
資料２

１．大学

名　称 評価機関 テーマ 優れた取組

教育課程・教育
内容

○学士課程における「全学共通履修科目」のうち、日本語表現、言語活用、コン
ピュータ活用の各科目は学生の能力・意欲に応じて、高いレベルの内容を履修で
きる体系性を備えた仕組みになっている。また、社会で生きる实践力の修得をめ
ざして開設されている、ボランティア活動や国内外でのインターンシップ等から
構成される多様な「体験教育科目」は、学生の主体的な活動を活性化させるもの
として、大きな特色となっている。さらに、天津外国語大学とのダブルディグ
リー制度を2008（平成20）年度に開始して以降、中国とは学期の開始・終了時期
が異なるという困難があるにもかかわらず、相互派遣を維持して、ダブルディグ
リー取得者をほぼ毎年輩出していることは、評価できる。

社会連携・社会
貢献

○コミュニティ・コラボレーションセンターでは、多くの学生がセンターに登録
し、さらにその約半数が实際にボランティア活動を行っており、評価すべき効果
を上げている。また、2009（平成21）年度から、同センターに「チャレンジファ
ンド」が創設され、それらの資金を得て多くの学生団体が活発な自主的活動を
行っている。同センターの活動は、「ファシリテータ養成講座」「ボランティ
ア」「企画立案の基礎」などの設置へとつながり、教育効果も生み出しているこ
とは評価できる。

社会連携・社会
貢献

○健康・医療・教育センター（ＡＨＳＭＥＣ：アースメック）は、クリニック、
心理臨床相談审、健康相談审、心理医療科学研究科の４つの専門機関で構成さ
れ、特に、クリニックと心理臨床相談审は、年々利用者が増加するなど地域医療
に大きく貢献しており、評価できる。

藍野大学 大学基準協会 教育課程・教育
内容

○医療保健学部では、貴法人の「病める人々を医やすばかりでなく慰めるため
に」という教育理念を实現するために、すべての学科に共通する必修科目とし
て、多職種連携を学ぶ「シンメディカル論」を配置している。この科目では、实
際の症例を想定し、複数の教員による合同での指導のもと、各学科の３年次（臨
床工学科は４年次）の学生が学科の垣根を越えてグループ討議を行っており、こ
れにより学生が専門職としての自らの役割を考えると同時にチーム医療のあり方
を学び、臨地实習に円滑に進めるよう配慮されていることは評価できる。

教員・教員組織 ○大学教員としての成長を支援し向上させるための指針となる「ＦＤマップ」の
活用によって、各教員自らが目標とすべき事柄等をより明確にすることができ
る。また、若手教員の研究発表を学科間横断で实施することにより、研究活動の
活性化につながっている。このように、教員の資質向上を目的とした取組みが積
極的に行われていることは評価できる。

社会連携・社会
貢献

○「ヘルスリテラシー」向上という貴大学の目標達成に向けて、公開講座や地域
での人材養成のための研修の实施、学生によるボランティアなど、青森県内の自
治体やＮＰＯ法人等と連携しながら、県が策定した「健康あおもり21（第２
次）」に公立大学として応えるために取り組んでいる。特に、青森ねぶた祭の運
行に高齢者や障がい者を車椅子のまま参加できるように支援するボランティア活
動として「ケア付き青森ねぶた（じょっぱり隊）」があり、学生にボランティア
活動の学習の機会を与え、ノーマライゼーションを啓発・普及させることの一翼
を担っていることは評価できる。

愛媛県立医療技
術大学

大学基準協会 社会連携・社会
貢献

○地域交流センターが核となり、質の高い保健医療従事者の育成をテーマにした
各種プログラムを福祉機関や研修实施機関等に提供している。近年の取組みとし
ては、愛媛県西予市の福祉事務所と連携し、地域の实態に即した地域包括ケアシ
ステム人材育成プログラムの開発を行っており、県と地域との橋渡し役を担うと
ともに大学の教育研究機能及び教育研究成果を有効活用して、開学以来、継続的
に地域社会へ貢献していることは、貴大学の目的を体現する取組みとして評価で
きる。

教育研究組織 ○教学理念である「人間的实学」の具現化として、日本経済史研究所は、世界の
中の日本、アジアの中の日本という広い視野から経済史研究にとって有意義な史
資料の収集などを通じて、経済史研究の発展に寄与している。また、中小企業・
経営研究所は、中小企業に関する専門研究機関として中小企業研究及び企業研究
の分野において先進的に活動を続けている。このように両研究所ともに、研究成
果を積極的に社会に還元しており、このような類例を見ないユニークな研究所を
設置していることは評価できる。

大学基準協会

青森県立保健大
学

大学基準協会

大阪経済大学 大学基準協会

平成28年度实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28年度に認証評価を受けた大学、短期大学、高等専門学校、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。

愛知淑徳大学
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教育課程・教育
内容

○人間科学部の初年次教育では、１年次の春学期に必修科目として開設している
「人間関係の理論と实践」において、人間関係の構築やコミュニケーションの理
論を学んだうえで、キャンプ实習を行っており、人間関係作りと人間関係能力を
高めることを目的とした科目となっている。これにより、「人間を様々な角度か
ら研究する」という同学部の教育目標を体現し、学生自らが人間関係を豊かに構
築するための知識・理論を学んでいることは評価できる。また、２～４年次のボ
ランティアスタッフの学生が参加することで、人間関係作りの实践や協働性等を
培う貴重な場となっており、双方への教育効果があることも評価できる。

教育方法 ○「ゼミの大経大」というスローガンに合わせて、活発なゼミ活動が展開されて
いる。なかでも「ZEMI-１グランプリ」と称される全学部を対象としたゼミ対抗
の研究発表大会を、日ごろのゼミ活動の成果を発表する場として設けている。こ
の大会は、学生有志の实行委員によって实施され、審査員として教員のみならず
多くの企業関係者が協力し、上位入賞チームは、合同学術発表会「西日本インカ
レ」に出場するという仕組みとなっており、ゼミ活動を活性化させるだけでな
く、さまざまな分野の研究を知ることにより学生の視野を広げることにつながっ
ていることは評価できる。

社会連携・社会
貢献

○高齢者の健康増進を目的とした「きさんじ塾」（資料８-11）とスポーツ指導
や学習支援を行う「大経大キッズカレッジ」（資料８-12）を通じて、大学と地
域の交流を進めている。キッズカレッジでは学生が地元の小学生を指導するス
ポーツ教审のほか、「だいけいだい教审」では教職志望の学生による学習支援を
行っており、子どもが楽しんで学ぶ場を提供している。また、「きさんじ塾」で
は、学生が高齢者への運動指導を行い、健康サポートをしており、一方で受講者
や修了者が学園祭や季節ごとに学内でのイベントを開催するなど、大学と地域住
民の双方向による交流がなされている。これらのさまざまな活動によって、学生
を巻き込んだ地域コミュニティを形成し、地域・社会に貢献していることは評価
できる。

教育課程・教育
内容

○医療系学部等と大学附属の４病院との連携のもと、チーム医療教育に好適な教
育環境等を生かし、安全で良質な医療の实践者を育成する「チーム医療教育プロ
グラム」を实施している（資料4(2)-116）。チーム医療に関する講義、演習、病
院实習からなる体系的なプログラムを通じて、他職種の知識や技術、相互理解や
連携など、総合的な实践力を身に付けるための機会を提供しており、教育効果及
び学生満足度の高い教育課程を編成していることは評価できる。

教育課程・教育
内容

○農学領域や医学領域の知の統合による農医連携の教育において、「食と健康」
「動物介在医療」「東洋医学の普及」を中心に、汎用的かつ实践力を養える学部
横断的な教育プログラムを实施している。また、2013（平成25）年度に農医連携
教育研究センターを開設したことにより、さらなる発展と支援が行われている。
これらは、農と医の複眼的視点を持つ問題解決型の人材を育成する取組みであ
り、プログラム受講者の成績が向上するなど教育効果も高く、特色ある取組みと
して評価できる。

教育方法 ○学内公募により大学における教育改革の推進を目指した取組みに対して、「学
長助成金」による支援を行っている。語学教育の充实のため、短期語学研修の導
入に向けた視察費用が支援され、その結果、語学研修が实現し、学生満足度の高
い研修が实施されている。また、看護学部では「助産学实習」において、クラウ
ド型教育支援システムを活用した遠隔教育を導入し、授業の一環として助産師を
志す学生が高等学校に出向き胎動体験を行っている。体験を受けた生徒の作文が
県主催コンテストで受賞するとともに、看護学部の取組みが評価され、担当教員
が表彰されている。貴大学の教育改善だけでなく、これらの活動を通じて、学術
国際交流活動や高等学校教育などにも波及効果があり、成果を上げていることは
評価できる。

教育課程・教育
内容

○教育学部、外国語学部及び看護学部の学部横断型教養教育システムとして
「Yawaragi Basis」を設け、３学部の学生が共に学び、専門分野の枠組みを超え
て求められる知的思考や技法の獲得を目的としている。このシステムでは、建学
の精神を示す理念の１つである「和」を中心に、哲学や語学力、歴史・文化に関
する科目、地域や環境、社会との関わりを考える科目などを「共に生きる」「共
に支えあう」「共に学ぶ」「共に拓く」の４概念に分類し、教養科目群を編成し
ている。これによって、建学の精神に基づく教養科目が体系化されており、学部
の専門分野を超えて、幅広い常識力を身につけ、社会や人間に対する理解力を育
成していることは評価できる。

教育方法 ○教育学部における取組みとして、岐阜市をはじめとする地域の教育委員会との
協定をもとに幼稚園・小・中学校と連携し、各学年で教育現場での实習・体験を
取り入れた教育を行う「クリスタルプラン」を継続して实施しており、教育学部
の「ＧＰ委員会」及び外部の教育関係者を含めた「ＣＰ委員会」において取組み
の検証を重ね、効果的に運用している。具体的には、学生が目標を持って实習に
取り組むとともに教員と目標を共有するために、13の基本的視座のもと求める教
員像に必要な能力や対応する实習科目を示した「クリスタルプラン評価観点」を
策定・改定し、「クリスタルプラン」の到達目標を明らかにしている。この評価
観点を用いて、学生による自己評価に加え、教員による評価を行い、結果を学習
支援システム内にポートフォリオとして管理し、学修履歴を示すことで段階的な
实践的指導力の修得を可視化していることは評価できる。

大阪経済大学 大学基準協会

北里大学 大学基準協会

岐阜聖徳学園大
学

大学基準協会
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教育方法 ○多くの授業でアクティブラーニングを採用し、学生の主体的な参画を促す授業
を实践している。また、各コースにフィールドワークを伴う特徴的な専門科目を
設置し、さらに「共愛コア科目」の地域理解科目群として地域におけるＰＢＬや
サービスラーニングを实践する「地域实践演習」を展開している。その発展形と
して、サービスラーニングターム制度のもと、地域における活動に約半年間専念
する「長期インターンシップ」や「Regional Project Work」を開講するなど、
アクティブラーニングをさまざまに展開し、充实させている。これらの教育方法
は、学生の主体的学習を促進させ、学外におけるさらなる学びに繋げていくとい
う成長のサイクルを实現している。卒業時には大多数の学生が「大学で力がつい
た」と实感するなど、教育の質向上を目指してアクティブラーニングに組織的に
取り組み、顕著な教育効果を上げていることは評価できる。

教育研究等環境 ○アクティブラーニングの推進や学生の主体的な学習活動を行うことを目的とし
て新設された「KYOAI COMMONS」は、ハード面の充实にとどまらず、コンシェル
ジュやＩＴサポートによる学習支援が提供され、学生の自主的な活動及び授業外
学習の促進に大いに貢献している。さらに、学びと集いの場として学生にも認知
されており、壁やしきりを取り払い、そこに集う学生たちの活動が可視化される
ことが学習意欲の向上の一助となり、学年や専攻・コースの垣根を越えた学生間
の交流が生まれている。このように「学生中心主義」の行動指針を体現する、自
ら考え・学び・協働する学習のプロセスが定着し、日常的に学生の主体的な学習
活動に繋がっていることは評価できる。

社会連携・社会
貢献

○「地域との共生」の行動指針のもと、多様な社会連携・社会貢献に取り組み、
その实績が基盤となって「地（知）の拠点整備事業（ＣＯＣ）」等に採択され、
社会との関係が加速度的に深まるという好循環を生んでいる。また、大学が地域
にサービスを提供するだけでなく、多くの学生によるサービスラーニングを通じ
て、学生の学びと地域へのサービスが同時に展開される「地学一体化」を図り、
大学と地域の双方が互いに恩恵をもたらす関係にある。特に、地域との連携プロ
グラムの一つである「Regional Project Work」に参加した学生は、授業終了後
も地域との関係を持ち続け、自らその取組みを継続するためのプロジェクトを立
ち上げリーダーシップを発揮するなど、学生が自主的な組織づくりを行い、地域
との継続的な関係を構築する力を得ることに貢献するなど、貴大学の目指してい
る教育に資する取組みとして、顕著な成果が上がっていることは評価できる。

教育方法 ○教育支援研究開発センターが行う全学ＦＤ活動において、授業改善に取り組む
学生によるＦＤ団体（学生ＦＤスタッフ「燦」）との連携が積極的かつ継続的に
行われている。具体的には、学生ＦＤ団体との意見交換会で意見聴取を行うなか
で、講義開始後６週までに受講学生からの声を受け、实施翌週に教員から学生に
改善策を提示する「教員－学生間の対話シート」を示す方式を全科目で導入し、
シラバス項目の追加や変更につなげるなど、学生目線を取り入れた教育方法の改
善に効果がみられることは評価できる。

学生支援 ○「教学センター」が主体となり、入学前から卒業まで一貫して総合的な学生の
修学を支援する仕組みとして「つなぎプロジェクト」を構築し、各学部の修学支
援体制と連携している。これに加えて、「進路・就職支援センター」「コーオプ
教育研究開発センター」における独自に企業を開拓する長期インターンシップで
ある「むすびわざコーオププログラム」を３年次に設けており、これらの結果や
相談記録を「学びのポートフォリオ」に統合してまとめることで、各部門で情報
共有し、学修歴を可視化している。このように入学から卒業まで、修学及び進
路・就職支援を系統化、段階的に行うことで、学びの定着とキャリア形成を両立
させ、修学意欲と就職希望者に対する就職率の向上につながっていることは評価
できる。

社会連携・社会
貢献

○共生拠点機能の充实及び研究を生かした社会貢献を目標とし、「鳥インフルエ
ンザ研究センター」では京都府や企業等と共同で家畜伝染病まん延防止のための
輸送用「防疫バッグ」を開発し、京都府の感染病防疫体制構築に寄与する取組み
を行っている。また、日本各地の災害の発生時にはボランティアを積極的に派遣
するとともに、京都市下京区との協定により、「むすびわざ館」を災害時のボラ
ンティア活動の拠点として整備・活用するなど、防疫・災害など社会的な課題へ
の解決に取り組んでいる。さらに、地域への貢献として、神山天文台での研究活
動と連携した天文学習を中心に小中高生を対象とした学習プログラムを設けてお
り、公開講座である「むすびわざ講座」の継続的实施などを行っている。これら
の活動により、立地を生かした地域への知の還元を行っていることは評価でき
る。

教育課程・教育
内容

○看護学部において、「人によりそう看護」「異文化の理解」「ライフサイク
ル」を基軸に、教育目標・年次ごとの到達目標と科目群を対応させたマトリック
ス型にカリキュラムを編成することで、科目ごとに涵養する技術能力を明確にし
ている。そのうえで、「キャリア開発演習」を各年次に開講しており、１・２年
次には、大学生として求められる一般知識や、専門科目を学ぶ上で求められる、
読む、書く、調べる等の能力を修得し、看護専門科目を学んでいくなかで必要と
なる情報活用能力や論理的思考力を涵養している。これを踏まえ、３年次では、
看護の事例検討を通じて学生自らの課題を明確にし、４年次では、総合的に振り
返るとともに、自らのキャリアをデザインし、看護専門職としての方向性を見出
している。また、学生はこれらの科目のなかで、到達目標の達成度を検証してお
り、自らの修得状況を確認できる教育課程としていることは、評価できる。

共愛学園前橋国
際大学

大学基準協会

京都産業大学 大学基準協会

京都橘大学 大学基準協会
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教育方法 ○人間発達学部において、初年次より学科の特性に応じた教育方法を展開してい
る。英語コミュニケーション学科では、２年次後期の海外留学を中心とした「多
文化理解プログラム」を学習の核として、１年次より異文化理解を促すディス
カッション等の準備教育を行っている。くわえて、共同研究审を「サロン」とし
て開放し、学生の自主学習及び３～４年次生からの助言を受けられる場を設けて
いるほか、英語運用能力の向上を図るため、学生に対してＴＯＥＩＣ®の到達目
標を数値で提示し、プログラムの实施前後など複数回のＩＰテストを实施するこ
とで、語学力の向上を検証している。また、児童教育学科では、初年次から「研
究入門ゼミナール」のなかで課題解決型学習（ＰＢＬ）を取り入れているほか、
近隣小学校への学校フィールドワークを行い、情報の共有・議論を通じて、課題
解決能力を養成し、主体的な学びの機会を設けている。これらにより、語学力や
教育に関する知識等の修得のみならず、コミュニケーション能力や自ら学ぶ姿勢
を身につけていることは評価できる。

教育方法 ○現代ビジネス学部において、教学理念のひとつである「臨床の知」を实践する
取組みとして、２年次を中心に座学に加えて、企業経営や金融、観光、公共政策
等のコースごとに、多くの科目で課題解決型学習（ＰＢＬ）を取り入れており、
企業への事例調査や、企業からの依頼を受けて製品開発に取り組んでいるほか、
京都府や近隣地域における観光資源や文化資源を発見し、観光計画を立案するな
どフィールドワーク等を通じて、理論と实践を両輪とする教育を行っている。そ
のために、コース選択の際には、学生に将来計画に関するレポートを課し、適正
なコース配属を行うことでそれぞれの分野における課題解決能力や实践力を涵養
していることは、評価できる。

学生支援 ○学生支援に関する基本的方針に則り、クラスアドバイザー制度を設け、専任教
員が一丸となり、保健审や学生支援課等各部署と連携しながら、学生の出欠状況
の確認のみならず、学生生活全般の支援を継続して行っている。また、クラスア
ドバイザーが学期又は学年で交代することで、複数の教員からの多様な助言を受
けられるようにしており、そのため面談等の記録を「学生カルテ」に記載し、こ
れをイントラネット上に掲載することで、情報共有とともに円滑な引き継ぎを
行っている。このように、４年間を通じて学生に寄り添った学生支援をしている
ことは評価できる。

学生支援 ○学生支援の一環として、先輩学生(オリター)による、新入生に援助・指導を行
う「オリター制度」を設け、新入生プログラムの一部を企画・運営し、同プログ
ラム終了後も、新入生の授業や、資格取得のサポートのほか、友達づくり等の大
学生活に関する不安を払拭することなどに貢献している。また、オリターには事
前研修を实施することで援助・指導ができるよう工夫している。新入生の大学生
活への円滑な移行を促すとともに、オリター自身にとっても、自分発見、自己成
長の機会になるなど、特色ある支援システムとして機能していることは評価でき
る。

社会連携・社会
貢献

○地域団体と教職員や学生によるそれぞれの課題を共有する場として「橘セッ
ション」を開催しているほか、看護学部及びセンターのもつ知的資源や教育資源
を活用し、「たちばな健康相談」では、地域の住民の健康問題の解決に取り組ん
でいる。また、小学校入学前までの年齢の子どもとその保護者を対象とした「パ
パとママのこころ育て広場」を開催し、悩みを共有・解決する場を提供するな
ど、大学の持つ知的・教育資源を活用して、さまざまな活動による社会及び地域
の課題解決に継続して取り組んでいる。これらの活動を「地域連携センター」に
おいて集約し、醍醐中山団地に分审を設けるなど、取組みを発展させながら地域
連携の拠点として学生や教員が地域住民と協働で地域貢献活動を行っていること
は、評価できる。

学生支援 ○学生支援の方針に基づき、学生の研究発表会、課外活動、自主的活動等に対
し、活動スペースの提供や楽器の貸し出しを行っている。また、課外活動団体に
対して多くの助成金を交付するなどさまざまな支援を通じて、学生の活動をより
活発化させるとともに、学生が自分の将来を考えたり、学びを深めたりする幅広
い修学の機会を提供している。これらは、貴大学の基本的理念に即し、かつ、音
楽大学ならではの専門性を生かした積極的な学生支援として、評価できる。

社会連携・社会
貢献

○「自由、自主、自律の精神を以て良識ある音楽家、教育家を養成し、日本およ
び世界の文化に寄与する」という大学の基本的理念を踏まえて、「親子で楽しめ
る国立音楽大学ファミリー・コンサート」をはじめとする多彩な催しを継続的に
实施し、多数の近隣住民の参加を得るなど、地域との連携を中心に幅広い領域に
おいて積極的に社会貢献活動を展開していることは、評価できる。

教育課程・教育
内容

○全学共通科目において１年次に地域と防災の観点から熊本県内の課題を考える
「もやいすと（地域）ジュニア育成」及び「もやいすと（防災）ジュニア育成」
を設け、１～４年次の選択必修科目として「新熊本学」を設けるとともに、各学
部専門科目の「地域志向科目」や地域志向研究への参加を通じて、地域社会と協
働して課題解決に取り組む人材を育成している。さらに、ボランティア活動への
従事を推奨し、最終的に４年次の地域連携型卒業研究につなげる「もやいすと育
成システム」を構築している。このように学内の地域に関する諸活動を包括し、
学部を横断して取り組むことで学生が主体的に学ぶ力を養成し、地域社会に貢献
する人材を育成する教育課程となっていることは評価できる。

京都橘大学 大学基準協会

国立音楽大学 大学基準協会

熊本県立大学 大学基準協会
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学生支援 ○就職内定を受けた４年次生をアドバイザー（キャンパス・キャリア・エンジェ
ル）として指名し、３年次生を対象に業種別の就職相談を行っている。このアド
バイザーは、学部及び内定先の業種を勘案し、偏りが生じないように選考されて
おり、キャリアセンターを中心に、研修会を通じて相談者としての育成を図ると
ともに、振り返りの機会を設けて情報を共有している。このような就職支援に特
化した「スチューデント・アドバイザー制度」は、熊本県内での就職希望者が多
いという貴大学の特性に応じた就職支援であり、实際の就職活動について経験者
から助言を受けられる仕組みとして評価できる。

群馬県立女子大
学

大学基準協会 社会連携・社会
貢献

○「外国語教育研究所」において、地域の高校生を対象として英語学力向上を目
指す「明石塾」や「明石杯」の開催、「群馬学センター」による県民も参加でき
る公開授業や出前授業の实施、「地域日本語教育センター」では、日本語教員養
成プログラムを大学生と県民ボランティアに提供し、地域在住外国人向けの漢字
教材を作成するなど、大学の目的を踏まえ、研究所やセンターの特性と地域性を
生かした各種の社会貢献を積極的に展開しており、評価できる。

理念・目的 ○神道精神に基づく建学の精神や目的を全学の教育体制の中で周知しており、各
学科の修学指導及び全学部共通科目の必修科目である「皇学入門《神道と日本文
化》」や「伊勢学」、アクティブ・ラーニングの試みでもある「伊勢志摩共生
学」等を通じて、建学の精神や目的の浸透が図られている。これらの取組みによ
り、建学の精神や目的を学生が理解していることは、卒業時アンケートの結果か
らも確認でき、建学の精神や目的が学生に浸透している点は評価できる。

教育方法 ○文学部において、「カリキュラム改革検討委員会」が实施した学生の授業評価
アンケートの結果に基づいた教育成果の分析・検証を経て、神道学科では「神道
英語」などの科目を新設し、国文学科では科目名称の変更を行った。さらに、国
史学科では史料講読能力の向上を図る「基礎史料講読」などの科目を新設し、コ
ミュニケーション学科では心理学関係の科目新設などが实現しており、授業評価
アンケートの結果をカリキュラム編成に生かしている。これらの取組みは、教育
内容・方法等の改善を図るものとして、評価できる。

社会連携・社会
貢献

○貴大学再興時より開設されている「皇學館大学月例文化講座」は、教員の研究
成果を市民に還元するものであり、大学の社会貢献という使命を早くから遂行す
るものとして特筆に値する。また、神道に関わる貴重な資料を展示する学内施設
「皇學館大学佐川記念神道博物館」は本物に触れる機会を学生に提供するにとど
まらず、研究成果を社会に還元する施設となっている。さらに、学外訪問者のた
めに日本語及び英語で博物館案内リーフレットを作成し、館内展示物の解説を日
英併記とするなど、多様な学外訪問者が研究成果に基づいて神道理解を深められ
るよう努めていることは評価できる。

社会連携・社会
貢献

○「伊勢志摩定住自立圏共生学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」のうち「伊勢志摩定住自立圏共
生学Ⅲ（１・２・３次産業基本論）」「伊勢志摩定住自立圏共生学Ⅳ（６次産業
化实践論）」については、連携する自治体職員のほか、農林水産業・６次産業・
観光産業等の従事者や支援する機関・団体職員等も科目等履修生として受け入れ
を行い、行動できる「アクティブ・シチズン（自分で考え、行動できる市民）」
の育成のための教育プログラム作りと大学教育の質的転換及び地域課題研究体制
の構築に取り組んでいる。この一連の取組みによって、学生の成長と地域社会の
活性化が連動して高い成果を上げており、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。

学生支援 ○語学科の学生がそれぞれ専攻する言語で演劇を上演する「語劇祭」において、
学生の自主性を尊重しつつ、発音指導や資金援助、稽古場提供のほか、海外から
の派遣講師にも指導を要請するといった積極的な支援を行っていることは、貴大
学の理念に沿った学生の語学力向上・異文化理解を促進する取組みとして、評価
できる。

社会連携・社会
貢献

○第２期中期計画に掲げられた「ボランティア活動の支援」に係わって、「地域
連携推進センター」を中心に、国際交流センター、ボランティアコーナー等の部
署と連携し、国際協力に係わる活動に注力している。さらに、神戸市や兵庫県、
県内企業からの要請に応え、国際スポーツ大会や国際学会等の会議、イベントに
複数言語に対応できるよう、通訳ボランティアとして学生を多数派遣しているこ
とは、外国語大学としての特性を大いに生かした、「国際都市神戸への貢献」に
資する取組みとなっている。このことは、第１期中期計画から引き継がれてき
た、「神戸市や地元企業と連携して、本大学がもつ知的資源をさまざまな形で地
域社会に提供し、文化・社会・経済面での活性化を図る」という基本目標の实践
として、評価できる。

神戸市看護大学 大学基準協会 教育方法 ○「健康学習論」「在宅看護論」「災害看護Ⅱ」「健康支援学实習」等の科目に
おいて、地域住民が模擬患者として参加する住民ボランティアを導入し、模擬患
者役の住民と意見交換や研修を行うことで、实施方法を改善しているほか、「ま
ちの保健审」において、一般の地域住民を対象に、健康支援、子育て支援、ここ
ろと身体の看護相談等を行い、地域における实践教育を展開している。これによ
り、地域への貢献活動を通じて、学内外で学生の实践力を涵養する教育を行って
いることは評価できる。

教育研究等環境 ○図書館に「学習支援センター」「ランゲージ・カフェ」「共用自習コーナー」
からなる「ライブラリー・コモンズ」を設けている。常駐する教員が基礎学力の
支援・指導を行っている「学習支援センター」では、理科・数学・国語のミニ講
座や心のケア等をテーマとした講演を实施しており、留学情報を提供する「ラン
ゲージ・カフェ」では、留学生との交流会等を積極的に開催することで、学生の
主体的な学習の場となるよう工夫し、活発に利用されていることは評価できる。

大学基準協会

神戸市外国語大
学

大学基準協会

神戸女子大学 大学基準協会

熊本県立大学 大学基準協会

皇學館大学
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社会連携・社会
貢献

○「地域が求める大学」という目標に沿って、神戸市須磨区や中央区と包括協定
に基づいて連携し、地域の街づくり活動や「ふれあい給食」などの福祉活動、地
域の小学生を対象にした学習支援など、貴大学の専門性を生かしたさまざまな地
域連携活動を行っている。それらの活動には多数の学生が参加しており、学部の
基幹科目である「地域学習」という科目において卖位化しているなど、学生と地
域のつながりを重視し、「地域連携推進委員会」を中心に、教学面も含めた全学
的なサポート体制を整え、組織的な活動として充实させていることは評価でき
る。

教育課程・教育
内容

○主専攻で学んだ専門的な知識やスキルを社会でより有効に活用する能力や地域
課題を解決するために必要な能力を養うため、副専攻として、学部では「近江楽
士」、研究科では「近江環人地域再生学座」を設けている。学部の「近江楽士」
では、地域で学び活動するための基礎となるコミュニケーション力、行動力、問
題解決力の習得を目指した講義科目と实践的に創造していくためのフィールド
ワーク科目を設けている。また、研究科の「近江環人地域再生学座」では、地域
再生のリーダーになる人材の育成を目指して講義科目とフィールドワーク科目を
設けている。こうした体系的なプログラムによって、直接的に地域の課題や魅力
に触れる機会を設け、地域課題を解決するために必要な能力を身につけた人材を
育成していることは、評価できる。

社会連携・社会
貢献

○学生主体の地域貢献活動を推進するため、「スチューデントファーム『近江楽
座』」という制度を設けており、大学が地域活性化に貢献するプロジェクトを募
集し、採択したプロジェクトに対して、活動費の助成、教員の指導・助言に加
え、行政や専門家の紹介など、プロジェクトを進めるのに必要な支援を行ってい
る。こうした学生の主体的かつ継続的な活動を通じて、地場産業の育成、古民家
の再生・活用、地域医療のサポート、地域文化の保全・継承など多岐にわたる分
野において地域へ貢献していることは評価できる。

静岡県立大学 大学基準協会 社会連携・社会
貢献

○薬食融合研究や、防災情報関係の研究、大学ＣＯＣ事業の拠点である「ふじの
くに」みらい共育センターが連携自治体と共同で行う事業など、連続採択された
「21世紀ＣＯＥプログラム」及び「グローバルＣＯＥプログラム」の成果を活用
しつつ、地域貢献を目的とする事業に全学を挙げて積極的に取り組んでいる。ま
た、地域の課題解決を扱う必修の「しずおか学」科目群を開設して、非常に多数
の学生の履修を实現し、地域貢献のための人材を育成していることは評価でき
る。

下関市立大学 大学基準協会 社会連携・社会
貢献

○大学全体で社会連携・社会貢献を推進するため、全教員に対して社会貢献活動
に一定時間以上取り組むことを課している。また、附属地域共創センターにおい
て、地域調査研究部門などの３部門を設け、『関門地域研究』などの出版、「市
民大学公開講座」などの開講、「鯨資料审」「ふく資料审」を中心とした学術資
料の収集などに取り組み、さまざまな社会連携・社会貢献を積極的に行っている
ことは評価できる。

順天堂大学 大学基準協会 教育方法 ○各学部・研究科の特徴に応じて、学部学生・大学院学生及び臨床の实習指導者
等が参加するＦＤワークショップが開催されており、例えば、スポーツ健康科学
部のＦＤワークショップでは、グループディスカッションだけでなくロールプレ
イを取り入れるなど、教員が学んだことの理解を定着させるための工夫がなされ
ている。こうした活動を通じて、医学部では、参加学生等の意見を踏まえe-
learningシステムを導入するなど各学部・研究科の教育内容・方法の改善につな
げていることは評価できる。さらに、医療看護学部では、「学生カリキュラム委
員会」が組織されており、「学生・教員合同カリキュラム委員会」が行われ、学
生カリキュラム委員からのヒアリングに基づき、カリキュラムの改定の際に意見
を反映するなど、教育課程の編成や教育方法の改善に役立てていることは評価で
きる。

