
１．大学

名　称 評価機関 テーマ 優れた取組

学生支援 2011（平成23）年度に導入した「愛知大学・包括的キャリア形成支援システム」
として、「キャリア支援センター」が中心となって、学士課程教育、学生生活・
課外活動、キャリアデザイン及び就職活動支援を相互に連携させた進路支援を体
系的に実施している。特に、企業や自治体と連携した低年次生向けキャリアデザ
インプログラム「Career Field」では、社会の抱える課題の解決に取り組むプロ
ジェクト型の学びとして、産官学連携キャリア育成プログラム「Learning＋」や
講演、「ＯＢＯＧ探訪記」等を設けており、多くの学生が参加している。これら
は建学の精神である「地域社会への貢献」及び「入学から卒業に至るまで」との
学生支援方針に沿うとともに、学生の自己分析力やキャリア意識の向上にもつな
がり満足度も高く、評価できる。

学生支援 学生支援方針に基づきボランティア活動を支援することで、学生の主体的な活動
を推進している。特に名古屋校舎では「ボランティアセンター」を中心に、「ボ
ランティアBank制度」による各種情報の配信や、ボランティア先との調整、海外
ボランティアプログラムの提供等の支援を行っているほか、豊橋校舎との共通の
活動として、中国にて砂漠緑化を目的とした海外ボランティア活動に、継続して
学生を派遣している。このように大学全体としてボランティア活動を積極的に推
進することで、方針に掲げた、社会のなかでの学生の成長、自立につながること
が期待でき、更に地域社会でのボランティア活動は地域からも十分に認識され多
くの期待を寄せられているなど、建学の精神に基づく地域との橋渡しとなる取り
組みとして評価できる。

社会連携・社会
貢献

大学の設置以来、「地域社会への貢献」を教育研究の一つの柱として、地方自治
体・団体等との連携事業をはじめとした地域貢献活動に取り組んでいる。特に近
年では、愛知県東三河県庁及び地域の老舗和菓子店と連携して取り組んだ「防災
おこし」販売促進のための連携事業において、地域政策学部、文学部、短期大学
部の学生が参加し、学生のデザインを生かしたパッケージが制作され、キャッチ
コピー等も学生の意見が反映されたものとなった。そのほかにも、「飛騨高山大
学連携センター」委託調査の実施、弥富市の総合計画に係る政策提言、知立市の
広報活動への参画等、学生の視点を生かした地域連携活動が多様な広がりをみせ
ており、建学の精神を具体化させる取り組みとして評価できる。

学生の受け入れ 2018（平成 30）年度に新設した「全国児童養護施設推薦」は、「社会福祉法人
全国社会福祉協議会 全国児童養護施設協議会」に加盟している児童養護施設の
入所者を対象とした推薦入学者選抜制度である。この制度において合格した学生
には入学金と４年間の授業料を免除し、一定額の奨学金を毎月給付している。こ
の制度は青山学院大学の教育理念の実現に資する、独自性に富む制度であると評
価できる。

教育研究等環境 「統合研究機構」を設置したことにより、学内の各種研究支援制度が整備・強化
され、「リエゾンセンター」を中心とした研究支援も充実してきており、その結
果、研究活動の活性化、外部資金獲得の増加及び若手研究者の育成につながって
いることは評価できる。

社会連携・社会
貢献

2011（平成23）年の東日本大震災を機に発足した「青山学院大学ボランティア・
ステーション」における学生スタッフが主体となった活動を基盤として、2016
（平成28）年に「ボランティアセンター」を大学として設置し、「社会連携・社
会貢献に関する方針」に基づいてボランティア活動を重視する姿勢を明確にして
いる。この「ボランティアセンター」がコーディネートする形で、正課の「サー
ビス・ラーニング」の科目群において学生がＮＰＯ等での活動に参加することを
可能にし、市民協働教育の実践等を活性化する取り組みを進めるなど、学生が市
民と協働して行う活動の支援をしていることは評価できる。

愛知大学 大学基準協会

青山学院大学 大学基準協会

令和３年度実施の認証評価結果における大学等の優れた取組について

※当資料では、令和３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。

資料２
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教育研究組織 離職した歯科衛生士の復職を支援するとともに、免許取得直後の新人歯科衛生士
のための臨床実践能力の早期育成と離職防止を図る目的で設立された「歯科衛生
士研修センター」は、開設以降、多数の修了生を輩出し、そのうち７割弱が就職
を実現している。このように「歯科衛生士研修センター」は歯科衛生士のリカレ
ント教育施設として実質的に機能しており、現在の歯科医療体制のニーズに対応
した取り組みとして評価できる。

教育課程・学習
成果

歯学部において、成績の優れたものを支援する一環として、英語学習支援、研究
チャレンジ、海外研修の３本柱からなる「オナーズ教育」を実施している。受講
者のうち、公益社団法人日本歯科医師会主催の研究成果発表の大会で上位に入賞
する者や大学院へ進学したのち、海外で研究を行うために留学する者がおり、成
果を上げている。「オナーズ教育」は基礎研究者の育成にとどまらず、リサーチ
マインドを持った歯科医師の育成、国際的な歯学教育者・研究者・臨床家を育て
る先進的な試みとして評価できる。

学生支援 歯学部の学生の研究マインドを涵養するため創設された「学生研究助成金」は、
研究に取り組む学生に対し、審査のうえ助成金を交付し、専門学術大会等で研究
成果が発表できるように支援するものであり、助成を受けた学生が、その研究に
より研究発表の大会で表彰されるなど、学生の学修意欲向上につながる成果を上
げており、評価できる。

社会連携・社会
貢献

首都圏における総合大学としての特性を生かした多様な社会連携・社会貢献が展
開されており、特に、学生が主体となって地域社会に参加していく「まち×学生
プロジェクト」では、学生と地域の双方向の意見交換に基づき各種活動を行って
いる。取り組みにおいては、学生が地元企業に出店交渉してキャンパス内にマル
シェ（市場）を開設し地域産品を展示販売しているほか、学生が認知症について
学んだ上で、認知症サポーター養成講座の実施を行うなどの取り組みが行われて
おり、大学と地域の一体化を図るのみならず学生の主体的な学びにつながってお
り評価できる。

社会連携・社会
貢献

2021（令和３）年のみなとみらいキャンパス開設に合わせ、同キャンパスに社会
連携の戦略及び推進を担う「社会連携センター」を設置しているほか、知の交流
を通じた共創空間として「ソーシャルコモンズ」を設置している。「ソーシャル
コモンズ」では学生の教育プログラムと連携した商品等を取り扱うほか、神奈川
大学及びパートナー企業等の知に触れることができるようになっている。大学の
立地を生かし多様な企業等との連携が期待できることに加え、キャンパス整備計
画の特色を生かしつつ社会連携・社会貢献体制の強化を図った取り組みとして評
価できる。

理念・目的 大学改革の指針として、10年後、20年後の大学の姿を見据えた「YAMAZAKIプラ
ン」を策定し、学長のリーダーシップにより、教育研究力の強化、グローバル
化、更にはその基盤となるガバナンス強化に取り組むなど、全学を挙げた大学改
革を実行し、成果を上げている。さらに、内部質保証推進組織等による自己点
検・評価結果や第４次産業革命・Society5.0に向けた社会システムの変革等を踏
まえ、第４期中期目標期間を見据えた次代のプランを策定するなど、大学機能の
強化に向けた大学運営体制を構築していることは、評価できる。

教育研究組織 大学の理念・目的を具体化するために、「YAMAZAKIプラン」や「Next Challenge
教育組織等改革構想～Roadmap to 2020～」等のもとで、戦略的に大学の強み・
特色を生かしつつ、社会変革に対応した教育研究組織の整備を、スピード感を
持って推し進めている。各研究域の附属研究センターは10年の時限付で設置した
のちに定期的に実績を評価し、全学的な組織へと再編し支援する仕組みを設けて
おり、これにより世界的研究拠点形成に向けた「ナノ生命科学研究所」を設置し
ている。そのほか、特に優位性のある研究を推進するために立ち上げた機構での
研究成果を踏まえ、我が国で唯一の「博士（融合科学）」の学位授与が可能な新
学術創成研究科融合科学共同専攻を新たに設置するなど、独自性のある先駆的教
育研究組織の実現につながっていることが評価できる。

教育課程・学習
成果

大学が独自に定めた教育方針である、「金沢大学＜グローバル＞スタンダード」
（ＫＵＧＳ）に基づき、学士課程及び大学院課程における基幹教育を推進する
「国際基幹教育院」を設置し、グローバル社会で活躍するための基盤となる能力
を養う「ＧＳ科目」をはじめ、初年次教育において、６つの科目区分からなる
「共通教育科目」を配置している。さらに、「学域ＧＳ科目」や「大学院ＧＳ科
目」を配置するなど、基幹教育の段階から教育方針に示す具体的な能力の基礎的
素養を醸成するとともに専門科目への効果的な連結を図っており、特徴的な取り
組みとして評価できる。

学生の受け入れ 大学が独自に定めた教育方針である「ＫＵＧＳ」の理念のもとで、2018（平成
30）年度入学試験から「文系一括・理系一括入試」を導入して、大学の特色であ
る「経過選択制」を拡大し、さらに、2021（令和３）年度入学試験からは、志願
者の主体性・多様性・協調性を評価する「ＫＵＧＳ特別入試」及び特異な才能を
見出す「超然特別入試」を新たに導入している。多様な背景を持つ学生の能力を
評価できる仕組みの構築により、大学の理念に沿った、資質、能力、意欲を備え
た学生を受け入れていることは、評価できる。

大阪歯科大学 大学基準協会

神奈川大学 大学基準協会

金沢大学 大学基準協会
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教員・教員組織 教育研究力を強化するための組織的・戦略的な教員配置を行い、卓越研究員事業
の活用による若手研究者の積極的採用と育成、「女性限定公募」や「研究パート
ナー制度」による女性研究者の確保と育成等に取り組んだ結果、若手教員比率、
女性教員比率、外国人教員比率の増加につながったほか、「リサーチプロフェッ
サー制度」による研究専念環境の整備では、ノーベル賞受賞者の配置をはじめと
する世界第一線級の優れた研究力を有する研究者の配置が行われるなど、教育研
究上の成果の創出に向けた多様な教員の確保に至っている点が評価できる。

教員・教員組織 教員の教育研究活動の活性化を図るため、評価結果を給与等の処遇に反映する新
たな業績評価制度を導入している。とりわけ月給制適用教員の業績評価に、複数
教員によるピアレビュー方式を導入し、評価の客観性・公平性を高めるととも
に、評価者の負担軽減にもなっており、「業績に基づく給与処遇」を全国に先駆
けて導入した制度として、外部からも注目されるなど、全国的な波及効果を生み
出す取り組みとなっていることは評価できる。

学生支援 学生支援に係る各組織、部局及び相談窓口が連携する体制として「ＫＵＧＳサ
ポートネットワーク」を構築し、統括機関である「サポートネットワーク本部」
を中心に、学修支援、キャリア形成支援をはじめとする各種支援を包括的に行っ
ている。特に、学生数が多い大規模な大学でありながら、全学生にアドバイス教
員を配置し、面談等で寄せられた相談を「ＫＵＧＳサポートネットワーク」の各
部局につなぐなどきめ細かな支援を継続的に行っていることは特筆できる。これ
らの学生支援に係る取り組みを実質化させるため、全ての教員に『教職員必携学
生サポートガイドブック』を配付しているほか、研修等を行うことで支援してい
る。くわえて、学生の利便性を高めるために2019（令和元）年度から導入した
チャットボットシステムは、学生の要望に対応した先駆的な取り組みとして評価
できる。

教育研究等環境 学長の強いリーダーシップのもと、「戦略的研究推進プログラム方針」が示さ
れ、研究の拠点化、先鋭化を支援する独自の方策として「超然プロジェクト」
「先魁プロジェクト」「自己超克プロジェクト」等の学内ＣＯＥ制度が実施され
ている。プロジェクトに参加する教員の授業等への負担を軽減し、研究に専念す
る機会を優先的に与えることで、国際的な研究拠点の形成、新たな研究領域の創
生に役立っており、「超然プロジェクト」において、「バイオＡＦＭ」「がん」
及び「超分子」の３つのプロジェクトを融合させた「ナノ生命科学研究所」構想
が2017（平成29）年度ＷＰＩ事業に採択されるなど、卓越した成果に結びついて
いることは評価できる。また、施設面に関しても、「施設マネジメント委員会」
のもとで毎年度利用状況調査を行い、研究室の配置換え等により既存のスペース
を新たな教育研究組織のためのスペースとして有効活用するなど、学内の教育研
究資源を徹底的に活用する体制が敷かれている。これらにより、教育研究等環境
の整備を高度なレベルで実現している点は、卓越した取り組みとして評価でき
る。

社会連携・社会
貢献

高等教育機関がなく過疎・高齢化が進む能登地域を拠点として、能登地域の現状
や可能性等に関する１年間の講義と実習を行う「能登里山里海ＳＤＧsマイス
タープログラム」を開講し、多くの修了生をマイスターとして認定している。同
プログラムの修了生が、培った能力を生かして地域課題の解決に取り組むなど、
地域における、ひとの集積、地域再生・活性化等につながる優れた取り組みと
なっており評価できる。

大学運営 地域に根ざした総合大学として、在学生、卒業生、地域住民、自治体関係者等か
ら多様な意見を聞き、大学運営に生かすことを目的とした「ステークホルダー協
議会」を2015（平成27）年度以降、毎年継続的に開催している。同協議会での意
見を大学運営に生かしており、留学生宿舎の防音の強化、自治体と連携した「北
陸未来共創フォーラム」の開催や能登町への「理工学域能登海洋水産センター」
の設立等、大学の施策に関係者の意見を反映した実績も数多く、具体的な改善・
改革につながっていることは、評価できる。

金沢医科大学 大学基準協会 学生支援 学生支援の方針に則り、指導教員（クラス担任）制を中心とした、きめ細かな支
援体制を整えている。特に、役職教員と学生の懇談会では、毎年、学友会や学年
代表等を中心に数多くのさまざまな意見、要望が出されており、それらに対し、
教職員が学生の理解を得られるよう丁寧に回答・対応して学生が抱える悩みを具
体的な改善につなげている。また、学生が主体となって運営している「ポレポレ
カフェ」では、上級生が下級生の相談に応じており、指導教員（クラス担任）等
には相談しづらい内容を補う仕組みとなっている。このように、学生一人ひとり
に向き合い、相談しやすい環境を整えていることは、評価できる。

金沢大学 大学基準協会
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川崎医療福祉大
学

大学基準協会 社会連携・社会
貢献

発達障がい児(者)及びその親や教育機関を支援・教育するための「ＴＥＡＣＣＨ
普及活動」を、2004（平成16）年に米国のノースカロライナ大学と提携関係を結
んで以来、これまで継続して実施している。その研究成果や支援方法を社会に還
元するための「自閉症特別講座」「レベルアップセミナー」「トピックセミ
ナー」といったプログラムは、昨年より遠隔での開催としたことにより、受講者
数や遠隔地からの参加が増加するなどの広がりを示している。また、発達障がい
の傾向を持つ学生への関わり方について、「ＴＥＡＣＣＨ普及活動」に関与する
教員がＦＤ・ＳＤ研修会の講師を担当して学内への浸透を図るとともに、他の教
員と連携してサポートやフォローに当たっている。2022（令和４）年度には基礎
教育科目に「自閉症概論」が組み込まれることになっており、学内の教育活動へ
の還元もより一層充実させていることは評価できる。

教員・教員組織 「医学教育ワークショップ」は、長年にわたって取り組まれている特色あるＦＤ
活動である。時勢に応じた教育上の課題や問題に対して、学修の主体である学生
の視点を取り入れつつ、学長以下、教員が一同に会して討議、意見交換を行って
おり、学生、教員が同じ立場で教育上の課題について論じる姿勢は、自由・自
律・自学の学風を体現するものであるとともに、教育改善の成果が期待できる優
れた活動として評価できる。

学生支援 医学部、看護学部の両学部とも、低学年次よりキャリア支援教育を実践してい
る。特に医学部においては「オール女性医師キャリアセンター」を設置し、女性
に特化した研究支援や卒前・卒後教育の充実、キャリアサポート、ネットワーク
支援、復職支援などの支援を行っていることは評価できる。

社会連携・社会
貢献

医学部では、門真市、医師会と地域連携協定を締結し、市民の健康に関するコ
ホート調査を行って、地域住民の健康増進・健康寿命に関する取り組みを実施
し、その成果を権威のある英文誌に報告している。また、看護学部は大阪乳児院
と協定を結んで連携し、産前産後母子支援事業の事例の検討、分析、調査などを
行っている。これらはいずれも特色ある研究と地域のニーズを結びつけた優れた
社会貢献・社会連携の取り組みとして評価できる。

学生の受け入れ 法人の経営戦略本部のもとで広報活動やオープンキャンパスの企画を行い、具体
的には、学生が主体となって開発した製品を用いた企画や実験・研究を体験する
多数のイベント等をオープンキャンパスで実施し、入学希望者が建学の精神であ
る「実学教育」を体感する機会を設けている。また、学生ボランティアによる
キャンパスツアーを実施し、学生がイベントに参画することで入学希望者が身近
に学生生活を感じられる機会となっている。これらの戦略的な活動によって、体
験を通じて建学の精神を入学希望者に伝えるとともに、学生募集の強化に結び付
いていることは評価できる。

教員・教員組織 教育、研究、管理運営、社会活動に関する業績評価のための多面的かつ具体的な
評価項目を示し、これに対する教員の自己評価をもとに「教員業績評価委員会」
で評価し、評価の高い教員にはインセンティブを付与するとともに、評価内容を
昇任審査の基礎資料等としても活用している。また、評価項目は学部の特性に応
じた設定を可能とし、必要に応じて学部長・研究科長が面談を行う機会を設ける
など、柔軟性をもたせた業績評価の仕組みによって、多様な各教員の諸活動の活
性化につながっていることは特長として評価できる。

社会連携・社会
貢献

各キャンパス・センターで地域の特性を生かして、地元企業と連携した商品開発
等に積極的に取り組んでいる。例えば、水産研究所による研究成果を活用したク
ロマグロ（近大マグロ）の養殖のほか、東大阪キャンパスでは特徴的な技術を有
する企業が多いことから、「理工学部地域連携先端研究教育センター（通称：近
大ものづくり工房）」を開設し、地域企業と連携して口の動きがわかるマスク
（近大マスク）の開発・地域への無償配布を行っている。また、「リエゾンセン
ター」のもとで産学官連携を推進し、学生が参加して文系・理系の多くの学部で
多様な商品化につながる活動が行われており、大学として組織的に教育活動を包
含した社会連携・社会貢献活動を展開し、大学の社会的知名度の向上につながっ
ていることは評価できる。

教育課程・学習
成果

「金城アイデンティティ科目」「金城コア科目」「金城展開科目」からなる共通
教育科目は、「キリスト教」「女性」「国際理解」という建学の精神の要素を重
視した金城学院大学らしい教育プログラムとなっている。特に「キリスト教学
（１）」「キリスト教学（２）」「女性みらい」を必修科目とし、関連科目を選
択必修科目として全学生共通で受講させていることは、「福音主義キリスト教に
基づき、豊かな人間性と深い専門的学識をバランスよく兼ね備えた女性」を養成
するという大学の教育理念に沿った取り組みとして、評価できる。

教育課程・学習
成果

「学院教育の三本柱」の１つである「国際理解の教育」の実践として、「副専攻
（実践ビジネス英語）プログラム」を学部・学科を横断して開設していることは
評価できる。担当教員による手厚いフォロー体制のもと、学部・学科を超えた学
生同士が刺激し合いながら英語力を強化できる仕組みとなっており、同プログラ
ム参加学生は、目標とするTOEICⓇテストスコアの向上のみならず、所属する学
部・学科においてもよい波及効果をもたらしている。今後、専門科目との結びつ
きも検討されていることから、更なる発展が期待できる。

関西医科大学 大学基準協会

近畿大学 大学基準協会

金城学院大学 大学基準協会

4

https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/85/20220324_281903.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/85/20220324_281903.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/87/20220324_675434.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/117/20220324_309544.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/118/20220324_374544.pdf


社会連携・社会
貢献

建学の精神を踏まえ、女性や子ども、障がい者等の支援を継続的に行う組織とし
て、各センター等が機能している。「金城学院ファッション工房」及び「KIDSセ
ンター」では学生スタッフも活動しており、授業外での学びの実践の機会となっ
ている。「心理臨床相談室」では、大学院学生が相談研修員として修了生ととも
に活動しており、相談対応のほか小学校訪問や相談会等による子育て支援も行っ
ている。「女性みらい研究センター」では、女性特有の課題について研究し、名
古屋市や愛知県とも共同で、女性の社会的な活躍を促進するためのプログラムの
企画・開催を行っている。地域社会のニーズに応えた各活動に学生スタッフ等も
積極的に参加することで、教育研究成果を社会に還元するとともに、学生の学習
成果の向上や学生自身のライフプランを考える機会にもなっており、評価でき
る。

学生支援 社会で活躍する人材に育て上げる独自プロジェクト「チバイチバン」において、
１年次からキャリアデザイン、インターンシップ等の多彩なキャリア科目を開講
し進路支援を充実させている。2019（令和元）年度から、これまで同プロジェク
トで蓄積してきたデータに基づき、キャリア教育の質を高めるツールとして、Ａ
Ｉを活用した振り返り分析システム（ＴＩＡＲＡ）を本格導入しており、学生の
学び及びその成果を可視化し、学生にフィードバックする先進的な取り組みとし
て、今後キャリア教育のみならず専門教育への活用が期待できることは、評価で
きる。

社会連携・社会
貢献

大学が課題としていた全学的な地域連携を担う組織作りに対応するべく「地域連
携センター」を2017（平成29）年度に立ち上げ、全学的な取り組みの改善を通じ
て、総合地域研究所とともに「千葉」という地域の特性に根差した各種地域貢献
事業を実施している。さらに、地域貢献活動を学部教育の一環としても採り入
れ、学生、教員、地域経済との相互連携の循環を形成し、全ての参加主体それぞ
れにメリットを与えており、評価できる。

学生支援 全専任教員が分担して全学生のさまざまな相談に応じるアドバイザー制度を設け
るとともに、その後の学生対応を専門相談として「学生支援センター」に引き継
ぐ仕組みを設けている。「学生支援センター」では、カウンセラーや専門職を交
えてカンファレンスを行い、学生の支援に必要な活動を各種委員会などに働きか
けるなど、支援が必要な学生一人ひとりに対応する体制となっており、大学の理
念・目的の実現に即して少人数教育の特徴を生かす取り組みとして評価できる。

教育研究等環境 学内サークル活動、大学図書館や市立図書館・市民との連携のもとに開催してい
る「ビブリオバトル（本の書評合戦）」では、学生が本の紹介を担当することで
読書啓発につながっているのみならず、当日の運営を市立図書館のボランティア
と共同で実施することで、コミュニケーション能力の向上等の教育上の成果も見
られる。また、「第６回全国高校ビブリオバトル」新潟県大会の開催において学
生が主導的な役割を果たすとともに、全国大会へ新潟県の高校生を出場させてお
り、活動の発展も見られ、評価できる。

社会連携・社会
貢献

地域社会の活性化に資する社会連携・社会貢献は多岐にわたり、なかでも地域産
業再生による活性化を目的とした「粟島浦村活性化プロジェクト」では学生が粟
島浦村に自生している山菜「アマドコロ」の商品化にこぎつけ、離島の地域産業
再生による活性化に貢献しているほか、粟島の海産物を加工している粟島住民か
ら粟島の郷土料理の作り方を教わり、新発田市において学生たちのみで「粟島
フェア」を開催し、その売り上げの一部をフ―ドバンクに寄付することで、地域
の子ども食堂運営、生活困窮者支援に貢献している。これらの活動は大学の「地
域貢献教育」という教育方針に見合うものであるとともに、協調性・責任感など
の社会人基礎力、そして課題を発見し、解決する実践力を身につけるという座学
では得られない参加学生たちの学びにもつながっている。また、「オレンジ会」
をはじめとする地元自治体や企業などと、協力関係に基づく授業展開等の取り組
みを実施しており、これらの活動は、地域に根ざし、地域で活躍する人材の育成
を掲げる教育方針に基づく取り組みとして評価できる。

大学運営 「７年間の一貫教育」を旗印に、同じ法人に属する高等学校と大学の教育連携推
進を主眼として開催している法人の教職員合同研修会は、高等学校と大学の教職
員によるグループ討議の実施を通じて、高・大の連携と教職協働を図っている。
この研修会は、年２回（６月と11月）開催し、高等学校、大学の教職員、法人役
員が毎回ほぼ全員参加しており、その成果として、学生に関するきめ細かな情報
共有の仕組みの整備や学習プログラムの連携などが進められている。建学の精神
及び教育理念の共有に資する取り組みとして評価できる。

理念・目的 建学の精神、教育理念及び大学が養成する人格的素養をまとめた「KAISEIパーソ
ナリティ」の周知に際して、「人を支え、輝く。」というブランドコンセプトを
設けたうえで、これらを記したブランディングカードやリーフレットを作成する
ほか、入学予定者に対しては、入学前のプレ授業の講義を通じて、学長が建学の
精神、教育理念及び「KAISEIパーソナリティ」について説明するなど、多様な媒
体を通じた周知が行われている。これらを通じて、建学の精神及び教育理念をは
じめとした開学からの伝統と価値観が、学生に対して浸透しやすい形で提示され
ており、学生への周知にもつながっていることから評価できる。

金城学院大学 大学基準協会

敬愛大学 大学基準協会

敬和学園大学 大学基準協会

神戸海星女子学
院大学

大学基準協会

5

https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/127/20220324_691893.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/129/20220324_781807.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/134/20220324_448899.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/134/20220324_448899.pdf


教育課程・学習
成果

各学生が学期ごとの目標や成果を記入する「振り返りシート」、大学として育成
することを掲げた人格的素養である「KAISEIパーソナリティ」に関連した、目標
設定と振り返りを行う「自己発展チェックシート」、そして、各学期の成績と学
修状況を各自で振り返る「海星教学カルテ」等の多様なツールを用いて担任が定
期的に学生と面談を行うなど、必要な指導を個別に行う体制を整えている。これ
らの取り組みは、「KAISEIパーソナリティ」の修得状況を定期的に把握するとと
もに、学生自身が自己認識する機会となっている。このように「超小人数教育」
のもとで、学生一人ひとりに合わせた丁寧かつきめ細かな指導を行っていること
は、大学の規模的な特色を生かした教育活動として評価できる。

教員・教員組織 教員の資質向上に係る方針のもとで、「ＦＤ・ＳＤ委員会」を中心に、ＦＤ研修
会や「授業公開」を実施しているほか、全教員が自らの授業を振り返り改善策を
検討する「授業結果・授業改善報告」、学生による「授業改善のためのアンケー
ト調査」「授業改善に関する調査」及び「非常勤講師との面談」等の多様な取り
組みを通じて、授業における課題や工夫を把握している。「ＦＤ・ＳＤ委員会」
では、調査の結果や各種報告を踏まえて課題や工夫等を全教員に共有し、シラバ
スの記載項目の改善につなげるなど、「教員の資質の向上を図るため、授業改善
に向けた組織的取組（ＦＤ）を積極的に行う」ことを掲げた方針の実現に向け
て、組織的かつ多面的に取り組んでいることが認められるため、評価できる。

