、人事企画院長が委嘱した学外者を外部審査員として加えることを
義務付け、人事の透明性、客観性を担保している。

教員及び教育支
援者

○教員評価を実施し、優秀な業績を修めた教員を表彰し、また、給与インセン
ティブ（勤勉手当等）を付与している。

学生の受入 ○機械工学科では女性技術者の育成のために、女子学生を対象とした推薦入試枠
を設けている。

教育内容及び方
法

○学科にある教育プログラム体系を越えて学ぶオーダーメイドの履修プログラム
「工学創成プログラム」を設け、各学科が開講しているすべての専門科目を履修
対象とすることが可能としている。

教員及び教育支
援者

○優れた教育研究業績や高度の実務経験･能力を有する人材の確保のため、年俸
制、特別招聘教授制度及び混合給与（クロス・アポイントメント）制度を導入
し、積極的に運用されている。

教員及び教育支
援者

○教育実践優秀賞の選考に当たって、年度ごとに教育活動に関するテーマを定め
て、その年度のテーマに関して優れた教育実践を行った教員を顕彰し、優れた教
育実践を普及させる取組を進めている。

大学改革支援・
学位授与機構

静岡大学

大学改革支援・
学位授与機構

名古屋工業大学

大学改革支援・
学位授与機構

滋賀大学

大学改革支援・
学位授与機構

福井大学
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教員及び教育支
援者

○教員個人評価を毎年度実施し、評価結果を教員にフィードバックし、処遇（勤
勉手当）に反映させている。

教員及び教育支
援者

○多数のＴＡ、ＳＡが担当教員の監督の下で授業補助を行っており、学期末には
担当教員とＴＡ、ＳＡの合同の報告会を開催して授業内容・方法を検証し、授業
改善を行うなどの取組を進めている。

教育内容及び方
法

○学習時間の確保を目的として、キャンパス教育支援システム（ＳＵＣＣＥＳ
Ｓ）や学習管理システム（ＳＵＬＭＳ）等を整備し、事前事後学習の促進に活用
されている。

教育内容及び方
法

○「大学と教委の強固な連携による早期ＣＳＴ活動を組み込んだ包括的な養成プ
ログラム」や、「公共的対話と知的共同作業をベースにイノベーティブな「心の
習慣」と「イノベーション評価能力」を養成し、地域的競争力の強化にコミット
メントする中核的人材育成事業」は、文部科学省等の支援終了後も取組を継続
し、特徴ある教育課程の要素となっている。

施設・設備及び
学生支援

○経済学部では、学習教育支援室、開放型学習スペース、ＡＬＬ（アクティブ・
ラーニング・ラボ）等を設置し、常駐スタッフを配置するとともに、ＴＡやＳＡ
による学習支援を行っている。

施設・設備及び
学生支援

○大学運営への学生の参加、学生自身の大学へのアイデンティティづくりとし
て、「学生自主企画プロジェクト」を設け、予算を確保し、毎年度多数の学生団
体等が応募している。

施設・設備及び
学生支援

○家計の状態が急変した学生を対象とした授業料免除制度等の学内外の一連の学
生支援等をパッケージとして策定し、「つづけるくん」と名付け、学生の多様な
ニーズに柔軟に対応している。

教育の内部質保
証システム

○教育学部では学部長オフィスアワーを設定し、経済学部ではＳＦＡ（学生・教
員協議会）を定期的に開催して、学生の意見を聴取するための特色ある取組を
行っている。

教育の内部質保
証システム

○教育学部では、毎年度、保護者への授業公開及び保護者懇談会を開催し、様々
な意見を聴取する機会を設けている。

財務基盤及び管
理運営

○毎年度、自己点検・評価報告会を実施し、学生に加え、経営協議会委員、同窓
会、後援会等の外部からの意見も直接聴取し、大学運営等の改善に反映してい
る。

教員及び教育支
援者

○人事評価結果を賞与の成績率や昇給等の資料としているほか、教員が再任され
た場合には、賞与の成績率に反映している。

学生の受入 ○　博士課程では、平成25年度に文部科学省「博士課程教育リーディングプログ
ラム」に採択された「アジア非感染性疾患（ＮＣＤ）超克プロジェクト」で、特
にコミュニケーションにおける英語能力の評価にも重点を置いて選抜を行ってい
る。

教育内容及び方
法

○多職種が連携するチーム医療において必要とされる能力の修得のため、医学科
と看護学科の合同授業「早期体験学習（医学科）」「基礎看護学実習Ⅰ（看護学
科）」を必修科目としているほか、講義の一部も合同で行っている。

教育内容及び方
法

○滋賀県在宅看護力育成事業の一環として、訪問看護師を育成するプログラムを
構築している。

教育内容及び方
法

○医学部附属病院の看護部及び看護臨床教育センターと緊密に連携・協力しなが
ら、医学部附属病院看護師が看護臨床教授等として実践的な講義等を実施してい
る。

施設・設備及び
学生支援

○博士課程では、プログレス・レポートの提出、ポスター発表会といった中間評
価を行っている。ポスターは公開展示し、研究の公正を図るとともに、多くの異
なる研究分野の教員から指導並びに評価を受けることができるようにしている。

施設・設備及び
学生支援

○博士課程において、平成25年度文部科学省「博士課程教育リーディングプログ
ラム」採択による「アジア非感染性疾患（ＮＣＤ）超克プロジェクト」、平成26
年度文部科学省ＥＤＧＥプログラム採択による「医・工・デザイン連携グローバ
ルアントレプレナー育成プログラム（ｉＫＯＤＥプログラム）」等、特徴的なプ
ログラムを設けている。

施設・設備及び
学生支援

○24時間利用できる、防犯等にも配慮した自主学習環境を整備している。

施設・設備及び
学生支援

○実験実習支援センターの各種機器を、利用登録により24時間自由に利用できる
環境を整備している。

大学改革支援・
学位授与機構

滋賀大学

大学改革支援・
学位授与機構

滋賀医科大学
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教員及び教育支
援者

○共同研究講座・共同研究部門制度は、産学官連携の成功事例として、また、産
学連携の仕組みとして評価され、平成26年度産学官連携功労者表彰において文部
科学大臣賞を受賞している。

教員及び教育支
援者

○ＴＡが、授業支援のみならず、e-learningのコンテンツ作成や、全学教育推進
機構で実施するコンピューター教育でのコンピューター操作の指導等を行うなど
活用されている。

教育内容及び方
法

○「大学院副専攻プログラム」「大学院等高度副プログラム」「知のジムナス
ティックス（高度教養プログラム）」により、学際的・俯瞰的な視点や複眼的視
野の養成を図った大学院課程教育を行っている。

教育内容及び方
法

○文部科学省「博士課程教育リーディングプログラム」に「超域イノベーション
博士課程プログラム」等５件、さらに「大学の世界展開力強化事業」等の支援事
業に７件が採択され、各教育プログラムが開設され、様々な授業を開講してい
る。

教育内容及び方
法

○文部科学省支援事業に採択された「理数オナープログラム　～飛躍知の苗床育
成をめざして～」や「認知脳理解に基づく未来工学創成」は、支援期間終了後も
継続的な取組が行われている。

施設・設備及び
学生支援

○ラーニング・コモンズ、ステューデント・コモンズに加えて、多言語・異文化
理解のための共同学習スペースであるグローバル・コモンズ、プレゼンテーショ
ンエリア等を備えたアクティブ・ラーニングスペース、ＤＶＤや衛星放送を利用
したグループ学習が可能なＡＶコモンズの拡充を行うことにより、自主的学習環
境が整備されている。

教育の内部質保
証システム

○各副研究科長等からなる教育改革推進会議が全学の教育の方針を策定し、学務
情報システムＫＯＡＮによって学生や教育活動に係る基礎データが収集され、未
来戦略機構戦略企画室がその実施結果を全学的に評価・分析し、同会議に改善提
言をする実効的な質保証サイクルが整備されている。

財務基盤及び管
理運営

○事務職員に対する目的別研修の積極的な実施が、成果として各種の公的な資格
取得につながっている。

財務基盤及び管
理運営

○認証評価に向けて作成された自己評価書において、本文中に全学の状況につい
て概略が分かりやすく記述され、また、改善を要する点等が的確に抽出されるな
ど、適切な分析がなされている。

教育情報等の公
表

○英語、中国語、韓国語のウェブサイトを作成・公表しグローバル化に対応した
情報発信を進めている。

教育研究組織 ○テレビ会議システムを活用した京阪奈三教育大学双方向遠隔授業により、他の
２大学から発信される授業科目を効果的に受講できる教室設備と体制を整え、教
養教育の充実を図っている。

教育内容及び方
法

○新理数や食育・健康教育、教育・心理探究等の特色プログラムを開設してい
る。

教育内容及び方
法

○ユネスコスクールに加盟し、授業内容がユネスコの設置目的、活動内容に合致
する授業を「ユネスコスクール推奨授業科目」としている。

教育内容及び方
法

○学生によるスクールサポート活動のための研修・認証制度を整えるとともに、
専門職学位課程においてもスクールサポート活動を実施している。

施設・設備及び
学生支援

○就職支援室では、就職指導員（キャリアアドバイザー）による進路個別懇談
（対象：学部３年次生及び大学院１年次生全員）を平成26年度より実施し、学生
のニーズや必要とされる支援の在り方等を収集・分析している。

教育の内部質保
証システム

○教育活動の状況及び学習成果を自己点検・評価及び検証するに当たり、教育担
当理事を中心に組織的活動が促され、改善に結び付けるための継続的な取組が効
率よく実施できている。

教員及び教育支
援者

○大学院の各研究科においては、５年又は６年ごとに、大学院課程担当資格の再
審査を行い、研究指導能力の維持・向上に努めている。

教員及び教育支
援者

○教員評価の結果を「教員個人評価処遇反映のためのガイドライン」に基づき、
昇給、賞与等の処遇に反映させている。

教育内容及び方
法

○特別副専攻プログラムの開設により、学生が所属する学士課程の専門性に加え
て、幅広い分野の体系的な学習ができる。

大学改革支援・
学位授与機構

大阪大学

大学改革支援・
学位授与機構

奈良教育大学

大学改革支援・
学位授与機構

島根大学
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教育内容及び方
法

○基礎学力不足の学生への配慮及び正課授業の履修・卖位修得の支援のため、正
課ピアサポート・プログラムを全学で実施している。

教育内容及び方
法

○成績評価を、達成目標に対する達成度評価に統一し、その内容をシラバスに記
載している。

教育内容及び方
法

○文部科学省「大学生の就業力育成支援事業」に採択された「全学で創りあげる
キャリア教育の夢工房」については、支援期間終了後も独自の事業として継続し
ている。このほか、文部科学省からの支援により、「大学と地域社会を結ぶ大学
間連携ソーシャルラーニング」「課題解決型教育(ＰＢＬ)による地域協創型人材
養成」「ＩＣＴ（Information and Communication Technology）と人で繋ぐがん
医療維新プラン」「未来医療研究人材養成拠点形成事業」を実施し、成果を上げ
ている。

施設・設備及び
学生支援

○松江キャンパスでは、外国語教育センター・ワークステーションを設け、図
書、マルチメディア教材、コンピューターを利用して外国語の自主学習ができる
環境を整備し、学生に活用されている。

施設・設備及び
学生支援

○大学の業務に補助的に従事させる「学内ワークスタディ」を実施することに
よって、学生の職業意識・職業観を涵養するとともに、経済的事情を抱える学生
に対する一層の支援を行っている。

教育情報等の公
表

○教育質保証委員会で定めた評価項目に基づいて、毎年各学部及び研究科から
「教育の質保証報告書」が提出されており、それを基にピアレビューを経て編纂
された「島根大学教育の質保証評価書」が公開されている。

財務基盤及び管
理運営

○重点戦略「グローバルな視点を持った人材を育成する」ために、海外協定校へ
の教職員派遣研修を実施している。

財務基盤及び管
理運営

○評価室の下に置かれた認証評価専門部会が自己評価を適切に実施し、大学とし
て更なる改善に向けて必要な事項を把握している。

教育情報等の公
表

○学内の研究ニーズ・シーズの発掘や情報共有及び学外に向けて研究シーズをわ
かりやすく紹介する「研究見本市」のページを開設し、研究活動の活性化と共同
研究の推進を図っている。

教員及び教育支
援者

○教員の業績評価を実施し、その結果を昇給、勤勉手当等に参考資料として活用
している。また、平成24年度に特別貢献手当を創設し、教職員の勤務意欲の向上
を図っている。

教育内容及び方
法

○外国人留学生を受け入れるため、大学院課程において、特別コース等を設置
し、全科目英語による教育課程を編成している。また、ダブル・ディグリーを推
進し、協定校は東・東单アジア７校に拡大している。

教育内容及び方
法

○平成24年度に文部科学省「グローバル人材育成推進事業」において「国際技術
者としての基礎力と海外企業で働く自信を持つ人材」を育成するプログラムに採
択され、学生を海外に派遣している。

教育の内部質保
証システム

○平成26年度に文部科学省「大学教育再生加速プログラム」に採択され、アク
ティブ・ラーニングの推進と学修成果可視化モデルの構築に取り組んでいる。

施設・設備及び
学生支援

○メディア基盤センターにおいて情報セキュリティマネジメントシステムを構築
し、ISO/IEC27001の認証を取得するなど、情報セキュリティの質保証に努めてい
る。

施設・設備及び
学生支援

○平成24度に文部科学省「留学生交流拠点整備事業」に採択され、支援期間終了
後も日本企業文化理解講座の開催、留学生への就職支援を行っている。

教育の内部質保
証システム

○教育（共育）について様々な観点から語り合う教職員・学生参画型の「共育
ワークショップ」をＯＤ（Organizational Development）と位置付けて実施して
いる。

教育の内部質保
証システム

○職員の国際化への意識及び能力の向上を目的としたＳＤ活動として、海外大学
へ派遣するＳＤ研修を定着させている。

教員及び教育支
援者

○所属長等が総合評価を参考にして推薦し、学長が大学運営への貢献及び社会貢
献等を考慮し、教員の昇給、賞与（月額教員）、業績給（年俸制教員）及び昇任
を決定している。

教育内容及び方
法

○「鍛えあげインターンシップ」等が継続的に実施され、職場に入り込んだ体験
をし、社会のリアリティに触れ、これまでの自分から「一皮むける」経験を学生
に提供している。

大学改革支援・
学位授与機構

島根大学

大学改革支援・
学位授与機構

山口大学

大学改革支援・
学位授与機構

香川大学
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教育内容及び方
法

○英語のみで修了できる「アジア・アフリカ・環太平洋留学生特別コース」や食
品関連企業との連携による「日本の食の安全特別コース」等を実施して留学生の
ニーズに対応している。

教育内容及び方
法

○地域マネジメント研究科では、香川県の産業成長戦略の一つであるオリーブを
商材として授業科目「オリーブ事業化マネジメント」を開講し、大学教員と専門
家による総合的な研究体制に結び付けている。

教育内容及び方
法

○平成25年度文部科学省大学ＣＯＣ事業に採択された「自治体連携による瀬戸内
地域の活性化と地（知）の拠点整備」では、地域を志向した科目を拡充してい
る。

教育内容及び方
法

○文部科学省事業に採択された「「四国の知」の集積を基盤とした四国の地域づ
くりを担う人材育成」や「四国５大学連携による知のプラットフォーム形成事
業」において、e-learningを利用し、連携大学間での大学の枠を超えた教育を
行っている。

教育内容及び方
法

○　平成24年度に文部科学省「大学間連携共同教育推進事業」に採択された「四
国防災・危機管理特別プログラム共同開設による専門家の養成」では、徳島大学
と連携し、防災・危機管理専門家養成のための特別教育プログラムを実施してい
る。

施設・設備及び
学生支援

〇学生支援プロジェクト事業「香大生の夢チャレンジプロジェクト」を学長裁量
経費によって行っている。

教育の内部質保
証システム

○授業を担当するに当たって必要な能力を身に付けることを目的とし、１泊２日
合宿型の「よりよい授業のためのＦＤワークショップ」を開催している。

教員及び教育支
援者

○毎年度、大学教員活動評価を実施し、評価結果を学長表彰、サバティカル研究
者の派遣及び若手教員等の研究活動の支援に反映している。さらに、大学教員活
動評価の結果やサバティカル期間中の研究成果を大学ウェブサイト上に公表して
いる。

教育内容及び方
法

○課程の選修、専攻、コースごとに教育の到達目標を基礎と総合の２つの段階で
構成した「福岡教育大学スタンダード」を定め、各授業科目と関連付けている。

教育内容及び方
法

○「成績評価に関するガイドライン」やガイドライン「チェックシート」を策定
して、成績評価の客観性、厳格性の確保に組織的に取り組んでいる。

教育内容及び方
法

○修士課程の14のコースごとに作成されている（１）修士論文研究に係わる指導
計画、（２）学位論文の審査基準、（３）学修の成果にかかる基準、（４）修了
認定にかかる基準の４項目からなる「修士論文研究に関する指導指針」は、修士
論文研究の課題とタイムテーブルを分かりやすく示しており、コースでの学習の
到達目標を定めることで教育の質の保証に貢献している。

施設・設備及び
学生支援

○平成24年度から学業成績優秀者奨学金と国際交流協定校派遣支援奨学金からな
る「福岡教育大学未来奨学金」を創設し、毎年度、学生に対して奨学金の給付を
行っている。

教育の内部質保
証システム

○教育委員会の幹部職員や公立の連携協力校の校長等で構成する「教員養成の質
向上に関する諮問会議」を大学の常設機関として設置し、同会議の答申を基に、
教員養成の質向上に取り組んでいる。

教育の内部質保
証システム

○ＦＤ活動の一環として、毎年度「教育内容・方法に関する検討会」を開催し、
その結果を『ＦＤ活動報告書』及び教職員グループウェアに掲載し、全教職員で
共有している。また、講座・センター内授業研修を実施している。

教員及び教育支
援者

○教員評価を実施し、評価結果を昇給等の処遇及び研究費の配分にも反映させる
とともに、顕著な業績を挙げた教員を表彰している。

教育内容及び方
法

○海外派遣プログラムを実施し、事前・事後学習、成果報告をパッケージ化し、
海外派遣の効果を高めることができるように工夫している。中でも、教育研究交
流先であるプトラ大学（マレーシア）の学内に設置された海外教育研究拠点で
は、現地学生との協働によるＰＢＬを実施するなど、新しい取組を推進してい
る。

教育内容及び方
法

○平成19年度に文部科学省の特色ＧＰに採択された「学生自身の達成度評価によ
る学修意識改革―学習成果自己評価シートをベースとする自己評価システムの構
築―」を支援終了後も継続させ、学修自己評価システムを整備し、ポートフォリ
オを用いて学びを振り返らせることで学生自身に学習・教育達成目標を意識さ
せ、学生の学修自己管理能力の育成及び学修意識と学習習慣の改革を図ってい
る。

教育内容及び方
法

○平成20年度に文部科学省の教育ＧＰに採択された「ＰＢＬを基軸とする工学教
育プログラム」を支援終了後も継続・発展させ、テーマ（課題）に対するソ
リューション（解決策）を提案する実践的な教育として、様々なＰＢＬ型教育を
実施している。

大学改革支援・
学位授与機構

香川大学

大学改革支援・
学位授与機構

福岡教育大学

大学改革支援・
学位授与機構

九州工業大学
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学習成果 ○同窓会組織との連携によるキャリア教育などの取組により、高い就職率を維持
している。

施設・設備及び
学生支援

○国内外の技術系競技会参加や地域貢献活動を目指す学生グループ等に対し資金
援助を行うほか、活動場所と必要設備を提供し、正課学習だけでは得難い高度技
術者としての必要な能力を高めることに効果を挙げている。

財務基盤及び管
理運営

○大学独自のものとして、教育に関する外部評価、研究・社会貢献に関する外部
評価を実施しており、これらを外部評価報告書として取りまとめ、学内外へ公表
している。また、当該大学にある重点研究センターにおいてもそれぞれに外部評
価委員会を設置し、外部評価を実施している。

教育研究組織 ○海洋エネルギー研究センターや低平地沿岸海域研究センター、シンクロトロン
光応用研究センター、地域学歴史文化研究センター等、特色ある研究センターを
有し、それらの先端的な研究成果を大学院教育に活かしている。

教員及び教育支
援者

○教員が、自ら評価対象の領域ごとに設定した目標を個人目標申告書として申告
し、その達成状況の自己評価に基づいた評価を表彰等のインセンティブ付与等に
反映するとともに、教員人事評価実施規程に基づき、昇給や勤勉手当へ反映させ
ている。

学生の受入 ○「入学者選抜の基本方針」において、各選抜方法の目的等が明確に定められて
いるとともに、それに基づいて各学科・課程等が求める能力や資質等についての
評価方法が具体的に示されており、受入方針の内容が実際の選抜方法に合致した
ものとなっている。

教育内容及び方
法

○　学士課程において身に付けることが望まれる学習成果を「学士力」や学位授
与方針として明確に定め、教育課程の体系性とその実施の順次性が学習成果の体
系性と密接に結び付いたものとなっており、そのことを、学位授与方針と教育課
程編成・実施の方針とのクロスチェック表を作成することによって分かりやすく
表現している。

教育内容及び方
法

◯　就業力ＧＰに採択された「実践トライアングル型キャリア教育」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、「大学間発達障害支援ネットワークの構築と幼保専門職業人
の養成」「コミュニティ・キャンパス佐賀アクティベーション・プロジェクト」
を実施している。

施設・設備及び
学生支援

○大学独自の予約型奨学金制度（かささぎ奨学金）を整備している。

教育の内部質保
証システム

○「中期目標・中期計画進捗管理システム」「大学情報基礎データベースシステ
ム」「ポートフォリオ学習支援統合システム」等が連携して、体系的かつ網羅的
に収集・蓄積しており、各部局の評価担当者、教務担当者はこれらの蓄積された
データを自己点検・評価等に活用している。

教育情報等の公
表

○平成23年８月から「佐賀大学の取り組み」として特色ある教育研究等の取組成
果を積極的に学内から情報収集して大学概要及び大学ウェブサイトで社会に対し
て分かりやすく発信している。

教育内容及び方
法

○全科目の講義をインターネット経由で配信する社会文化科学研究科教授システ
ム学専攻においては、ＬＭＳを利用した研究指導が実施され、プレゼンテーショ
ン等を実施するとともにその過程を学習履歴として蓄積し、指導教員と学生が記
録を相互に参照できるように整備されており、また、医学教育部では講義がすべ
て日本語、英語の両方でコンテンツとして提供されるなど、e-learningによる授
業方法が積極的に活用されている。

教育内容及び方
法

○文部科学省からの支援により、「減災型地域社会のリーダー養成プログラム」
「学習成果に基づく学士課程教育の体系的構築」「グローカルな健康生命科学パ
イオニア養成プログラムＨＩＧＯ」「柴三郎プログラム：熊本発　基礎研究医養
成」を実施している。

施設・設備及び
学生支援

○学生自主企画支援事業「きらめきユースプロジェクト」には、毎年度約20事業
に400人程度の学生が参加しており、音声点字教具の開発と提供、日本人学生と
の交流を通じた留学生の支援等が実現している。

教育の内部質保
証システム

○全学部において授業参観を実施し、授業の工夫の事例等について全学的に共有
化を図っており、関係する授業の教員の授業改善に結び付いている。

大学改革支援・
学位授与機構

九州工業大学

大学改革支援・
学位授与機構

佐賀大学

熊本大学 大学改革支援・
学位授与機構
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教員及び教育支
援者

○女性教員の教育研究活動の活性化に力を入れ、平成22年度に科学技術人材育成
費補助金「女性研究者研究活動支援事業」に選定され、支援期間終了後も、取組
を継続・強化している。

学生の受入 ○すべての学部において「高等学校等の段階で習得すべき知識・能力」を策定
し、入学者受入方針に明記している。

教育内容及び方
法

○高大接続教育において、県教育委員会、県内高等学校、民間企業との連携によ
り９つの事業が展開され、多くの学生、高校生が参加している。

教育内容及び方
法

○「地域連携研究コンソーシアム大分」と「とよのまなびコンソーシアムおおい
た」から構成される「大分高等教育協議会」を設立して、県内高等教育機関９校
の卖位互換協定を締結し、「とよのまなびコンソーシアムおおいた」で提供され
る授業科目については多くの受講者を得ている。

教育内容及び方
法

○数学及び物理の初年次科目において習熟度別にクラスを編成し、高大接続学習
プログラムを実施しているほか、ＡＯ・推薦入試の入学者を対象に入学前学習課
題の提出やe-learning学習を課し、入学後には高大接続コーディネーターによる
補習等を行っている。