城西大学 大学基準協会 社会連携・社会
貢献

○貴大学の社会連携・社会貢献は、地域課題の解決に行政や地域と連携しながら
学生が自主的、主体的に取り組んでいる。特に「高麗川プロジェクト」は学生に
よる川岸の清掃ボランティアから始まり、高麗川という地域のシンボルを共通の
切り口に学部横断でさまざまな展開を見せている。例えば、埼玉県の進める「川
のまるごと再生プロジェクト」に活動が選定され、川沿いの「高麗川ふるさと遊
歩道」の延伸につながった。そのほか、現代政策学部による高麗川周辺の休耕地
を利用した農作物の栽培など、地域と連携し、その活性化に寄与している。地域
住民との交流を通じた学生自身の教育効果も認められ、評価できる。

教育方法 ○高齢化が進む医療過疎地域の住民を支える地域医療・福祉人材の育成を目的と
して、福祉総合学部・薬学部・看護学部の連携による「専門職連携教育（ＩＰＥ
99）」を实施し、医療・福祉に携わる多職種の専門性及び連携の重要性を段階的
に学べるよう、対象への理解、専門職としての理解、实践の３ステップによる教
育を展開している。特に「实践ＩＰＥ」プログラムでは、地域の薬局や訪問看護
ステーション、高齢者施設などの協力のもとに、３学部の学生がチームを組んで
实地研修として实社会でのチームケア体験に取り組み、实地研修後には事例検討
のワークショップを開催することで、専門知識・技能の修得状況の確認や課題解
決策の検討等を行っている。このように、地域医療・福祉の現場体験を通じた知
識・経験を涵養する取組みは評価できる。

神戸女子大学 大学基準協会

滋賀県立大学 大学基準協会

城西国際大学 大学基準協会

6

http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/160/20170322_591521.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/165/20170322_827788.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/169/20170322_103331.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/170/20170322_720287.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/408/20170322_577188.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/171/20170322_692205.pdf


社会連携・社会
貢献

○地域社会と協働した全学的な取組みを支援する「地域教育医療福祉センター」
を中心に、産業・観光の振興や福祉の充实など持続可能なまちづくりへの取組み
をはじめ、各学部の特性を生かした企業・地域社会との連携事業を展開してい
る。また、地元住民に向けた生涯教育・公開講座への取組みとして、2006（平成
18）年から継続して取り組んでいる「シニア・ウェルネス大学」では、行政や教
育機関等と連携して健康増進に向けた支援を实施しており、市民の交流や地域社
会の活性化に貢献することで、地域社会からの要望に応えていることは評価でき
る。

教育課程・教育
内容

○「キリスト教人間学」科目群は、貴大学の建学の理念、教育理念、教育精神に
基づくユニバーシティ・アイデンティティ科目であり、教育理念及び教育精神の
具現に必要とされる視点を培うために、選択必修科目として全学部の学生に履修
を課していることは、評価できる。

成果 ○総合人間科学研究科教育学専攻、グローバル・スタディーズ研究科地域研究専
攻において、すべての博士論文の「審査委員会」に外部の有識者を加えることを
規定化しており、審査の適切性を確保しているだけではなく、学位論文の質保証
に取り組んでいる点は評価できる。

学生の受け入れ ○「叡智（ソフィア）が世界をつなぐ」の精神のもと、グローバルキャンパスの
創成を实現させ、国際競争力の強化、国際通用性の向上を目指しており、1970
（昭和45）年代から国外の大学との交換留学協定を拡大している。それに伴い、
留学生を受け入れるための宿舎、キャリア支援、奨学金制度の整備など必要な環
境を充实させ、多くの留学生を世界各国から受け入れていることは、貴大学の建
学の理念とも合致しており、評価できる。

社会連携・社会
貢献

○「ソフィア・コミュニティ・カレッジ」の開講する講座は、過去10年間の開講
数・受講者数が多く、2011（平成23）年度からは大阪サテライトキャンパスでも
開講し、新たな学びの場を提供するなど、社会貢献の取組みとして評価できる。
また、「神学講座」は有意義な生涯学習の場を提供しているだけではなく、宗教
科の教員志望者に教員免許状を取得することができるように、毎年、文部科学省
からの免許法認定公開講座の認定を受けている。くわえて、2015（平成27）年度
からは、カトリック大学としてミッションスクールやカトリック大阪大司教区か
らの要請に応えるべく、大阪から東京へライブ中継を行い、その情報を地域に還
元していることは、カトリック大学の役割を果たす重要な活動であり、継続して
いる取組みであるので、評価できる。

情報セキュリティ
大学院大学

大学基準協会 社会連携・社会
貢献

○2008（平成20）年度に開設した産学連携人材育成プログラム「ＩＳＳスクエ
ア」の成果を発展させ、2012（平成24）年度よりenPiT（分野・地域を越えた实
践的情報教育協働ネットワーク）事業の一環として、５大学連携により構築した
セキュリティ分野の实践的人材育成プログラムでは、連携大学の代表として管
理・運営・とりまとめを行っており、情報・通信系企業を中心とした企業と連携
し、社会に求められている实践的セキュリティ人材の育成に有益な教育プログラ
ムを提供している。また、同プログラムの受講生からは高い満足を得ており、修
了者数や連携大学以外の参加大学数が開講以来年々増加しているなど、需要が増
しつつある实践的セキュリティ人材の育成に向けた積極的な取組みとして評価で
きる。

昭和薬科大学 大学基準協会 社会連携・社会
貢献

○貴大学が蓄積してきた教育研究の成果を種々の取組みを通じて地域社会に還元
している。とりわけ、全国有数規模を誇る薬用植物園を整備して、授業科目での
实習や一般市民向けに薬用植物に関する知識の普及を目的として「薬草教审」を
継続的に開催しており、理念「薬を通して人類に貢献」を体現する取組みとして
評価できる。

教育課程・教育
内容

○理工学部システムデザイン学科では、３年次生の必修科目である「プロジェク
ト实習」の中で、武蔵野市との連携協定の一環と位置付けた「吉祥寺プロジェク
ト」を展開しており、これまでに「武蔵野市の福祉作業施設における作業改善」
「災害発生時の障がい者避難所環境調査用チェックリストの試作と検証」といっ
た地域が抱える答えが１つでない实社会の問題に対し、工学的な視点・手法を用
いて調査・分析を行っており、その成果の報告、意見交換を通じて、次の活動に
つなげていくサイクルを構築している。これらは学科の特色を生かして、継続的
に地域に貢献できる教育内容として評価できる。

学生支援 ○独自の人材育成プログラムとして、全学部３年次生及び理工学研究科１年次生
を対象とした「丸の内ビジネス研修（ＭＢＴ）」を实施しており、毎年選抜され
た学生を対象に学内研修・学外研修を含め約６ヵ月にわたるプログラムを通じ
て、即戦力となる学生の育成に力を入れている。参加学生の満足度も高く、産学
連携教育プログラムの特徴ある教育として評価できる。さらに、本プログラムを
参考に学部１年次生を対象とした「ビジネストレーニングセミナー」を開講する
など、キャリア支援全体として改善サイクルが機能していることも評価できる。

学生支援 ○まだ学科に所属しない１年次学生に対して特に手厚い支援体制を整えている。
１年次センターが中心となって、学科・専攻と各関連部署が緊密に連携し、問題
の早期発見と対処に努めている。２年次以降の学生についても、各学科・専攻
と、事務局、センター等の教職員とが有機的に連携を図りながらきめ細かな学生
支援を行っている。その成果として留年、休退学者の割合がきわめて低い値で維
持されており、学生の満足度の向上に努めている点は評価できる。

上智大学 大学基準協会

成蹊大学 大学基準協会

聖心女子大学 大学基準協会

城西国際大学 大学基準協会
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社会連携・社会
貢献

○カトリック精神に基づく奉仕活動・ボランティア活動に積極的かつ組織的に取
り組み、学生の８割以上が何らかの活動を行っている。障がいのある子どもたち
との交流活動、特に難民支援への取組みや震災復興への支援活動が、学生の課外
体験と大学での学びとを結びつける工夫をしつつ展開されている点は、貴大学の
教育理念とも合致しており、評価できる。

教育方法 ○医学部において、双方向対話型講義支援システムを先進的に導入し、また、着
座情報から学生の本人確認と出席確認を可能としている。教員がリアルタイムで
学生の回答結果を確認し、講義へ反映することで理解度の把握と伸長を可能とし
ており、このシステムを有効に利用することにより、学生の理解度に応じた授業
を展開し、实質的な双方向型授業を实践することで、教育の質を高めることにつ
ながっていることは評価できる。

社会連携・社会
貢献

○研究活動に関する方針に基づき、産学官連携活動を活性化するため、学内に
「産学連携橋渡し助成金」制度を整備し、複数名の専任コーディネーターを配置
した結果、学内での特許権及び意匠権の取得件数が年々増加しており、創薬開発
と化粧品開発・販売を手掛ける大学発のベンチャー企業を設立し、商品化するな
ど、医療を原点とする社会に役立つ活動を活発に行っている。さらに、新たなベ
ンチャー企業の設立につながるなど、積極的に知の還元に取り組んでいることは
評価できる。

聖隷クリスト
ファー大学

大学基準協会 社会連携・社会
貢献

○地域の保健医療福祉の質向上への寄与を目標に掲げ、保健福祉实践開発研究セ
ンターにおいて、地域貢献事業研究費を設け、地域の保健医療福祉の实践現場と
共同で行う研究、地域との基盤作りとしての事業に関する共同研究の２タイプで
学内から研究テーマを募集し、これまでに浜松市等と共同で虐待予防や介護予
防、障がい者への差別防止に関する研究が行われ、地域社会における保健医療福
祉の知の還元に貢献している。また、同センターでは、看護、リハビリテーショ
ン、社会福祉による専門職連携とリーダーシップをテーマに公開セミナーを継続
して開催し、学部の特性を生かして地域の専門職の資質向上に貢献していること
は評価できる。

教育研究組織 ○東洋研究所は、1923（大正12）年の建議案に基づく組織を継承するものであ
り、研究紀要である『東洋研究』を発刊し続けるなど、長年にわたり東洋学術の
研究の拠点となっている。また、書道研究所は、書道に関する教育・研究の拠点
としてはわが国において古くから屈指の存在であり、月刊誌である『大東書道』
の発行部数も多い。このように、東洋研究所及び書道研究所は貴大学の設立の理
念を体現しつつ、教育・研究面で多大な成果を残してきた特色ある存在であり、
評価できる。

社会連携・社会
貢献

○「社会連携・社会貢献に関する方針」を掲げ、さまざまな社会連携・社会貢献
活動を展開している。特に、貴大学の特徴でもある書道や中国古典学等の東洋文
化に関するテーマをはじめ、健康・スポーツ・文化・経済など多様なテーマで開
講しているオープンカレッジ（公開講座）は、20年余の实績を持ち、貴大学なら
ではの知的財産を生かした生涯学習の機会として地域に根づいている。また、貴
大学と板橋区の連携協力により協同で調査・研究活動を实施し、その調査研究の
成果を『ブックレット』に収め、広く公表するとともに政策提言を板橋区の諸施
策に反映させており、評価できる。

社会連携・社会
貢献

○書道研究所においては、日本唯一の書道専門機関として、全国47都道府県から
非常に多くの作品が集まる国内最大規模の全国書道展の開催や書道实技指導者の
学校や自治体への派遣、貴重資料・所蔵作品の一般公開のほか、創刊から50年弱
の歴史がある書道専門誌の発行等を行っており、貴大学の特色を生かして社会に
貢献していることは評価できる。

高崎経済大学 大学基準協会 教育課程・教育
内容

○経済学部においては、「傾聴力・文書作成力」「論理的な表現力」「批判的な
読解力」等を修得することを目的に、１年次の必修科目として「日本語リテラ
シーⅠ」「日本語リテラシーⅡ」を設けている。同科目では尐人数クラスを編成
し、担当教員が大学独自の「担当者指導要領」に基づいて統一的な指導を展開し
ており、各クラスが均質的な授業内容を实施することによって、大学教育におけ
る専門教育に必要な日本語運用力を涵養していることは評価できる。また、履修
後の経過調査を通じて、同科目の成果を検証し、指導要領の改善に努めるなど、
積極的な教育内容の改善・充实を行っていることも評価できる。

教育課程・教育
内容

○薬学研究科において、医療現場における薬剤師業務に触れ、問題点を解決する
能力を修得するために「臨床薬学实習」を研究科の教育に導入しており、臨床薬
剤業務の中から課題を見出し、そこから生まれる問題意識を大学院における研究
に反映させている点は、評価できる。

社会連携・社会
貢献

○学生のボランティア活動への参加を支援する「ボランティア・市民活動支援セ
ンター」を設置して以来、活動者数、活動件数、依頼施設・団体数ともに大幅に
増加しており、着实に实績をのばしている。さらに、2014（平成26）年度より学
生の主体的なボランティア活動を学生自らが支援する「学スタ」（学生スタッフ
委員会）を設置し、これらの取組みの成果として、行政の関連行事への運営協
力、福祉施設・病院の行事への支援、障がい者支援団体の活動への参加など、活
動者数、活動件数が飛躍的に伸び、学生が積極的に参加していることは、評価で
きる。

高崎健康福祉大
学

大学基準協会

聖心女子大学 大学基準協会

聖マリアンナ医科
大学

大学基準協会

大東文化大学 大学基準協会
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教育課程・教育
内容

○2003（平成15）年度から全学的に運用されているＦＬＰ（ファカルティリン
ケージ･プログラム）は、５つのプログラムからなる学部横断型の教育プログラ
ムで、毎年全学部から多数の学生が受講し、学際的なアプローチによる問題解決
能力の向上という点で成果を上げていることは評価できる。その成果は３年間の
活動をとりまとめて、各プログラムのゼミごとに作成される報告書や学外機関の
賞を複数受賞・入賞していることに加え、ＦＬＰを学ぶために受験する高校生が
いるという点にも表れている。また、この取組みは、「實地應用ノ素ヲ養フ」と
いう建学の精神を实現している点でも評価できる。

教育課程・教育
内容

○総合政策学部については、複数の学問領域から構成されているという性格上か
ら、初年次における導入教育を丁寧に行っている。個別指導体制のもとで学生が
担当教員と細かく相談をしながら、貴学部生としての問題意識の喚起、解決方法
へのアクセス等、基礎的な知識・手法を身に付けるように教育することによって
ゼミ卖位での小論文集の作成や、学外機関の検定において優秀な成績をおさめる
といった成果を上げていることは評価できる。

成果 ○理工学部情報工学科では、「画像・映像コンテンツ演習」科目群においてコン
ピテンシーの到達水準を科目の到達目標に含め、ルーブリック形式の点検表を定
めている。また、授業最終回に行われる作品のプレゼンテーションを卒業生審査
員等が点検表に基づき評価を行っている。その結果コンピテンシー項目の問題解
決力と組織的行動能力について、自己点検結果の向上、成長实感、演習効果实感
が得られており、コンピテンシー育成のきっかけを学生に与えている。これは学
習成果の評価指標・評価方法の意欲的な開発として評価できる。

社会連携・社会
貢献

○生涯学習講座として開講されている「クレセント・アカデミー」の取組みや、
継続的に实施されている「中央大学杯スポーツ大会（中大杯）」といった活動を
通じて教職員、学生が一体となって地域の小・中学生の健全な育成等に貢献して
いること、ボランティア活動においても、東日本大震災の被災地支援等をはじめ
として得た経験を地元防災への取組みにおいて還元していることは評価できる。

内部質保証 ○自己点検・評価に係る組織である「大学評価委員会」のもとに、「大学評価推
進委員会」「組織別評価委員会」「分野系評価委員会」の３委員会を設置し、多
角的な視野から自己点検・評価を行うとともに、それぞれの委員会が密接な連
絡・調整を实施している。これらの活動の結果、全学的な課題として重点的に取
り組むべきものについては、「大学評価委員会」において「最重要課題」として
設定するとともに、「外部評価委員会」による評価を踏まえて、これを次年度の
事業計画や各組織レベルの行動計画の策定に活用していることは、ＰＤＣＡサイ
クルに基づく内部質保証システムが構築され機能しているものとして評価でき
る。

社会連携・社会
貢献

○土浦市及び障がい者団体と三者協働で2008（平成20）年度に作成し、2012（平
成24）年度に改訂した『災害時に手助けが必要な人のための防災の手引き』は、
東日本大震災後の聞き取り調査結果を踏まえて避難所や福祉避難所一覧の追記な
ど内容が見直されており、障がい者手帳を持つ市民への配付などを通じて地域社
会と連携していることは評価できる。

社会連携・社会
貢献

○各学科の教育内容に基づいたボランティア・アウトリーチ活動が实施されてお
り、その規模、頻度とも拡大している。課外活動団体である医用画像サークルの
ピンクリボン活動及び放射線展への参加やつくば国際トレーナー活動研究会のマ
ラソン大会におけるコンディショニングボランティア活動など貴大学の特性を生
かしたさまざまな取組みが实施され、年々ボランティア企画及び参加する学生数
が大幅に伸びており、サークル活動主体から教職員の支援を受けながら全学規模
の取組みとなりつつあることは評価できる。

教育方法 ○６年間を通じて学生の能動的学習を推進する目的から、入学直後の新入生に対
し学外で实施するセミナーでディベートに取り組むほか、２～５年次にＰＢＬを
カリキュラムに組み込むなど、学生が主体的に学習するための指導を行ってい
る。なかでも、２年次から６年次前期にかけてグループ学習時間を設けるととも
に、６年次ではカリキュラムの中にグループ学習時間枠を設定するなど、グルー
プ学習を徹底して行うことで、学生が自主的に互いに学び合う風土が醸成され、
学生の学力向上につながっていることは、評価できる。

教育方法 ○歯学部では、高齢化が進む中で、全身疾患を抱えた人への歯科治療を行うこと
が出来る歯科医師を目指し、学生が市川総合病院の各診療科を回って臨床实習を
实施している。また、市川総合病院に設置された12のシミュレーターを持つスキ
ルスラボにおいて、2015（平成27）年度から個別必修科目として实習を行ってい
るだけでなく、総合病院の特性を生かし、医師、歯科医師、看護師、歯科衛生士
とともに学ぶことで多職種連携を实践していることは、評価できる。

社会連携・社会
貢献

○口腔がん検診の普及を目的に、1992（平成４）年から「口腔がん検診事業」を
始め、行政や歯科医師会等と連携して集団検診や個別検診を行っており、受診者
数を着实に伸ばしている。また、地域の歯科医に口腔がん検診に関する講演・实
習を行って、口腔がんの診断能力の向上や早期口腔がんの発見に努めるととも
に、一般社会における口腔がんに関する知識の普及を図るなど、積極的に社会貢
献を行っていることは、評価できる。

社会連携・社会
貢献

○1996年（平成８）年から、医療環境の整っていないベトナム、ミャンマーへ毎
年医療チームを派遣し、口唇口蓋裂手術や術後管理、現地医師に対する手術手技
指導などの国際医療援助活動を継続的に行っていることは、評価できる。

中央大学 大学基準協会

つくば国際大学 大学基準協会

東京歯科大学 大学基準協会
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教育課程・教育
内容

○医学部医学科では、従来の学問体系や講座を中心とする縦割り教育を「コー
ス・ユニット制」に改め、「医学・医療の实践者」を養成するための６年一貫統
合型カリキュラムを先駆的な立場から長年实施するとともに、「総合試験システ
ム」によって教育实施組織と評価組織を完全に分け、学生評価を実観的に行うこ
とで教育の質を確保している。そのうえで、多職種連携教育・地域医療教育の展
開や研究医の養成を目的とした自由選択ユニット「医学研究」の設置など、常に
独自教育システムの構築に取り組んでおり、学生に实践的・総合的な医学・医療
の知識・技術を涵養していることは評価できる。

教育方法 ○医学部医学科において、低学年の早期臨床体験として、１年次では「福祉体験
实習」、２年次では「重症心身障害児療育体験实習」「地域子育て支援体験实
習」、３年次では「高齢者医療体験实習」「在宅ケア实習」「病院業務实習」な
どの学外实習を必修科目として導入し、低学年次より段階的に幅広い医療現場を
学生に体験させることで、高い倫理観・職業観を涵養している。くわえて、これ
らの实習における学生の行動や態度に対する实習先からの報告を通じて学生の成
長を検証しており、ＰＤＣＡサイクルを機能させ、常に改善に取り組んでいるこ
とは評価できる。

学生支援 ○全学生を対象とした「キャリア・イングリッシュ・アイランド」における多彩
な英語学習プログラムは、英会話トレーニングの利用者数の顕著な増加などか
ら、学生の英語に向き合う意欲と関心を深めるなどの成果を上げており、評価で
きる。

学生支援 ○学生一人ひとりの潜在的な学ぶ力・生きる力を引き出し、主体的学習を促進す
るため、学生アシスタントと協働して取り組んでいる「マイライフ・マイライブ
ラリー」は、図書館の利用者数や閲覧図書数の増加という成果があらわれてお
り、学生コンシェルジュといった学習支援を行うアシスタント側の学生のワーク
スタディとしての効果と併せて、評価できる。

教育研究等環境 ○出産、育児又は介護により十分な研究時間を確保できない研究者に対して、一
定期間研究支援員を配置する「女性研究者研究支援員制度」は、毎年複数名がこ
の制度を利用して学会発表などの研究成果を上げており、研究者の研究継続を支
援するための取組みとして、評価できる。

社会連携・社会
貢献

○女性学研究所では、女性のあり方をめぐるプロジェクト研究、個人研究の成果
報告や専門家による講演会の他、「女性史青山なを賞」を通じて女性史研究への
助成を行っている。さらに、正課授業を一般に公開している。また、エンパワー
メント・センターでは、女性の生涯にわたるキャリア構築を支援する講演会や女
性起業家育成講座を開催し、一般市民を受け入れており、これらは貴大学の掲げ
る方針に基づく取組みとして評価できる。

内部質保証 ○全学的な内部質保証体制を整備したうえで、それを適切に機能させるため、全
学的な自己点検・評価に対する外部評価に加え、「マイライフ・マイライブラ
リー」やＦＤ活動といった個々の取組みに対する外部評価も積極的に取り入れ、
給付型奨学金を増設するなどの具体的な改善に結びつけていることは、評価でき
る。

社会連携・社会
貢献

○伝統ある「ＭＥ講座」や文部科学省補助事業である履修証明プログラム「国際
化サイバーセキュリティ特別コース」の開講は、社会的な要請に応える事業とし
て評価できる。また、「首都大学院コンソーシアム」に見られるように他大学と
の連携は、学生交流や地域交流の活性化に大いに貢献しており、評価できる。

社会連携・社会
貢献

○東京千住キャンパスの「科学・ものつくり教审」「イブニングセミナー」「FA
Lecture」足立区との連携によるリエゾン活動、埼玉鳩山キャンパスの「こども
大学はとやま」「北坂戸にぎわいサロン」「鳩山町まち・ひと・しごと創生総合
戦略」、千葉ニュータウンキャンパスの「マイペースパソコン塾」などの各キャ
ンパスにおける連携事業は、所在地域に根差した活動がなされ、研究成果の公開
や、学生ボランティアの参加などから教育研究活動の推進に寄与しており、評価
できる。

東京都市大学 大学基準協会 社会連携・社会
貢献

○人間科学部が正課内で運営する「子育て支援センター『ぴっぴ』」は、学生が
直接、親子と触れ合い、实体験を通じて子育て支援ができる貴重な機会であり、
实践力を高める「生きた」学びの場や卒業研究のフィールドにもなっている。10
年にわたって歩んできた活動は、地域に根付いており、親子にとってコミュニ
ケーションを取りながら悩みを解決できる環境は、学生の学びとの相互作用とし
て有効に働き、学生の教育に及ぼす効果も大きいことから、評価できる。

教育課程・教育
内容

○総合福祉学研究科福祉心理学専攻修士課程では、学生の实習先として附属病院
せんだんホスピタルを利用しており、附属病院であることを生かして、短期だけ
でなく、１年間にわたる長期の实習の受け入れを实現し、チーム医療やクライエ
ントに対する専門職としての行動規範や職業的倫理を体得できるように指導が行
われている。また、大学の臨床心理相談审では心理療法の实習だけにとどまら
ず、心理臨床に付随する運営業務も实習できるようにするなど、高度な専門性を
要する職業に十分対応できる人材の育成に向けた教育内容を積極的に展開してい
ることは評価できる。

社会連携・社会
貢献

○大学が地域の抱えるさまざまな課題を、周辺自治会と情報を共有して解決を図
るために地域共創推進审を開設し、その担い手として学生サークル団体「まごの
てくらぶ」を育成して、大学・学生団体・自治会が連携しながら、地域見守り支
援や災害等支援等、地域住民への支援活動を積極的に行っていることは、評価で
きる。

東京女子大学 大学基準協会

東京電機大学 大学基準協会

東北福祉大学 大学基準協会

東京慈恵会医科
大学

大学基準協会
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教育課程・教育
内容

○工学部において、学生の自立性と創造性を高めるために入学時から４年次まで
の特定の科目群を「創造性開発プログラム」として位置づけ、多くを必修科目と
して全学生への動機づけを行っている。特に「学外实習」（インターンシップ）
では、産学連携のもと企業の開発や生産管理の現場において技術的課題を解決す
る過程を体験し、自身の工学知識を問題解決に応用することを学び、また、「創
造性開発实習」では、電気自動車コース、ロボットコースを開設し、知識・技術
をものづくりに展開するプロセスを学ぶ機会を提供するなど、建学の理念を体現
する教育課程を編成していることは評価できる。

教育課程・教育
内容

○工学部においては、学位授与方針に定めた５項目の能力と授業科目の達成目標
との対応関係を「各科目と学習・教育目標との対応表」として一覧化するととも
に各科目卖位でもシラバスにおいて明示し、学生が理解しやすいように工夫して
周知を図っている。これにより、学位授与方針に掲げた学習成果と教育課程との
対応関係に対する学生の理解を深め、主体的な学習を促進することにつなげてお
り、人材育成目的に沿った教育を展開するとともに教育課程を適切に整備するた
めの取組みとして評価できる。

学生支援 ○「ｉＰｌａｚａ」（国際交流スペース）におけるサマーセミナー等、英語を活
用した諸活動への参加やＴＯＥＩＣⓇ・ＴＯＥＦＬⓇの得点等でポイントを取得
する制度である「Ｅ-ＳＵＰ制度」は、卒業要件の１つとしているとともに、英
語科目の学習成果を把握するための指標として活用している。また、獲得したポ
イントは、語学研修参加費補助の指数としても利用され、学生の継続的な英語学
習に対するモチベーションアップにつながっていることは評価できる。

学生支援 ○学生一人ひとりに教員アドバイザー（アカデミックアドバイザー）を選任し、
きめ細かな履修指導、進路指導や生活指導を行っている。その内容は「e-カル
テ」の面談・所見情報に記載し、事務局との情報共有が図られている。さらに全
寮制である１年次の男子学生の寮生活においては、教員アドバイザーの支援のほ
か、学生による寮生サポーター、学習サポーター等を配置し、８名程度のフロア
ユニット卖位での寮生相互による支援体制を確立しており、勉学だけでなく、自
主性、自立心等を身につけ成長するための環境を整えている点は、評価できる。

学生支援 ○大学負担の教育経費を充实させる一方で授業料を国立大学並みに抑えるととも
に支援企業からの寄附金による豊田奨学基金を保持し、その運用収入による独自
の奨学金制度を充实させている。学資の支弁が困難な学生には無利子で奨学金を
貸与するとともに、学習意欲があり、学業成績・人物ともに優秀な学生には奨学
金を給付している。さらに、連帯保証人及び保証人が不要となる「機関保証制
度」も整備しており、学生の修学環境を整えるための経済的支援の手厚さは評価
できる。

教育研究等環境 ○「主担当教授制度」を設け、研究能力が特に高い教授に対し、研究費や研究員
の構成面等でより充实した環境を提供している。この制度を通じて、大学の研究
を牽引し、各専門分野における学術的研究活動の推進及び優れた研究成果の発信
が不断に行われていることは評価できる。

教育課程・教育
内容

○バイオサイエンス学部では、社会人としての必要な幅広い教養と思考力を身に
つけることを目的に、カリキュラムの「一般教育教養プログラム」に「キャリア
教育ユニット」を設置し、初年次教育「大学での学びと实践方法」の開講や長浜
市と周辺地域の企業と連携した内容を盛り込んだ科目など、１～２年次の必修科
目をはじめとする９科目を開講している。その結果、これらの「キャリア教育ユ
ニット」の科目を受講した学生が主体的に自主活動団体（町家プロジェクト）を
形成して地域交流活動を継続的に实施していることから、教育の効果が認められ
るなど、学生に対して幅広い教養と豊かな人間性を涵養する教育課程の实践は評
価できる。

教育方法 ○学生の学修意欲向上を目的として、ｅラーニングシステム「バイオ学習ワン
ダーランド」を独自に開発し、基礎学力の強化に向けて習熟度別の教材を学生に
提示しているほか、授業の理解度を測るための課題を示し、同システムで学生が
回答するなど、学生と教員が双方向でやり取りをする仕組みを構築し、活用され
ている。また、多くの科目でアクティブ・ラーニングを積極的に導入しており、
調査や討論・発表を通じて、学生のプレゼンテーション能力や調査・研究能力を
涵養している。これらの教員・学生間の双方向教育を通じて、学生の主体的な学
びを促進していることは評価できる。

教育方法 ○高度な外国語運用能力を涵養するため、外国語学部、現代国際学部ともに初年
次教育として、多様な国籍の教員を配置し、ごく尐数の学生によるグループ卖位
での外国語を使って議論する「ＰＵＴ（Power-up Tutorial）」を導入し、各学
部の目的に沿ったテーマ等を扱うなど工夫を行っている。その上で、２年次以降
では、さらに専門に沿った外国語での発表・議論の能力を高めるため、外国語学
部では国際的な複数のテーマについて尐人数で議論する「Advanced ＰＵＴ」、
現代国際学部では学生自らが経済等のテーマを企画して議論する「ＯＣＳ（Oral
Communication Strategies）」を实施しており、独自の教育方法により、外国語
で自らの考えをプレゼンテーション・ディスカッションできる能力を養っている
ことは評価できる。

名古屋外国語大
学

大学基準協会

豊田工業大学 大学基準協会

長浜バイオ大学 大学基準協会
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社会連携・社会
貢献

○中期計画に掲げた英語教育等に関する研究教育成果の地域社会への還元及び中
等教育に携わる英語教員の再教育による地域貢献を果たすため、「英語教員ワー
クショップ」を長きにわたり開催し、東海地域を中心とする中学校・高等学校の
英語教員を対象とした学び直しの機会を提供してきた。特に、コミュニケーショ
ンを重視した实践的な指導方法の向上に取り組んでおり、社会で必要とされる英
語教員のスキルアップに貢献していることは評価できる。さらに、長年の成果か
ら、教材開発に取り組むなど英語分野の中等教育の質向上に寄与していることは
評価できる。

名古屋市立大学 大学基準協会 教育方法 ○超高齢化社会における医療人材不足を解消すべく、医学部・研究科、薬学部・
研究科、看護学部・研究科による多職種連携教育を発展させ、公共団体や他大学
と連携して地域で活動する医療福祉人材の育成に取り組む「なごやかモデル」に
よる教育を展開している。このモデルでは、公共団体や名古屋市立大学病院と連
携し、名古屋市内の鳴子地区における超高齢化地域の医療福祉問題を学生がチー
ムごとに複数回にわたり現地の高齢者宅を訪問調査し、自ら課題を抽出し、改善
策の实施・研究に取り組んでいる。また、名古屋市内の他大学とも連携し、福祉
や工学分野の学生もチームに加わることで、在宅医療・包括ケアシステムの構築
に至る総合的な課題解決能力を涵養しており、地域活性化に貢献するとともに地
域における医療人材の育成に取り組んでいることは評価できる。

新見公立大学 大学基準協会 教育方法 ○看護学部において、「生活支援看護学实習」では、地域における实践的な实習
を重視し、新見市内の公民館や市民センターにおいて、地域の高齢者を対象とし
た健康増進・介護予防のための取組みである「サテライト・デイ」を学生が企画
し、学生自身で地域イベントを運営し、地域住民にサービスを提供している。こ
の实習を通じて、学生はこれまで学んだ専門知識・技術を統合して現場で応用す
ることができると同時に、住民からの人生経験や生活の知恵を学び、地域におけ
る医療の在り方を考える機会となっており、教审における学びに加えて实践的・
体験的な学習方法を取り入れていることは評価できる。