学生支援 学生の相談内容に応じたきめ細かな支援を行えるよう、体制を整備し取り組んで
いる。学生課や教務課、担任等を窓口として、学習面での支援が必要な場合は
「学修支援室Stella」へつなぎ、そのほかの支援が必要な場合は学生課を通じて
聞き取りを行い、「学生相談室Maris」につなぐほか、合理的配慮等をもって手
続を進められるようにしている。これら支援の状況は、関連部署の教職員から構
成される「サポート委員会」で共有することで、各部署が連携しながら組織的な
支援を行える体制を構築している。これまでも、学生一人ひとりの顔と名前が分
かる環境下で、丁寧かつ実質的な学生支援が各教員により行われてきたことが認
められるが、2021（令和３）年度に支援体制を整理したことにより、「学生個々
に対して、小規模大学の特性を生かしたきめ細かいキリスト教精神に基づく様々
な支援」の実現に向けてより一層の発展が期待できるため、評価できる。

教員・教員組織 全学的に策定した教員組織の編制方針のもと、カリキュラム開発や教員の研究を
含めたキャリア開発等、教員組織や教育課程に即した実践的なＦＤ、教員評価の
取り組みを進めている。「ＦＤ推進委員会」主導のもと、ＦＤ研修会や公開授
業、各学科・専攻ごとのＦＤ活動に積極的に取り組み、多様で組織的なＦＤ活動
を展開しており、教員の参加率も高い。また、兼任教員にもＦＤ活動への参加を
依頼しており、専任・兼任を問わず教員の資質向上に努めている。教員活動の評
価については、評価項目を毎年確認、検証し、問題点の整理と対応策について
ワーキンググループを設け検討し、「教員活動評価委員会」に進言し改善を図る
など、常に評価項目を見直すなどの工夫を行っている。これらの取り組みによ
り、教員の教育の質の継続的な向上が期待できることは評価できる。

社会連携・社会
貢献

社会連携・社会貢献の方針に基づき、地域連携センターを中心に大学の特性を生
かした多数の社会貢献活動を行っている。例えば、「保育専門職のための赤ちゃ
ん学講座」「日本気候療法士リーダー資格講習会」など多数の講座を開講するほ
か、「キッズオープンキャンパス」「ものづくりフェスティバル」を開催してい
る。また、学生ボランティアについては半数を超える学生がボランティアとして
登録し、学校園、公的機関、施設、地域行事などへの参加を行っており、大学の
掲げる「オフキャンパスの学び」を通じた学生の学びに寄与している。さらに、
子育て支援ひろば「すくすく」の開設や、「心理・教育相談室」の設置、「特定
非営利活動法人親和スポーツネット」を設立するなど、大学の教育・研究成果を
積極的に還元していることは評価できる。

教育課程・学習
成果

全ての学生に在学期間中に１年間の留学を課し、留学に必要な能力習得に向けて
初年次に語学力別のクラスで英語集中プログラム(ＥＡＰ)を実施し、ルーブリッ
クを用いて能力を可視化しているほか、補習等が必要な学生には特別アドバイジ
ングケア（ＳＡＣ）システムのもと指導している。こうした従来からの取組みを
発展させ、「応用国際教養教育（ＡＩＬＡ）」を打ち出し、英語の４技能に領域
別の学びや留学先での体験を統合し、学際的な視点から自主的に課題を発見・解
決する教育方法につなげており、専門を超えて多様な視点から問題を多角的に論
じる力を養うことに有効であると評価できる。

教育研究等環境 学生寮や24時間利用可能な図書館、学生に自主的な学びを促す能動的学修・評価
センター（ＡＬＡＣ）や外国語の自律学習を支援する言語異文化学修センター
（ＬＤＩＣ）などの学習施設により、学生の学びと交流の場をシームレスに提供
する多文化キャンパスを構築している。また、学生が自ら関心のあるテーマに
沿って寮生活を送るテーマ別ハウス群を整備し、日本人学生と留学生が日本や秋
田県の文化、諸外国の言語・文化への理解を深める機会を提供し、グローバル交
流の実践及びローカルな価値の発見、地域貢献を果たす多文化な環境により、日
常生活を通じて調和の重要性を理解し、その能力を涵養していることは評価でき
る。

神戸親和女子大
学

大学基準協会

国際教養大学 大学基準協会

神戸海星女子学
院大学

大学基準協会
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社会連携・社会
貢献

学校教育への支援を中期目標・中期計画に掲げ、「イングリッシュビレッジ」に
よる県内外の中高生の英語によるコミュニケーション能力の向上支援、県内外の
小・中学校の英語教員を対象とした「ティーチャーズセミナー」、小・中学校へ
の留学生を含む学生の派遣交流や高校生を対象とした英語力向上のための各種セ
ミナーを開催し、学生や外国人交換留学生に参画させながら、秋田県を含む地域
の国際化に必要な言語能力の向上につながっていることは評価できる。

相模女子大学 大学基準協会 社会連携・社会
貢献

地域課題を解決すべく、従来の社会貢献活動を発展させ、「夢をかなえるセン
ター」を開設し、これまでの地域ボランティアや海外交流などの学生のキャリア
形成と連動した活動を「Sagamiチャレンジプログラム」として取りまとめ、地
域・企業との協働による伝統文化・食・農業などの多様な地域活性化に取り組ん
でいる。また、学生による活動参加前の自己分析・目標設定や参加後の振り返り
のほか、卒業生・外部講師などのアドバイザーによる支援を組み込んだ「マーガ
レットスタディ」の学習方法を構築し、社会貢献による体験を通じた自主的な
キャリア形成につなげるべく活動を深化させていることは評価できる。

学生の受け入れ 近年、多様な入学者選抜方法・制度を採り入れており、そのうちの１つとして、
2018（平成30）年度入学試験から、「スカラシップ入学試験制度」を導入してい
る。同試験合格者には、初年度だけでなく、その後の成績状況により最長４年間
の授業料全額免除を認めており、学習意欲に富む学生の獲得に効果を上げてい
る。同試験合格者は入学後も総じてよい成績を維持しており、経済的支援のみな
らず、学内の向学心向上にも貢献していることから、評価できる。

教員・教員組織 教員の教育力を向上させるため、全学的な「ＦＤ研究会」や学生ＦＤ団体との意
見交換の場を設けているほか、教員の提案する授業改善策への予算支援を行って
いる。また、「学生による授業評価アンケート」は、学科・研究科及び教員単位
での集計・分析を行い、その結果とそれを踏まえた教員のインタビューを報告書
として体系的にとりまとめ、継続的に公表している。これら一連の授業・教授法
改善に向けた主体的取り組みにより、優れた教員の実践例が学内に広く共有され
ており、評価できる。

学生支援 「コラボレーションセンター」では、多様な学習ニーズに合わせた施設・設備が
整備され、学部・学年を超えた学生、教職員が集い、正課教育のみならず課外活
動やボランティア活動等、さまざまな活動に協働で取り組んでいるほか、「学生
発案プロジェクト」というプロジェクト支援事業も行い、学生の主体的な学びを
サポートしている。さらに、同センターでは、学生スタッフの配置を制度化して
おり、大学の理念・目的として強調される「協働」を実現するための取り組みと
して評価できる。

学生支援 障がい学生を支援する「アクセシビリティスタッフ」を育成する支援体制を構築
し、スタッフ間で知識やスキルを継承しながら、学生同士による支援を展開して
いる。同スタッフは経年的に増加しており、支援の充実につながっている。ま
た、近年は障がい学生の就職支援の一環として「就労前支援プログラム（ＴＯＳ
Ｓ-Program）」も実施し、2022（令和４）年度からは大学独自のプログラムの実
施も検討している。そのほかにも、「障がい学生支援コーディネーター」の配置
や教職員を対象とした研修会の実施等、全学的・多面的に障がい学生支援の充実
に継続して取り組んでいる点は評価できる。

社会連携・社会
貢献

江別地区の高齢者福祉の取り組みである日本版ＣＣＲＣへの学生の参加、新札幌
キャンパス開設に伴う新札幌地区の街づくりへの全学的な参画、「社会貢献シー
ズ集」をきっかけとした各種取り組み等、理念に掲げた「共生」を実現すべく、
各キャンパスが所在する地域に根付いた地域貢献活動に積極的に取り組んでい
る。「社会連携センター」を新札幌キャンパスに移転して産官学民連携の窓口と
したことで、今後も周辺地域の企業や自治体、他大学と連携した更なる発展が期
待でき、評価できる。

社会連携・社会
貢献

学部を超えた学生や教職員が協働し「フェアトレード大学」としてさまざまな取
り組みを行っている。学内での普及活動やフェアトレード製品の販売にとどまら
ず、企業と連携した商品開発・販売や、他大学や地域と連携した取り組みにも活
動を広げている。このようなＳＤＧｓの知識・実践経験を持つことは、単に大学
の社会貢献としての位置付けだけでなく、卒業生が社会で活躍するうえで、教育
面からも有意義であるといえ、地域や他大学等との連携により今後も更なる発展
が期待でき、評価できる。

至学館大学 大学基準協会 社会連携・社会
貢献

これまで「官学」「産学」「高大」「学学」という４つのカテゴリーのもとで社
会連携・社会貢献を実践しており、社会貢献活動は外部から高い評価を得てい
る。特に、新型コロナウイルス感染症の拡大という状況下で、学生・教職員・関
係者のみならず、大学が位置する大府市内のエッセンシャル・ワーカーたちへの
優先的ＰＣＲ検査を、学長のリーダーシップのもと全国に先駆けて実施したこと
は、国及び地方自治体からも新型コロナウイルス感染症対策に係る優れた取り組
みとして取り上げられており評価できる。

国際教養大学 大学基準協会

札幌学院大学 大学基準協会
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https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/558/20220324_701562.pdf
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教育課程・学習
成果

「プロジェクト科目」において、専門分野の異なる複数の教員が協働して立ち上
げたプロジェクトに多様な経歴を持つ大学院学生が参画し、分野を横断した研究
及び技術開発に取り組むことで、芸術、デザイン、哲学、理工学、社会学などの
多岐にわたるメディア表現を実践的に学ぶとともに、多様な人材がチームで創造
する経験を提供している。これによって、広い視野と企画力や組織力、アイディ
アの実現力を養っていることは評価できる。

社会連携・社会
貢献

産業文化研究センターを中心に各種の社会連携・社会貢献の活動を継続的に実施
して教育研究成果を地域社会に還元している。特に、メディアアート研究の公開
イベントとして芸術をテーマとしてものづくりのあり方の普及啓発を行う「岐阜
おおがきビエンナーレ」やさまざまな分野のつくり手が集い技術を紹介する
「Ogaki Mini Maker Faire」などの次世代の「高度な表現者」の育成に資する取
組みを含め、毎年複数の社会貢献活動を継続的に実施していることは、芸術分野
に特化した大学の特長を生かし、地域社会の活性化に寄与する取組みとして評価
できる。

駿河台大学 大学基準協会 社会連携・社会
貢献

大学が所在する飯能市と連携し、互いの出向者が大学及び飯能市の職員として１
年間の業務を経験する人材交流が行われ、同市が進める地域観光に関する施策に
学生が参加する等、地域課題の解決や地域産業の活性化に対する新たな取り組み
につながっている。10年、20年先を見据えた地域連携のシーズとも表現できる政
策であり、将来、地域に大きな成果をもたらすことが期待されることから評価で
きる。

聖学院大学 大学基準協会 学生支援 2017（平成29）年度に開設した留学生センターにおいて、留学生に必要な支援を
丁寧に実施している。特に、留学生同士によるピア・ティーチングの機会を設
け、留学生向けの外部奨学金「ロータリー米山記念奨学金」の獲得に向け、現役
奨学生が受給希望学生に指導を行っている。この取り組みにより、同奨学金の獲
得について継続的な実績を上げるとともに、留学生同士の関係づくりに役立って
いる。また、日本語教員の指導のもと、留学生が地域の外国人市民のため、地域
広報誌の新型コロナウイルス感染症に関する情報等を外国語に翻訳し、情報提供
する活動や地域の催しへの参加等、留学生が地域や日本人学生と関わりを持つ機
会を設定することで、日本社会で生きるための力を醸成しており、「聖学院大学
の理念10ヵ条」に照らして、評価できる。

聖路加国際大学 大学基準協会 社会連携・社会
貢献

「聖路加健康ナビスポット：るかなび」では、市民ボランティアと協働し、健康
相談、健康チェック等の健康情報を提供するサービスをしている。また、「ナー
スクリニック」として、地域で暮らす多様な背景を持つ人たちに対して、大学看
護教員が「事業主」となり、市民ボランティアや学外の専門職とパートナーを組
み、病院では対応しきれない患者の悩みに応えるとともに、そこで得た知見を教
育や研究に生かしていることは評価できる。さらに、アジア・アフリカ地域にお
いて、同地域の母子保健に関する若手研修者、看護師・助産師の育成等に取り組
み、それらの研究拠点を留学生や博士後期課程の日本人学生のフィールドとし
て、新たな研究課題の創出へとつなげるなどの成果を生み出しており、大学の教
育を国際社会に還元するとともに、学生に対するＰＣＣ（市民主導の健康生成：
People-Centered Care）の実践教育の機会としていることは、評価できる。

教育研究組織 「社会知性開発研究センター」は、大学の21世紀ビジョンである「社会知性の開
発」の観点から、「社会知性の開発」に係る専門的・学際的な研究、これらに関
する教育活動を推進し、社会の発展に寄与することを目的とした機関である。同
センターではさまざまなテーマでプロジェクト研究を進めており、同センターの
存在は大学のビジョンとも合致し、学際的な研究の取り組みとして評価できる。

学生支援 進路支援として、「キャリア形成支援」「就職支援」及び「資格・採用試験支
援」の３つからなる「トリプル・サポートシステム」を整備している。「キャリ
ア形成支援」においては入学直後から働き方を考え、社会に触れる機会を与え、
その後の「就職支援」においては、３年次以降からの就職活動に向けて多彩な就
職対策講座等を提供している。「資格・採用試験支援」においては、各種試験に
向け、１年次から学習を始められる大学独自のカリキュラムを組み、個別指導体
制も整備している。さらに、2020（令和２）年度は「キャリアセンター事務部
キャリア形成支援課」のもと、より一層細かなサポートを行う体制を整備し、予
約不要の就職相談ができるなど学生の利便性を高め、ニーズに沿った段階的な支
援を実施していることは、評価できる。

教育研究等環境 日本で新型コロナウイルス感染症の流行が見られ始めた2020（令和２）年３月末
の時点で、2020（令和２）年度前期の授業開始を控えた教員に向けて、オンライ
ン遠隔授業を実施するうえで知っておくべき知識やスキル、授業方法等をまとめ
た「オンライン授業を展開するための簡易ガイド」を「情報科学研究所」が作成
した。また、同研究所ホームページにおいて学外にも公開し、多くの大学関係者
の間で参考とされた。非常事態でも良好な教育環境を整えるべく迅速に対応し、
学内のみならず学外へもその成果を還元した点は、評価できる。

情報科学芸術大
学院大学

大学基準協会

専修大学 大学基準協会
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理念・目的 中・長期計画「Soka University Grand Design 2021-2030」を定め、年度ごとに
具体的な行動計画を定めた「学長ヴィジョン」を、各年度の初めに教職員を対象
とした事業説明会において、学長自ら説明し、全学での計画の理解・共有を図っ
ている。また、構成員の共通の理解のもと、理念・目的の達成のため、組織的に
中期計画の実現に取り組むとともに、その達成状況を常に把握し、計画のより一
層の充実を図っており、計画の早期実現等の成果につながっている点は評価でき
る。

教育課程・学習
成果

学士課程において、アクティブ･ラーニングを組み込んだ授業づくりを進める
「授業設計研修」を原則として全教員が受講し、内容を統一した研修会を学部別
に実施している。また、卒業までに３つのアセスメント・ゲートを設け、学生は
指定されたアセスメント科目でのルーブリック評価を軸に自らの学びに向き合
い、教員も学生たちの振り返りを点検するなど学習成果の可視化に取り組んでい
る。さらに、学生による授業アンケートの結果について、教員がコメントを付
し、学内で公表することで、教員の授業改善に役立てると同時に、学生の授業選
択にも活用されている。これらの取り組みは、学生の授業外学習時間を増加させ
るなど、学生の学習を活性化させるものとして評価できる。

教員・教員組織 「全学ＦＤ・ＳＤ委員会」と、その具体的推進組織体である「教育・学習支援セ
ンター（ＣＥＴＬ）」との密接な連携が、「学士課程教育機構」の組織的な位置
づけのもとに行われている。アクティブ・ラーニング推進方策に関連づけられた
合宿研修を含むＦＤのほか、ティーチング・ポートフォリオの導入による授業改
善のためのＦＤ等、課題に即した多面的な研修活動が組織的・継続的に展開され
ている点は評価できる。

学生支援 学生の学習を総合的にサポートする組織である「総合学習支援センター」におい
て、レポート作成やノートの取り方に関する助言や、カウンター（ヘルプデス
ク）での学習相談等の学習支援サービスを行っている。とくに、全学必修科目で
ある「学術文章作法」の担当教員と大学院学生チューターによる「レポート
チュータリング」「レポート診断」、レポートに関する「学習セミナー」のサー
ビスは、学生の利用者数が多く、学生の効果的な学習や、アカデミック・ライ
ティング能力の向上、学習時間の増加に結びついており評価できる。

教育研究等環境 建学の精神や教育目標等の方針を踏まえ、「教育研究等の環境整備に関する方
針」を定めており、中・長期計画である「Soka University Grand Design 2021-
2030」に基づき、経営基盤強化策として「キャンパス整備」に取り組むことを掲
げている。そのなかでは、「中長期財政計画」や学生の意見を反映したキャンパ
ス整備計画を行うこととし、さらに、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の推進に
向け、温室効果ガスの排出量の削減目標を定めている。この計画に従い、ネット
ワーク環境の充実やラーニング・コモンズの整備を行いつつ、既存建物について
も、エネルギーの最適化や省エネルギー化を積極的に進めていることは評価でき
る。

社会連携・社会
貢献

民間企業及び各種研究機関、地域社会、小・中学校とさまざまな連携を展開しな
がら、近年は、開発途上国の研究者と共同で現地の環境問題の解決に取り組んで
いるほか、アジア４ヵ国に設置した海外事務所において国際シンポジウムやセミ
ナーを開催するなど、アジア地域の研究活動に寄与している。中・長期計画に基
づき、地域社会のみならず、国際共同研究を多角的に展開し、その研究成果を国
際社会にも還元している点は評価できる。

教員・教員組織 教員の教育活動、研究活動、社会貢献活動等の取り組みを評価し活用するため、
全教員がそれぞれの活動について自己採点し、上長との面談による１次評価と、
その結果に基づく２次評価ののち、学長が最終評価を行う人事考課制度を設けて
いる。これらの取り組みは、教員にとっては自らの１年間の活動を振り返り、管
理職者と意見交換できる良い機会となっているほか、学長を含む管理職者にとっ
ては、大学の理念のもとで社会貢献をはじめとする多様な活動をしている全教員
の状況把握に役立っており、制度が有効に機能していることから評価できる。

学生支援 障がいのある学生への支援について、大学生活における全般的な支援を担う全学
組織「障がいのある学生への修学支援連絡協議会」を中心に、「修学支援ガイド
ライン」に基づき取り組んでいる。支援のために必要な情報は、同協議会を通じ
て、各学科・部署、科目担当教員に至るまで個人情報に配慮しながら共有してお
り、さらに、全教職員に対するガイドブックの配付、多様性について理解を深め
る研修の実施、有償の学生ボランティアであるノートテイカーの派遣等、学生も
含めて連携しながら全学的に支援する体制を整えている。同体制が有効に機能
し、性同一性障がいのある学生や聴覚障がいのある学生に対して、状況に応じた
支援が速やかに行われており、評価できる。

創価大学 大学基準協会

園田学園女子大
学

大学基準協会
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社会連携・社会
貢献

生涯学習事業のほか、地域連携事業、研究支援事業等を一元的に担う「社会連携
推進センター」を拠点として、地域のニーズを把握しながら積極的な社会連携・
社会貢献に取り組んでいる。特に、研究においては、学内共同研究資金に「地域
志向研究」カテゴリーを設定し、同センターの研究支援専門部署を通じて地域課
題の解決に向けた研究を支援しているほか、公開講座や学外組織との協定等を通
じて、広く地域社会に大学の教育研究成果を還元している。さらに、教育におい
ては、２年次必修の学部・学科横断科目「つながりプロジェクト」で、学生が行
政や地域団体とともに地域課題の解決に向けて取り組むなかで、社会で求められ
るコンピテンシーを養っており、教育と地域貢献、研究と地域貢献の有機的な結
びつきを実現している。これらの取り組みは、地域社会への実践的貢献を志向す
る建学当初からの理念を具現化するものとして評価できる。

学生支援 学生総合相談を担当する「学生主事」制度及び学生の課外活動を支援する「麗澤
会」組織が有効に機能している。「学生主事」は、多様化する学生支援をワンス
トップで対応する窓口の役目を果たし、また、１世紀以上の歴史を持つ「麗澤
会」は、学生の課外活動全般を支援することにより、学生の「人間性」の向上、
「社会性」の意識の醸成を担っており、評価できる。

学生支援 「国際化推進方針」のもと「国際交流留学生センター」を中心に、明確な数値目
標を持ち国際交流事業として多くの学生を海外へ派遣している。外国人留学生へ
は教育支援事業を強力に推進し、国際部には実務経験者による多言語での対応を
可能とする窓口を設置するなど、外国人留学生にも手厚い学習支援、生活支援、
就職支援等を行っていることは、評価できる。

中央学院大学 大学基準協会 学生支援 入学直後に行い、学生が早期に大学生活になじむことを目的とした「プライムセ
ミナー」は、教員だけでなく、上級生も企画運営に関与することを通じ学生の成
長も期待される取り組みとなっている。また、修学・生活支援として、「学生サ
ポートセンター」が学習支援や成績不振者への指導を組織的に手厚く行っている
ほか、意欲のある学生には、「経理」「法制」「行政」等からなる「学生研究
室」を設置し、資格取得や研究発表等、学部横断的に学生が相互に交流し、切磋
琢磨できる環境を整備している。くわえて、進路支援として、各種のセミナーや
プログラムを行うとともに、学部の専門分野に応じた充実したキャリア教育も展
開している。このように、入学から卒業に至るまで、学生生活を通じて、学生を
総合的にサポートする組織的かつ重層的な体制が整っており、高く評価できる。

中京大学 大学基準協会 大学運営 大学の「管理運営」の基本方針に「教職協働で諸課題にあたり、全学的に情報を
共有しながら改革を推進する」ことを掲げ、行政職員が学部の副学部長や学長補
佐に就くことができる体制を構築しており、学部における教学活動や全学的なＳ
Ｄ活動の推進等に行政職員が大きな役割を果たしている。これは教職協働として
先駆性があり、大学運営及び大学業務を円滑かつ効果的に行うことが期待できる
ものとして評価できる。

帝塚山大学 大学基準協会 社会連携・社会
貢献

「奈良」をフィールドに、帝塚山大学の知的リソースと地域のリソースを組み合
わせた学際的な「奈良学」の多様な研究活動は、地域、産業界等をつなぎ、その
連携を進化させる取り組みであり、学生参加型で実施することで、学生の主体的
な学びの場にもなっている。そのほか、「プロジェクト型学習」による多様な地
域連携活動や、「奈良学総合文化研究所」「考古学研究所」「心のケアセン
ター」「子育て支援センター」等における活動及び研究成果も地域社会に還元さ
れており、今後も地域の拠点大学として活動を更に推進していくことが期待で
き、評価できる。

教育研究組織 建学の精神及び大学の理念・目的に基づき設置した「色の国際科学芸術研究セン
ター」は、工学部と芸術学部の両学部から色に関する研究テーマを基に、独自
性、革新性の高い研究をサポートし、新たな色に関する研究を生み出す環境と
なっている。同センターは、工学と芸術が融合した他大学ではみられない特徴あ
る研究センターであり、国際的な研究拠点としての成果が期待できる。

教育課程・学習
成果

両学部共通科目として開設されている「工・芸融合科目」は、大学の理念に基づ
き、テクノロジーとアートの融合を推進し、新たな価値を創造できる人材の養成
を目的として位置づけられている。さらに、工学部では１年次に自校教育科目と
して「写真演習」「デザイン演習」を開設しており、学生の主体的で意欲的な参
加が履修状況からも確認でき、大学の理念・目的に基づいた独自の取り組みとし
て評価できる。

学生支援 学生の相談や学習支援について、関係部署等による対応のほかに学生同士による
支援を行っている。工学部においては、４年次生や大学院学生を中心としてアド
バイザーグループを、芸術学部においては、上級生による学生チューターを編成
し、学生の気持ちに寄り添った支援に努めている。教職員からのサポートだけで
なく学部の特性に応じた学生同士が成長し合える仕組みを採り入れ、学生を含め
た全学的な支援体制を構築しており評価できる。

園田学園女子大
学

大学基準協会

拓殖大学 大学基準協会

東京工芸大学 大学基準協会
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学生支援 進路支援において、全学組織である「就職支援委員会」と学部組織である「就職
委員会」を設置し、就職支援課と連携して支援方針の設定、支援の実施、結果の
検証を毎年、組織的に行っており、教職員が一体となって各学部の特徴を生かし
た支援体制を構築している。また、方針策定時に支援施策における責任所在を示
すことで役割を明確化し、進路支援を積極的に行った教員を表彰するなど、学部
ごとに支援の充実・推進に向けて取り組んでおり評価できる。

教育研究組織 将来グローバルな視野に立って活躍できる医師や看護師となることを目的とし
て、「国際交流委員会室」を設置して以来、海外の多数の大学と学生交換協定を
締結し、継続して海外交換留学に関する業務を行っている。これまで医学部・看
護学部ともに多数の海外派遣と受け入れを行っており、その成果は、卒業生が継
続して国際的な活躍を続けていること、米国での診療・看護活動を希望する医
師・看護師のための資格取得を目指す卒業生がいることに現れており、大学の理
念の実現に資するものとして評価できる。

教育課程・学習
成果

学部では、学生自身が目標到達度を客観的に自己評価し、把握できるようにして
いる。医学部では「アウトカム・ロードマップ」で、看護学部では「ディプロ
マ・ポリシーに基づく育成能力と卒業までの学修到達度レベル表」で明確にし、
アウトカムや育成する能力の達成に向けて段階的な目標を明示している。医学部
では、この達成度の自己評価と「『至誠と愛』の実践学修」等での活動記録や学
習成果とを合わせることで、自己の成長を認識し、新たな到達目標に向かう効果
が期待できる独自性のある取り組みとして評価できる。

教育課程・学習
成果

医学部において、臨床推論能力の学習効果を判定する材料として独自に開発・導
入したScript Concordance Test（ＳＣＴ）や、臨床推論に関する講義・実習
（診療の基礎）の成果評価に通常の筆記試験を加えたProblem-Solving Ability
Test（Ｐ－ＳＡＴ）といった学習効果の新しい評価指標開発を独自に進めてい
る。また、この結果を「統合教育学修センター」のＩＲチームが多角的な分析を
行い、更に教育で生かそうとする取り組みを行っていることは、教育改善に資す
るものとして評価できる。

教員・教員組織 法人中長期計画・目標に基づく「研究」「医療」領域の基本方針で示した「女性
研究者が活躍できる環境を整え、研究体制を確立する」「社会的要請にこたえる
リーダーシップを発揮できる実践的な女性医療人の育成を推進する」ために、
「女性医療人キャリア形成センター」では、女性医師・研究者、看護師の就労継
続や復職に対する支援や女性研究者に対する研究支援を通じて、リーダーとして
よりよい社会をつくるために活動する女性医療人の育成を推進しており、この取
り組みが専任の女性教員比率を高めることにも貢献している。このことは、多様
性確保に貢献するのみならず、女性教員が女子大学で学ぶ学生にとってのロール
モデルとなり、女性医療人キャリア形成においてよい影響を及ぼすことが期待で
きることから、評価できる。