教育内容及び方
法

○平成25年度から経済学部において「農山漁村・大学連携による実践的課題探求
型教育プログラム」として、フィールドワーク中心の特別講義と演習を組み合わ
せて学生が主体的に取り組む「田舎で輝き隊！」を実施している。

学習成果 ○社会福祉士、精神保健福祉士の国家試験合格率が全国平均よりも大幅に高い。

学習成果 ○卒業生の県内就職率は40％以上であり、大学の目的に掲げる地域の発展に貢献
するため、地域社会へ人材供給を行っている。

施設・設備及び
学生支援

○学内に設置された「ぴあROOM」ではインテーカーが支援を必要とする学生に対
し、相談内容に応じてＴＡやソーシャルワーカー等の紹介を行っている。

教育の内部質保
証システム

○教員と学生による合同研修会「きっちょむフォーラム」を開催し、授業内容・
教授方法等に関わる問題提起や意見交換を行い、新規授業の開設、教授方法の改
良、学習環境の改善等につなげている。

財務基盤及び管
理運営

○ステークホルダー・ミーティングや、大分県と大分大学との政策意見交換会等
から学外者の意見を積極的に聴取し、改善に活かしている。

教育情報等の公
表

○高等学校との連携を深めること等を目的とするキャンパス大使として、在学生
を出身高等学校へ派遣している。

教員及び教育支
援者

○教育研究実績を処遇に反映させる施策の一つとして、財務貢献者報奨制度を創
設している。また、毎年度、教育活動、研究活動、社会連携、大学運営への関与
の４つの分野における実績に基づく教員の業績評価を行い、結果を昇給等の処遇
に反映させている。

学生の受入 ○多様な学生・研究者が集まる世界に開かれた教育研究拠点であることを目的と
した留学生受入の有効な方策がとられている。

学生の受入 ○入学直後にオープニングテストを行い、学生個人の能力に合わせた教育を実施
するとともに、入学者動向の分析、習熟度評価等を基に入試の改善を行ってい
る。

教育内容及び方
法

○学生に自らの研究を多角的に捉える能力と英語でのディスカッション能力を身
に付けさせるため、国際スーパーバイザーとして海外から著名な研究者を招へい
し、学生の研究発表の審査を行っている。

教育内容及び方
法

○平成19年度に文部科学省「大学院教育改革支援プログラム」及び平成21年度に
「組織的な大学院教育改革推進プログラム」に採択され、事後評価においても最
高評価を受け、終了後も「アカデミックボランティア」科目、「企業体験プログ
ラム」「融合ゼミナール」として継続している。

施設・設備及び
学生支援

○平成24年度文部科学省「卓越した大学院拠点形成支援補助金」に採択され、支
援期間終了後も博士後期課程学生のＲＡとしての雇用支援、学術交流協定校での
英語研修及び研究研修の実施、キャリア支援を実施している。

教育の内部質保
証システム

○平成26年度に文部科学省「スーパーグローバル大学創成支援」（構想名：「先
端科学技術を担うグローバルリーダー育成のための世界水準の大学院大学の構
築」）に採択されている。

教育内容及び方
法

○授業アーカイブの作成を継続的に行っており、図書職員による半自動化作業に
より翌々日にはウェブページに掲載し、アクセス数も多く学生は掲載直後から復
習等に活用している。

大学改革支援・
学位授与機構

大分大学

大学改革支援・
学位授与機構

奈良先端科学技
術大学院大学
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教育の内部質保
証システム

○授業評価委員（学外有識者）による授業参観を取り入れ、客観的な視点から
個々の教員の授業方法の改善指導と教育課程全体への改善提言を受け、授業方法
等の改善を行っている。

教育の内部質保
証システム

○海外の大学の優れた教育方法を組織的に取り入れることを目的とし、海外ＦＤ
研修を継続的に実施している。毎年度複数の教員が、アメリカの大学で２週間の
研修プログラムを受講し、学内報告会を実施している。

教育の内部質保
証システム

○事務職員が海外の大学で講義、調査及び討論等を経験することにより、国際的
な素養、総合的な企画力を向上させる海外ＳＤ研修を行い、グローバル化及び職
務の高度専門化に対応した職員の育成に積極的に取り組んでいる。

教育情報等の公
表

○市民を対象としたオープンキャンパスや東京等で開催しているフォーラム等、
多様な方策で積極的に情報発信を行っている。

教育研究組織 ○学士課程において、象徴科目の「ヒューマンサービス論Ⅰ」「ヒューマンサー
ビス論Ⅱ」をはじめとして、人間総合教育科目、連携実践教育科目、専門創造教
育科目からなる体系的な教育課程を構築し、大学の理念である「ヒューマンサー
ビス」教育の実現に努めている。

教育内容及び方
法

○保健福祉学部リハビリテーション学科作業療法学専攻は、世界作業療法士連盟
（ＷＦＯＴ）の認定を受けており、卒業生は国際的教育水準をクリアした作業療
法士として海外でも活躍することが可能となっている。

教育内容及び方
法

○１年次の必修科目である「保健医療福祉論Ⅰ」において、４学科の学生がグ
ループとなって学科合同の体験学習を行い、全学の教員が事前・事後の学習指導
に当たり、保健・医療・福祉現場の連携や総合化の課題を利用者の側からも理解
する機会としていること、また、４年次の必修科目である「ヒューマンサービス
総合演習」において、４学科合同のグループ学習により事例検討を行い、その成
果をプレゼンテーションする全学発表会までのプロセスを通して多職種協働の基
礎力を養っていることは、特徴的な取組である。

学習成果 ○看護師、保健師、管理栄養士、社会福祉士、理学療法士、作業療法士等の国家
試験において高い合格率を維持している。

学習成果 ○就職者の約３分の２は神奈川県内に就職しており、公立大学としての使命を十
分に果たしている。

施設・設備及び
学生支援

○大学施設が、バリアフリー・セーフティ・グリーン・エコロジーの４つのコン
セプトを基に建設され、高い耐震性能と高度のバリアフリー機能を有しており、
ＰＦＩ契約により適切な維持管理が行われている。

教育内容及び方
法

○全授業でリアクションペーパーが利用され、日常的に学生の意見が把握できる
状況にあり、授業の改善等に活かされている。

教員及び教育支
援者

○教員評価を、教員の目標や計画に基づき毎年度実施し、その評価結果を特別昇
給等に反映している。

教育内容及び方
法

○「教養ゼミ」は、学部を越えて様々な志向性を持った学生が１つのクラスで学
ぶという特徴的な科目であり、教員がクラス担任の役割を併任し、学習に関する
相談のほか、必要に応じて学生生活、キャリア形成に関する指導助言も行ってい
る。

教育内容及び方
法

○共通教養の「Practical English」を必修化することにより、学生全般の実践
的な英語力の引上げを実現している。さらに、「Practical English」合格者を
対象としたより高度な英語力を身に付けるための「Advanced Practical
English」を設置することで、学生の学習意欲の向上に寄与している。

教育内容及び方
法

○授業の一環として教員が学生を引率し渡航する海外フィールドワークでは、毎
年、大学全体で200人以上の学生が、大学による経済的支援を受けて参加してお
り、国際的な視野を持った人材を育成するための手段として有効に機能してい
る。

教育内容及び方
法

○医学研究科（博士課程）では、平成19年度文部科学省「がんプロフェッショナ
ル養成プラン」の採択に引き続き、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、先端的がん治療専門医療人養成コースを
設置している。根治を目指す高い意識を持ち、最先端のがん治療技術を提供でき
るような「がん医療人」を養成している。

施設・設備及び
学生支援

○平成26年度に学生のボランティア窓口であるボランティア支援室を開設してボ
ランティア活動の窓口を大学として一元化し、大学の特色を反映させた独自プロ
グラムを学生に提供している。

大学改革支援・
学位授与機構

奈良先端科学技
術大学院大学

大学改革支援・
学位授与機構

神奈川県立保健
福祉大学

大学改革支援・
学位授与機構

横浜市立大学
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施設・設備及び
学生支援

○就職支援において、卒業（修了）生から支援が受けられるキャリアサポーター
制度や就職が内定した学生が下級生を支援するキャリアメンター制度を整備し、
キャリアサポーターの登録数は1,000人を超えている。

教育内容及び方
法

○平成25年度文部科学省大学ＣＯＣ事業に大阪府立大学と共同採択された「大阪
の再生・賦活と安全・安心の創生をめざす地域志向教育の実践」の取組として、
平成27年度入学者から教育課程に地域志向系科目を必修科目とする教育課程の改
革を行っている。

教育内容及び方
法

○工学研究科においては、平成25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「システム発想型物質科学リーダー養成学位プログラ
ム」によって、「戦略的システム思考力演習」「グローバルリーダー演習」（海
外研究）やアントレプレナーシップ科目等を導入した５年一貫制博士課程を開設
している。

教育内容及び方
法

○医学研究科においては、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「７大学連携先端的がん教育基盤創造プラン」に
参画し、臨床腫瘍学講座を新設するなど教育改革を実現し、がん医療人の効果的
養成に貢献している。

教育内容及び方
法

○平成24年度文部科学省科学技術人材育成費補助事業「ポストドクター・キャリ
ア開発事業」に採択された「産業牽引型ドクター育成プログラム」による「技術
経営特論」等の大学院共通教育科目の導入は特徴的な取組である。

施設・設備及び
学生支援

○図書館（学術情報総合センター）では、図書資料の系統的な収集を行い、検索
システムの充実、休日開館等により利便性を確保し、ラーニングコモンズやパソ
コンのシステム相談室、企画展示等により学生が足を運びやすい環境を整備し
て、利用頻度の高い施設として活用されている。

施設・設備及び
学生支援

○学生生活相談窓口教員を配置するとともに、学生なんでも相談窓口を設置して
職員を配置することで、学生サポートネットとして、学生目線に立った学生支援
体制を運用している。

教育の内部質保
証システム

○大学の活動に関する自己点検・評価及びそのフィードバックに関して、速効
性、実効性のある改善のための体制が機能している。

教育研究組織 ○大学サテライト施設及び美術館を、尾道市中心部に設置し、学生・卒業生・教
員による作品の発表・展示、美術演習やゼミの開催、研究発表等に活用するとと
もに、市民を対象とする展示や行事等にも活用している。

教育内容及び方
法

○推薦入試による入学生に対して入学前の事前学習を課し、それに対して指導を
行っている上、入学後も基礎から学生が充分に学習し成長できるよう、尐人数教
育ならではの一人一人の学生に対するきめ細やかな指導をすべての学科が組織的
に行っている。

教育内容及び方
法

○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「無数の
キャリア演習で無限の可能性を！」においては、既存のキャリア教育に加え、地
元企業との産学連携により、入学から卒業までの間を通した全学的かつ体系的な
指導を行う制度を構築し、支援期間終了後も、社会人基礎力を高める教育課程を
加え、成果を上げている。

教育内容及び方
法

○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」に平
成24年度に採択された「産業界等との連携による中国・四国地域人材育成事業」
（幹事校：島根大学）においては、中国・四国地域の12大学と産業界等との連携
を基に同地域におけるインターンシップの取組拡大を目的とした大学の教育改
善・充実体制整備を図り、また、平成26年度にも「中国・四国圏域での産官学協
働によるインターンシップ等の推進」（幹事校：島根大学）が採択され、イン
ターンシップの取組拡大、実践的教育プログラムの開発等によるキャリア教育の
質の向上を図っている。

学習成果 ○中国・四国地域への就職者が約50％を占めており、地元の発展に貢献できる人
材を育成している。

施設・設備及び
学生支援

○学修達成度自己評価カルテに、毎学期、学習の自己診断を記入させることによ
り、学生自らの学びの振り返りを促すとともに、これを基にチューターが学習指
導を行う、経済情報学部を中心とする取組は、特長のある学習支援となってい
る。

施設・設備及び
学生支援

○課外活動として、日本文学科と美術学科の学生が共同で、創作掌編集『尾道草
紙』や『尾道民話紙芝居』を制作し、自己の研さんに役立てるとともに、地域の
保育所、学校、福祉施設等で活用している。

教育の内部質保
証システム

○学友会主催の学生連絡協議会が設けられており、教職員・学生相互の意見及び
情報を交換し、学生生活の充実を図るため必要な事項を定例的に協議している。

大学改革支援・
学位授与機構

横浜市立大学

大学改革支援・
学位授与機構

大阪市立大学

大学改革支援・
学位授与機構

尾道市立大学
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教育の内部質保
証システム

○互いの授業内容や実践についての情報交換が日常的な学科会議レベルで可能に
なっており、授業の内容を日々交換し合い、授業を相互に観察しながら、日常の
中のＦＤ活動を重ねている。

教員及び教育支
援者

○専任教員の個人評価を実施し、その結果を昇任選考や再任審査、研究費の配分
等に反映させるとともに、評価の低い教員に対する指導助言や教育方法等の改善
のために利用している。

学生の受入 ○毎年度、入試区分別学業成績や卒業後の進路、修学状況等、多岐に渡るデータ
を組織的に集計し、部局ごとにデータを基にした入学者選抜の検証を行い、結果
を改善につなげている。

教育内容及び方
法

○「いのちと自然」「きずなと社会」「くらしと環境」を中心に持続可能な社会
づくりに貢献する人材養成を図る環境ＥＳＤプログラムは、北九州市の環境施策
等との連携を図る特徴的な取組である。

教育内容及び方
法

○シラバスに、学位授与方針の「学生が卒業時に身につける能力」のうちのいず
れを伸ばすものであるかについて明示している。また、シラバスの記載をチェッ
クする体制を作り上げ分かりやすいシラバスを提供している。

教育内容及び方
法

○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
「Kitakyushu Global Pioneers（北九州グローバルパイオニア）」は、グローバ
ルな舞台に積極的に挑戦し活躍できる人材の育成を推進している。

教育内容及び方
法

○平成20年度に文部科学省教育ＧＰに採択された取組の成果を引き継いだ国際環
境工学部の環境問題への取組は、平成25年度から開始した新しい教育課程の中に
も組み込まれ、様々な学生のニーズに応える特徴的な取組となっている。

教育内容及び方
法

○平成24年度に文部科学省「大学間連携共同教育推進事業」に採択された「まち
なかＥＳＤセンターを核とした実践的人材育成」では、北九州市内の諸大学が連
携して実践的な人材養成を行い、卖位認定している。

教育内容及び方
法

○国際環境工学研究科では文部科学省「戦略的大学連携支援事業」等を活用し、
「北九州学術研究都市連携大学院カーエレクトロニクスコース」の開設等、学術
の発展や社会からの要請に応えている。

学習成果 ○平成21年度に開設した地域創生学群は、卒業生を輩出した年度から就職率が
100％となっている。

施設・設備及び
学生支援

○障害のある学生の情報把握を行い、個別のカルテの作成や教職員への手引書の
配布等、平成25年度に策定した指針に基づき全学的な支援体制を整備している。

財務基盤及び管
理運営

○平成27年度の認証評価における自己評価書では、根拠資料・データの適切な提
示や問題点を的確な把握を行い、質の高い自己評価を行っている。

教育内容及び方
法

○大学主催の短期研修プログラムや、学生が自主的に研修先と研修内容を計画し
実施することを可能としている「英語海外研修」を選択科目として配置してお
り、さらに、学生が主体的に企画した海外研修計画に対して、経済的支援を提供
する短期留学奨学金プログラムを実施することにより、語学力の強化や異文化・
社会に接する機会を提供するだけでなく、学生が自ら判断し、計画する能力を向
上させる機会を提供している。

教育内容及び方
法

○看護を実践している際の動作を多方向からビデオ録画することにより、自らの
動作を振り返ることのできる自己評価能力向上支援システム等、多様なメディア
教材を用いた学習支援システムが活用されている。

施設・設備及び
学生支援

○「臨地実習Ⅲ」は、学生自らが実習計画を立案し実習を行うことで、卒業後の
自立に資する学習が行われている。

教育の内部質保
証システム

○各領域で行われている授業ミーティングでは、授業内容の検討等が行われ、若
手教員が教育技術を身に付ける場となっている。

学生の受入 ○聴覚障がい者入試等の多様な入試、社会福祉分野推薦、地方公共団体推薦等の
推薦選抜を行うなど、入学者受入方針に沿って多様な学生の受入方法が採用され
ている。

教育内容及び方
法

○ほとんどの授業でリアクションペーパーを回収して翌週にフィードバックする
などの対話的方法を実施し、アカデミックアドバイザーによる個別指導で履修を
サポートするなど、丁寧な指導を行っている。

教育内容及び方
法

○相談援助実習において、事前・事後指導を効果的に組み入れ、保育士、介護福
祉士等の資格実習（福祉援助学科）、教育実習及びインターンシップ等（福祉計
画学科）により大学教育がキャリアに結び付くよう配慮している。

学習成果 ○社会福祉士国家試験の合格率や福祉現場への就職割合が高く、大学の目的に
沿った人材を社会に輩出するなど、学習成果が上がっている。

大学改革支援・
学位授与機構

尾道市立大学

北九州市立大学 大学改革支援・
学位授与機構

宮崎県立看護大
学

大学改革支援・
学位授与機構

大学改革支援・
学位授与機構

日本社会事業大
学
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学習成果 ○大学院課程の修了生においては、社会福祉分野への就職割合が高く、特に博士
後期課程では教育研究機関へ多くの人材を輩出しており、社会福祉の専門職教育
に学術的に貢献している。

大学の目的 ○大学院の目的を実現するために、起業実践に加えて新事業開発による産業創成
を目指す形で具体化することによって、社会からの要請に応えている。

教育研究組織 ○学生の起業支援や経営支援を目的としたリエゾンセンターは、知財管理や特許
業務等、学生が起業するに当たっての諸業務に大きく貢献している。

教育内容及び方
法

○学生に対する研究指導の内容を反映させた形で、学生が所属する企業と大学が
共同で行うプロジェクトを発足させたり、学生が提案者となって共同研究の助成
を獲得するなど、学生の研究と社会からのニーズを一体的に実現する研究プロ
ジェクトが数多く発足している。

教育内容及び方
法

○毎月開催される「全体ゼミナール」では、全教員が出席し、学生による研究開
発と実践活動の進捗状況の報告に対して必要な助言を行っているとともに、外部
の専門家や起業経験者による特別講義が開かれている。

学習成果 ○起業を志望する学生は全員が起業を実践し、起業した会社も情報通信研究機構
が主催する「目指せ、情報通信ベンチャー日本一！」ビジネスプランプレゼン
テーションや、大学発ベンチャー表彰2015において表彰を受けるなど高い実績を
残している。

施設・設備及び
学生支援

○学生個人に与える起業ルームを、希望者全員が利用できる数を設置し、学生の
企業活動及び自主学習を支援している。

教育の内部質保
証システム

○教員と事務職員が共に大学の活動について議論する教職員会議を設けており、
大学活動全般について全学一体で議論する場所を確保している。

愛知産業大学 日本高等教育評
価機構

2-2.教育課程及
び教授方法

○明確なアセスメントポリシーを定めて組織的に学生の「学習成果」を評価しており、
ポートフォリオによる「振り返り」重視の授業運営を工夫し、成績評価は「学習過程評
価」と「学習成果評価」の二つの側面から行うなど、「学習過程」重視の方針を打出して
いる点は評価できる。

2-2.教育課程及
び教授方法

○独創的な問題解決能力C-PLATS®開発教育システムを構築し、その開発教育の手
法としてPBL（問題解決型学修）とSDL（自己主導型学修）を全ての科目において実施す
ることを方針とし、シラバスにも反映させている点は高く評価できる。

2-5.キャリアガイ
ダンス

○全ての学生が参加する全学プレゼンテーション大会は、学生一人ひとりが自分の成
長を可視化し、職業的自立の力を育む具体的な方法として定着しており、高く評価でき
る。

川村学園女子大学日本高等教育評
価機構

2-9.教育環境の
整備

○新入生ガイダンス時に実施される新入生全員を対象とした防災訓練は、学生全員が
参加する状況下で訓練が定期的に実施されるよう工夫されており、評価できる。

2-2.教育課程及
び教授方法

○附属の「心理・教育相談センター」において、社会福祉学研究科心理臨床学専攻の
大学院生に、陪席、業務補助、参与観察などを体験させる「学内基礎実習」の機会を設
けていることは評価できる。

3-6.財務基盤と
収支

○平成25(2013)年度に創設した「関西福祉科学大学・関西女子短期大学研究創生支援
制度」により、教員の公的研究費への応募に対する積極的な支援を行い、外部資金の
獲得の増加及び教育研究の活性化が図られていることは評価できる。

1-2.使命・目的
及び教育目的の
適切性

○教育目標を明確にし、それに基づいた学生の学修到達目標として学生に理解・周知
を図る「KUIS学修ベンチマーク」を制定し、学生の学修深度を深める取組みを行ってい
るほか、それらの見直しを組織的に行う仕組みを整えている点は評価できる。

2-1.学生の受入
れ

○入学者選抜制度で、高大接続を先取りした「授業参加型AO入試」を導入し、模擬授
業の学修活動から受験生の能力を多面的に判断するなどの、新たな取組みが進んで
いる点は高く評価できる。

2-7.学生サービ
ス

○学生の発案をもとに制度化された「関西国際大学キャンパスマイレージ制度」が定着
し、学修支援制度として運用され、テキスト代や証明書等の発行手数料、学修に必要な
物品の購入などに利用されている点は高く評価できる。

3-4.コミュニケー
ションとガバナン
ス

○理事長・学長と部局長及び関係職員で定期的にブリーフィングの機会を設け、リー
ダーシップとボトムアップのバランスを取る仕組みが構築され、各部門間の緊密なコミュ
ニケーションが取れている点は評価できる。

2-7.学生サービ
ス

○理事長あるいは学長と学友会学生代表との間で定期的に意見交換する機会が設け
られ、くみ上げられた学生の要望や意見が具体的な改善に反映されている点が高く評
価できる。

3-1.経営の規律
と誠実性

○全学で環境マネジメント活動に取組み、平成21(2009)年にエコアクション21の認証を
受け、平成26(2014)年より独自の環境マネジメントシステムの運用を開始して、環境保
全に特に力を入れている点は評価できる。

大手前大学 日本高等教育評
価機構

関西福祉科学大学日本高等教育評
価機構

関西国際大学 日本高等教育評
価機構

吉備国際大学 日本高等教育評
価機構

大学改革支援・
学位授与機構

日本社会事業大
学

大学改革支援・
学位授与機構

光産業創成大学
院大学
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3-3.大学の意思
決定の仕組み及
び学長のリー
ダーシップ

○中核センターを大学の使命実現の中心的推進組織と位置付け、大学全体の持続的
な改善の推進を図っている点は評価できる。

4-3.自己点検・
評価の有効性

○全学で改革の推進が図れるPDCAサイクルの仕組みとして、毎年度始めに全教職員
が参加するキックオフミーティングを開催し、前年度の評価を踏まえた明確な年次目標
を発表して共有していることは評価できる。

1-3.使命・目的
及び教育目的の
有効性

○「学校法人金城学園ガイドブック」を作成し、建学の精神、教育理念、使命・教育目的
及び教育目標を具体的に明示し、役員・教職員に配付し、周知を図っていることは評価
できる。

2-2.教育課程及
び教授方法

○学生とともに地域貢献活動を推進し、多様なボランティア活動が組織的に行われて
おり、その活動を単位化している点は評価できる。

2-6.教育目的の
達成状況の評価
とフィードバック

○医療系学部に関する国家試験合格に向けた授業、対策、学外模擬試験、成績の
データベース化等、教職員が学生一人ひとりに対し、きめ細かい学修指導をしている点
は評価できる。

3-4.コミュニケー
ションとガバナン
ス

○次期中期事業計画の策定に際し、大学が抱える今後の検討課題等をあらかじめ全
教職員に対して提示した上で提案を求めるなど、リーダーシップとボトムアップのバラン
スのとれた方法をとっている点は評価できる。

久留米工業大学 日本高等教育評
価機構

2-7.学生サービ
ス

○女子学生を対象とした奨学金等、多様な奨学金制度が充実しており評価できる。

1-3.使命・目的
及び教育目的の
有効性

○「大学教育活性化プロジェクト」において七つのプロジェクトを組織し、自己点検・評価
を行い「大学活性化にむけて－甲南女子大学中期ビジョン」を策定、公表するとともに、
それに基づき具体の達成目標を掲げ日常の業務の見直しを図っている点は高く評価で
きる。

2-7.学生サービ
ス

○学生生活課及び教務課の窓口では課員全員が即応できる体制を整え、相談しやす
い雰囲気づくりに配慮し、待ち時間の短縮を図るなど、学生への細やかな配慮がなされ
ている点は高く評価できる。