ノートルダム清心
女子大学

大学基準協会 学生支援 ○アドバイザーが年度初めに全学生と面談するだけでなく、「学科協議会」や学
務部の会議なども頻繁に行って、普段から学生情報を積極的に共有し、学科内の
教員であれば誰でも対応・相談できるようにしている。また事務職員とも相談し
やすい環境にあり、教職協働による手厚い対応で、学生との信頼関係を築いてい
る。結果として、留年者及び休・退学者の抑制や、教職・保育職教員採用試験の
高い合格率や高い就職率につながっている。こうしたきめ細かい学生支援は、そ
の支援内容だけでなく、教育理念を实現するものであり、評価できる。

白鷗大学 大学基準協会 学生支援 ○教育学部を中心に教員を目指す学生が多いことから、「教員採用試験対策审」
を設置して、小・中学校の教員ＯＢを教職支援アドバイザーとして配置するな
ど、充实した支援体制を構築し、セミナーの開催や個別指導により教員採用試験
対策を行っている。また、「スクールサポート」として学生を近隣の小・中学校
へ派遣しており、教育現場で学習支援を体験することによって学生がモチベー
ションを向上させている。近年において教員採用試験合格者が増加するなど、取
組みの成果も上がっており、教員養成に向けたこれらの支援は、評価できる。

広島市立大学 大学基準協会 社会連携・社会
貢献

○10年以上にわたって幼児・児童に芸術制作に触れるプログラムを提供する
「キッズキャンパス」は教員と学生が連携して、こどもの創造性の喚起と育成に
取り組み、多くの参加者を得ているほか、芸術活動を通じてさまざまな地域への
貢献を行う各種の「アートプロジェクト」など、各学部の特性を生かした取組み
が効果を上げている（資料8-6、追加資料：アートプロジェクト等实績）。こう
した教員及び学生の継続的な地域連携活動の实績を踏まえて、社会貢献をさらに
進めていることは評価できる。

福井県立大学 大学基準協会 社会連携・社会
貢献

○各学部やセンターが主体となって「経済学」「生物資源学」「看護学」「教
養・国際関連」という幅広いテーマを扱う公開講座を毎年開催し、多数の参加者
を集めている。また、恐竜学研究のレベル向上と国際的な研究活動を推進する恐
竜学研究所、民間企業へ発酵技術のコンサルティングを行うなど地域のバイオ産
業の活性化を図るバイオインキュベーションセンターでは、国内外の大学や研究
機関との連携に加え、企業や行政との連携を積極的に図り、地域独自の自然資源
や大学独自の研究資源を生かした研究活動を進めている。これらは、「地域社会
と連携した開かれた大学」という理念を具現化する取組みとして、評価できる。

教育方法 ○人間生活学部、文学部ともにアクティブ・ラーニングを重視しており、
「フィールドワーク」科目では石狩市との包括協定に基づく調査研究や課題解決
への提案、フィリピン・セブ島における世帯調査を实施し、「子育て支援（演
習）」科目では地域に向けたイベントの企画・運営を行っている。「異文化コ
ミュニケーション演習」科目では学生が企画した民俗調査等を实施し、「日本語
教授法」では台湾の協定校にて現地实習を行うなど、学部・学科の特性を生かし
つつ、学生の主体的な学びを促す教育が行われていることは評価できる。

学生支援 ○台湾、韓国からの留学生への支援として、日本語サポートを行う学生を国際交
流に関するクラブや留学志望者等から有志を募り、「日本語チューター制度」を
設け、複数の学生による留学生の語学力のサポートを行っている。チューターと
なる学生については、志望目的等を審査・選抜され、説明会や研修を受けたうえ
で支援を行っており、各学生の目的への準備としても有効な取組みとなってい
る。支援後には、活動報告書を提出させ、制度の見直しを行っており、『チュー
ターの手引き』の内容を充实させるなど、制度の改善・向上に努めながら、受け
入れた留学生への修学支援に取り組んでいることは評価できる。

名古屋外国語大
学

大学基準協会

藤女子大学 大学基準協会
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学生支援 ○学生の国際交流支援に関して、留学中の授業料免除や種々の助成金の支給、グ
ローバルセンターによる留学や語学学習支援、各種イベントを行うなど、組織的
に積極的な支援体制を整備している。これらの取組みは、理念・目的、人材育成
目標に掲げる「教養あるグローバル人材」の育成に基づく活動であり、結果とし
て、公費交換留学や異文化实習（短期派遣研修）、私費留学を通じて、在学中に
海外留学経験を持つ学生が過半数にも昇る实績を上げている。小規模の公立大学
として、高い实績を上げていることは評価できる。

管理運営 ○ＳＤとして、学内での研修に加え、多くの外部研修に参加しており、職員の能
力及び資質向上に向けて積極的に取り組んでいる。特に、学生との協働による広
報誌『MMU-SHiP』の制作については、指導・支援にあたる職員の広報スキルの向
上に加え、指導スキル等の獲得につながっている。また、学生目線から大学の特
色を捉えることができ、より大学を身近に感じられる工夫もみられる。さらに、
参加する学生に対しては、学内インターンシップとして機能させることで学生満
足度を高め、主体性の向上につなげていることは評価できる。

明治薬科大学 大学基準協会 社会連携・社会
貢献

○薬剤師認定制度認証機構（ＣＰＣ）より、認定薬剤師研修制度としての認証を
受けた「薬剤師生涯学習講座」は、長きに亘って続き、薬剤師の知識・技能・態
度をより一層高いレベルに引き上げ医療人薬剤師としての能力育成を支援してお
り、また、「市民大学講座」をはじめとして、社会や地域への還元に配慮したさ
まざまな取組みを継続的かつ精力的に企画・開催している。さらに、明薬資料館
は、貴重な薬学関係資料を多数展示し、多くの入館者がおり、その公開は特に意
義が大きく、評価できる。

山形県立保健医
療大学

大学基準協会 教育課程・教育
内容

○「教育目標」にある「多様な保健医療専門職の役割を理解し、チーム医療に必
要な諸能力を備え、实践できる人材の育成」という観点から、３学科共通の
「チーム医療論」を３年次の必修科目に設定している。この科目では、複数の医
療機関の協力を得て、病院における「栄養サポート」「感染制御」「呼吸ケア」
などのチーム活動に参画し、３学科合同の学生チームで事例のケアプランを立案
するなど、实践的な多職種連携教育を实施しており、高い教育効果をもたらして
いる。また、毎年、『チーム医療論学習成果報告書』をまとめ、教育内容を検討
して更新を図るなど、教育効果を高める工夫が継続的に行われており、「教育目
標」を实現するための取組みとして、評価できる。

教員及び教育支
援者

○人文社会科学研究科では、大学教育のグローバル化を推進するため、外国人教
員の採用を積極的に進めており、外国人教員比率が全国平均に比べ著しく高い。

教員及び教育支
援者

○平成25年度文部科学省「科学技術人材育成費補助事業（テニュアトラック普
及・定着事業）」に採択され、卓越した若手研究者の育成、資質の向上を实現し
ている。

教育内容及び方
法

○経済学部では、国際的に活躍し得る資質の涵養を目指す、グローバル・タレン
ト・プログラムを推進し、現地研修型の授業における現地調査、長期留学、英語
論文の執筆などを实施し、多くの学生が参加している。

教育内容及び方
法

○平成24年度科学技術振興機構「次世代人材育成事業」に採択された「理数系教
員養成拠点構築プログラム」において、支援事業終了後も取組を継続し、埼玉県
教育委員会、さいたま市教育委員会と共同し、中核的理科教員の養成と教員支援
システムの構築を行っている。

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「ハイグレード
理数教育プログラム（ＨｉＳＥＰ）」を、理学部の副専攻プログラムとして实施
し、履修科目群の中にインターンシップを設け、その受講を積極的に促すととも
に海外研修を实施するなど、支援事業終了後も取組を継続し、成果を教育に反映
させている。

教育内容及び方
法

○文部科学省「官民協働海外留学支援制度～トビタテ！留学ＪＡＰＡＮ日本代表
プログラム～」の支援を受け、多くの学生が留学している。

教育の内部質保
証システム

○充实した内容をもつ『教員用授業ハンドブック』を作成し、シラバス作成から
成績評価、授業の实施に必要な各種手続き、教務システムの利用方法、成績評価
方法等ＦＤで使用した資料、授業改善の例等を掲載するなど、授業の円滑な实施
と質の向上のための工夫がなされている。

教員及び教育支
援者

○教員採用は原則として国際公募とし、多くの公募において英語等の外国語で授
業を担当できることを審査要件に加えている。

教員及び教育支
援者

○女性リーダーの育成と女性研究者支援を２つの柱とする取組を継続的に推進し
ている。

教員及び教育支
援者

○特色ある教員評価を实施し、処遇や教育・研究費配分等に明確な形で反映させ
ている。

学生の受入 ○ＡＯ入試の趣旨を一層实質化させるために、新型ＡＯ入試（新フンボルト入
試）を導入している。

教育内容及び方
法

○自然・人文・社会の３つの角度から多面的に学ぶ特色ある教養教育として「21
世紀型文理融合リベラルアーツ」を实施している。

教育内容及び方
法

○学部や学科の枠を越えた独自の専門教育課程である、「複数プログラム選択履
修制度」を導入し、学生の多様なニーズに幅広い選択範囲をもって応えている。

宮崎公立大学 大学基準協会

お茶の水女子大
学

大学改革支援・
学位授与機構

埼玉大学 大学改革支援・
学位授与機構
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教育内容及び方
法

○キャリア教育については、文部科学省の「大学生の就業力育成支援事業」（平
成22年度）及び「産業界のニーズに対応した教育改善・充实体制整備事業」（平
成24年度）に採択され、社会のニーズに応える人材育成に努めている。

教育内容及び方
法

○グローバルに活躍できる女性リーダーを育成する取組は、平成24年度に文部科
学省の「スーパーグローバル大学等事業 経済社会の発展を牽引するグローバル
人材育成支援」（タイプＡ：全学推進型）に採択され、順調に展開している。

施設・設備及び
学生支援

○留学生相談审に大学院学生によるチューターを常駐させ、日本語添削、学習補
助、ＰＣ利用補助等を行っており、有効に活用されている。

施設・設備及び
学生支援

○大学独自の多様な奨学金制度を整備している。

教育情報等の公
表

○教育研究活動の成果を、「お茶の水女子大学教育・研究成果コレクション
（TeaPot）」やこれを活用した「お茶の水女子大学E-bookサービス」及び「お茶
の水女子大学デジタルアーカイブズ」により効果的に公表している。

教員及び教育支
援者

○「広島大学男女共同参画宠言」に基づき、中期計画において女性教員比率の数
値目標を設定しており、学内保育園において一時保育や夜間・休日開園等を柔軟
に实施するなど、仕事と子育ての両立支援に係る取組の充实に努め、成果を上げ
ている。

教員及び教育支
援者

○「教員の個人評価の基本方針（教育研究評議会決定）」に沿って、教員の個人
評価を継続的に实施し、教員の採用・昇任、昇給・勤勉手当、大学院担当等に反
映させている。

学生の受入 ○インターネット出願の導入により、海外からの出願が容易になるなど、利便性
が向上している。

教育内容及び方
法

○到達目標型教育プログラム（ＨｉＰＲＯＳＰＥＣＴＳ®）を導入し、授業の成
績のほかに、主専攻プログラムごとに設定された到達目標に対して到達度を評価
し、学生指導に活用している。

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「平和共存社会を育むひろ
しまイニシアティブ拠点」、平成25年度文部科学省「大学の世界展開力強化事
業」に採択された「アジアの共同経済発展と信頼関係の確立による平和構築に貢
献する中核人財教育プログラム」、平成26年度文部科学省「スーパーグローバル
大学創成支援」に採択された「世界をキャンパスとして展開する広島大学改革構
想」等の事業を通して、社会のニーズに対応した人材を養成している。

教育内容及び方
法

○平成23年度及び平成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「放射線災害復興を推進するフェニックスリーダー育成プログ
ラム」及び「たおやかで平和な共生社会創生プログラム」によって、グローバル
人材の育成に成果を上げている。

施設・設備及び
学生支援

○学生１人に対して原則として複数の教員をチューターとして配置し、修学や日
常生活に関する指導・助言を行うとともに、学生の履修状況等を学生情報システ
ム「もみじ」によって管理している。「チューターの手引き」冊子を作成し、毎
年３月にチューター研修会を開催している。

施設・設備及び
学生支援

○アクセシビリティリーダー育成プログラムを实施し、多様性をよく理解した上
で、アクセシビリティを推進できる人材の育成を積極的に進めている。

施設・設備及び
学生支援

○フェニックス奨学制度（学部学生）及びエクセレント・スチューデント・スカ
ラシップ制度（大学院学生）の拡充に努め、大学独自の奨学制度を充实させてい
る。

教育の内部質保
証システム

○教育の質保証と改善を継続的に实行する全学的なＰＤＣＡサイクルを構築し、
効果を上げている。

教育の内部質保
証システム

○学部卒業後５年の卒業生を対象としたアンケートを長期にわたり毎年度实施し
ており、改善に活かしている。

教育内容及び方
法

○開学当初より他大学に先駆け、学部学生の１、２年次から興味のあるテーマに
ついて研究を行う「学生自主研究制度」を实施しており、システム科学技術学部
では学部学生からの要望により、平成25年度から３年次の学部学生を対象とした
「アドバンスト自主研究制度」を实施している。

教育内容及び方
法

○生物資源科学部を中心として始めた教育プログラム「薫風・満天フィールド交
流塾」事業の予算を確保し、地域や他大学との交流等に対する財政的な支援や教
職員によるサポートを实施している。

学習成果 ○開学以来、卒業（修了）生の就職率が100％に近く、就職实績において優れて
いる。

施設・設備及び
学生支援

○大学独自の奨学金制度として、10周年記念奨学金と大学院優秀学生奨学金を实
施している。また、東日本大震災の直後には、被災学生に対する経済的支援を目
的に、東日本大震災被災者支援金給付制度を設けて实施している。

教育の内部質保
証システム

○外部者による授業評価を定期的に行いＦＤ活動に結びつけることで教員の資質
向上を図り、また教務系職員、ＴＡの能力向上に積極的に取り組んでいる。

お茶の水女子大
学

大学改革支援・
学位授与機構

広島大学 大学改革支援・
学位授与機構

秋田県立大学 大学改革支援・
学位授与機構
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http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201703/daigaku/no6_1_1_hiroshima_d201703.pdf
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財務基盤及び管
理運営

○全学科で自己点検・評価活動を体系的に行い、その結果を複数の外部委員によ
る評価に付すなど、ＰＤＣＡサイクルの確立に向けた優れた管理運営を行ってい
る。

教員及び教育支
援者

○大学院担当教員の資格審査を定期的に实施している。

教員及び教育支
援者

○教員は毎年、目標設定シートを年度当初に作成し、自身の所属する学科の学科
長と副学長による個別の面談を行い、年度末に教員自己評価シートを作成し、各
学科長と副学長による面談を受け、自己の到達度等を正確に把握し、改善に結び
付けている。

教育内容及び方
法

○社会環境工学科、建築学科及びシステム生体工学科の３学科では、企業や官公
庁におけるインターンシップを卖位修得が可能な３年次科目として開設してお
り、社会からの要請に応じた教育課程の編成となっている。

教育内容及び方
法

○分野横断型シンポジウムにおけるパブリックヒアリングで、博士学位取得予定
者及び修士学位取得予定者に自身の研究内容に関する発表を義務付けている。

学習成果 ○大学での学習によって身に付けた専門性を活かすことができる職種に多くの学
生が就職している。

施設・設備及び
学生支援

○成績が一定の基準に達しない学生については、学年担当教員が面談において学
習状況や学生生活について聞き取りを实施し、指導を行うなど、教員が学生に対
しきめ細やかな学習支援を行っている。

教育の内部質保
証システム

○平成27年度より専任教員の講義科目すべてを参観対象とし、各教員が２つ以上
の授業を参観する教員相互の授業参観を实施し、改善に活かされている。

教員及び教育支
援者

○出産・育児・介護等と教育研究の両立を可能とするために、研究支援員制度及
び一時保育施設を新設し、採用に関しても積極的な取組を实施している。理学・
工学系の女性教員の採用を確实に進め、女性教員割合も着实に増加している。

教員及び教育支
援者

○教員評価結果については、年度評価の結果、部局ごとに評価が高い教員の中か
ら、最上位、上位を決定し、業績給に加算を行い、業績が良好でないと判断され
た者に対し昇給の抑制を行っている。

学生の受入 ○都市教養学部の生命科学コース、都市環境学部の地理環境コースでは、数か月
間に渡り实施されるゼミナールや实験等の取組姿勢と面接により選抜するゼミ
ナール入試を实施している。

学生の受入 ○大学院課程において、東京都が設置する人材育成を目的とした基金を活用し、
10月入学の留学生の受入を進め、留学生数を伸ばすことができている。

教育内容及び方
法

○派遣留学生数の拡大に向けて、学生交換協定校を拡充し、派遣留学生が増えて
いる。

教育内容及び方
法

○ 文部科学省の「国公私立大学を通じた教育改革支援事業」に学部では平成20
年度から４件の採択、大学院では平成21 年度から２件の採択であり、支援期間
終了後も継続的な取組を实施している。ＡＩＭＳプログラムに東京農工大学・茨
城大学と連携し採択され、中間評価結果は高い評価を得ている。

施設・設備及び
学生支援

○自主的学習の機会を促進するため、図書館のラーニング・コモンズや各キャン
パスの自習用スペース等の整備を進めており、それらが学生によって効果的に利
用されている。

施設・設備及び
学生支援

○障害のある学生が支援スタッフとなり、バリアフリーに関する情報提供ととも
に講演を企画し障害者からの発信を行っている。

教育の内部質保
証システム

○学生の能動的な学習を促す授業实践例を紹介する冊子を教員向けに発行し、
「授業時間内に能動的な学習を促す５つの手法」等を示し、教員のＦＤ、授業改
善支援に努めている。

教育の内部質保
証システム

○ＴＡや図書館のスタディ･アシスタント等の教育補助者に対して、全学的な研
修を行っているほか、研究科においても教育補助者の資質向上を図るための取組
を積極的に行っている。

財務基盤及び管
理運営

○職員の資質向上のために、「人材育成プログラム ～スタッフ・ディベロップ
メントの体系化と实践的展開～ 」を策定し、法人職員の戦略的人材育成の指針
として明確に定めている。

財務基盤及び管
理運営

○平成22年度の認証評価以降２年ごとに重点項目テーマを設定し、「研究」「教
育」「国際化」のテーマでそれぞれ自己点検・評価報告書を取りまとめている。

秋田県立大学 大学改革支援・
学位授与機構

前橋工科大学 大学改革支援・
学位授与機構

首都大学東京 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

○教員評価を毎年度实施し、その結果に基づいて研究費の傾斜配分を实施してい
る。

教育内容及び方
法

○学部の教養科目、キャリア形成科目、５学科の専門科目及び大学院の専攻ごと
の「教育理念」と「学習・教育目標」を明文化し、それぞれの科目区分で開設す
る授業科目間のつながりを示す「科目間系統図」（カリキュラム・マップ）を作
成しているだけでなく、各授業科目のシラバスには、当該授業が「学習・教育目
標」のどの項目と対応しているかを記号で明示し、全学的に統一した様式で各授
業科目と学科、専攻が掲げる学習・教育目標とのつながりが分かるようにしてい
る。

教育内容及び方
法

○卒業研究を履修している４年次生を対象に、２科目４卖位を上限として博士前
期課程で開講している授業科目の履修を認め、大学院入学後に卖位を認定する制
度を設け、学生が活発に利用している。

教育内容及び方
法

○平成25年度に採択された文部科学省ＣＯＣ事業「「工学心」で地域とつながる
「地域協働型大学」の構築」（～平成29年度）を契機に、地域協働支援审を開設
し、ここを窓口として学生が地域と協働して課題解決に取り組んだ成果を、地域
協働科目に指定した授業で発表する取組を实施している。また、地域協働科目を
履修した学生には、コミュニケーション力や課題解決力について、「学生の成長
度評価」を实施している。

教育内容及び方
法

○博士前期課程の教育課程に、大学院教養科目として「高度实践英語」、「科学
技術論」を、ＭＯＴ科目として「技術経営論」、「地域産業論」、「創造性開発
研究」を開設し、今日の工学教育のニーズに応えている。

教員及び教育支
援者

○教育・研究・管理運営・地域貢献に優れた業績を上げた教員に対して、教員評
価の基準に照らして研究経費を配分している。

学生の受入 ○学長・学長補佐等が石川県下の高等学校を訪問して入試制度について意見を聴
取し、入試科目等の変更を行うなど、積極的に入学者選抜方法の改善を行ってい
る。

学習成果 ○学部卒業生及び大学院博士前期課程修了生の就職率が高い。

施設・設備及び
学生支援

○学科学年を問わず興味関心がある学生が集まって教員の提示した研究に取り組
むポケットゼミを多数開講し、学生の学習を支援している。

施設・設備及び
学生支援

○小規模校の特性を活かして、全学部学生に対して、年１回以上面談を行うとと
もに、学習ポートフォリオを導入するなど手厚い学習支援を行っている。

学習成果 ○県内及び隣接する県への就職率が高く、地域に貢献できる人材の育成に成果を
上げている。

施設・設備及び
学生支援

○自主学習環境として各種工房、演習审、グループ学習审等が整備されており、
授業時間外の利用が可能となっている。デザイン学部では、木材加工审、金属加
工审、金属工房、プラスティック加工审、ドライモデル审、クレイモデル审、平
面工房、及び立体工房が、授業での使用中以外は届出制により自主学習において
使用を可能としており、教員の許可を得るなど厳格な使用ルールの下、夜間や休
日にも利用されている。

教育の内部質保
証システム

○授業評価のアンケートの分析結果について、各学部教授会にて、教員に対し
フィードバックされ、それに対する担当教員のコメントを、集計結果とともに
「コメント集」として公表している。

教育の内部質保
証システム

○文化政策学科では、リテラシー科目等を主なテーマとし、３回のセミナー形式
の研修会と１回の会議形式の協議を行い、学科としての指導の在り方のコンセン
サスを図り、デザイン学科では、新カリキュラムにおける学生への対応等をテー
マとし、会議に加え１回の合宿を行い、平成28年度からの新カリキュラムの新た
な展開へ向けての入念な準備を行うなど、各学科の特性、必要性に応じ、独自性
を加味した形でＦＤが自主的に实施されている。

教員及び教育支
援者

○男女共同参画の一層の推進のために平成25年度に男女共同参画推進审を設置
し、研究支援員制度の導入、女性に限定した教員の公募、「女性教員の採用・登
用の促進のための学部・研究科によるアクションプラン」の策定をしており、こ
の取組を推進したチームは平成26年度に京都府公立大学法人から教職員表彰（功
績職員表彰）を受けている。

教員及び教育支
援者

○教員評価の結果が給与に反映される仕組みについて明文化されている。

教育内容及び方
法

○京都府立医科大学、京都工芸繊維大学との間で京都三大学教養教育共同機構を
構築し、「リベラルアーツゼミナール」を設けるなどして、大学や進路志望の違
いを越えた多面的な視点による学習及び討論を行う場を实現している。

教育内容及び方
法

○学部共通プログラムの一つとして副専攻「京都文化学コース」を平成27年度ま
で設け、平成28年度から文学部の必修科目として「国際京都学プログラム」を設
けるなどして、京都に位置し、京都と関わりの深い文学や文化、歴史を研究対象
とする学部において、国際的視野の育成、京都の地域社会や文化交流に貢献でき
る能力を育む環境を实現している。

富山県立大学 大学改革支援・
学位授与機構

石川県立大学 大学改革支援・
学位授与機構

静岡文化芸術大
学

大学改革支援・
学位授与機構

京都府立大学 大学改革支援・
学位授与機構
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教育内容及び方
法

○文理融合の学部横断型プログラム「和食の文化と科学」を平成27年度から開講
している。

教育内容及び方
法

○平成27年度文部科学省「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（ＣＯＣ
＋）」に採択された「北京都を中心とする国公私立・高専連携による京都創成人
材育成事業」に参加するなど、地域と連携する教育プログラムの構築に取り組ん
でいる。

教育内容及び方
法

○平成25年度文部科学省大学ＣＯＣ事業「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实践」において、地域課題に向き合う实践的学修や、ア
クティブ・ラーニングを中心とする副専攻「地域再生（ＣＲ）」を導入してい
る。

教育内容及び方
法

○研究倫理に関する教育・指導を行うため、大学院共通科目として、研究倫理に
関する科目を必修として設けている。

教育内容及び方
法

○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推進拠点として採
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（ＳｉＭＳ学位
プログラム）」では、独創的かつ階層的な教育課程と指導・支援体制を設けて、
多様な演習科目群を履修することが可能となっている。

教育内容及び方
法

○平成23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「７大学連
携先端的がん教育基盤創造プラン」により、高度ながん医療と研究を实践できる
人材養成の基盤整備を進め、がん教育拠点の構築のために、教育改革部門、地域
医療部門、研究者養成部門の３部門を設置し、組織的な連携教育を行っている。

施設・設備及び
学生支援

○様々なアプリケーションを搭載した情報教育パソコンからなる情報教育システ
ムと学内のどこでもつながる無線ＬＡＮを提供し、学習のための基盤を整備する
とともに、履修している授業ごとに授業支援システム、出席管理システム、シラ
バス、ポートフォリオシステムへワンクリックで移動できる学習・教育支援サイ
トを構築・運用し、学習支援環境の基盤をＩＣＴ化し有効に活用している。

施設・設備及び
学生支援

○臨床心理士によるメール相談、カウンセラーによる対面方式の学生相談、アク
セスセンターでの社会福祉士・精神保健福祉士による障害学生支援の相談等各種
相談窓口の充实に加え、教員が学生の修学をはじめ学生生活全般の相談・指導を
担う学生アドバイザー制度の運用等、学生の相談体制の整備・充实を図ってい
る。

教育の内部質保
証システム

○８大学間連携事業による共通の卒業生調査、大学ＩＲコンソーシアムの共通調
査を活用し、他大学との相互評価、ベンチマークデータの比較により教育の質保
証を図っている。

教育情報等の公
表

○大学ウェブサイトのユーザビリティの改善、公表情報の充实を進め、高い評価
を受けている。また、『データで見る公立大学法人大阪府立大学』や
『Financial Report』を年度ごとに作成し、分かりやすく情報を公表している。

教員及び教育支
援者

○平成25年度に女性研究者研究活動支援事業が、平成26年度に神戸大学及び関西
学院大学と連携した女性研究者研究活動支援事業が文部科学省女性研究者研究活
動支援事業（一般型）及び同（連携型）に採択され、成果を上げている。

教員及び教育支
援者

○平成25年度に制定した教員活動評価实施規程に基づき、教員活動評価を实施
し、各学部・研究科において、その評価結果を基に昇給や勤勉手当、研究費の配
分等の処遇に反映している。

教育内容及び方
法

○特別教育プログラムとしてグローバル教育ユニット、防災教育ユニットを实施
し、学部を横断した科目の履修を可能としている。また平成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「コミュニティ・プランナー育成
のための实践的教育課程の構築事業」では、宮城大学と連携してコミュニティ・
プランナープログラムを实施し、地域の資源等を活かしたコミュニティづくり
や、地域社会が抱える様々な課題の解決ができる人材を育成している。

教育内容及び方
法

○平成25年度文部科学省大学ＣＯＣ事業に「ひょうご・地（知）の五国豊穣イニ
シアティブ」が採択され、地元自治体と連携したプロジェクトを展開しており、
地域社会と連携してリーダー育成を行う副専攻「五国豊穣プログラム」を平成27
年度から实施している。

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」に生命理学研究科の
「フォトンサイエンスが拓く次世代ピコバイオロジー」、看護学研究科の「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、生命理学研究科ではピコ
バイオロジー専攻を、看護学研究科では共同災害看護学専攻を設置し、次世代の
リーダー育成のための５年一貫教育を实施している。

教育内容及び方
法

○共通教育では、語学教育推進审において、学習支援の充实、及び、使える英語
教育のためのスピーキング教材の自主開発を含む英語高度化プロジェクトに取り
組んでいる。

教育内容及び方
法

○平成24年度文部科学省「産業界のニーズに対応した教育改善・充实体制整備事
業」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」にお
いて、体系化された「技術者・デザイナー養成プログラム」の構築に取り組み、
さらに岡山理科大学、山口東京理科大学とサブグループを形成し、連携の下、共
同プログラムを開発、实施している。

大学改革支援・
学位授与機構

兵庫県立大学 大学改革支援・
学位授与機構

岡山県立大学 大学改革支援・
学位授与機構

京都府立大学 大学改革支援・
学位授与機構

大阪府立大学
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教育内容及び方
法

○学内の競争的資金「教育力向上支援事業」を实施し、多数の応募の中から採択
された様々な取組は、外部から高い評価を受けている。

学習成果 ○卒業生・修了生の県内就職率は高く、地域社会へ人材供給を行っている。

学習成果 ○保健福祉学部における看護師、保健師、助産師及び社会福祉士国家資格試験合
格率が高い水準にある。

教育の内部質保
証システム

○外部評価において、大学教育開発センターのＦＤ活動に職員も参加して教職協
働を進めている点が高い評価を受けている。

財務基盤及び管
理運営

○公立大学政策・評価研究センターによる大学評価ワークショップを受けてい
る。

教育内容及び方
法

○学士課程では、両学部とも、コースごと又は領域ごとの教養科目から卒業研究
に至る授業・科目の積み上げの構造をカリキュラム・マップで明確にし、その履
修の順序を複数の履修モデルによって示して、体系性を明らかにしている。

教育内容及び方
法

○街中にキャンパスがあるという特色を活かし、「キャンパスは街、学ぶのは未
来」というスローガンを掲げ、地元の保育・教育施設や地元企業、自治会組織と
連携して、特色ある授業科目を開講し、地域や学生の多様なニーズに応える教育
を展開している。

教育内容及び方
法

○教育学部では学校・保育所での学外实習のほかに、教育支援センターを中心と
して、正課外で地域の学校・保育所における教育・保育活動を体験する实地体験
活動を組織的に实施している。

学習成果 ○就職率が高く、就職先において在学中に身に付けた資質・能力についての評価
も高い。

施設・設備及び
学生支援

○教育支援センターに４人の特任教員を置いて、学生が取り組む教育・保育实習
や課外での学校・保育所における实地体験活動に関する相談、助言、支援を行っ
ている。

財務基盤及び管
理運営

○福山市では事務局に配置予定の職員を文部科学省に派遣し、高等教育局高等教
育企画課及び高等教育局大学振興課で１年間、高等教育行政に関連する多様な業
務に従事させ、帰任後、事務局に配置する研修制度を实施している。

財務基盤及び管
理運営

○平成28年度の認証評価に向けた自己評価書では、根拠資料・データの適切な提
示や問題点の的確な把握を行い、質の高い自己評価を行っている。

教員及び教育支
援者

○明確な基準に従って、教員の教育及び研究活動等に関する評価を再任審査や報
奨金制度に反映させている。

学生の受入 ○入学者選抜においては、面接担当者がキャリブレーションチェック用シートを
用いることなどにより、ばらつきが調整され、面接の公正性が担保されている。

教育内容及び方
法

○診療参加型臨床实習に十分な期間を設け、学習者が实際に歯科医行為を経験す
る实習が量的に充实するとともに、幅広い分野で实習を行い、卒業前に必要な技
能・態度を習得するために十分な症例を経験している。

教育内容及び方
法

○国際的な社会貢献のできる人材を育成する目的の九州歯科大学国際交流プログ
ラムによって、夏季休暇期間中に学生が、海外の協定歯科大学・歯学部において
講義・实習の見学並びに国際交流を体験している。

教育内容及び方
法

○臨床实習（クリニカルクラークシップ）における到達目標「歯科医療従事者と
して必要な態度を实践する」の評価については、ＰＣＣ－ＯＳＣＥを導入し、評
価の実観性、厳格性を高めている。