社会連携・社会
貢献

医薬品医療器機産業の技術者に対して「バイオメディカル・カリキュラム」を開
講しており、同企画が半世紀以上継続し、多くの修了生を輩出していることは社
会の高いニーズの表れといえ、国が促進している社会人の「リカレント教育」の
プロトタイプともいえる活動として評価できる。

同志社女子大学 大学基準協会 社会連携・社会
貢献

女性のキャリア形成のためのプログラム等を開催する「女性アクティベーション
センター」では、学内外の機関と連携し、起業した卒業生や学内教員から推薦さ
れた外部講師を招き、在学生が将来リーダーとしてのキャリアを形成する学びの
契機となっているだけでなく、広く地域住民にも講座を公開して、女性の社会的
地位向上等に向けた大きな社会貢献を実現している。また、同センターを拠点と
して、大学院学生がスタッフとして一部プログラムを実施する「子育て支援プロ
グラム」等も開講されており、学生自身がアクティブ・ラーニングを通じて社会
貢献する場となっているとともに、キャリア形成について考える契機となってい
ることは、女子教育が必要と考えた創立者の意志を受け継いだ取り組みとして評
価できる。

理念・目的 「地球社会の明るい未来を拓く」ために、教育、研究、社会貢献・社会連携の３
つを柱として大学が取り組むべき事項・計画を明示した中期計画「TOYO GRAND
DESIGN 2020-2024」を策定し、ＳＤＧｓの達成に貢献する研究やSociety5.0に対
応したキャリア支援等グローバル社会で求められている課題への取り組みを詳細
に計画している。また、この計画の達成状況を学部・研究科においては、毎年の
自己点検・評価活動等で把握するほか、全学的に開催する「学長フォーラム」の
場において構成員間で共有を図っている。さらに、法人全体の計画と併せて進捗
状況を理事会・評議員会等に報告し、必要に応じて計画の見直しを行い、着実に
成果を上げていることは評価できる。

東洋大学 大学基準協会

東京工芸大学 大学基準協会

東京女子医科大
学

大学基準協会
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教育研究組織 創立者の理念である「余資なく、優暇なき者」への教育機会を確保するため、白
山キャンパスに第２部及び夜間の履修を中心としたイブニングコースを開講し、
職業に就きながら修学できる正規の学位課程を提供している。また、第２部及び
イブニングコースにおいて、第１部及び昼間学部に比して低額な学費を設定する
ほか、在学中にフルタイム又はパートタイムの大学事務局職員として勤務しなが
ら夜間に学ぶことを目的とした「独立自活」支援推薦入試の実施等、きめ細かな
施策を通じて、多様な学生に門戸を開いている点は、「建学の理念」を体現する
教育研究組織のあり方として評価できる。

教育課程・学習
成果

法人の中期計画に応じて各学部・研究科でも中期計画を示しており、情報連携学
部では、従来の学問領域を超えた分野横断的なイノベーションを起こすことを重
視し、コンピュータ・サイエンスを基盤に「文・芸・理の融合」を図り、情報科
目群（「コンピュータ・システム」「ＩＣＴ社会応用」等）及び連携科目群
（「ビジネス構築」「コミュニティ形成」等）による教育課程を編成し、実践的
な学びから学生の「連携力」を涵養している。また、学生が電子工作等のものづ
くりを実習できる「Makers’ Hub」を設置し、最先端技術の習得を促進するとと
もに、企業に対するオーダーメイドの教育プログラムを提供するなど社会人教育
にも発展させており、イノベーションの創出や広いキャリア教育、生涯学習等中
期計画に示した活動に適う取り組みを実現していることは評価できる。

学生支援 各キャンパスにラーニングサポートセンター等の学習支援に関する組織を設置
し、多くの学生が活用している。個別相談や学びのスキルアップを目指すための
講座を開講しているほか、白山キャンパスでは「ロジカルライティング講座」
「英語ベーシックチャレンジ」、ＩＣＴスキルが習得できる講座等、多種多様な
講座を設置している。また、学習支援アドバイザーとして大学院学生が個別相談
に応じる体制をとっており、新型コロナウイルス感染症が感染拡大する状況下で
はオンラインによる学習相談にも対応するなど、学生の個人学習の質や学習時間
の向上が期待できる取り組みを行っていることは評価できる。

社会連携・社会
貢献

社会連携・社会貢献の方針に基づき、社会貢献センターを中心に、地域活性化へ
の支援、国際社会への貢献、災害復興支援等の多岐にわたる社会貢献活動を展開
している。これらの取り組みを教育活動と連動させ、学生が参画しているととも
に、また、教員の地域貢献にも積極的に取り組んでいる。とくに、創立者が行っ
た社会活動を受け継ぎ、全国各地に教員を講師として派遣する活動を継続してお
り、多様なテーマから企業・団体等のニーズに応じて講演を行う「生涯学習支援
プログラム」及び「研修支援プログラム」や小・中・高等学校等において児童・
生徒たちを対象に持続可能な開発目標の達成に関する学習を行う「ＳＤＧｓ達成
学習支援プログラム」を大学の事業として展開し、多くの地域での開催実績があ
り多数の参加者を得ていることは、中期計画に適う活動として評価できる。

学生支援 2009（平成21）年から性同一性障がいの学生に対して学内での通称名使用を許可
するなど、ダイバーシティを意識した視点から支援を行ってきた。2020（令和
２）年に「獨協大学人権宣言」を作成、「獨協大学における障がいのある学生支
援に関する基本方針」及び「獨協大学におけるＬＧＢＴＱ学生の支援に関する基
本方針」を発表し、その方針に則り、アクセシビリティ・マップの作成や学内書
類の性別欄の削除、それぞれに合った就職情報の提供等更に取り組みを広げてい
ることは評価できる。

教育研究等環境 教育研究等環境の整備に際して、大学キャンパス内外の自然環境への配慮を行っ
ており、「獨協大学環境宣言」に基づき環境教育及び研究を主眼として各建物に
省エネルギー・低炭素排出設備を導入し、学内外の方に見学会で施設利用体験の
機会を与えている。また、2010（平成22）年度以降「環境報告書」を毎年発刊し
大学の環境施策及び環境に関する情報の共有化を図っていること、そして2016
（平成28）年から「 Earth Week Dokkyo（獨協大学環境週間）」を開催し、学生
主体の啓発イベントを行っていること等は、教育研究施設の充実と環境保護とを
両立させ、かつ学生・教職員の環境保全への意識を向上させようとする優れた継
続的取り組みであり、評価できる。

社会連携・社会
貢献

自治体や地元の教育機関との連携のもと、市民や中学・高等学校の生徒、外国人
在住者など多様な方を対象に、各種語学講座を実施している。特に高等学校の生
徒向けの語学に関する取り組みは充実しており、「高校生のためのドイツ語入門
講座」をはじめ高校生が各言語や文化に慣れ親しむと同時に、同じ言語や文化に
興味を持つ高校生と交流できる機会を与えている。これらの活動は、伝統ある外
国語教育を重視した大学の目的に適ったものであるといえる。このほか公開講座
や体験学習等、近隣自治体との連携を通じての地域活性化やイベントの開催など
が展開されており、いずれも多数の参加を得て、充実したものとなっている。

東洋大学 大学基準協会

獨協大学 大学基準協会
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教員・教員組織 2020（令和２）年度より開始した「ティーチングサポートプログラム」は、新任
教員及び実務家教員を対象に、大学の理念や教員の役割・業務を理解し、教育に
関する基礎的な知識を身につけ、能力を向上させるものである。このプログラム
では、新任教員等が自身の授業改善に活かせるさまざまな機会を設けており、新
任教員等の資質の向上を促している。プログラムを運営する教職員にとっても大
学の理念や授業の振り返りの機会となっており、教員組織全体の改善・向上に向
けて有意な成果が期待されるため、評価できる。

社会連携・社会
貢献

2016（平成28）年度に開始した「Ｎプロジェクト」は、学生から地域貢献に関す
る企画を募集し、学内で選考・採択された企画に対して大学が資金援助する取り
組みである。学生が企画したプロジェクトは、地域の参加者からの好評を得てお
り、開始以降採択するプロジェクト数を増加させている。また、学生が企画運営
も行い、企画終了後には学生自身が総括・改善点の抽出を行っている。「Ｎプロ
ジェクト」を通じて学生に主体性や協働力を身につけさせており、学生の自主的
な活動を支援していることは、大学の目的に照らして評価できる。

教員・教員組織 大学院の教育改善のために大学院学生全員を対象とした「大学院アンケート」を
実施し、アンケート結果をもとに担当副学長が個別のヒアリングを行っている。
ヒアリングにおける大学院学生との率直な意見交換を通じて得られた意見・要望
をもとにＦＤのテーマを設定しており、大学院における教育・研究の改善を資す
る取り組みとして評価できる。

学生支援 地域企業との学内プロジェクトとして、2019（令和元）年度から学内の空きス
ペースに、学生や教職員が使用できる交流スペースを学生自らがデザイン・制作
する「空間デザイン実践」を実施している。県内建築業の企業に、設計・製作の
ノウハウや資金面での協力を依頼して実現したプロジェクトであり、大学の理念
である「産学協同」に即した取り組みとして評価できる。

社会連携・社会
貢献

2017（平成29）年度に「私立大学研究ブランディング事業」の採択を契機に設置
された「風・流体工学研究センター」は、事業終了後も大学の支援を受けて発展
的に継承されており、地域防災セミナーの開催、地元高等学校の職場体験、イン
ナーブランディングの取り組みとして活用されている。また、「地域産学交流セ
ンター」が窓口となり、「柏崎ＩоＴ推進ラボ」や「ものづくりマイスターカ
レッジ」「モノづくり開発塾」を行っており、産業界・地域企業の課題解決に向
けた取り組み等の経験を学生が体系的に積む「コトづくり実践教育」を推進して
いる。これらの活動によって、柏崎地域の課題解決への貢献や卒業生の高い地元
定着率が実現し、建学の精神、基本理念や設立の目的に沿った取り組みの成果と
して評価できる。

学生支援 「学生が自主性、創造性、個性を伸ばし、充実した大学生活を送ることができる
ように、「修学支援」「生活支援」「就業力育成と進路支援」の３つの側面から
学生支援を行う」という方針に基づき、その具現化の１つの取り組みとして全て
の学部学生に対しアドバイザー教員の配置を整備している。学生の授業出席状況
等を把握できるポータルサイト（Ｎ-ＣＯＭＰＡＳＳ）を併用し、授業欠席や学
生生活上での要支援事例を事細かく把握し、保護者との連携を踏まえ、退学率等
を低水準で維持していることからも、修学上や生活支援上で極めて大きな役割を
担っており、評価できる。

社会連携・社会
貢献

学外組織との連携体制を着実に築きながら、建学の精神に則った社会連携・社会
貢献の活動に活発に取り組んでいる。例えば、「臨床心理センター」は、2006
（平成18）年の開設以来、相談活動を実践し、地域住民の臨床心理的健康の維
持・向上に資する役割を担っており、相談件数は着実に増加している。さらに、
各センターによる社会連携・社会貢献の諸活動はそれぞれ定期的に委員会におい
て点検・評価を行うほか外部からの評価を受けて、地域のニーズに沿った改善・
向上に取り組んでいることから評価できる。

教育課程・学習
成果

薬学部において、「地域における人々の健康自立を支援する」という学位授与方
針に則り、「学生が地域住民の健康・自立を支えるまちづくり」をテーマに掲げ
た地域住民との双方向型社会連携教育として「健康・自立セミナー」（科目名：
「地域におけるボランティア活動」「地域住民の健康状態を知る」）を実施し、
１年次から４年間、臨床現場に出るまで必修としている点は、early exposure、
継続性という点でも優れているうえ、プレゼンテーションの技能や傾聴の態度
や、住民からの質問に応対するべく自主的に深い学習に向かう学生の姿勢の醸成
という点からも評価できる。

社会連携・社会
貢献

農林水産分野での産官学連携事業では、発泡性にごり生酒の開発や郷土料理のレ
トルト食品化など、県産農産物の付加価値向上に寄与する製品の開発につなげて
いる。また、地域の学校等との連携として、「高大連携講座」をはじめ、「出張
講義」「中高大連携講座」など、中高生、教員向けに、実験を伴う多彩な内容で
実施する連携教育に努め、毎年多くの受講者を集めている。以上のように社会連
携・社会貢献に関する方針を具現化するために、多様な取り組みを推進してお
り、これらの地域連携活動の一部に学生が関わることで実践的な教育にも活かさ
れていることは高く評価できる。

新潟薬科大学 大学基準協会

中村学園大学 大学基準協会

新潟工科大学 大学基準協会

新潟青陵大学 大学基準協会
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教育研究組織 大学の知的資源を有効に活用し、各組織・機関、教育現場、地域と協働して災害
対策の推進を図るとともに、災害対策教育の充実と情報発信を通じて地域へ貢献
するための組織として「災害対策教育センター」を設置し寒冷地型災害や災害看
護に関する研究を行うとともに、赤十字救護訓練等への参加、国・道・市町村の
防災関係担当者を対象にした厳冬期演習など実践的取り組みを行っている。「赤
十字の理念とする人道的任務の達成を図る」ことを掲げた大学の理念・目的に基
づく教育研究組織の設置として評価できる。

社会連携・社会
貢献

「災害対策教育センター」では、体験型イベント「オホーツクdeあそぼうさい」
や「厳冬期災害演習」等を実施している。これらは、北海道道東地域のなかで唯
一の医療・看護・保健系の大学であること、日本赤十字を母体とする大学である
ことの強みを生かし、地域に根ざした取り組みである。また、学生サークル「災
害技術研究会」を中心とした「厳冬期災害演習」等に対する学生参加は、学生自
身が主体的な支援者として活躍する場となっており、大学の理念である人道任務
の達成を具現化しているものといえる。くわえて、これらの活動が、教員の研究
活動や産官連携にもつながっており、評価できる。

大学運営 ＦＤ･ＳＤ推進計画・実施を毎年度計画的に行い、大学運営に関する事項や情報
技術に関する内容、職務能力向上に関する事項等、質の高い研修が行われており
教員・事務職員の参加率も高くなっている。また、事務職員が、継続的に日本赤
十字学園の研修会（ＦＤ・ＳＤ研修会）に参加するとともに学内の「ＦＤ・ＳＤ
推進委員会」に委員として参画し企画立案を行うなど教職協同で組織的な取り組
みがなされている。これらの取り組みは意欲及び資質の向上に成果が期待できる
ものとして、評価できる。

学生支援 学生心理相談室では、カウンセラーの見守りのもと、ボランティア学生によるピ
ア・サポート活動や学生の居場所を作る活動を行っており、多くの学生に利用さ
れている。特にピア・サポート活動は、ボランティア学生を募り、「ピア・サ
ポート勉強会」や同じ課題を持つ学生同士の相談会等を行い、支援が必要な学生
も含めた学生同士での交流の場とすることで、参加学生の成長の機会となってい
る。また、障がいを持つ学生への対応に関する教員向け研修も10年以上にわたり
実施しており、学内の意識醸成に大きく貢献している。多様な取り組みにより、
学生の心身の健康面からも安心して学業に専念できる環境を提供していることは
評価できる。

学生支援 キャリア開発教育センターでは、全学的に統一した体系的なキャリア教育を実施
している。１年次にはオリジナルテキストを用いて、学生が自分の将来を見据え
て大学生活を送るための考える契機を与え、２・３年次には具体的な仕事や業
種・業界等について学ぶ。これらの授業科目では、学生のロールモデルとなりう
る外部講師を招聘し、社会の変化と学生のニーズに合わせて毎年の更新を行って
いる。１年次から意識付けることで、正課内外において実施するインターンシッ
プにも毎年多くの学生が参加しており、授業科目と実践的な学びを組み合わせた
キャリア教育を提供していることは、大学の理念・目的に照らして評価できる。

教育研究組織 基礎及び臨床医学並びに関連領域の研究を総合的に推進するために設置した「総
合医科学研究所」等の施設や、最先端医療提供のための臨床研究、開発研究、治
験を支援する「研究支援推進本部」等の全学的組織を設置している。「藤田
COVID-19研究センター」をはじめ、昨今の健康危機に対する研究開発に向け速や
かに必要な教育研究組織を設置し、それらが活発に活動していることは医療系総
合大学の教育研究組織として評価できる。

教育研究組織 学部や学科の垣根を超えた専門職連携教育を行う「アセンブリ教育センター」
は、当該大学が養成する職種に限らず、薬剤師、歯科医師、管理栄養士、社会福
祉士などの医療・福祉人材を養成する３大学とともに独創的かつ大規模なＴＢＬ
（Team-based Learning）を実施するなど、専門職連携教育で成果を上げてお
り、評価できる。

教育課程・学習
成果

学士課程において、学修成果可視化システム（アセスメンター）を活用し、学生
に各授業科目の到達目標ごとの達成度を自己評価させることで、自己評価と自身
の成績評価データに基づく学修成果とを対比させているほか、同一学年内におけ
る自身の学修成果の状況、入学から現在までの学修成果の蓄積、各自が過去に入
力した将来の医療専門職としての「夢・目標」の振り返りを定期的に行わせてい
る。このような取り組みは、学生に主体的な学びを促す効果が期待でき、評価で
きる。

教育課程・学習
成果

学士課程において、学修成果を評価・検証するために、「ＩＲ推進センター」の
客観的データを積極的に活用しており、学部ごとのアセスメント・ポリシーに基
づく調査や新型コロナウイルス感染症対策の遠隔授業の成績への影響評価など教
育改善の点検・評価及びその結果に基づく改善・向上に一定の成果が出ているこ
とから、評価できる。

日本赤十字北海
道看護大学

大学基準協会

福岡女学院大学 大学基準協会

藤田医科大学 大学基準協会
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学生の受け入れ 医学部の「ふじた未来入試」では、学生の受け入れ方針に定められている人材を
選抜するため特徴的な選抜方法を行っている。学力検査のほか、ジレンマを伴う
状況下における具体的行動を問う面接試験、グループディスカッション、過去の
具体的行動を問う「行動面接」を実施しており、昨今の社会的な要請に応えられ
る医療者を的確に選抜する独自の選抜方法であると評価できる。

社会連携・社会
貢献

豊明市、独立行政法人都市再生機構、藤田医科大学の３者が相互に包括協定を締
結し、地域医療福祉拠点の形成に向けた取り組みである「けやきいきいきプロ
ジェクト」を実施している。同プロジェクトでは豊明団地に多数の学生が居住し
団地自治会主催のコミュニティ活動に参加する事業を展開しているほか、「ふじ
たまちかど保健室」を同団地に設置し、大学による地域包括ケアモデルづくりを
目指して、看護師などの専門職による医療・健康・生活・趣味の講座などを実施
しており、地域密着型の連携として評価できる。

社会連携・社会
貢献

開院前の「岡崎医療センター」において、クルーズ船乗客乗員の新型コロナウイ
ルス感染症陽性者及びその同行者（濃厚接触者）を多数受け入れ、病院関係者に
一人も感染者を出すことなく迅速に対応したことは、新型コロナウイルス感染症
拡大防止に向けた積極的な社会貢献として評価できる。また、新型コロナウイル
ス感染症に関する取り組みとして、「藤田COVID-19研究センター」の設置、ＰＣ
Ｒ検査態勢の整備やワクチン接種会場の設置、また、ワクチンの評価研究や開発
事業をはじめとして多くの研究を推進しており、社会的要請に応じた社会貢献と
して評価できる。

教育研究組織 グローバル化に対応した教育研究組織の改善・向上が顕著である。第三次中期計
画における戦略的事項として掲げた「国際化に向けた教育力の向上」に沿い、ロ
ンドン大学とのパラレル・ディグリー・プログラムの全学的な推進及び充実を担
う「武蔵大学ＰＤＰ教育センター」を新設した。同センターにより、クォーター
制の一部導入等グローバル化に向けた取り組みが進展しており、「建学の三理
想」の実現に向けた前進として評価できる。

教育課程・学習
成果

開学以来、全学的に少人数型の授業やゼミナールを重視し、学部では、１～４年
次生まで各学部の特色を踏まえたゼミナール形式の授業を必修科目として開講し
ている。とりわけ「学部横断型課題解決プロジェクト（学部横断型ゼミナール・
プロジェクト）」は、時事的かつ具体的なテーマについて、三学部の学生がそれ
ぞれの専門性を応用することにより、社会で求められる「多様な視点」を身につ
けることが成果として期待できることから評価できる。また、講義科目だけでは
伸ばせない能力を修得させようと継続して努めていることも、「教育の基本目
標」に合致しており評価できる。

教員・教員組織 全学的な方針に基づき、性別、年齢、国際性等の多様性に配慮して教員組織の編
制を進めている。その結果、女性の専任教員比率は2020（令和２）年度時点で、
日本語以外で授業のできる専任教員の比率は継続的に、目標値を達成しているこ
とは評価できる。

内部質保証 「全学委員会」のもと、「学長方針」を起点とした「全学レベル」、各学部等の
教育プログラムにおける３つの方針を起点とした「ミドルレベル」、各教員の授
業計画（シラバス）を起点とする「ミクロレベル」の３つのレベルで内部質保証
に取り組んでいる。また、各取り組みの有効性を高めるため、「ミドルレベル」
の教育プログラムの点検・評価にあたっては、「全学委員会」で部局間のピアレ
ビューを行うほか、「ＩＲ運営委員会」が「全学委員会」や各組織へデータを提
供する体制を整え、「学部等委員会」が数値やグラフ等の客観的なデータに基づ
いた点検・評価を行い、カリキュラム改正等の改善に取り組んでいる。さらに、
「評価委員会」で外部評価を行うなど、重層的な内部質保証システムを整備した
うえで多様な仕組みを採り入れ、教育活動等を充実・向上させていることは評価
できる。

教育課程・学習
成果

理工学部機械工学科においては、「学習・教育目標を達成するための主な授業科
目の流れ」を作成し、学位授与方針に示した学習成果各９項目と授業科目の連関
を示し、その修得時期を明確にしている。学生はこれに基づき履修計画を作成し
学習を進め、学期ごとにクラス担任から通知される学生個人の達成度を示した
「達成度通知表」をもとに、「学習教育目標達成点検シート」に成績評価を入力
している。このシートで学生自身が学習成果の達成度を確認することができ、今
後の学習の改善点を抽出する仕組みを構築している。特定の項目が未達成の学生
に対しては、その項目に関するレポート課題を課すなどの対応により、卒業時に
は学位授与方針に示した学習成果の修得を確実なものとすることが期待でき、評
価できる。

学生支援 新型コロナウイルス感染症に対応するため、2020（令和２）年４月にホームペー
ジに修学全般に関する「お問い合わせフォーム」を設計・運用開始し、所管部署
にて問合わせ内容の分析・対応に取り組んでいる。また、分析結果をもとに2021
（令和３）年６月時点では組織的なオンライン授業の改善に取り組むなど、迅速
に全学的な改善に結び付けている。さらに、この取り組みを通じて、多くの学部
ホームページでチャットボットを導入するなど新たな取り組みにも結びついてい
る。即時性が求められる課題に対して組織的な情報収集及び改善対応の仕組みを
備え、さらに新たな取り組みにつなげていることは評価できる。

明治大学 大学基準協会

藤田医科大学 大学基準協会

武蔵大学 大学基準協会
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学生支援 社会人基礎力を取得するためのナビゲーターの役割を果たす「Ｍ－Ｎａｖｉプロ
グラム」は、本物に触れ幅広い教養を身に付ける場や社会体験する場等の多岐に
わたる機会を学生へ提供している。また、学生支援事務室の後方支援のもと、学
生委員を中心に構成する「Ｍ－Ｎａｖｉ委員会」が主体となって、具体的なプロ
グラムの企画・準備・運営・組織体制やプログラム内容の見直し、新プログラム
の検討等を行っており、学生自身がＰＤＣＡサイクルを回している。プログラム
に参加した学生のみならず、運営する学生も社会人基礎力の向上に資する自立し
た取り組みを行う仕組みを整え機能していることは、評価できる。

社会連携・社会
貢献

大学の知的財産を社会に還元することを目的とした生涯学習拠点「リバティアカ
デミー」において、教養、ビジネス、資格、語学等の多くの講座を開設し多くの
受講生が参加している。例えば、女性の仕事復帰やキャリアアップを支援する短
期集中ビジネスプログラムでは、ビジネスの基礎から実践に至る学びを提供する
とともに、企業等によるキャリア相談会等のキャリア支援も行っている。このよ
うに、広く学ぶ機会を提供するのみならず、時代のニーズを汲んだ講座の開講を
通じて社会の生涯学習に大いに貢献していることは、評価できる。

社会連携・社会
貢献

明治大学博物館は、古器物や古文書等の充実した資料を収集・常設展示するほ
か、大英博物館からの出展品や東日本大震災に関する特別展も開催している。
2020（令和２）年度には常設展示のバーチャルツアー等が行える「ＯＮＬＩＮＥ
ミュージアム」の開設や、多言語によるガイドブックの整備など、更なる知の発
信・公開に努めている。見学者も数多く、高い満足度を得ている。このように、
さまざまな展示やツールを通じて教育・研究の成果を社会に還元し多様な生涯学
習の機会を提供していることは、評価できる。

社会連携・社会
貢献

「国連アカデミック・インパクト(ＵＮＡＩ)」の活動の一環として、「ＵＮＨＣ
Ｒ難民高等教育プログラム(ＲＨＥＰ)」を実施するなど、さまざまな関係機関と
協働した国際貢献活動を行っている。例えば、毎年度難民学生を正規の学部生と
して受け入れ、2021（令和３）年度からは、一定の条件を満たした学生の大学院
進学も可能とし、支援を拡大している。日本人学生も、難民出身地域の料理を学
食へ提供するボランティア活動や、難民問題に関する映画祭の開催を通じて理
解・関心を深めている。さらに、学生を実際に受け入れる学部や部署の教職員に
も、難民問題や国際機関との交流、国際貢献活動の理解・関心が波及しており、
全学的なSDGs達成に向けた取り組みとして国際貢献活動を行っていることは、評
価できる。

大学運営 「リクルートサポーター制度」を整備して「プロフェッショナル人材」を目指す
職員の採用に努めている。採用後は、専任職員のニーズを反映した研修計画のも
と多様な研修を行うほか、各部署の業務に求められる経験・資格・知識等を掲載
した「大学業務一覧表」を作成し、全専任職員に周知している。さらに、各職員
が目指すキャリアの形成に向けて、学部や大学院の授業の聴講や資格取得に対す
る支援を行い、必要な知識の習得を推進している。このように、専任職員のキャ
リア形成を重視し、採用活動から一貫した人材育成を行っていることは、建学の
精神「『個』を強くする大学」に資する取り組みであり、評価できる。

桃山学院教育大
学

大学基準協会 教育課程・学習
成果

学位授与方針や「桃教スタンダード」の達成状況について、学生自身の学修ポー
トフォリオでの自己評価を通じて可視化しているほか、教育効果を高める取り組
みとＧＰＡとの関連付けをめざし、レーダーチャートを導入し、主観的評価と客
観的評価を用いたデータによるきめ細かな学生指導を行っている。また、チュー
ター制を通じた丁寧な履修指導や「桃教スタンダード」を基盤とし、チューター
制による教員の精力的な教育・指導活動により、学生の学習の活性化や授業外学
習時間の確保、学習成果の向上が期待でき評価できる。