2-9.教育環境の
整備

○図書館内で大学所蔵の貴重書展が学生及び一般に公開されていることは高く評価
できる。

2-5.キャリアガイ
ダンス

○個別企業説明会の充実や、個別就職相談・指導の強化など両学部とも高い就職率
や教員採用試験での合格率を堅持し続けている点は評価できる。

2-6.教育目的の
達成状況の評価
とフィードバック

○全教員が毎年「教育研究等実践目標」を立てており、その達成度を学生の授業アン
ケートの結果とともに年度末に教職員へ報告している点は高く評価できる。

2-6.教育目的の
達成状況の評価
とフィードバック

○毎年定期的に全学的な「ラーニングメソッド研究会」を開催するなど、独自の新しい
ティーチングメソッドの開発に取組んでいる点は評価できる。

2-7.学生サービ
ス

○｢特別教育奨励賞制度｣「在学生特待生制度」などを設けて、学内外の学生活動にも
注目し、著しい成果・成績を収めた学生の称揚に努めていることは評価できる。

2-7.学生サービ
ス

○急速に変化する社会環境に対応するため、従来の改革運動のみならず、学生の
ニーズに合致した適切な支援を行うための「大化け提案&ひとり一善二改革運動」として
全職員が改革、新しい取組みを提案・実行している点は評価できる。

3-4.コミュニケー
ションとガバナン
ス

○学長方針に基づき各委員会及び事務局管理職が年度当初に実施計画書を作成し、
毎月その進捗状況について業務報告書を作成、学長に報告した後、全教職員にも公開
されている点は高く評価できる。

3-5.業務執行体
制の機能性

○事務職員のスキルアップを図ることを目的とした、理事長が示した人事方針に基づく
「大学院進学による修士学位取得支援」は高く評価できる。

2-3.学修及び授
業の支援

○保護者に対して、学生の修学状況に関する情報を積極的に開示している点は高く評
価できる。

2-6.教育目的の
達成状況の評価
とフィードバック

○系列の中学校・高等学校の教員から学修指導の改善に関する意見を聴取している
点は高く評価できる。

2-2.教育課程及
び教授方法

○1年次に全学部の学生が一つのキャンパスに集まり、全寮制教育を通して医療人とし
ての心構えや豊かな人間性を育む初年次教育が行われていることは高く評価できる。

吉備国際大学 日本高等教育評
価機構

金城大学 日本高等教育評
価機構

甲南女子大学 日本高等教育評
価機構

静岡産業大学 日本高等教育評
価機構

秀明大学 日本高等教育評
価機構

昭和大学 日本高等教育評
価機構
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2-2.教育課程及
び教授方法

○在宅医療を中心とした地域におけるチーム医療を学習する学部連携地域医療実習
や、大学病院における専門性の高い領域のチーム医療を学習する学部連携アドバンス
ト病院実習等、複数年度にわたって実施される教育プログラムが設定されている点は
高く評価できる。

1-3.使命・目的
及び教育目的の
有効性

○建学の精神を具現化した記念展示室において、学長が入学後の学生全員に建学の
精神、使命・目的を深く理解させるための講義を行い、使命・目的等の更なる理解促進
の場としていることは評価できる。

2-7.学生サービ
ス

○学生食堂を建学の精神を実践する場として捉え、胚芽米や健康志向メニュー、栄養
成分表の提供、衛生管理の徹底などにより、健康づくりや学びの場として利用している
ことは高く評価できる。

鈴鹿医療科学大学日本高等教育評
価機構

1-2.使命・目的
及び教育目的の
適切性

○平成26(2014)年度から大学が専門職としてチーム医療に貢献し、社会の現場で活躍
できる実践力と倫理観を醸成するために「医療人底力教育」を実施していることは、建
学の精神や使命・目的の実践として評価できる。

成安造形大学 日本高等教育評
価機構

3-5.業務執行体
制の機能性

○大学改革の原動力は職員であるとの考えから、他大学の実例検討や先進事例の導
入検討等のために毎年開催している、全職員が部署別に分かれて行う他大学との合
同職員研修会は、職員の力量向上を図る研修として高く評価できる。

2-2.教育課程及
び教授方法

○全学において卒業論文を必修とし、判定に当たっては主査、副査の二人の教員によ
る審査を行うなど厳格な基準を設けて運営している点は評価できる。

2-3.学修及び授
業の支援

○週2回のオフィスアワー制度を設け、週1回は「自分づくりセンター」に教員が出向くオ
フィスアワーの実施は学生の把握だけでなくニーズに対応する点でも評価できる。

2-3.学修及び授
業の支援

○兼任教員の科目に対して、専任教員によるサポート窓口があり、「学生の授業態度
および授業改善に関するアンケート」によって学修上で発生する問題を解決している点
は評価できる。

2-5.キャリアガイ
ダンス

○経営学部において、1年次に「自分づくり面談」を実施し、2年次3年次にもキャリア支
援課職員とゼミナール担当教員が連携して学生全員に対して面談を実施し、キャリア
指導に生かしていることは評価できる。

3-6.財務基盤と
収支

○科学研究費助成事業については、学長が率先して他大学から講師を招いて申請に
関する説明会を開催し、積極的に申請・獲得するような支援体制を整備して相応の実
績を挙げていることは評価できる。

4-3.自己点検・
評価の有効性

○「外部評価委員会」を設置し、自己点検・評価の結果についての意見、評価を得て半
年ごとの「計画推進会議」で改善が検討され、各部門での大学運営の改善に生かされ
ている点は評価できる。

聖徳大学 日本高等教育評
価機構

2-9.教育環境の
整備

○図書館には「グループ学習室」「ライブラリーカフェ」など、快適な学修環境が整備され
るとともに、子どもが体験を通して学ぶ「たいけんの部屋」を擁した「こども図書館」を設
置するなど、学生が研究課題を実践する場として活用できる点は、高く評価できる。

相愛大学 日本高等教育評
価機構

2-7.学生サービ
ス

○女子学生が多いため、健康診断の内科検診の際に女性医師の確保に努めるなどの
特段の配慮が行われている点は評価できる。

高松大学 日本高等教育評
価機構

2-7.学生サービ
ス

○「研究室制度」により、学生に対し充実した学修支援・生活支援が実践されていること
に加え、研究室が学生にとっての居場所となっている点は評価できる。

宝塚大学 日本高等教育評
価機構

4-2.自己点検・
評価の誠実性

○外部評価機関である「大学評価審議会」を設置し、毎年大学の諸課題について問題
点を的確に指摘した上で改革・改善のための助言・提言を行っている点は評価できる。

2-5.キャリアガイ
ダンス

○600社以上の企業が登録している「CUCアライアンス企業ネットワーク」を組織し、実
際に多くの学生が登録企業へ就職していることは評価できる。

3-1.経営の規律
と誠実性

○環境方針を策定してホームページで公表するとともに、メガソーラー施設の構築によ
る温室効果ガスの大幅削減や、地下水ろ過システムの導入による資源の有効活用な
ど、教職員及び学生が協力して「エコ・キャンパス」実現に取組んでいる点は評価でき
る。

東海学院大学 日本高等教育評
価機構

2-9.教育環境の
整備

○障がいのある学生が事務局を利用しやすくするための調査を教員が行い、その結果
に基づき調度品や物品の設置場所等のレイアウトを変更している点は、評価できる。

東京音楽大学 日本高等教育評
価機構

2-5.キャリアガイ
ダンス

○教職員が帯同するなどきめ細かい対応のもとに、毎年、音楽家としてのキャリア形成
支援の取組みとして、ドイツのバイエルン州立青尐年オーケストラに学生を派遣し、演
奏活動に参加させていることは高く評価できる。

1-3.使命・目的
及び教育目的の
有効性

○東北文化研究センター、文化財保存修復研究センター、共創デザイン室や創造性開
発研究センター等の付置研究機関の活動を通じて地元社会に貢献していることは、高
く評価できる。

東北芸術工科大学日本高等教育評
価機構

昭和大学 日本高等教育評
価機構

女子栄養大学 日本高等教育評
価機構

星城大学 日本高等教育評
価機構

千葉商科大学 日本高等教育評
価機構
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2-8.教員の配
置・職能開発等

○教員業績評価制度について、全ての教員にポートフォリオの作成・提出を義務付け、
賞与面での処遇に反映させている点は高く評価できる。

4-1.自己点検・
評価の適切性

○教員、職員とも目標管理による成果主義を導入し、組織目標と個人目標とのリンクを
明確にすることで、自己点検・評価のサイクルが円滑に回っていることは高く評価でき
る。

長崎ウエスレヤン
大学

日本高等教育評
価機構

2-2.教育課程及
び教授方法

○多様な「モジュール学習プログラム」の中核となる「コアモジュール学習プログラム」を
導入し、初年次教育である「FIRSTプログラム」や「コミュニティサービスラーニング・プロ
グラム」等を開発することにより、教育目標の達成を図っている点は高く評価できる。

2-9.教育環境の
整備

○防災用井戸水浄化装置の設置により、震災などの災害時に学生だけでなく地域住民
へも供給可能な飲料水を確保するなど、地域への貢献を含んだ取組みを行っており、
高く評価できる。

3-1.経営の規律
と誠実性

○ISO14001の認証取得や「5つ星エコ大学」に選ばれるなど、環境保全に対するさまざ
まな取組み、またその成果は高く評価できる。

2-3.学修及び授
業の支援

○ICTを活用した学修支援サービスに、「n-pass」、オンライン教育システム「GAKUEN
EduTrack」を導入し、学修環境を整備していることは評価できる。

2-7.学生サービ
ス

○学友会が、学生と教職員をもって構成される全学組織となっており、学生の課外活動
に対し全学を挙げて支援している点は評価できる。

2-9.教育環境の
整備

○東京・世田谷キャンパスの再開発工事完了及び横浜・健志台キャンパスの400mト
ラックのリニューアル工事等によって校舎及び運動場等が高度に整備され、大学の教
育目的達成のための環境・最新の施設設備が十分に整えられている点は高く評価でき
る。

3-1.経営の規律
と誠実性

○体育大学でもあり、運動中に心停止等の可能性が他大学よりは高いと考えられるの
で、すぐに対応できるように、AED（自動体外式除細動器）を多く設置し、学生、教職員
を対象に講習会を行うなど、安全に対する配慮を行っている点は評価できる。

3-3.大学の意思
決定の仕組み及
び学長のリー
ダーシップ

○教職協働により学長の意思決定を支えるために、各種委員会含め、学内組織を全て
学長直轄組織にしている点は評価できる。

1-3.使命・目的
及び教育目的の
有効性

○姫路市と大学との連携協定による大学設立の経緯を踏まえて、「播磨総合研究所」を
開設し、地域社会の活性化と発展に寄与するさまざまな活動を展開している点は評価
できる。

2-7.学生サービ
ス

○健康管理室の健康管理部門とカウンセリング部門における、医師、看護師、カウンセ
ラーといった人員配置等を含む体制や広いスペースを確保した静養室等施設設備は充
実しており、高く評価できる。

弘前医療福祉大学日本高等教育評
価機構

2-6.教育目的の
達成状況の評価
とフィードバック

○教育目的の達成状況を把握するため、卒業生が勤務する多数の施設宛にそれぞれ
アンケートを実施し高い回収率を得ていることに加え、卒業生を採用したことについて
満足している回答が高い割合を占めている点は評価できる。

1-2.使命・目的
及び教育目的の
適切性

○平成18(2006)年度より、更なる明確化が計られた育成すべき人材像（学生像）「『ゼロ
から立ち上げる』興動人」は、大学の個性・特色を学生はもとより、学内外に広く周知・
印象付けるための適切な判断・表現であり、本人材像（学生像）の更なる体現化に向け
た全学的な取組みは高く評価できる。

2-2.教育課程及
び教授方法

○「『ゼロから立ち上げる』興動人の育成」という独自の教育目的に沿って教育課程に
「興動館科目」を組込み、「興動館プロジェクト」と連携させて、学生に主体的な学修を促
している点は、高く評価できる。

2-5.キャリアガイ
ダンス

○「女子学生キャリアデザインセンター」を設置してのキャリア教育及び就職支援への
取組みは、今後ますます増大する社会ニーズに対応するという点で高く評価できる。

2-7.学生サービ
ス

○学生が自主的に企画立案したプログラム（課外活動）を支援する「HITチャレンジ」制
度は、毎年多くの採択がなされており、学生のやる気を後押しするという点で高く評価
できる。

2-3.学修及び授
業の支援

○障がい学生支援室に十分なスタッフを配置して学生個々の相談に当たり、「障がい学
生修学支援に関するガイドライン」に基づいて障がいのある学生を把握し、きめ細かい
支援が実施されている点は評価できる。

2-5.キャリアガイ
ダンス

○資格試験合格者に対する資格取得奨励金制度、スキルアップのための特別講座、エ
クステンション講座を設けて資格取得を奨励しており、それを利用している学生が多い
ことから学修の動機付けの一因となっている点は評価できる。

東北芸術工科大学日本高等教育評
価機構

日本工業大学 日本高等教育評
価機構

日本体育大学 日本高等教育評
価機構

姫路獨協大学 日本高等教育評
価機構

広島経済大学 日本高等教育評
価機構

広島工業大学 日本高等教育評
価機構

広島国際大学 日本高等教育評
価機構
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2-7.学生サービ
ス

○学生自らが地域貢献のために企画したプロジェクトを認定し奨励金を交付するなど、
課外活動に対する各種援助金の支給や学長表彰制度を設け、大学の目的にある「広く
社会に貢献する」学生の育成を推進している点は評価できる。

2-8.教員の配
置・職能開発等

○FD委員会は、学長が指名した各学部の教員等で構成され、五つの活動領域におけ
る活発な取組みによりPDCAサイクルが有効に機能しており、教員の意識改革に貢献し
ていることは評価できる。

2-9.教育環境の
整備

○学生の演習設備については、高エネルギー放射線室の設備等、国内でも導入実績
が尐ない最先端の設備が整えられており、実践的な演習に活用されていることは高く
評価できる。

3-6.財務基盤と
収支

○資産運用状況を半期ごとに資金運用委員会及び理事会に報告している点は評価で
きる。

びわこ学院大学 日本高等教育評
価機構

2-2.教育課程及
び教授方法

○GPAの数値に連動したキャップ制を導入することにより学修効果を高め、単位制度の
実質を担保している点は高く評価できる。

文化ファッション大
学院大学

日本高等教育評
価機構

2-9.教育環境の
整備

○国内有数の貴重な実物・蔵書資料を所蔵する「文化学園服飾博物館」などが同一
キャンパス内に設置され自由に活用することができること、また、「デジタルテキスタイ
ル演習室」などで最先端のシステムが授業時間外にも使用可能であり、意欲的な創作・
研究・開発を実現できる充実した環境が整備されていることによって学修効果を上げて
おり、高く評価できる。

2-6.教育目的の
達成状況の評価
とフィードバック

○教員が学生生活に関するさまざまな事項を直接くみ上げる場として「学生懇談会」を
設け、学修状況を把握し授業改善に努めている点は評価できる。

2-7.学生サービ
ス

○「リーダーズ研修」が学友会と学生委員会の共催で開催され、この場でくみ上げられ
た施設や行事に関する学生のさまざまな要望を学生サービスの改善につなげているこ
とは評価できる。

北海道科学大学 日本高等教育評
価機構

2-3.学修及び授
業の支援

○留年、休学、退学の防止策として出欠管理にオンライン教育支援システムを利用す
るとともに、「クラス担任指導マニュアル」を作成して個別面談を毎期行うなど、組織的
に活動して効果を上げていることは評価できる。

1-1.使命・目的
及び教育目的の
明確性

○「“幸せづくりのひと”づくり」や「地域の毎日の生活になくてはならない“生活必需品大
学”」などのキャッチフレーズを使って、大学の基本理念や使命・目的を地域にもわかり
やすく発信していることは評価できる。

2-1.学生の受入
れ

○大学の理念や使命・目的について理解・賛同する学生を中心とした「松本大学キャン
パスナビゲーター」（通称マツナビ）スタッフによる母校愛に基づいた自主的な広報活動
は高く評価できる。

2-5.キャリアガイ
ダンス

○学生の出身地へのUターン就職対策として、他府県との協定をはじめ各地域で就職
支援に取組むなど、地方大学の特性を十分に発揮して、具体的な方策を講じている点
が高く評価できる。

2-6.教育目的の
達成状況の評価
とフィードバック

○学生による授業評価アンケートの結果は各担当教員にフィードバックされ、教員はそ
れをもとに「授業改善報告書」を作成しており、内容に応じて学科や委員会等で更に検
討し、教育改善に役立てていることは高く評価できる。

3-5.業務執行体
制の機能性

○全教職員参加の「職員会議」を毎月実施して報告・連絡を密にし、業務執行に遺漏が
ないよう努めている点は評価できる。

宮崎国際大学 日本高等教育評
価機構

2-2.教育課程及
び教授方法

○国際教養学部における、二人の教員が一組で全て英語により行うティーム・ティーチ
ング、成績上位の学生へのチュータリング、成績下位の学生への徹底した補習など、授
業内容・方法の工夫を通して、多様な学生のケアが担保されていることは高く評価でき
る。

２．短期大学

名　称 評価機関 テーマ 優れた取組
06学生支援 ○全寮生によって構成された総会で予算の決定を議決するなど学生が自主的に運

営する学生寮をキャンパス内に設置し、遠方からの学生や津波により被災した学
生の大きな住宅支援となっている。また、共同生活を通じて学生の協調性や自主
性が涵養され、学生が安心して修学を継続できるよう、生活支援の充実を図って
いることは、評価できる。

08社会連携・社
会貢献

○学外組織との連携による共同研究の推進や自治体等との包括的な連携協力協定
による政策形成、事業推進の支援、震災復興に関する活動など、地域連携・地域
貢献に積極的に取り組んでいる。これらの取り組みは、貴短期大学部の設置趣旨
に合致していると同時に、地域社会の課題解決および活性化に貢献していること
は、評価できる。

美作大学 日本高等教育評
価機構

広島国際大学 日本高等教育評
価機構

平成国際大学 日本高等教育評
価機構

松本大学 日本高等教育評
価機構

岩手県立大学宮
古短期大学部

大学基準協会
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08社会連携・社
会貢献

○学生が立ち上げたＪＲＣサークルは、東北地方における最大規模の「宮古短期
大学部学生赤十字奉仕団」として発展し、東日本大震災発生後は、被災者支援の
活動を主に、高齢者の孤立化防止や生活再建への協働など地域の復興に向けた支
援活動を行い、地域との交流や地域の活性化に貢献していることは、評価でき
る。

岩手県立大学盛
岡短期大学部

大学基準協会 08社会連携・社
会貢献

○教員と学生が主体となり、米国オハイオ大学と共同で継続的にペットボトル飲
料水・お茶を被災地へ届けることを通じて、多様な震災復興支援等のボランティ
ア活動に取り組んでいる。そして、未だ復興途上にある地域の課題、ニーズのな
かで、貢献できる事柄を地域から抽出し、地域との交流を継続し、復興活動の一
環として定着させて、地域の活性化に貢献しているほか、交流会やお茶セミナー
を通じて海外の学生と親睦を深めるなど国際協力を学ぶ機会にもなっていること
は、評価できる。

大谷大学短期大
学部

大学基準協会 04(3)教育方法 ○仏教科におけるフィールドワークを取り入れた、親鸞ゆかりの地を訪ねる「親
鸞を歩く」やインド北部の仏教遺跡を訪ねる「ブッダを歩く」、幼児教育保育科
における実践的な学びを特徴とする「保育内容・総合表現」「幼児教育保育科一
泊研修会」など、さまざまな参加型・体験型授業、行事を実施し、学生への学び
の動機づけができている点は評価できる。

04(2)教育課
程・教育内容

○教育目標にあわせて全科目の基本方向を可視化させた「各分野の教育目的・教
育内容の大枠」を作成し、これに沿ってバランスのとれた教育を行う基礎を固め
るとともに、「大枠」自体も適宜見直している。この「大枠」をもとにシラバス
を作成しており、兼任教員を含めた貴短期大学における教育にかかわるすべての
教員が、「大枠」に沿った科目担当の位置づけを常に意識し、徹底して、それぞ
れの科目の標準的な内容に沿った教育内容の提供に努めていることは、教育目標
を達成するうえで評価できる。

04(3)教育方法 ○学生の日本語能力を強化するため、チュートリアル形式を用いてきめ細かい日
本語教育に全専任教員が担当する専門教育科目「課題研究Ａ・Ｂ」のなかで取り
組んでいる。各教員は「授業方法研究会」を通じて恒常的に日本語の学習や指導
力の向上に努めており、日本語教育の質を保証する体制のもと、学生の日本語を
使った読解力や思考力を向上させるだけでなく、主体性を身に付けさせているこ
とは、貴短期大学の教育目標を達成しており、評価できる。

08社会連携・社
会貢献

○「地域研究室」を設置し、教員の研究の専門性を生かした活動を展開するとと
もに、市民が無償で学べる特別聴講生の受け入れを積極的に行い、日常的な学び
の場で社会経験豊かな社会人と学生がともに学ぶことによって双方向的に刺激し
あう環境を作り出している。地域社会活性化のため開設された「大月学入門」や
「地域実習」を通じて、農作物の収穫・販売や商品開発等、地域への還元に加
え、学生が地域社会に直接向き合い、かつ市民からも学ぶことを創出することに
よって、地域に学び、地域とともに学ぶ短期大学の方向性を実践している点は、
評価できる。

04(2)教育課
程・教育内容

○「現代教養科目」は「基礎技能」「基礎教養」の分野からバランスよく、教育
理念、教育目標に沿って構成され、「基礎教養」の分野において、１年次に大学
生活において必要な科目を配置し、２年次に社会で生活するために必要な科目を
配置している。特に、２年次の選択必修科目である「総合社会参加論（講義）」
は、地域活動やボランティア、ＮＰＯへの参加意義を理解するという教育内容の
もと、積極的に課題解決に挑む人材の育成に主眼を置いている。毎年、多くの学
生が履修し、教育理念の「社会力」や教育目標の修得につながっており、評価で
きる。

06学生支援 ○健康科学研究所の「アスリートサポートシステム」には、貴短期大学部教員も
構成員として携わっており、「医療」「メンタルマネジメント」等、６つの部門
ごとに研究と実践活動を行い、スポーツ科学と豊富なノウハウによりアスリート
を強力にバックアップ・支援している。この取り組みにより、怪我や疲労を理由
とするトレーニングの中止の激減、トレーニング後の速やかな回復だけでなく、
アスリート自身が心身の状況を客観的に判断することで競技力向上に対する姿勢
が向上するなどの成果もあがっていることは評価できる。

08社会連携・社
会貢献

○学科、専攻科の特色を生かし、大府市民向けの「シニアの健康づくり講習会」
「健康運動教室」や、刈谷市に協力し企画・運営している「かりやヘルスアップ
大学」において、教員および学生による授業・運動の実践指導・生活アドバイス
等により、地域住民の健康や体力維持･増進、生涯スポーツへの意識向上に貢献
していることは、評価できる。これらの取り組みは、大府市のＷＨＯ健康都市連
盟加盟や長寿社会に向けての健康づくりの推進、刈谷市からの事業の継続要望等
にもつながっており、評価できる。

建学の精神 ○建学の精神「愛と奉仕」は、平成15年度に再確認され、以降教育理念、教育目
的・目標、学習成果と具現化が進められてきた。また、当該短期大学が地域密着
型の短期大学を指向し、後に地域社会との様々な連携事業を実現する源になって
いる。

釧路短期大学 短期大学基準協
会

岩手県立大学宮
古短期大学部

大学基準協会

大月短期大学 大学基準協会

至学館大学短期
大学部

大学基準協会
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教育課程 ○生活科学科においては、「地域社会の文化の向上と福祉への貢献」という、教
育理念実現に向けた多くの地域関連科目が設置され、成果をあげている。学生に
対し、地域貢献を意識させるとともに具体的で実践的な授業内容となっている。

教育課程 ○生活科学科生活科学専攻における司書業務に関連する内容の講座及び生活科学
科食物栄養専攻の管理栄養士国家試験受験対策講座は、卒業生や在学生だけでな
く、地域で働く専門職従事者に対してリカレント教育として広く開設されてお
り、短期大学教育と地域を一体として地域社会を活性化している。

教育課程 ○幼児教育学科において「小グループが保育実践者から有形無形の学びを受ける
実習指導」を進め、保育観察や指導案模擬演習が特定曜日に集約、編成され、専
任教員が実践を重視した授業を展開している。保育士資格及び幼稚園教諭二種免
許状取得に必要な実習以外に、附属幼稚園を含む近隣園において週に一度の実習
を行い、学生が週ごとに実践を通して学習が深められている。