施設・設備及び
学生支援

○相互实習审や臨床シミュレーションシステム等の实習を支援する施設が充实し
ている。

施設・設備及び
学生支援

○歯科公衆衛生、障害者福祉を中心としたボランティア活動を継続的に行う「む
しばくらぶ」は、多数の学生が加入し、歯科医師と歯科衛生士としてどのように
活動していくべきかの自覚を育てるとともに、地域に貢献する課外活動として際
立った存在となっている。

教員及び教育支
援者

○教員の個人業績評価を毎年实施し、勤勉手当等の処遇に反映させるとともに、
評価の低い教員に対する指導及び助言を行い、改善を促している。

学生の受入 ○小論文試験の出題テーマや面接試験の集団討論テーマの検証を行うとともに、
入学者受入方針に対する理解を広めることを目的として、小論文試験問題と面接
問題及び出題意図を取りまとめた冊子を作成し、高校生等に配布している。

教育内容及び方
法

○地域における保健・医療・福祉の諸課題に、主体性をもって他者と協働して課
題を解決できる实践的能力を向上させることを目的とした全学横断型科目を設置
しており、「不登校・ひきこもり援助論」を履修した学生は、地域の児童生徒の
ために設置されたキャンパススクールでボランティアとして活動している。

岡山県立大学 大学改革支援・
学位授与機構

福山市立大学 大学改革支援・
学位授与機構

九州歯科大学 大学改革支援・
学位授与機構

福岡県立大学 大学改革支援・
学位授与機構
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教育内容及び方
法

○シラバスは、全授業科目において学生の到達目標を学位授与方針に対応した形
で記載し、成績評価の方法及び基準の記載形式を統一した様式で作成している。

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、当該大学を代表校
として福岡及び沖縄の看護系８大学が連携した「多価値尊重社会の实現に寄与す
る学生を養成する教育共同体の構築」が採択されている。看護職を志す学生を対
象に多様な価値を理解し共有する学生の養成を目指し、事業を継続实施して、卖
位互換包括協定に基づき他大学の開講科目で修得した卖位を当該大学の卖位とし
て認定する制度を設けている。

教育内容及び方
法

○就業体験を通して、専門職業人の育成を目指す「プレ・インターンシップ」を
全学横断型科目として实施しており、平成26年度からは文部科学省「産業界ニー
ズに対応した教育改善・充实体制整備事業【テーマＢ】インターンシップ等の取
組拡大」に採択された「中長期・实践型インターンシップの推進と教育的な指導
体制の構築」（福岡県立大学（幹事校）、福岡工業大学、西九州大学、九州イン
ターンシップ推進協議会）によって、キャリア教育型インターンシップ教育プロ
グラム開発、ルーブリックによる到達目標の確認等を行っている。

学習成果 ○過去５年間の社会福祉士、精神保健福祉士、看護師及び保健師の国家資格試験
の合格率が高い。

学習成果 ○県内及び周辺県への就職率が高く、地域に貢献できる人材の育成に成果を上げ
ている。

教員及び教育支
援者

○教員報奨金規程を定め、教員個人業績評価の結果を、教員への報奨金や業績年
俸に反映させている。

学生の受入 ○海外の高等学校関係者等へのヒアリングの結果に基づき、外国人留学生入試の
選抜時期や科目について改善を図り、ベトナム、タイ、アメリカ等を含む多国籍
の留学生が入学している。

教育内容及び方
法

○平成27年度文部科学省「大学教育再生加速プログラム（ＡＰ）テーマIV（長期
学外学修プログラム（ギャップイヤー））」に採択され、長期学外学修のプログ
ラムを強化し、学生の主体的な学びの体験と实践を通じて、实社会で女性リー
ダーとして活躍できる人材育成を展開している。

施設・設備及び
学生支援

○平成26年度に新築、竣工した現在の図書館の建物は明るく躍動感のある空間と
して、公益財団法人日本デザイン振興会グッドデザイン賞2015を受賞している。

施設・設備及び
学生支援

○ＡＡ（アカデミック・アドバイザー）システムを構築し、面談週間を設けて学
生一人一人と面談を实施して、学習指導を行い、学生からの相談に対応してい
る。

施設・設備及び
学生支援

○交換留学（派遣及び受入）、海外語学研修、海外体験学習等に対して、日本学
生支援機構奨学金（海外留学支援制度）を獲得して、派遣する学生（約70％）へ
支援を实施しているほか、日本学生支援機構からの支援がない学生には学内奨励
金を交付し、希望した学生に対しては、全員に援助を行っている。

財務基盤及び管
理運営

○教職員学生協議会を設けており、学生自治会の代表者と大学の代表者が協議を
行うほか、学生寮委員会などの６つの委員会等へ学生を参加させており、学生か
らの要望を運営に反映させている。

教育情報等の公
表

○平成25年度に教職員の行動指針及び建学の精神等を記載したクレドカード
（『ＵＩ（University Identity）マニュアル』）を作成し、教職員へ常時携行
させている。

教員及び教育支
援者

○「教員評価の实施に関する基本的な方針」に従って教員評価を行い、評価結果
を処遇等に反映させている。

教育内容及び方
法

○看護实践力向上のためのプログラム（看護技術修得プログラム、看護スキル
アップ演習）を活用し、学生の看護技術の修得、総合的な判断力の養成に努めて
いる。

教育内容及び方
法

○文部科学省「地(知）の拠点整備事業（ＣＯＣ）」として平成25年度に採択さ
れた「看護学生による予防的家庭訪問实習を通した地域のまちづくり事業」にお
いて、平成27年度から、看護学部１～４年次の全学生がチームを組んで定期的に
在宅高齢者を訪問する「予防的家庭訪問实習」を实施し、高齢者の生活・環境や
地域社会への学生の関心を高めるとともに、それらの学生によるまちづくり等を
通じて種々の地域課題に応えている。

教育の内部質保
証システム

○毎年、学長が全教員と専門職員（図書館司書及び保健审保健師）を対象に面接
を１～２回实施し、改善につなげている。

愛国学園大学 日本高等教育評
価機構

2-8.教員の配
置・職能開発等

○授業公開によるFD活動に積極的に取組んでおり、公開だけでなく、交替制で全員参加
の講評員を置いて講評会を行っていることは評価できる。

2-2.教育課程及
び教授方法

○専門教養科目においては、意欲と基礎学力を指標にクラス編成を行う「雁行型教育」
を取入れ、同程度の意欲や学力レベルを持つ学生が助け合いながら学力を向上させる
という特色ある教育を展開していることは高く評価できる。

愛知工科大学 日本高等教育評
価機構

福岡県立大学 大学改革支援・
学位授与機構

福岡女子大学 大学改革支援・
学位授与機構

大分県立看護科
学大学

大学改革支援・
学位授与機構
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2-4.卖位認定、
卒業・修了認定
等

○成績評価において、科目ごとに大学が定めている総合力3要件「意欲」「人間性」「能
力」の貢献度配分を設定し、シラバスに明示し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

○「第2期中期経営計画」で大学を取巻く現状を分析し、大学教育のあり方と地域に貢献
する姿勢を明確にまとめ、使命・目的及び教育目的を個別の施策に反映し、具体的な成
果目標を掲げて取組んでいる点は評価できる。

2-5.キャリアガ
イダンス

○3年次後期に「就職合宿」やインターンシップを実施し、参加者に報告書等でアウトプッ
トさせることにより、キャリア教育の支援体制を充実させている点は評価できる。

3-5.業務執行体
制の機能性

○他大学との連携SD活動、特別予算が付与される「自己主導型研修」など、職員の資
質・能力の向上に積極的に取組んでおり、評価できる。

2-1.学生の受入
れ

○入学前学習プログラムにおいて、入学予定者へ新聞記事を題材としたレポート課題、
専門科目を学ぶために必要な基本的な知識を問う大学独自に作成した問題を与え、回
答のフィードバックを行い、入学後のリメディアル教育につなげている点は評価できる。

2-3.学修及び授
業の支援

○留学生支援として、日本人学生の1年生がサポーター、2年生以降はチューターとなり
留学生への学修や日本文化の理解への支援を行っており、その結果、日本人学生側に
おいても海外への関心が高まるといった効果が見られ、評価できる。

2-7.学生サービ
ス

○大学独自の経済的支援として、「朝日大学奨学融資制度」、給付型奨学金「朝日大学
学業奨励奨学金」など多種多様な奨学金制度を設けており、特に、給付型奨学金を充実
させ学生への経済的支援を実施している点は評価できる。

2-9.教育環境の
整備

○図書館にラーニングコモンズエリアを設置しているほか、会計研究会の部室に専従の
公認会計士を配置するなど、学修環境を整備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

○地域研究の可能性を探究する「旭川大学地域研究所」は、建学の理念を具現化してお
り評価できる。

3-2.理事会の機
能

○評議員である学部長をオブザーバーとして理事会・常任理事会に出席させていること
は、教学面の情報を共有し、迅速かつ戦略的意思決定において有効であり、高く評価で
きる。

宇部フロンティア
大学

日本高等教育評
価機構

1-3.使命・目的
及び教育目的の
有効性

○単年度事業計画の達成度について、4段階評価により「見える化」していることは高く
評価できる。

2-3.学修及び授
業の支援

○発達障害、精神障害などを抱える学生の学修支援を、大学全体で積極的に取組んで
いる点は評価できる。

2-5.キャリアガ
イダンス

○海外インターンシップでは、ドイツ、イタリアからの輸入事業を手掛ける企業に学生を
同行させたり、ベトナムに進出した日系企業へ学生を派遣している点は評価できる。

大阪芸術大学 日本高等教育評
価機構

2-9.教育環境の
整備

○芸術分野に関連する博物館、撮影所、映画館などの施設や音楽関係設備、放送関係
設備、ガラス工芸設備などを十分に整備・活用し各芸術分野の教育を行っている点は高
く評価できる。

2-3.学修及び授
業の支援

○学生の基礎学力向上を目的とした「教育センター」は、「教育センターニュース」の発行
などきめ細かな学修支援を行っていることは評価できる。

3-4.コミュニ
ケーションとガ
バナンス

○監事監査を「学園広報」「学生支援」等の時宜を得たテーマで毎年実施し、「監事報告
書」に的確にまとめ、理事会に提言するとともに、過去の業務監査のテーマについて
「フォローアップ監査」を行うなど、監事によるガバナンス機能が十分に発揮されており高
く評価できる。

3-6.財務基盤と
収支

○法人が大学への運営資金配分比率を毎年度見直しするなど、きめ細かい予算編成を
行い、中期計画を踏まえた弾力的な財務運営への取組みで安定した財務基盤を構築し
ていることは評価できる。

鹿児島純心女子
大学

日本高等教育評
価機構

2-9.教育環境の
整備

○教育理念と関連した「鹿児島純心女子大学附属博物館」において、郷土玩具に関する
資料等の展示を学生が企画し、展示作業を行っており、授業にも役立っている点は評価
できる。

関西医療大学 日本高等教育評
価機構

2-1.学生の受入
れ

○独自の入試情報誌である「Style K News Letter」を発行し、大学入試に関連した情報
や入試実施状況、特に医療系大学の入試動向や教育行政の動向など幅広く受験生、高
校生、高校教員や保護者に情報発信していることは高く評価できる。

1-1.使命・目的
及び教育目的の
明確性

○命の尊さや生命倫理を深く理解させるために、「生命倫理」を全学生の必修科目とし、
生命の尊さを教育していることは評価できる。

2-3.学修及び授
業の支援

○平成26(2014)年度入学生から全員にタブレット型コンピュータを貸与し、それを活用し
たアクティブ・ラーニングを実施して教育効果を上げている点は高く評価できる。

2-8.教員の配
置・職能開発等

○「研究授業」の参観後に開催する「授業研究会」にて意見交換を行い、「研究授業」に
参加できなかった教員に対しては録画を視聴させるなど、教員の授業スキルの向上に効
果を上げている点は高く評価できる。

愛知工科大学 日本高等教育評
価機構

愛知東邦大学 日本高等教育評
価機構

青森中央学院大
学

日本高等教育評
価機構

朝日大学 日本高等教育評
価機構

旭川大学 日本高等教育評
価機構

大阪経済法科大
学

日本高等教育評
価機構

大阪工業大学 日本高等教育評
価機構

畿央大学 日本高等教育評
価機構
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2-7.学生サービ
ス

○専門的知識を有したスタッフが配置された保健室、人権教育啓発室、学生相談室が、
十分な開室時間を確保し、きめ細かな学生サービスを心掛けている点は評価できる。

2-9.教育環境の
整備

○教員の教育・研究のための「教材作成室」が効果的に機能し、授業内容の充実が図ら
れ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

○「アイデアオリンピック」は、教職員からの情報や提案が生かされる仕組みとして、ま
た、学生から意見をくみ上げるシステムとしても機能しており、評価できる。

健康科学大学 日本高等教育評
価機構

2-3.学修及び授
業の支援

○「出欠席管理システム」の構築、クラス担任制度、「学生サポートセンター」の設置な
ど、総合的な学生サポート体制の強化により、退学率、留年率が減尐しており評価でき
る。

3-1.経営の規律
と誠实性

○再生可能エネルギーの導入など環境問題に積極的に取組んでおり、「エコ大学ランキ
ング」で上位にランクされるなど、外部の専門機関から高い評価を得ていることは評価で
きる。

3-5.業務執行体
制の機能性

○永年継続開催している「学園教育充実研究会」（大会）には全教職員が参加し、グルー
プディスカッションなどを通じて大学の教育機能・環境の向上に組織的に取組んでおり、
教職協働の一つのあり方として、評価できる。

4-1.自己点検・
評価の適切性

○全学共通の進捗管理ツール「PDCA表」を活用することにより、年度計画から年度末の
報告会までの一連の点検評価作業をルーティン業務に落とし込み、実施している点は評
価できる。

埼玉学園大学 日本高等教育評
価機構

4-1.自己点検・
評価の適切性

○「自己点検評価チェックシート」により、点検事項を整理し、大学全体で毎年度評価を
行っていることは評価できる。

滋慶医療科学大
学院大学

日本高等教育評
価機構

2-9.教育環境の
整備

○学生自習室には大学院生全員の机とロッカーを用意しており、自主学習の環境が十
分に整えられている点は評価できる。

静岡福祉大学 日本高等教育評
価機構

1-3.使命・目的
及び教育目的の
有効性

○平成16(2004)年の開学以来、大学はその使命・目的にふさわしい「地域をキャンパス
に」を理念に掲げ、「高校生福祉スピーチコンテスト」など、地域に密着したさまざまな社
会貢献活動を積極的に行い、地元静岡県焼津市を中心とした地域創生の力として貢献
している点は高く評価できる。

純真学園大学 日本高等教育評
価機構

2-2.教育課程及
び教授方法

○共通教育科目に「純真学」を6科目編成の科目群として新設し、合同授業として、特色
ある全学的な教育の取組みをしていることは高く評価できる。

松蔭大学 日本高等教育評
価機構

2-7.学生サービ
ス

○学生相談室員が学生生活になじめない学生を対象に昼食を摂りながら相談に対応す
る「集食ウィーク」の取組みは、高く評価できる。

2-2.教育課程及
び教授方法

○実習では教員の製作に伴う説明とともに、大学独自で開発した「製作のための電子教
材」の活用をしながら授業を進めていることは、評価できる。

3-1.経営の規律
と誠实性

○「大地震対応マニュアル」を、学生・教職員に配付し、災害対策用の貯蔵品も備えてお
り評価できる。

2-2.教育課程及
び教授方法

○「オーラルコミュニケーション」を週5日開講し、外国人留学生との混合授業等で英語コ
ミュニケーション能力の向上を図っており、英語教育と海外プログラムを有機的につなぐ
一貫した取組みで大学の「国際性」の維持に努めている点は高く評価できる。

3-1.経営の規律
と誠实性

○建学の精神を実現するため、勤務者全てが倫理観を持って業務を遂行することを求め
る「学校法人享栄学園職員倫理要綱」を定め、ホームページでも公開するなど、誠実な
運営に心掛けている点は高く評価できる。

2-2.教育課程及
び教授方法

○「Project-Based Learning(PBL)」は、教育理念である「自らが課題を発見し、そして解
決することができる知的専門職業人を育成」を実践する機会を提供し、多くの学生が主
体的学修者として成長できる教育プログラムとして機能している点が高く評価できる。

3-4.コミュニ
ケーションとガ
バナンス

○監事監査は、経営面及び教学面の業務監査を実施し、社会貢献を果たすべく毎年
テーマを決めて、計画的・組織的に実施し、ほぼ全部署から業務監査でヒアリングを行っ
ていることは高く評価できる。

千歳科学技術大
学

日本高等教育評
価機構

2-2.教育課程及
び教授方法

○大学で開発したeラーニング教材を基礎教科から専門教科にわたって活用した教育を
行っていることは評価できる。

千葉経済大学 日本高等教育評
価機構

1-3.使命・目的
及び教育目的の
有効性

○建学の精神「片手に論語　片手に算盤」を形象化したシンボルタワーをはじめ、正門や
正門前広場のデザイン等にも大学の個性と特色が形象化されている点は評価できる。

東海学園大学 日本高等教育評
価機構

1-3.使命・目的
及び教育目的の
有効性

○学内では、教職員・学生に対し、仏教精神に基づく建学の精神を反映する各種の体験
的な研修を通し、大学の使命・目的及び教育目的を理解させる努力を重ねており、「共生
文化研究所」の設置など、学外への周知にも積極的に努めている点は高く評価できる。

東京家政学院大
学

日本高等教育評
価機構

2-9.教育環境の
整備

○「生活文化博物館」「大江文庫」など、家政学の大学として発展してきた歴史ある貴重
な資料を保存した施設を社会連携などで有効に活用し、学生の教育や研究にも役立て
ていることは高く評価できる。

京都外国語大学 日本高等教育評
価機構

郡山女子大学 日本高等教育評
価機構

杉野服飾大学 日本高等教育評
価機構

鈴鹿大学 日本高等教育評
価機構

摂南大学 日本高等教育評
価機構
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http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/35suzuka_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/36setsunan_university.pdf


東京純心大学 日本高等教育評
価機構

2-9.教育環境の
整備

○図書館は、クリスマス絵本を含む多数の児童文学書を収蔵し、こども文化学研究の基
盤となっており、高く評価できる。

2-2.教育課程及
び教授方法

○開学当初から重点を置いているソルフェージュ教育の取組みは、豊富な能力別クラス
と指導体制が整い、テキストを学修者のレベルに合わせて作成するなど、他大学の模範
となる教育プログラムの実践として高く評価できる。

2-8.教員の配
置・職能開発等

○FD活動は、各部会（ピアノ、弦楽器等）で実施する国外の音楽家による「特別レッスン
（公開授業）」や部会を超えて実施するファカルティ・コンサートなど音楽大学の特性を生
かした非常に活発かつ多彩な内容で実施されている点は高く評価できる。

3-1.経営の規律
と誠实性

○「学校法人桐朋学園のエネルギーの使用の合理化等に関する取り組み方針」を定め、
理事長を法人全体のエネルギー管理統括者として省エネルギー化の推進とCO₂排出量
の削減に向け取組んでいることは高く評価できる。

東北女子大学 日本高等教育評
価機構

2-3.学修及び授
業の支援

○「東北女子大学教職員協働による学生支援規則」「助言教員制」「協力教員」を定め、
全教職員が協働して学生の学修支援に当たっていることは、中途退学者が極めて尐な
く、免許・資格取得を生かした高い就職率につながる成果であり、高く評価できる。

東北文教大学 日本高等教育評
価機構

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

○若手教員の一人ひとりの意欲と能力を引出すために、任期1年間の学長補佐を担当さ
せる制度を定め、人材育成の仕組みを工夫している点は評価できる。

常磐会学園大学 日本高等教育評
価機構

2-9.教育環境の
整備

○学生の要望や教育目的に沿って、新たに「乳幼児家庭実習室」「幼児教育保育実践
室」「小学校模擬教室」「アクティブ・ラーニング室」などの実践的な実習室を整備し、計画
的に快適な教育研究環境を整備している点は、評価できる。

徳山大学 日本高等教育評
価機構

2-2.教育課程及
び教授方法

○「地域志向科目群」の導入により「地域ゼミ」等の地域を意識した特色ある授業科目が
教育課程に編成されていることは評価できる。

豊橋創造大学 日本高等教育評
価機構

3-1.経営の規律
と誠实性

○防災に関する多様な規則が設けられ、教職員へ防災備品の配付を行い、災害用備蓄
倉庫には、毛布、保存食、発電機、仮設トイレ等を確保した上、本格的な防災訓練を実
施する等、一連の防災に関する対応について評価できる。

1-2.使命・目的
及び教育目的の
適切性

○国の支援事業として採択された人材養成プログラムを深化させながら、学部学科の改
編を行い、時代の変化や地域社会のニーズに適合させる形で継続的に対応していること
は高く評価できる。

2-2.教育課程及
び教授方法

○「学生による地域活性化プログラム成果発表会」は数年来、テレビや地元紙等から一
定の評価を得ている。こうした社会的評価を伴う同発表会が地域における大学の存在感
や知名度を高めていることは高く評価できる。

3-1.経営の規律
と誠实性

○大学の使命実現のため、平成18(2006)年以降、文部科学省の地域活性化関連補助
事業に「長岡地域＜創造人材＞養成プログラム」などが長年にわたり継続的に採択され
ていることは評価できる。

2-2.教育課程及
び教授方法

○管理栄養学科では、医療に強い管理栄養士の育成プログラムが設定されており、「国
際栄養学演習」において、海外で現地の管理栄養士との違いを学べる点は評価できる。

2-5.キャリアガ
イダンス

○学部・学科が連携した相談・助言体制、駅前で就職相談ができる「就活サテライトラウ
ンジ名駅」や「遠隔地就職活動交通費支援制度」による新幹線代等交通費補助などキャ
リア支援体制が充実していることは評価できる。

名古屋造形大学 日本高等教育評
価機構

2-3.学修及び授
業の支援

○欠席回数が3回を超えた学生に対し、コースの教職員から学生に注意喚起を促すシス
テムが確立され、平成26(2014)年度より「授業欠席が続く学生へのガイドライン」が制定
され、効果を上げていることは高く評価できる。

日本映画大学 日本高等教育評
価機構

2-9.教育環境の
整備

○映画大学としての使命・目的を果たすべく、今村昌平記念スタジオなど映画制作に必
要な充実した施設及び設備を有している点は高く評価できる。

日本文化大學 日本高等教育評
価機構

2-5.キャリアガ
イダンス

○就職率が高く、特に警察官試験に対し高い合格率を継続的に達成していることは、評
価できる。

2-7.学生サービ
ス

○新入生を含め、学生に禁煙誓約書を提出させ、学内完全禁煙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

○薬学科において、非臨床系教員にも医療機関での研修の機会を設けていることは評
価できる。

2-9.教育環境の
整備

○さいたまキャンパス内にある漢方資料館には、大学の特色の一つである漢方薬学を
学ぶ上で貴重な資料が多数展示されており、学外からも多くの見学者が訪れていること
は高く評価できる。

桐朋学園大学 日本高等教育評
価機構

長岡大学 日本高等教育評
価機構

名古屋学芸大学 日本高等教育評
価機構

日本薬科大学 日本高等教育評
価機構
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兵庫大学 日本高等教育評
価機構

2-9.教育環境の
整備

○「看護・介護研修センター」は、訪問看護、訪問介護に係る体験学習等の機会を提供
し、従事者等の在宅ケアスキルの向上と新たなスキルの開発支援を行っていることは、
大学の使命・目的を具現化する上で重要な役割を担っており、高く評価できる。

びわこ成蹊ス
ポーツ大学

日本高等教育評
価機構

2-2.教育課程及
び教授方法

○豊かな自然を生かした「フレッシュマンキャンプ」「水辺実習」及び他県で実施している
「雪上実習」を「野外3大実習」と位置付けて、学内の全教員参加のもとに実施し、大学の
教育内容の理解、人格形成及び学生間の交流を図っている点は高く評価できる。

北海道情報大学 日本高等教育評
価機構

2-2.教育課程及
び教授方法

○教育課程の体系的な編成、その内容・科目の適切性を図るために「カリキュラム・アド
バイザリーボード会議」を実施し、高い見識と経験を持つ学外の有識者であるアドバイ
ザーからの助言のもとにカリキュラムの検証・改正を実施していることは評価できる。

ものつくり大学 日本高等教育評
価機構

2-2.教育課程及
び教授方法

○実習授業において、安全教育徹底のため安全週間を設け、「KY（危険予知）活動」の
実施及び「安全手帳」の携行など、安全教育の充実を図っている点は評価できる。

安田女子大学 日本高等教育評
価機構

2-9.教育環境の
整備

○入学時に、全入学生に無償でノートパソコンを供与していることは評価できる。

2-3.学修及び授
業の支援

○カレッジ・アスリートや外国人留学生への学修支援において、学生の特性に応じたきめ
細い支援体制が構築されている点は評価できる。

2-3.学修及び授
業の支援

○「学習・教育開発センター」におけるメンター制度について、「学生が学生を支援する」
という「ピア・サポート」に基づき学生による自律的・自発的な支援体制が充実している点
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

○「学習・教育開発センター」が「日本の大学生の学習経験調査」の調査に参画するな
ど、先進的な取組みがなされている点は評価できる。

２．短期大学

名　称 評価機関 テーマ 優れた取組

大分県立芸術文
化短期大学

大学基準協会 社会連携・社会
貢献

○社会連携・社会貢献の方針に沿って、オープンカレッジ・公開授業を開講し、
教員が研究成果の社会還元に努めているだけでなく、教育活動との関連を重視
し、学科の特色を生かした地域貢献活動（学習）ともなる展覧会・演奏会・サー
ビスラーニングなど、学生と教職員が協働し、県域をフィールドに芸術・文化の
振興や地域の課題解決に取り組んでいる。これらの取組みは、地元マスコミで取
り上げられるなど、地域社会から評価を受け、成果を上げていることは評価でき
る。

静岡県立大学短
期大学部

大学基準協会 社会連携・社会
貢献

○ＨＰＳ事業は、「ＨＰＳ養成講座」を通じて、多くの講座修了者を輩出してい
るほか、養成講座修了生の取組みを事例集としてまとめて出版しており、ホスピ
タル・プレイ活動の普及や継続的な学びに貢献している。また、「保護者による
わいわい子育て懇話会」「県短子どもフェスタ」は、地域の保護者同士が子育て
や家庭教育の悩みや不安について相談・意見交換できるほか、地域の乳幼児・小
学校低学年の子どもを対象に、学生ボランティアが保育实践活動を提供する場と
なっており、最近では近隣からの問い合わせも増え、地域に浸透してきている。
こうした活動は、地域交流・貢献はもちろん学生教育にも好影響を与えており、
先駆的な取組みとして評価できる。

2-5.キャリアガ
イダンス

○社会的・職業的自立等を指導するためにマナー委員会を設置し、委員会が作成した
「学園マナーブック」が学生の就職面談などに大きく役立っていることは評価できる。

2-5.キャリアガ
イダンス

○学生向け「就職ノート」、保護者向け「就活応援ガイドブック」、企業向け「求人のための
学校案内」等を作成するとともに、遠方で就職活動をする学生のための旅費支援制度を
拡充している点は評価できる。

2-7.学生サービ
ス

○学生が学内で働ける「スチューデントジョブ制度」を設けることにより、経済的な支援を
図るだけでなく、就業体験の充実、学内リーダーの育成、学科を越えた学生交流を図ろう
としている点は、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・学長から所信が述べられる教職員朝礼や、教職員管理職全員が参加し、意
見交換・交流する一泊二日の管理職研修会の取組みについては高く評価できる。

3-6.財務基盤と
収支

○外部資金の獲得において、私立大学等改革総合支援事業へ積極的に取組み、平成
27(2015)年度に三つのタイプの選定を受けている点は高く評価できる。

建学の精神 ○当該短期大学の前身から続く建学の精神を長年守り、人間育成教育を進めてい
る。その精神からより具体的に七つの教育目標を定め、教職員・学生には様々な
機会で周知に努め、一体となってこの理想の具現化に努めている。

教育の効果 ○学習成果は、授業の学習の到達度をはじめ、学生の自己評価、卒業生・就職先
からの評価、教員の観察、地域での貢献先・発表会での観衆からの評価等、幅広
く量的・質的データを収集し査定に取り組んでいる。

学生支援 ○クラスアドバイザー、ゼミアドバイザーなどが、GPAや成績評価、個人面談を
通じて各学生の学習状況を把握し、学生それぞれに応じた細やかで丁寧な指導を
行っている。

函館大谷短期大
学

短期大学基準協
会

山梨学院大学 日本高等教育評
価機構

中村学園大学短
期大学部

日本高等教育評
価機構
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http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/69hyogo_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/70biwako_seikei_sport_college.pdf
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http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/76institute_of_technologists.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/78yasuda_womens_university.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/565/20170322_745904.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/565/20170322_745904.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/506/20170322_224706.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/506/20170322_224706.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/1_h28_hakodateotani.pdf
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http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/80yamanashi_gakuin_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/02nakamura_gakuen_university_junior_college.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/02nakamura_gakuen_university_junior_college.pdf


学生支援 ○「独立行政法人日本学生支援機構奨学金」のみならず、「函館大谷短期大学特
別奨学金」、「函館大谷短期大学学業優秀学生奨学金」など、豊富な奨学金を整
備することで、経済的な側面で生活を支援する体制が整っている。また、遠隔地
での企業説明会への参加旅費補助、ボランティアの交通費補助などの経済的支援
も行っている。

学生支援 ○地域貢献活動は、建学の精神に基づく「自信教人信の誠」と結び付いており、
学生の教育と地域貢献が一体となっている。地元企業に関わるアンケート調査、
学長主導の「光る影絵」サークルの公演活動、「ジュニアひょうたん塾」など、
産学連携活動を行っている。

学生支援 ○図書館利用者教育としての新入生オリエンテーションや、オープンキャンパス
並びに校内見学等において、それぞれ必要な研修会を開催している。在学生によ
るサークル「PAL：C」を組織し、研修を終えた学生に案内役や接実を担当させ、
实習の場としての機会と捉え学生の技術向上と实践を積ませ、教育の一環として
位置付けている。

学生支援 ○FD支援オフィスでは全国的な学生主体のイベントである「学生FDサミット」、
東日本間大学連携である「FDネットワーク“つばさ”」、“つばさ”で实施して
いる「学生FD会議」及び「学生主体型授業」等にオフィスメンバーを中心とした
事務職員、短期大学教員、短期大学学生の三者で毎年積極的に参加している。

学生支援 ○基礎学力不足の学生への対応として学習サポート教审を開設し、教育支援総合
センターが運営の統括を行い、講師陣との連携を密に行っている。毎時の指導内
容、利用記録を蓄積し、学生のニーズの分析と、積極的利用並びに効果的な運営
体制について継続的に検討を行っている。なお、講師陣は退職教員であるため、
学生の気質、能力等をよく理解しており、適切な指導を行え、有効に機能してい
る。

学生支援 ○朝食摂取習慣を身に付けてもらうことを目的に、近隣の3大学と共同で食生活
改善運動を展開している。その際にアンケート調査を实施し、運動の効果確認と
共に学生食堂に対する要望等を聴取している。

学生支援 ○ライフデザイン学科に、「50歳からのシニア入学制度」が設けられ、学費等の
減免がされ、入学のしやすさに配慮がされている。

学生支援 ○入学式直後の第一回目の就職ガイダンスから、系統的なスケジュールで就職ガ
イダンスが組まれており、目的を明確にした学生生活が目指せるようになってい
る。

建学の精神 ○1年次後期の全学生を対象とした必修科目「キリスト教と世界観」の授業にお
いて、カトリック精神、キリスト教の教えに基づいた人間観の講義を通して建学
の精神を周知している。また、学生及び教職員全員が参加する全学研修会を通し
て、学生と教職員が共に研修テーマについて考え、建学の精神・教育理念の理解
を深める機会を持っている。

教育の効果 ○学生の学習面及び生活面のサポーター役としてチューター制度を設けている。
教員一人あたり数人から10人程度の学生を担当し、入学から卒業まで学生の履修
状況を把握し、随時相談に応じ指導が行われている。1年次ではフレッシュマン
ゼミや地域福祉ボランティアワーク、2年次では各専攻課程の卒業研究となる保
育实践演習や課題研究等においてグループや個別の指導も行い、学習成果の向
上・充实に寄与している。