桃山学院大学 大学基準協会 学生支援 正課内・正課外の広範囲にわたり、学生による学生支援活動を整備している。一
部の学部・学科の授業においては、上級生が自らの経験をもとに１年次生に対し
て各種の学習サポートを行う体制を制度化している。このほか、「学習支援セン
ター」において学習面のサポーター、学内のＩＣＴシステムや各種ツールの操作
支援や問合せ対応等を行う学生スタッフ、図書館の利用補助や利用促進につなが
る企画や情報発信を行う学生スタッフ、大学指定の宿舎に居住しながら交換留学
生の生活全般を支援する「国際センター」の「ＲＡ（レジデント・アシスタン
ト）」を配置している。これらの学生による学生支援活動は、支援を受ける学
生、支援する学生が互いに支え合い学び合える場となり、下級生・上級生を含め
た学生同士の学びのコミュニティとして発展している。これらの学生による学生
支援活動は、大学が掲げる理念・目的の実現に寄与するとともに、有意な成果を
上げている取り組みとして、評価できる。

明治大学 大学基準協会

16

https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/584/20220324_450122.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/584/20220324_450122.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/340/20220324_190451.pdf


流通科学大学 大学基準協会 社会連携・社会
貢献

大学の理念を踏まえた社会連携・社会貢献に関する方針を定め、「社会連携推進
委員会」が中心となり「社会共創活動」を推進している。特に、イノベーション
をもたらす人材の育成を目的として企業との連携で商品開発やアイデアを募るプ
ログラムである「神戸イノベーターズ・グランプリ（I-1グランプリ）」を実施
するほか、地元の地方新聞社や兵庫県などと連携した「Ｍラボ 課題解決ラ
ボ」、兵庫県印刷組合などと連携した「産学連携プロジェクト」など、産業界、
行政機関、地域などから大学、学部、教員に寄せられるさまざまな問題解決の要
請を受け、これを「社会共創活動」の一環として学生の教育に活用していること
は、「真の豊かな社会の実現に貢献できる人材育成」という大学の理念の実現に
資する取り組みとして評価できる。

学生支援 経済的支援として、「特別奨学生制度」で、優秀な成績を収めた向上心に富む学
生に対し、ポートフォリオ指導と「ＲＫＵ未来力チャレンジ」の活動を義務付け
たうえで奨学金を給付して、勉学面だけでなく人格的にも優れた指導者を養成す
ることを目標にしている。担当アドバイザーのもとで学生が自ら設定したテーマ
を研究することで、課題解決能力や情報整理能力といった将来を見据えた能力を
獲得し、模範的な学生の養成につながっており、評価できる。

社会連携・社会
貢献

「ロジスティクス産官学連携コンソーシアム」では、10年以上の活動実績があ
り、企業現場の改善を考える演習等を開講することで高度人材の育成に貢献して
いる。また、2018（平成30）年度から社会システム及び地域のロジスティクスに
関する研究拠点を形成し、高度なロジスティクス人材を育成することを目的とし
た「ロジスティクス・イノベーション・プロジェクト」を開始し、物流・流通ビ
ジネスに関する活動や、教育事業を行っている。同プロジェクトでは、ロジス
ティクス・イノベーション推進センターのもと、例えば、ロジスティクスにおけ
る災害時の官民連携、企業間連携による対応について検討し、提言している。こ
れらの活動によって関連業界団体と情報交換の場を設け、産学連携の方向性を模
索し、産業界に貢献していることは大学の理念・目的に照らして評価できる。

学生支援 「ラーニングステーション」を設置して、各種講座の開講、リメディアル教育
（基礎学力向上）や資格取得のための支援等多彩な支援を行っている。各種講座
への参加回数に応じてポイントを付与し、一定数に達したら語学能力検定試験の
受検料が免除される等の特典を付けて学生の利用及び学習を促進している。ま
た、臨床心理士によるカウンセリング等を行う「学生相談室」とともに、合理的
配慮を求める学生にソーシャルワーカーが対応する「ユニバーサルサポート推進
室」を設置しており、学生が相談できる窓口を複数設けている。そのうえで、各
部署が学生課を中心に定期的な打合せを行うことで、学生がどの窓口に来ても連
携して対応できる体制としている。このように、学習支援や健康・生活支援がい
ずれも重層的かつ包括的に行われていることは、評価できる。

社会連携・社会
貢献

2014（平成26）年度に「地域連携センター」を設置し、産学連携・地域貢献の活
動を集約して、地域連携包括協定を結ぶ市川市等の自治体や地域企業からの要請
に基づいて活動しており、「いちかわ市民アカデミー講座」の開催、近隣の大学
や高等学校等からなる各種コンソーシアムへの参加、レシピ開発等の多くのプロ
ジェクトを行っている。また、リカレント教育として「社会人学び直しプログラ
ム」を設けて女性の自立を促し、地域企業で役立つ知識と技術力を学べる講座に
より社会で活躍したい女性のキャリアアップを支援する機会を設けている。これ
らについては、「地域連携協議会」で学外者の意見を踏まえて検討し、毎年改善
を図りながら発展させており、地域の声に耳を傾けながら社会連携・社会貢献を
進めていることは評価できる。

基準２－３内部
質保証が有効に
機能しているこ
と

基準６－３教育
課程の編成及び
授業科目の内容
が、学位授与方
針及び教育課程
方針に則して、
体系的であり相
応しい水準であ
ること

○令和元年12月に、北海道大学獣医学部・帯広畜産大学畜産学部共同獣医学課程
が実施する獣医学教育プログラムは、欧州獣医学教育機関協会（ＥＡＥＶＥ）の
完全認証を取得している。

流通経済大学 大学基準協会

和洋女子大学 大学基準協会

北海道大学 大学改革支援・
学位授与機構
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基準６－４学位
授与方針及び教
育課程方針に則
して、適切な授
業形態、学習指
導法が採用され
ていること

○「持続可能な社会の実現へ向けての教育の役割」を主題として、平成23年から
アジア３カ国（大韓民国、中国、タイ）の４大学（高麗大学校、ソウル国立大学
校、北京師範大学、チュラロンコン大学）の教育学部生を対象として開始した双
方向型短期留学支援プログラムに、平成28年よりロシア･サハリン国立大学、令
和２年よりアメリカ合衆国・ハワイ大学を加え、６大学間における「ＥＳＤキャ
ンパスアジア・パシフィック」プログラムを実施している。当該プログラムはす
べて英語によって実施され、併せて課外における生活時間を北海道大学学生と海
外校生が共有するBuddy Programを行っている。平成29年からは中長期留学支援
プログラムとして「ＥＳＤグローバルパートナーシップ協働教育プログラム」
を、上記「ＥＳＤキャンパスアジア・パシフィック」に参加した学部生を対象と
して開講している。

基準６－３教育
課程の編成及び
授業科目の内容
が、学位授与方
針及び教育課程
方針に則して、
体系的であり相
応しい水準であ
ること

○全学的な教育・研究の支援及び産学連携・地域連携活動を行うことを目的とし
て、平成27年４月にグローカル戦略推進センターを発足させ、特にグローバルな
視点から地域経済の発展に貢献できる人材の育成を目的としたグローカル教育部
門において、日本人学生と外国人留学生の共学機会の創出、国内外の体験型長期
学外学修の推進、新たな教育プログラムの構築等のグローカル教育に関する企画
及び運営に取り組み、入学試験に合格した学生が４月からの入学を１年間猶予さ
れて学外学修を行うギャップイヤープログラムを導入した。令和２年度以降は、
新型コロナウイルス感染症の影響により中止となっているが、平成30年度及び令
和元年度に入学猶予者をハワイ大学カピオラニコミュニティーカレッジに派遣し
ている。

基準６－８大学
等の目的及び学
位授与方針に則
して、適切な学
習成果が得られ
ていること

○ゼミナール等において授業で学んだ知識を実際の企業活動の中で、学外研修と
して実践させることから学生ベンチャーの起業が促進されている。平成28年度に
整備した「学生起業サポートルーム」により活動を支援し、会計コンサルティン
グやゲストハウス運営等の企業活動が推進され、大学発企業数は、平成27年度３
件から令和２年度８件まで増加している。

基準１－２教育
研究活動等の展
開に必要な教員
が適切に配置さ
れていること

○令和12年度を目途に世界三十傑大学となることを構想に掲げ、その実現のため
に海外有識者等を委員とする東北大学グローバルイニシアティブ構想諮問会議
（国際アドバイザリーボード）を平成28年度に新設し、過去２回諮問会議を開催
した。そこで得られた助言を基に、国際戦略室の設置、国際戦略の策定・公表を
行うなど、大学の国際化をいっそう高度化しており、外国人教員等の雇用促進を
図るため、外国人教員雇用促進経費、クロスアポイントメント活用促進支援制
度、若手女性・若手外国人特別教員制度等の取組を導入し推進しているほか、平
成27年度より、インターナショナルスクールとの協定の下、外国人研究者の子供
に係る入学金・授業料の支援を実施するなど受入環境の整備も併せて進めてい
る。これらの取組を推進した結果、外国人教員等数は平成27年度の888人に比
べ、令和２年度には1,115人（25.6％増）となり、外国語による授業科目数は平
成27年度の820科目に比べ、令和２年度には1,129科目（37.7％増）と大幅に増加
した。

基準２－５組織
的に、教員の質
及び教育研究活
動を支援又は補
助する者の質を
確保し、さらに
その維持、向上
を図っているこ
と

○高度教養教育・学生支援機構では、教員の専門教育指導力育成を目指すプログ
ラムの開発と提供を行っており、ＳＴＥＭ（科学・技術・工学・数学）分野にお
ける教育力向上のためのプログラム開発の実施と学問分野別教育研
（Discipline-Based Education Research）の導入・普及の取組、外国語教育に
おける教育力向上のためのプログラムの開発、専門性開発プログラムのセミ
ナー・ワークショップを実施している。特に専門性開発プログラムは無料の動画
コンテンツとしてウェブサイト上で配信しており、東北大学以外の国内外の34の
高等教育機関等におけるＦＤ・ＳＤ研修教材として活用されている。

基準４－１教育
研究組織及び教
育課程に対応し
た施設及び設備
が整備され、有
効に活用されて
いること

○全学教育のすべての授業科目においてＩＣＴが利用され、学習支援システム
「東北大学インターネットスクール（ＩＳＴＵ）」を活用し、授業収録配信シス
テムと連携して修学上の配慮を必要とする学生への対応や補習への活用、クリッ
カーやアンケートフォームを利用した学生参加型授業の実施や授業改善活動のほ
か、デジタルプラットフォームを活用したデジタル教材の利用が行われており、
各種の授業科目においてe-learning教材の活用等が行われている。令和２年５
月、９月に東北大学オンライン授業シンポジウムを開催して実践事例や課題等を
共有・議論し、その成果を東北大学オンライン授業グッドプラクティスとして学
内外へウェブサイトで公開し、他大学からも参照されている。また、令和３年度
からは川内北キャンパスの各教室に配備されていた授業収録システムを新しい設
備に更新し、設置されたカメラを使用したリアルタイム授業配信や録画ファイル
を即入手できるようにするなど、ハイブリッド授業へ対応できるシステムを完備
し、授業実施形態の幅が広がった。

北海道大学 大学改革支援・
学位授与機構

小樽商科大学 大学改革支援・
学位授与機構

東北大学 大学改革支援・
学位授与機構
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https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_otaru-uc_d202203.pdf
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基準４－２学生
に対して、生活
や進路、課外活
動、経済面での
援助等に関する
相談・助言、支
援が行われてい
ること

○ユニバーシティ・ハウスの入居定員が第２期中期目標期間中に2.5倍増加し、
当初目標を上回る入居定員とすることができている。ユニバーシティ・ハウスで
生活することで留学意欲が向上し、「国際社会で活躍できる人材」を目指す高い
意識を持つ日本人学生が多く育っており、入居前と退去時で異文化交流に関する
大きな意識の変化が生じていることが明らかになっており、ユニバーシティ・ハ
ウスの整備が質的にも高い成果を上げている。

福島大学 大学改革支援・
学位授与機構

基準６－５学位
授与方針に則し
て、適切な履修
指導、支援が行
われていること

人文社会学群経営経済学類において、必要な文化や技術を事前に英語で学ぶ授業
に学生を参加させたのち、約２ヶ月間米国テキサス州ヒューストン市役所等でイ
ンターンシップに参加させるグローバルインターンシッププログラムを通年の教
育プログラムとして実施し、その成果は各種報道機関に取り上げられ、また、当
該プログラムの履修者についてＴＯＥＩＣの得点の向上が確認されている。

茨城大学 大学改革支援・
学位授与機構

基準６－４学位
授与方針及び教
育課程方針に則
して、適切な授
業形態、学習指
導法が採用され
ていること

○平成29年度より３年次の第３クォーターには原則的に必修科目を置かず、夏季
休業期間を合わせ約５ヶ月間、学生が自発的に海外研修、インターンシップなど
の学外学修を行うことができるプログラム（iOP：internship Off-campus 
Program）を設けている。また、優れた学生の取組は「iOP-AWARD」として顕彰
し、取組モデル等の継承を行っている。

千葉大学 大学改革支援・
学位授与機構

基準２－５組織
的に、教員の質
及び教育研究活
動を支援又は補
助する者の質を
確保し、さらに
その維持、向上
を図っているこ
と

○学生個々の課題設定に応じたテーラーメードの教育を実施するため、教員と協
力しながら高度な学修支援・学務指導を行う大学独自のＳＵＬＡ（Super 
University Learning Administrator）を配置している。ＳＵＬＡを養成するた
めに、教育関係共同利用拠点であるアカデミック・リンク・センターにおいて
「教育・学修支援専門職養成プログラム」による履修証明プログラムを受講する
ＳＵＬＡサーティフィケートコースを構築している。

基準６－４学位
授与方針及び教
育課程方針に則
して、適切な授
業形態、学習指
導法が採用され
ていること

○医歯学総合研究科では、優秀な外国人留学生の継続的な受け入れ体制構築に向
けた取組を行っており、英語による授業のみの履修で修了要件の単位を取得でき
るコースを平成28年度の10コースから令和２年度までに計17コースに増加させ、
大学院留学生数を平成27年度の203名から、令和２年度の314名に増加させた。

基準６－５学位
授与方針に則し
て、適切な履修
指導、支援が行
われていること

統合国際機構内にグローバル教育推進チーム、留学生支援チームを設置してお
り、留学前準備教育の充実や外国人留学生を対象とした日本語教育支援を充実さ
せている。その結果、令和元年度における卒業生・修了生に占める海外経験者の
割合は、学士課程で医学科50％、歯学科44％、保健衛生学科27％、口腔保健学科
42％に増加した。

東京工業大学 大学改革支援・
学位授与機構

基準６－８大学
等の目的及び学
位授与方針に則
して、適切な学
習成果が得られ
ていること

生命理工学院の生命理工学コースでは、学会発表を修士論文審査基準の一つとし
ており、修士課程学生の学会発表数は2016年度から2019年度で延べ1,015件と
なっており、27件の優秀発表賞やポスター賞を受賞している。修士課程学生を筆
頭著者とした学術論文も2016年度から2019年度中に52報も出版されている。
博士後期課程学生については、2016年度から2019年度の学会発表が404件、学生
を筆頭著者とした学術論文が146報となっている。同期間に40件の学会における
優秀発表賞/ポスター賞を受賞している。学生が筆頭著者でインパクトファク
ター８以上の雑誌に掲載された論文に与えられる「大隅ジャーナル賞」には、
2017年度から2020年度に11件採択され、博士後期課程学生の国際賞であるコラ
ファス賞、日本学術振興会育志賞、笹川科学研究奨励賞、手島精一記念研究賞、
手島精一記念博士論文賞などを受賞している。

基準６－８大学
等の目的及び学
位授与方針に則
して、適切な学
習成果が得られ
ていること

○法学研究科法務専攻の修了者のうち、司法試験を受験した者の合格者の割合は
平成28年から令和２年まで49.6％、49.6％、59.5％、59.8％、70.6％で推移して
いる。令和２年司法試験については、既修者が80.7％、未修者が47.2％である。

東北大学 大学改革支援・
学位授与機構

東京医科歯科大
学

大学改革支援・
学位授与機構

一橋大学 大学改革支援・
学位授与機構
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https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_fukushima-u_d202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_ibaraki_d202203.pdf
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https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_hit-u_d202203.pdf


基準６－８大学
等の目的及び学
位授与方針に則
して、適切な学
習成果が得られ
ていること

○言語社会研究科には、学芸員資格取得のための課程が設けられており、学部で
学芸員資格認定に要する科目を履修していない者でも、学芸員資格を取得するこ
とができるため、2012年からの６年間で、言語社会研究科をはじめとした全研究
科から22人が学芸員として全国各地の美術館等に就職している。

横浜国立大学 大学改革支援・
学位授与機構

基準６－８大学
等の目的及び学
位授与方針に則
して、適切な学
習成果が得られ
ていること

○理工学部において、１年次生から３年次生が研究室での最先端の研究に参加で
きるプログラムResearch Opportunities for UndergraduaTEs（ＲＯＵＴＥ）を
実施している。これまでに、平成29年度に文部科学省主催サイエンスインカレで
ＤＥＲＵＫＵＩ賞とグッドパフォーマンス賞を、令和元年度に関東工学教育協会
賞、日本機械学会の教育賞、日本工学教育協会の工学教育賞「文部科学大臣賞」
を受賞している。さらに、半年以上ＲＯＵＴＥプログラムに参加した学生は海外
研究渡航支援を受けることが出来るinternationalなｉＲＯＵＴＥ制度を実施し
ており、毎年数名の学部学生が海外での研究活動に携わっている。

基準６－４学位
授与方針及び教
育課程方針に則
して、適切な授
業形態、学習指
導法が採用され
ていること

工学部は、建築学プログラムの都市計画・デザイン演習において、地域まちづく
りの課題に対して実践的な方法を採用して取り組むという演習スタイルを取り入
れ、歴史的町並みのライトアップや歴史的建造物の活用などの計画づくりから準
備、実践までを通して学ぶことができる教育を提供している。この工夫が社会実
装教育の先進モデルとして評価されて、令和元年に日本工学教育協会の工学教育
賞（業績部門）を受賞している。

基準６－４学位
授与方針及び教
育課程方針に則
して、適切な授
業形態、学習指
導法が採用され
ていること

創生学部は、初年次の転換教育科目として、学外実習によって学修意識の転換と
学修の動機づけを高めることをねらって、フィールドスタディーズを実施してい
る。この科目を通じて、社会的な課題の現状理解や課題分析につながるものの見
方について見識を深め、２年次以降に履修する授業科目や教育課程（領域学修
等）への関心の焦点化にもつなげている。それぞれの受講生には、４週間程度、
民間企業、地方自治体等の学外機関で学修の機会が与えられることとなってい
る。期間終了後には、受入先機関の担当者を招いて座談会を開いている。フィー
ルドスタディーズについては、文部科学省による大学等におけるインターンシッ
プ表彰において、教育課程における位置付けやねらいが明確になっていることや
受入先機関等にとっても有益となるプログラム設計による教育的効果の高い取組
である点が評価され、全国 58 機関の申請の中から最優秀賞を受賞した。

基準６－３教育
課程の編成及び
授業科目の内容
が、学位授与方
針及び教育課程
方針に則して、
体系的であり相
応しい水準であ
ること

基準６－５　学
位授与方針に則
して、適切な履
修指導、支援が
行われているこ
と

教育・学生支援機構が支援する「ダブルホーム」は、学生・教員・職員による
チームが正課外活動と授業科目を連携させつつ地域との協働により正解のない地
域課題に取り組むための全学的な体制を構築し、大学の学位授与方針が目指す
「自律的な学びと豊かなコミュニケーション能力に支えられた他者との協働によ
る課題解決という態度・姿勢の達成」に向けて学生が活動できるように学士課程
修業期間全体にわたって支援しており、令和元年度には年間 400 人以上の学生
が参加して、地域の課題への関心の深化及びリーダーシップの獲得を自覚してい
る。

基準６－８大学
等の目的及び学
位授与方針に則
して、適切な学
習成果が得られ
ていること

教職大学院においては、平成28年度から令和２年度において、現職教員修了生49
人のうち、山梨県庁における指導主事等３人、教頭・主幹教諭・学年主任等11人
など、多数の者が県内の教育関係の要職に就いている。特に、令和元年度学校マ
ネジメント分野における初の修了生は２人とも管理職に就き、スクールリーダー
の養成において成果を上げている。

基準６－８大学
等の目的及び学
位授与方針に則
して、適切な学
習成果が得られ
ていること

国産ワインの品質の向上、地域ブランド化、さらにはグローバルスタンダード化
を中核となり推進できる研究者・技術者を養成するため、生命環境学専攻食物・
ワイン科学コースにおいて、所定の科目を受講した後、所定の試験（筆記及び実
技）に合格した学生に対し「山梨大学準ワイン科学士」の称号を授与している。
平成28年度は６人、平成29年度は４人、平成30年度は４人、令和元年度は６人、
令和２年度は８人に授与された。

一橋大学 大学改革支援・
学位授与機構

新潟大学 大学改革支援・
学位授与機構

山梨大学 大学改革支援・
学位授与機構
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https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_ynu_d202203.pdf
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浜松医科大学 大学改革支援・
学位授与機構

基準４－２学生
に対して、生活
や進路、課外活
動、経済面での
援助等に関する
相談・助言、支
援が行われてい
ること

○国際交流会館の整備及び新たな留学生宿舎の設置に加え、私費外国人留学生に
対して大学独自の奨学金を給付することで、留学生数を増加させた。また、海外
臨床実習等学生に留学支援金を給付することにより、海外派遣者数を増加させ
た。

基準６－５学位
授与方針に則し
て、適切な履修
指導、支援が行
われていること

○医学部医学科では研究医志向の学生による医学部学生研究会を組織し、兼任教
員４人、専任教員（助教）１人、事務補佐員１人の体制でラボツアー、メディカ
ルサイエンスカフェ、進捗報告会、国内・海外派遣、全国リトリート等の取組を
実施し、１年次生に対し研究への参加及び２年次生から６年次生までの研究活動
を行っている学生をサポートしている。また、毎年20人以上の学生がジョンズホ
プキンス大学（米国）、ノースカロライナ大学チャペルヒル校（米国）、ウィー
ン大学（オーストリア）、フライブルク大学（ドイツ）等交流協定を締結してい
る海外の大学において臨床実習を行っている。派遣前には若手医師が英語での医
療面接法等について約10回の準備教育を行い、充実した実習が行える体制を整備
している。

基準６－８大学
等の目的及び学
位授与方針に則
して、適切な学
習成果が得られ
ていること

◯生命農学研究科では、優秀な若手研究者や研究発表に対して贈られる各種の賞
を受賞した大学院学生の数は、平成28年以降、毎年度30人以上、コロナ禍の影響
を受けていくつかの学会が開催されなかった令和２年度においても23人であっ
た。

基準６－３教育
課程の編成及び
授業科目の内容
が、学位授与方
針及び教育課程
方針に則して、
体系的であり相
応しい水準であ
ること

基準６－４学位
授与方針及び教
育課程方針に則
して、適切な授
業形態、学習指
導法が採用され
ていること

○経済学部の専門演習では、ゼミナール大会等に積極的に参加し、Student 
Innovation Collegeで「消費者向けみどりクラウド」テーマで優勝、日本学生経
済ゼミナール関西大学・新潟大学大会で複数のゼミナールが最優秀賞、Inpre-
2020 Beyond COVID-19 で２チームがブロック優勝等の実績を残した。また、平
成28年度に実施した百貨店とのインバウンドに関する共同研究の成果は、複数の
新聞に取り上げられ、継続して行われている。さらに、地域連携教育推進室で
は、地域社会や地元企業と連携し、少人数の実践的なＰＢＬ型授業「プロジェク
ト科目」を毎年度多数開講し、特に平成29年度開講の「地場産業活性化プロジェ
クト」における企業と共同した新商品開発と販売促進戦略の策定と実践に関する
プロジェクトは、ＴＶ・新聞等に多く取り上げられ、参加企業から功績表彰を受
けている。

基準６－４学位
授与方針及び教
育課程方針に則
して、適切な授
業形態、学習指
導法が採用され
ていること

○データサイエンス研究科博士前期課程では、企業派遣の学生が多いことを考慮
して、１つの科目を週単位で開講することにより企業での勤務状況と調整して大
学への通学を可能にする受講スタイルや、柔軟なサポート体制を採ることによっ
て、平成31年４月入学の社会人学生19人は、２年間で全員が修士号を取得してい
る。

基準６－５学位
授与方針に則し
て適切な履修指
導、支援が行わ
れていること

○経済学部において、問題演習が必要なコア科目について、その授業外に練習問
題を解く演習形態の「コアセッション」を実施し、学部生（３、４年次）をＳＡ
（Study Assistant）として積極的に活用し、ピア学習の推進を図ることによっ
て、「コアセッション」合格者のコア科目単位修得率は、不合格者や参加しな
かった者より高い。

基準４－１教育
研究組織及び教
育課程に対応し
た施設及び設備
が整備され、有
効に活用されて
いること

○松ヶ崎キャンパス内に「KYOTO Design Lab（デザインファクトリー）」を設置
し、国内外の複数のユニット・研究者・企業人・学生が交流を活発に行うことが
できる大きなワークショップスペースを設け、多種多様な加工設備を備えた施設
を整備し国際共同プロジェクトを実践的・効果的に行う環境を整備している。

名古屋大学 大学改革支援・
学位授与機構

滋賀大学 大学改革支援・
学位授与機構

京都工芸繊維大
学

大学改革支援・
学位授与機構
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基準６－４学位
授与方針及び教
育課程方針に則
して、適切な授
業形態、学習指
導法が採用され
ていること

○地域産業の活性化や地域課題の解決に取り組むことができる技術者養成プログ
ラムとして平成28年度に「地域創生Tech Program」を開設し、地域の自治体・産
業界と連携しつつ、地域を志向した教育を推進している。これに合わせて、学生
への就職支援として、合同企業説明会、企業研究会、インターンシップ企業研究
会などの多くの企業が参加するフォーラムを開催している。

基準４－２学生
に対して、生活
や進路、課外活
動、経済面での
援助等に関する
相談・助言、支
援が行われてい
ること

○大阪大学独自の奨学金である大阪大学未来基金により、留学生の経済的支援、
海外留学する学生の渡航支援を実施し、留学生が教育・研究に専念できる環境と
海外留学する学生の留学生活の充実に寄与している。

基準６－４学位
授与方針及び教
育課程方針に則
して、適切な授
業形態、学 習
指導法が採用さ
れていること

○「分野・地域を越えた実践的情報教育協働ネットワーク（ｅｎＰｉＴ）」（平
成24年度～平成28年度）を実施し、平成25年度からの４年間で、社会人を含む
1,742人の修了者を輩出し、中間評価でＡ評価、事後評価でＳ評価の成果を得
た。支援終了後も、情報科学研究科ではクラウドコンピューティング分野
（Cloud Spiral）での教育を平成30年度まで自主展開、実施した。ｅｎＰｉＴ実
施の知見を生かし、文部科学省「成長分野を支える情報技術人材の育成拠点の形
成（ｅｎＰｉＴ２）」（平成29年度～令和２年度）を複数の大学と産業界による
分野･地域を越えた全国的なネットワークを形成、実施し、情報科学研究科が代
表校を務めた。

基準６－６　教
育課程方針に則
して、公正な成
績評価が厳格か
つ客観的に実施
されていること

○学校教育学部では、学生の成績や目標への到達度を正確に評価し、教育課程・
教育内容の適切さや効果的な教育方法等が実行されているかを検証するため、５
ページからなる詳細な「学修成果の評価の方針（アセスメント・ポリシー）」を
策定している。これは４つの明確な方針（１.学生個人の到達度の評価、２.機関
としての到達度の評価、３.検証及び改善・向上・開発の方法、４.情報公開）か
ら構成され、それぞれの方針ごとにさらに細分化された規準・基準が定められて
いる。これにより、学生が身に付ける資質能力については、学位授与方針に則し
て到達度を多面的に評価することが可能となる。また、学部学修成果の評価にお
いて、教員に不可欠な資質能力として策定した「教員養成スタンダード」の観点
を加え、到達度を客観的に評価する値(TSS：Teachers' Standard-based Score)
の算出方法を定めている。学生自らがTSS により自己の資質能力の発達を確認す
ることで、卒業までに身につけておくべき資質能力をバランス良く身につけるこ
とができる仕組みを構築している。