教育課程 ○生活科学科生活科学専攻及び幼児教育学科における学習成果の査定は、学習内
容によって分けられた科目群ごとに自己評価を行うと同時にポートフォリオを用
いて学生それぞれが設定した目標への振り返りを行い、さらに教員との面談に
よって学習成果の現状と理解を深めるというものである。この査定方法におい
て、学生自身が具体的にチェックができ、教員の手厚いサポートにより学生が前
向きに学習に取り組むことができている。

学生支援 ○「ふるさとの森が育む学びの環境整備事業」への協力及び釧路森林資源活用円
卓会議との連携や、学生と企業との連携事業を通して環境保全活動を行うことで
短期大学運営や教育研究活動の一環として生かしている。

理事長のリー
ダーシップ

○理事長のリーダーシップの下、「経営改善5ヵ年計画」（平成21年～平成25
年）に続き、独自に「新経営改善5ヵ年計画」（平成26年～平成30年）を策定
し、実行することによって一層の経営基盤の強化に努めている。

自己点検・評価 ○PDCAサイクルにより検討改善を行い、その内容は教職員の共通認識と理解の
下、明確に示されている。

教育課程 ○平成27年度の「キャンパスガイド・シラバス」にある、食物栄養科の「カリ
キュラムマップ」（栄養士、栄養教諭）は、それぞれの資格取得のため、学生が
今なぜそのような授業を学んでいるのか、どの科目と関連し、次にどの科目へつ
ながっていくのか明確に分かるものである。

学生支援 ○全学生、教職員、附属幼稚園の園児に対して、食物栄養科の学生、教員等が給
仕した栄養バランスの整った昼食を提供している。現場に即応した大量調理や発
注から一連の作業を行うことで、給仕する学生にとって良い経験となる。喫食す
る学生、教職員にとっても、食事の適正量や栄養価が表示されているため、健康
の保持、増進に役立っている。

人的資源 ○事務室勤務の職員は就業規則に基づき変形労働時間制を取っており、学生の
ニーズに供している。

物的資源 ○消防署の協力を得て、自衛消防訓練を実施し、消防設備の点検等を行ってい
る。また、学生の安全を確保するため、正門に警備員を配置し、不審者の侵入防
止、防犯に努めている。

建学の精神 ○建学の精神は、ウェブサイトやキャンパスガイドブック等の一般的媒体だけで
なく、保護者懇談会資料で保護者に周知したり、木製プレートを複数か所に掲示
して来訪者に周知している。

教育の効果 ○教育目標は「生気あふれる人間」、「知性豊かな人間」、「信頼される人間」
の育成となっている。キーワードである「生気」が学位授与の方針の「関心・意
欲」、「態度・指向性」に、「知性」が「知識・理解」、「技能・表現」に、そ
して「信頼」が「技能・表現」、「態度・指向性」に結び付けられ、学生の理解
を容易にしている。

教育課程 ○学習成果として「知識・理解」等の四つの指標の下に、「外国語運用能力」や
「幅広い教養」等の七つの具体的な項目を定めており、これに従って開設科目を
整理している。卒業要件には、学習成果の7項目に演習・実習を加えた8項目から
それぞれ卖位取得が必要となっており、学習成果が成績評価を通して明確になる
ようになっている。

教育課程 ○学位授与の方針に「地域」を掲げており、近隣社会と国際地域をターゲットに
した教育課程を編成している。前者については、札幌市を対象とした科目「札幌
学」を開設し、地域性を生かした教育内容となっている。後者については、選択
科目として「中国語」、「ロシア語」、「コリア語」を開設している。

釧路短期大学 短期大学基準協
会

光塩学園女子短
期大学

短期大学基準協
会

札幌大学女子短
期大学部

短期大学基準協
会
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学生支援 ○基礎学力把握のため基礎学力診断テストを行い、学修支援センターにおいて専
属の教員による基礎学力講座を実施している。

学生支援 ○学生による授業改善アンケート調査を学期末だけでなく中間時にも実施してお
り、学期中の授業改善に生かしている。

学生支援 ○キャリア支援においては、一般的なマナー講座等にとどまらず、ボイストレー
ニング講座、OGキャリア交流会、女性専用パウダールームを利用したメイクアッ
プ講座、スーツデザインプロジェクト等、きめ細かく実施している。これらの支
援を通して、高い就職率を実現している。

物的資源 ○札幌大学インターコミュニケーションセンター、女性専用パウダールーム、秘
書実習室、学修支援センター、学生相談室等、充実した施設を整備している。図
書館は蔵書のほとんどが開架で、学生への書庫の開放を行い、学生支援を積極的
に行っている。

技術的資源をは
じめとするその
他の教育資源

○教職員、学生双方で利用可能な「アイトス」（ポータルサイト）が導入され、
情報共有化を通じて多面的な学生支援に有効に活用している。「アイトス」は、
出欠管理、成績管理から、学籍管理に至る全面的なシステムであり、全体を通し
てメール機能、講義資料の配布やレポート回収機能等、双方向性を意識したもの
となっており、学生の積極的な学習参加が可能となっている。

理事長のリー
ダーシップ

○法人の規模に合わせて、理事会・評議員会による意思決定の迅速化、理事会の
専決事項の明確化等、強い意志を持ってガバナンス改革を推進している。

建学の精神 ○短期大学の役割を一貫して建学の精神に置き、地域に求められている実践的知
識と技術を供与し、農業セミナー、農場公開デー、拓大ミュージカル公演等の諸
イベントを介して、地域農業や地域文化の発展に寄与している。

教育の効果 ○各教員は、「教育活動、研究活動、社会貢献活動、管理運営活動」の四つの領
域について、自己評価点による量的評価を実施している。これは「教育・研究業
績一覧」に記入して学務課に提出されており、建学の精神にのっとり教員一人ひ
とりが社会貢献活動等を項目「学外活動業績」として入れ、改善に取り組んでい
る。

自己点検・評価 ○「教育・研究業績一覧」での教員一人ひとりの報告欄に「現行授業の目標と教
育効果及びそれに対する自己評価」の項目が設けられ、学習成果についてのPDCA
が実行されている。また項目「学生による授業評価も踏まえ、教育改善への取り
組み」もあり、授業改善のPDCAが実施されている。さらに、それを全教員が情報
共有するだけではなく、図書館に置き、公開している。

教育課程 ○併設大学への編入学を考える学生のために、編入学に必要な履修科目等を編入
先ごとに詳しい表にするなど、進学を計画的に組み立てることが可能となるよう
な工夫がみられる。

学生支援 ○基礎学力養成のための補習授業等を行うなど、学習支援に力を入れる一方で、
成績優秀者に対しては、有資格者に対する卖位認定制度、資格取得にかかわる経
費の一部を支給する資格取得支援制度、奨学金制度の活用や海外研修を勧めてい
る。また、理解速度の速い学生や優秀な学生に対しては「卒論演習」を通じて学
会発表等を奨励するなど、質の高い学習支援を実施している。

学生支援 ○学生支援のための奨学金として、地元の深川市内の高等学校卒業生及び保護者
が市内に戸籍を持つ多くの学生に対して、学費の全額免除（深川市からの奨学金
支給）、さらに自宅通学生に対しては交通費の一部を大学が補助しており、学生
の経済的支援が手厚い。

技術的資源をは
じめとするその
他の教育資源

○学習支援システム（Blackboard）を導入し、履修状況管理、成績管理、授業支
援、講義資料や課題の配付・提出を行うなど、効果的な授業が行われている。

建学の精神 ○建学の精神を具現化するために「スミス・ミッションセンター」が設置され、
「ミッシ　　ョン・ステートメント」に従い、多様な活動を総合的に企画し、そ
の実践を統括している。毎日の礼拝、講演会、クリスマス諸行事、ボランティア
活動等を展開し、特に東日本大震災の被災地への学生ボランティア派遣を、発生
当時から現在に至るまで継続して実施している。

教育課程 ○英文学科では1年次で基礎的な英語運用能力を伸ばすための必修科目が設置さ
れており、「オーラル・イングリッシュ」の授業では補助として各クラス3人の
世界各国出身のチューターが入り、学生は世界の様々な英語に触れる機会があ
る。その基礎的学習の上に、2年次では英語による講義科目が選択必修として課
せられている。

北星学園大学短
期大学部

短期大学基準協
会

札幌大学女子短
期大学部

短期大学基準協
会

拓殖大学北海道
短期大学

短期大学基準協
会
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教育課程 ○数年間にわたって実用英語技能検定の団体賞を受賞している。また、TOEICと
TOEFLは年複数回、全員が受験している。全国的な試験によって学生の学習成果
が測定されるとともに、これらの検定試験結果はデータベース化され、学生が自
分の学力を認識し向上心を維持するために、また教員の学生指導にも有効に活用
されている。

学生支援 ○英文学科では尐人数制の英語の授業を行い、学習進度の速い学生に対してはラ
イティング・チューターによるライティング・ラボの活用やイングリッシュ・ラ
ンチの実施、オンライン英語学習教材「スーパー英語」が活用されている。

人的資源 ○教員の学術研究の促進及び資質の向上のために「教育職員国内外研修規程」及
び「教育職員のサバティカル制度に関する規程」が整備されている。特にサバ
ティカル制度は科学研究費補助金の獲得等にも結び付いており、研究活動を支援
している。

ガバナンス ○科目や学校法人会計の特徴をグラフを用いて表すなど、財務の内容をわかりや
すく解説した資料とともにウェブサイトに掲載している。

教育の効果 ○食物栄養学科では、独自の学習成果のアセスメント手法として、栄養士課程の
科目の到達目標に基づく成績評価と全国共通の栄養士実力認定試験結果を比較す
ることで、栄養士養成校としての成績評価が客観的にみて適正なレベルで行われ
ているかを点検している。その結果を受けて、成績評価と実力認定試験結果との
間に大きな差異のある科目では評価の修正が行われ、評価の客観性を目指してい
る。

学生支援 ○教育ローンを利用して授業料等を完納した場合、選考のうえ教育ローンの年利
息分の一定額を限度に奨学金として支給する制度を設けている。

物的資源 ○図書館は、平日は8時30分～21 時、土曜日は8時50分～17時まで開館して学生
の学習のサポートを行うだけでなく、学習会話を可能とし、学生同士が教え合
う、議論し合う場としてのラーニングコモンズやサイレントスペース（旧図書館
のスペース）、グループ学修室を整備し、ノートパソコンの貸し出しを行って、
学生の自主的な学習を促している。

物的資源 ○寮生が数日間生活可能な非常食（缶詰、レトルト食品等）の備蓄を学内経費で
購入して達成し、賞味期限前に学内売店にて低廉な価格での販売や寮生への食事
に提供して、無駄が生じないように努めている。さらに学生食堂に米を備蓄して
いる。

教育課程 ○学習成果を検証するものとして生活福祉学科介護福祉専攻では、介護施設実習
後に成果をまとめて発表する「介護事例研究発表会」、日本介護福祉士養成施設
協会主催の「卒業時共通試験」、生活福祉学科食育福祉専攻では、校外実習終了
後の「実習報告会」、日本料理部門、西洋料理部門、中国料理部門のいずれかを
選択し、メニュー作成、調理、展示等、学生が主体となり開催している「料理作
品展」、全国調理師養成施設協会の「技術考査」があり、学生がどのような技
能、知識を取得し、態度等の人間性を豊かにしているかを検証する教育活動を
行っている。

学生支援 ○学年ごとにクラス担任教員をおき、出席状況の確認や事務連絡等を受け持つと
ともに、約10人の学生に対して1人の割合で配置される助言教員が学生の相談に
のり、学生の生活支援を行っている。また、オフィスアワーの取り組みでは、1
年間の学生の相談数、内容が情報として集計されている。学生生活満足度調査で
は、学生の相談窓口として、担任と助言教員が有効に機能していることが検証さ
れている。

学生支援 ○地域貢献室は、障がいのある方、高齢の方等が、地域で生き甲斐を持って生き
ること等を支援するために設けられ、学外の多くの団体と提携して活動してい
る。地域貢献室に学生部を設置し、学生がボランティアとして参加し主体的な活
動をしている。これらはアクティブラーニングの基礎を作るものである。学生の
ボランティア活動の実態は、アンケート調査等で把握され、積極的な学生は、卒
業式で表彰して、活動をたたえている。

教育課程 ○一般入試を含めた全ての試験区分に個別面接を取り入れることで、学力だけで
はない、態度・志向性、意欲の確認をしており、入学者受け入れの方針に基づい
た学習成果の把握に努めている。

学生支援 ○入学時と成績通知配付時に保護者会を開催し、学習面における保護者の協力・
連携が取れる体制を整えている。

学生支援 ○学生の出席管理は、学生証を利用したカードリーダー式にて厳格に行い、読み
込んだ出席情報を業務システムに取り込み、学生一人ひとりの履修科目の出席回
数の確認を可能にし、教員が学生の出席状況をタイムリーに把握し、学生指導や
相談に生かしている。

弘前医療福祉大
学短期大学部

短期大学基準協
会

仙台青葉学院短
期大学

短期大学基準協
会

北星学園大学短
期大学部

短期大学基準協
会

青森中央短期大
学

短期大学基準協
会
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学生支援 ○リハビリテーション学科理学療法学専攻では、昼夜開講制を採用し、社会人学
生に学習環境を提供しているほか、長期履修学生制度を設けて、修業年限を超え
た、一定の期間にわたる計画的な履修を学則により認めている。

人的資源 ○教員同士によるピアレビューや学生による授業評価アンケートのフィードバッ
クをはじめ、FD活動を多様に実施するなど、教員の授業改善に対する意欲がうか
がえる。また、SD活動も数多く実施し、高度化かつ複雑化する大学事務におい
て、事務職員の資質・能力向上に努めている。

建学の精神 ○建学の精神を堅持しつつ現代の社会背景を加味した表現を取り入れ、目指す方
向を「地域の暮らしをデザインする力を育む大学」と具体的にしている。学生に
はオリエンテーションや授業を通して、教職員には必携のリーフレットを作成す
るなどして周知を図っている。時代の変化と要請を考慮しながら、建学の精神に
基づいた当該短期大学の特色を前面に押し出す活動を展開している。

教育の効果 ○社会のニーズを認識した教育課程を編成している。特に地域で必要とされてい
た食物栄養学専攻を新設するなどにより、社会に貢献できる人材の教育、育成に
努めている。

教育課程 ○就職先における卒業生の状況を把握する目的で、「ホームカミングデー」が効
果的に実施されている。従来、10月に行っていた「ホームカミングデー」を6月
に繰り上げ、就業について悩んでいる卒業生に対して、適切にかつ早期に相談等
に応じることができるようになった。

学生支援 ○各科目の理解に不可欠な基礎学力（語彙力、計算力、英文法）を身に付けるこ
と、学内における生活上の常識を身に付けること、学内施設の使用方法を理解す
ること、学科・専攻課程の学習目的や学習方法を理解することを目的とした「ス
タディスキルズ」を実施しており、学生の学びの基礎としている。

人的資源 ○学内に設置されているほとんどの委員会は、教員とともに事務職員が委員とし
て参画しており、教職員が協調した学生支援体制を構築している。

物的資源 ○震災からの経験を生かし、緊急避難場所や緊急連絡先等を表示した「防災カー
ド」を全学生に配布している。

建学の精神 ○儒学に立脚した建学の精神「行義以達其道」を確固たる意志を持って受け継
ぎ、この建学の精神を様々な行事や講義の中で定期的に確認している。特に、建
学の精神に対しての学問的基礎を構築する基幹組織である「儒学文化研究所」、
「東洋思想研究所」の設置と、その活動によって建学の精神を確かなものにする
努力をしている。

教育の効果 ○建学の精神を反映させた「幼児教育科の学修成果」、科目群の到達目標を示し
た「期待される学修成果と教科目」を定め、明文化し、各科目の関連性を持たせ
たカリキュラムロードマップの作成により、目標達成までの道筋を明確にしてい
る。

教育課程 ○カリキュラムロードマップは、2年間の学習過程を視覚的にとらえることが可
能であり、学生にとっても理解しやすい。

教育課程 ○平成25年度に実施し、平成26年度にまとめられた、「就職先アンケート」は、
就職先からの学生の卒業後評価を明らかにしている。この調査から、卒業生が就
職先から高い評価を得ていることが確認され、就職先からの要望も明らかにされ
ており、教育の質の向上のための資料を得ている。

学生支援 ○7種類の給付型の奨学生制度が設けられている。平成26年度は多くの学生が奨
学生制度を利用しており、有効に活用されている。また、東日本大震災後は地域
の状況を鑑みた、奨学生制度を新設している。

宇都宮文星短期
大学

短期大学基準協
会

学生支援 ○充実した教職員体制の下で、一人ひとりの学生に対して個別指導を行い、入学
前後に複数回のオリエンテーションを実施し、新入生合宿研修を実施するなど積
極的に学習支援を行い、スムーズに学生生活に移行できる取り組みを行ってい
る。

教育課程 ○多様な学生を受け入れるために、AO入学試験、推薦入学試験、一般入学試験、
特別入学試験が行われている。人物重視の入学者受け入れの方針に対応し、全て
の試験区分で面接を導入している。

教育課程 ○幼児教育学科及び地域保育学科では、就職先の長などが出席する「幼稚園・保
育園・施設懇談会」を毎年9月に実施し、卒業生の勤務状況や当該短期大学への
要望を聴取するほか、アンケート調査を実施し、評価を9項目により分析し教育
方法や教育内容の改善に生かし成果をあげている。

仙台青葉学院短
期大学

短期大学基準協
会

いわき短期大学 短期大学基準協
会

秋草学園短期大
学

短期大学基準協
会

東北生活文化大
学短期大学部

短期大学基準協
会
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学生支援 ○保育実習、教育実習、施設実習等の実習教育を支援する組織として幼児教育学
科、地域保育学科共通で「実習指導センター」を設け、専任職員が実習先と教員
の連絡調整、実習調査等書類の作成・整理を担当するほか、学生からの相談にも
対応している。

学生支援 ○学生委員会の企画運営による全学合同の「新入生研修交流旅行」は、コミュニ
ケーション力を付けることや学科を越えた友達作りなど近年の学生の課題を捉え
た活動になっている。上級生の学生リーダーも参加し、学生リーダーの養成を視
野に入れて実施している。また部活動も盛んで全国私立短期大学体育大会で優秀
な成績を残している。

学生支援 ○働きながら学ぶ学生の多い幼児教育学科第二部では、日中できる幼稚園や保育
所等でのアルバイトを紹介している。これにより学生は収入を得ると同時に幼稚
園・保育所等での補助作業の経験を通して実践的に学び、授業での学習に役立て
ることができる。当該学科第二部では約半数の学生がこの制度を利用している。

人的資源 ○規程に基づき教員には週一日の研究日が確保されているほか、申請により年間
20日までを研究日とすることができるとしている。また、個人研究費のほかに独
自の奨励研究費があり委員会の審査を経て採択している。研究活動は活発で、社
会的ニーズ及び短期大学の開設科目に合致したテーマによる外部研究費も獲得し
ている。

教育の効果 ○学生自らが学習成果の達成度や到達度を自己評価することを目的として、「自
己実現ノート」を入学時に配付している。入学、授業、実習、就職活動、卒業と
いった時系列での振り返りや実習指導をはじめ、様々な授業で活用されている。

教育の効果 ○教育実習・保育実習の事前指導では、重点科目審査、総合成績審査、国語力審
査等、能力審査を行い、力不足の学生に対しては、個別の指導を行っている。

教育課程 ○卒業生や地域住民全体の支援センターとして「保育者支援センター」を開設
し、卒業生調査、就職先評価調査、卒業生の動向調査などを生かし、卒業生の支
援・相談を行っている。さらに、保育所、幼稚園、その他の児童福祉施設との交
流や地域の子育て相談などを行っている。

学生支援 ○就職指導では、卒業学年の学生全員に対する個人指導体制として、就職委員
が、2年次4月から卒業までの間、学生の就職や進学の実現のためにきめ細かな個
別指導や個別援助を行うとともに、それらの状況は就職委員会で話し合われ、就
職支援の充実を図っている。

学生支援 ○入試広報に関する現状をタイムリー、かつ、正確に把握することにより募集活
動の効率を上げる学生募集支援システム（ウェッブ・マッチング・ナビゲーショ
ン）を導入している。高等学校訪問、ガイダンス参加、資料請求、オープンキャ
ンパス参加、出願、入学という一連の流れを一括管理することで、募集活動の検
証や効率的募集活動等が可能になっている。

学生支援 ○入学手続者に対する入学前教育としてプレカレッジを開催している。ピアノ、
造形、パソコンなどの保育技能講座によって学習意欲の向上や不安の解消を図る
だけでなく、調理実習、スポーツ大会を通じて学生相互の親睦を深めることがで
きるようなプログラムが設定されている。

物的資源 ○「こども図書館コーナー」には数多くの絵本や紙芝居が整備されており、学生
の授業や実習等に役立っている。さらに、登録制で地域住民にも開放され、閲覧
や貸し出しを行うことで地域の図書館としての位置付けが定着し、地域住民の利
用登録数は年々上昇している。

学生支援 ○毎年、全員が就職しており、就職状況に学習成果の獲得が反映されているとと
もに、実習部と就職部の就職先訪問や実習巡回指導時のヒアリングの実施による
学内就職支援体制が効果を発揮している。

学生支援 ○「伴奏法」の特別講座、「キャリア講習」による基礎学力の向上に努め、入学
前の学生に、教育方針や学生生活、推薦図書・推薦映画等を記載した「自己実現
に向けて（入学予定者の皆さんへ）」を配布して、当該短期大学に対する理解を
深めている。

教育の効果 ○建学の精神が継承する「有算者勝」を具現化するものとして、社会的通用性の
ある実践的な資格取得を奨励し、コースごとに具体的に取得すべき資格・検定を
示すとともに、学生が獲得した資格・検定の結果をデータベース化し教職員が共
有することで、指導体制を強化し、学習成果につなげている。

秋草学園短期大
学

短期大学基準協
会

埼玉東萌短期大
学

短期大学基準協
会

武蔵野短期大学 短期大学基準協
会

東京経営短期大
学

短期大学基準協
会
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教育課程 ○ゼミナールⅠ～Ⅳを尐人数個別教育の核として位置付け、成績評価にはルーブ
リック評価を採用するなど、授業改善に向けて工夫がなされている。また、その
教育内容は、学科が掲げる教育目標の達成及び教員間の指導の平準化を実現する
ために、全コース共通の内容で編成されている。

教育課程 ○資格取得と教育課程を連動させ、学生に対して資格取得への道筋を明確化する
ことで、体系的な履修ができるように工夫されている。また、一人ひとりの能力
に合った資格に段階的に挑戦できるような教育課程編成とし、指導もしやすい体
制づくりがなされている。

学生支援 ○進路指導において、企業訪問やアンケート等を通して情報収集を積極的に進
め、企業と学生のミスマッチを減らす努力がなされている。また、ハローワーク
職員を学内に招き、「ジョブサポート」コーナーを設置することで、学生の就業
に対する意識付けの強化に取り組んでいる。

学生支援 ○入学前の事前教育において、4回の課題提出の義務付け、希望者には6回のス
クーリングを実施することで、入学後に円滑に学生生活を送れるよう配慮すると
ともに、「総合演習」として1卖位を付与し、学習への意欲を入学後にもつなげ
る工夫をしている。

技術的資源をは
じめとするその
他の教育資源

○教育研究情報センターが、システム運用に関する中・長期計画を作成し、一括
して管理・運用することで、情報セキュリティ対策、クラウドコンピューティン
グ機能による効率的な教育・事務の両面における情報管理、そして迅速に最新の
アプリケーションソフトウェアに更新できる環境を構築している。

教育の効果 ○子ども教育学科及び芸術教養学科共に、学外者を招待しての発表会やウェブサ
イトを使うなどして学習成果を学外へ積極的に示している。

自己点検・評価 ○自己点検・評価報告書の作成において、七つの部会に全教職員を割り当て、各
評価基準・項目について検討している。教授会での報告後は次年度に向けて検討
会を継続しているなど、短期大学全体で取り組んでいる。

学生支援 ○ピアノ初心者に対して入学後の学習が円滑に進むように、入学予定者にピアノ
講座を6回実施し、入学者の事前学習のための学生支援に取り組んでいる。

物的資源 ○省エネルギー・省資源対策については、教職員による「節約マネージャー」の
管理の下、節電や廃棄物のリサイクル運動に取り組み、地球環境保全に努めてい
る。