自己点検・評価 ○各専攻課程や部署ごとに年度当初に立てた計画に基づいて、年度末反省会にお
いて自己点検・評価の報告が行われている。項目は「1.本年度取り組んだ課
題」、「2.課題への取り組み結果と点検・評価」、「3.次年度への課題」、「4.
自己点検・評価委員会からの評価」であり、自己点検・評価活動に全教職員が関
わるとともに、成果の活用が図られている。

学生支援 ○学生の学習・生活支援体制が組織的に構築されており、当該短期大学独自の
「学生振返り記録システム（ポートフォリオ）」及び学生管理システム等の活用
により、学生は自己の学習成果の評価・確認が可能となり、教職員も学生の在学
中の成長、学習成果の達成状況を確認できている。

学生支援 ○各専攻課程の保育士や幼稚園教諭二種免許状、介護福祉士という専門資格はも
とより、両専攻課程とも情報処理士、レクリエーション・インストラクター、認
定ピアヘルパー、社会福祉主事任用資格、さらに、保育専攻においては、こども
音楽療法士、おもちゃインストラクター等、様々な資格を多くの学生が取得して
いる。

人的資源 ○FD活動が積極的に行われ、公開授業や講座が实施されている。公開授業終了後
には授業参観フィードバックシートを用いて改善点が検討され、その後の授業改
善に具体的に活用されている。

物的資源 ○ピアノ練習审や明の星ホール等、音楽教育に関する設備が充实している。ピア
ノは初心者レベルの学生が多い中、ピアノ練習审は常に開放されており、授業時
間外にも練習を積むことが可能となっている。

建学の精神 ○柴田学園の創設者である柴田やすについて書かれた船水清著「ここに人ありき
柴田やす伝」を、新採用の教職員の必読の書とし、建学の精神が全職員で共有化
されている。

教育の効果 ○生活科・保育科ともに、PDCAサイクルにより教育目的・目標を定期的に点検し
ている。基礎力のない学生等に対して保育現場の体験を増やしたりするなど、特
別に配慮した指導を行っている。

函館大谷短期大
学

短期大学基準協
会

北翔大学短期大
学部

短期大学基準協
会

青森明の星短期
大学

短期大学基準協
会

東北女子短期大
学

短期大学基準協
会
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教育課程 ○各学科とも、就職先への巡回や懇談会を实施し、卒業生の現状の聴取を密に
とっている。また、アンケート形式で行っている「卒業生の勤務状況についての
調査」の集計結果の分析も丁寧に行い、各学科等で報告・検討し、学習効果に反
映できる仕組みが整っている。

学生支援 ○教育・授業改善の方策として、学生と教職員が同じ問題や興味ある事案に一緒
に取り組むAC（Active Culture）アワーを課外に設定している。身近な疑問を解
決していく過程を学生が主体となって進めることによって、学生の学習意欲が高
まり、授業方法改善の機会となっている。

学生支援 ○課外の「学習サポート」の時間では、漢字学習やピアノ練習などにより基礎学
力をカバーしている。

教育課程 ○幼児保育学科では、休学する学生の増加に対し復学しやすい体制作りとして、
平成27年度より实習を除く通年科目を半期ずつの2科目に分割するなどの対策を
取っており、経済的理由により休学した学生への復学支援につながっている。

教育課程 ○卒業生の就職先や卒業生に対するアンケートを实施し、評価の分析を踏まえた
改善策として国語力の向上やマナー講座等を行い、キャリアアップ支援につなげ
ている。

人的資源 ○専任教員には、個人研究費のほかに学長裁量による競争的研究費として特別研
究費、「法人イノベーションプログラム（基金）研究等補助金制度」、後援会か
らの特別助成があり、科学研究費補助金については「科学研究費申請サポート講
習会」を開催するなど、研究活動の支援に努めている。

人的資源 ○FD活動は、公開授業・授業参観等を实施し、特に授業参観については「教員相
互の授業評価アンケート」を記入し、担当教員に返却している。

教育の効果 ○教育の効果を高めるため、クラス担任だけでなく、ゼミ担当教員や学生部事務
職員等が連携し学生のサポートを行っている。一人の学生に多くの教職員が関わ
り、連携を図りながら、学生のサポートを具体的に行っている。そのことにより
学生の学習意欲が向上し、就職に対する関心・意欲を高め、目的を持って学ぶ学
生となっている。授業の出席率も高く、出口である就職率も高い水準を維持して
いる。

教育課程 ○「総合特別講座」は、外部講師を含むオムニバス形式で行われる演習科目で、
授業回ごとに尐人数制のゼミやクラス卖位でのきめの細かいプログラムが組まれ
ている。保育現場での清掃体験活動等、工夫に富んだ教育課程を入学直後から提
供することで、学生の基礎的スキルに対する保育現場の評価の向上が实現してい
る。

学生支援 ○教育目標の達成及び教員相互の授業改善の意識向上を目的として、優れた授業
を实践している教員を対象に「ベストレクチャー賞」を授与している。優れた实
践事例の表彰は、表彰される教員のみならず、全ての教員にとっての励みとな
り、相互に切磋琢磨する契機となっている。

技術的資源をは
じめとするその
他の教育資源

○教审に電子黒板、プロジェクター、可動式机等を整備し、これを教員と学生が
相互に交流しながら講義や演習、实技ができるソリューションシステムとして構
成し、様々なアクティブラーニングを展開できる教育環境を整えている。

技術的資源をは
じめとするその
他の教育資源

○平成26年に導入されたWebポータルシステムにより、学生が履修状況や卖位取
得状況の確認、休講・補講情報や授業で使用する教材に関する情報を容易に取得
できる環境が整えられており、学習を進めるための情報収集において利便性の向
上が図られている。

財的資源 ○平成25年度に中期（平成26年度～平成29年度）経営計画を策定し、尐子化、グ
ローバル化等の進展による社会環境の新たな段階に備えるため、重点6項目を掲
げ、地域社会においてさらに存在感のある学校法人を目指している。

建学の精神 ○建学の精神に基づいた教育理念は、4月はじめ、非常勤教員も全員出席する全
職員会議で明確に示され、かつ定期的に確認されている。また、各教审に建学の
精神、教育目標が掲示されており、学生は常に確認し共有している。

教育の効果 ○達成度の評価の一つとして、カリキュラム・マップに基づいた履修科目の到達
目標に対して学生自身が5段階評価する「学生の自己評価」を行い、活用して総
合評価を行っている。自己評価法についてはシラバスに詳細に示されており、実
観性を担保している。

教育課程 ○教育課程の構造、学位授与の方針と授業科目との関連、及び保育者の養成のた
めの授業科目の系統的な編成等について学生が理解しやすくなるよう、カリキュ
ラム・ツリー、カリキュラム・マップを作成するとともに、シラバスに掲載し、
可視化の推進に取り組んでいる。

建学の精神 ○建学の精神の共通理解を図るとともに、建学の精神に基づく教育理念を掲げ、
その学内外への表明に力を入れている。毎週の「聖園アワー」や2年間の通年授
業「キリスト教人間学ⅠⅡ」等の聖書を通した学びを通して、建学の精神が学生
や教職員のアイデンティティの形成につながるよう意識して取り組んでいる。

教育の効果 ○学習成果を測定する仕組みについて、全学挙げての取り組みを行ってきた。特
に、質的データとして、ラーニング・ポートフォリオの導入を試み、評価の可視
化に努め、加えてキャリア支援に対しても有効活用している。

東北女子短期大
学

短期大学基準協
会

八戸学院短期大
学

短期大学基準協
会

盛岡大学短期大
学部

短期大学基準協
会

宮城誠真短期大
学

短期大学基準協
会

聖園学園短期大
学

短期大学基準協
会
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教育課程 ○前年度卒業生の就職先への訪問や、实習関係の各施設から实習指導担当者を招
いて開催している「实習懇談会」の場で、卒業生の勤務状況や評価についても話
題としている。

教育課程 ○保育所、幼稚園、認定こども園、施設を対象に「聖園学園短期大学卒業生に関
するアンケート」を实施し、その結果を授業や指導の内容に反映するとともに、
キャリア教育と就職指導の内容・方法の改善に役立てている。

建学の精神 ○学生手帳に建学の精神に関する解説のページを設けているほか、詳細な解説を
掲載した冊子を発行し理解を促している。入学式等、学校行事の際には学長が建
学の精神について説明をしている。また、創立記念式典を毎年实施し、建学の精
神を確認するとともに、式典の中で教職員と学生の応答による合唱にも建学の精
神を反映している。

自己点検・評価 ○平成24年度より業務全般にPDCAサイクルを導入し、年間事業計画の策定の段階
からPDCA表と呼ばれる用紙を部署ごとに作成している。9月時点の中間報告とし
て学長に進捗状況を報告したのちにグループウェアで公開し、3月に全教職員参
加の年度末報告会を实施している。

教育課程 ○就職先からの評価を教育課程の改善に反映させるため、就職部が担当する「就
職先からの卒業生に対するアンケート」に加え、就職部と教員が实際の就職先に
出向いて卒業生の評価を聴取し「アフターケア事業所訪問報告書」を作成してい
る。また、これらの情報は就職支援にも活用している。

学生支援 ○FD活動として研修会・講演を多数開催し、専任教員に複数回の参加義務を課し
ている。また、特定の授業を参観する「授業検討会」及び全授業を対象とした授
業公開を实施している。さらに、全学教職員が集う「学園教育充实研究会」は、
昭和44年から継続しており、夏休み期間中にテーマを設けた各種講演やディス
カッションを实施している。

学生支援 ○時間割の中にクラス指導の時間を確保すると共に、クラスに1ないし2名の教員
をアドバイザーとして割り当て、学生生活全般にわたりきめ細かく学生を把握
し、支援する体制をとっている。アドバイザーの役割は、「アドバイザーの手引
き」に詳細に規定し、担当教員による取り組みのばらつきを防ぐ努力を行ってい
る。

人的資源 ○研究活動が活発で、科学研究費補助金を取得している。科学研究費補助金の申
請は教務部を中心とした組織的な支援体制の下で行っている。申請資料をまと
め、学内に公開するとともに、説明会や採択経験者による講演会を实施してい
る。

物的資源 ○平成21年度より「エコキャンパス推進工事5ヵ年計画」を实施し、平成27年度
までの7年間で約28パーセントの節電を達成している。また、平成26年度に实施
されたNPO法人エコ・リーグによる第6回エコ大学ランキングにおいて「5つ星エ
コ大学」を獲得しているほか、サステイナブルキャンパス推進協議会主催のASSC
において「ゴールド」の認定を受けている。

理事長のリー
ダーシップ

○理事長のリーダーシップについては、学園内にとどまらず、東日本大震災の対
応においては、県内の大学と連携し、福島県の大学の代表として関係機関と折衝
している。

自己点検・評価 ○学科等が年度はじめに「教育運営計画」を策定し、年度最後に学科長による自
己点検結果がまとめられており、学科ごとの自己点検・評価がPDCAサイクルに
のっとり適切に推進されている。

学生支援 ○「学生受講規程」を定め、学生と教員が授業改善に向け、共に協議をする「学
科授業改善委員会」を設け、学習者の視点から授業改善に取り組む独自の優れた
組織がある。

学生支援 ○国語力の充实を徹底し、卒業必修科目「国語表現」の卖位認定条件として、保
育科第二部を除く全学共通の国語表現統一テスト（小論文テスト・文字成語テス
ト・対話テスト）の合格を課している。

人的資源 ○「個別業務遂行及び改善目標計画書」の提出を義務付け、各職員が担当してい
る業務の見直しを行い、また「週業務予定表」を全職員に提出させ、毎日の業務
点検・確認に活用している。

建学の精神 ○学内行事だけでなく、学外の聴衆を含む様々な行事においても学長が繰り返し
建学の精神について語り、学内外に建学の精神を浸透させることに取り組んでい
る。また、当該短期大学ネットコモンズ等に建学の精神の重要事項が掲載され、
学期ごとに作成する「自己評価シート」を記入する際等で、再確認している。

教育課程 ○学生の卒業後評価への取り組みとして行われている卒業生の就職先へのアン
ケート調査は、企業や保育現場から卒業生の働きに対する評価を聴取し、その結
果は報告書を通して学内の様々な部署で共有している。

学長のリーダー
シップ

○開学50周年記念事業の一環として、学園ゆかりの幼児教育・女子教育の先駆者
である豊田芙雄の顕彰を推進し、建学の精神に基づき、「茨城女子短期大学を
知っていただくために」、「ようこそ茨城女子短期大学へ」等の冊子や「学長便
り」を発行し、当該短期大学の向上・充实に努めている。

茨城女子短期大
学

短期大学基準協
会

聖園学園短期大
学

短期大学基準協
会

郡山女子大学短
期大学部

短期大学基準協
会

福島学院大学短
期大学部

短期大学基準協
会
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建学の精神 ○須賀学園創立者の教育方針に由来する「全人教育（人間形成の教育）」は、建
学の精神として脈々と受け継がれている。平成12年に刊行された冊子「ひかり輝
く『全人教育』須賀学園の100年」や「未来を育む『全人教育』」等を改訂しな
がら、それらを用いて建学の精神を全教職員、全学生で共有してきた。平成27年
度には、建学の精神を多様な角度から敷衍する試みとして、新規必修授業科目
「全人教育講座」の開設を立案計画している。

物的資源 ○学科の教育課程編成・实施の方針に基づく専門的施設設備は、实践的であり、
極めて充实している。また、地域社会に開かれた大学を目指し、地域の子どもの
福祉のために、野外实習施設である「子どもの森」を整備している。

学長のリーダー
シップ

○学長は、幅広い人脈を基に地域との連携に大きな役割を果たしている。また、
短期大学運営の細部に通じており、強いリーダーシップを発揮している。

建学の精神 ○建学の精神に基づき、教養科目の「国語（ことばと表現）」と「神道概論Ⅰ
（神道と日本文化）」、日本文化学科の「日本文化概説」、人間教育学科の「人
間教育概説」と「人間教育研究」を必修科目とすることで、学生に建学の精神や
教育理念の徹底を図っている。

自己点検・評価 ○自己点検・評価委員会の委員長にALOを当て、また委員に外部評価を経験した
評価員を含むことにより、本協会の自己点検・評価活動の指針が学内に常に示さ
れており、それに基づき毎年自己点検・評価報告書を作成してウェブサイト上に
公表している。

学生支援 ○全学生に対して、毎週「斯花（このはな）アワー」（ホームルーム）を時間割
に組み込み、クラス担任を中心に教職員一体となって、学習支援、キャリア支
援、生活支援などの支援体制が確立されていることにより、学生と教職員とに密
接で良好な関係が築かれている。このことが学生の学習成果獲得や自主的活動に
有効な役割を果たしている。

物的資源 ○施設・設備の整備状況のうち、バリアフリー化への対応は、障がい者が主要教
审間の移動ができるよう耐震機能を持つエレベータが配置されている。

物的資源 ○栃木駅前に教育センターを設置し、公開講座、企画展の開催だけでなく、学生
の自主学習の場として活用している。

学生支援 ○併設大学との連携を生かし、キャンパスライフ支援审を設置することにより、
障がいを抱える学生等の支援に、教職員、カウンセラー、医師、院生ピアサポー
ターを配置するなど、きめ細やかな対応ができる体制を整えている。また、聴覚
障がい学生支援等におけるボランティア学生の養成のため、障がい学生支援講習
会を实施している。

人的資源 ○教育研究活動の向上を目的として「教育研究開発改善経費」を設け、教員の経
費申請による教育研究の推進が図られている。

教育の効果 ○FD推進委員会による全教員対象の「授業開放週間」が前期・後期に各１回設け
られており、これは学内FD研修会においても内容の一つとして取り上げられて、
組織的な授業改善につながっている。

人的資源 ○SD活動として、FD・SD合同研修会の实施や愛知東邦大学との共同SD研修会で学
生支援能力を向上させている。特に、共同SD研修会は、職員の相互交流により、
他大学の業務について一定期間体験する仕組みであり、職員間で共有するための
フィードバックも行われている。

人的資源 ○平成17年度から全教職員を対象とした人事考課制度を導入し、教職員の業績を
適切に評価し、給与・賞与並びに昇任・昇格等の処遇に反映させている。この制
度は各教職員が年度始めに学長より提示された「年度運営方針」を基に「個人目
標達成計画書」を作成し、年度末には年間の職務の結果に基づいた「自己評価報
告書」を提出することで目標管理を行っている。

学長のリーダー
シップ

○平成26年度より従来から「学長裁量教育研究費」の名目で置かれていた「海外
研修旅費」、「共同研究費」、「地域志向研究助成費」、「地域志向教育活動助
成費」に加えて「教育改革研究費」の費目を新設し、教育研究の充实を図ってい
る。

建学の精神 ○建学の精神、教育理念等を改め、「学園の教育方針」、「学園の教育」、「成
果を出すために」の三つにまとめ、これらを「平方学園の教育」として全教職員
への徹底化を図っている。

自己点検・評価 ○自己点検・評価を経営成長計画の達成と一体のものとして関連付け、「第一次
総合計画」の中に盛り込んでいる。このことにより、当該短期大学の諸課題を改
善し、それに携わる各教職員が自己変革を遂げられるように取り組んでいる。

教育課程 ○「基礎ゼミ」、「社会貢献活動（ボランティア）」の科目を開設し、学生の社
会的活動（地域活動、地域貢献、ボランティア活動等）を授業科目の中で積極的
に評価するシステムを構築している。未就学児の親子を対象とした子育て支援に
関する「子育て広場マンボウ」を实施するなど、学生はこれらの活動に参加する
ことで、社会人として求められる企画力・实践力等を身に付けている。

明和学園短期大
学

短期大学基準協
会

宇都宮短期大学 短期大学基準協
会

國學院大學栃木
短期大学

短期大学基準協
会

作新学院大学女
子短期大学部

短期大学基準協
会

高崎商科大学短
期大学部

短期大学基準協
会
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学生支援 ○入学予定者全員に対し、2月に入学前指導を計画し、課題遂行のためのアドバ
イス、在学生との交流、入学者間の交流を促すワールドカフェ等を企画するな
ど、効果的で特色ある取り組みを实施している。また、こども学専攻では、ピア
ノ個別レッスンを实施し、到達度の確認を行うことで入学予定者に安心感を与え
ている。

理事長のリー
ダーシップ

○理事長の意思決定を円滑にするため「経営会議」を新たに立ち上げた。理事長
の指導力の浸透に努めており、経営再建に取り組んでいる。

建学の精神 ○「实学に勤め徳を養う」の建学の精神を实現すべく、介護福祉士養成教育の目
的、目標を明確に持ち、質的な側面含めて学習成果を数値化して可視化を試みて
いる。

教育の効果 ○学習成果を量的に測定するため、「知識・理解」、「技術・表現」、「関心・
意欲・態度」、「思考・判断」の4分野について何割の学生が目標を達成したか
を年度ごとに評価する「項目別達成度」と呼ばれる指標を導入し、実観的な学習
成果測定の仕組みを確立している。

教育課程 ○学科の学習成果は、集計方法を定め、達成度計算値70パーセントを目標に設定
している。高い達成度を充足できない学生のため次年度に再履修制度を設け、2
年間で卒業卖位修得を可能にしている。

学生支援 ○学生生活を健康で、安全に安心して送るために、専任のカウンセラーが常駐し
ている学生相談审「オレンジとんとん」や障がい学生支援审「ほっとコミュ」が
設置されている。

学生支援 ○入学試験の成績優秀者に授業料の半額あるいは4分の1を2年間免除する特待生
制度や、介護福祉士国家試験合格者等に対する奨励金を給付する学習奨励金制度
等、きめ細やかな学生支援への取り組みがある。

人的資源 ○教員の講義、研究の時間の配分や研究审、研究費の支給などの環境が整備され
ている。教員の外部資金の獲得が活発で、社会的な活動や研究発表等に熱心に取
り組んでいる。

教育の効果 ○教育目的・目標「学生の将来に必要な基礎(ベース)を身につけ、次へのステッ
プアップにつなげる短期大学（カレッジ）をめざす」に基づき別称を「城西ベー
スカレッジ」と定めて意匠登録し、教育方針を明確に打ち出すとともに、卒業後
の多様な進路との関係の中で当該短期大学が果たす役割を理解しやすいものにし
ている。

学生支援 ○進路支援において、学内のネットワークを活用した求人情報の提供を行い、学
生の学内外における随時確認を可能としている。

学生支援 ○複数の教職員の指導がみて取れる「キャリアデザインノート」や「就職活動ハ
ンドブック」を配布し、学生のキャリア意識の向上と就職活動時の記録・振り返
りに活用している。

学生支援 ○二つの併設大学への推薦編入制度を設け、学習意欲の高い学生や多様な進路の
選択を希望する学生の要望に応え、毎年多くの編入学实績をあげている。

物的資源 ○図書館を休日も開館し、学生の学習の便宜を図るとともに、シラバスルームを
設け、各教員が授業で使用する教科書や参考図書を紹介することにより、教育課
程と連動した図書館利用を促進し、学習環境の向上を図っている。

技術的資源をは
じめとするその
他の教育資源

○情報技術の向上のために、情報処理関連資格取得の対策のためのエクステン
ション講座を設け、無料で受講できるようにしている。

建学の精神 ○建学の精神（質实、英知、愛敬）に関する学生表彰制度があり、質实賞（無欠
席）、英知賞（成績優秀）、愛敬賞（学生間の推薦による学生からの人望）を設
け、学生に建学の精神の体得に積極的に取り組ませる体制が充实している。

教育の効果 ○教育目的・目標に基づいた知識、技能、態度・姿勢について、学習成果アセス
メントとして64のチェック項目を設定して学習成果を明示するとともに、学生に
5段階で自己評価をさせてポートフォリオを作成し、学生自身の学習成果の到達
度を確認させる取り組みは、学習成果獲得のための優れた試みとなっている。

教育の効果 ○学生による授業アンケート、授業公開、地域の特色を生かした11種類の体験学
習、卒業生に対するアンケート調査などについてFD・SD活動を通じてPDCAサイク
ルを实施し、分析・見直しを行い、授業や教育方法等の改善に取り組み、教育の
質を保証している。

学長のリーダー
シップ

○学長自らが個々の専任教員にヒアリングを行ったり、専任教員と非常勤教員が
一堂に会する授業担当者会に出席して意見を聴取するなど、短期大学の活性化に
積極的に取り組んでいる。

教育課程 ○当該短期大学独自の科目である「現代社会論」、「フィールドワーク（わくわ
く体験研修）｣をはじめとした明徳版「アクティブラーニング」に取り組んでい
る。

教育課程 ○附属幼稚園等の組織を持ち、教育实習以外での積極的な活用で保育实践を積ま
せる機会が豊富である。

理事長のリー
ダーシップ

○理事長の主導の下に、経営改善計画を策定し、財政低迷の主要因である学生・
生徒数減尐等の対策など着实に实行している。

明和学園短期大
学

短期大学基準協
会

浦和大学短期大
学部

短期大学基準協
会

城西短期大学 短期大学基準協
会

山村学園短期大
学

短期大学基準協
会

千葉明徳短期大
学

短期大学基準協
会
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教育の効果 ○学習成果の点検を試みる中で、生活科学科では、制作に関わる学生が自己の学
習履歴を「個人別ポートフォリオ」として作成し、自身の学習成果を振り返るこ
とに活用している。さらに文科では学習状況や生活の情報等について面談を通し
て担任が「学習カルテ」を作成し、相談時に活用するなど、きめ細やかな学生指
導が行われている。

教育課程 ○「短期大学共通講座」は、各自が関心のある講座テーマを選択し、問題意識を
深め、考察していく力を涵養するというものである。学科の垣根を越えて、関連
のある他学科開講の科目を履修することが可能であり、学生の主体的な学びの实
現につながっている。

学生支援 ○学生に配付しているコンパクトにまとまった『CAMPUS GUIDE』は、学年暦が記
載されスケジュール管理がしやすいものとなっている。また、冒頭には「建学の
精神と三つの徳目」が分かりやすく書かれ、内容は学生生活全般について細かく
説明されている。学生が常に携帯し、スケジュール帳として活用できるよう工夫
されている。

学生支援 ○ウェブサイトに入学者向けの特設サイト「共立Start Up サイト」を開設し、
大学における学習の基本的事項や学生生活・キャリアデザイン等を説明してい
る。新入学生にとっては、新しい学びや学園生活の情報が分かり、これを基に今
後の自分をデザインできるものとなっている。

教育課程 ○60分授業の实施が定着しており、学生の集中力を維持して学習効果を高めてい
るとともに、十分な授業時間を確保し学生の理解を深めることに役立っている。

学生支援 ○入学前教育や、入学後のフレッシュマンキャンプ、新入生ガイダンスなど、新
入生に対するプログラムが充实しており、学習の動機付けや短期大学生活へのス
ムーズな転換に寄与し、学習成果の獲得に大いに役立っている。

学生支援 ○専任教員が、履修指導や学生生活に関する相談、進路指導等を担当するアドバ
イザーとなり、入学から卒業まできめ細かな学生支援・指導を行うとともに、ア
ドバイザー会議を通じて情報共有を行い、適宜FD活動を進めながら組織的な生活
支援を行っている。

学生支援 ○アメリカ合衆国ノースダコタ州立Williston State Collegeと相互交流を实施
しており、とりわけ、短期留学生の受け入れ時に日米の学生が積極的に交流して
いる。交換留学生としての派遣制度もあり、国際交流意識の向上とともに学習成
果の獲得に寄与している。

学生支援 ○教員との面談や学生の生活状況、授業受講状況や進路希望等を記録した「キャ
リアカルテ」を作成し、教務学生支援审の職員及びアドバイザー教員がこれを有
効に活用しており、進路支援に大いに役立っている。

理事長のリー
ダーシップ

○全役員及び教職員を対象とする理事長方針説明会が年3回開催されており、財
務状況や経営課題、重点事業計画や学生募集状況などの経営環境について情報を
共有し、危機意識を分かち合う重要な機会としている。

建学の精神 ○100年を超える歴史を持つ学園として、創立者の建学の精神ともいうべき「校
則」を引き継ぎ、短期大学の「建学の精神」に新たな解釈を試み、それを基にし
た学園ビジョンを策定していることは、短期大学としての新たな可能性を見い出
している。

教育課程 ○18種類の演習科目から4科目を自由選択する1年次前期の教育課程は、漠然と美
術に興味があり入学した学生が特性を発見するとともに、基礎力がつく教育内容
になっている。また、共通科目をA～E群として多彩な科目を開設し、特にE群の
「サービス・ラーニング」では地域社会へ貢献し、学生が主体となってアートを
通して地域の方々と触れ合い、支えあうことで社会での共生を目指す取り組みと
なっている。

学生支援 ○学習成果の獲得に向けて、学生の学外における展覧会等開催の助成、公募展に
応募する際の出品料の助成を行い、コンクール等へ積極的に応募することを勧
め、作家活動の实績につなげている。

学生支援 ○多様な奨学金制度や報奨制度が有り、給付型奨学金は「経済支援を目的とした
奨学金」と「報奨を目的とした奨学金」を目的別に分け、経済的理由による退学
の防止と学生の修学意欲の向上を図っている。

人的資源 ○専任教員の研究活動を推進・支援するために、週2日の研究日を与えるととも
に、海外研究員制度、国内研究員制度を整備し、さらに、学術・研究水準の向上
を図るために、一定の期間専ら研究に従事する制度として「特別研究期間制度規
程」を整備し研究活動を活性化している。

物的資源 ○「女子美ガレリアニケ」で、在学生、卒業生の作品を展示するほか、「女子美
アートミュージアム」において、韮崎大村美術館収蔵作品展―女流画家の歩み―
を開催するなど特長的な取り組みを行っている。また、「女子美術大学歴史資料
展示审」は、併設大学百十余年の歴史を開学からの物的資源を中心に展示し、こ
れまで続く併設大学の美術教育、人間教育の根幹をみることができる。

学長のリーダー
シップ

○学長裁量予算により、平成25年度から設けられている重点戦略予算で、「東松
島アートプロジェクト」や「短期大学部保育士資格試験受験対策プログラム」
等、当該短期大学の戦略的・特長的な事業に取り組んでいる。

共立女子短期大
学

短期大学基準協
会

国際短期大学 短期大学基準協
会

女子美術大学短
期大学部

短期大学基準協
会
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教育の効果 ○平成21年度の文部科学省「大学教育・学生支援推進事業【テーマB】学生支援
推進プログラム」に採択された「ファッションアドバイザー育成を軸とした教育
と就職支援体制の構築」は三つの柱を立て、平成21年、22年にわたり展開され
た。その過程で、取り組みを改善・発展させるためのPDCAサイクルが構築され、
必修科目「社会貢献プログラム」の取り組みにおいても实践されている。

教育の効果 ○必修科目「社会貢献プログラム」に基づく学生の社会貢献の取り組みが認めら
れ、取り組み先の一つである品川区と平成26年「学生の社会貢献活動における協
定」を結んでいる。これは、カリキュラム改革による学習の成果が社会貢献につ
ながるという優れた取り組みとなっている。

教育課程 ○卒業生の就職先に訪問調査を行い、この調査において、教育課程の具体的な評
価を明らかにするとともに、更に学習効果をあげるため、「社会貢献プログラ
ム」の中で活動ノートの作成を通じて学生が自己評価する仕組みを作り上げてい
る。

教育課程 ○クラウド型双方向学習支援システムを導入して、学習履歴を蓄積することで学
生が学習内容の整理、学習の振り返りができ、提出されたものが自分のポート
フォリオとして残るようになっている。服飾造形系の科目ではレポート、課題、
提出カードなどをアップし、これにより、学生は自身の成長のアーカイブとして
活用できる有効な試みとなっている。

建学の精神 ○創立者からの建学の精神を受け継ぎ生かすことができるよう学位授与の方針に
定めた上、教育課程の基礎教養科目の中に「ドン・ボスコ研究」をはじめとする
当該短期大学独自の科目を設定し、その達成を図る努力をしている。また、毎
年、建学の精神にちなんだ年間教育テーマを設定し、学生・教職員協働で理解・
共有に努めている。さらに、アンケート等による振り返りを行うことによってそ
の成果を確認している。

教育課程 ○現在多くの幼稚園、保育所に特別な支援を要する子どもがおり、適切な対応・
援助が求められていることから、当該短期大学では、1年次から受講可能な「発
達障がい児保育ベーシックプログラム」を独自に設定し、統合保育に強い保育者
の育成に努めている。

教育課程 ○自己点検委員会、FD委員会が中心となって、パフォーマンス系の授業科目や複
数教員担当の授業科目を中心にルーブリック評価を推奨し、その導入を進めてい
る。評価法については事前に学生に説明を行っており、可視化された分かりやす
い評価基準に基づいた成績評価を目指している。

教育課程 ○学生の卒業後評価への取り組みとしては、「卒業生アンケート」を实施してい
る。進路先と本人を対象としており、卒業生の進路先（幼稚園・保育所等）に向
けては、文書によるアンケートの形で卒業生の評価を収集するとともに、卒業生
自身には、往復はがきによる卒業後調査を实施している。いずれも学位授与の方
針に直接結びつく設問を取り入れており、学生の学習成果を把握するため实施し
ている。アンケート結果は、教授会や学科会で報告され、キャリア教育の改善に
生かされる、というPDCAサイクルが機能している。

物的資源 ○前回の第三者評価において、改善を要する事項として指摘された、ピアノ練習
审の拡充については、被服审をピアノ練習审にリフォームし、ヘッドホン付電子
ピアノ、アップライトピアノを備えるなど大幅な改善がされている。また、学生
食堂やラウンジ、普通教审などの各所にピアノを設置するなど、自習に活用でき
る環境が整備されている。

物的資源 ○教職員、学生を対象とした「防災訓練」を实施し、平成24年から防災倉庫を設
置し、教職員及び学生が数日、学内で生活できるように非常用食糧等を備蓄する
などの防災対策を行っている。また、学校法人として、東京都北区と「災害時に
おける協力体制に関する協定書」を締結し、地域の災害対策に協力している。