基準６－８　大
学等の目的及び
学位授与方針に
則して、適切な
学習成果が得ら
れていること

基準４－２　学
生に対して、生
活や進路、課外
活動、経済面で
の援助等に関す
る相談・助言、
支援が行われて
いること

○「教職・幼保キャリア形成スケジュール」の作成、配布により教員採用試験等
に係る取組や意義を周知するとともに、公式ＳＮＳやウェブサイト上の月間カレ
ンダー等により、個人相談ブースの空き状況及び教員採用試験対策講座や教員採
用試験説明会等の開催について積極的な情報発信を行うなどの働きかけによっ
て、教員就職希望者の教員就職率が一貫して高い水準を維持している。

神戸大学 大学改革支援・
学位授与機構

基準６－５学位
授与方針に則し
て適切な履修指
導、支援が行わ
れていること

○法学研究科において、エセックス大学、ヤゲヴォ大学、ベトナム貿易大学との
ダブルディグリープログラムを実施し、平成27年度から令和２年度までに派遣８
人、受入16人の実績を挙げている。

京都工芸繊維大
学

大学改革支援・
学位授与機構

大阪大学 大学改革支援・
学位授与機構

兵庫教育大学 大学改革支援・
学位授与機構
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https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_kobe-u_d202203.pdf
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基準６－３教育
課程の編成及び
授業科目の内容
が、学位授与方
針及び教育課程
方針に則して、
体系的であり相
応しい水準であ
ること

地域学部において、「大学の知」と地域実践者の「地域の知」を総合し地域に戻
す「知の循環」によって得られた地域学を学び、身に着ける超学際的教育を構築
している。地域学でカリキュラム全体の統合を図りつつ、専門性の深化と実践科
目による実践力の進化により「社会的実践力」を強化する形を整えている。

基準６－３教育
課程の編成及び
授業科目の内容
が、学位授与方
針及び教育課程
方針に則して、
体系的であり相
応しい水準であ
ること

医学系研究科臨床心理学専攻では、他の大学ではあまり見られない医学的アプ
ローチからの心理士育成課程を設置し、人材を輩出し実績をあげている。

岡山大学 大学改革支援・
学位授与機構

基準６－４学位
授与方針及び教
育課程方針に則
して、適切な授
業形態、学習指
導法が採用され
ていること

○医学部、歯学部及び薬学部の医療系学部においては、多職種連携を視点にお
き、実践型教育を推進している。特に海外での学習に力を入れ、海外での短期研
修、インターンシップのほか、平成30年度から、医学部医学科、医学部保健学
科、歯学部、薬学部の学生10 人がチームとなって教員の引率のもとベトナムや
ミャンマーにおける医療現場で研修を行う多分野医療系学生人材育成プログラム
を実施してきた。この研修先は、医療系大学にとどまらず、総合病院、特定機能
病院から製薬工場、寺院にいたるまで多岐にわたるものとなっている。このほ
か、医学部では、必修科目を入れない学期を設定し、学生の地域医療施設でのイ
ンターンシップへの自主的な参加やボランティア活動及び海外研修を増加させ、
実践型社会連携教育を進展させている。

基準３－４教員
と事務職員等と
の役割分担が適
切であり、これ
らの者の間の連
携体制が確保さ
れ、能力を向上
させる取組が実
施されているこ
と

○平成22年度から教育関係共同利用拠点を継続的にかつ、教職協働で運営し、多
数のＳＤプログラムを教職協働体制で実施している。独自に開発したＦＤ、ＳＤ
講習に係る教職員の受講者数は、平成26年度～令和２年度の累計で19,036人に達
している。
「四国地区大学教職員能力開発ネットワーク」（ＳＰＯＤ）の代表校として、加
盟校と連携・協働しながら、教職員の能力の質の向上に寄与する研修プログラム
（ＦＤ、ＳＤ）の開発、実施運営に取り組んでいる。例年８月に開催される「Ｓ
ＰＯＤフォーラム」には、毎年、四国外を含む500人を超える教職員が参加して
おり、参加者アンケートでは、９割以上の参加者が「満足」「有用」と回答して
いる。

基準６－４学位
授与方針及び教
育課程方針に則
して、適切な授
業形態、学習指
導法が採用され
ていること

○理学部２～３年次生と理工学研究科環境機能科学専攻の博士前期・後期課程で
行っているエクセルを用いた原子･分子軌道の描画の演習を改良し、パーソナル
コンピュータを活用した実体験型実習を実施することによって、国際学術専門誌
に掲載された論文にも報告されているように、授業外学習と双方向型課題の強化
による知識運用力を向上している。

高知大学 大学改革支援・
学位授与機構

基準４－２学生
に対して、生活
や進路、課外活
動、経済面での
援助等に関する
相談・助言、支
援が行われてい
ること

基準６－３教育
課程の編成及び
授業科目の内容
が、学位授与方
針及び教育課程
方針に則して、
体系的であり相
応しい水準であ
ること

○地方創生に関わり、地域を支える人材育成に意欲的に取り組み、高知県内の企
業等と連携し、各種の取組を行っている。なかでも、高知の将来を考え、高知に
根ざし、高知のために真に貢献しようとする学生を対象に奨学金を給付すること
により、将来にわたり高知で生計を立て、その発展に貢献する人材の育成に資す
ることを目的とした「高知大学地方創生人材育成基金奨学金」制度を平成27年度
に設立し、平成28年度から運用している。これまでに給付を受けて就職した学生
は、１人を除き高知県内で就職しており学生の生活支援を通して、地域貢献する
人材の育成に繋がっている。また、文部科学省「地（知）の拠点大学による地方
創生推進事業（ＣＯＣ＋）」の一環として、高知大学を含む県内教育機関や企業
が連携し、地域を支える人材を育成する教育プログラムを整備し、「地方創生推
進士」の認証を行っており、地域協働学部においては地方創生推進士資格を学部
履修のみで取得できる科目構成とし、令和３年３月現在で120人（全学141人）の
地方創生推進士を輩出している。

鳥取大学 大学改革支援・
学位授与機構

愛媛大学 大学改革支援・
学位授与機構
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https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_okayama-u_d202203.pdf
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九州工業大学 大学改革支援・
学位授与機構

基準３－４教員
と事務職員等と
の役割分担が適
切であり、これ
らの者の間の連
携体制が確保さ
れ、能力を向上
させる取組が実
施されているこ
と

○事務職員有志による「人事制度改革マラソン」を実施し、これにより、新たな
評価基準に基づく「職能評価」や、組織横断型のプロジェクトチームにより全学
的な課題解決と職員の成長を促す「ジョブチャレンジ」等の制度が導入されてい
る。

熊本大学 大学改革支援・
学位授与機構

基準６－４学位
授与方針及び教
育課程方針に則
して、適切な授
業形態、学習指
導法が採用され
ていること

○大学での学びが特定の分野に偏ることのない、幅広く、かつ深い学びとなるよ
う、教養教育の履修方法として「パッケージ制」を導入し、主体的学修を前提と
する分野横断的な幅広い知識を修得させる授業科目を充実させ教育内容を高度化
した。このことによって、学生の教養科目の修得単位割合は、所属学部のカリ
キュラムポリシーに沿った「文理クロス履修」が飛躍的に増加している。

基準６－４　学
位授与方針及び
教育課程方針に
則して、適切な
授業形態、学習
指導法が採用さ
れていること

○全学のＣＯＣ＋の一環として、課題解決型学習として学生を大分県地域活性化
事業に参加させ成果を公表している。学生によるオンライン発表会において理工
学部学生の取り組みが視聴グループ内で１位及び２位となった。

基準６－５　学
位授与方針に則
して、適切な履
修指導、支援が
行われているこ
と

○教育学部では、学生の教師としての実践的資質を向上させるため、附属校園等
の他に地域の学校を訪問し、多様な教育実践を学生に体験させる取り組みを行っ
ている。授業作り実践講座は地域の特性に対応したさまざまな教育体験により、
学生の自己教育・自己啓発に資する教育支援となっており、地域に根差した教育
を経験して教職に就くことができている。

宮崎大学 大学改革支援・
学位授与機構

基準６－８ 大
学等の目的及び
学位授与方針に
則して、適切な
学習成果が得ら
れていること

地域資源創成学部では、キャンパスベンチャーグランプリ全国大会（平成29年
度）において、１年次生３人を含むチームが新サービス事業「障がい者情報プ
ラットフォーム『TOBE』」の提案によって、文部科学大臣賞テクノロジー部門大
賞、TOMODACHI 賞を獲得した。また、同学部の企業マネジメントコースの学生
も、「アフリカへの人道支援を通じたグローバル教育の実践（トーゴ共和国の井
戸修復プロジェクト）」を提案し、新聞社主催、文部科学省・外務省共催の「大
学SDGs ACTION! AWARDS 2020」においてファイナリスト賞を獲得した。

基準２－３内部
質保証が有効に
機能しているこ
と

基準６－３教育
課程の編成及び
授業科目の内容
が、学位授与方
針及び教育課程
方針に則して、
体系的であり相
応しい水準であ
ること

○共同獣医学部において、欧米水準の獣医学教育を実施するために、教育課程の
改編と教育コンテンツの充実を図り、令和元年度にアジア初となる欧州獣医学教
育機関協会（ＥＡＥＶＥ）による認証を取得した。これにより、同学部における
諮問会議及び学生協議会の設置並びに学生の各種委員会委員としての参加による
教育内容の体系性や水準についての検討や審議を行う教育の質保証への取組等
が、国際水準であることが確認された。

基準６－３教育
課程の編成及び
授業科目の内容
が、学位授与方
針及び教育課程
方針に則して、
体系的であり相
応しい水準であ
ること

○地域医療を担う医療人養成の観点から、医療系の学部において、すべての学生
に対して６又は４年間を通した段階的な離島へき地医療教育（講義及び実習）を
実施している。

大分大学 大学改革支援・
学位授与機構

鹿児島大学 大学改革支援・
学位授与機構
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https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_kyutech_d202203.pdf
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基準３－４ 教
員と事務職員等
との役割分担が
適切であり、こ
れらの者の間の
連携体制が確保
され、能力を向
上させる取組が
実施されている
こと

ＴＯＥＩＣスコア750点以上の事務職員の割合は平成28年度時点で19.8％（34人
/172人）となり、事務局のすべての部署に高い英語力を有する職員を配置してい
る。その後も「目指す職員像」に基づいた英語力の高い職員の採用並びに配置、
海外ＳＤ研修等の継続的な育成策の実施など、総合的な取組により令和２年度に
おいてはＴＯＥＩＣスコア750 点以上の事務職員の割合が30.9％（52人/168人）
となっている。

基準６－８ 大
学等の目的及び
学位授与方針に
則して、適切な
学習成果が得ら
れていること

学習成果は大学院学生の研究業績にも表れており、平成28年度～令和元年度にお
いて、博士前期課程学生を筆頭著者とする国際誌等への学術論文発表や国際会議
等発表は合計1,994件（うち査読付き666件）で、一人当たりの発表件数は平均
1.3件であり、博士後期課程学生を筆頭著者とする国際誌等への学術論文発表や
国際会議等発表は合計1,355件（うち査読付き687件）で、一人当たりの発表件数
は平均2.9件である。また、平成28年度～令和元年度における受賞件数は、博士
前期課程で合計142件、博士後期課程で合計127件となっている。学生による研究
課題が競争的研究資金に採択され、学生が関与した特許の出願件数は68件、登録
件数は32件となっている。

2-2.学修支援 「Eラウンジ(English Lounge)」は英語が堪能な外国人留学生が、「CCラウンジ
(Chinese Communication Lounge)」は中国語が母語である留学生がそれぞれSAと
してレッスンを担当し、日本人学生と交流する仕組みを築いている点は評価でき
る。

2-6.学生の意
見・要望への対
応

新入生全員に対する「学長昼食会」の開催や、学長出勤時に学長室のドアを開放
し、学生が自由に学長を訪ねることができるなど、学生から生の声を聴取し、教
育研究活動改善に生かしている点は高く評価できる。

3-2.教育課程及
び教授方法

1年次秋期に国際日本コース以外の学生全員が参加する国外での語学研修を実施
し、その渡航費等の全費用を大学が奨学費として負担している点は高く評価でき
る。

4-1.教学マネジ
メントの機能性

学長のリーダーシップのもと、教員と職員が協働して学生と向き合う学修支援及
び学生生活支援の体制が整備されており、職員は学生や教員からだけでなく職員
同士も「先生」と呼ぶ習慣が根付いていることは評価できる。

1-1.使命・目的
及び教育目的の
設定

「経営に求められる人間学の探求」を大学の個性・特徴の一つとして掲げ、実務
的な能力だけではなく、ぶれない判断力を形作る「人間学」を持った次世代リー
ダーの育成を目指しており、多くの学生が受講していることは高く評価できる。

2-1.学生の受入
れ

社会人が仕事との両立を図ることができるよう5年間の長期履修制度を設けてお
り、実際に利用者が多いことから、制度が有効に機能している点は評価できる。

2-2.学修支援 ラーニングスタッフを適正に配置し、学生からの質問・相談を円滑に受付ける体
制を整備するなど、学生と教員との密な連携が行われている点は評価できる。

2-3.キャリア支
援

修了生の希望者が会員になる「修己会」があり、学生団体との連携をはじめ、学
生との人的交流の活発化を図っていることは評価できる。

3-2.教育課程及
び教授方法

演習科目の「事業計画演習」では、実務家担当教員の指導に加えて最終報告会に
おいて投資会社の役員など外部の評価員の参加も得るなどして、その成果がエン
ジェル投資先の候補になっていくなど、より実践的な学修を行っている点は評価
できる。

2-1.学生の受入
れ

多様な人材を受入れる入試のあり方について検討した上で、調査書の活用による
主体性評価、英語4技能の評価等、各選抜での学力の3要素の測定を重視した選抜
方法を行っており、これらを「入試ガイド2020」のチャートに載せ評価方法を分
かりやすくしていることは評価できる。

2-2.学修支援 「基礎・教養教育センター」と学務部教務課の協働で管理・運営している「アク
ティブ・ラーニング・スタジオ」では、補習担当教員やSAを配置することによっ
て学生が自律的に学修する習慣を育む環境として十分に機能している点は評価で
きる。

2-2.学修支援 「エドリル」などのeラーニングシステムを学生の学び直しの機会や入学前教育
にも取入れており、それらのデータを適切に教職員間で共有し日常的な学修支援
体制が構築されている点は評価できる。

江戸川大学 日本高等教育評
価機構

SBI大学院大学 日本高等教育評
価機構

愛知文教大学 日本高等教育評
価機構

奈良先端科学技
術大学院大学

大学改革支援・
学位授与機構
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2-6.学生の意
見・要望への対
応

学長が直接学生と会話しながら、学修環境やキャンパス整備状況について意見を
交わす昼食会などの機会を設け、キャンパス整備計画や事業計画の立案に反映さ
せる体制が整えられている点は評価できる。

4-4.研究支援 科学研究費助成事業における評価、採択の状況により支給する独自のインセン
ティブ経費を学内規則により定め、かつ、学内において開催する「科研費検討
会」などにより、教職協働で獲得に向けた意識や意欲を高めている点は評価でき
る。

5-4.財務基盤と
収支

法人の中長期計画と連動した学生募集体制の再構築による効果を、志願者急増、
定員未充足状態の解消という具体的な結果で示し、短期間のうちに飛躍的な収支
構造の改善へつなげたことは、高く評価できる。

2-4.学生サービ
ス

「遠隔地出身者支援給付奨学金」をはじめとする大学独自の給付奨学金、授業料
減免、助成金など、多様な奨学金・支援制度が設定されており、学生の学修機会
拡充につながっていることは評価できる。

2-5.学修環境の
整備

音楽大学として教育研究目的を達成するための施設が充実しており、学修成果の
発表や実践的な学びの場、社会連携活動の一環として公開講座や公演などが開催
できる場としても機能していることは、評価できる。

1-1.使命・目的
及び教育目的の
設定

時代の急激な変化と社会の変貌に伴い、具体的な女性の育成像を見直すため、平
成20(2008)年の創立100周年、平成30(2018)年の創立110周年を機に、建学の精神
を継承しながらも、大学の使命及び教育目標を機動的に見直している点は評価で
きる。

1-2.使命・目的
及び教育目的の
反映

理事長の諮問機関である将来展開委員会が中心となり、使命・教育目標の見直し
を含む中期計画策定の検討過程において、中堅・若手の教職員が中心的役割を担
い、その進行状況については、教職員で情報の共有を行うなど、使命・目的及び
教育目標の策定などに教職員が積極的に関与・参画している点は、評価できる。

2-1.学生の受入
れ

「大妻女子大学アドミッション・オフィサーに関する規程」に基づいて職員の中
からアドミッション・オフィサーを複数人任命し、全学的な視点から各学科・専
攻の教員と協働して評価、合否判定、学生募集に係る企画立案を行い、公正かつ
妥当な入学者選抜の体制を構築している点は評価できる。

2-3.キャリア支
援

産業構造や社会構造の変化に対応し、ビジネス社会、地域社会、家庭で活躍して
いく女性のために、全学部の学生や卒業生をはじめとする社会人女性を対象とし
た正課外講座「大妻マネジメントアカデミー(OMA)」を開講している点は高く評
価できる。

5-1.経営の規律
と誠実性

「学校法人大妻学院危機管理規程」に基づき作成された「危機管理マニュアル」
等は危機レベル別にまとめられるなど、さまざまな工夫がなされており、危機管
理広報についてトレーニングを実施するなど、実効性を高めている点は評価でき
る。

6-2.内部質保証
のための自己点
検・評価

IR活動の結果、学内教職員サイトにIRに関して、アンケートの報告書やファクト
ブック等を掲載し、法人や大学が置かれている現状の把握や改善活動に生かして
いる点は評価できる。

2-2.学修支援 聴覚に障がいのある学生に対する支援として、音声認識システムの導入だけでな
くパソコンノートテイカーも配置して対応している点は評価できる。

5-1.経営の規律
と誠実性

過去の事案を契機として、法人におけるガバナンスとコンプライアンスの向上を
図り、法人運営の適正化に取組み、大きな改革を実現した点は評価できる。

金沢学院大学 日本高等教育評
価機構

2-5.学修環境の
整備

ウエイトリフティング場、トレーニング設備、アスリート食堂などを設置・運営
することにより、スポーツ科学部などの教育効果を高めている点は評価できる。

1-1.使命・目的
及び教育目的の
設定

必修科目「建学の精神」「建学の精神実践講座」が、現代の女性の生き方につい
て主体的に考え、教養を高めることが可能な内容となっている点は、評価でき
る。

1-1.使命・目的
及び教育目的の
設定

学びの文化として、授業の開始時・終了時、登校時・下校時に全教職員及び学生
が「一礼の姿勢」をとる慣わしになっていることは、評価できる。

2-2.学修支援 クラスアドバイザーを中心に複数の教員が、学修や進路などさまざまな学生の悩
みに、丁寧に時間をかけて面談し、必要に応じて保証人とも相談を行うなどの支
援で、低い水準の退学率、休学率、留年率を維持していることは、評価できる。

2-3.キャリア支
援

「Career Guidebook」に「障害のある学生の就職活動」という項目を設け、就職
活動の進め方に関する情報を広く公開するとともに、教職員が連携して障がい種
別・状況に応じた個別支援を実施している点は評価できる。

江戸川大学 日本高等教育評
価機構

大妻女子大学 日本高等教育評
価機構

大阪音楽大学 日本高等教育評
価機構

鎌倉女子大学 日本高等教育評
価機構

嘉悦大学 日本高等教育評
価機構

26

https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/09kanazawa_gakuin_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/06otsuma_womens_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/05osaka_college_of_music.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/10kamakura_womens_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/08kaetsu_university.pdf


3-1.単位認定、
卒業認定、修了
認定

「非常勤講師懇談会」を実施し、教育方法を共有するだけでなく、ディプロマ・
ポリシーとカリキュラム・ポリシーについても直接説明する機会を設けること
で、教育の質を保つ工夫を行っている点は評価できる。

3-3.学修成果の
点検・評価

アセスメントプランの評価指標として活用するため、「学修環境・行動調査」を
毎年実施し、詳細な分析結果を学科にフィードバックして教育の改善に具体的に
つなげている点は評価できる。

4-1.教学マネジ
メントの機能性

調査・企画部門として学事調査研究センター教育調査企画室が置かれ、IR業務等
により教学マネジメントにおける学長の時宜に応じた適切な判断の補佐がされて
いることは評価できる。

4-2.教員の配
置・職能開発等

FDの取組みとして、専任教員を2、3人ずつのグループに分け、授業参観及び意見
交換などの「ピアレビュー」を行い、授業方法の相互改善へとつなげていること
は評価できる。

4-3.職員の研修 「階層別研修」「高等教育研修」「ビジネススキル研修」「コンプライアンス・
危機管理研修」「業務別研修」「全学業務研修」「プロジェクト研修」「出向研
修」など、さまざまな区分においてそれぞれ豊富な研修プログラムを実施してお
り、手厚い研修制度が整備されていることは評価できる。

4-4.研究支援 研究費の適正な執行のために整備・公表されている「研究費執行マニュアル」
が、予算管理や申請手続、購入物品の管理・保管・廃棄、検収方法等、旅費、証
ひょう書類、FAQ等に至るまで詳細に解説されたものになっている点は評価でき
る。

九州看護福祉大
学

日本高等教育評
価機構

2-4.学生サービ
ス

「貸与奨学金制度」「特待生制度」といった奨学金制度に加え、大学独自の「遠
隔地出身者の帰省旅費支給制度」、また新型コロナウイルス感染症の緊急支援策
として「緊急授業料減免制度」「学修支援金の給付」「学内学修環境の支援」な
ど、多数の経済的支援を行っていることは評価できる。

2-1.学生の受入
れ

毎年度、学科及び入試区分ごとに入学後の学生の成績推移を追跡調査し、選抜方
法の検証を実施するなど、単位修得率の向上に役立てている点は高く評価でき
る。

2-4.学生サービ
ス

学生の交流の場で気軽に心身の相談を行う学生相談室の「やわらかカフェ」の取
組みは、学生からの評判も高いことから評価できる。

2-6.学生の意
見・要望への対
応

学生による「授業アンケート」で結果の良い教員を優秀教員として表彰する一
方、改善が見られない教員に対して役職者による面談指導を実施している点は高
く評価できる。

3-2.教育課程及
び教授方法

初年時の教養教育として行われている全学共通教育科目である「アカデミックス
キル（思考）・（表現）」の共通テキストとして、「マナビのトビラ」を独自に
作成・利用している点は評価できる。

5-1.経営の規律
と誠実性

ハラスメントに関して「学校法人九州国際大学職場におけるハラスメントの防止
に関する規程」について、具体的な事例を示しながら、規則を定めている点は評
価できる。

6-2.内部質保証
のための自己点
検・評価

第三者で構成される外部評価委員会を設置し、自己点検・評価についての客観的
な検証・点検を行うとともに、「DP達成度分析」と「map分析」を行い、授業方
法やシラバス改善を図っている点は評価できる。

2-1.学生の受入
れ

学生の学内生活をSNS上に発出し、高校生の認知や学生の受入れに役立てている
点は評価できる。

2-3.キャリア支
援

留学生に対して、卒業後も在留することを想定した留学生専用のガイダンスが行
われ、大学の個性を生かした支援に取組んでいる点は評価できる。

3-2.教育課程及
び教授方法

京都の企業や海外に進出している企業での長期インターンシップに参加できる
「アドバンスト・インターンシップ・プログラム(AIP)」及び「グローバル・イ
ンターンシップ・プログラム(GIP)」、学内設置の店舗「京學堂」での体験学
習、「作物栽培実習」等、授業内容・方法が工夫されている点は評価できる。

4-2.教員の配
置・職能開発等

教員の人事評価において、「教育重視型」「実習重視型」「教育・実習型」「教
育・研究型」「研究特化型」のいずれかのタイプとして行うなど、公平性を高め
る工夫をしていることは評価できる。

4-3.職員の研修 職員人事考課制度の実施については、日常業務において所属長と課員との人事考
課面談や日常のコーチングにより部下の育成を図るとともに、組織目標に基づい
た個人目標の設定を行い、その達成・貢献度合を評価し、昇給、昇任等へ反映さ
せていることは評価できる。

4-4.研究支援 総合研究所に「アクティブヘルス支援機構」を設置するなど、学部横断型研究を
実施する環境を整備していることは評価できる。

京都先端科学大
学

日本高等教育評
価機構

九州国際大学 日本高等教育評
価機構

鎌倉女子大学 日本高等教育評
価機構
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5-3.管理運営の
円滑化と相互
チェック

「学長補佐会」「将来構想検討部会」「提案BOX」により、教職員の課題意識や
アイデアをくみ上げ、施策として実現していることは評価できる。

5-3.管理運営の
円滑化と相互
チェック

常勤監事による締結予定の契約の全件確認や英語の授業の視聴、また教学部門の
定例会議に参加し、運営状況の把握や問題点の改善を促すなど、監事として積極
的に業務内容や教学実態を把握していることは評価できる。

3-2.教育課程及
び教授方法

執筆者を明示した授業科目や資格取得のための大学独自の各種テキストを作成・
活用しており、どの教員に質問すればよいのか明らかであり、学生から好評であ
る点は評価できる。

3-2.教育課程及
び教授方法

「基礎力のための年間履修計画表」を策定しており、4年間にわたる履修の計画
が使用するテキストや課題図書を含めて一目で分かるようになっていることは評
価できる。

2-2.学修支援 保護者向け情報誌「KDUi」の作成や、保護者を対象とした「教育懇談会」の定期
的な実施を通して、保護者の教育・研究への理解向上を促進している点は評価で
きる。

3-2.教育課程及
び教授方法

留学生の入学者数増加に対応するため、大学院カリキュラムに「ジャパニーズコ
ミュニケーションⅠ」「ジャパニーズコミュニケーションⅡ」を設定するなど、
対策を講じている点は評価できる。

2-2.学修支援 経済学部における留学生サポーター制度及び学生の目線に立った内容で実践して
いるリハビリテーション学部のオリター制度は、大学生活を充実させるための支
援として優れており、高く評価できる。

2-3.キャリア支
援

公務員志望の特に成績優秀学生に対し、ダブルスクールへの学費支援といった、
資格取得の奨励を通じて積極的な就職支援を行っていることは、高く評価でき
る。

2-5.学修環境の
整備

図書館及び一般講義に地域住民を受入れる「フレンドシップ会員」制度が、地域
交流の促進に寄与している点は評価できる。

3-2.教育課程及
び教授方法

経済・ビジネス分野における有為な人材を育成するために設置されている実務家
教員による実践講義は、PBL(Project Based Learning)科目やインターンシップ
科目との連携により就職活動に生かされている点で評価できる。

2-5.学修環境の
整備

法律に基づく登録衛生検査所として「PCR検査センター」を学内に開設し、学生
の学修環境や地域社会の安心・安全に寄与している点は評価できる。

4-3.職員の研修 職員の学生指導にかかる指導力育成のため「キャリア・デベロップメント・アド
バイザー」「キャリアコンサルタント」の資格を職員に取得させ、資格取得者に
よる研修会を実施していることは評価できる。

5-1.経営の規律
と誠実性

FAST（First Aid Support Team：民間救急講習団体）として神戸市から認定を受
けて、神戸市消防局の講習を受けた多くの教員がインストラクターとして登録さ
れており、地域への貢献、全ての新入生の準正課として救命士講習プログラムを
実施している点は評価できる。