技術的資源をは
じめとするその
他の教育資源

○SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）を活用し、短期大学の特色
や各種情報を積極的に周知している。また、卒業生への連絡や既卒者を対象とす
る求人情報を発信し、卒業生の支援にも活用している。

教育課程 ○授業に対する学生の満足度、自己評価、要望や改善点などを調査する各種の学
生アンケートは、主に「e-自分流カルテ」のアンケート機能を用いて実施され、
分析結果を学内で共有して、授業や学生指導に生かしている。

学生支援 ○FD活動に関して、FDT（FD Taskforce）や高等教育開発センターの運営、教員
の取り組み内容を掲載した「FD年報」の刉行、独自に開発した「e-自分流カル
テ」の活用、教員の教育力向上研修や教育力開発研修に基づく修了認定制度な
ど、積極的な取り組みがなされている。

学生支援 ○卒業生の進路先からの評価に関して、就職・キャリア支援委員の教員とキャリ
アサポートセンター職員による訪問調査、学内合同企業セミナーにおける聞き取
りと参加企業に対するアンケート調査により情報収集を行っている。調査の結果
は学生に提示され、学生の就職活動に生かされている。

学生支援 ○帝京デジタル図書館は、音声読み上げ機能やマーカー機能を持つリーダーアプ
リを導入し、電子書籍を多数保有している。学生が持つほぼ全端末をカバーして
貸出しを行い、学生支援の体制を整えている。

学生支援 ○新入学生に対して、入学前のキャリアガイダンス、SPIテスト、入学後の体験
型プログラム「自己の探求」、ライフデザイン懇親会などの支援体制を整えてい
る。また、体験型プログラムは、コミュニケーション能力を醸成する機会として
も役立てている。

物的資源 ○図書館は、開架率99パーセントの実現、IT機器の整備などの施設設備の充実と
ともに、学生参加の四つのプロジェクト（黒板本棚、MELIC BOOK CLUB、共読環
境、読書術コース）による運営がなされ、学生がよく利用する図書館として機能
している。

東京経営短期大
学

短期大学基準協
会

有明教育芸術短
期大学

短期大学基準協
会

帝京大学短期大
学

短期大学基準協
会
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技術的資源をは
じめとするその
他の教育資源

○教育・学習支援システム（LMS）、ファイル共有システム、教職履修カルテシ
ステム、英語教材システム、学生カルテシステム等、ICTを活用して学生は学習
を効率的に進めるとともに、教職員によるきめ細かな学生支援が行われている。

教育の効果 ○定期試験以外にOSCE（客観的臨床能力試験）や臨床評価等を実施し、学習成果
を客観的に測定する仕組みを構築している。学習成果の定期的点検は、国家試験
の合格率、全国模試、卒業試験問題の質の向上と識別指数による問題の適正の判
定、各教科の成績評価や学外実習先、臨床実習先からの評価、卒業生の就職先か
らの評価等で行っている。

教育課程 ○教育課程は、教務委員会、非常勤教員を含む全教員が参加して行う授業担当者
連絡会議、カリキュラム検討部会において検討し、3年ごとに改定を行ってい
る。

学生支援 ○学生の施設や教育に対する要望を聞くために学長懇談会を実施し、実現可能な
ものはトップダウンで担当部署に検討を指示し、直ちに改善につなげている。

教育の効果 ○建学の精神や教育理念の解釈、教育目標の点検が定期的に行われている。建学
の精神である「努力」、「幅広い知識」、「実学」、「国際的視野」の四つの方
針を柱に、より具現化するために、「専門性」、「創造力」、「人間味豊か」の
三つが加えられ、合計七つの方針を柱にして教育目標が構成されている。

教育課程 ○学位授与の方針策定にあたっては、保育所・福祉施設等の施設長や幼稚園園長
を含む「学外評議委員」からの意見も取り入れており、就業先のニーズに対応し
た精度の高い人材育成につながっている。

教育課程 ○「履修カルテ」に示される学習成果は、学内授業の目標と学外実習で必要とさ
れる知識や技術が連繫する形にデザインされており、実学を重視する建学の精神
に沿った教育課程が編成されている。

教育の効果 ○幼児教育学科では、全学生に幼稚園教諭二種免許状の取得を求めている。専門
職への就職希望者は全員が内定している。

人的資源 ○事務職員から構成されるSD委員会が中心となって策定された「上田女子短期大
学事務職員通信教育報奨制度」等、職員の積極的なスキルアップを図っている。

技術的資源をは
じめとするその
他の教育資源

○附属幼稚園や他大学との間で遠隔テレビ会議システムを導入し、外部の学生と
の交流や園児の様子の観察等を教員の指導を受けながら行っている。

学長のリーダー
シップ

○学長は、研究所・センターの設置、機関誌や講座の叢書化等に尽力し、教育研
究が水準を維持するようにリーダーシップを発揮している。

教育の効果 ○各クラス2人の学生代表者による「学生授業改善委員会」を設置し、クラス担
任教員、ALO、学長も参加して授業改善に努めている。

学生支援 ○図書館は、学習支援のためにプロジェクター付きホワイトボードや小型情報端
末、ノートパソコン等のICT機器を導入し、学習環境は充実している。

学生支援 ○独自の奨学生制度があり、食・住に関しては地域資源を活用しており、修学及
び学生生活の環境が整っている。

人的資源 ○介護福祉士の労働環境の改善や地位向上のため、地域の行政機関や医療・福祉
関係機関との共同開催で「介護環境改善研究事業」に取り組み、地域との連携が
図られている。

人的資源 ○情報管理体制を厳格化し、IR体制の整備と共に情報漏洩防止対策を導入するほ
か、パソコン操作の履歴を収集管理するなど、情報セキュリティ体制の強化を
図っている。

物的資源 ○図書館を学外者にも開放しており、地域の介護・看護職者の利用は増加してい
るため、卒業生支援や地域貢献の一環ともなっている。

理事長のリー
ダーシップ

○理事長の補佐機関として大学、短期大学の学長、法人事務局長等で構成される
「佐久学園経営委員会」を毎月開催し、法人及び各大学の運営、課題、対応を協
議して効率的に業務を執行している。

教育の効果 ○個々の講義に関しては各教員により、成績評価結果や学生からのアンケート結
果に基づき次年度の講義の計画を行い、その結果は冊子「わかりやすい授業を目
指して」としてまとめられている。また、個々の科目の試験結果を踏まえ、分野
としての指導方法や結果に対する意見交換が、非常勤教員を含めた教員間で日常
的に行われている。

日本歯科大学新
潟短期大学

短期大学基準協
会

帝京学園短期大
学

短期大学基準協
会

上田女子短期大
学

短期大学基準協
会

佐久大学信州短
期大学部

短期大学基準協
会

松本大学松商短
期大学部

短期大学基準協
会

帝京大学短期大
学

短期大学基準協
会
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教育課程 ○フィールド・ユニット制を導入し、17のフィールドを用意して学生の興味関心
を引き出すとともに個性を伸ばし、主体的な学びを支援している。また、三つの
教育領域を有機的に結び付ける体験型の実践教育や地域社会・地域企業と連携す
るシステムも構築している。

学生支援 ○入学前から目的意識を持って充実した学生生活が送れるように、3回の対面式
の入学前教育を実施している。在学生によるパネルディスカッション、グループ
ワーク、専門の資格を持ったキャリアカウンセラーによるキャリア面談、カリ
キュラムの説明、時間割の作成など、個々の目的に合った学習の動機付けの機会
としている。

学長のリーダー
シップ

○学長が諸課題を担当する部署を明確にするため、組織構成を大幅に変更してい
る。諸課題に対して各担当部署に解決策を考え議論し成案を得ることへの責任を
負わせ、経営意識を醸成するとともに、迅速な意思決定による短期大学運営の実
行を図っている。

建学の精神 ○当該短期大学では建学の精神は印刷物やウェブサイト、オリエンテーションだ
けでなく、正眼寺大摂心、正眼寺開山忌、「建学の精神フィールドワーク」等の
諸行事や「坐禅」、「作務」、「提唱・禅語録」、「仏教ボランティア」等の実
践的な授業をとおして常に指導し、体得させ、全教職員と学生によって共有され
ている。

教育課程 ○知識中心の教育でなく、種々の体験学習を教育課程の中に位置付け、文字・言
語で学ぶ以外に実践的体験をとおして自ら学び取る教育が行われており、「行学
一体」の理念が貫かれている。

学生支援 ○学生が不安なく生活を送るため、全職員がかかわり、学生の修学に関する課題
は学長が個別面談をしている。昼食は教職員、学生、科目等履修生・聴講生等が
一同に会し、食事作法にのっとり禅教育として行われており、日常活動の中で禅
の精神を体得する場となっている。

学生支援 ○当該短期大学独自の奨学金や社会人優待制度が充実していて、実際に社会人が
入学して活用されている。

学生支援 ○授業評価アンケート（記名式）に基づき、自己点検・授業評価アンケート（授
業担当者との面接による記名式）を各担当教員が実施し、履修指導、学習生活、
就職・進路指導等について、教員、教務部・学生部、学生寮等一体となって支援
している。

建学の精神 ○建学の精神は、各行事の中で学生に周知されるとともに、各教室に掲示されて
いる。また、当該短期大学で学ぶための心構えとして、「生活五訓」、「学習五
訓」、「実習五訓」という分かりやすい形で学生に十分浸透し、学生生活の基礎
となっている。

教育の効果 ○学生の学習支援・生活支援のために、クラス担任制を採り、毎日の授業等を振
り返る学級日誌を当番制で作成しており、学生とクラス担任間で意見交換が行わ
れている。これにより学習成果の獲得や学生支援の充実について、日常的な改善
が積み上げられている。

教育課程 ○自動車整備技能登録試験の合格率、進路（就職・進学）決定率は共にほぼ
100％であり、就職者の多くが自動車整備業界で活躍している。学習成果が社会
的にみて有用であり、学生が学習成果を達成することができる教育を行ってい
る。

学生支援 ○ネットワーク環境を生かした独自のｅラーニングシステム「コーカくん」を開
発し、不断に改善を進め、多くの学生が利用し、資格取得の大きな支援となって
いる。

人的資源 ○災害発生に備え、教職員、学生にそれぞれ「防災マニュアル」、「防災カー
ド」を配付し、緊急時の体制を整備するとともに、定期的な防災訓練等を実施し
ている。

技術的資源をは
じめとするその
他の教育資源

○自動車整備にかかわる最先端設備を導入し、安全で快適な実習環境を整備し、
ネットワーク化された自動車検査設備やパソコンを利用した故障診断システムを
使うことで学習効果が向上している。最新の設備を積極的に宣伝し、学生募集の
面でも効果をあげている。

教育の効果 ○現代教養学科では、大学における授業、ゼミ活動、課外活動等を総合的に記録
する「キャリエファイル」を用いて学生自身が活動を振り返り、自己点検を通し
て自己評価を行うことで、社会人基礎力の向上に努めている。

正眼短期大学 短期大学基準協
会

愛知工科大学自
動車短期大学

短期大学基準協
会

名古屋短期大学 短期大学基準協
会

松本大学松商短
期大学部

短期大学基準協
会

40

http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/23_h27_shogen.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/24_h27_aichikoka.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/24_h27_aichikoka.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/25_h27_nagoya.pdf


教育課程 ○現代教養学科では、実習を通して環境問題を理解させる科目として平成26年度
より、「食と環境」の領域に「エコライフ実習」を新設した。環境問題を観念的
に理解するのではなく、実感を持って考えさせ、その重要性を体得させるねらい
をもって開設され現代の社会に対応した科目開設である。

学生支援 ○保育科では、公務員試験対策講座に加え、学科主催の専門講座を行うことによ
り、就職対策として強化し、公務員試験合格者を多く輩出している。

学生支援 ○図書館利用のためのミニ講座を学科と連携して開講し、また各学科において、
図書館利用の指導等を強化することにより、図書館利用率の向上につなげてい
る。

学生支援 ○OGや内定者の懇談会、教職員による面談等を随時開催できる専用室「CACORO
（キャリア・カウンセリング・ルーム）」では、専門性の高い教員と元学生課職
員がその経験を生かして学生対応に当たっている。

学生支援 ○学生会は学生の代表組織であり、大学行事にかかわる実行委員会を組織し、傘
下に多くのサークルが活動している。全学生の大部分がいずれかの実行委員会、
サークルに所属している。大学入学当初から、1・2年生を参加させる「たて割
り」による学生同士の交流を多く持つことが有効に働いている。

学生支援 ○教務課から各学科に課員が1人ずつ担当者として配置されており、学科会議、
教務委員会へも出席することにより、教職一体となった学生の支援体制が確立さ
れている。

建学の精神 ○建学の精神を「心技一如」と表し、人格教育と実学教育を両輪とする高等教育
の実現に努め、課外活動やフレッシュマンセミナーで周知している。

学生支援 ○運動系や文化系の学生の活動団体が、学外のコンテストや関西学生リーグ等
で、多数かついずれも優秀な成績をあげており、有意義な学生生活を送ってい
る。

人的資源 ○専任教員は、活発に研究活動を行い、学校としても支援体制が整っているの
で、科学研究費補助金等、外部資金の獲得ができている。その成果として年度ご
とに教育研究業績書を提出し、研究成果は研究紀要や地域連携年報等に公表して
いる。

物的資源 ○省エネルギー･省資源対策として、平成26年度に経済産業省の「エネルギー使
用合理化事業者支援事業」に参画し、CO2の排出が多いボイラーによる暖房から
電気式空調設備への変更やLED照明器具の設置等により、エネルギー消費量を削
減する事業を行った。

教育課程 ○平成26年度の「大学教育再生加速プログラム」に採択されており、アクティ
ブ・ラーニングの活性化、学習成果の可視化を推進し、さらに正課外アクティビ
ティ科目の充実、ALM（アクティブ・ラーニング・マスター）やSAの活用、ミド
ルレベル・ディプロマ・ポリシー（各専門分野のディプロマ・ポリシー）の設
定、ナンバリング制やミッドターム・スチューデント・フィードバック法の導入
など、教育の改善・充実に向けた様々な取り組みがなされている。

学生支援 ○履修登録からレポートの書き方まで学びを総合的に支援する場所である「学習
ステーション」や、学生の自主的な学習を促進し活性化することを目的とした
「学科コモンズ」を開設し、SA・TAの配置、PC機器の設置など物的・人的な支援
環境が整備されている。

学生支援 ○プレゼンテーション科目を中心に、PBL（課題解決）型学習の展開により社会
人基礎力の育成に努め、平成26年度には「社会人基礎力育成グランプリ2014」全
国大会で準大賞を受賞している。

学生支援 ○自己点検評価委員会をFD・自己点検評価委員会に改め、さらには併設大学と合
同の「EM（エンロール・マネジメント）・IR（インスティテューショナル・リ
サーチ）会議」、「EM・IR部」を設置し、学生の支援を組織的に行っている。

物的資源 ○屋上庭園「HIKARU-COURT」を設置し、学生と教職員混成で編成されるグリーン
キーパーにより維持管理を行い、環境教育にも活用している。また、ライフデザ
イン学科では正課の授業にも活用している。そのほか太陽光発電システムやエネ
ルギー計測システムの導入等、学園をあげて環境教育や環境保全活動に取り組ん
でいる。

建学の精神 ○建学の精神を浸透させるために、「キリスト教学Ⅰ・Ⅱ」を全学共通の必修科
目とし、クリスチャンセンターが主催するキリスト教関連諸行事（キリスト教研
究会、公開講演会、クリスマス行事、近隣のカトリック大学との交流会）や刉行
物の発行等にも積極的に取り組んでいる。

京都聖母女学院
短期大学

短期大学基準協
会

名古屋短期大学 短期大学基準協
会

滋賀短期大学 短期大学基準協
会

京都光華女子大
学短期大学部

短期大学基準協
会

41

http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/28_h27_kyotoseibo.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/28_h27_kyotoseibo.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/26_h27_shiga.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/27_h27_kyotokokajoshi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/27_h27_kyotokokajoshi.pdf


教育の効果 ○生活科学科キャリアデザイン専攻の2年次に、教育目標の集大成となる専攻共
通の必修科目である「卒業研究」が開講され、卒業研究発表会で発表されたの
ち、「卒業研究抄録」として発刉公表され、学習成果の点検が図られている。

教育課程 ○児童教育学科では、演習・実習系科目の学習成果の発表の場として「聖母こど
もフェスティバル」を実施し、一連の科目群を「ヒューマン・スタディーズ・プ
ログラム（人間性を豊かにする課程）」として教育課程を体系化することで、学
びを充実させている。

建学の精神 ○建学の精神「全人教育」を普遍的な教育価値として掲げ、時代・社会の要請で
あり、教育の質保証の観点として求められている「国際化」を、教育理念を表す
キーワード「GLOBAL MIND」に定め、学生及び教職員に周知徹底を図っている。

自己点検・評価 ○西九州大学短期大学部との短期大学間相互評価をはじめ、複数の短期大学と提
携し「国内留学」を実施するなど、教育サービスや質の向上につながる改革・改
善を積極的に行っている。

教育課程 ○全教員に配布される小冊子「授業向上マニュアル」には、建学の精神及び教育
理念、各学科・コースの学位授与の方針とともに、これらを具現化する教育方
法、授業運営について基本事項・確認事項を詳細に記載しており、学習成果の獲
得に向けての教員の意識改革及び指導力の向上に資するものとなっている。

学生支援 ○全学生に配布されている「Diary2014（学生手帳）」は、年間行事予定、各学
科・コースの実習日や行事、建学の精神、教学の方針（巻頭）及び日々の学生生
活に関する案内（巻末）等が記載されているほかに、自由な使い方ができる
「Diary」あるいは手帳としても活用できる便利帳となっている。

学生支援 ○就職部は、学生一人ひとりの担当者を決め、セミナー担任と連携しながら、日
常的な相談、履歴書作成指導、面接練習、筆記試験対策など、スタッフの経歴や
専門性を生かしたきめ細かい指導を行っており、その結果が高い就職率につな
がっている。

学生支援 ○キャンパスセンターは学生支援を統合的に担う窓口として運用され、同一フロ
アーには、学生の教室外活動を支援する、地域協働センター、課外教育センター
が併置されている。学生が利用しやすいワンストップサービスを実施するととも
に、併設大学との共用によるスケールメリットを学生に提供している。

学生支援 ○海外研修の実施とその費用の一部補助、学業優秀者や課外活動で活躍した学生
への奨学金制度、併設大学との卖位互換制度などを展開し、学生の学習意欲を高
める支援を行っている。

技術的資源をは
じめとするその
他の教育資源

○ICTを利用したe-ラーニングなどの学習システムの導入、幼児保育学科のピア
ノ練習室・音楽室、及び各種楽器及び指導員の配置、PC室の整備及び専門職員の
配置、コンピュータ支援語学学習システム（CALL）など、学習環境及び技術的資
源の充実への取り組みがなされている。

建学の精神 ○教員による相互授業参観の実施や3学科共通の基礎科目（必修）として、平成
26年度から1年生対象に開設した「城单のこころ」は、建学の精神を具現化する
ため特化した授業である。学長・学科長を中心として学生への建学の精神の周知
を図っている。

教育課程 ○総合保育学科では、資格必修科目において「可」の数が3分の1を超えた場合に
は、2年生の学外実習への参加を直ちに許可せず、課外補習講義により実習参加
に必要な知識・技能を補うためのきめ細かい指導を実施している。

学生支援 ○基礎学力が不足する学生に対しては、個別指導や保護者を交えた相談、指導・
助言等の支援を、また、進度の速い学生や優秀な学生に対しては、学科又は授業
担当者が必要に応じ勉強会を実施するなど自発的活動の場を提供している。

物的資源 ○省エネルギー・省資源等、地球環境保全対策としてのデマンド監視装置の導入
によるリアルタイムのエネルギー監視、部門別光熱費の開示等による省エネル
ギー意識の高揚を図り、電力及びガス使用量において、大きな削減の実効をあげ
ている。

学生支援 ○学生の授業評価アンケートのほかに、学生による授業成果確認アンケートを実
施して、学生自らが授業から得られた知識や技能の査定ができるようにしてお
り、学習に向かう意識を自ら改革し、主体的に勉学に取り組むという行動変化の
きっかけを与えている。

学生支援 ○学生の基礎学力向上のために、学科に応じた相当数のリメディアル教育科目を
教育課程に導入している。また、一部の科目では習熟度別クラスを編成して、進
度の速い学生や成績の優秀な学生に対する学習上の配慮を行っている。例えば、
食物栄養学科では理系基礎科目の習熟度に応じて「食物基礎科学」を履修するよ
うに指導している。

京都聖母女学院
短期大学

短期大学基準協
会

大阪国際大学短
期大学部

短期大学基準協
会

大阪城南女子短
期大学

短期大学基準協
会

大阪夕陽丘学園
短期大学

短期大学基準協
会
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学生支援 ○学生自治会が発案・主導して、学園祭の模擬店の売上金の一部を、東日本大震
災遺児の学業支援のために寄付している。この事業は平成23年度から継続されて
おり、当該短期大学が教育理念に掲げるホスピタリティの精神に合致し、この精
神のかん養に資するものとなっている。

建学の精神 ○建学の精神の理解を深めるため、「コンセプトブック（こころえ手帳）」を独
自に作成し、配布している。さらに、必修科目として「仏教Ⅰ・Ⅱ」を設置し、
読経や写経、仏教講和を通して聖徳太子の大乗仏教の教えの体得に努めている。

学生支援 ○学生による授業評価に対して、全教員が各自のリフレクションペーパーを提出
することを義務としている。特に専任教員は各学期2回の実施と提出が求められ
ており、教員自身が学生の抱える課題を認識し、自己認識を深め、授業改善、教
育内容の向上を図るよう努めている。

学生支援 ○障がいのある学生への施設設備が整備されており、障がいのある学生が申告す
る「授業配慮申請」のシステムによる学習支援体制が整えられ、安心して学習す
ることができる環境や指導の充実が図られている。

学生支援 ○あべのハルカスサテライトキャンパスを開設して、事務職員を常駐させ、就職
活動の拠点とし、学生の相談や履歴書添削、面接練習、証明書類発行など当該短
期大学同様の活動支援を実施することによって、積極的な支援活動を行ってい
る。

人的資源 ○「スタッフ・ディベロップメント委員会規程」により、専任事務職員は所属部
署の垣根を越えた活動（ワークショップ）を実施するなど、SD活動が活発に行わ
れている。

技術的資源をは
じめとするその
他の教育資源

○平成25年度より情報処理科目におけるSA制度を設けたことに加え、自習室にお
けるヘルプデスク要員体制を整えていることから、授業内だけでなく、授業の予
習や復習、就職活動などにおける学生支援の充実に取り組んでいる。

自己点検・評価 ○平成25年度の自己点検・評価では、地域の学識経験者や卒業生等を中心とした
学外委員による評価を受け「外部評価報告書」を作成した。平成26年度には中京
学院大学中京短期大学部との間で短期大学間相互評価を実施し、点検・評価活動
に積極的に取り組んでいる。

教育課程 ○優秀学生に対する支援として、実技科目において「得意分野の力をさらに伸ば
す」ことを意識した科目配置を行うとともに、平成26年度からは成績優秀学生に
対し「学長表彰」を行うなどの取り組みがなされている。

学生支援 ○学生は、学生ポータルサイト「Tips×Tips」を利用して履修登録等の諸手続き
を行うとともに、履修した科目についての学習目標の設定や学習経過の確認、振
り返り等について自ら記入することによって主体的な学習が行えるようになって
いる。また、教員はこのサイトを活用して、学生への連絡を含め効果的に指導を
行っている。

学生支援 ○経済的支援の独自の取り組みとして、同窓会をはじめとした常磐会関連の三つ
の組織による奨学金制度があり、毎年多くの学生に対して奨学金を支給し、経済
的に困窮する学生への支援が行われている。

人的資源 ○「学校法人常磐会学園教員研究費に関する規程」が整備され、専任教員は研究
活動に積極的に取り組んでおり、科学研究費補助金等も獲得している。

人的資源 ○事務組織体制の整備を進め、各種の規程の整備とともに責任体制を明確化する
ために合同事務連絡会議を開催し、情報の共有化に取り組んでいる。また、人事
考課等の取り組みを行い、人事管理の適正化が行われている。

建学の精神 ○建学の理念に加え、目指す人間像、組織や経営の理念を示す「プール学院ミッ
ションステートメント」を定めている。「学院新入教職員礼拝」や全教職員が出
席する創立記念日に行われる「全学院研修会」において、建学の理念等を確認
し、共通理解を図っている。