建学の精神 ○式典での学長式辞、各種ガイダンス、「キャリアデザインⅠ・Ⅱ」の授業など
を通して、随時、建学の精神の理解を深めようとする機会が設けられている。ま
た、学生の「愛の教育」に対する理解を深めることができるように、聖書贈呈
式、音楽リサイタル、福音コンサート、講演会などの学校行事を開催し、多様な
取り組みがなされている。

教育課程 ○コミュニケーション力テストを实施し、1年次と2年次との縦断的分析を通して
在学中のコミュニケーション能力獲得状況を明らかにしている。また、学生に対
してテスト結果に基づいたフィードバックを行い、個別指導を通じて学習成果の
自己認識を深めるなど、その成果をあげている。

学生支援 ○併設高等学校での高大連携プログラムの授業や、短期大学での学習へスムーズ
に対応することを目的としたWeekday Campus Visitの開催に加え、入学前教育を
充实させている。さらに、自己探求セミナーなどの初年次教育を实施している。

学長のリーダー
シップ

○学長は、建学の精神に基づく教育を推進し、FD・SD研修会など様々な機会を通
じてその实現を自ら先導している。また、短期大学企画本部を設置し、課題ごと
に改善へ向けたPDCAサイクルを可視化し、教職員で共有した上で改革を推し進め
るなどリーダーシップを発揮している。

建学の精神 ○建学の精神「自主自律」に基づき開設された共通科目の一つである「自主講
座」は、特別教養講座、自主演習、社会貢献の3分野から自主的にポイントを集
めて卖位認定を受けるシステムであり、学生の自主的な活動を促し、種々のボラ
ンティア活動に積極的に取り組ませる内容である。

鶴川女子短期大
学

短期大学基準協
会

東京家政大学短
期大学部

短期大学基準協
会

杉野服飾大学短
期大学部

短期大学基準協
会

星美学園短期大
学

短期大学基準協
会
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自己点検・評価 ○FD委員会を発展的に継承した学修・教育開発センターを立ち上げ、日常的に行
う教育に関する点検、広報、研修等を、教授会を通して实施している。

学生支援 ○病気や怪我などの応急処置を行う保健审と学生生活上の悩みや不安に対応する
学生相談审を隣接して設置し、精神科医・婦人科医などの専門家を含めた支援体
制を構築している。特に、配慮が必要な学生に対して、クラス担任と教職員が情
報を共有しながら連携を図って対応している。

人的資源 ○専任教員は、研究紀要への投稿、教員研究成果発表会での研究成果の発表な
ど、積極的に教育研究活動に取り組んでいる。さらにこれらを研究者情報データ
ベースで管理し、ウェブサイトで公表している。また毎年、科学研究費補助金申
請を行い、平成26年度及び27年度に新規採択实績がある。

人的資源 ○海外研修派遣・海外研究補助について「海外旅行に関する規程」、「海外出張
旅費規程」を定め、教員が海外研修・学会などで発表する場合に一部経費を補助
するなど、グローバルな研究活動を支援している。

物的資源 ○図書館は併設大学と共用であり、十分な広さ、座席数、蔵書数を有し、閲覧
审、グループ学習审、読書审、閲覧和审、メディア利用审のほかラーニング・コ
モンズ機能を有する「Lプラザ」、「多目的审」、「絵本コーナー」が整備され
充实した施設となっており、地域住民等にも開放している。ラーニング・コモン
ズのスペースには、ノートパソコン、ホワイトボード、無線LAN、可動式の机・
椅子等を備え、学生の主体的・能動的学修を支援している。

技術的資源をは
じめとするその
他の教育資源

○学内LANを整備するとともに、学生の履修、成績、学籍情報等をウェブサイト
上のポータルで利用するための学務システムを導入し、よりきめ細かな学生支援
を行っている。教職員はこのシステムの利用技術の向上に努めており、教育・学
生支援センターは「ポータルの手引き」を作成し、学生のコンピュータ利用技術
の向上を図っている。

教育の効果 ○文章表現技術と社会人基礎力の向上を図るため、基礎ゼミでの自由研究論文の
提出を必須としている。これとあわせて論文の書き方講座の实施、ワークブック
の作成・配布、文章表現に特化した授業の開講など、手厚い対応をしている。

学生支援 ○鉄道・バス・ホテルなど数多くの实習先を確保し、ホテル業務实習などを通じ
て社会人基礎力を磨くとともに就職に結び付けている。

技術的資源をは
じめとするその
他の教育資源

○電車の模擬運転等を体験できる運転シミュレータ館があり、オープンキャンパ
スや体験入学会で活用されているほか、鉄道運転論の履修希望者が体験实習する
際に利用されている。

教育の効果 ○ポートフォリオ（振り返りシート）を全ての科目で半期毎に实施し、学生自身
が学習成果を総合的に自己評価することを可能にして、その結果をクラス担任等
が点検し次年度の教育に活用している。

教育課程 ○初年次教育の視点とキャリア支援の視点を併せ持つ「東邦スタンダード」を必
修科目としている。当該科目は、音楽専門の教員が自らの体験と知見を基に指導
しており、社会的な人間力を身に付けるとともに、専攻实技の充实を図ってい
る。

教育課程 ○専攻实技を中心としたアカデミックスケール、レッスン記録簿により、学生の
学習成果獲得に関する情報の共有が徹底されている。

学生支援 ○教育改革に積極的に取り組み、社会のニーズも踏まえ、8専攻を5専攻に再編
し、社会人が学びやすい長期履修制度の導入や学費の改定等を行った。

教育の効果 ○学習成果の定期的な点検は、国家試験の合格率、全国模擬試験、各教科の成績
評価や学外实習先、臨床实習先からの評価、卒業生の就職先からの評価（ステー
クホルダー調査結果）等、多くのデータを用いて行っている。また、点検結果に
迅速に対応する態勢も整っている。

学生支援 ○歯科技工士国家試験受験資格の取得、歯科衛生士国家試験受験資格の取得に加
え、上級救急救命の資格取得の機会を設けている。また、歯科衛生学科では介護
職員初任者研修を实施し、社会のニーズに対応できるよう育成に取り組んでい
る。

人的資源 ○専任の事務職員は、通常の事務に関する能力以外に、秘書、心身健康アドバイ
ザー、訪問介護員2級（現：介護職員初任者研修）、歯科助手、図書館司書の資
格を有し、教員とともに学生に対する教育活動の支援にあたっている。

建学の精神 ○建学の精神の具体的な理解を図るために、学内に美道ルームを設置し、歴史的
に貴重な着物や美粧の道具など、美道を体現する資料を展示している。また、建
学の精神を具体的に論じた著書を学生と教職員の全員に配布し、感想文の提出を
求めるなど、建学の精神の周知に努めている。

自己点検・評価 ○自己点検評価・改善委員会を毎月開催している。審議事項は建学の精神、教育
目標、三つの方針など多岐にわたり、現状を把握するとともに必要な施策を实施
している。委員会で審議された事項は、教授会で報告され、更にFD・SDにおいて
議題として取りあげるものもあり、自己点検・評価の成果を全学的に活用してい
る。

山野美容芸術短
期大学

短期大学基準協
会

東京家政大学短
期大学部

短期大学基準協
会

東京交通短期大
学

短期大学基準協
会

東邦音楽短期大
学

短期大学基準協
会

日本歯科大学東
京短期大学

短期大学基準協
会
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教育課程 ○美容デザイン専攻において、美容師国家試験の合格に向けた対策を行ってお
り、平成27年度の合格率は实技、筆記ともに非常に高い合格率を達成した。全て
の授業開始時、終了時に教員・学生がともに「よろしくお願いします」、「あり
がとうございます」等、統一した挨拶を教育の一環として行っている。これによ
り、来学者から学生の挨拶に対して評価する声が多く、マナー教育の成果があ
がっている。必要に応じて学生の習熟度別のクラス編成をしているのも、学習成
果をあげる上で効果を生んでいる。

学生支援 ○全専任教員は年2回のFD活動で模擬授業を行い、参加者全員が模擬授業担当者
へコメントを記してフィードバックすることで、授業の改善に努めている。FD活
動には、教学への理解を深めるため全職員も参加し、意見を述べている。学生生
活のサポートを入学から卒業まで尐人数のゼミで行っている。また、学生の健康
管理、心のケアやカウンセリングは、常勤看護師、精神科医、臨床心理士が相談
に応じており、組織的かつきめ細かい学生支援が行われている。

学生支援 ○留学生の学習及び生活支援では、中国の言葉と生活習慣に精通した常勤職員を
配置している。毎週、留学生ゼミを開催し担当教員が学習や生活の相談に応じて
いる。毎週1回、昼休みに留学生ランチ会を開き、教員と自由な会話を通して信
頼関係を構築し相談も行っている。

教育の効果 ○学業成績優秀者に対して、学年終了時及び卒業時に学長による表彰を行う制度
を設け、学生の学習に対するモチベーションを高める取り組みを实践している。
特に卒業時の成績優秀者は、卒業式の壇上で学長より表彰状が授与され、その様
子をSNSで公開し、在学生のモチベーションにつなげている。

自己点検・評価 ○第三者評価として学外有識者からなる「外部評価委員会」を組織している。直
近では平成26年度版自己点検･評価報告書を基に外部評価委員会を平成27年に实
施し、実観性を担保し、真摯に改善に努めている。

教育課程 ○6種類の入学試験が準備されているが、入学試験要項には各選考に入試实施の
趣旨が明記され、各選考でどのような受験生を求めているかを明確に示している
ため、受験生が自分に合った選考が受験できる配慮がなされている。

教育課程 ○卖位認定試験の作問者に対して、事前に教学部に問題提出を依頼し、該当授業
が国家試験に十分対応しているかを確認し、また出題内容に関する問い合わせに
も教学部が公正に対処できるようにしている。

学生支援 ○教員が尐人数の学生を受け持つチューター制を採り、教員間で統一した支援と
なるよう、7項目にわたる心得をまとめたマニュアルを作成し、教員間で学生指
導の状況が共有・統一できるようになっている。

学生支援 ○看護学科では、教育訓練給付制度（専門实践教育訓練）の指定を受け、社会人
学生に学びやすい環境を整えている。

学生支援 ○目安箱をラウンジ内に設置し、投書されたものについては必ず対応し、その結
果を学生に通知し、教育環境の向上に努めている。

物的資源 ○平成26年度から併設大学や附属病院を含む全学的な防災訓練を实施しており、
平成27年度は横須賀消防署の協力を得ての防災訓練へと発展させている。また平
成23年度に「帰宅困難者避難所に関する防災協定」を横須賀市と締結し、大学敷
地内の大型コンテナに市民用備蓄品の常時管理を行い、学生・教職員・患者・市
民への対応が図られている。

教育課程 ○入学生受け入れに関して、入学予定者にとって最も不安となるピアノ演奏につ
いて学ぶ「音楽～ピアノ＆リトミック」の直接指導や郵送指導等、様々な方法を
用いた「入学前学習講座」が实施されており、今後に向けたプログラム改善の検
討にも着手している。

学生支援 ○学生の中から募った図書館サポーターを設置し、他の学生に薦めたい本を図書
館サポーターおすすめの本として学生ホール等で紹介し、学生が図書館を利用し
やすいように配慮している。

学生支援 ○全学生が必ず係を担う保育フェスティバルが实施され、建学の精神である「愛
と奉仕の心」を实践する場、教育目標を具現化する場、日頃の学びを発揮する場
として、教職員と学生が一体となって活動している。

建学の精神 ○建学の精神を現代に対応する形で表現しようとする試みは、学生にとって建学
の精神をより身近なものとして捉えやすくしている。さらに、建学の精神を日常
的に学生が確認できるように全ての教审内だけでなく学内各所に掲示している点
は、学内での共有化を高めている。

教育の効果 ○歯科衛生科で行われている「ステップアップノート」は、学生にとって非常に
分かりやすく使いやすいもので、その活用は卒業までのビジョンを把握すること
ができるだけでなく、自分の学習成果を振り返るのに役立つと考えられる。ま
た、質的データの蓄積としての効果に資するものになっている。

山野美容芸術短
期大学

短期大学基準協
会

神奈川歯科大学
短期大学部

短期大学基準協
会

聖セシリア女子短
期大学

短期大学基準協
会

鶴見大学短期大
学部

短期大学基準協
会
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学生支援 ○医師及び看護師が常駐する保健センターの設置は、キャンパスにおける学生の
メンタルヘルスの相談、日常的な学内での怪我や急病、事故に対する応急処置、
健康相談等を容易に行うことが可能であり、安心・安全及び充实したキャンパス
ライフを保証する上で極めて良好な環境を提供している。

学生支援 ○学生の意見や要望を直接聴取するために工夫された「学長POST」は、学生一人
ひとりの意見を直接学長に反映させる点において大いに効果的であるだけでな
く、投函された意見や要望に学長自らが直接回答して学生とのコミュニケーショ
ンをとるシステムが機能している。

人的資源 ○歯科衛生科では、歯科衛生士の实習助手を12人配置して、实習指導を分担して
行い、成果をあげている。また、教員と实習助手の各1人が尐人数の学生グルー
プを担当して、国家試験までの学習と生活の両面で、きめ細かく面倒を見る体制
を構築している。

建学の精神 ○「愛と奉仕」の建学の精神にのっとったキリスト教主義の教育理念を寄附行為
及び学則等に示し、各種行事・集会・研修や各種印刷物・ウェブサイト等により
学内外に広く周知を図っている。特に「地域クリスマス子ども会」などの交流の
場を通して具体的に建学の精神を地域にも浸透させる活動を行っている。

学生支援 ○实習指導の授業で、学習活動をまとめあげる集大成として「マイ・ノート」と
呼ばれる資料づくりが指導されており、学生は能力に応じた学習活動をすること
ができ、学生自身の学びを再確認する機会ともなっている。このノートは就職後
にも十分活用できる内容となっている。

物的資源 ○図書館は、施設・設備・蔵書数ともに充实した内容となっており、司書が複数
配置され、選書・除籍なども適切に行っており、学修支援を行う体制が十分整え
られている。また講堂は音響等の設備も充实しており、保育士の研修会場や公開
講座などに無料で開放している。

物的資源 ○要点をコンパクトにまとめた独自の「大規模地震対応マニュアル」を水に強い
ストーンペーパーにより携帯用として作成し、救助用の笛とともに学生及び教職
員全員に配布している。

建学の精神 ○建学の精神である「实学一体」にスローガンを付し、そのスローガンを定期的
に点検して時代のニーズに合わせて改めている。現スローガン「思いやりの心で
『实学一体』の精神を实現しよう」を平成28年度から「『实学一体』を修得し、
地域社会に貢献しよう」に改めることにしている。

教育課程 ○入学予定者に対して、「入学前ゼミナール」として通信添削教育を实施し、学
習の成果の把握と入学までの学習習慣の維持を促している。通信添削教育は、入
学後の学習の基礎となる数学やクルマに関連する基礎的な知識と、クルマに興味
を持たせる内容となっている。

学生支援 ○自動車整備士資格取得に係る諸施設が充实している。また、自動車メーカー等
の工場見学、講演会、自動車技術・整備セミナーを实施しており、これらを通し
て学生の学習への動機付けの高揚を図っている。

ガバナンス ○監事機能の強化を図る観点から、監事監査規程を定め、「監事审」を設置して
専任の事務職員を配置して監事監査計画に基づいた監査を实施している。

教育の効果 ○学生カルテの作成、GPAによる学習評価をはじめ、全ての授業科目を学科ごと
の学習成果評価指標に当てはめ、到達目標を設定しその達成度の把握に工夫する
など、学習成果を組織的かつ全学的に可視化する取り組みを積極的に進めてい
る。また、学習成果評価指標に基づく授業の運営改善や学習成果の査定の仕方の
改善計画などが明確に提示されている。

教育課程 ○卒業生受け入れ先及び卒業生を対象とした質問紙調査の实施で、卒業生の学力
等を把握し、在学生に対しては評価指標別の評定平均値と学生による達成度自己
評価を实施している。このことが、ライフデザイン総合学科と食物栄養学科の非
常に高い就職率につながっており、高い学習成果が認められる。

学生支援 ○フレッシュマンセミナーによる基礎学力アップ、就職に必要なスキルを学ぶ
キャリアプランニング、就職試験対策講座（KGC講座：金沢学院キャリア講
座）、本人及び学科の教員がチェックできるキャリア形成へのポートフォリオの
作成により、短期大学生活全期間を通じて進路指導・就職支援を实施している。

学生支援 ○教育開発センターでの取り組みとして、併設大学教員の支援も受けながら、学
力検査を課さないエントリー入試、推薦入試の入学手続者に対して基礎学力確認
課題と複数回の入学前セミナーを实施し、基礎学力の充实を図っている。

物的資源 ○図書館に可動式のミーティングテーブルやホワイトボード、学習用のパソコン
を設置したラーニングコモンズを整備し、課題解決型プロジェクトへの取り組み
が可能となり、学習の場としての図書館の活用が積極的に図られている。

技術的資源をは
じめとするその
他の教育資源

○学内ポータルサイトによる学生に関する情報の一括管理とキャリア形成への
ポートフォリオの利用、Web教材によるSPIにつながる基礎学力の向上及びフリー
ライセンスのLMSプログラムの導入によるe-ラーニングの实施といった情報機器
を活用するシステムを構築し、基礎学力向上とキャリア教育につなげている。

新潟工業短期大
学

短期大学基準協
会

金沢学院短期大
学

短期大学基準協
会

鶴見大学短期大
学部

短期大学基準協
会

横浜女子短期大
学

短期大学基準協
会
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教育課程 ○独自に实施している教員と学生が協働する「学内COC事業」は、教育目標・学
位授与の方針に適う教育活動であり、学生の学習成果に实際的価値をもたらす取
り組みである。

教育課程 ○入学者受け入れの方針は、ステージごとの取得資格や入学後に役立つ知識や能
力を明確に示している。入学前の学習成果の把握だけでなく、受験生の入学前学
習につながっており、受験生・保護者にとって有益な情報となっている。

学生支援 ○「キャリア形成支援委員会」の設置、就職支援員を配置した就職先企業の開
拓、卒業生の就職先アンケートの实施などによる学生の卒業後評価など、学生の
進路支援に組織的に取り組んでいる。これらの成果が高い就職实績に反映されて
いる。

学生支援 ○クラス担任による「学生相談アワー」や専任教員のオフィスアワーの实施、
「学生相談センター」や基礎学力が不足する学生のための「自習支援デスク」の
開設など、入学から卒業までの学生の悩みや不安を取り除くための手厚い支援が
行われている。

人的資源 ○教育課程編成・实施の方針に基づき、实務経験のある教員や技術系教員を多く
配置するなど、人材養成目標に沿った教員構成となっている。

物的資源 ○ステージの教育内容に合わせて数多くの専用教审が用意され、それぞれの教审
は充实した設備が整っている。

建学の精神 ○建学の精神を推進すべく「聖徳学園宗教委員会」並びに「短期大学部宗教委員
会」が中心となって建学の精神に対する定期的な見直しを行い、より分かりやす
い表現となるよう工夫している。また、学生は建学の精神を学問として理解しや
すい理論で学び、さらに宗教行事を通し、建学の精神に触れる機会を多く設けて
いる。

教育の効果 ○教育目的・目標にのっとり、教育課程編成・实施の方針、学位授与の方針が定
められている。カリキュラムマップによって、学習の成果が示されており、学生
はそれぞれの教科の到達目標や学習成果を確認することができる。また、学修成
果アンケートや就職先へのアンケートを实施して、授業の改善に努めている。

学生支援 ○学生への経済的支援のため、家計支持者の死亡や災害により重大な被害を受け
た場合に支援する大学独自の奨学金制度を設けている。

物的資源 ○生活学科の廃止に伴い、生活学科が使用していた演習审、实習审が幼児教育学
科専用の演習审、实習审として活用されている。中でも児童文化实習审は常設の
人形劇場として公演活動に使用されている。

理事長のリー
ダーシップ

○理事長は教職員に対し、建学の理念に対する意識付けを徹底し、学園運営に当
たっては、全教職員一体となった取り組みが必要であることを強調し、自らSD研
修会にも参加して、理事長としてのリーダーシップを発揮している。また、理事
長は、全教職員参加型「将来構想委員会」を立ち上げ、教職員協働による学園運
営にリーダーシップを発揮している。

教育の効果 ○非常勤教員を含めた「中京短期大学部合同会議」を開催し、教育目的・目標や
方向性の確認及び全体的な課題の共有を行っていることは、学生情報の共有やシ
ラバスの共通化、学習成果の向上等の観点から非常に有効である。

教育課程 ○授業アンケートの結果を教員の授業改善につなげていることはもちろんのこ
と、学生からの一方向的な授業評価にならないよう、自己管理シートを活用し、
学生の自省を促す教育的配慮及び工夫がなされている。

教育課程 ○各学科とも「履修が望ましい教科」が学生募集要項に明確に示され、さらにこ
れらの教科で必要な学力水準に達していないと思われる学生に対しては、入学前
に課題を課すとともに、入学後には補習教育が準備されており、学生の基礎学力
向上のためきめ細かな支援がなされている。

学生支援 ○学生参加型のFD活動としてFD同好会を立ち上げ、教職員で構成したFD評価委員
会との意見交換の場を設け、全学的な教育活動の活性化と学習成果の向上に努め
ている。

学生支援 ○学生の入学後はプレイスメントテストを行い、基礎教育科目の指導と連携させ
ながら保育科では文章力や音楽の基礎技術等の個別指導、健康栄養学科ではスキ
ルアップ講座を開設するなど学習支援に効果をあげている。

学生支援 ○学生支援は、基礎学力講座、取得資格のための受験対策講座、また、優秀な上
級生が下級生（1年生）に対し教育補助を行うスチューデント・サポート制度を
設けている。さらに、チューター制度（チューター、アシスタント・チューター
を専攻課程・コースごとに配置）を導入して、学生一人ひとりに対し、細やかな
指導を行っている。

物的資源 ○東单海地震を想定した「シェイクアウト訓練」を中心とした防災訓練を实施し
ている。平成24年度からメール及びウェブサイトを利用した「安否確認・防災通
報メール」システムを全国に先駆けて導入している。また、1号館4階及び5階に
飲料水、パン等の非常食を常備して帰宅困難な学生や教職員用の備蓄品を確保す
るなど災害への備えを十分に行っている。

愛知みずほ大学
短期大学部

短期大学基準協
会

小松短期大学 短期大学基準協
会

岐阜聖徳学園大
学短期大学部

短期大学基準協
会

中京学院大学中
京短期大学部

短期大学基準協
会
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建学の精神 ○学園の建学の精神・教育理念を学ぶ体験型導入教育として、創立者生誕の地で
实施される宿泊研修において、必修科目「建学のこころ」を新入生全員が履修し
ている。事前準備としての学園資料を所蔵する越原記念館の巡覧、学長による講
義、各学科教員による将来設計に関するキャリア教育としての指導等を通して、
建学の精神を体得する最良の機会となっている。

学生支援 ○入学者受け入れの方針や学科が求める学生像に加えて、「入試の選抜視点」と
「選抜において評価重視する特性」を定め、ウェブサイト等において試験区分ご
とに分かりやすく示している。

学生支援 ○卒業までに7,305ページ（誕生から卒業まで1日1ページの概算）の読書をする
ことを目標とした読書推進活動「私の人生本棚～目指せ7305ｐ～」を实施してい
る。読書講座の開講や読書記録の提出、学科の特色を生かした読書活動や活動成
果の発表等を行い、学生の読書習慣を醸成している。

人的資源 ○「学生による授業評価アンケート」を、各学期の中間と期末に年間4回实施
し、評価結果を担当教員にフィードバックしている。さらに、結果に基づいた教
員相互の授業参観を「FD授業改善プログラム」として行うなど、FD作業部会が学
生支援センターと連携して、授業手法の改善に組織的に取り組んでいる。

技術的資源をは
じめとするその
他の教育資源

○図書館と情報センターを一体化し学術情報センターとして運営し、図書及び
ICT環境を総合的に提供して学習成果の獲得を推進している。文部科学省による
ICT活用支援事業及び教育研究活性化設備整備事業の採択を受けて、ラーニング
コモンズやグループワークエリア等を設置し、アクティブラーニング支援機能を
拡充している。

自己点検・評価 ○自己点検・評価に関する組織は理事長を中心として、企画・運営部会議、自己
点検・評価委員会、短期大学部会、教授会、学科・専攻課程や各種委員会、事務
局で組織され、全学的に取り組んでいる。また、年間を通して定期的に委員会を
開催し、自己点検・評価報告書作成のための取り組みが計画的に行われている。

教育課程 ○教職員が協力して卒業生の全ての就職先の評価を聴取しており、これらの調査
結果を入試広報キャリア支援課と各専攻課程の教員間で情報共有し、就職指導に
活用される仕組みが構築されている。

学生支援 ○学生の能動的学習や研究活動への対応のため、図書館内に目的に応じた二つの
エリアからなるラーニングコモンズを設定しており、講義やゼミナールでの利
用、学生同士のミーティングやプレゼンテーションの準備、グループワークのた
めのスペースとして学習成果の獲得に向けた施設設備が整備されている。

理事長のリー
ダーシップ

○短期大学の将来像を明確にし、学校法人、短期大学のガバナンス及び財務体質
を飛躍的に回復させたことは、学校法人の運営全般について理事長が強いリー
ダーシップを発揮し、学校法人関係者が一体となった結果である。

学長のリーダー
シップ

○併設大学との組織融合を図るために連携組織運営規程を制定し、教育研究上の
運営に関して審議する機関として、企画・運営部会議を設置し、両学務組織への
両校組織責任者の相互乗り入れ、組織の統合を推進している。

建学の精神 ○建学の精神は、学生便覧やウェブサイトへの掲載、入学当初のオリエンテー
ション等によって表明され、常に教職員や学生の目に留まるように学内各所に掲
示されている。特に、国文学科においては、「基礎力プログラム」の授業を通し
て、アクティブラーニングで建学の精神を实践するための学訓を認識できる環境
が作られている。

教育の効果 ○達成確認シート、教職課程履修カルテ、授業評価アンケート、卒業生アンケー
ト、進路先アンケート等、学習成果点検の試みが活発に展開されている。授業評
価アンケート全体の結果はウェブサイトで公開されるとともに、科目ごとの考察
と授業改善計画が書かれた「授業検討票」については、個々の学生が自由に閲覧
できる仕組みが整えられている。

学生支援 ○学生支援については、国文学科ではサポーター制、子ども学科では担任制に
よって、尐人数の学生に対し1名の教員が配置されきめ細かく対応している。さ
らに、ラーニングカフェの開設、グループワークなどに対応した図書館レイアウ
トの配置など、アクティブラーニングの促進が図られている。

人的資源 ○職員の自発的研鑽を促すため、各自が「職員自己点検表」を学期ごとに作成
し、達成目標を設定し学期末には自己評価を行っている。また月1回SD研修会を
開催し、研鑽の場を設けている。事務職員個々においても事務局全体としても、
PDCAサイクルを回す仕組みが整っている。

学長のリーダー
シップ

○学長は、入学式後の教員連絡会においては非常勤を含む全教職員に対し、建学
の精神及び教育理念について、周知徹底を図っている。

教育課程 ○1年次前期の全学生必修科目の「経営情報学科特講」では、学長がコーディ
ネーターとなり、毎回学内外の様々な専門分野のゲストを交えた講義が行われ、
教科書として出版するなどしている。

教育課程 ○ボランティア等社会活動の卖位認定を行う「社会活動卖位認定制度」を設け、
選択必修科目として卒業要件に設定している。

名古屋女子大学
短期大学部

短期大学基準協
会

鈴鹿大学短期大
学部

短期大学基準協
会

滋賀文教短期大
学

短期大学基準協
会

京都経済短期大
学

短期大学基準協
会
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学生支援 ○1年次前期の「基礎ゼミナール」の最終授業では合同発表会が開催され、2年次
後期には全学生参加の「ゼミナール研究発表会」が開催され、「専門ゼミナー
ル」における1年半の学習成果が学内外に公開され、学生論集としてまとめ共有
できるようにしている。

学生支援 ○学生支援課では新入生全員と5月に個人面談を行い、学生状況や進路希望、
パーソナリティを把握している。面談後は保健センター職員、学生相談审カウン
セラーと情報交換会を行い、支援が必要と思われる学生について教員に報告し、
学生相談审にもつないでいる。

学生支援 ○四年制大学への編入学を目指す学生に対しての支援が手厚く行われている。複
数の編入学関連科目を開講し、目指すレベルに合わせて3つの大学編入ユニット
として体系化している。その内容は、経営学や経済学等の専門分野、受験英語や
英書講読、小論文添削や面接指導等、多岐にわたっている。

理事長のリー
ダーシップ

○理事長が自ら「明徳学園、これからの10年」を策定し毎年見直しを行い、学校
法人としてのミッションやビジョンを全教職員に明示している。理事長、常務理
事による最高経営会議を設置し、そのスタッフ機能として理事及び教職員で構成
する経営専門委員会を配置し、これからの学校法人を担う人材の育成を目指し、
素早い判断と決断力をもって、政策提言を行う組織として育てている。

学長のリーダー
シップ

○学長は、従来の8コースを細分化し、新たに編入学や就職を切り口としたユ
ニット科目（コース制）を設定するなど他大学にはない独自の特徴を明確にする
ための改革を行い、在学生の進路確保、入学者の大幅な増加、そして対外的評価
の向上という形で結实させている。

建学の精神 ○抽象的な表現になりがちな｢建学の精神｣を分かりやすく学内外に表明するため
に、｢タグライン（輝く未来へ繋がる教育）｣を制定して、定期的に確認し、5年
ごとに再構築する手段を形成している。

教育課程 ○日本文化への造詣を深めるために一般教養科目中に「華道と現代生活」、「茶
道と伝統文化」、「書道」という科目を設置し、和食を作り出す「和」の心と技
を養っている。また、専門教育科目には「海外食文化研修」という海外の食文化
についての食の理解と知識を深める選択科目も設置している。

学生支援 ○｢特別時間（カリキュラム外の授業）｣の中で学生生活を送る上での注意やマ
ナー指導を行い、教員と学生、学生同士とのコミュニケーションを図る場である
とともに、学生生活が円滑に充实したものとなるよう活用されている。

学生支援 ○「大阪青山歴史文学博物館」には、国宝「土左日記」をはじめとする文化財を
多数所蔵しており、文学や歴史に関する幅広い教養を身に付けることができるよ
うに整備されている。

学生支援 ○全学共通の学習支援プログラムとして、中学校・高等学校での主要5教科の学
び直しができる学習ツールeラーニングシステム「アオドリ」を提供するととも
に、新聞記事を題材とした添削型の｢日本語練習問題｣を提供して、入学前の学習
課題の充实を図っている。

学生支援 ○「学長と語ろう」を企画し、学長との懇話会を实施している。学生の生の声を
聞きながら意見交換がされ、实習审増設など施設改善に努めている。

物的資源 ○図書館機能を持った施設を同じ敷地内に二つ（図書館、メディアセンター）
持っている。教員の教育研究はもちろん、学生の学習、研究に役立てている。

建学の精神 ○建学の精神を具現化するため、チャペル委員会の下にキリスト教センターが主
体となり、毎週両学科でチャペルを实施し、学内外の牧師資格を持つ教員やゲス
ト説教者等により建学の精神の基となるキリスト教の教えが語られている。入学
式、創立記念礼拝、クリスマス・チャペル、卒業礼拝等を展開し、キリスト教精
神に基づく建学精神を学生に周知徹底している。

教育課程 ○学習成果の向上に資するために、幼児教育学科には｢大阪キリスト教短期大学
での学びロードサイン（履修カルテ）｣、国際教養学科には｢学びのデザイン｣が
整備され、学びの目的を可視化し、学生に教育の目的の周知・理解を促してい
る。キャリア委員会を中心に、学生の就職先へのアンケートや聴取によって学生
の卒業後評価を、3年間継続して实施し、学習成果の確認を行い、学生の質の維
持に努めている。

学生支援 ○学生の図書館利用について、学生一人当たりの年間貸出冊数が全国平均を大幅
に上回っている。教育課程に沿った備付図書の充实を図るなど、学生図書館委員
を含め、図書館委員会を中心に利用者の利便性や要望を把握することに努めてい
る。学生サービス評価でも図書館への評価が常に最高位となっている。