5-4.財務基盤と
収支

私立大学等改革総合支援事業等、補助金の獲得に意欲的に取組み、成果を挙げて
いることは評価できる。

2-2.学修支援 障がいのある学生へのサポートについて、学生同士のピアサポートを制度化し、
障がい学生サポーターを養成するなど配慮していることは評価できる。

2-3.キャリア支
援

資格取得について、資格センターが各種の資格講座を運営し、大学の専任教員が
講座の多くを受持つことで学生の受講料負担の軽減に寄与しており、実際の資格
取得及び就職に結びついた事例が多数あることは評価できる。

3-2.教育課程及
び教授方法

アクティブ・ラーニングやインターンシップなど、地域に密着したカリキュラム
を積極的に編成し、授業方法の工夫に努めていることは評価できる。

6-3.内部質保証
の機能性

内部質保証の取組みとして、大学が作成している「内部質保証のポリシー」「大
学運営及び教育実施の質保証制度」に基づき、「卒業者が求める大学教育の質に
関する調査報告」「鹿児島県の産業界が求める人材像に関する調査報告」などの
IR調査及び自己点検・評価を行い、それらの結果を大学運営及び教育改善に反映
させていることは評価できる。

1-2.使命・目的
及び教育目的の
反映

令和4(2022)年度開始予定の法人及び大学の「第4次中期計画」の策定に当たり、
法人の将来を担う多くの教職員が参画して「学校法人静岡理工科大学グループビ
ジョン2030」を制定したことは評価できる。

2-2.学修支援 「修学ポートフォリオ」を保護者も常時閲覧できるようにし、欠席状況の改善に
寄与している点は評価できる。

2-3.キャリア支
援

学生の就職活動支援の一環として、「遠隔地就職活動補助制度」を設け、交通費
補助、宿泊費補助を行っている点は評価できる。

京都先端科学大
学

日本高等教育評
価機構

岐阜女子大学 日本高等教育評
価機構

静岡理工科大学 日本高等教育評
価機構

志學館大学 日本高等教育評
価機構

神戸常盤大学 日本高等教育評
価機構

神戸国際大学 日本高等教育評
価機構

神戸芸術工科大
学

日本高等教育評
価機構
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2-4.学生サービ
ス

安価な費用で入居できる民間社員寮の確保に加え、民間アパートに一人暮らしす
る遠隔地出身の学生に対して住宅費補助を行っている点は評価できる。

2-5.学修環境の
整備

「地域に開かれた大学」として実験・研究施設及び設備を近隣企業に開放し、多
くの企業が利用している点は評価できる。

2-6.学生の意
見・要望への対
応

前・後期に各2週間、原則全科目で、全教職員、全学生、保護者、一般人が参加
できる形で公開授業を実施している点は評価できる。

3-2.教育課程及
び教授方法

全ての科目において、35項目ある「自己評価レポート」の提出を求め、FD活動に
加えて「授業改善学生アンケート」との相関性等をIR(Institutional Research)
と関連付け、授業改善の取組みを行っている点は評価できる。

3-2.教育課程及
び教授方法

アクティブ・ラーニングを六つに類型化し、履修要項にそれぞれのアクティブ・
ラーニングの講義回数を記載することで周知し、実施している点は評価できる。

3-2.教育課程及
び教授方法

入学生に対して、基礎学力を補うためのリメディアル教育を目的としたリメディ
アルセンターを設置し、積極的な学修支援を実施していることは評価できる。

3-2.教育課程及
び教授方法

新型コロナウイルス感染症への対応として、遠隔授業規則の制定、オンライン教
育センターの設置、劇団員を活用したオンライン実習授業の工夫を迅速に行い、
学修に有効な取組みを展開していることは高く評価できる。

4-2.教員の配
置・職能開発等

平成29(2017)年度からティーチング・ポートフォリオ（教育業績記録）の導入、
教育改善委員として任命した学生代表からの意見聴取、相互研修型授業参観な
ど、教育改善に向けた多くの取組みを行っている点は、評価できる。

1-2.使命・目的
及び教育目的の
反映

創設以来、99年にわたり建学の精神を歌詞とした「学園歌」を受継ぎ、さまざま
な機会を捉えて、学生、教職員に建学の精神の理解と浸透、醸成に努めているこ
とは評価できる。

2-4.学生サービ
ス

健康管理センターは、診療所として埼玉県から認可されており、産業医と保健師
が常駐する体制は評価できる。

3-3.学修成果の
点検・評価

ディプロマ・ポリシーの達成度について、学生自身が学修ポートフォリオを活用
して学内ポータルサイトである「総合教育システム」で検証していることは評価
できる。

4-2.教員の配
置・職能開発等

FD活動長期計画に基づき、教育方法と研究領域をテーマにした組織的で持続的な
数多くのFD活動を積極的に実施していること、母体グループの全体研修会に計画
的に全教職員が参加していることは評価できる。

6-2.内部質保証
のための自己点
検・評価

教学全体で自己点検・評価を行い、平成28(2016)年度から自己点検評価書、教
育・研究活動実績を含む事業活動報告書をホームページで毎年公開している点は
評価できる。

1-2.使命・目的
及び教育目的の
反映

教職員の入職及び学生の入学時における「建学の精神、昭和大学宣言カード」の
配付や、理事長・学長の講演、オリエンテーションでの説明など、さまざまな機
会を通じて建学の精神についての理解を深めていることは評価できる。

2-2.学修支援 前年度の成績が奮わなかった学生に対して、修学支援担当教員が科目責任者や指
導担任と連携してきめ細かい指導をしている点は評価できる。

2-5.学修環境の
整備

医学部でバーチャル・リアリティ型臨床医学シミュレーションソフトウエアを導
入・活用するなど、シミュレーションを活用して、臨床現場を想定した実践的な
技術の習得を進めていることは評価できる。

2-6.学生の意
見・要望への対
応

教育委員会に学生教育委員が参画し、教育上の意見聴取を行うとともに、学生・
教職員による学生懇談会では、学生からの意見・要望をくみ上げ、教育改善、学
生生活の改善につながっている点は評価できる。

3-2.教育課程及
び教授方法

初年次全寮制教育を導入し、4学部共同生活を通してコミュニケーション能力や
豊かな人間性などの社会性を身に付けるための環境を構築し、更に学部合同の初
年次体験実習、PBL(Problem Based Learning)、TBL(Team Based Learning)、学
部連携病棟実習が行われており、学生や卒業生から高い満足度を得ている点は、
評価できる。

5-1.経営の規律
と誠実性

法人や大学の職員を含む活性化推進委員会に期間限定のプロジェクトを設置し、
喫緊の課題の解決や大学の更なる魅力づくりにつなげる取組みを継続的に実行し
ている点は評価できる。

5-3.管理運営の
円滑化と相互
チェック

教職員から参加の希望を募って開催されている「至誠塾」の取組みにより、理事
長や学長等を講師として大学運営に必要な学習を行い、各自が設定した研究テー
マにおける課題解決策や新たな取組みを提案・実行できる環境を整備している点
は評価できる。

静岡理工科大学 日本高等教育評
価機構

昭和大学 日本高等教育評
価機構

湘南医療大学 日本高等教育評
価機構

十文字学園女子
大学

日本高等教育評
価機構

修文大学 日本高等教育評
価機構
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2-1.学生の受入
れ

令和2(2020)年度から、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、従来の対
面式の入学者選抜に加えてオンライン式の入学者選抜を導入し、作業部会を設置
して所管の保健所の指導のもと事前のシミュレーションを行うなど、丁寧な対応
がとられている点は高く評価できる。

2-4.学生サービ
ス

大学と卒業生組織でタイアップした、食育の観点から実施している100円朝食メ
ニューに加え、コロナ禍における経済的支援のための200円夕食メニューの提供
は、学生の満足度も高く、時節を見据えた特色のある学生支援として評価でき
る。

2-5.学修環境の
整備

図書館にポイント制度を導入し、図書館を多く利用する学生に対して貸出し条件
を広げるなどのサービスを展開するとともに、利用促進と利用マナーの向上につ
なげている点は評価できる。

2-3.キャリア支
援

「福井県インターンシップ制度」「中小企業職場見学バスツアー」「業界研究セ
ミナー」など、地域の中小企業と連携した就職活動支援の取組みを充実させるこ
とで、福井県内を中心とした地元就職率の高さにつなげている点は評価できる。

5-4.財務基盤と
収支

外部資金の獲得に全学をあげて積極的に取組んでおり、受託研究・共同研究・奨
学寄付金については、各年度地方公共団体や民間企業等から継続的に助成を受け
るなど一定の成果を挙げている点は評価できる。

6-3.内部質保証
の機能性

第三者から意見を聴取する仕組みとして、高等教育機関関係者、大学顧問、理
事、自治体代表者等から成る「参与会」、加えて、今年度から大学運営の専門的
な立場から意見を聴取する「外部評価部会」を組織し、内部質保証の機能性を高
める仕組みの確立をしていることは評価できる。

成安造形大学 日本高等教育評
価機構

4-4.研究支援 産官学連携などの知識や技能を有する「技能職員」を配置し、教員の科学研究費
助成事業の申請及び受託研究事業のコーディネート等への支援体制をとっている
点は評価できる。

2-1.学生の受入
れ

入学試験における面接において、全学的にルーブリック評価表を導入して、公平
性を保ちながら各学部のアドミッション・ポリシーに即した学生を選抜している
点は評価できる｡

2-5.学修環境の
整備

板橋キャンパスでは、全ての講義が録画され、学内で視聴することが可能な授業
収録配信システムを整備し、学生の復習に役立てている点は高く評価できる｡

3-1.単位認定、
卒業認定、修了
認定

学生に修得を保証する資質・能力を、社会情勢や学問の変容・発展を踏まえて
「修得目標」として再定義し、ディプロマ・ポリシーを具体化・補完して資質・
能力の育成、評価に活用する取組みは高く評価できる。

3-2.教育課程及
び教授方法

八王子キャンパスにおいて、アクティブ・ラーニング型授業を実践するための施
設が充実しており、その施設を利用して他者と共同する態度や技能を身に付ける
ことができる授業が行われている点は評価できる。

3-3.学修成果の
点検・評価

八王子キャンパス、宇都宮キャンパスにおいて、学生カルテ、ディプロマ・サプ
リメントを含む学生ポートフォリオなどを整備し、有効に活用している点は評価
できる。

5-1.経営の規律
と誠実性

平成29(2017)年3月に板橋キャンパスが大学・病院における事業所としては初め
て東京都から「優良特定地球温暖化対策事業所（準トップレベル事業所）」に認
定され、令和2(2020)年度まで継続して認定を受けていることは評価できる。

2-2.学修支援 ネットワークサービスを通して蓄積された学生の出席をはじめ、さまざまなデー
タを「中核データベース」に集約し、学生状況を把握することで問題の早期発見
を可能とする体制を整えていることは評価できる。

2-5.学修環境の
整備

スクールバスに低ステップバスやノンステップバスを積極的に導入していること
は、バリアフリーの観点から評価できる。

3-2.教育課程及
び教授方法

着任1年目の教員に参加を義務付けた、教員による「授業参観」を定期的に実施
し、教授法についての意見交換の機会を設けていることは、全学的に教育力向上
を目指す施策として評価できる。

4-3.職員の研修 職員の「自己啓発支援制度」を設け、大学院の修学支援、資格取得の奨励及び
データサイエンス技術など時代に応じた自己啓発を積極的に推進しており、利用
実績は良好であり現在はもとより将来に向けて必要な職員の資質・能力向上を
図っていることは高く評価できる。

4-4.研究支援 「人工知能研究会」を設置し、各研究テーマにおいて、複数の学部の教員や学生
が研究に参加する体制としていることは、研究にさまざまな視点を取入れられる
とともに、教員交流や協力関係を構築できている点は、高く評価できる。

4-4.研究支援 理化学機器を共同利用できる「ナノテクセンター」を設置することで、高額・高
性能な機器の導入を行いやすくするとともに稼働率向上を図っており、費用対効
果は良好なものとなり、経営面からも有効に機能させていることは評価できる。

昭和音楽大学 日本高等教育評
価機構

東京工科大学 日本高等教育評
価機構

帝京大学 日本高等教育評
価機構

仁愛大学 日本高等教育評
価機構
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5-3.管理運営の
円滑化と相互
チェック

法人事務組織の会議体である「法人部長会」や各設置校の次長職以上が一堂に会
して実施する「合同部長会」を定期的に実施し、理事長をはじめとした関係者間
の情報共有、意見調整が行われている点は評価できる。

2-1.学生の受入
れ

建学の精神や教育目的を踏まえ、シニア入学や障がいのある学生対象の総合型選
抜等を設け、多様な学生の受入れに積極的に取組んでいることは評価できる。

2-4.学生サービ
ス

成績優秀な学生に対する「同朋大学共育後援会奨学金」「同朋大学同窓会奨学
金」をはじめとして、家計が急変した学生や障がいのある学生への「同朋大学共
育後援会特別奨学金」「学修支援奨学金」「障害学生奨学金」「東本願寺奨学
金」を整備し、学生への経済的支援を積極的に行っていることは高く評価でき
る。

2-6.学生の意
見・要望への対
応

学生・教員・職員で構成される三者協議会を制度化して、大学の教育・研究・運
営全般について意見交換・協議を行って大学運営の改善に努めている点は評価で
きる。

5-1.経営の規律
と誠実性

耐震化、バリアフリー化を実施した法人の建物が、防災拠点として避難所に指定
されており、名古屋市の防災備蓄物資の保管管理を担い、地域防災に貢献してい
る点は評価できる。

5-5.会計 監事、監査法人、内部監査室で構成される「監査連絡会」が内規に基づき実施さ
れ、情報交換が活発に行われている点は評価できる。

1-2.使命・目的
及び教育目的の
反映

建学の精神、使命・目的及び教育目的を総括する研究機関として、平成28(2016)
年4月に創設された「新長崎学研究センター」における新たな大学の進化に向け
た取組みは評価できる。

2-4.学生サービ
ス

建学の精神及び外国語学部という特長を生かした課外活動として、学生がボラン
ティアで、各種イベントでの通訳や、毎年開催される平和祈念式典で海外からの
賓客のアテンドの業務等を行っていることは評価できる。

6-2.内部質保証
のための自己点
検・評価

大学は毎年度自己点検・評価を行い、その結果を次年度の事業計画及び予算策定
などに反映させている仕組みは評価できる。

6-3.内部質保証
の機能性

三つのポリシーに基づく教育の質保証に関わる具体的な項目について、三つの階
層（大学全体・学位プログラム・授業科目）ごとに、アセスメント及び点検・評
価を行い、その結果を教育の改善に反映するなど、教育の内部質保証が機能して
いることは評価できる。

1-2.使命・目的
及び教育目的の
反映

使命・目的及び教育目的について、分かりやすく解説した小冊子を作成し、初年
次教育の中で理事長が学生に説明するなどして、周知に努めていることは評価で
きる。

1-2.使命・目的
及び教育目的の
反映

数的処理能力の向上を目指す教育を推進するために「基礎教育センター」を設置
し、「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度」の認定大学になっ
ていることは評価できる。

2-3.キャリア支
援

企業ニーズ調査、業界団体との交流などを通して、積極的に求人開拓の努力を
行っていることは評価できる。

2-4.学生サービ
ス

調理実習・栄養指導などを行う「學メシプロジェクト」は学生の健康支援の一助
となっている点は評価できる。

2-5.学修環境の
整備

図書館施設及びその蔵書数、博物館施設、版木資料の閲覧検索システム等の整備
を進め有効に活用している点は、評価できる。

新潟国際情報大
学

日本高等教育評
価機構

4-3.職員の研修 コロナ禍にあっても、「新潟SKYプロジェクト」の企画でオンラインによりウィ
ズコロナに関するセミナーを実施し、時宜を得た内容の研修を行った点は評価で
きる。

2-2.学修支援 教職員の協働作業による学生の週単位の欠席調査を教員間で情報共有をすること
により、早期に適切な履修指導を行い、休退学者数の減少につなげている点は評
価できる。

3-3.学修成果の
点検・評価

授業科目のGP(Grade Point)分布を学務システム「Active Portal」にて教職員、
学生に公表し、成績の公平性を確保するとともに学修成果の点検・評価に役立て
ている点は評価できる。

4-4.研究支援 学長査定特別教育研究事業では、従来からの部門である重点教育、重点研究、課
外科学技術活動、地域志向、SDGsに加えて、新たに「カーボンニュートラル推進
部門」を設け、大学の目的及び教育目標に即した研究活動を推進していることは
評価できる。

長崎外国語大学 日本高等教育評
価機構

同朋大学 日本高等教育評
価機構

東京工科大学 日本高等教育評
価機構

西日本工業大学 日本高等教育評
価機構

奈良大学 日本高等教育評
価機構

名古屋文理大学 日本高等教育評
価機構
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1-1.使命・目的
及び教育目的の
設定

明治40(1907)年の建学以来、長きにわたる伝統を継承しつつ、学部や研究科の名
称を変更し、教育目標を時代の変化に対応すべく努力している点は評価できる。

2-2.学修支援 両歯学研究科において、学位の質や研究力を担保するために、研究中間発表会や
「English学内発表会」を実施していることは評価できる。

2-3.キャリア支
援

生命歯学研究科において、知的所有権の重要性についての指導を実施しているこ
とは評価できる。

2-4.学生サービ
ス

学生相談室において、臨床心理士による予約制のカウンセリング体制を整備して
いることは評価できる。

2-5.学修環境の
整備

生命歯学部においては、本館エントランスに防災センターがあり、24時間常駐体
制による警備員の巡視が行われ、建物内外にある防犯カメラにより学内の安全性
確保が図られていることは評価できる。

2-5.学修環境の
整備

生命歯学部において、附属病院に歯科医師に必要な技術や救急救命の実習ができ
るスキルラボ室を設けていることは評価できる。

3-2.教育課程及
び教授方法

病院実習と並行して生命歯学部では「口腔リハビリテーション多摩クリニッ
ク」、新潟生命歯学部では「訪問歯科口腔ケア科」や「在宅ケア新潟クリニッ
ク」などを活用し、訪問歯科診療や口腔リハビリテーション、食育を実践から学
ばせていることは評価できる。

4-2.教員の配
置・職能開発等

精緻な教員評価要項を制定し、またその教員評価の結果を「ベストレクチャー
賞」や「ベストティーチャー賞」といった表彰制度や賞与・昇任審査などの待
遇・人事に活用していることは、評価できる。

4-4.研究支援 研究活動のため、研究設備の整備のほか研究倫理等の各種講習会の実施など、十
分な支援が行われていることは評価できる。

2-4.学生サービ
ス

「留学生サポーター」「入学生サポーター（Buchiサポーター）」「図書館サ
ポーター」という学生が学生をサポートする体制が整えられており、学生からも
高評を得ている点は評価できる。

4-3.職員の研修 「梅光学院教職員奨学金規程」を定め、教職員の業務知識・技術の修得に対して
奨学金による援助を実施している点は評価できる。

2-1.学生の受入
れ

「推薦系」に学力試験を課し、「試験系」に面接試験を課すという入試方法を採
用しており、入学者の学力をより正確に把握することで、画一的ではない入学前
教育の実施や入学後のきめ細かなリメディアル教育の実施につながっている点は
評価できる。

2-2.学修支援 「入学前相談書」制度に基づいて、健康に不安のある学生、サポートを要する学
生に対応する「チーム支援会議」が、教員、職員のみならず臨床心理士、看護師
を含めて構成され、学修支援を実施している点は評価できる。

2-3.キャリア支
援

カリキュラムの中に、ビューティビジネス専門職大学院としての特色が表れた
キャリア支援科目を用意するなど、キャリア支援の体制が充実している点は評価
できる。

3-2.教育課程及
び教授方法

法人の関連企業がビューティビジネスを経営していることを生かし、化粧品会
社・工場、サロンへの訪問、経営に携わる立場の役職者によるレクチャーなど、
ビューティビジネスに関しての実践的な教育を行っている点は高く評価できる。

1-1.使命・目的
及び教育目的の
設定

文部科学省の大学教育再生加速プログラムに採択され、6年間にわたり、アク
ティブ・ラーニングの推進及び学修成果の可視化に真摯に取組み、「大学教育再
生加速プログラム委員会」による事後評価においても、成果が認められた点は評
価できる。

2-3.キャリア支
援

「JOB HUNTING GUIDE」は、就職活動に関する情報が網羅されており、優れた
キャリア支援ツールであることは評価できる。

3-1.単位認定、
卒業認定、修了
認定

各学科・コースのディプロマ・ポリシーについて更に具体的な目標（ディプロ
マ・サプリメント項目）を示した上で、卒業時点で「ディプロマ・サプリメン
ト」を配付し、個々の学修成果を把握できるようにしている点は評価できる。

4-3.職員の研修 自己啓発研修補助により職員の資格取得、自己研さんに資するための補助金制度
を設け、自己啓発を推奨している点は評価できる。

1-1.使命・目的
及び教育目的の
設定

平成28(2016)年11月に文部科学省の私立大学研究ブランディング事業において、
「地域共生のための対人援助システムの構築と効果に関する検証」が選定され
「広島文化学園対人援助研究センター」を設置し対人援助を中核とした教育・研
究を推進するなど教育方針の実質化、浸透、向上のための実践は評価できる。

2-2.学修支援 学生とのコミュニケーションを重視してチューター制等の仕組みを整備し、入学
時から卒業まで一貫した学修支援を行っている点は評価できる。

梅光学院大学 日本高等教育評
価機構

日本歯科大学 日本高等教育評
価機構

広島文化学園大
学

日本高等教育評
価機構

比治山大学 日本高等教育評
価機構

ハリウッド大学院
大学

日本高等教育評
価機構

函館大学 日本高等教育評
価機構
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3-2.教育課程及
び教授方法

主体的・能動的・協働的な学びであるアクティブ・ラーニングを教育方法の改革
として推進し、その実績を報告書としてまとめていることは評価できる。

3-3.学修成果の
点検・評価

入学時から学生が卒業後のなりたい自分（夢）を設定し、その実現に向けた目標
を立て、学生自身が自己点検と評価を行う「HBG夢カルテ」を学修成果の点検・
評価結果のフィードバックとして導入し、チューターによる適切な指導と評価に
活用されていることは評価できる。

4-3.職員の研修 FD・SD研修は、4キャンパスの全職員参加による集合研修が計画的に行われ、ま
た、部門別・職階別など多岐にわたる研修を積極的かつ継続して行われている点
は評価できる。

5-1.経営の規律
と誠実性

中期経営計画の進捗について大学・短期大学協議会で計画内容や目標数値の検証
を行い、当該経営計画の年度改訂版の作成に反映させるなど、継続的な努力を
図っていることは評価できる。

6-2.内部質保証
のための自己点
検・評価

IR推進センターは、内部質保証を中核とした情報の収集、調査・分析を組織的に
行い、各種データの一元管理を推進し、教学と経営に関する政策形成、実際の改
革・改善行動の具現化に寄与している点は評価できる。

2-2.学修支援 在学中の学びの記録ファイルとなる「学修の記録」は、学生が4年間の学修計画
を立て、その進展状況を自ら確認・評価することができる取組みであり評価でき
る。

2-3.キャリア支
援

全学的なキャリア支援体制として、1年次から大学独自の進路支援「びわ学キャ
リア塾」を実施し、学生一人ひとりの進路希望に合わせたキャリア支援を組織
的・計画的に実施していることは評価できる。

4-2.教員の配
置・職能開発等

「教育研究活動自己目標設定報告書」「教育研究活動等の業績申告票」及び「教
育研究活動等自己評価報告書」により、教員評価を実施し、学長が全教員の年間
実績を評価して、教授会で総評を述べている点は、高く評価できる。

4-3.職員の研修 大学におけるIR機能の充実のため、職員二人に養成講座を受講させ、
IRer(Institutional Researcher)の資格を取得させたことは評価できる。

4-4.研究支援 具体的な研究倫理及び研究に関し遵守すべき事柄に関する研修の取組みとして、
年1回コンプライアンス研修会を実施し、原則として全教職員に出席を求めた上
で、事後に「理解度チェック」と「誓約書」の提出を求めていることは評価でき
る。

5-2.理事会の機
能

理事会議事録は、議題に対する説明の内容が詳細に記載され、法人の使命・目的
の達成に向けた意思決定が明確にできていることが確認できる点は評価できる。

6-2.内部質保証
のための自己点
検・評価

アセスメント・ポリシーに基づく自己点検・評価を機能的に実施、IRデータ集を
策定し有益な教育情報として学内外に公開している点は、高く評価できる。

2-2.学修支援 教職協働による中途退学や休学、留年等への対応について、「四者面談」を通じ
ての相談や助言等による、きめ細かい指導による真摯な取組みが行われている点
は高く評価できる。

2-5.学修環境の
整備

大規模で設備の充実したスポーツセンターは、学生の健康・学修環境の維持に大
きく貢献しているほか、外部利用者を広く受入れることにより地域社会との連携
にも役立っている点は評価できる。

6-3.内部質保証
の機能性

IRセンター等による幅広い調査・分析を生かし、自己点検・評価委員会が内部質
保証のための具体策を推進し、改善・向上策を中期計画の次年度計画に反映させ
るなど、内部質保証のPDCAサイクルを有機的かつ効果的に回している点は高く評
価できる。

1-2.使命・目的
及び教育目的の
反映

「北陸大学証」を定め、大学の使命・目的等を含む教職員の行動規範を広く学内
外に宣言することで教職員の意識を高め、かつ大学の改革・改善につなげている
点は評価できる。

2-3.キャリア支
援

経済経営学部及び国際コミュニケーション学部の留学生の大学院進学を積極的に
支援するため、進路支援課と進路支援委員会が多様な取組みを実施するほか、ゼ
ミの担当教員も支援を行っており、多くの進学希望者が大学院に進学している点
は評価できる。

2-4.学生サービ
ス

大学独自の各種奨学金制度を設け、留学生を含む多くの学生に対して積極的な経
済的支援策を講じている点は評価できる。

3-2.教育課程及
び教授方法

アクティブ・ラーニングに関して、従来型の少人数のグループワークに加え、大
人数の授業においても双方向性のある取組みが多くの授業で行われていることは
評価できる。

びわこ学院大学 日本高等教育評
価機構

広島文化学園大
学

日本高等教育評
価機構

北陸大学 日本高等教育評
価機構

富士大学 日本高等教育評
価機構

福山平成大学 日本高等教育評
価機構
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3-3.学修成果の
点検・評価

「北陸大学アセスメント・ポリシー」に基づき、薬剤師会等医療系外郭団体及び
青年会議所による外部評価を含めた学修成果の点検・評価システムが構築され、
機能している点は評価できる。

4-3.職員の研修 SDの取組みの一つとして、「FDer（ファカルティ・ディベロッパー）」及び「SD
コーディネーター」の育成を実施し、SD活動の活性化につなげている点は評価で
きる。

5-1.経営の規律
と誠実性

中期計画に重要目標達成指標及び重要業績評価指標を取入れ、進捗管理及び検証
を組織的に行っていることは評価できる。

6-2.内部質保証
のための自己点
検・評価

各学部又は部局等に分散する教学関係の各種データを集計、集約、可視化した
「分権型教学IRデータ分析環境」を構築し、教職協働で分析するなど、共同利用
可能な環境を整備している点は評価できる。

6-3.内部質保証
の機能性

中期計画に重要目標達成指標及び重要業績評価指標を設定するなど、客観的指標
に基づく内部質保証のためのPDCAサイクルの仕組みを確立し、大学運営又は教育
の改善・向上に一定の成果を挙げている点は評価できる。

1-2.使命・目的
及び教育目的の
反映

「北海学園大学コミュニケーションマーク」という独自のブランドマークを制定
し、使用ルールを設けない、自由で創造的な活用を通して、大学の個性や特色を
統一的に社会にアピールしていることは評価できる。