学生支援 ○学生支援センターには、カウンセラーなどのスタッフが常駐しており、学生の
情報を一元的に集め、学習、進路、対人関係、心身の健康など様々な相談に応じ
ている。さらに学生への支援内容や方針を検討する「ケース会議」を行うなど、
学生のサポート体制の中核として機能している。

理事長のリー
ダーシップ

○理事会の活性化と理事の職務能力等の開発を目的とした理事研修会を平成26年
度から実施している。また、評議員にも同じく理事研修会への参加を促し、その
資質向上に努めている。

常磐会短期大学 短期大学基準協
会

プール学院大学短
期大学部

短期大学基準協
会

大阪夕陽丘学園
短期大学

短期大学基準協
会

四天王寺大学短
期大学部

短期大学基準協
会
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建学の精神 ○チャペルでの礼拝を教職員、学生共に定期的に行っており、また図書館には保
育及び宗教関連、創設者の著書等を充実させ、さらに行事等を通じての啓発活動
を行うなど、多様な手法で建学の精神の周知に努めている。

教育課程 ○自己点検・評価委員会の下に「卒業生・就職先アンケートワーキングチーム」
を立ち上げている。進路支援室と連携して新卒業生の懇談会を設け、卒業後評価
のアンケートを取るとともに就職間もない卒業生を勇気づけ、教員が相談に乗る
ことによって、今後の就職や実習の改善を図れる機会を設けている。

教育課程 ○創立者アニー・L・ハウとフレーベルの教育・保育理念を学ぶことによって建
学の精神の具現化を目指した「頌栄学」を配置し、必修科目としている。

学生支援 ○授業評価アンケート結果に基づくフィードバックコメントの作成や学内への掲
示、その結果共有後の振り返りに基づき、各教員は授業・教育方法の改善を行っ
ている。

学生支援 ○実習では、基礎学力不足の学生や適性に課題のある学生に対して現場経験のあ
る卒業生が非常勤教員として配置されており、個別の指導・支援対応が充実して
いる。

建学の精神 ○建学の精神を周知徹底させるために共通科目「大学の社会貢献」（学長が講義
し、アンケートを回収している）を設けている。生活文化学科では、必修科目
「生活文化概論」の授業の一部に建学の精神を組み込んでいる。

教育の効果 ○授業アンケートの結果をふまえた「教員と学生による授業について話し合う
会」は学生の目線に立った授業評価であり、学生の視点から学習成果を測定する
仕組みでもある。

自己点検・評価 ○自己点検・評価の規程に基づき全学自己点検・評価委員会、部門別自己点検・
評価委員会、点検作業部会を設置している。点検作業部会は、様々な教職員がか
かわることができる体制となっており、自己点検・評価の理解者を増やすという
役割を果たしている。

教育課程 ○幼児教育学科では資格へのモチベーションが高い学生に対して「発達障害児支
援実習」や「こども音楽療育実習」を設けることにより、資質の向上を図ってい
る。

人的資源 ○人事考課制度を導入し、職員一人ひとりの目標達成状況、取り組み姿勢を評価
することによって職員の能力開発及び職場の活性化を推進している。

建学の精神 ○「立学の精神」、「学院教育綱領」に基づき、現代の学生に理解しやすい言葉
で表現した「教育目標」を定め、1年次の必修科目で教えるなど認知度・実感度
の向上に努めている。

教育課程 ○毎年、卒業生の就職先に在籍調査書を発送して、勤務状況などを調査し、その
結果をキャリアセンターでとりまとめ、学科会議に報告するなどして学習成果の
点検、就職指導や就職セミナー・ガイダンスの見直しに活用している。

学生支援 ○米国ワシントン州にアメリカ分校があり、英語キャリア・コミュニケーション
学科の学生は1年次後期に、日本語文化学科及び生活造形学科の学生は休暇中に
短期留学し、現地で異文化を学ぶ機会を提供している。

学生支援 ○各学科の学生代表であるクラス幹事と学科教員が定期的に「幹事懇談会」を行
い、学生と教員との意思疎通を図っている。そこでの意見や要望への対応が、学
生生活の充実の一助となっている。

人的資源 ○研究活性支援課を設置し、科学研究費補助金などの競争的資金の獲得を積極的
に支援している。さらに、科学研究費補助金の獲得を支援する学内奨励金の制度
があり、研究活動の活性化に寄与している。

財的資源 ○平成31年の学院創立80周年を見据え「財政基盤の充実と磐石化を図ること」を
戦略的テーマの一つとし、理事会、常任理事会の明確な意思と計画的な目標管理
により、財政面の安定が図られている。

理事長のリー
ダーシップ

○理事長の強いリーダーシップの下、常任理事会を設置して、管理運営に関する
基本方針を中心とする重要事項について審議を行うことによって、機動的な管理
運営が行われ、かつ、教学側の意向を十分に汲み取る機能を果たしている。

ガバナンス ○監査室が置かれ、監査法人監査、監事監査、内部監査の三様の監査が実現され
ており、学校法人全体の業務及び財産の状況について広範囲に監査している。

学生支援 ○学生の経済的支援のための制度として、奨学生選考委員会を設置し、当該短期
大学独自の奨学金を導入しているが、第1種（当該年間授業料相当額）、第2種
（同1／2）、第3種（同1／3）のいずれも充実したものとなっている。また、優
秀学生を奨励する「就実顕彰スカラシップ」を設けている。

就実短期大学 短期大学基準協会

頌栄短期大学 短期大学基準協
会

園田学園女子大
学短期大学部

短期大学基準協
会

武庫川女子大学
短期大学部

短期大学基準協
会
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学生支援 ○学内に目的別に使用できる、十分な数の講義室や演習室があり、幼児教育学科
の子育て支援の学生ボランティア集団「GBA（ぐば）」の活動を支えるなど、学
生の自主活動の練習や準備等に対する各種支援体制が充実している。学生寮やカ
ウンセリングの体制も整えられているとともに、学生の声を聞く目安箱も常設さ
れており、学生の支援体制が整っている。

物的資源 ○併設大学と共用ではあるが、講義室は収容人数に対してゆとりがあり、音楽や
演劇、ダンス、調理等、各種の実技演習・実習室、ピアノ練習室、パソコン教室
やラーニングコモンズ、図書館、体育館、学生食堂やカフェ等の校内アメニ
ティ、バリアフリー等、全般的に教育環境が整備されている。

技術的資源をは
じめとするその
他の教育資源

○不正利用や不正アクセスを防ぎ情報漏洩対策も実現した、シンクライアントシ
ステムで稼働するパソコンを導入した情報教室が6室整備されており、独自のe-
ラーニングシステムも開発するなど、学生支援に役立てている。また、情報に関
する職員も配置されており、学内で問題が生じたときは外部に連絡する前に、学
内で対応できる体制が整えられている。

教育課程 ○平成22年度より卒業生の社会人基礎力に関する就職先へのアンケート調査が毎
年実施されており、回収率も80パーセントを超えている。その評価はおおむね良
好であり、調査結果から卒業生の強み、弱みも分析されていて、教育改善に活用
されている。

学生支援 ○図書館の運営には多くの学生ボランティアが参加し、図書の選定にブックハン
ティングツアーを取り入れるなど、学生を主体とした活動が行われている。

学生支援 ○学生主体の大学を目指し、学生によって学生生活向上委員会が組織され、学生
主体のボランティア活動が自発的かつ継続的に行われている。大学としても東日
本大震災の募金活動、宮城県気仙沼市への震災ボランティア派遣、花育プロジェ
クト、図書館の学生サポーター等、学生の活動を積極的に支援している。

学生支援 ○就職支援システム「CRICS」、「就活グリーンBOOK」、保育士・教職支援セン
ター、就職支援対策のためのe-Learningシステム等、多くの就職支援のためのシ
ステムを持ち、熱心な指導で高い就職率を維持している。専門職就職につながる
資格取得のための対策講座の実施等、積極的な試みを行っている。また、就職支
援センターでは「つながりカード」を配布し、卒業生からの職業相談にも応じて
いる。

学生支援 ○学生生活に関しての学生の意見や要望を積極的に取り入れるために、学友会執
行部や大学祭実行委員、各サークルの部長と「学長と語る会」、「リーダーズ
キャンプ」等、多くの機会を設けるほか、事務局内に「意見箱」を設置し、その
意見から実際に改善した例も数多く見受けられる。

物的資源 ○図書館の地域住民への開放のほか、年に数回開催する「えほん講座」や近隣の
小学校との連携による読書感想文コンクール、ランチタイムコンサート等を実施
しており、学生と地域の交流の場として図書館を積極的に活用している。

学長のリーダー
シップ

○学長自ら学生の声を積極的に取り入れ、大学運営に生かすとともに、学生の主
体性を育てる目的で「学長と語る会」、「リーダーズキャンプ」を実施してい
る。

教育の効果 ○学生ポートフォリオの結果の活用方法について、FD研修会等で検討を重ね学習
成果の向上につなげている。

学長のリーダー
シップ

○学長が、教員の教育研究のモチベーションを上げるよう、学長講話や「フレッ
シュマンセミナーⅠ」等により率先してリーダーシップの発揮に努めている。

学生支援 ○入学前教育として、入学者に対し、入学前の心得として各学科の課題を送付
し、4月入学後に課題提出を義務付け、基礎学力や入学後の意識付けの強化を
図っている。

学生支援 ○学習支援として、学級担任制、チューター制を導入して、個に応じたきめ細か
い指導・助言を行い、栄養健康学科では優秀な学生には、ゼミ・プレゼミ制度を
設け、入学直後から研究活動の準備ができるようにしている。また、保育学科で
は、研究テーマを設定し、フィールドワークを実施するなど、理論と実践を融合
させた研究を行うゼミを設けている。

学生支援 ○基礎学力が不足している学生に対しては、教員の協力体制の下、両学科共に補
習授業を実施している。また、ピアノの技能不足等のために、学外実習の参加が
難しい学生には、補習を実施し、時期を遅らせて学外実習ができる機会を与え、
卒業までに学習成果としての資格が獲得できるように支援している。

建学の精神 ○建学の精神にまつわる宗教的イメージの宗教画やマリア像等がギャラリー等に
おいて多数展示されており、学生や訪問者に対して建学の精神の「愛と真理」を
周知している。

就実短期大学 短期大学基準協会

中国短期大学 短期大学基準協
会

山陽女子短期大
学

短期大学基準協
会

下関短期大学 短期大学基準協
会

聖カタリナ大学短
期大学部

短期大学基準協
会
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学生支援 ○学生生活に関する学生の意見や要望を聴取することを目的として、毎年、学長
と学生の懇談会を開催しており、学生からの意見を直接聞き、得られた回答・意
見は全教員に公表され、各関係部署の改善に役立てている。

学生支援 ○教職員間の連携を密にして学生の欠席状況の把握等を行い、効果を得ている。
また、サポートルームを設置し、悩みを抱えている学生に対してきめ細かな支援
を行う場としている。

財的資源 ○中・長期的展望に立った経営計画を策定するとともに、「経営計画実施管理
表」をツールとして計画の実施管理の徹底を図り、PDCAサイクルを機能させつ
つ、収支状況の改善につなげている。

建学の精神 ○全学で毎月実施される「御命日勤行」や、12月の「報恩講」を通して、「本学
の願い」や「出遇い」をテーマにした講話や感話により、建学の精神の理解を深
めている。また「人間学ノート」の配布により、卒業時に「人間学」を受けて感
じたことを振り返ることができる取り組みを行っている。

教育の効果 ○各学科の学生は、在学中様々な形で学習の成果を一般に公開している。仏教学
科、福祉学科は、卒業論文を作成し様々な方法で公開し、表現学科は、卒業公演
を行うなど、学生の意欲向上、達成感に寄与している。

教育課程 ○学位授与の方針に沿った学生の社会貢献活動を積極的に支援しており、学習成
果の向上に努めている。地域文化振興に関する取り組みが評価され、平成23年に
地域創造大賞（総務大臣賞）を受賞している。

学生支援 ○「学生相談室」、「なんでも相談窓口」、「心の保健室コーナー」、「医務
室」など学生の心身の悩みに対し複合的な相談体制を構築している。さらに、学
生生活全般に関する相談ネットワークとして学内の相談機関、人権擁護委員会及
び学長等で構成された「人権擁護ネットワーク」を学生に周知し、相談に応じて
いる。

人的資源 ○FD・SD活動として、全教職員対象の「全学研修会」を年2回実施し、教職員の
資質向上に取り組んでいる。

物的資源 ○省エネルギー及び省資源対策として、エネルギー管理システムを導入して、電
気使用量を抑制しており、その効果が表れている。省エネルギー・ゴミの減量化
及び古紙等の分別回収等の向上にも努めている。また、筑後市主催の「環境フェ
スタ」に参加し、「グリーンカーテンコンテスト」において優秀賞を受賞した。

財的資源 ○学校法人は、現在収入超過のなか、将来に向けて安定した財務体質を維持する
ために人事制度の見直しや給与制度改革に積極的に取り組んでいる。

建学の精神 ○建学の精神は「宇宙精神」と「報恩感謝」であり、その精神に基づき、各学科
が演習授業やボランティア活動を通して独自の地域貢献活動を行っている。学生
は、活動後にその体験・成果をポートフォリオとしてまとめ、報告会で発表する
ことにより、就職への動機付けや専門職としての意識付けを高めている。

自己点検・評価 ○学則第1条の3「教育研究水準の向上を図り、本学の目的及び社会的使命を達成
するため、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行う」に基づき、
自己点検・評価のための諸規程・内規を定め、組織的に取り組んでいる。特に、
「学校教育における最大のサービスは授業である」という認識の下に、前期末と
後期末に全授業で、「学生による授業改善アンケート」を実施し、授業改善に取
り組み成果をあげている。

教育課程 ○一般入試も含め全ての入学者選抜試験で面接を課しており、受験者の志望動
機、入学後の学業に対する熱意、将来の進路に対する展望等を確認して選抜を
行っている。

人的資源 ○6学科を有する総合短期大学のため、専任教員の専門分野も多種多様であり、
事務職員の業務も多岐にわたる中で、短期大学運営を工夫し、最善の努力をして
いる。年2回、全授業科目での授業改善アンケートに基づき教員相互の授業公開
を実施し、授業の改善に生かしている。

物的資源 ○6学科に必要な講義室、演習室、実習室を設け、パソコン教室も充実してい
る。図書館、保健室、体育館に加え、独自にトレーニングルーム、茶室等を設
け、学生の諸活動を支援している。特に茶室については、建学の精神に基づき茶
道を通じ人格形成を高めていくよう「茶道教育」を教育課程に取り入れるなど、
当該短期大学の特色となっている。

聖カタリナ大学短
期大学部

短期大学基準協
会

九州大谷短期大
学

短期大学基準協
会

西日本短期大学 短期大学基準協
会
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建学の精神 ○学生・教職員自らが学内の教室、廊下などの清掃をする労働奉仕を、「お掃
除」教育として毎週行っている。また、寮生は毎日早朝に学内外の道路清掃を実
施している。これは建学の精神「筑紫の心」を具現化するための実践的な活動と
して位置付けられ、建学の精神と教科教育、行事教育及び生活指導を支えつなぐ
ものとして重要な役割を担っている。

自己点検・評価 ○「IR推進室」を設置し、従来の自己点検・評価のための自己点検・評価委員会
と連携して、教育理念及び教育目標の達成をPDCAサイクルによって検証・評価
し、教育改善・教育改革を推進している。さらに、卒業生など幅広いステークホ
ルダーの情報を集約・分析し、大学教育改革の推進に寄与している。

教育課程 ○保育学科では、1年次の後期から附属幼稚園での園児との交流活動を取り入れ
た演習を実施し、教育効果を高めている。具体的には附属幼稚園の行事と関連さ
せた「こいのぼりづくり」、「お誕生会への参加」、「運動会の演習」など、保
育内容の授業の一環として学生が参加する形で行われている。

教育課程 ○従来の実習訪問先での卒業生に関する情報の入手に加え、「就職先アンケー
ト」が実施され、学習成果の点検等で分析結果を効果的に活用し、向上策が図ら
れている。

学生支援 ○FD活動の一環として、公開授業が実施され、他学科を含めた全ての教員が自由
に聴講できる。学生を含む多様な視点からの意見提案と、それに伴う迅速な授業
改善が可能となる取り組みがなされている。

学生支援 ○各学科に「学修日誌」を備え、毎日当番が授業の進捗状況や感想、欠席状況等
を記載しクラス担任へ提出することを義務付けている。この「学修日誌」によ
り、クラス担任は学生の状況や、日々の学生の満足度等を把握することができ
る。

学生支援 ○保育学科において、学習支援室「つくしっこルーム」を設置し、基礎学力が不
足している学生や実習に向けて不安のある学生に対して、個別指導を実施してい
る。また、隣接して保育室「つくしっこプレイルーム」を設置し、演習授業や学
生も参加する「地域子ども子育て支援事業」を実施するなど有効に活用されてい
る。

学長のリーダー
シップ

○学長、副学長、教務部長、学生部長及び本部事務局長等の短期大学の主要教職
員からなる「学長部局」を設置して学長のリーダーシップを補佐するとともに、
会議は毎週月・水及び金曜日の朝に開催し、学内の調整機能を充実させる体制を
構築している。

建学の精神 ○建学の精神を継承する教育理念から導き出された、学位授与の方針である全学
DPが策定され、それに応じた学科DPが整備されている。建学の精神を実現するた
めの三つの方針も社会的要請に応じたものとなっており、点検が定期的に行われ
ている。

自己点検・評価 ○平成27年度第三者評価における自己点検・評価活動や報告書作成に当たり、適
格評価を得た他短期大学の情報を収集・共有し、より良い自己点検・評価活動を
試みている。

教育課程 ○学生の学習成果を可視化するために、「評価指標」に基づく「学修チェック
シート」、「学修チェック　レーダーチャート」を作成し、学生の自己評価を明
確にした。クラス・アドバイザーが学生の個別指導に利用するほか、学習成果の
査定などにも利用できる視点を持っている。

学生支援 ○各学期末に非常勤を含む全教員を対象に、学生による「授業評価アンケー
ト」、授業公開、授業参観を実施し、その結果を基に教員が授業改善計画書を作
成し、教員同士の検討、共有に結び付け、授業改善につなげている。

学生支援 ○2年生の「オリエンテーション委員会」による新入生へのオリエンテーション
を行っている。前年5月から準備を始め、学科紹介DVDやお祝いグッズの作成、学
内ツアーの計画など、独自性のある取り組みを行っている。

物的資源 ○平成24年度に老朽化と耐震構造見直しにより改修・耐震工事、平成25年度には
環境整備工事や、教育用コンピュータの入れ替えなど、快適なキャンパス・アメ
ニティと各学科の教育課程に応じた学習環境の整備が行われている。

学長のリーダー
シップ

○学長は、歌人としての一面から、当該短期大学の教育においてシンポジウムや
公開講座等により地域社会との連携に努めている。また、中堅教員を中心に教育
改善に向けて努力している。

建学の精神 ○建学の精神の具現化を図る取り組みとして、「アセンブリーアワー（礼拝）」
を、学生及び教職員を対象に年間7回実施している。「アセンブリーアワー（礼
拝）」を「こころの教育」の実践と位置付け、学生に対しては必修科目の「宗教
学Ⅰ」と併せて、建学の精神の理解を自らの学習成果として結び付けられるよう
工夫している。

東筑紫短期大学 短期大学基準協
会

福岡女子短期大
学

短期大学基準協
会

東九州短期大学 短期大学基準協
会
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学生支援 ○進度の速い学生や優秀な学生には、実践力を培わせるとともに、他の専門職の
人との連携の重要性を実感させるために学外で様々な活動を体験させている。専
門職を目指す学生にとって実践力の養成とともに将来の職業について考える貴重
な機会ともなり、キャリア教育としての側面をもつ取り組みである。

技術的資源をは
じめとするその
他の教育資源

○学生ホールには、インターネットに接続したパソコン、プリンター、DVD教材
などを配備し、学生が文献、資料、電子情報を活用して主体的に学べるラーニン
グコモンズとしての機能をもたせている。さらに、利用する学生も多いため図書
館内にもラーニングコモンズを新設した。

３．高等専門学校

名　称 評価機関 テーマ 優れた取組
教育内容及び方
法

○　専攻科課程２年次の「エンジニアリングデザイン演習」では、それまでの学
習により総合的な知識を身に付けた複数の専攻の学生らが混合でグループを組織
して、与えられた目標（テーマ）に対して自ら取組方法を考案しながら問題解決
を図る中で創造性を育む工夫を行っている。

教育内容及び方
法

○　学生に、学習支援データベースで学期末に各授業科目の到達目標の達成度を
５段階で自己評価させ、その結果をもとに各時点における学習・教育目標ごとの
達成度を算出するシステムを定着させ、各学生が学習・教育目標の達成状況を確
認できるようにしているとともに、その出力結果を学校としての達成状況の把
握・評価に活用している。

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、就職先も製造業や情報通信業、学術研究、専門・技術サー
ビス業、運輸業、郵便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。

学生支援等 ○　４年次生進路ガイダンス等の通常の進路指導に加え、低学年からキャリアプ
ランに関するテキストを用いた学習、現場視察による学習、卒業生等による経験
談の聴講等、キャリア教育を体系的に実施している。

教育の質の向上
及び改善のため
のシステム

○　神戸高専ＰＤＣＡサイクルに従って教育活動に関する各種の評価結果を教育
の改善に結び付けるシステムが整備されており、全学的エンジニアリングデザイ
ン教育の実施、海外インターンシップの実施、女性教員の積極的採用などの方策
が講じられている。

○　学生による授業アンケート結果に対して、担当教員が分析と改善対策を授業
アンケートシートにまとめ、校内ウェブサイトで公表することにより、授業アン
ケート結果及びそれに対する教員のコメント等を学生にもフィードバックする仕
組みを構築している。

教育の質の向上
及び改善のため
のシステム

○　個々の教員について、毎年度、「業績一覧表」「人物評価一覧表（行動考課
表）」及び「個人活動計画報告」の３つについて数値化し、教育活動の評価を厳
密に行っていることは、特色ある取組である。

教育内容及び方
法

○　専攻科課程１年次の「専攻演習Ⅰ・Ⅱ」において問題抽出の方法や問題解決
の手法を教授しており、特に問題解決手法においては、ＶＥ（Value
Engineering）の手法を教授し、その手法に基づいた活動を行うことで、学生が
持っている創造力を発揮させるだけではなく、学生の創造性を高め、予想してい
なかった革新的な解を無理なく創出できるように工夫している。

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、就職先も製造業や情報通信業、サービス業等の当校が育成
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、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。

学生支援等 ○　キャリアセンターが中心となり、全学年を対象としたサマースクーリングや
各種ガイダンス、キャリア面談等のキャリア支援プログラムを充実させている。

○　学生による授業評価アンケートの結果をもとに、サレジオ・マネジメント・
システムを活用し、個々の教員レベルで継続的な授業改善の取組を実施するとと
もに、各学科でも独自に継続的改善を行い、成果を上げている。

教育内容及び方
法

○　サレジオ高等教育機関連合（ＩＵＳ）の活用等により、フィリピンのドンボ
スコ・マンダルイヨン工科大学と教育・学術交流に関する協定を締結し、学生交
流を行い、当校の教育目的である「国際性」を養成しようとしていることは、特
色ある取組である。

東九州短期大学 短期大学基準協
会

サレジオ工業高等
専門学校

大学改革支援・
学位授与機構

神戸市立工業高
等専門学校

大学改革支援・
学位授与機構
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４．専門職大学院

①法科大学院

名　称 評価機関 テーマ 優れた取組
学生の支援体制 ○ 授業科目「エクスターンシップ」において、中間報告会及び最終報告会を通

して履修学生全体で知識及び経験の共有が行われている。

教員組織 ○　実務経験と高度な実務能力を有する専任教員について、全員26年以上の実務
経験を有している。

②経営

名　称 評価機関 テーマ 優れた取組
２ 教育の内
容・方法・成果
等（２）教育方
法等

○経営母体である大原学園が運営するさまざまな資格試験受講講座を課外講座と
して無料で受講できる制度の利用も可能として、大学院における学習に支障をき
たさないような適切な講座選択の助言を与えていることは貴専攻の特色といえる
（評価の視点2-15）。

４ 学生の受け
入れ

○貴専攻のＡＯ入試は、簿記学力が不足していても受験できる入試であり、合格
者に経営母体である大原学園の簿記受験講座を利用して学習してもらう、言わ
ば、志願者を積極的に「作り出す」入試制度であり、貴専攻ならではの特色ある
取組みといえる（評価の視点4-6）。