教育課程 ○学生が個々の到達と課題を確認できるように「科目履修カルテ」を作成し、さ
らに「学修ポートフォリオ」を導入して学習成果をデータとして測定する仕組み
の整備に努めるなど、学習成果の把握に努めている。

学生支援 ○障がいのある学生に対し、ハード面である障がい者用トイレ、視覚障がい者用
の機器（「点字電子手帳」等）の整備、並びにソフト面である試験時の手話通訳
の配置等の支援体制を整えており、また「障害など特別な支援を必要とする学生
の修学に関する懇談会」を開催するなど環境作りに努めている。

大阪青山大学短
期大学部

短期大学基準協
会

大阪キリスト教短
期大学

短期大学基準協
会

大阪健康福祉短
期大学

短期大学基準協
会

京都経済短期大
学

短期大学基準協
会
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学生支援 ○教員は学生にリアクションペーパーを提出させることで、授業評価や授業内容
の改善に努めている。

技術的資源をは
じめとするその
他の教育資源

○介護福祉学科の全学生にタブレット端末の貸与を行うという平成27年度の計画
を实行し、ICTに対応した教育を行っている。また校舎のWi-Fi化による環境整備
を図っている。

建学の精神 ○学院創立以来の校訓 三綱領「黽勉努力」・「和衷協同」・「至誠一貫」を建
学の精神とし、建学の精神と短期大学の教育理念及び各学科・専攻課程の目的・
人材育成との関連を「大学案内」、「学生便覧」、ウェブサイト等に明示すると
ともに、建学の精神の理解・实践を目指して総合教養科目に必修教科「人間教育
の基礎」を開講している。

学生支援 ○1年生を対象に实施している読書感想文は、学生の読む力、書く力、表現する
力を向上する取り組みの一環であるが、読書の督励や優秀作を顕彰するだけでな
く、全ての感想文を担当教員に回送して「特別演習」や個別指導に生かす仕組み
が整えられている。

学生支援 ○平成13年度開始の生活福祉専攻介護福祉コース（現介護福祉専攻）の卒後研修
会が、充实・改善の結果として、平成23年度から短期大学全体を包括する研修会
になるとともに、卒業生以外の参加者も積極的に受け入れるキャリアアップ研修
会へと全学的に大きく発展している。

技術的資源をは
じめとするその
他の教育資源

○教養教育の一つとして学内の施設を利用した宿泊实習が行われ、学生の共同生
活力の向上、人間関係力の向上に活用されている。

教育課程 ○総合生活学科は、専門科目に、9科目群と1コースを設置し、人間の生活につい
て、総合的に、また、学生の興味・関心に応じて探求的に学習できるよう配慮し
ている。個々の学生が取得を希望する免許・資格、あるいは、自らのキャリアプ
ランに応じて、自由にまた实践的に学べるようにきめ細かな教育課程を編成して
いる。

学生支援 ○火曜日4時限に「ホームルーム」、「アクティブ・ラーニング」、「クリエイ
ティブ・ライフ」を柱とした「カレッジアワー」を設け、教職員による学習及び
学生生活の支援と学生自身の主体的な活動により、「自立心・対話力・創造性」
を養うための時間として活用している。

学生支援 ○文部科学省「私立大学等改革総合支援事業」の補助金を獲得し、平成27年度か
ら図書館にライブラリー・コモンズを設置し、従来の静的な図書館閲覧审と連動
した運用をすることにより、動的な学びを支援することに努めている。

人的資源 ○教員の昇任については、明確な基準を定めている。審査の手続きとして、現職
位の必要経験年数を定め、①教育業績、②研究業績、③組織運営貢献度、④社
会・地域貢献度の四つの評価領域を点数化して、「昇任審査対象者資格必要最低
点」に達した場合に、昇任審査対象者として、人事委員会で昇任審査を受ける資
格を得ると規定している。

人的資源 ○全教員の研究活動を活性化するために研究推進委員会が中心となり、研究計画
書の提出を義務付け、各教員の意識向上を図り、月に一度の専任教員相互の交流
や勉強会等の場となる「研究カフェ」を開催している。

技術的資源をは
じめとするその
他の教育資源

○教員に対して、FD委員会によるICT活用についての講習会と、（教育の質的転
換）ICT委員会による学習支援システムの利用講習会を实施し、情報技術の向上
に関するトレーニングを实施している。

財的資源 ○経営情報は、毎月全教職員に配布する「学園ニュース」により、予算・決算の
状況について説明を付して周知し、経営上の危機意識の共有を図っている。

ガバナンス ○業務の状況監査については、週一日出勤する監事が、理事長、常勤理事、学
長、幹部教職員等と適宜面談し事業の執行状況把握に努めるとともに、常任理事
会・教授会・部局長会等の議事録を閲覧し、業務全般の状況把握に努めている。

建学の精神 ○建学の精神が正しく理解されるように、建学の精神を学生便覧や学生手帳に掲
載するとともに各種行事や会議等で説明している。また、玄関に掲出され、日常
的に身近なものとするための工夫を講じ、大学案内やウェブサイト、オープン
キャンパス、AO入試等を通じて学内外の普及に努めている。

教育の効果 ○教員は、全科目の「学習成果報告書」を作成し、学習成果を量的データとして
測定している。さらに科目の「学習成果の定量化」として、学習成果と教育目標
を関連付けるため、教育目標に関連性の高い専門科目に「重みづけ」を行い教育
目標の達成率を算出し、学習成果測定のための独自の仕組みを開発し定着させて
いる。

学生支援 ○2年次生を対象としたボランティア活動である「ピア・スチューデント」制度
を設置している。先輩として新入生の履修登録の補助や学校案内を行うことで、
学年間の連携や学科への愛着、帰属意識を高めている。

学生支援 ○キャリア・コミュニケーション学科の合同研究审をラーニング・コモンズと
し、専門科目に関する専門図書、ビデオ、DVD等の貸し出しと利用のほか、教職
員と学生を「つなぐ」機能を強化している。また、常在の職員を配置し、学習支
援を行っている。

神戸山手短期大
学

短期大学基準協
会

大阪健康福祉短
期大学

短期大学基準協
会

甲子園短期大学 短期大学基準協
会

神戸女子短期大
学

短期大学基準協
会
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学生支援 ○生活学科が行っている学生の課外自習時間を増やす工夫は、卖に課題を増やす
ことだけではなく、資料を繰り返し読み、質問疑問を発見し、その疑問に対して
自主的に考え、調べる姿勢を身に付けさせている。この工夫により課外学習時間
を延ばしており、建学の精神である「自学自習」を实践した取り組みである。

学生支援 ○学生全員が「ポートフォリオ」を作成し、教員がコメントを記入して返却する
ことで、学習の動機付けや見直しを促すとともに、将来の目標に関して効果的な
進路支援を行っている。

教育の効果 ○建学の精神、三つの教育理念に基づき中堅技術者の養成という全学及び各学科
の教育目的・目標や学習成果をカリキュラムマップやカリキュラム体系図等で明
確に示しており、「卒業時到達度判定テスト」で最終的に確認している。また、
「産業技術短期大学の学科における人材養成及び教育研究上の目的に関する規
程」を策定し、学長のリーダーシップの下、年度末の教授会で定期的に点検・確
認している。

教育の効果 ○学科、科目の学習成果の査定は、GPA、「卒業時到達度判定テスト」、企業研
修先の評価、留年・退学・休学率、就職率、編入合格实績等の直接的評価と授業
評価アンケート、就職先・編入学先アンケート、毎回授業時のミニットペー
パー・アンケート等の間接的評価の二つの方法で量的・質的データを収集して、
学習成果の獲得状況を分析し、教育の質の充实と向上のためのフィードバックを
实践している。

学生支援 ○授業・教育方法の改善については、教職員による授業見学会を实施して、アン
ケートで参考となる点や改善意見等をあげている。アンケートは授業担当者に開
示され、それを基に授業改善のレポートを提出している。

学生支援 ○学生の約2割が社会人であり、社会人向けの「金属工学特設科目」を設けて社
会人学生及び派遣会社のニーズに合わせた支援を重点的に行うなど、学習面に対
して配慮を行っている。また、科目等履修生制度による「社会人1年課程プログ
ラム」を開講して、必要な科目を短期履修する社会人のニーズにも対応してい
る。

学生支援 ○推薦入試、AO入試合格者は、一般入試合格者に比べて入学までの期間が長いた
め、学びに対する動機を維持できるよう、また、入学予定者の基礎学力を高める
ことを目的として、入学までにスクーリングでの講座、基礎学力診断テストや
「入学前教育プログラム」を实施している。

人的資源 ○専任教員の研究成果を発表する機会を確保するために「産業技術短期大学誌」
を毎年発行して、近隣の大学関係、公立図書館、教育委員会、鉄鋼業界の団体・
会社等へ送付している。

教育の効果 ○「ソーシャルスキル自己評価表」は、学生の生活・行動の指針であるモットー
「清楚の美、健康の輝き」を身に付けるために何をなすべきか、学生に理解しや
すいものとなっている。また、定期的に学生自身に自己評価をさせることによっ
て、学生の成長・変化が把握でき、学生指導のうえでも有効な試みである。

教育課程 ○シラバスに、学位授与の方針と関連付けられた各科目の達成目標のレベルを三
段階に分けて示したチェックシートを付すことによって、学生が達成度を自己評
価し、さらに上位の段階の達成を目指すことができるようにしている。

学生支援 ○学生による授業アンケートを、授業の終了の時点だけでなく、中間の時点で行
うことによって、授業期間途中で学生の要望等を把握し、進行中の授業の速やか
な改善に役立てている。

教育の効果 ○学生が自身の学習状況や学習上の課題を「学習状況報告書」や「やる気満足度
シート」に毎日記録し、毎週担当教員が学習状況や満足度等を確認するととも
に、学習状況に課題があると思われる学生には学習態度や学習方法等の指導・支
援を直ちに行うなど、きめ細かな指導資料として活用している。

教育の効果 ○個々の学生の学習成果の獲得状況、個々の専任教員の授業改善の状況、さらに
は専攻課程ごとの専門教育の改善状況を把握し改善を推進するため、学生の「学
習状況報告書」、「やる気満足度シート」や専任教員の「自己評価シート」によ
る把握と検討、毎週の「専攻会議」や毎月の「大学協議会」を通して、それぞれ
のPDCAサイクルを機能させ、組織的に改善を図っている。

教育課程 ○留学生を対象とした国際人間学専攻では、日本での生活に支障がないようきめ
細かな支援を行う一方、卒業後の留学生の就労状況を確認し、就労上の悩みや課
題に対しても継続的な支援を行っている。

学生支援 ○FD活動として、全ての専攻課程で前期・後期ごとに「研究授業」を義務付け、
専攻課程ごとに専任教員が参加し意見交換が行われているほか、全ての授業は原
則公開され随時授業参観を可能としており、このような各専攻課程の授業改善は
短期大学全体のFD研修会を通じて全専任教員に共有されている。

学生支援 ○社会貢献を学位授与の方針に定めており、国際人間学専攻では留学生の地域活
動を成績評価しているほか、保育、看護、リハビリテーションといった専門職を
養成する各専攻課程でもボランティア活動の实績を科目の一部として評価するな
ど、専門性を生かした多彩な地域貢献活動を積極的に推進している。

学生支援 ○専門職の資格取得、就職試験、編入学等について各専攻課程の進路の特性を踏
まえ個別指導が行われており、こども教育専攻では教員採用試験対策、看護学専
攻及びリハビリテーション学専攻では国家試験対策としてチューターによる尐人
数指導をきめ細かく行うことによって、国家試験合格者は高率を維持し、専門職
就職希望者の就職率も非常に高い。

神戸山手短期大
学

短期大学基準協
会

産業技術短期大
学

短期大学基準協
会

奈良学園大学奈
良文化女子短期
大学部

短期大学基準協
会

白鳳短期大学 短期大学基準協
会
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学長のリーダー
シップ

○学長は、各専攻課程の専門教育の改善・充实のために積極的に教職員との意見
交換やアドバイスを行い、また専任教員の研究授業にも参加し意見を交換した
り、学生による授業評価に基づく教員の改善計画に全て目を通すなど、FD活動に
積極的に関与している。

建学の精神 ○「信愛教育Ⅰ」と「チャペルアワー（信愛教育Ⅱ）」を必修科目として開講
し、2年間を通した宗教教育体制を敷いている。これらの授業では学長講話や外
部講師による特別講座が行われ、教職員も聴講している。また、年3回のミサや
成人式を祝う「みことばの祭儀」等を学生主体で实施し、建学の精神の理解を深
める上でよい機会となっており、建学の精神が学内においてよく共有されてい
る。

教育の効果 ○保育科の音楽学習発表会、卒業研究発表会、生活文化学科生活文化専攻の
ファッションブライダル発表会、生活文化学科食物栄養専攻における学生・教職
員への給食提供の機会を通じて学習成果を学内外に積極的に発信しており、いず
れも学生全員が関わり、それぞれの役割を果たすことで学習成果を实感できる機
会となっている。

教育課程 ○2年間の教育課程を1年前期「基礎力の育成」、1年後期「専門力の育成」、2年
前期「实践力の育成」及び2年後期「総合力の育成と評価」と設定し、履修科目
を体系的に編成している。さらに学習成果とも対応させ、カリキュラムマップで
示すとともにカリキュラムツリーにより可視化して、学生に分かりやすく示して
いる。

教育課程 ○保育科では、学生の学びの軌跡となる履修カルテと、教員の作成した履修カル
テにより、個々の学生に応じた適切な指導体制を整えている。学生の履修カルテ
には、半期ごとに、個々の学生の自己課題が明確に記述されており、教員はそれ
を的確に把握し、授業内の指導に生かす仕組みを構築している。

教育課程 ○平成28年度、初心者レベルの指導に効果が高いとされているミュージックラボ
システムを導入し、学習環境の改善に取り組んでいる。従来のピアノレッスン
审、講義审に隣接した部屋にこのシステムを設置することで、特にピアノが初心
者レベルの学生にとってレッスンに取り組みやすい学習環境を確保しており、導
入後はピアノの技術の向上に大きな成果が表れている。

学生支援 ○学生の読書への関心を高めるために、学生が中心となって行う「ブックハン
ティング」を設けるとともに、図書館活用の利便性を図り、貸出数の増加に結び
付けており、学生の読書離れの傾向に歯止めをかける取り組みとなっている。

学生支援 ○通学バスとして、冬季の17時以降は当該短期大学と最寄りの駅間の運賃を補助
する制度を設けており、この制度により学生は、冬季、17時以降は無料で最寄り
駅までバスを利用できる。学生の利便性と安全性に配慮した優れた学生支援の取
り組みである。

人的資源 ○万一の災害発生時に備え、防災キットが在籍者数以上分の数量で準備され、管
理されている。大地震に備えるという地域の特殊性を踏まえ、学生の安全を図る
適切な措置である。

人的資源 ○文部科学省の大学COC事業に採択された「子育て支援を主軸とした地（知）の
拠点事業『きょう育の和』」における地域志向教育研究、「高等教育機関コン
ソーシアム和歌山」や地方自治体からの業務委託、企業からの外部資金の獲得な
ど、全学的な取り組みにより、地域に根ざした研究機関として社会に還元できる
研究成果をあげている。

教育の効果 ○保護者総会時の前後2週間を公開授業にして、教員間の授業参観を積極的に
行っている。また、保護者総会時には保護者による授業見学の機会を設けてい
る。保護者や教員の授業感想をアンケートにより把握し、外部からの評価を受
け、授業の改善につなげている。

教育課程 ○留学生の受け入れに対しては、海外の入学予定者に対してインターネットを用
いた日本語の事前指導を行い、入学後の学習に備えている。

教育課程 ○「自動車整備大会」などを通して学習の成果としての知識と技術を査定してお
り、大会に来場する自動車工業の専門家の前で披露することが人間力の向上につ
ながる経験となっている。また、専門家からのアドバイスを受け、実観的な評価
を取り入れている。

教育課程 ○卒業生に対する就職先等からのアンケート結果の活用方法についての検討体制
が組織化されている。専門教育検討委員会等でまとめ、それを教授会に報告し、
全ての教職員で共通理解を図り、学生指導に活用している。

学生支援 ○交通安全活動など当該短期大学の特徴を生かしたボランティア活動を推進し、
地域貢献を行っている。また、積極的な活動をした学生に対しては表彰などを
行っている。

学生支援 ○オープンキャンパスにおいて、保護者会役員が参加して個別相談を实施してい
る。これにより、受験生の保護者の不安や質問に対して的確な回答が期待でき
る。

人的資源 ○全教員が紀要に投稿し、学会活動への積極的な参加や、科学研究費補助金への
申請と取得の实績がある。教員の学位取得支援や長期研修派遣制度の实施など、
種々の努力がなされている。

技術的資源をは
じめとするその
他の教育資源

○遠隔通信システムを導入して他大学の遠隔講義を受講する機会を設けるなど、
コンピュータシステムを活用した新しい教育方法を積極的に取り入れている。講
義审や实習审にはプロジェクターを設置し、e-ラーニングの施設整備も進められ
ている。

建学の精神 ○建学の精神は、中長期計画の基本理念である「しまなみの生活と文化を守り育
てる福祉と教育と食の総合短期大学の創造」を柱とする大学改革のビジョンに生
かされている。

白鳳短期大学 短期大学基準協
会

和歌山信愛女子
短期大学

短期大学基準協
会

徳島工業短期大
学

短期大学基準協
会

今治明徳短期大
学

短期大学基準協
会
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教育の効果 ○文部科学省「地（知）の拠点整備事業」を推進しており、地域活動、地域貢
献、ボランティア活動に積極的に取り組んでいる。この「地（知）の拠点整備事
業」の活動を中心に、「地域に根ざし地域に貢献できる人材の育成」を目指して
いる。学科・コースの枠を超えて、地域と交流する实践力を身に付ける必修科目
として「地域交流实践演習Ⅰ・Ⅱ」を開講し、学生が主体となって課題解決型学
習に取り組んでいる。

教育の効果 ○学位授与の方針、教育課程編成・实施の方針、入学者受け入れの方針、これら
三つの方針が体系的かつ分かりやすい言葉で定められている。さらに教育課程に
ついてはカリキュラムマップで図示して学生に理解しやすいものとなっている。

教育の効果 ○地域の伝統行事である「島四国」遍路体験により、地域に根差した「お遍路の
心」を学ぶとともに、地域住民や島四国のイベント参加者との交流を通して「福
祉の心とは何か」を体験している。

学生支援 ○独自の給付型奨学金や多種類の入学金・授業料減免制度、各種検定向け学習を
促す助成制度を設けて、多数の学生に適用している。

技術的資源をは
じめとするその
他の教育資源

○全学的なICT化を計画し、3年前から教員からなる教研分科会及び事務職員から
なる管理分科会で構成する教育情報システム開発チーム（EIS）を立ち上げ、教
員と職員が協働して活動している。

学長のリーダー
シップ

○平成27年度に当該短期大学の強み、弱み、環境の分析（SWOT分析）を行い、そ
れに基づいて中長期計画を策定し、大学改革ビジョンを打ち出している。

建学の精神 ○「信仰・希望・愛」で表されるキリスト教精神を基にした建学の精神は、全学
必修科目である「キリスト教学Ⅰ」と「キリスト教学Ⅱ」の授業を通して周知が
図られている。また、学生、教員が原則参加の「チャペルアワー」を通じても体
得できている。この時間帯には他の授業が設定されておらず、「出会いふれあい
の場」としての役割も果たしている。

自己点検・評価 ○自己点検・評価活動については、規程を定め全学的に積極的に取り組んでい
る。さらに、保育科と聖和短期大学保育科との間で相互評価協定書が交わされて
おり、平成27年3月には「相互評価結果報告書」の第2報が刊行された。自己点
検・評価に継続的に第三者による評価を加えている。

教育課程 ○学習成果の質的な測定方法として学習ポートフォリオの活用がなされている。
これまで学科・専攻課程で独自に取り組んでいたが、平成27年度よりフォーマッ
トを統一化し、全学的にeポートフォリオが導入された。これにより、学生は学
期ごとに自らの目標に応じた履修計画を立て、成績評価後に目標の達成状況の把
握・自己評価を行い、次学期の学習目標・計画の設定へとつなげることが可能と
なった。

学生支援 ○成績優秀な学生や社会的活動の優れた学生を対象に、｢二宮邦次郎賞｣、｢ジ
レット賞｣、｢松山東雲短期大学学長賞｣等の表彰を行い学生の意識の高揚に積極
的である。

物的資源 ○1400人が収容できるチャペル、ラーニングコモンズ教审を設置した図書館、建
学の精神を象徴する建物である愛真館の耐震改修工事を完了させ、安全を確保し
た上で、その役割果たしている。

物的資源 ○学生が図書館に置きたいと思う本を直接書店に出向いて学生目線で選書する
「ブックハンティング」というイベントを实施している。また、貸出利用冊数の
多い学生を対象とした「ベストリーダー賞」を設けている。

財的資源 ○経営改善計画に基づいて、定員充足率の改善に伴う収入の増加を図るととも
に、支出の削減を徹底したことによって、事業活動収支は収入超過となった。

理事長のリー
ダーシップ

○理事長は、平成27年度から理事長を委員長とする経営企画委員会を設置し、
中・長期計画を策定するなど、学校法人の運営全般にリーダーシップを適切に発
揮している。

建学の精神 ○キリスト教が精神基盤となり、倫理・哲学との関係も明らかにして、これに基
づく建学の精神が日常の中で常に涵養されるよう、「キリスト教学Ⅰ」、「キリ
スト教学Ⅱ」を必修科目とし、「チャペルアワー」をはじめとする礼拝等、様々
な機会が設けられ、建学の精神の共有が図られている。

教育課程 ○学位授与の方針が観点別に設定されており、シラバスには、学生が達成すべき
行動目標や学位授与の方針の観点別評価内容とその比重を数値化した達成度評価
の方法、具体的な達成の目安が示され、学生が履修計画段階で該当科目を履修す
ることにより獲得できる学習成果を把握できるよう工夫されている。

教育課程 ○学習成果の獲得を目指し、カリキュラムマップ及びカリキュラムツリーを作成
し、さらに、各科目には難易度を記したナンバリングも施されており、学生が教
育課程の全体像を把握し、履修計画を立てやすくしている。

教育課程 ○「大学教学マネジメント検討会」において、「１年次から２年次までの通算
GPAの相関図」を示し、学生の成績がどのように伸びていったかを検証してお
り、入試形態が異なった学生の学習成果の獲得を保証するための取り組みに着手
している。

学生支援 ○平成27年度より、学生による授業評価アンケート結果を踏まえたリフレクショ
ンカードを作成し、ウェブサイトで公表している。リフレクションカードには、
授業準備・学生の目標達成状況・学位授与の方針・科目のカリキュラムマップ上
の位置付け等が記載され、教育の向上に向けたPDCAサイクルが機能している。

西南女学院大学
短期大学部

短期大学基準協
会

今治明徳短期大
学

短期大学基準協
会

松山東雲短期大
学

短期大学基準協
会
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人的資源 ○文部科学省「平成27年度私立大学等改革総合支援事業」の支援対象校に選定さ
れたほか、アクティブ・ラーニングに対する取り組みについても二件の補助事業
として採択され、外部資金の獲得に積極的に取り組み、成果をあげつつある。

物的資源 ○教科に関わる参考図書、関連図書の指定図書コーナーは、各学科各教員別に配
置され、各教員が薦める図書を学生が活用できるように、利用の便を図ってい
る。

建学の精神 ○必修科目である「現代文明論」において、「調和のとれた文明社会を建設す
る」という建学の精神を学生に周知している。この講義は学園全体で開講されて
おり、当該短期大学は人文科学と自然科学の融合によるバランスのとれた文理融
合教育を教育の根幹に置き、成果をあげている。

教育の効果 ○学習成果に対するインセンティブとして、在学中に資格取得及び検定合格し、
顕著な成果を収めた学生に対して、給付の奨学金制度として「資格取得奨励奨学
金」を設けている。

教育の効果 ○携帯電話でもアクセスできる「リアルタイム授業評価」システムを独自に開発
し、授業終了後すぐに学生の反応や理解度を把握することができる体制が整って
いる。

学生支援 ○「学生カルテ」（SRMS）システムは、教職員がネットワークを通じて随時学生
の状況を把握することができ、e-learningは遠隔地からの受講も可能とするな
ど、共に学生支援の観点で有効なシステムとして運用されている。

教育の効果 ○建学の精神を具現するものとして、2学科共に仏教精神を学ぶ科目を複数設置
し、浄土真宗の教えを教育の軸としている。

教育の効果 ○仏教文化研究所、仏教精神を学ぶ教職員研修会の開催、教員・学生による西本
願寺参拝、本願寺派関係学校同和教育研究会へ教職員を派遣するなど、FD活動や
研修会での知見を通し、チェックする体制が整備されている。

教育の効果 ○各学科・コースでは、NHK等の催す朗読・アナウンスコンクールで受賞し、本
の読み聞かせや絵本・小論文の学内発表を行い、あるいは法務の实践や長期休暇
中のお勤め等を实践し、また、幼児教育研究発表会でそれぞれの取り組みを社会
に表明している。

学生支援 ○大学間連携共同教育推進事業として採択された大学コンソーシアム佐賀での
「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育成」事業に取り
組み、発達障がいのある幼児に対する支援力を持つ幼保専門職業人を育成し、発
達障がいのある幼児やその家族への支援ネットワークを構築する取り組みを行っ
ている。保育学科の多くの学生が本事業に参加し、「子ども発達支援士（基
礎）」資格を取得して卒業している。

学生支援 ○遠隔地・離島出身者等への学費の減免措置を設けるなど、入学者及び保護者へ
の経済的負担の軽減支援に積極的に取り組み、進学や進級を断念せざるをえない
学生の支援を意識している。

教育課程 ○すべての専任教員は、担当科目にアクティブラーニング（学生主体型授業）を
2コマ程度導入し、全学的な教育の質転換を図っている。

学生支援 ○平成25年度より、従来からの「貸与」奨学生制度に加えて、「減免」、「免
除」の独自の奨学生制度を設け、現在、在学生の約4割が利用している。

学生支援 ○2年間の学修計画が書き込めるスケジュール帳を全員に配付し活用を図ってい
る。また、在学生は園芸療法士をはじめ多様な資格を取得し、希望者には放課後
や長期休業中の「公務員・就職・4年制大学編入学講座」が開催されている。

建学の精神 ○当該短期大学の母体となる沖縄キリスト教学院の建学の精神を永年継承し続
け、「キリスト教」が「平和」の理念と「沖縄」を支える精神的根幹となってい
る。建学の精神を实効化させるため「建学の精神検討小委員会」を設け、また、
宗教部を中心に多くの行事を实施し、効果を得て検証している。

教育課程 ○教育の質保証に向け、科目の特性や实技科目、共通教養科目については、尐人
数の編成を行うなど、教育効果を得るための工夫がされている。

教育課程 ○キャリア支援課が中心となり、平成27年度から「卒業生に関するアンケート」
を就職先の各企業・施設に送付し、回収率も高く両学科でデータ分析を行い、学
習成果の点検がされている。

学生支援 ○図書館職員が多様なイベントを企画し、教員や学生の図書館利用の利便性が図
られ、学習効果を得る手立てとなっている。

学生支援 ○沖縄キリスト教学院奨学金として、「在学留学特別奨学金」や「保育科優秀奨
学生」等、独自の奨学金制度も多数設けられ学生を支援している。

人的資源 ○研究費設定や学会発表、国際会議出席への奨励や担当授業コマ数の設定がさ
れ、教員の研究体制への配慮が十分されている。

理事長のリー
ダーシップ

○理事長は、大学での教鞭経験もあり、教職員にとって身近な存在で、短期大学
の实態を十分把握した上でリーダーシップを発揮し、学校法人の管理運営体制を
確立させ運営している。

教育課程 ○「オコジョリル」というe-learningを導入し、入学前教育及び基礎教育の補完
を積極的に实施している。

西南女学院大学
短期大学部

短期大学基準協
会

東海大学福岡短
期大学

短期大学基準協
会

九州龍谷短期大
学

短期大学基準協
会

大分短期大学 短期大学基準協
会

沖縄キリスト教短
期大学

短期大学基準協
会

沖縄女子短期大
学

短期大学基準協
会
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学生支援 ○新キャンパスはラウンジやパウダールームなど学生を主体としたキャンパス・
アメニティに配慮し、充实している。

学生支援 ○子育て・とも育ち支援审を設けて、地域の子どもたちが集まり活動できる環境
を整え、学生の社会的活動を積極的に支援している。

学生支援 ○就職支援のための専門スタッフとして沖縄県からの補助事業によって配置され
た就職コーディネーターとよく連携して、きめ細かな指導による就職活動を可能
として、成果を上げている。

人的資源 ○後期学期より新キャンパスに移転し、与那原町と津波発生時の避難場所として
協定を締結して合同で地震発生時の避難訓練を实施した。地域との合同訓練は今
後も計画しており、防災に対する高い意識を有して地域と連携している。

物的資源 ○図書館は充实した図書を整備し、十分な座席を有している。特に絵本に力を入
れ、数多くの蔵書を有している。地域に公開するとともに、図書館の一角には子
どもたちに読み聞かせができるコーナーが設置されており、特に児童教育学科の
学生にとっては、实践的な読み聞かせの練習の場にもなっている。

物的資源 ○新校舎はエコキャンパスをうたい、様々な省エネルギー・省資源対策に取り組
んでいる。特に、敷地内植栽等への散水には備蓄した雤水を利用することで、沖
縄県では貴重な水資源の節約に寄与している。

名　称 評価機関 テーマ 優れた取組

教育内容及び方
法

○学生の相互交流による「協定校の研究审でのプロジェクト型研修」を核とする
長期海外インターンシップを实施している。このインターンシップの具体的な成
果は北海道・東北地区の高等専門学校に波及するとともに、参加者のインターン
シップ参加前後でのＴＯＥＩＣスコアの伸びが一般学生に比べて100点以上大き
いこと、参加学生の３分の２が卒業後に国際的に活躍しているなど、顕著な教育
効果が上がっている。

教育の成果 ○就職について、準学士課程の就職率（就職者数／就職希望者数）は極めて高
く、専攻科課程の就職率は高く、就職先も製造業や学術研究、専門・技術サービ
ス業、電気・ガス・熱供給・水道業関連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、進学率（進学者数／進学希望者数）は準
学士課程において極めて高く、進学先は学科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となっている。

学生支援等 ○国立高等専門学校における初めてのケースとして学生相談审に、常勤のカウン
セラーを配置している。常勤カウンセラーは、両キャンパスを行き来している
が、不在の際には非常勤カウンセラーを配置することで、カウンセラーの不在の
日が尐なくなるよう配慮している。また、発達障害の学生に対しては、対象学生
ごとに支援グループを結成し、保健审と連携しながら対応する仕組みとなってい
る。

教育内容及び方
法

○留学を希望する学生のために、学校が推奨する半年及び１年の留学制度を設け
るとともに、外国の高等学校又は大学における履修を当校の授業科目の履修と見
なす制度を設けており、短期留学プログラムへの参加を含め、年間75人程度の学
生が留学している。

教育内容及び方
法

○準学士課程では实験实習に関して段階的に自由度の高い課題を取り入れ、学生
の創造的能力を高めながら最終的に卒業研究へとつなげており、マイルストーン
となる科目にはＰＢＬを多く取り入れている。また、学生の創造性を発揮する場
として学外のコンテスト等への参加を勧めており、それと関連した授業科目の中
で創造性を育む工夫を行っている。その結果は、アイデア対決・全国高等専門学
校ロボットコンテスト、小水力発電アイデアコンテスト、とやま科学オリンピッ
ク等における受賞等につながっている。

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、就職先も製造業や運輸・郵便業、公務、情報通信業関連など
の当校が育成する技術者像にふさわしいものとなっている。進学についても、準
学士課程、専攻科課程ともに進学率（進学者数／進学希望者数）は極めて高く、
進学先も学科・専攻の分野に関連した高等専門学校の専攻科や大学の工学系・ビ
ジネス系・商船系の学部や研究科となっている。

管理運営 ○イギリス、ハンガリー、タイ、中国、韓国、アメリカ等の高等教育機関と学術
交流協定を締結し、海外の大学や地域企業等と連携して国際シンポジウムの開
催、国際共同研究の实施等を推進している。