2-3.キャリア支
援

キャリア支援センター職員が北海道商工会議所連合会と連携し、企業側の受入れ
体制など、具体的な情報について意見交換を実施していることは評価できる。

3-2.教育課程及
び教授方法

建学の精神に基づく教育目的を達成するために、「北海道学」「開発研究所特別
講義」など、地域に根差した多様な講義を開講していることは評価できる。

4-3.職員の研修 学校法人北海学園と国立大学法人小樽商科大学との職員交流研修は、設置形態の
枠を超えて広く大学業務に関して研修するものであり、大学出版会に関する意見
交換によって「北海学園大学出版会」の立上げを行った実績を含め評価できる。

4-4.研究支援 研究費は職位に区別なく同額を配分し、予算執行に対し流動的な使用基準は、研
究設備の充実や研究領域の拡大など若手研究者にとって有効であり評価できる。

4-4.研究支援 開発研究所は、「地域に貢献するシンクタンク的機能」「開発資料センターとし
ての機能」「国際的共同研究機能」を有し、現在に至るまで地域の経済開発・社
会開発の中心として重要な役割を担っていることは評価できる。

5-1.経営の規律
と誠実性

北海道地方に本社を置く会社の責任者に就く卒業生が多く、また、公務員を多数
輩出する大学として認知されていることは評価できる。

2-4.学生サービ
ス

食生活の改善に力を入れ、食堂メニューや施設環境の改善、複数食堂業者の採用
による競争、単身生活学生の朝食支援などを学生父母の会である「親交会」及び
「学生医療互助会」からの支援を受けて行っていることは評価できる。

4-3.職員の研修 新人職員育成計画書などにより、新人職員の教育の道筋を適切に位置付け、特に
新人職員が採用後6か月間のフォローアップ研修を経て、役員の前でプレゼン
テーションをする取組みは、新人職員の目的意識を明確にするものとして評価で
きる。

6-2.内部質保証
のための自己点
検・評価

大学組織規程に規定する「Double PDCA Cyclic Loops」は、大学の自己点検・評
価に有効な取組みとして評価できる。

1-2.使命・目的
及び教育目的の
反映

使命・目的及び教育目的などを学長による学内関係者への説明、ホームページ、
シラバス、学生便覧、各種資料の配付などにより学内外へ周知を徹底する姿勢は
評価できる。

2-4.学生サービ
ス

返還義務のない独自の奨学金制度を設けており、令和3(2021)年度に対象・給付
額・採用数等大幅に拡充したことは評価できる。

2-5.学修環境の
整備

音響に優れた複数のコンサートホール、リハーサルホールを有しており、最適な
音響を考慮したレッスン室が設置されていることは、音楽大学の学修環境として
優れており、学生の学修成果及び意欲向上に資する点は高く評価できる。

2-5.学修環境の
整備

「楽器ミュージアム」は、学芸員課程実習施設のみならず、希少な楽器や資料の
保全の観点からも文化的・歴史的価値が大きく、一般社会にも門戸を開いている
ことから社会貢献においても優れた施設である点は高く評価できる。

5-1.経営の規律
と誠実性

江古田キャンパスは、最新の設備をそろえ、衛生面、環境保全、防災・災害対策
などの安全配慮や危機管理において優れており評価できる。

北海道科学大学 日本高等教育評
価機構

北海学園大学 日本高等教育評
価機構

北陸大学 日本高等教育評
価機構

武蔵野音楽大学 日本高等教育評
価機構
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2-3.キャリア支
援

認定動物看護師資格取得のための学生対策委員を選出し、学生の主体的活動を通
した受験対策によって、高い合格率を維持していることは評価できる。

3-2.教育課程及
び教授方法

一般家庭で飼育されている多種多様な犬種を登録し、これらの犬種を対象として
実習を行う「モデル犬制度」は大学の特色を生かした教育方法及び社会貢献活動
の一環として評価できる。

1-2.使命・目的
及び教育目的の
反映

「Reitaku University Vision 2035」を策定し、使命・目的及び教育目的実現の
ための数値目標を設定するなど、中長期計画に反映させていることは評価でき
る。

2-2.学修支援 大学の出席管理システムなどと連動した学生の学修活動の把握に基づき、欠席し
がちな学生の情報を早期に収集し、教職員で共有することにより、学修指導や履
修指導において、素早く細やかな対応が行われていることは評価できる。

2-3.キャリア支
援

「全員面談」や担任制度など学生一人ひとりに対応するシステムを基礎として
キャリアに対する積極的な取組みを涵養するための全学的な運営が行われている
ことは評価できる。

2-4.学生サービ
ス

1年次からのカリキュラムで提供されるPBLでの「自主企画ゼミナール」などから
発生する課外自主活動団体に対して「社会問題解決プロジェクト」という運動
部、文化部に加えた新しいカテゴリーを創設し、活動団体の学友会組織への参加
を勧め課外活動の活性化を図るともに、課外活動として支援していることは評価
できる。

2-5.学修環境の
整備

授業以外でも英語の能力が磨けるよう、校舎「あすなろ」に「iFloor」が設置さ
れ、「CEC」に英語を母語とするスタッフが常駐し、気軽に英語を楽しみながら
英語の実力を身に付ける場が提供され、授業以外の場で学生の語学コミュニケー
ション能力の向上が図られていることは評価できる。

3-2.教育課程及
び教授方法

学生が自ら学びたいテーマを設定し､指導を受ける教員を選び､その助言を受けな
がら計画を立てて学修を進めていくという「自主企画ゼミナール」は、学生の自
主的・主体的学修を促進する仕組みとしてのみならず、中にはカンボジアやフィ
リピン、ネパール社会についての学修から、現地での支援プロジェクトにまで発
展しているものもあり、その内容、実績を含めて高く評価できる。

5-5.会計 平成30(2018)年に会計システムにペーパーレス化機能を追加し、より効率的な会
計処理が実施されるようになり、コスト削減に貢献していることは評価できる。

1 年次から4 年次にかけて4 学科横断型で段階的にチーム医療を学ぶIPE コース
（Inter-Professional Education course）を設定し、多職種連携教育に取り組
むことで、チーム医療が実践できる人材の育成を行っている。

多様なシミュレータを備え、医療現場の様々な場面を再現可能なシミュレーショ
ン教育実習室「あいらぼ」において、体験を通して学習するシミュレーション教
育を実践している。「あいらぼ」は学生のみならず付属病院の教職員や卒業生、
地域の医療従事者、保健・福祉・介護従事者の利用を可能としており、県内の医
療専門職者の専門的技能の向上に寄与している。

金沢市立病院とプロジェクト参加学生による地域連携の取組みであるホスピタリ
ティアート・プロジェクトや、学生の部活動であるメガネ部が福井県眼鏡協会と
産学連携して行うメガネフレ－ムのデザイン研究等、教育課程を通じて身に付け
た学びを実践させる活動を長期にわたり支援し、大学として地域連携・産学連携
を推進している。

大学憲章に掲げる「工芸美術の継承発展と、地域の文化と産業の振興」を目的と
して、1972年に設置された美術工芸研究所は、2009年から金沢市との共同事業
「平成の百工比照収集作成事業」の取組み等を通じて、全国に息づく工芸に関わ
る技法・工程見本、道具、材料、製品見本等、約6000点を収集し、資料の保存と
公開、教育利用の活用の整備等の研究活動を展開している。

京都市を中心とした企業や篤志家による「未来の芸術家支援のれん百人衆」の寄
付金を財源に、展覧会、演奏等の学生の自主的・実践的な活動を支援すること
で、将来の活動につながる学生の創造性・発信力を伸ばす機会を増やすととも
に、「成果報告会」を実施し取組みの成果を地域へ還元する取組みとなってい
る。

京都に根差す芸術大学として、祇園祭の鷹山復興デザイン制作や京都市交響楽団
との合同演奏等を通じて地域社会との連携を図り、教育研究成果について広く市
民への還元に努めている。

学生の学習指導や生活、進路等について細やかな指導・支援を行う「アドバイ
ザー教員制度」を開学当初から運用している。

麗澤大学 日本高等教育評
価機構

ヤマザキ動物看
護大学

日本高等教育評
価機構

茨城県立医療大
学

大学教育質保
証・評価セン
ター

金沢美術工芸大
学

大学教育質保
証・評価セン
ター

京都市立芸術大
学

大学教育質保
証・評価セン
ター

新潟県立大学 大学教育質保
証・評価セン
ター
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2013 年度に設立した外国語教育センターを中心に、大学の基本理念である「国
際性の涵養」を実現している。英語教育については、高い英語活用能力の修得を
目的とした全学的な英語教育プログラムであるACE
（Academic Communicative English）を中心に展開している。さらに、前身の県
立新潟女子短期大学から継続してロシア・中国・韓国の東アジアに特化した言語
教育に取り組むなど、「国際性」を備える専門人材の育成に努めている。

大学の基本方針である「横浜から世界へ羽ばたく人材育成」の実現に向けて、授
業をすべて英語で行うプラクティカル･イングリッシュを全学必修の教養科目と
して開講し、さらに各分野の専門性にあわせたアドバンスト・プラクティカル・
イングリッシュを複数科目開講するなど、国際水準の英語能力修得のためのカリ
キュラムを構築している。また、プラクティカル･イングリッシュ・センターで
は個別カウンセリングや、講師陣と英会話ができるコミュニケーション・アワー
等のサービスを提供するなど、学生の学びを支援している。

デ－タサイエンス学部・デ－タサイエンス研究科の設置や、共通教養科目として
の「課題探究科目（デ－タサイエンス・リテラシ－）」の複数クラス開講等によ
る、新たな社会的価値を創造する人材育成を目標にした全学的デ－タサイエンス
教育、さらには、文部科学省公募事業に採択された「文理融合・実課題解決型デ
－タサイエンティスト育成」事業における、社会の第一線で活躍出来るデ－タサ
イエンティストの育成を目標としたプログラムの実施等、学内外の学生や社会人
に対するデ－タサイエンス教育を展開している。

学士課程の入学者選抜において、一般選抜のほかに、総合型選抜や国際バカロレ
ア特別選抜、科学オリンピック特別選抜等の多様な選抜制度を整備し、多面的な
評価方法での選抜を実施している。

２．短期大学

名　称 評価機関 テーマ 優れた取組

学生支援 付置施設として「ラーニングサポートセンター」を置き、併設している中学校・
高等学校の教諭経験者や日本語教師が日本人学生や留学生に対して補習教育を
行っている。例えば、資格取得や学科での学習に必要な科目を高等学校で選択し
ていなかった学生に対しては、該当科目の個別指導を行っている。さらに、高等
学校までの科目の基礎講座、就職試験講座、併設大学への編入試験対策講座、留
学生に対する日本語の勉強会・交流会等も行っている。短期大学部学生の「ラー
ニングサポートセンター」利用者数は近年増加傾向にあり、アンケート調査から
も利用した学生から高い満足を得ていることが明らかである。このように、
「ラーニングサポートセンター」を通じてきめ細かで多様な学習支援を行ってい
る点は、優れた取り組みとして評価できる。

社会連携・社会
貢献

学生が主体的に企画・運営する選考型地域貢献活動「Ｎプロジェクト」は、学科
の特性を生かし、地域の子ども達に対し演劇を上演するなど、多様な取り組みを
行っている。学生が自ら企画・運営に携わることにより「Ｎプロジェクト」を通
じて、学生が主体性やチームワーク、社会人基礎力を身につけることが可能と
なっているほか、地域活動の重要性を体感する場となっている。また、この取り
組みは「理念に沿った目的実現のための方針」に記載されている社会連携・社会
貢献に関する方針に沿っていることから、評価できる。

大学基準協会 学生支援 学生自身が発案したプロジェクトを実践することを通じて、大学全体の教育理念
である「自主創造」の３つの構成要素を高めるとともに、学部間交流を通じて多
様性に対する気づきを与え、更に専門科目の学習を深化させることを目的とした
「自主創造プロジェクト」を創設している。日本大学の全学生が参画でき補助金
を獲得できる採択型プロジェクトであり、2019（令和元）年度には、短期大学部
の学生が代表を務めるプロジェクトも採択されているほか、短期大学部と大学の
学部学生との交流が生まれたり、講義で学んだ技術をプロジェクトで実践したり
している。同プロジェクトは、大学が目指す「アウトカム基盤型教育」の実現に
向けた取り組みとして、今後の成果も期待できることから、評価できる。

大学基準協会 学生支援 学生からの相談等への対応に資するため「インテーカー制度」を設け、講習を修
了した教職員を、初級カウンセラーとしての「日本大学インテーカー」に認定し
ている。大学におけるカウンセリングが一般的に普及する以前の1973（昭和48）
年度に制度を開始し、これまでに多数の教職員をインテーカーとして認定してい
る。認定された教職員は相談者の第一次窓口として「学生支援室」で相談にあた
るほか、日常的な学生支援につなげており、評価できる。

日本高等教育評
価機構

2-4.学生サービ
ス

「遠隔地出身者支援給付奨学金」をはじめとする短期大学独自の給付奨学金、授
業料減免、助成金など、多様な奨学金・支援制度が設定されており、学生の学修
機会拡充につながっていることは評価できる。

中村学園大学短
期大学部

大学基準協会

横浜市立大学 大学教育質保
証・評価セン
ター

新潟県立大学 大学教育質保
証・評価セン
ター

日本大学短期大
学部

大阪音楽大学短
期大学部
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日本高等教育評
価機構

2-5.学修環境の
整備

音楽短期大学として教育研究目的を達成するための施設が充実しており、学修成
果の発表や実践的な学びの場、社会連携活動の一環として公開講座や公演などが
開催できる場としても機能していることは、評価できる。

日本高等教育評
価機構

1-1.使命・目的
及び教育目的の
設定

時代の急激な変化と社会の変貌に伴い、具体的な女性の育成像を見直すため、平
成20(2008)年の創立100周年、平成30(2018)年の創立110周年を機に、建学の精神
を継承しながらも、短期大学の使命及び教育目標を機動的に見直している点は評
価できる。

日本高等教育評
価機構

1-2.使命・目的
及び教育目的の
反映

理事長の諮問機関である将来展開委員会が中心となり、使命・教育目標の見直し
を含む中期計画策定の検討過程において、中堅・若手の教職員が中心的役割を担
い、その進行状況については、教職員で情報の共有を行うなど、使命・目的及び
教育目標の策定などに教職員が積極的に関与・参画している点は、評価できる。

日本高等教育評
価機構

2-3.キャリア支
援

産業構造や社会構造の変化に対応し、ビジネス社会、地域社会、家庭で活躍して
いく女性のために、全学科の学生や卒業生をはじめとする社会人女性を対象とし
た正課外講座「大妻マネジメントアカデミー(OMA)」を開講している点は高く評
価できる。

日本高等教育評
価機構

5-1.経営の規律
と誠実性

「学校法人大妻学院危機管理規程」に基づき作成された「危機管理マニュアル」
等は危機レベル別にまとめられるなど、さまざまな工夫がなされており、危機管
理広報についてトレーニングを実施するなど、実効性を高めている点は評価でき
る。

日本高等教育評
価機構

6-2.内部質保証
のための自己点
検・評価

IR活動の結果、学内教職員サイトにIRに関して、アンケートの報告書やファクト
ブック等を掲載し、法人や短期大学が置かれている現状の把握や改善活動に生か
している点は評価できる。

日本高等教育評
価機構

1-1.使命・目的
及び教育目的の
設定

必修科目「建学の精神」「建学の精神実践講座」が、現代の女性の生き方につい
て主体的に考え、教養を高めることが可能な内容となっている点は、評価でき
る。

日本高等教育評
価機構

1-1.使命・目的
及び教育目的の
設定

学びの文化として、授業の開始時・終了時、登校時・下校時に全教職員及び学生
が「一礼の姿勢」をとる慣わしになっていることは、評価できる。

日本高等教育評
価機構

2-3.キャリア支
援

「Career Guidebook」に「障害のある学生の就職活動」という項目を設け、就職
活動の進め方に関する情報を広く公開するとともに、教職員が連携して障がい種
別・状況に応じた個別支援を実施している点は評価できる。

日本高等教育評
価機構

2-5.学修環境の
整備

「英語①」「英語②」「英語コミュニケーション①」「英語コミュニケーション
②」において、教育効果を上げるために少人数で授業を実施していることは評価
できる。

日本高等教育評
価機構

3-1.単位認定、
卒業認定、修了
認定

「非常勤講師懇談会」を実施し、教育方法を共有するだけでなく、ディプロマ・
ポリシーとカリキュラム・ポリシーについても直接説明する機会を設けること
で、教育の質を保つ工夫を行っている点は評価できる。

日本高等教育評
価機構

3-3.学修成果の
点検・評価

アセスメントプランの評価指標として活用するため、「学修環境・行動調査」を
毎年実施し、詳細な分析結果を学科にフィードバックして教育の改善に具体的に
つなげている点は評価できる。

日本高等教育評
価機構

4-1.教学マネジ
メントの機能性

調査・企画部門として学事調査研究センター教育調査企画室が置かれ、IR業務等
により教学マネジメントにおける学長の時宜に応じた適切な判断の補佐がされて
いることは評価できる。

日本高等教育評
価機構

4-2.教員の配
置・職能開発等

FDの取組みとして、専任教員を2、3人ずつのグループに分け、授業参観及び意見
交換などの「ピアレビュー」を行い、授業方法の相互改善へとつなげていること
は評価できる。

日本高等教育評
価機構

4-3.職員の研修 「階層別研修」「高等教育研修」「ビジネススキル研修」「コンプライアンス・
危機管理研修」「業務別研修」「全学業務研修」「プロジェクト研修」「出向研
修」など、さまざまな区分においてそれぞれ豊富な研修プログラムを実施してお
り、手厚い研修制度が整備されていることは評価できる。

日本高等教育評
価機構

4-4.研究支援 研究費の適正な執行のために整備・公表されている「研究費執行マニュアル」
が、予算管理や申請手続、購入物品の管理・保管・廃棄、検収方法等、旅費、証
ひょう書類、FAQ等に至るまで詳細に解説されたものになっている点は評価でき
る。

日本高等教育評
価機構

2-1.学生の受入
れ

コロナ禍のオンライン実技試験に向けて、オンライン用の入学者選抜要項を作
成・周知し、作業部会の設置に加え、所管の保健所の指導、事前のシミュレー
ションを行うなど、感染防止への丁寧な対応は高く評価できる。

日本高等教育評
価機構

2-2.学修支援 シニア世代を対象とした「音楽と社会コース」を開設していることは、国の生涯
学習振興政策、将来の少子化対策の両面から評価できる。

大阪音楽大学短
期大学部

大妻女子大学短
期大学部

鎌倉女子大学短
期大学部

昭和音楽大学短
期大学部
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日本高等教育評
価機構

2-4.学生サービ
ス

短期大学と卒業生組織が補助し、学生食堂で100円朝食と200円夕食を提供してい
る。学生の満足度も高く、経済的支援・食育・栄養管理の各方面に効果のある優
れた取組みと評価できる。

日本高等教育評
価機構

2-5.学修環境の
整備

図書館において、ポイント制度を導入したことで、図書館利用者の拡大・延滞の
減少など効果を上げていることは評価できる。

日本高等教育評
価機構

1-1.使命・目的
及び教育目的の
設定

文部科学省の大学教育再生加速プログラムに採択され、6年間にわたり、アク
ティブ・ラーニングの推進及び学修成果の可視化に真摯に取組み、「大学教育再
生加速プログラム委員会」による事後評価においても、成果が認められた点は評
価できる。

日本高等教育評
価機構

2-3.キャリア支
援

「JOB HUNTING GUIDE」は、就職活動に関する情報が網羅されており、優れた
キャリア支援ツールであることは評価できる。

日本高等教育評
価機構

4-3.職員の研修 自己啓発研修補助により職員の資格取得、自己研さんに資するための補助金制度
を設け、自己啓発を推奨している点は評価できる。

日本高等教育評
価機構

2-1.学生の受入
れ

児童福祉学コースの総合型選抜(AO)において、小論文と個人面談で選考する「通
常方式」に加え、「びわ学ピアノグレード検定」のグレードを点数化し利用でき
る「実技重視方式」を追加したことは、系列校以外の学生募集にもつながる取組
みであり評価できる。

日本高等教育評
価機構

2-2.学修支援 ジェネリックスキル測定テストなどの客観的評価と「学修の記録」などの主観的
な評価をもとに個別指導を実施している点は、学生の意欲を引出すことにつな
がっており、評価できる。

日本高等教育評
価機構

2-3.キャリア支
援

地域にある事業所や企業と連携し、社会資源を活用しながら体験的な学修の場を
設け、学生に対し将来をイメージすることや職業選択しやすい環境を整備してい
ることは評価できる。

日本高等教育評
価機構

3-3.学修成果の
点検・評価

卒業時のディプロマ・ポリシーの「達成度シート」の配付に当たり、ゼミ担当教
員が個別に声がけをして学生とともに振返りを行う仕組みは評価できる。

日本高等教育評
価機構

4-2.教員の配
置・職能開発等

「教育研究活動自己目標設定報告書」「教育研究活動等の業績申告票」及び「教
育研究活動等自己評価報告書」により、教員評価を実施し、学長が全教員の年間
実績を評価して、教授会で総評を述べている点は、高く評価できる。

日本高等教育評
価機構

4-4.研究支援 具体的な研究倫理及び研究に関し遵守すべき事柄に関する研修の取組みとして、
年1回コンプライアンス研修会を実施し、原則として全教職員に出席を求めた上
で、事後に「理解度チェック」と「誓約書」の提出を求めていることは評価でき
る。

北陸学院大学短
期大学部

日本高等教育評
価機構

3-2.教育課程及
び教授方法

シラバスの作成に当たっては、毎年度「授業要目（シラバス）作成に関するお願
い＜専任教員＞＜非常勤講師用＞」を作成し、記述要件を満たした体系的なシラ
バスになっているかについて、FD部会が教育方針に基づき詳細に確認している点
は評価できる。

建学の精神と教
育の効果

○「旭川大学生涯学習エクステンションカレッジ事業」や各学科・専攻課程のリ
カレント事業、ゼミナールのボランティア活動など地域・社会に向けた取組みが
多岐にわたり行われており、これらの活動は学生にとって地域の方々と親睦や実
践的な学びを深める場となっている。

教育課程と学生
支援

○学修ポートフォリオにより、学生は学習や生活面について客観的に振り返るこ
とができる。また、ゼミナール担当教員は、学修ポートフォリオを踏まえた面談
を学生と行い、学生個々人に対して細やかな指導・支援を行っている。

教育課程と学生
支援

○ジェネリックスキル（社会人基礎力）テストは、学生にとって自己を理解する
ための有効な資料となっている。また、その結果を踏まえて、ゼミナール担当教
員やキャリア支援課の職員など就職職活動の指導・支援が手厚く行われ、学生も
安心して就職活動に取り組めている。

建学の精神と教
育の効果

○「OOJCオープンカレッジ」、「帯広サテライト教室あおぞら」などの生涯学
習プログラム、コンサートや映画上映会などの生涯学習事業等、幅広い層に向け
た取組みによって地域に貢献している。学生サークルによる児童福祉施設や高齢
者施設での人形劇やトーンチャイム演奏等、学生の自主的な取組みも盛んに行わ
れている。

建学の精神と教
育の効果

○学習成果を焦点とする査定をまとめた「2020（令和2）年度学習成果アセスメ
ント報告集」は、教育課程に沿った評価や、学外の社会貢献活動、企業や卒業生
アンケートなどの幅広い評価の他、学科・専攻課程ごとの特性に応じた評価項目
を設けて、詳細に分析されており、学習成果の現状と課題の明確化に資するもの
である。

旭川大学短期大
学部

大学・短期大学
基準協会

帯広大谷短期大
学

大学・短期大学
基準協会

びわこ学院大学
短期大学部

昭和音楽大学短
期大学部

比治山大学短期
大学部
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建学の精神と教
育の効果

○本協会による内部質保証ルーブリックにおいて一定のレベルを満たし、全教職
員が内部質保証に取り組んでいる。

教育課程と学生
支援

○建学の精神を学ぶために理事長自らが授業科目を担当する「人間学」は、入学
者の建学の精神の理解を促進するだけではなく、建学の精神に基づく教育理念や
教育目的、卒業認定・学位授与の方針等の基本的な理解のために大きな役割を果
たしている。また地域と密接に結びついた「とかちと食」をはじめとする特色あ
る専門教育科目の開講など、充実した教育課程となっている。

教育課程と学生
支援

○ボランティア活動が非常に積極的に行われており、地域・社会に貢献してい
る。活発に社会的活動を行っていたボランティアサークルに対して、学位記・卒
業証書授与式にあたり学長より「学長賞」として表彰を行っており、学生の成長
につながるボランティア活動等への積極的な取組みは、各学科・専攻課程、クラ
ブ等における教職員の支援体制が確かな証である。

教育資源と財的
資源

○学内公募型研究費として、「競争的研究経費」、「教育研究活性化経費」、
「学長裁量経費」が設けられ、専任教員の個人研究経費として配分されている。
これらの経費は、留学、海外派遣、国際会議出席等にも利用可能となっている。
この成果として年2回の研究紀要の発行につながっている。

リーダーシップ
とガバナンス

○学長は年に1度学生との対話の機会を設け、2日間にわたって学生の率直な意見
を聞き取り学校運営に生かしている。また地域・社会との良好な関係を築くため
に「経営協議会」を毎年、学長主催で開催して各界のリーダーから意見を聴取し
ている。

建学の精神と教
育の効果

○中空知地域の誘致開学から継承される地域連携活動を更に促進するため、平成
28年度に滝川市及び滝川商工会議所との三者間で設立された地域連携協議会では
教育の点検や短期大学の役割強化のための諸政策立案・実施等が行われている。
また、コミュニティ・カレッジセンターを中心としたボランティア活動に加え、
令和元年度に地域活性化委員会を設置し地域活性化の取組みとしての位置付けを
明確にするなど、年間を通じて多種多様な活動を積極的に実施し、地域と緊密な
関係を構築している。

教育課程と学生
支援

○建学の精神に基づく「国学」教育を柱とする中で、アイヌ研究にとって貴重な
「金田一記念文庫」の設置やコミュニティ・カレッジセンターでのアイヌ文化研
究の活動など、所在地域のアイヌ文化の保存継承に努め、教育課程に「アイヌ
語」や「北海道と地域文化」といった科目を提供することで、地域の特色となる
実践と座学を取り入れている。

教育課程と学生
支援

○併設大学への編入学と教員養成を教育の柱の一つに置き、編入学を念頭におい
た教育課程の改定・強化や教育内容の点検・充実を図っている。併設大学以外へ
の編入学希望者を含め、手厚い履修指導・学習指導を実施し、編入学の合格率は
高く、道外からも多くの学生を広く受入れ、学生定員を充足させている。また、
幼児保育コースでは地元への就職に力を入れており、教育課程にもその特色が打
ち出されている。

教育課程と学生
支援

○地元在住外の学生のために「家主連絡協議会」が組織され、生活面での有形無
形の支援をしており、地域からの信頼も厚く、学生の生活満足度も高い。また毎
年、父母会を全国9支部で行っており、保護者との個別面談や意見要望等を伺う
機会も設け、安心を得ている。

教育課程と学生
支援

○地域の幼稚園教諭や保育士の人材不足が進む中、「幼児・児童教育学科幼児保
育コース奨学制度」と「社会人入学者奨学制度」の地域人材育成奨学制度を拡充
し、独自の「豊かな地域創生人材養成奨学制度入試」に加え、滝川市の「地域の
教育振興」支援に働きかけて「滝川市修学奨励金」を設けるなど、経済支援に加
え地域の人材育成にも取り組んでいる。