５ 学生支援 ○貴専攻の経営母体である大原学園が運営する資格試験受験講座を入学手続完了
後から修了年の試験の受験終了まで無料で受講でき、大学院での学修と資格試験
受験講座の受講に伴う経済的負担を軽減し、学生のキャリア形成のための支援が
行われていることから、他大学院にない貴専攻の特色ある取組みであると判断で
きる（評価の視点5-7）。

７ 管理運営 ○貴専攻では、事務局職員に対して、公認会計士試験や税理士試験などの資格試
験に関する相談をしてくるケースが多い。貴専攻の事務局職員は会計分野の教育
経験・知識を有している者が多く、こうした場合にかなり深い内容まで対応でき
る点は、事務組織としての特色であるといえる（評価の視点7-9）。

１ 使命・目
的・戦略

○ビジネス・セクターの事業経営だけではなく、パブリック・セクターでの公共
経営、北九州地域に留まらず、中国などのアジアの産業振興に関わり、地域を
リードする「高い倫理観とグローバル的視野を持った、地域をリードする高度専
門職業人の養成」を目指していることは特色として認められる（評価の視点1-
3）。

１ 使命・目
的・戦略

○組織体制整備としての「中華ビジネス研究センター」を設立するとともに、海
外ビジネススクールとの交流として多数の中華圏のビジネススクールと学術交流
協定を交わしていることは、貴専攻の固有の目的に即した特色ある取組みと認め
られる（評価の視点1-8）。

２ 教育の内
容・方法・成果
等（１）教育課
程等

○１）「知識・理解」、「技能」及び「態度」を軸として、理解を容易にするた
めに具体的な学位授与方針を明示している点は、貴専攻の特色として評価するこ
とができる（評価の視点2-1）。

２ 教育の内
容・方法・成果
等（１）教育課
程等

○ビジネス・セクターとパブリック・セクター、北九州地域経済と中国などのア
ジア地域経済の４つの分野を軸にした高度専門職業人の養成を目指した教育課程
を編成し、具体的に①プロフェッショナル・ビジネスリーダー型、②ビジネス・
マネージャー型、③ベンチャー型、④中華ビジネス・リーダー型、⑤パブリッ
ク・リーダー型、⑥医療・福祉のリーダー型、⑦環境マネジメント・リーダー
型、及び⑧ソーシャルビジネス・リーダー型の履修モデルを提示している点は、
固有の目的に即し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-
1、2-4）。

２ 教育の内
容・方法・成果
等（２）教育方
法等

○専任教員のみならず、特任教員や兼任教員等を含めた「ＦＤ研修」を年２回定
期的に実施している点は、特色として認められる（評価の視点2-28）。

３ 教育の内
容・方法・成果
等（２）教育方
法等

○新任の特任教員に対する「ＦＤ委員会」の委員によるピアレビュー（授業評
価）の実施を行い、研究者教員の視点を取り入れた授業改善を図っている点は、
特色として認められる（評価の視点2-29）。

２ 教育の内
容・方法・成果
等（３）成果等

○修了生が、貴専攻の専任教員とともにソーシャルベンチャー（社会起業家及び
社会的企業やＮＰＯ等）の育成・成長支援を目的とした「一般社団法人ソシオ
ファンド北九州」の設立などに関わっている点は、貴専攻の固有の目的に即した
特色ある取組みと認められる（評価の視点2-32）。

千葉大学（大学院
専門法務研究科
法務専攻）

大原大学院大学
（会計研究科会計
専攻）

大学基準協会

北九州市立大学
（大学院マネジメン
ト研究科マネジメ
ント専攻）

大学基準協会

大学改革支援・
学位授与機構
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３ 教員・教員
組織

○さまざまな分野の第一線において活躍しているリーダーを特任教員として採用
するとともに、専門分野を深く講義する専門・応用科目である「エクゼクティブ
科目」に配している点は、貴専攻の固有の目的に即し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3-14）。

４ 学生の受け
入れ

○入学者選抜において、社会人（実務経験２年以上）と大学学部等からの進学者
（実務経験２年未満）とを区分して、各者に応じた入学者選抜の基準・方法を設
定している点には特色が認められる（評価の視点4-6）。

６ 教育研究環
境

○社会人学生にとって平日夜間の通学が容易となるよう、交通至便なＪＲ小倉駅
ビルのアミュプラザ小倉７階にある小倉サテライトキャンパスを配置しているこ
とは評価することができる（評価の視点6-6）。

７ 管理運営 ○貴専攻の長である研究科長は、２名連記無記名投票によって得票順上位２名の
候補者の中から「教育研究審議会」を経て学長が選考することとされており、特
色ある制度と認められる（評価の視点7-4）。

７ 管理運営 ○貴専攻の事務を担う組織である「学務第１課大学院係」には、北九州市からの
派遣職員である大学院担当の係長１名及び貴専攻担当の契約職員２名が配置され
ているとともに、土曜日（全日）の北方キャンパス、平日（夜間）の小倉サテラ
イトキャンパスは、それぞれ２名の業務委託されたスタッフが配置されており、
貴専攻の開講形態に応じた特色ある事務体制と認められる（評価の視点7-9）。

７ 管理運営 ○「中華ビジネス」に関する調査研究や企業・行政機関等におけるグローバル人
材の育成を推進するために、「中華ビジネス研究センター」を設置し、同セン
ターに外国語での事務対応が可能なスタッフ１名を配置し、「中華ビジネス」に
係る各種業務の事務に充てていることは、貴専攻の固有の目的に即した特色と認
められる（評価の視点7-9）。

１ 使命・目
的・戦略

○固有の目的の達成に向けて、パートタイム及びフルタイムの英語ＭＢＡプログ
ラムを開設するとともに、インターネットによるオンラインＭＢＡプログラムを
立ち上げるなど、積極的な取組みがなされている点は特色である（評価の視点1-
3）。

２ 教育の内
容・方法・成果
等（１）教育課
程等

○１）貴専攻では、揺るがない使命感と高い倫理観を備えたビジネスリーダーの
「志」を育てることを重視し、学習領域に「志分野」を独立して設置し、それら
を養う科目を設けていることが特筆される（評価の視点2-4）。

２ 教育の内
容・方法・成果
等（２）教育方
法等

○１）オンラインＭＢＡプログラム（日本語）は、使用されている双方向の学習
システムにさまざまな工夫が凝らされており、オンライン上でありながら、担当
教員と受講生とのインタラクティブなディスカッションが活発に行われており、
また、一定卖位数はスクーリングの授業を受けることも可能とし、教育効果を上
げていることは特色として評価できる（評価の視点2-19）。

２ 教育の内
容・方法・成果
等（２）教育方
法等

○日本語パートタイムＭＢＡプログラムは、５つの校舎で教育を提供し、働きな
がら学ぶ多忙な学生の勤務状況に柔軟に対応できるよう、複数の校舎で提供され
る講義については、内容が同期しているため、業務の都合で所属校での受講が困
難な場合には、他の校舎での受講が可能となっている。また、オンラインＭＢＡ
プログラムとの同期も図られており、居住地に制約されない
教育環境を提供していることは、多様なバックグラウンドをもつ学生に対する利
便性への考慮という点から、特色として評価できる（評価の視点2-22）。

４ 学生の受け
入れ

○１）貴専攻の入学者のおおむね９割程度は、卖科生の経験があり、授業内容を
十分理解した上、出願していることで、入学後のミスマッチを防いでいること
は、特色として評価できる（評価の視点4-6）。

５ 学生支援 ○起業を志す学生を支援する取組みとして実施しているビジネスプランコンテス
ト「GLOBIS Venture Challenge」は、エントリーしたプランを、教員、ベン
チャーキャピタリスト、ベンチャー企業の経営者が評価し、受賞者には出資を受
ける権利を与えるものとなっており、起業家のキャリア形成を支える特色ある支
援といえる（評価の視点5-7）。

１ 使命・目
的・戦略

○「新潟地域活性化研究所」を設置することにより、地域起業家の育成・実践を
中長期計画で展開し、総合的な価値創造を目指していることは、固有の目的に即
した特色として評価することができる（評価の視点1-8）。

３ 教員・教員
組織

○地域への研究成果の還元、地域・地場産業との共同研究推進及び自治体との共
同研究推進を目的とした「新潟地域活性化研究所」を設置し、貴専攻の専任教員
が主任研究員として、研究活動に参加したうえで、公開講座、体験講座、セミ
ナー等の形で成果を公表している点は、固有の目的に即した特色ある取組みとし
て評価できる（評価の視点3-23）。

事業創造大学院
大学（事業創造研
究科事業創造専
攻）

大学基準協会

北九州市立大学
（大学院マネジメン
ト研究科マネジメ
ント専攻）

大学基準協会

グロービス経営大
学院大学（経営研
究科経営専攻）

大学基準協会
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１ 使命・目
的・戦略

○貴専攻の使命及び固有の目的が、新潟県の主要産業を構成する企業群が直面し
ている経営課題に関する考察を踏まえ、地域発展への貢献を強く意識したもので
あることは特色として認められる（評価の視点1-3）。

３ 教育の内
容・方法・成果
等（２）教育方
法等

○１）「テクニカル・ビジット」と呼ばれる企業等視察は、企業経営の本質を理
解する上で極めて教育効果の高い施策であり、貴専攻の特色と認められるため、
経費等の課題を解決し、一層拡充することを期待したい（評価の視点2-21）。

兵庫県立大学（大
学院会計研究科
会計専門職専攻）

大学基準協会 ２ 教育の内
容・方法・成果
等（１）教育課
程等

○公的部門における専門的な実務の担い手を養成することを目的として、公会計
分野の授業科目を多数開設し充実させている点は、貴専攻の長所として高く評価
することができる（評価の視点2-4）。

立命館大学（大学
院経営管理研究
科経営管理専攻）

大学基準協会 ２ 教育の内
容・方法・成果
等（３）成果等

○貴専攻以外のＭＢＡ修了生も含めた広範な調査である「ＭＢＡホルダー調査」
を実施し、ＭＢＡ教育の評価効用を分析するとともに、貴専攻の教育成果を相対
的に把握する取組みは有益であると評価できる。費用や手間等の問題は予想され
るものの、今後も同調査について精緻化を考慮したうえで組織的に継続して取り
組み、その結果に基づいて貴専攻のカリキュラム設計やシラバス表現への反映を
図り、ＦＤ等に関する教員・職員の意識改革への裏付けとして積極的に活用され
ることを期待したい（評価の視点2-33）。

③助産

名　称
教育課程
教育内容

看護基礎教育と並行して行われる学士課程の助産教育課程において、保健師助産
師看護師養成所指定規則に定められた28卖位科目全てを配置して、制約の多い中
での助産実践能力の修得と質向上に向けて努力している。

教育方法 看護基礎教育の母性看護学と連動させて助産学科目が配置されており効果的な履
修ができるよう配慮されている。教育方法もアクティブラーニング導入の工夫が
みられる。授業時間外の学修ができるよう実習室の開放や自習スペースの確保、
図書や視聴覚教材等の整備がなされている。図書館では、文献検索の他文献のダ
ウンロードができるシステムが整っている。

実習指導体制
１）指導体制の
配慮

科目の履修に際しては、学生個々の能力レベルに応じた指導体制の配慮が行われ
ている。４年次の看護研究では助産師学生全員が母性看護学を選択しているので
母性看護学兼担教員と継続して関わり密な関係を形成している。指導体制の工夫
では、教員が毎日実習に同行して、実習施設との連携を密にとって、学生の情報
を教員間で共有している。

２）指導能力を
有する実習指導
者

実習施設は病院１０か所、助産所３施設を有し、専任教員５名と非常勤の実習指
導教員を複数名配置している。非常勤の実習指導教員は実践経験、倫理的・教育
的対応能力等を書類審査と面接によって教育的対応のできる人を審査して採用し
適切に配置している。非常勤の実習指導教員は年齢が30～40歳代で豊富な実践経
験を有し、学生の助産師のアイデンティティ育成に効果的に関わっている。

入学者選抜 学生の受け入れ方針、選抜基準、選抜方法等の学生受け入れの在り方について恒
常的に検討するシステムが整っている。選抜方法も学生の状況を踏まえて検討
し、より良い選抜をめざし適時、修正されている。
選考においては、助産学に限定しない社会性を問うテーマを設定してグループデ
スカッションを課し、能力を総合的に評価している。

学生の支援体制
学修支援

履修指導では、学習開始時の支援として年度初めに履修オリエンテーションを設
けて、学習計画の説明や実習オリエンテーション等が行われている。助産教育課
程担当教員はゼミ学生を2～3名担当し、看護研究指導を行い一貫した指導体制が
取られている。また、助産教育課程担当教員以外の教員からも学習相談や助言が
受けられる体制が整っている。

教員組織
１）教員の資格
と評価

助産教育課程担当教員３名と母性看護学兼担教員２名は看護師等養成所の運営に
関する指導要領第４の１項（２）の要件を満たしている。看護師免許を持たない
学生が助産ケアを実施することを考慮し、兼担教員と非常勤の実習指導教員で病
院実習指導（10箇所）を行っている。病院実習における指導はゼミ及び卒業研究
指導の担当教員が行い、一貫性ある指導を目指している。

２）教員の評価 教員は全員が大学設置基準第14条～16条の条件を満たしている。
専任及び兼担教員の５名のうち４名が４０歳以上で、助産に関する実務経験を６
年以上持っており、実務上の経験を有する教員組織である。また、研究実績並び
に社会活動経験が豊富で、日々自己研鑽に務めている。

新潟大学（大学院
技術経営研究科
技術経営専攻）

大学基準協会

千里金蘭大学 一般財団法人日
本助産評価機構
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施設の整備 教員の教育・研究や学生支援に必要な設備としての必要な機器は整備されてい
る。学内パソコンからSPSSを10台まで使用可能となっており、教員も学生も学内
パソコンから文献検索や文献のダウンロードの利便性が図られている。

図書館の整備 助産師教育に必要な図書は整備されている。平成２６年４月から学生の要望によ
り図書館の土曜日開館が実施され、学生からのレファレンス事例を登録し、館内
には「ラーニング・コモンズ」の名称で学生同士のデスカッションが可能な個室
化された空間が整備され、学生の積極的な学修活動を支えている。

④臨床心理

名　称
教育目的 臨床心理学専攻として求められる設備、教員配置、教育内容をすべて満たしてい

るばかりでなく、カリキュラムに臨床薬理学、神経心理学、体験カウンセリング
を加え、幅広い教育を目指している。

教育課程 発達、神経、薬理、大脳生理、非行・犯罪、産業等、幅広い分野の選択科目が設
置されている。

臨床心理実習 学内実習においては、充実した施設環境と複数の常勤及び非常勤スタッフの配置
により、学生への充実した実習への準備体制が整っている。学外実習について
も、心理臨床の三大領域にわたって充実した実習環境を提供している。

学生の支援体制 オリエンテーション、ガイダンス、アドバイザー制などを有効に機能させ、教員
及び臨床心理センタースタッフによる手厚い学生支援体制を整備している。

⑤教職大学院

名　称 評価機関 テーマ 優れた取組
○総合大学における独立研究科として設置され、地域とのかかわりの中で学校教
育を活性化できる高度な専門性を身につけた教員を養成するという理念・目的が
明確である。

○地域社会のニーズに応えて学校力開発と学習開発の２コース制を廃止し、キャ
リア・パスに応じた学びを深める観点から、学校力開発分野、学習開発分野、教
科教育高度化分野及び特別支援教育分野といった入学後に選択できる４分野が設
置されている。

○学生便覧や各授業科目のシラバスにおいて、到達目標（Ｃ基準）が現職教員学
生と学部新卒学生に分けて設定・明示することにより、学習歴や実務経験等が異
なる学生の学び合いを通じて、教職に関する高度の専門的な能力及び優れた資質
を身につけさせようとしている。

○学校現場での課題に応える、高度な教職実践力としての課題解決能力の習得と
定着をねらいとし、現職教員学生に対しても実習を免除せず、すべての学生が、
附属学校や公立の連携協力校における「教職専門実習」（計10卖位・400時間）
を行っている。

○教育現場・地域における今日的な課題に応える授業科目や総合大学のメリット
を活かした授業科目が設定されるなど、特色ある教育課程を展開するために必要
な授業内容・方法の整備に向けた配慮がなされている。

○地域・学生のニーズや研究科の組織改編に対応して、適宜、必要な教員の補
充・増員が施され、教職に関する高度な専門性を育成する教育実践研究科の目的
を達成するための教員組織となるように配慮されている。

○附属小学校・附属中学校に教育実践研究科の学生が実習期間中に利用できる専
用の実習室を確保するなど、学生が教職への見通しを持って学修に専念できる教
育・研究環境の整備に努めている。

○学生に到達目標（Ｃ基準）に則した達成度を自己評価するアンケートを実施す
るとともに、教員にすべての授業について授業報告書の提出を義務づけるなど、
研究科の目的に則した授業改善に取り組んでいる。

○設置準備の段階から、山形県教育委員会との緊密な連携・協力関係が維持され
ている。

○研究者教員と実務家教員との協働（T.T）が授業や学校実習等において取り組
まれており、また、共同研究を行うなど理論と実践との架橋・往還が効果的に実
施・実現されている。

○現職教員学生はすべて群馬県教育委員会からの派遣（14名）で、その他は学部
新卒学生（４名程度）であり、現職教員学生が安定的に確保されていると同時
に、学部新卒学生の数が尐ないことの強みを生かしたきめ細かな学生指導を行っ
ている。

千里金蘭大学 一般財団法人日
本助産評価機構

帝京平成大学（大
学院臨床心理学
研究科臨床心理

学専攻）

日本臨床心理士
資格認定協会

山形大学（大学院
教育実践研究科
教職実践専攻）

教員養成評価機
構

群馬大学（大学院
教育学研究科教
職リーダー専攻）

教員養成評価機
構
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○「専門職学位課程連携協議会」が恒常的に設置され、教職大学院と群馬県教育
委員会・近隣市教育委員会、連携協力校との協議が進められ、連携・協働が図ら
れている。

○連携協力校の選定・指定については、県教育委員会が、学部１、２年次フィー
ルドワーク、学部の教育実習、教職大学院の学校実習をローテーションで回し、
連携協力校の負担軽減を図るともに、学校実習指導に専念できる仕組みが用意さ
れている。

○連携協力校では、教職大学院生等の実習生受け入れの手引きを作成するなど、
受け入れ側の教員への周知徹底を図り、学校実習指導を効果的に行っている。

○「教育実践高度化専攻」に「教育実践リーダーコース」「学校運営リーダー
コース」が設置され、学部新卒学生と現職教員学生それぞれの養成の目的、修得
すべき知識・能力が明示されて、それに相応した養成が行われている。

○アドミッション・ポリシーに基づき学生の受け入れが適切に行われている。実
入学者の分析からコース名変更を予定する等、改善方策について迅速な対応もな
されている。

○理論的教育と実践的教育の融合に留意した極めてユニークな「学校における実
習」のプログラム「学校支援プロジェクト」が開発され、教職大学院の特徴と
なっている。
　「学校支援プロジェクト」では、実習担当教員であるアドバイザー（専任教
員）の下に現職教員学生・学部新卒学生のチームが作られ、連携協力校等の課題
改善に寄与する実習（「学校支援フィールドワーク」）が行われている。また、
これを核として「学校支援リフレクション」「学校支援プレゼンテーション」
「プロフェッショナル科目」等が有機的に配置され、丁寧な指導が行われてお
り、学校現場からの評価は高い。

○学習成果は、「学校支援プロジェクト」による実際の学校現場の問題解決と
なって現れている。また、院生・修了生が積極的に学会発表や研究発表をしてい
るほか、修了生は学校におけるミドルリーダーとして活躍し、「学校支援プロ
ジェクト」の受け入れ担当者として大学と連携協力校等を繋ぐ役割を果たすな
ど、現場と大学の連携強化にも寄与している。

○学生への支援体制はハード面・ソフト面ともに充実している。「キャンパスラ
イフ・スクエア」に「教育支援課」、「学生支援課」、学生の就職を支援するた
めの「プレイスメントプラザ」などが集中配置され、学生の利便性の向上が図ら
れている。

○教職大学院に必要な専任教員が適切に配置され、授業担当教員は、学生による
授業評価アンケートの結果に対応した自己レポートを提出するなど、その資質向
上を図るためのＦＤ活動を組織的に行っている。

○「新潟県教育委員会及び新潟市教育委員会との連携推進協議会」を設置し、教
育委員会との連携に努めているほか、「学校支援プロジェクト」を通じた上越
市・妙高市の教育委員会、学校現場との密接な連携が特徴となっている。

○「学校拠点方式」による協働な実践研究及び実習が行われ、教職大学院と学校
等現場双方が成長する仕組み（学びのコミュニティ）がつくられている。

○「協働実践研究プロジェクト」を中核に据え、実践と理論を融合した教育課程
を実現している。

○実習科目は、大学院と学校が綿密に連携し、学生は１年間を通じ学校現場で実
践・省察・記録化に取り組む。大学院に場所を移しての定期的なカンファレンス
により省察・検討・理論的研究を積み重ね、「長期実践研究報告」に結実させて
いる。

○入学試験は、教職大学院の学びそのものと連動するような配慮がされている。
審査基準が明確で特定の校種の受験者が有利にならないような配慮がなされてい
る。
○協働的・実践的な学びと省察・実践の改善や展開を可能にする設備・備品が整
備され、学生の豊かな学びにつながっている。

○従来からの奨学金に加え新たな奨学金制度の創設により、学生への経済的支援
が手厚くなされている。

○幅広い世代の多彩なマンパワーが確保され、若手とベテラン、研究者教員と実
務家教員が互いに刺激し合い学び合うとともに、教員の授業負担等に関して配慮
されている。

○毎月発行の「教職大学院ニュースレター」で在学生、修了生の実践の発表、省
察・成果の共有・発信が積極的に行われている。

上越教育大学（大
学院学校教育研
究科教育実践高
度化専攻）

教員養成評価機
構

福井大学（大学院
教育学研究科教
職開発専攻）

教員養成評価機
構

群馬大学（大学院
教育学研究科教
職リーダー専攻）

教員養成評価機
構
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○「運営協議会」で協議し教育委員会等と情報交換が行われ、年２回開催される
実践研究交流集会、追跡調査などの方法により修了生の教育界での活躍、修了後
の学校等への還元実績などを把握、検証しており、地元あるいはさらに広域の学
校、教育委員会等から高い評価を得ていることが十分に確認できる。

○教職大学院の履修形態、カリキュラム構成は、デマンドサイドの要望を踏ま
え、「授業は原則、火、金曜日に開講、夏季等の休業期間中に集中講義実施、２
年次は学校現場で実習及び課題実践研究などに取り組む」という特色がある。

○６年一貫教員養成コースとの接続を可能にし、学部と教職大学院を結合した取
組を行っている。

○入学者数適正化のために実施している方策（推薦入試制度の開始、６年一貫教
員養成コースとの接続、地道な広報活動、「授業体験」や「履修に関するカウン
セリング」の実施あるいはデマンドサイドへの種々の働きかけ）は、一定の効果
が得られている。

○多様な実習が行われており、教職実践応用領域学生の「メンター実習」では若
手教師育成を通して、自らの教師としての成長も省察する機会となっている。ま
た、教職実践基礎領域学生の「学校サポーター活動」は、実習を行う連携協力校
からも好評であり、学生にとっても実習校さらには教職生活を理解する上でも極
めて効果的な取組となっている。

○教職大学院の授業と自主学習のためのスペースが教育未来館に集約され、利便
性の高い教育環境を整備している。

○専任教員は、15名の教員（研究者教員６名・実務家教員９名）で実務家教員の
比率が高い。研究者教員と実務家教員のバランス、各領域間のバランスがよく、
適切な教員配置がなされている。

○教職大学院の所属教員全員で、教職大学院におけるカリキュラム改善に関する
研究に取り組み、その成果に基づきカリキュラム改編を行っている。また、年間
で４～６回のＦＤ活動を実施し、授業アンケートの結果に基づく課題の把握や授
業改善・教育課程改善のニーズが教員間で共有化されている。

○学内外における意見を具体的に反映させるべく、運営協議会や修了生フォロー
アップ研修会、連携協力校向けアンケート調査等が積極的に位置づけられてい
る。

○京都教育大学を基幹校として、近隣の私立大学７校（京都産業大学、京都女子
大学、同志社大学、同志社女子大学、佛教大学、立命館大学、龍谷大学）を合わ
せた８大学による緊密な連携協力のもとに設置された連合方式による教職大学院
であり、参加大学が持つ人的資源を有効に活用した授業や学生指導が実施されて
いる。
○「人間教師」という究極的な目標とする教師像に至る道筋を、「ディプロマ・
ポリシー」で明示されている資質能力と、それを基本に置いて独自に開発した
「専門職基準」における資質能力とを結合させて提示し、本教職大学院の教育活
動に関連付けている。