教育内容及び方
法

○準学士課程では、創造性育成活動に取り組んでおり、各種コンテストへの参加
と関連付ける形で各学科の授業科目の中で創造性を育む教育方法の工夫を図って
いる。そうした工夫の結果は、アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテ
スト、全国高等専門学校プログラミングコンテスト等での受賞や活躍という具体
的な成果につながっている。

３．高等専門学校

仙台高等専門学
校

大学改革支援・
学位授与機構

富山高等専門学
校

大学改革支援・
学位授与機構

香川高等専門学
校

大学改革支援・
学位授与機構

沖縄女子短期大
学

短期大学基準協
会
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教育の成果 ○就職について、準学士課程、専攻科課程ともに就職率（就職者数／就職希望者
数）は極めて高く、就職先も製造業や学術研究、専門・技術サービス業、情報通
信業関連などの当校が育成する技術者像にふさわしいものとなっている。進学に
ついても、準学士課程、専攻科課程ともに進学率（進学者数／進学希望者数）は
極めて高く、進学先も学科・専攻の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 ○学校独自の学生の海外活動支援体制として、学術交流協定を締結する海外の大
学へ学生を短期派遣し、専門分野に関する研究・研修に取り組む中で、英語を用
いたコミュニケーション能力の向上、海外異文化の理解の深化等を目標とする
「香川高専グローバル・エンジニア研修プログラム」を運用しており、毎年学生
を派遣していることは特色ある取組である。

教育組織（实施
体制）

○多様な専門分野の学科から構成される高松キャンパスにおいて、専門学科の教
育内容に合わせた効果的、効率的な数学教育を行うため、専門学科ごとに担当す
る数学教員を割り当てていることは、特色ある取組である。

教育内容及び方
法

○創造教育の实践として、複合３学科（機械知能システム工学科、建築社会デザ
イン工学科、生物化学システム工学科。）の４、５年次生は、学生主体の学科横
断プロジェクト形式学習である「複合工学セミナーI・Ⅱ」を開講するほか、建
築社会システム工学科では、地域の实際の課題に対してＰＢＬ手法を応用した学
生主体の学習で創造教育に１年次から体系的に取り組んでいる。それらの成果と
して、例えば建築社会デザイン工学科の学生が全国高等専門学校デザインコンペ
ティションの空間デザイン部門で２年連続最優秀賞を受賞するなど、学生が身に
付けた創造性を発揮する場である各種のコンテストで活躍している。

教育内容及び方
法

○専攻科課程では、発想法、技術開発の基本的考え方、課題探求・創成能力の訓
練を行いながら創造性を育むことを目的とした科目を設定しており、電子情報シ
ステム工学専攻の「創造性工学」では、技術者としての創造力の基本からどのよ
うに考え实行していくか、アイデア作成と特許作成方法等について学ばせてい
る。また、生産システム工学専攻の「創成实践技術」では、メカニカル発想法や
ブレーンストーミング等の発想ツールを駆使して演習課題に取り組ませることで
発想訓練を实施し、さらに、モノ創成の理論を習得させ、発想力の重要性を認識
させている。これらの成果として、毎年、「閃きイノベーションくまもと」に個
人又はグループで応募し、大賞をはじめ各賞を受賞している。

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産業、建築業、電気・ガス・熱供
給・水道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、進学先は学科・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。

教育の質の向上
及び改善のため
のシステム

○相互公開授業等を通じて授業の改善を目指す教育改善グループの活動や、他の
教員のシラバス記載内容についてチェックを行う科目連携グループの活動等、
個々の教員による教育の質の向上・改善の取組が活発に行われている。

①法科大学院

名　称 評価機関 テーマ 優れた取組

臨床科目 ○リーガル・クリニックにおける専門分野クリニックの開設。
○未修者教育システムの改革プログラム。实践的实務教育プログラム。
○当該法科大学院修了の弁護士が中心となって設立された法律事務所において、
学生が先輩弁護士と一緒に实務を体験するプログラム。

国際性の涵養 ○交換協定に基づくロースクール等への交換留学。
○Transnational ProgramとGlobal Forum，海外派遣エクスターンシップ，英語
による講義，外国人学生の受け入れ・研修など。

施設，設備及び
図書館等

○自習审については、学生総数と同数以上の自習机・個人ロッカーが整備され、
十分なスペースが確保されている。

学生支援体制 ○各学生の学期毎の成績，授業への出席状況を含む学修状況を把握するための
「電子カルテ」に基づき，修了に至るまで密接な個別指導の耐性が整備されてい
る。

香川高等専門学
校

大学改革支援・
学位授与機構

大学改革支援・
学位授与機構

熊本高等専門学
校

早稲田大学大学
院法務研究科

日弁連法務研究
財団

駒澤大学大学院
法曹養成研究科

日弁連法務研究
財団

４．専門職大学院
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②経営

名　称 評価機関 テーマ 優れた取組

使命・目的・戦
略

○「事業構想」の視点から経営をとらえ、事業構想力ある人材の育成を目的とし
ている点は特色である（評価の視点 1-3）。

使命・目的・戦
略

○月刊『事業構想』の発行を通じて、事業構想の重要性と意義を社会に対して
広報していることは特色である（評価の視点 1-4）。

教育の内容・方
法・成果等
（１）教育課程
等

○事業構想に関する基礎知識を「基礎科目」として配置することで、貴大学が
目指す教育目標が明瞭に打ち出されていることは特色である（評価の視点
2-4）。

学生支援 ○貴専攻固有の目的に即した「サロンスピーチ」は、各界を代表する事業家、
時代をリードする实業家、見識豊かな専門家などをサロンに年に 50 回程度招
き、事業構想をテーマに院生や修了生と議論する場として設けており、特色
である（評価の視点 5-7）。

③臨床心理

名　称 評価機関 テーマ 優れた取組

教育目的 ○教育の理念や目的のもと具体的な教育方針を明確にした指導がなされ、優秀な
人材を着实に社会に送り出している。特に、心理实習の実観的評価方法の構築
や、地域支援に係る研究及び实践に实績を上げている。臨床心理士資格試験の合
格率が毎年度ほぼ100％であること、また修了生の就職についても臨床心理専門
職100％であり、その中でも特に常勤職の占める割合が高いことは評価できる。

教育課程 ○講義科目、演習科目、实習科目が相互に関連して学修が進むよう教育課程が構
成されている。学外实習については、实習機関と綿密な連携を取りながら学生の
实践指導が行われている。

臨床心理实習 ○十分な数の面接审、スーパーヴィジョンルーム、記録审等、設備の整った学内
实習施設を備え、専従の特任助教及び複数の学内教員による細やかな实習指導を
学生に提供できる体制が取られている。

教育内容及び方
法の改善措置

○ＦＤに関して、研修、研究活動が積極的に展開され、授業評価アンケートの結
果も授業改善のために有効に活用されている。

教育目的 ○建学の精神及び教育目的に則り、計画的かつ丁寧な指導を行い、高度専門職業
人の養成に成果を上げ、修了者の臨床心理領域での就職において、医療・保健、
福祉分野を始め、教育、司法、行政分野と幅広く就職实績を上げている。また、
地域に根ざした心理臨床实践の拠点として着实に成果を蓄積しつつある。

臨床心理实習 ○心理臨床センターのデータベースがよく整備されて臨床教育に活用されてお
り、優れた点として評価できる。

学生の支援体制 ○学会参加の際の交通費の補助金支給、学外スーパーヴィジョン料への補助金支
給制度が設けられていることは優れた取り組みとして評価できる。

成績評価及び修
了認定

○臨床心理实習の評価に際して、学生自身も自らの達成度合いが確認できる表を
用いたルーブリック評価が試験的ではあるが導入され活用されている。学生自ら
が課題とする点について教員に相談に出向くなど、評価とその後の学習への連動
した取り組みが行われている。

教育内容及び方
法の改善措置

○授業評価アンケートにおいて専攻の教育効果を把握できるような評価項目を追
加するなど、ＦＤ活動の工夫に積極的に取り組み、教育内容及び方法の改善に努
めていることは特筆に値する。

入学者選抜等 ○筆記試験だけでなく面接試問の評価も重視する方式により、臨床心理士として
の適性を的確に評価しようと努めている。

臨床心理实習 ○緊急時のセキュリティ体制が完備されており、安全面への配慮が十分なされて
いる。また、事例検討の資料を各学生に事務审で保管させているなど、情報管理
と学生の学びのバランスが取れている。
学外臨床心理实習は、２年間で学生一人当たり平均約650時間を超える十分な時
間が確保されている。また、「堺市子ども電話相談」など特色のある实習が設定
されている。

学生の支援体制 ○経済的支援として、遠隔地からの一人暮らし学生を対象とした「ドミトリース
カラシップ制度」などの奨学金制度が設けられている。加えて、学外スーパー
ヴィジョンにかかる補助金制度があり、積極的に経済的支援が行われている。
キャリア教育の面からは、「帝塚山学院大学大学院心理臨床研究会」の開催時に
就職ガイダンスが行われており、学生と修了生にとって進路を検討するための有
力な情報を得る場となっている。

鹿児島大学（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

広島国際大学（大
学院心理科学研
究科実践臨床心
理学専攻）

日本臨床心理士
資格認定協会

帝塚山学院大学
（大学院人間科学
研究科臨床心理
学専攻）

日本臨床心理士
資格認定協会

事業構想大学院
大学事業構想研
究科事業構想専
攻

大学基準協会
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教育内容及び方
法の改善措置

○授業評価アンケートの結果が学生に対して積極的に公開されており、またこの
内容が構成員により共有されている。

入学者選抜等 ○社会人の学修機会を拡大するために平成28年度より「長期履修生制度」を導入
している。

④教職大学院

名　称 評価機関 テーマ 優れた取組

○宮城県教育委員会および仙台市教育委員会と理念を共有しながら、教育現場の
課題の解決や地域の教育の発展に寄与する大学院として設立された。教職として
の高度な専門性と、各分野の学問的知識・能力を統一的に追求するという理念に
基づき、理論と实践の往還を目指すカリキュラムが編成されている。

○教育委員会から現職教員の派遣を受けるとともに、現職教員への受験機会を広
く与え、長期履修制度を利用しながら学修する学生を受け入れている。

○教育課程において共通領域と学校における实習とともに、教科の専門性を高め
るバックグランド科目群、理論と实践の往還を進める实践的指導科目群を設置し
ていることに特徴がある。バックグランド科目は修士課程の担当者が幅広く出講
し、教職大学院における教科の専門的学修を支えている。

○学生の研究指導にあたって、学生の関心に即して教員ユニットを構成、ユニッ
ト長が２年間を通じた科目履修などの指導に当たっている。ユニットには研究者
教員と实務家教員の双方が参加することで学生が受ける指導の機会や幅を広げて
いる。研究成果はリサーチペーパーや発表会を通じて公開され、学生の資質を向
上させる指導の場や、研究成果の還元の場になっている。

○学校における实習は「基礎实践研究Ⅰ・Ⅱ」と、「応用实践研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」
から構成される。学生と附属学校や連携協力校をテーマに応じてマッチングする
ことで、学生の見聞を広げ、求められる資質の多面的な養成を図っている。实習
校の選定や实習指導にも教員ユニットが関与し、实践力と学問的知識・能力の双
方を向上させるよう配慮されている。また現職教員学生の实習は学校現場に研究
成果を還元する場として設計されている。

○大学全体として教育委員会や学校との連携協力に関する覚書を取り交わしてお
り、安定的な連携に寄与している。「宮城教育大学教育連携諮問会議」では、大
学と宮城県、仙台市の教育委員会との協議を行っている。教職大学院の改革に関
する検討委員会の成果として、独立行政法人教員研修センターとも連携し、現職
教員の資質向上のためのカリキュラムの体系化、コース制の導入を实現してい
る。教育経営コースでは教育委員会から教頭試験合格者を対象とする２年間派遣
の受け入れを開始している。
○各授業科目を「实践の省察と問題の発見」「事例分析と課題の析出」「实践の
検証とプログラム開発」という３つのステップで構成していること、实習科目を
「学校改善臨床实習」「授業開発臨床实習」「教育臨床实習」として实習の目的
を明確にすることにより理論と实践の融合を目指した教育課程となっている。

○岐阜市教育委員会と協議した連携協力校を中心に確保することで、深い学びが
可能になり、また毎年安定した实習を展開することにつながっており、現職教員
学生のみならず学部新卒学生にとっても効果の大きい实習となっている。

○現職教員学生は２年次に現任校で勤務しながら学修することになるが、月曜日
から木曜日の４日間を勤務、金曜日を教職大学院での学修に当てている。教育委
員会や連携協力校との話し合いにより理解を得ると共に、２年次にも教職大学院
での授業科目を課すこと等の工夫をすることで勤務に埋没しないようにしてい
る。
○毎学期末に实施している学生による授業アンケートや派遣による現職教員学生
と教育委員会との懇談会の設定、学生を取り込んでのワークショップ型のＦＤな
どで学生の意見を取り入れようと努力をしている。また、そこで得た情報を積極
的に授業改善や教育課程の改善に役立てている。

○修了生に対するアンケート調査等から、教職大学院での学びが現在の仕事に生
かされていると回答する修了生や所属長が多いことからも、教職大学院での学び
が理論と实践の融合が図られたものであると言える。

○現職教員学生の２年次の授業料について、学生から減額などの希望が継続的に
出されていたことに対して、大学本部との交渉を繰り返し平成29年度より岐阜県
教育委員会から学校管理職養成コースに派遣される現職教員学生の２年次の授業
料を徴収しないことになった。このことは、学生の意見を聞き、学生の学ぶ環境
を尐しでも改善しようとする一つの取り組みであると言える。

○岐阜大学教職大学院と岐阜県教育委員会、岐阜市教育委員会は連携協力校も含
めて「連携連絡協議会」を構成しているが、この協議会は現職教員学生の安定的
な派遣や修了生の処遇、人事交流による専任教員の採用等を支える重要な役割を
果たしている。同時に、教職大学院の評価や目指すところの措定にも大きな役割
を果たし、改善の原動力ともなっている。

帝塚山学院大学
（大学院人間科学
研究科臨床心理
学専攻）

日本臨床心理士
資格認定協会

宮城教育大学（大
学院教育学研究
科高度教職実践
専攻）

教員養成評価機
構

岐阜大学（大学院
教育学研究科教
職実践開発専攻）

教員養成評価機
構

45

http://www.iete.jp/project/h28/kekka/miyagi.pdf
http://www.iete.jp/project/h28/kekka/miyagi.pdf
http://www.iete.jp/project/h28/kekka/miyagi.pdf
http://www.iete.jp/project/h28/kekka/miyagi.pdf
http://www.iete.jp/project/h28/kekka/gifu.pdf
http://www.iete.jp/project/h28/kekka/gifu.pdf
http://www.iete.jp/project/h28/kekka/gifu.pdf


○学則において理念・目的を明文化するとともに、今日的な教育課題や教育的
ニーズに応えるため、特別支援教育分野を新設し、学校組織マネジメントコー
ス、学習指導コース、生徒指導コース及び特別支援教育コースの４コースが設置
されている。
○入学者を安定して確保するための新たな方策が实施されている。

○目標とする３つの教師像に基づいて修得すべき知識・能力が、カリキュラム・
フレームワークとして体系化されており、加えてアセスメント・ガイドブックの
作成・活用により、各教師像に迫るために必要な資質能力を身につけさせようと
している。
○電子ポートフォリオの活用によって、指導と評価の一体化が図られるととも
に、すべての授業や实習における学修プロセスを学生と教員が相互に把握できる
ことが、教職大学院における協働的な学びの实現につながっている。

○学校現場のニーズや教育効果を考慮して、学校サポート活動を实習に位置づ
け、学生が長期的に児童生徒に関われるよう、従来の「学校实践」を「課題探究
实習」と「課題解決实習」に変更する改善を行った。

○連携協力校の教育力向上に資する支援が日常的に行われるなど、实習以外での
連携・協働の取組がある。

○平成28年度からは16名の専任教員を学校組織マネジメント、学習指導、生徒指
導及び特別支援教育の４つのコースに配置し、コースの目的を達成するための教
員組織になるように配慮されている。

○教職大学院の専任教員が、学部や修士課程の授業を基本的に担当しない体制を
大学として構築するとともに、学生の定員増に対応した学習環境の整備に努めて
いる。
○地域密着型大学の一つのモデルとして、教育委員会や連携協力校等の連携が、
入学者の確保、教育の質向上、教員の資質向上など、さまざまな側面で維持・強
化されている。

○大学の定める３つの基本理念（「教員のキャリアに応じた臨床的教育能力と自
己改善力の育成」「先人の知恵と先端的な学問的知識に裏打ちされた広い教養と
確かな人間力の追求」「社会的連携能力の開発」）と、教職大学院の教育課程
（「共通科目」「学校における实習」「分野別選択科目」「自由選択科目」）が
うまく融合し、大学の特色をあらわしている。

○１年制コースの入学者受入れでは、入学試験前に实習卖位の認定を行い、認定
の書類審査は、担当者による書類の精査や必要に応じて書類の再提出を求めてい
る等、厳格性を担保しており、適正に实施されている。

○大学が所在する東京都に限らず神奈川県や埼玉県とも連携を深め、広域におけ
る学校实習を实現している。また、義務教育段階に限定せず、高等学校における
实習を实現している。

○学部新卒学生と現職教員学生が同時に学校における实習を行い、ともに学びあ
うことで、理論と实践を架橋しやすい環境が用意されている。

○实習校との密接な信頼関係が構築されている。加えて、担当の大学教員は实習
校への支援活動も行っており、地域貢献ができている。

○授業について多様な学修形態がとられており、学生の主体的で対話的な学びが
保障されている。また、授業の中で現職教員学生と学部新卒学生が協働して課題
解決する機会が多く保障されており、それがうまく機能している。

○前回の認証評価の後に大学院教員审や会議审・教审等が統合された建物が用意
され、教育研究活動に対する施設・設備が改善されている。

○独自の奨学金制度を持ち、学生の修学環境が整備されている。

○常葉学大学教職大学院は、初等教育に特化した「スクールリーダーとして活性
の渦を巻き起こすダイナモ教員」（現職教員学生）、「質の高い授業・学級づく
りができる新人教員」（学部新卒学生）と独自の人材像ならびに修得すべき資質
能力を掲げ、「学校組織運営コース」「授業・教材開発コース」「地域教育課題
コース」の３コースを開設している。また、現職教員が１年で修了可能な制度を
設けるなど、修学しやすい環境が整備され、有効に機能している。

○静岡県教育委員会、政令指定都市教育委員会との連携協議による派遣教員数の
増加、静岡県及び浜松市教員採用試験における猶予制度の導入等、教育委員会と
の入学定員の充足に向けた継続的な取組によって、定員はほぼ充足されている。

○教育課程については、理論的教育と实践的教育の融合に留意し教職大学院にふ
さわしい内容を備えている。共通科目は「地域における教育課題に関する領域」
を加えた６領域で科目編成し、学校現場の課題に対応した選択实習を開設するな
ど、体系的なカリキュラムの中にも独自性を持たせている。さらに、平成27年度
より「实習Ⅰ～Ⅲ」を同一校で行うように変更し、学部新卒学生が实習外の期間
に、同校でボランティアとして校務支援を経験できるようにするなど、实習の改
善が図られている。

教員養成評価機
構

早稲田大学（大学
院教職研究科高
度教職実践専攻）

教員養成評価機
構

常葉大学（大学院
初等教育高度実
践研究科初等教
育高度実践専攻）

教員養成評価機
構

奈良教育大学（大
学院教育学研究
科教職開発専攻）
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○教育の成果については、高い成果をあげており、教育現場との連携のもとに、
改善を図る仕組みも整備されている。学生の指導体制については、平成27年度か
ら課外でコース別に教員、学生が集まり様々なテーマで懇談する「Team Time」
を設定する等、適切な指導体制がとられ、研究テーマを意識した教職大学院にふ
さわしい实習をはじめ、質の高い教育研究が行われている。

○教職大学院創設以来、学部新卒学生（計61名）の教職就職率100%(正規教員
82%、講師18%)を維持している。

○教職大学院専用のスペースが充分確保され、学生の個人研究や共同的なワーク
スペース、専用の蔵書を備えるなど充实している。

○教員組織については、専門職大学院設置基準上必要な専任教員が確保され、教
員組織及び教員配置は基準に適合している。ＦＤや教員評価などの仕組みも大学
全体の取組に合わせ、整備が進められており、教育の質の改善についても適切な
取組がなされている。

⑤公共政策

名　称 評価機関 テーマ 優れた取組

１ 使命・目的 １）貴専攻が特に重点を置く分野が地域の政治・行政、国際協力であることと、
それらの分野に携わる首長、議員・公務員、ＮＰＯ・ＮＧＯ職員、会社員及び公
務員志望の学部卒業生や諸外国からの留学生といった学生層を重視することを明
示しており、理念・目的において対象者と対象となる分野を明確に絞り込んでい
る点は、貴専攻の特色として認められる（評価の視点1-4）。

１ 使命・目的 ２）「ガバナンス研究科ガイドブック」を自治体人事担当者や議会事務局に送付
しているほか、英語コースの留学生に向けて作成している「ガバナンス研究科英
語ガイドブック」を国費留学生等の派遣機関や出願希望者に向けて配付し、広報
活動に努めている点は特色として認められる（評価の視点1-5）。

２ 教育の内
容・方法・成果
（１）教育課
程・教育内容

１）公共政策系専門職大学院に共通に課せられた基本的な使命である、国・自治
体・国際機関、ＮＰＯ・ＮＧＯ、シンクタンクその他の組織において必要な政策
課題の解決に関する専門的知識（法学、政治学、経済学の３つの分野を基本にし
た幅広い科目）、思考力、分析力、コミュニケーション力等の修得に資する多様
な科目を多数設けていることは評価できる（評価の視点2-2）。

２ 教育の内
容・方法・成果
（１）教育課
程・教育内容

４月、９月いずれでの入学も可能としており、柔軟性が高く、特に留学生にとっ
て選択しやすいカリキュラムを組んでおり、固有の目的で対象としている地域社
会・自治体の实務家等や、海外の政府機関等からの留学生のニーズに合致した設
定になっていることは評価できる（評価の視点2-5）。

２ 教育の内
容・方法・成果
（１）教育課
程・教育内容

必修科目について、日本語コースに関しては、指導教員の担当する科目（２卖
位）以外に「課題設定演習」及び「レポート作成演習」の計４卖位に対して、英
語コースの場合は「Research Method 1/2」及び「Research Paper 1/2」の計８
卖位を要求しているが、多様な環境から入学する留学生に対して、懇切な指導の
機会を提供していることは評価できる（評価の視点2-3）。

２ 教育の内
容・方法・成果
（１）教育課
程・教育内容

日本人学生と留学生がともに受講できる「政策研究Ⅸ-I（公共経営の今日的動
向）」や英語コースの科目「Urban Management and Environment」において、学
生のグローバルな視野を養成する機会を設けたうえで、留学生にも日本の行政の
現場に触れる機会を用意していることは貴専攻の特色となっている（評価の視点
2-4）。

２ 教育の内
容・方法・成果
（２）教育方法

リモート・ラーニングを早期から取り入れ、約100 科目中70 科目で導入してい
る。出席者が授業内容をビデオで復習できる機会となっているほか、視聴した内
容についてテーマの概要・論点をレポート作成し、次回の講義日に教員へ提出す
ることで、その内容が的確なものであるときは、上限３回を目安に出席扱いとす
るというルールを定めることで、仕事の都合で欠席せざるを得なかった社会人学
生の学修環境を整えており、貴専攻固有の目的にふさわしい取組みとなっている
（評価の視点2-19）。

２ 教育の内
容・方法・成果
（２）教育方法

具体的政策事例に関する政策分野研究（Ｇ群）、プレゼンテーション・課題設
定・レポート作成・研究手法に関する特別・特殊研究（Ｈ群）については、幅広
い授業科目が設定されている。これらの科目は、国内外の实務家を主たる対象者
とする貴専攻の固有の目的に沿って、政策立案能力や問題解決能力を实践的に養
う科目となっていることは特色と認められる（評価の視点2-18）。

２ 教育の内
容・方法・成果
（２）教育方法

社会人が主たる対象者である日本語コースについては、平日夜間及び土曜日等に
授業を開講している。また、働きながらリカレント教育を受ける学生のために、
平日夜の授業開始時刻を18 時55 分に設定している。一方、留学生を対象とした
英語コースについては、平日昼間を中心に授業を開講しており、いずれも対象と
なる学生の履修によく配慮していることは、貴専攻の特色と認められる（評価の
視点2-22）。

明治大学専門職
大学院ガバナン
ス研究科ガバナ
ンス専攻

大学基準協会

常葉大学（大学院
初等教育高度実
践研究科初等教
育高度実践専攻）

教員養成評価機
構
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２ 教育の内
容・方法・成果
（３）教育方法

英語コースについては、現時点においては留学生のほとんどが母国の現職公務員
であることから、帰国後の成果の共有及び公共政策分野における継続的な知識の
習得を図るため、修了生のためのホームページを開設し、公共政策、行政に関す
る最新の情報提供や教員のコラムを掲載しており、評価できる（評価の視点2-
32）。

２ 教育の内
容・方法・成果
（３）教育方法

「ガバナンス研究科ガイドブック」において、多数の修了生からのメッセージと
して、修了後の進路等に関するコメントを掲載し、社会での活躍の場を具体的に
示している。これらは、受験生や在学生への示唆に富んだ内容となっており、貴
専攻の特色を表しているといえる（評価の視点2-32）。

２ 教育の内
容・方法・成果
（３）教育方法

科目等履修制度において、修了生に限って、通常の約半額で受講することができ
る制度を設けており、修了後に学習の機会を提供していることは貴専攻の特色で
ある（評価の視点2-32）。

２ 教育の内
容・方法・成果
（３）教育方法

修了生と在学生が合同で行う「ガバナンス研究科修了生による公共政策研究発表
会－その後のガバナンス－」、留学生の出身国におけるフォローアップセミナー
は、修了生の学習の機会や情報交換の場となっており、特色ある有意義な取組み
である（評価の視点2-32）。

３ 教員・教員
組織

貴専攻の实務家教員について、教員になった後も、積極的に研究成果を書籍や論
文で発表しており、評価できる（評価の視点3-5）。

３ 教員・教員
組織

教員組織は、女性教員のほか、国、地方自治体、援助機関などにおけるさまざま
な实務経験を有する教員、留学して博士学位を取得した教員などさまざまな教員
から構成しており、多様性を確保しているといえる。多様で高度な経験を長期に
わたって積んだ实務家教員を確保していることは貴専攻の特色であると評価でき
る（評価の視点3-10）。

４ 学生の受け
入れ

英語を母語としない者が公的機関からの派遣留学生候補者として受験する場合、
英語による授業への対応力をチェックするために、学生の渡日前に専任教員が現
地に赴く、もしくは留学生が所属する現地の機関（各国の省庁、大学、ＮＧＯ
等）に依頼するという形で、面接試問を实施していることは評価できる（評価の
視点4-2）。

４ 学生の受け
入れ

公的機関の留学プログラムと連携し、毎年７ヵ国から20 名以上の留学生を受け
入れる枠組みを確保していることは、貴専攻の学生募集における特色といえる
（評価の視点4-4）。

５ 学生支援 １）「明治大学ガバナンス研究科給付奨学金」により入学定員の約半数に年額20
万円から30 万円が支給されていることは、手厚い経済的支援であり、評価でき
る（評価の視点5-3）。

５ 学生支援 リモートラーニングシステムについては、社会人学生にとって、突発的な業務の
ために参加できなかった授業を補完するためのシステムとして、極めて有益であ
り、評価できる（評価の視点5-6）。

５ 学生支援 留学生に対するサポートとして、留学生ラウンジを整備しており、留学生に対す
る特別のケアにも配慮しているほか、英語を母語としない留学生が多いことか
ら、アカデミック・ライティングを学ぶことができるよう、研究科として正課外
の授業を用意しており、丁寧な学習支援、生活支援の体制を整えていることは評
価できる（評価の視点5-6）。

６ 教育研究等
環境

１）アカデミーコモンという極めて充实した設備を有し、ラウンジの整備も十分
になされている。また、教育支援システム「Oh-o! Meiji システム」を整備し、
社会人、留学生という固有の対象者にとって利便性の高い施設及び情報システム
を整えていると評価できる（評価の視点6-1、6-4）。

７ 管理運営 １）教育上の必要性に応じて、マレーシアの留学生派遣機関等と英語コースのカ
リキュラム等について協議を行っているほか、兵庫県豊岡市と連携して、留学生
の自治体視察や同市の経営改革や政策の支援などを行い、双方にとって有益な関
係を結んでいる。また、学内においても、政治経済学研究科との間で、「相乗り
科目」の实施などの連携を図っていることは、特色のある取組みと認められる
（評価の視点7-4、7-5）。

名　称 評価機関 テーマ 優れた取組

１使命・目的 貴専攻は「医学系研究科行動シナリオ」に従い、世界トップレベルの研究基盤を
最大限活用し、他部門との連携や共同作業により、研究者のネットワークづくり
や新たな研究拠点の整備に努めている。そのうえで、急速に変化する社会のニー
ズを反映した授業科目を提供し、貴大学の学際的で多様な教育資源を活用した効
果的な教育を戦略的に進めている。このことは貴専攻の目指す公衆衛生系高度専
門職業人の養成のための特色ある取組みとして認められる（評価の視点1-5）。

東京大学大学院
医学系研究科公
共健康医学専攻
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２教育内容・方
法・成果（１）
教育課程・教育
内容

１）理論と实践の双方に配慮し、講義の他、演習、实習など多様な教育手法を採
り入れた教育カリキュラムが提供されている。各テーマに関する国際的な動向を
反映し、グローバルな視点から常に最新の授業内容となるようにしていることは
特色として認められる（評価の視点2-2）。

２教育内容・方
法・成果（１）
教育課程・教育
内容

貴大学公共政策大学院及び貴研究科国際保健学専攻と複数の合併科目を提供して
いることは特色として認められる（評価の視点2-4）。

２教育内容・方
法・成果（２）
教育方法

入学後、一定の時期を経てから研究审配属を決定し、専門性のある教員の指導で
課題研究に取り組むことは特色として認められる（評価の視点2-15）。

２教育内容・方
法・成果（２）
教育方法

２）貴専攻では、高度な理論や最新の研究成果の講義に加え、その活用方法を实
例を用いて学ぶことや、学生同士また教員と学生との間での議論、学生による発
表など、多くの授業において双方向で实践的な教育を行っており、特色として認
められる（評価の視点2-20）。

２教育内容・方
法・成果（２）
教育方法

１）授業評価アンケートの回収率を上げるための工夫や、アンケート結果を全教
員で共有し改善につなげるとともに、その改善による成果も共有するという一連
の流れは、教育改善の取組みとして評価できる（評価の視点2-28）。

２教育内容・方
法・成果（３）
成果

修了生へのアンケートの集計結果を踏まえて、2013（平成25）年度から希望する
学生に対して「プレゼンテーション技能講習会」を集中講義として開講し、学生
のニーズに適切・迅速に対応している。また、2015（平成27）年度には全修了生
を対象にアンケートを实施し、貴専攻で学んだ技能の就職先における活用と課題
について情報を収集・解析している。このように、アンケートを分析し、教育の
改善に活用していることは評価できる（評価の視点2-31）。

４学生の受け入
れ

貴専攻での学習に対応した適性及び基礎知識を持った者を選抜するために、入学
試験に統計学試験を追加していることは特色として認められる（評価の視点4-
8）。

６教育研究等環
境

公衆衛生・医療系において研究専念期間制度は既に存在するものの、实際に利用
するのは实質上困難であると判断されることが多かったが、貴専攻において着实
な实績を上げたことにより、今後、他大学への波及効果が期待できるなど、その
取組みは高く評価できる（評価の視点6-12）。

８点検・評価、
情報公開

１）2014（平成26）年度には国際共同研究の状況について、2015（平成27）年度
には過去５年間の専攻内・学内・学外（国内）の共同研究について、特定のテー
マを設定して自己点検・評価を实施していることは特色と認められる（評価の視
点8-2）。
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