○学部新卒学生が中心となる「授業力高度化コース」及び「生徒指導力高度化
コース」については設置以降学生定員を上回る入学者が確保され、一貫して入学
定員（60名）を充足している。

○学生の多様な学修歴に配慮して実施された平成26年度からのカリキュラム改革
の成果が現れつつある。

○「院生・教員連絡協議会」が機能し、双方の間の意思疎通が図られている。

○学部新卒学生の２年間にわたる修学支援体制が確立し、「教職専門実習Ⅰ、
Ⅱ」、「実務家教員ゼミ・研究者教員ゼミ」及び「高度化実践研究Ⅰ・Ⅱ」間が
有機的に結合している。

○京都府内に７校、京都市内に８校の連携協力校を安定的・継続的に確保し、
「教職専門実習」や自発的な参加も含め、学部新卒学生が２年間にわたって同一
校の教育実践に一貫して関わることができる仕組みが機能している。

○実務家教員の派遣や学校における実習の実施など京都府教育委員会や京都市教
育委員会、連携協力校との間に密接な連携協力関係が構築されている。

○教職大学院の目的として、教員のライフステージにおけるキャリア発達に即し
た「学校経営リーダー養成」、「ミドルリーダー養成」及び「新人教員養成」の
３つを明示し、「学校経営コース」、「授業実践開発コース」、「生徒指導実践
開発コース」及び「小学校教員養成特別コース」の各コースにおいて養成する人
材像が明確に示されている。

福井大学（大学院
教育学研究科教
職開発専攻）

教員養成評価機
構

愛知教育大学（大
学院教育実践研
究科教職実践専
攻）

教員養成評価機
構

京都教育大学（大
学院連合教職実
践研究科教職実
践専攻）

教員養成評価機
構

兵庫教育大学（大
学院学校教育研
究科教育実践高
度化専攻）

教員養成評価機
構
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○教員のキャリア発達に対応したコースごとに、カリキュラム全体の中での共通
基礎科目、コース専門科目（必修、選択）、実習科目の位置付けや関連性が「学
びのプロセス」や「実習のステップ」として明示するとともに、『履修案内』に
詳細な履修方法を示し、学生が学習を進める上で必要とする履修支援体制がきめ
細かに整えられている。

○学生が自己の学修過程や学修成果物を蓄積する「eポートフォリオシステム」
は、学生が専門科目や実習科目での学修を自己の実践的研究課題に結びつけるこ
とを可能にするだけでなく、大学の教員や実習校のメンターと情報を共有するこ
とによって、より適切な学生指導を可能にしている。

○「大学院修学休業制度利用者への授業料免除制度」、並びに「Ｈｙｏｋｙｏ嬉
望奨学金」及び「海外留学支援特別奨学金」による修学支援は、学生生活を経済
面からサポートする優れた取組である。

○教職大学院の実習（連携協力校の教育課題や研究内容と実習生の教育研究課題
とのマッチング、小学校教員養成特別コースの学生の実習校選定等）や共同研究
の実施については、教育実習総合センターによる適切で充実した支援体制が組織
されている。

○専門職大学院設置基準に定める必要専任教員数(16人)を上回る39人（うち実務
家教員12人）を専任教員として配置するとともに、文部科学省や教育委員会等か
ら実務経験の豊富な教員を人事交流で採用するなど、理論と実践のより密接な融
合を図る教員配置を行っている。

○加東キャンパスや神戸ハーバーランドキャンパスの専用教室や自習室等の継続
的な整備を図り、教育･研究環境が充実している。

○加東キャンパスをはじめ全国で15回実施している大学院説明会における配布資
料や大学院紹介用DVD、『大学院案内（学校教育研究科）』・『教職大学院案
内』、ウェブページ等を活用して、教職大学院全体の考え方や趣旨の普及と理解
に努めている。

○教職大学院における教育活動等の状況について、大学広報誌（教育子午線）等
の印刷物やウェブページ上で広く社会に発信し、公開授業やシンポジウムを開催
するなど、積極的に情報提供を行っている。

○大学関係者、兵庫県内の教育委員会関係者及び連携協力校の関係者から構成さ
れる「連携協力校連絡協議会」が組織され、教育実習総合センターと教職大学院
が協働して運営を行っており、教育委員会及び学校等との連携体制が整備されて
いる。

○平成25年度から現職教員を対象とした「学校・学級経営コース」、「学校臨床
実践コース」、「授業実践・カリキュラム開発コース」を「教職実践力高度化
コース」に統合し、学部新卒学生対象の「教員養成特別コース」との２コース体
制として整備し、キャリアに応じたきめ細かな教育・指導の充実を目指した改善
が図られている。

○「教員養成特別コース」の出願要件について、平成23年度には小学校一種免許
状取得者(取得見込みの者)に加え、小学校教諭二種免許状取得者(取得見込みの
者)でかつ幼稚園教諭、中学校教諭、養護教諭のいずれかの一種免許状取得者(取
得見込みの者)、平成25年度はさらに中学校教諭一種免許状取得者（取得見込み
者）へと拡大し、高度専門職業人として幅広い教育課題の解決に貢献できる教員
の養成を目指している。

○平成25年度より学校現場のニーズや幅広い教職キャリアの課題に対応した新た
な科目群の設定や修了要件の見直し等を図り、理論と実践の融合化を充実させる
体系的カリキュラムが編成されている。

○「到達状況シート」、「課題設定シート」、「週録」により、学生は学修の過
程を省察し、教員は学生の学修状況を把握する仕組みが構築されている。

○学生の修学や生活の状況に関する指導、助言は「教職大学院コラボレーション
オフィス」のコーディネーター及び実習担当が主となって担当するとともに、
「就職支援室」、「学生相談室」等の全学的体制によって組織的に行われてい
る。経済支援も全学的な支援体制に基づいて学部新卒学生、現職教員学生それぞ
れに応じて設けられている。
○平成25年度カリキュラム改編に伴い、教員の授業負担軽減に向けた調整・見直
しを図り、学部で担当する授業の負担軽減に向けた改善・努力を継続して続けて
きている。

兵庫教育大学（大
学院学校教育研
究科教育実践高
度化専攻）

教員養成評価機
構

鳴門教育大学（大
学院学校教育研
究科高度学校教
育実践専攻
）

教員養成評価機
構
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○教職大学院の教育研究組織及び教育課程に対応した施設・設備、図書・学術雑
誌等が十分に整備され、学生の研究及び実習等の実践準備等に有効に活用されて
いる。

○教職大学院の管理運営を充実させるために、「教職大学院コラボレーションオ
フィス」との協同運営体制よって、有機的かつ効果的な体制・組織が整備されて
いる。

○教員は自己点検・評価や学生による授業評価等に基づいて、授業改善に積極的
に取り組むとともに、教職大学院に相応しい教育課程、教育内容、教育方法等の
改善に向けての検討を組織的に行っている。

○教育委員会や連携協力校との日常的な連絡調整機関として「教職大学院コラボ
レーションオフィス」が機能している。また「鳴門教育大学と徳島県教育委員会
との教員人材育成連絡協議会」設置や各教育委員会との各種連携事業等を通し
て、有益な連携が図られている。

○カリキュラムポリシーに「人間教育実践リーダーコース」と「人間教育プロ
フェッショナルコース」で、育成したい人材とそのカリキュラムに対する考え方
がわかりやすく表現されている。

○週１回の特定の曜日ごとの学校における実習から１年次後期のまとまった期間
の学校における実習に変更するなど、カリキュラム改革に努力している。また、
実習の事前に「学習指導の方法研究Ⅰ」を実習中には「学習指導の方法研究Ⅱ」
を大学で履修し、実習の事前の準備と実習中の振り返りを行わせようとしてい
る。理論と実践の往還が企図されたカリキュラム改革である。

○ディプロマポリシーに「国内及び国外の多様な教育の制度、実践事例との比較
の中で・・・・視野の広い柔軟な思考力を育成します。」とされている。この考
え方を「教育課題実地研究」で具現化し、国内（奈良、富山）、国外（米国、中
国）に出かけて教育事情を実地調査するとともに現地の教育関係者との交流が行
われており、意欲的な活動である。

○給付型の奨学金が、創価大学教職大学院特別奨学金、創価大学教職大学院給付
奨学金、創価大学教職大学院創友会スカラシップ、創価大学教職大学院牧口記念
教育基金会奨学金等、充実して給付されている。

○教職大学院棟が完備し、自習室には学生ひとりずつにデスクが配当されてい
る。ラウンジや資料室などでは学生どうしの交流、協働による学習が行われる環
境が整っている。また、理科や美術、音楽に関する実験・実習の施設について
は、教育学部との共同使用ができるが、いずれも教職大学院棟の近傍にあり、学
生が活用しやすい環境がつくられている。

○教職大学院を所掌する事務組織が「教育学部・教職大学院事務室」という名称
で事務組織に位置付き、さらに「教育学部・教職大学院室」の事務職員11名のう
ち３名（専任職員２名、嘱託職員１名）を教職大学院事務室として配置してい
る。
○創価大学教育学部と共催する「教職大学院・教育学部フォーラム」を、外部に
も開かれた形で開催し、創価大学の教育への問題意識を内外に周知している。

○「教職大学院研究会（教職大学院ＦＤセミナー）」には学内外の研究者、教員
を講演者として年４回（2014年度、2015年度実績、ただし2015年度は予定を含
む）のＦＤ活動を行っている。教育の問題について学識を深めるとともに、内部
での課題を共有する機会となっている。

○実際の教育現場で、現状を把握・分析するための理論と課題解決を推し進める
ことのできる“School Leadership”を備えた「高度専門職業人としての教員」
「教育行政や学校管理職を担う人材」を育成することをめざし、また、そのため
の教育・研究活動を通して地域社会に貢献していくことも理念としている。

○研究者教員と実務家教員による理論と実践の往還型授業を行うために、教員組
織や教育課程にさまざまな工夫を行っており、特に基本科目群において、ほとん
どで研究者教員と実務家教員が協同で担当するオムニバス方式を採用しているほ
か、現職教員・学部新卒学生別の授業も開講している。また、平成27年度からは
「教育行政・管理職分野」を設け、「教育実践分野」３コースと差異化を強め、
より高度な専門性を養う態勢を整えている。

○入学時点で小学校教諭１種免許状を保有していない者にも幅広く門戸を開放す
るために、標準修業年限を超えて履修し小学校教諭１種免許状を取得することが
できる長期履修コース（３年・４年コース）を設置している。

○現職教員学生の実習卖位免除について、「教職経験評価基準」が設けられ、審
査手続きも明確になっている。

鳴門教育大学（大
学院学校教育研
究科高度学校教
育実践専攻
）

教員養成評価機
構

創価大学（大学院
教職研究科教職
専攻）

教員養成評価機
構

玉川大学（大学院
教育学研究科教
職専攻）

教員養成評価機
構
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○「教職専門実習Ａ」（10卖位）を１年次秋学期に集中的に実施し、修了年次に
「学校課題研究」（３卖位）を課して、成果として報告書（20,000字程度）を作
成させている。理論的教育と実践的教育の融合の促進を期し、平成27年度から、
２年次実習として、「学校実践研究」(２卖位)・「学校実践インターンシップ」
(２卖位)を選択科目として導入した。

○修了生の「フォローアップ研修」を年２回実施しており、そのうち秋開催のも
のを平成25年度から「玉川大学教職大学院学校教育実践研究会」として広く公開
し充実させている。

○ウェブサイト等が充実しており、教職大学院の活動を広く社会に周知しており
積極的な情報提供がなされている。特にウェブサイトは、専任教員がコンテンツ
管理を担当し、学生による「教職大学院ボイス」、専任教員による「教職大学院
コラム」のコーナーなど、更新・充実が図られている。

○教育課程編成の改善を図る仕組みが機能しており、さまざまな改善がなされて
いる。特に、教職大学院の授業づくり・教材開発を専任教員全体で進めるため
に、定期的にＦＤ委員会が企画し実施する教員相互の授業研究が実施されてい
る。

⑥公共政策

名　称 評価機関 テーマ 優れた取組
教育の内容・
方法・成果

○学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針の周知に関しては、新入学生に対
するオリエンテーションのみならず、学生募集要項、パンフレット、ホームペー
ジ、年２回開催する入試説明会、そして同窓会「鴻鵠会」のホームページを通じ
て広報活動に努めていることに加えて、今後、貴専攻が開催し、又は関与する各
種の講演会・セミナー等の機会も活用して、周知徹底を更に図ることとされてお
り、このように学生に対する周知に注力している点は、貴専攻の特色として認め
られる（評価の視点2-1）。

教育の内容・
方法・成果

○学生が主体となって年２回刉行している貴専攻の機関誌『公共空間』におい
て、修了生の活躍を紹介する場としてＯＧ／ＯＢの近況欄を設けているが、修了
生の活躍は貴専攻の固有の目的に従った教育の成果を体現するものといえるの
で、貴専攻の固有の目的の達成度を示すものとして、同誌を公表していること
は、特色ある取組みとして認められる。なお、貴専攻の固有の目的の達成状況を
より広く社会に伝達するためにも、今後『公共空間』の送付先の拡大等が図られ
ることを期待したい（評価の視点2-1）。

教育の内容・
方法・成果

○外国人教員の活用等により英語で思考・発表する能力の涵養が図られている点
は、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2-4、2-5）。

教育の内容・
方法・成果

○社会との連携強化を図るために、企業からの寄附講義の提供を受け、最前線の
実務家の講義を提供する取組みを行っていることは、特色として認められる（評
価の視点2-5）。

教育の内容・
方法・成果

○実務経験のある教員を中心に最先端の議論を紹介するものとすると同時に、
「クラスター科目」の配置により公共的な分野における喫緊の課題に対応する知
識を教授することに力を注いでいる点は、貴専攻の特色として認められる（評価
の視点2-18）。

教育の内容・
方法・成果

○貴専攻においては、外部資金を活用してさまざまな教育上の試みを実行してき
ており、貴大学の総長裁量経費の申請・採択を経て、各所における実地調査を実
施している点や、企業からの寄附講義により、ジャーナリズムや地域再活性化の
第一線で活躍している専門家の視点及び経験が提供されている点などは、貴専攻
の特色として認められる（評価の視点2-21）。

教育の内容・
方法・成果

○「リサーチ・ペーパー」の成績評価について、「教育部教授会」での合否判定
の透明性を確保するため、公開の場における発表を要件としている点は、特色あ
る取組みとして認められる（評価の視点2-25）。

教育の内容・
方法・成果

○貴専攻においては、修了生を対象としたアンケート及び修了生を複数受け入れ
ている機関に対するアンケートを実施しており、この結果の分析を通じて、自身
に対するニーズの把握に努めている。さらに、これらのアンケート結果について
は、「ＦＤ会議」でも議論がなされるとともに、隔年開催の「外部評価委員会」
においても委員の意見を求めて、今後の教育改善の方向を検討することとされて
いる。これらの点は、特色ある取組みと認められる（評価の視点2-33）。

学生の受け入れ ○入学志願者に適切な情報を伝える試みとして、「職業人選抜」の志願者を対象
とした入試説明会では、参加者と在籍学生の有志とによる意見交換の場がもたれ
ており、特色のある取組みとして評価できる（評価の視点4-10）。

学生支援 ○学生ごとに実務家教員を「進路指導教員」として配置する体制を敷いており、
このように学生の進路指導にきめ細やかな対応がなされている点は、長所として
評価することができる（評価の視点5-1）。

京都大学 大学基準協会

玉川大学（大学院
教育学研究科教
職専攻）

教員養成評価機
構
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学生支援 ○学生の自主活動として定着しているものとして、貴専攻の機関誌でもある『公
共空間』の編集活動があり、同誌を現役学生が自主的に執筆・編集し、年２回定
期的に発行することを奨励・支援している点は、長所として評価することができ
る（評価の視点5-8）。

学生支援 ○2013（平成25）年度より、インターンシップへの取組みを奨励するため、交通
費の経済的支援を開始するとともに、2015（平成27）年度からの国家公務員試験
制度改革に備え、2014（平成26）年度より、英語学習支援策の一環としてＴＯＥ
ＦＬ®及びＴＯＥＩＣ®の受験料支援を開始したことは、特色のある取組みとして
認められる（評価の視点5-5）。

教育研究等環境 ○ＲＰＧ室や講義室には、国際会議や高度なＲＰＧ・シミュレーション・プレゼ
ンテーション及び教室間・遠隔地間の講義や会議を可能にする同時通訳システ
ム、会議録音録画システム、双方向インターフェース情報通信システムが設置さ
れており、長所として評価することができる（評価の視点6-1、6-6）。

管理運営 ○貴専攻にあっては、設置母体である貴大学大学院法学研究科及び経済学研究科
との連携を図ることができるよう「連携研究部教授会」を設置し、同教授会の構
成員として、両研究科の研究科長及び研究教育評議員が参画できるようにしてい
る点は、管理運営体制に関する特色ある取組みと評価することができる（評価の
視点7-1、7-6）。

点検・評価、
情報公開

○「外部評価委員会」による継続的な評価は、貴専攻の教育内容を社会的ニーズ
に適合させるため優れた取組みであり、この結果について貴専攻の全構成員が参
加する「ＦＤ会議」において議論し、必要な改善策を講じている点は、長所とし
て評価することができる（評価の視点8-5）。

点検・評価、
情報公開

○貴専攻の固有の目的には、最高水準の研究実績に裏打ちされた実務的教育の実
践による原理的知識と実践的知識の真の融合、それを通した公共的な見地から考
えようとする幅広い視野と倫理観の養成という特色が認められるが、「評価・広
報委員会」の下、２年ごとに自己点検・評価を実施しており、とりわけ貴専攻特
有の点検項目を策定・公表している点は、特色のある取組みとして認められる
（評価の視点8-5）。

点検・評価、
情報公開

○国・地方自治体や民間企業・ＮＰＯ団体等との連携強化を目的として、「社会
連携室」を設置し、教員よる専門的知見を活かした社会的活動を学内外に知らし
めようとすることは、貴専攻の固有の目的に即した情報公開活動の一環としての
特色ある取組みと評価することができる（評価の視点8-9）。

使命・目的 ○政府部門、民間部門、ＮＰＯ、ＮＧＯその他の諸部門相互が協働し、公共の諸
問題の解決にあたるという公共経営の理念を目的及び教育目標に掲げ、これらの
多様な関係部門を対象とすることを明確に示しつつ、バランスのとれた政策立案
やその評価等の能力を養成するために、学部新卒者に加えて、公共の問題解決に
関わる社会人を受け入れの対象としていることは、貴専攻の特色として認められ
る（評価の視点1-4）。

教育の内容・
方法・成果

○理論と実務の架橋教育を実践するために、「実習科目」における地方自治体で
のフィールドスタディやフィールドワークの導入、現職公務員等による「ポリ
シースタディ科目」や「インターンシップ科目」等の開設、リサーチペーパーの
作成に向けた研究指導を導入していることは貴専攻の目的に即した特色ある取組
みとして評価することができる（評価の視点2-2、2-5）。

教育の内容・
方法・成果

○貴専攻におけるリサーチペーパー作成指導に関して、入学選考という早い時点
から研究・履修指導が開始される点や、研究者教員と実務家教員の組合せによる
メインとサブのアドバイザーが配置される点、全教員参加のリサーチペーパー中
間報告会が制度化されており、一層幅広い視点で研究指導を行う機会が確保され
ている点は、学生に対するきめ細やかな対応として高く評価することができる
（評価の視点2-14、2-16）。

教育の内容・
方法・成果

○地方自治体の協力による「フィールドスタディ科目」や、フィールドワークに
取り組みやすくするために設けられた各学期２回ずつ連続３日間設定された「プ
ロジェクト期間」制度、各界指導者を招聘し討議を行う「ケーススタディ科
目」、報道機関、議員事務所、自治体、マニフェスト普及活動団体等での「イン
ターンシップ科目」、教員が責任者となる「プロジェクト研究所」制度による実
践的研究プロジェクトへの学生の参加は、実務志向の授業方法として高く評価さ
れるものである（評価の視点2-18）。

京都大学 大学基準協会

早稲田大学 大学基準協会
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⑦産業技術

名　称 評価機関 テーマ 優れた取組
教育組織 4(6) ○書面審査および実地審査を通じて、各教員が高い業績および高度な指導能力を

兼ね備えていることを確認した。さらに、専任教員が、(i) 当該専攻が対象とす
る分野について、教育上または研究上の業績を有する者 4名、(ii)当該専攻が対
象とする分野について、高度の技術・技能を有する者 4名、(iii)当該専攻が対
象とする分野について、特に優れた知識および経験を有する者 5名と３分類にバ
ランス良く配置されている点が特筆に価する。

教育組織 4(7) ○実務家教員は、それぞれ実務経験との関連の深いPBL科目およびその前提科目
を担当している。実務家教員が5名いる中の3名が15年以上の実務経験を有してい
る点は特筆に価する。

教育組織 4(15) ○学生による授業評価を踏まえたアクションプランを各教員が作成している。ま
た、FDフォーラムは学外有識者を招いて年2～3回行われている。AIIT FDレポー
トは年2回発行されており、FD活動をまとめて学内外に広く配布している。こう
した活動の結果は、達成度評価でのルーブリック採用や、AIITブレンデッド・
ラーニングの実施など、いくつもの先導的な教育改善に結実している。

教育環境 5(7) ○科学研究費補助金のほかに、「情報技術人材育成のための実践教育ネットワー
ク形成事業（enPiT）」の文部科学省補助金、文部科学省からの２件の事業受託
（「成長分野等における中核的専門人材養成等の戦略的推進事業」、「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」）、品川区からの事業受託、共
同研究など、活発に外部資金の獲得を行っている。

特色ある教育研
究活動 8(1)

○高等教育動向に関する情報収集能力の高さ、それを取り込む教学組織の柔軟性
は、AIITブレンディッド・ラーニング、ディプロマ・サプリメント、PBL型教
育、AIIT卖位バンク制度、プレスクール、複線型教育システム、Knowledge Home
Port制度など、多くの事例に見ることができ、高く評価できる。

名　称 評価機関 テーマ 優れた取組
2-2.教育課程編
成方針に沿って
理論的教育と実
務の架橋留意し
た体系的な教育
課程の編成

○「フィールドプロジェクト」や「起業プログラム」は、専門職大学院として特色ある科目で
あり、日本人だけではなく留学生にもブランドを立上げた修了生が輩出していることは
評価できる。

2-4.卖位認定、
修了認定等の要
件設定と運用及
び教育目的の達
成状況の点検・
評価の適切性

○「パターンメーキング技術検定1級」の合格率が全国平均に比して極めて高いことは
評価できる。

5-1.教育研究目
的を達成するた
めの施設・設備
の有効性

○教育研究のための最先端の設備を備え、院生が自由に活用できる環境を整備する
ことにより教育効果を上げていることは評価できる。

⑧ファッション・ビジネス

文化ファッション大
学院大学（大学院
1研究科2専攻）

日本高等教育評
価機構

産業技術大学院
大学産業技術研
究科情報アーキテ

クチャ専攻

日本技術者教育
認定機構
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⑨公衆衛生

名　称 評価機関 テーマ 優れた取組
１ 使命及び目
的

○貴大学の中長期計画に沿って、グローバル化を強く志向し、米国公衆衛生教育
協議会（ＣＥＰＨ）の定める５領域の設定・「コンピテンシー基盤型教育」の導
入など、グローバルスタンダードに則ったカリキュラムや組織編制（我が国で初
の独立した公衆衛生専門職大学院）を強みとし、米英の有力大学との連携、アジ
アにおける国際交流、教員交流、学生交流等を進めている。こ
のことは、貴大学の建学の精神である「実学」の理念を具現化する取組みとして
高く評価できる（評価の視点１－４）。

２ 教育の内
容・方法・成果
（２）教育方法
等

○各学生に対して教員１名がアカデミックアドバイザーとして割り当てられ、学
生のこれまでの学習・職務に関する履歴に応じて、きめ細かな指導を行うととも
に、毎月の教員会議で担当の学生の情報を報告し、教員間で学生の状況を共有す
ることにより、チーム指導体制が採られている点は高く評価できる（評価の視点
２－10）。

２ 教育の内
容・方法・成果
（２）教育方法
等

○学生全員に「課題研究」を必修とし、講義・実習が尐人数で行われている点を
活かして能動的な授業を多く実施することで、公衆衛生の実務能力の教育を行っ
ている点は、高く評価できる（評価の視点２－11）。

帝京大学（大学院
公衆衛生学研究
科公衆衛生学専
攻）

大学基準協会
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