教育課程と学生
支援

○就職活動の支援として、教職の資格取得希望者については受験会場が遠方にな
ることもあり、第一次試験合格者に対して第二次試験のための交通費、宿泊費の
一部補助を、公務員希望者に対しては、受験会場によっては就職試験筆記試験対
策として経費の一部を負担している。

リーダーシップ
とガバナンス

○理事長のリーダーシップの下、5か年ごとの中期計画「國學院大學21世紀研究
教育計画（第4次）」を学校法人全体で推進し、令和3年度は同計画の最終年度と
して、教育研究基盤の7つの戦略を基に各事業の最終目標を達成するよう、日常
的な管理運営体制を確立している。

建学の精神と教
育の効果

○図書館及び児童図書室の一般市民への開放や、「武蔵教養セミナー」（公開講
座）、「図書館員のためのリカレントプログラム」の実施など、地域貢献活動が
充実している。また、令和3年度で20回目を数える「武蔵としょかんまつり」を
はじめ、子育て支援・福祉施設との交流・清掃活動など、学生がボランティア活
動に積極的に関わろうとする雰囲気が学内に醸成されている。

帯広大谷短期大
学

大学・短期大学
基準協会

國學院大學北海
道短期大学部

大学・短期大学
基準協会

北海道武蔵女子
短期大学

大学・短期大学
基準協会
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建学の精神と教
育の効果

○学生便覧のカリキュラムマップ（履修系統図）は簡便で分かりやすく、ナンバ
リング等を用いて順次性を示すことにより、学習成果に到達するために必要な道
筋を示している。また、学科ごとの学習成果（卒業認定・学位授与の方針のキー
ワード）をシラバスにも番号で示し、どのような力がつくかを可視化している。
更には、初年次教育プログラムの全体像を学生便覧に図で示し、入学後の学びが
円滑にできるように配慮している。

建学の精神と教
育の効果

○外部アセスメントテスト（GPS-Academic）を導入することにより、学内全体
や学科単位の結果だけでなく、全国の短期大学との比較が可能であり、学生の学
力やコンピテンシーを相対的に把握することも可能である。また、経年変化を観
察することで、問題点を把握・改善し、より質の高い教育プログラムを提供して
いく体制が整っている。

建学の精神と教
育の効果

○本協会による内部質保証ルーブリックにおいて一定のレベルを満たし、全教職
員が内部質保証に取り組んでいる。

教育課程と学生
支援

○学生支援委員会は、ライラック学生会の活動を担う執行部のメンバーや各クラ
ブの部長に対し、年4回のリーダー研修会を企画し指導している。学生は、リー
ダー研修会での経験を通じて学生会活動をけん引するリーダーとしての自覚と
個々の力量を向上させ、そのことが学生会活動やクラブ活動等の活性化につな
がっている。

教育課程と学生
支援

○キャリア・アシスト・センターに非常勤のキャリアコンサルタントを配置し、
専任の就職課職員と連携して学生の就職指導に当たっている。また、分野別対策
講座（公務員、航空、金融、メイクアップ等）を開講するとともに、過去の面接
試験資料をストックして学生の閲覧に供するなど、充実した就職支援を行ってい
る。

教育資源と財的
資源

○平成30年9月の胆振東部地震を契機として、「安否確認システム」を導入して
いる。さらに、毎年実施する防災訓練では実際にシステムを利用した学生の安否
確認を行うなど、学内全体での危機管理意識が高い。

リーダーシップ
とガバナンス

○理事長自らが高等学校訪問や進路相談会に出向き、高校教員や高校生の声から
地域社会のニーズを捉えるための努力がなされ、18歳人口減少という厳しい状況
に対応した学校法人の発展が探られている。また、理事会においてガバナンス・
コードが策定され、一層のガバナンス強化に向けた積極的かつ先進的な取組みが
みられる。

リーダーシップ
とガバナンス

○学長自ら基礎ゼミナールや専門ゼミナールを担当し、教育指導に直接的に関わ
ることにより、建学の精神や教育理想に応じた教育を推進するとともに、学生の
気質や成長を捉え、学習成果の更なる向上に向けた取組みを実践している。

建学の精神と教
育の効果

○教育課程に、「赤十字・防災科目」を配置し、建学の精神である人道に対する
理解を深めるとともに、その学びを基盤として、防災に必要な実践的科目を配置
し、赤十字活動の象徴的な活動である災害救護の学習や演習を実践的な形で行っ
ている。

建学の精神と教
育の効果

○開学以来、介護福祉士を社会に輩出しており、平成29年度から学習成果の集大
成ともいえる介護福祉士国家試験の合格率100パーセントを毎年達成している。

建学の精神と教
育の効果

○内部質保証を担保するため「外部有識者会議」を設置し、検証結果に基づく継
続的な改善の仕組みを取り入れている。

建学の精神と教
育の効果

○学習成果を可視化し教育改善を恒常的に行うため、アセスメント・ポリシーを
策定するとともに、「学修成果の可視化～到達度自己評価の取り組み～」を始め
た。学生は学習到達度の自己評価を行い、授業ごとに「課題のフィードバック」
を受けることで、課題を修正し内容を点検することができる。

教育資源と財的
資源

○「日本赤十字秋田看護大学・日本赤十字秋田短期大学がめざす教職員像」を策
定し、教職員はこれを理解し、目指す教職員像を求めて努力している。

建学の精神と教
育の効果

○各学科とも、教育活動の中に地域貢献につながる活動を設け、学生が主体的に
計画し、実践する活動に取り組んでいる。学生は、地域活動（ボランティア）の
体験を通じてその後の対人援助の基礎的学習につながるよう計画しており、自身
の活動と成長が地域貢献・地域交流と結びついている。これらの活動を支援する
組織と定期的に点検する体制が整備されている。

建学の精神と教
育の効果

○従来からの成績評価やGPAに加え、令和2年度に「学修成果の評価に関する方
針（アセスメント・ポリシー）」を定め、これに基づく「学修到達度シート
（ディプロマ・サプリメント）」を作成した。個々の学生にとって、学習を通し
た自己像を分かりやすく把握することができるという点で意欲的な取組みであ
り、担任による学生への個別指導でも組織的に活用している。

北海道武蔵女子
短期大学

大学・短期大学
基準協会

日本赤十字秋田
短期大学

大学・短期大学
基準協会

東北文教大学短
期大学部

大学・短期大学
基準協会
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教育課程と学生
支援

○現代福祉学科では、令和2年度に介護福祉士国家試験の合格率100パーセント及
び専門職への就職希望者の就職率100パーセントを達成している。介護福祉士国
家試験模擬試験を複数回実施するなど、専門職に必要な知識の確認・習得を繰り
返し行う指導体系が確立されている。卒業研究の成果の発表の場として「介護福
祉フォーラム」を開催していることも特徴的な取組みである。

教育課程と学生
支援

○学生への対応として基礎演習を設け、日本語表現と習熟度別の基礎数学の指導
を実施し、基礎学力の習得に努めている。授業内だけでは不十分な学生に対して
は、教務担当者を中心に個別指導を実施しており、入学時に基礎学力が不足して
いる学生であっても学習成果を獲得できる体制を整えている。

教育課程と学生
支援

○現代福祉学科では、提携介護施設で働きながら学べる、有償インターンシップ
に取り組んでいる。学生自身が介護職の業務を体験するとともに、施設から送ら
れてくる評価票を基に教員が学生指導を実施しており、介護職としての将来像を
明確化することにつながっている。

教育課程と学生
支援

○障がい学生支援委員会を設けており、個々の障がいに沿った対応を行ってい
る。この対応は入学前から始まっており、入学を希望する本人及び保護者と面談
して、授業受講や施設利用、学内移動に当たって短期大学が留意、改良する点を
明確化している。

建学の精神と教
育の効果

○大学・地域連携活動支援事業「学生と地域による足利市中心市街地にぎわい創
出計画」として、併設大学と合同で教員と学生が協力し、足利市のほか、地域団
体の協力を得て、年に数回、夜のまちを竹あかりで演出するなど、まちなかのに
ぎわいを創出するイベントを実施し、地域の活性化に貢献している。

建学の精神と教
育の効果

○「以和為貴」を建学の精神とし、仏教的情操豊かな人材の育成を教育目的とし
ていることから、「仏教学」、「仏教保育論」を開講している。また、年4回の
仏教行事を全学で実施し、その計画・進行に教職員、学生ともに関わり厳かな雰
囲気の中で実施されており、建学の精神を確認するとともに、自らを振り返る良
い機会となっている。

建学の精神と教
育の効果

○本協会による内部質保証ルーブリックにおいて一定のレベルを満たし、全教職
員が内部質保証に取り組んでいる。

教育課程と学生
支援

○学生のGPAと図書の貸出数を基にしたIR調査は、多角的な視点から学習成果の
獲得状況が把握でき、また、明確な調査結果が得られ、学習成果の獲得のための
PDCAサイクルを担っている。

教育課程と学生
支援

○キャンパスガイド、シラバス、教授者便覧、保護者便覧を発行しており、学
生、保護者だけでなく専任・非常勤を含めた教員が学習成果の獲得、把握及び就
学を円滑なものとすることにつながっている。

建学の精神と教
育の効果

○保育学科では、1年次前期の「保育者基礎演習Ⅰ」の授業で社会的活動の重要
性を理解させ、実習先の認定こども園、幼稚園、保育所等において行ったボラン
ティア活動について1年次後期の「キャリアデザインⅡ」でレポートを発表させ
るなどの組織的な取組みが毎年実施されている。

建学の精神と教
育の効果

○学習成果を焦点とする査定の手法については、全学、教育課程、授業科目の3

つに分けて定めている。また、それぞれの区分において、「入学時」は入学者受
入れの方針、「在学中」は教育課程編成・実施の方針、「卒業時」は卒業認定・
学位授与の方針に対応する時間軸を設け、三つの方針の成果を査定するアセスメ
ントの手法を詳細に定めている。

建学の精神と教
育の効果

○本協会による内部質保証ルーブリックにおいて一定のレベルを満たし、全教職
員が内部質保証に取り組んでいる。

教育課程と学生
支援

○令和2年度より新設科目「絵本学」を開講し、群馬県内の短期大学で初めて
（独法）国立青少年教育振興機構が創設した「認定絵本士」の取得を可能にし
た。さらに、令和2年度から令和3年度にかけて「統計学」、「論理的表現法」等
を新規開講し、「児童厚生2級指導員」等の資格取得も可能にし、人材養成に資
する科目編成を行っている。

教育課程と学生
支援

○図書館では、「学ぶ図書館」、「楽しむ図書館」をコンセプトとして、平成27

年度より学生と教職員の共同による「選書ツアー」、平成30年度よりブックリス
ト「学生の時に読みたい100冊の本」の発行等、様々な企画を通して学生の利用
促進を図り、令和2年度には学生1人当たりの貸出数の増加という大きな成果を上
げている。また、利用が未習熟な学生には司書がマンツーマンで支援するなど、
学生の学習支援体制が充実している。

東北文教大学短
期大学部

大学・短期大学
基準協会

足利短期大学 大学・短期大学
基準協会

育英短期大学 大学・短期大学
基準協会
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教育資源と財的
資源

○科学研究費補助金による研究が例年5件程度あり外部資金が獲得されているほ
か、保育学科を中心に論文寄稿や学会発表など研究活動が活発に行われている。
この背景には、「教育改革推進奨励費」の導入等があり、研究活動に取り組みや
すい環境の整備がなされている。

教育資源と財的
資源

○障がいのある学生への支援に積極的である。ソフト面では「障害学生修学支援
専門委員会」を設置し、障がい学生の合理的配慮について事例集を作成し、学務
システムで全教職員が随時閲覧できるようにするなど、教職員による支援体制が
整えられているほか、施設面ではバリアフリー化の推進や多目的トイレの導入な
ど受入れ体制を整備している。

建学の精神と教
育の効果

○令和3年2月に、若手ゴルファーに対するデュアルキャリアの育成・支援を目的
としたJGMCプロジェクトが締結された。このプロジェクトは、優れた人格が育
つことに重きをおく教育理念を体現しており、産学が連携協力して地域貢献・活
性化を推進している。

建学の精神と教
育の効果

○各専攻課程の特性を生かした活動によって、地域社会の要請に対応し貢献して
いる。特に、健康マネジメント専攻では、県主催事業から地元企業の企画へと、
つながりを持った取組みが実施され、学生にとって有益な経験となっている。ま
た、学園祭や研究発表会等、学内外に学習成果を発表する場が多く設けられ、教
育目標が達成されるよう工夫されている。

教育課程と学生
支援

○健康栄養専攻の栄養士免許に関する科目の変更や、健康スポーツ専攻のコース
設定及び授業科目の変更計画など、教育課程の見直しによって、社会のニーズに
あった教育内容の把握に努め、学生がより実践的に学びやすくなるようきめ細や
かに策定されている。

教育課程と学生
支援

○入学前指導や日常の学習・生活支援において、クラス担任を中心としたきめ細
やかな個別の対応がなされている。さらに、基礎学力や学習意欲が十分でない学
生や、学習上の悩みを持つ学生に対しても、クラス担任と科目担当者や看護師、
スクールカウンセラーが連携して支援を行う体制が整っている。

教育課程と学生
支援

○学生の社会的活動の機会を積極的に設けており、「武蔵丘スポーツクラブ」を
はじめとして、多数の地域連携活動に学生と教員が参加している。このような体
験活動は、学習成果の獲得に大いに貢献している。

教育課程と学生
支援

○進路支援委員会が中心となり、授業との連携によって全教職員が関わる就職サ
ポートプログラムが確立している。1年次必修科目「社会環境とキャリア」、2年
次選択科目「キャリアデザイン」やその他の機会を設けてコミュニケーション力
や自己PRのスキルを高め、個別の支援を行っている。

教育資源と財的
資源

○公開授業は、その方法や効果についての検証が重ねられ、外部講師による研修
会等、各教員の教育能力の質を高める取組みが実施されている。令和2年度に行
われたオンラインによる授業システムの利用においても教育の質の向上が維持さ
れている。

リーダーシップ
とガバナンス

○理事長は、学校法人全体の経営だけではなく、人格教育委員会の設置、冊子の
発行と教職員への配付、また啓発ポスターの制作や掲示などにより、教育理念の
学内外への周知・啓発などを活発に展開している。

教育課程と学生
支援

○1年生全員が履修する「基礎講座」は、基礎学力の補填に留まらず、学習スキ
ル（ノートやレポートの書き方、図書館利用方法等）や社会人（実習生）として
のマナー（身だしなみや礼状作成）、保育者として必要な農作物栽培、園外保育
での援助（農園、遊歩道で体験）などを学ぶことができる。保育科の専任教員の
半数が携わっており、学生は保育者として必要な資質を幅広く学んでいる。

教育課程と学生
支援

○質的指標として活用しているルーブリック評価は、卒業認定・学位授与の方針
の解説文を評価規準として用いており、各段階で見られる具体的な姿を明示しな
がら、学生が自身の到達状況を振り返り、成長課題を考える形式となっている。
また「履修カルテ」は、履修した授業科目の学習内容や課外活動を記録すること
も求めており、学生が、自身の到達状況や学びの記録を振り返ることができる工
夫をしている。

教育課程と学生
支援

○卒業生が勤務している就職先への調査「本学卒業生を対象としたアンケート調
査」を毎年実施し、卒業後5年までの者に対する評価及び教育内容に関する意見
を広く求めている。調査結果は、集約後に全専任教員による保育科会で情報共有
され、教育課程の見直しや学習成果の改善につなげている。

教育課程と学生
支援

○「スチューデント・プロファイル」が整備され、学生の学習到達度に関する詳
細なデータを教職員で情報共有し、学業不振の学生などに対する個別相談や支援
に積極的に活用している。また、担任教員は学業面や生活面、人間関係に関する
個別面談を実施し、必要に応じて保証人（保護者）を交えた三者面談を行うなど
の学生支援を行っている。

大学・短期大学
基準協会

駒沢女子短期大
学

大学・短期大学
基準協会

育英短期大学 大学・短期大学
基準協会

武蔵丘短期大学
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建学の精神と教
育の効果

○建学の精神を学内において共有するために1年前期に開講される必須科目「実
践栄養学演習」において、学長自ら教鞭をとり、大学の歴史や建学の精神につい
て説明しており、全学をあげて取り組んでいる。

建学の精神と教
育の効果

○生涯学習事業として家庭料理技能検定試験を実施し、毎年多くの高校生が受験
し、食文化の理解・食育の普及に努めている。

建学の精神と教
育の効果

○地域社会との連携事業が多く、「としまコミュニティ大学」、「レストラン松
柏軒」における「高齢者ふれあい食事会」、「あらかわ満点メニュー」の開発支
援事業など、地域への貢献度が高い取組みとなっている。

教育課程と学生
支援

○基礎学力が不足している学生が増加している中で、栄養士資格を取得して卒業
できるよう、学習成果の獲得に向け、教員も職員も努力している。基礎学力向上
のため入学前学習、リメディアル教育、各種補習・補講、再試験、単位認定試験
等、手厚い支援を行っている。

教育課程と学生
支援

○学習成果獲得のために独自の「PaCSテスト」を導入し、性格診断・コミュニ
ケーション力、計算力・数学的思考力、栄養系生物・化学基礎学力、国語表現
力・読解力、問題発見・解決能力などの伸長を測定している。

教育課程と学生
支援

○教養教育科目として「地域子育て支援演習」を配置している。この科目は、地
域と深く関わりながら「子育て広場」を企画・実施するなど子育て支援について
実践的に学ぶという点で専門教育につながる、特色のある取組みである。

教育課程と学生
支援

○入学時から保育の学びを豊かにするために幼稚園・保育所を体験し、その後、
グループディスカッションなどを取り入れた「保育内容総論」を1年前期に配置
し、少人数での丁寧な振り返りや一人ひとりに応じた指導などの学習支援を行っ
ている。

教育資源と財的
資源

○併設大学と合同で科学研究費補助金採択者の経験や審査経験者からの講演や
「研究成果報告会」を実施するなど、外部資金獲得のための積極的な取組みがな
され、実績を上げている。

教育資源と財的
資源

○オンライン授業で起こるハラスメントの事例や注意事項について、学生人権擁
護委員会主催の「オンライン時代のアカデミック・ハラスメント研修」を行って
いる。

建学の精神と教
育の効果

○「創立の精神を学ぶ」をテキストにして「教養講座Ⅰ・Ⅱ」を開講し、理事
長、学長、卒業生がオムニバス方式で担当しながら学生や教職員に広く、建学の
指針を周知している。さらに「短大生活プランニングガイダンス」、「フレッ
シュマンズキャンプ」、学年別ガイダンス等、複数の機会を通じて定期的に確認
している。

建学の精神と教
育の効果

○地域・社会の課題解決に関わる企画提案と発表を継続的に行っており、「大学
コンソーシアム八王子主催学生発表会」、「多摩の学生まちづくり・ものづくり
コンペティション」、「アグリカルチャーコンペティション2019」、「八王子市
日本遺産紹介教育デジタルコンテンツ」等で各賞を受賞し、「学生企画事業補助
金」は3年連続採択されるなど、幅広く地域・社会に貢献している。

建学の精神と教
育の効果

○学習成果を焦点とする査定に関して、科目、教育課程、機関レベルの3レベル
にわたるアセスメント会議を設定して、多面的、重層的な視点で実施し、教育の
向上・充実のためのPDCAサイクルが有意義に稼働している。

教育課程と学生
支援

○地球市民教養科目を設置し、五つの授業科目群が整備され、１年前期の地球市
民教養科目から段階的に専門科目を選択できるように、教養科目と専門科目が連
携している。またキャリア教養科目「女性とキャリア形成」、「キャリアプラン
ニングⅠ・Ⅱ」、「キャリアプランニングⅢ」を段階的に配置し、円滑にキャリ
ア形成ができるように工夫されている。

教育課程と学生
支援

○学生が履修や卒業に至れるように、少人数のゼミナール設置、全教員週1回の
オフィスアワー、学期ごとのGPAが1未満の学生にゼミナール教員が面談を行う
など、組織的な体制を整え、きめ細かな指導が実施され、学生のモチベーション
を維持・向上させている。

教育課程と学生
支援

○地方から入学する学生のために「保護者教育相談会」を毎年全国6～7会場で実
施して事務職員は会場に赴き、単位の修得状況や出席状況等を保護者に説明して
いる。このように教職員と保護者が一体となって学生を育成する方法が確立され
ている。

教育課程と学生
支援

○就職支援として、専門のキャリアコンサルタントを配置して個別相談を実施す
るほか、学生の要望に合わせた少人数対策講座、職員が進路決定までサポートす
る「進路担当制度」、新卒応援ハローワークのジョブサポーターによる個別相談
等、きめの細かい支援を行っている。

女子栄養大学短
期大学部

大学・短期大学
基準協会

白梅学園短期大
学

大学・短期大学
基準協会

創価女子短期大
学

大学・短期大学
基準協会
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教育資源と財的
資源

○学生と専任教員の持つタブレット型端末の活用、教育アプリの活用、全てのゼ
ミナール室に電子黒板の完備をするなど、学習成果の獲得のためICT化を促進さ
せる環境が整い、遠隔授業やICT教育の推進が図られている。

教育資源と財的
資源

○省エネルギー、省資源対策について、夏季の節電対策、コピー用紙の削減を実
施している。また、全教職員、学生が一丸となり将来的にカーボンニュートラル
を目指すなど、地球環境問題に学校法人全体で積極的に取り組んでいる。

建学の精神と教
育の効果

○　卒業生のリカレント教育として始めた「保育研修会」は、現在では幼児教育
現場で働く教職員及び公的機関の教育・福祉関係者、近隣住民等を対象として実
施しており、卒業生に限定しない生涯学習事業・地域貢献活動を担っている。

建学の精神と教
育の効果

○学生からの意見聴取の機会として「授業座談会」を定期的に開催している。開
催に当たっては、個人の意見だけではなく、広くクラスの意見を集約するように
工夫している。また、その内容・意見は、教育にあたっての共通理解を図る目的
で非常勤教員を含む全教員に配布している「授業の手引き」にも反映させ、教育
改善に生かすなど、内部質保証を図る取組みとなっている。

教育課程と学生
支援

○成績不振者に対しては「特別アドバイス制度」及び「学業経過観察制度」を設
け、特別アドバイス制度実施要項に基づきクラス担任が支援を行っており、補習
授業の実施や教職員による対象学生への電話での助言・相談などのきめ細かい指
導を行うことにより、学業継続・退学者予防対策を講じている。

教育課程と学生
支援

○学生に身につけさせたい学習成果について科目単位で明確化し検証するための
ツールとして、卒業認定・学位授与の方針と科目の到達目標の関連性を示した
「授業の構成及び結果の評価票」を活用し、学習成果獲得の向上・充実を図って
いる。

建学の精神と教
育の効果

○本協会による内部質保証ルーブリックにおいて一定のレベルを満たし、全教職
員が内部質保証に取り組んでいる。

教育課程と学生
支援

○教養教育と専門教育との関連性を含め、教育課程に偏りがないかを精査・点検
し科目ナンバリングを行っており、授業科目に適切な番号を付与し分類すること
で、学習の段階や順序などを表し、教育課程の体系性を明確化している。

教育課程と学生
支援

○キャリア教育の基礎となる必修科目「キャリアデザイン」は履修科目計画・自
己評価シートなどのポートフォリオを活用し、学生の学習や社会活動への意欲な
どを高めるとともに、就職支援部と就職・キャリア委員会が連携してキャリア形
成を目的に実施しており、学科ごとに授業内容等がカスタマイズされている。

教育課程と学生
支援

○図書館は開館時間や区内在住者あるいは在勤者にも開放し、宅配等による貸し
出しを実施している。また、「読書推進プログラム」など、学生の読書を促進す
るとともに、語彙力、文章力の向上を目指した企画が定期的に実施され、複数の
活動が行われている。

建学の精神と教
育の効果

○「学びのハンドブック」に現任保育士研修と短期大学の授業科目との関係を示
した対照表を掲載し、卒業生のリカレント教育を支援している。また、卒業生と
在学生がともに参加する宿泊研修を開催しており、卒業生にとってはリカレント
教育として、在学生にとっては卒業生から保育士の経験等を学ぶ機会となってい
る。

建学の精神と教
育の効果

○教員の授業改善活動の一環として、学生の授業評価を実施し、その結果を教員
にフィードバックして分析した内容を「授業担当科目自己点検・評価報告書」に
記載し公開するなど、全学的に教育の質向上に取り組む体制が整備されている。

教育課程と学生
支援

○学習成果は、各科目の到達目標に接続され、「和泉の10の力」のルーブリック
評価及び「学習成果の記録」により可視化し半期ごとの評価で変化を捉える仕組
みを整えている。

教育課程と学生
支援

○正課授業外の取組みとして、保育力支援者、基礎学力支援者、IT支援者を配置
し、全学生参加、任意参加それぞれのプログラムが開催され、きめ細かい学習支
援が行われている。また、それらの支援者が配置されたキャリアデザインセン
ターや「ラーニングセンターwill」の施設も設置され、学生が遠隔教育や課題対
応を進めるにあたり、支援者のいる環境で自学自習ができるというサポート体制
が充実しており、教育成果を上げている。

教育資源と財的
資源

○学内にある農園「にこにこベジタブルランド」では、「保育内容『環境』」等
の授業を通して学生が野菜や果物を育て、収穫体験を行うなど体験型学習の環境
が整備されている。

建学の精神と教
育の効果

○本協会による内部質保証ルーブリックにおいて一定のレベルを満たし、全教職
員が内部質保証に取り組んでいる。

創価女子短期大
学

大学・短期大学
基準協会

東京成徳短期大
学

大学・短期大学
基準協会

目白大学短期大
学部

大学・短期大学
基準協会

和泉短期大学 大学・短期大学
基準協会

小田原短期大学 大学・短期大学
基準協会
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教育課程と学生
支援

○建学の精神に基づく独自科目「おだたん人間成長講座」を開設して、伝統文化
継承や地域活動など多様な授業内容を導入し、教養教育の充実及び専門教育への
橋渡しをする、工夫を凝らした授業を展開している。

教育課程と学生
支援

○通信教育課程に向けられる社会的ニーズを踏まえ、委託訓練生の受入れや宮崎
県延岡市の「延岡スクール」の開設等、社会人に向けたリカレント教育への取組
みを積極的に実施しており、地域の人材育成へ大きく貢献している。

建学の精神と教
育の効果

○地元の行政機関である秦野市との間に、連携協定を締結し、「秦野市・上智大
学短期大学部　提携事業運営協議会」を毎年開催し、各種アセスメントの外部評
価を依頼する等、秦野市の担当各部門、教育委員会と連携して継続的な提携事業
を実施している。

建学の精神と教
育の効果

○自己点検・評価活動に高等学校等の関係者の意見聴取として、毎年、学校法人
が設置する高等学校以外との定期的な高大接続会議や合同研修を行い、入学者受
入れの方針の適切性等を協議している。

建学の精神と教
育の効果

○本協会による内部質保証ルーブリックにおいて一定のレベルを満たし、全教職
員が内部質保証に取り組んでいる。

教育課程と学生
支援

○「ラーニングアウトカムズ（学修成果）アセスメント」や小論文の科目での
ルーブリックによるアセスメントにより教養力及び専門力を測定し、卒業生（卒
業時）アンケートや進路状況についてもアセスメントの一環として実施し、学習
成果を測っている。

教育課程と学生
支援

○サービスラーニングに様々な活動が準備されており、授業と並行して無理なく
活動できるように工夫されている。また、授業をとっている学生だけでなく、ボ
ランティアでの活動も取り入れて、多くの学生に活動の機会を与えている。

教育課程と学生
支援

○学生代表が教員と意見交換を行う「学生FD」を実施し、進路指導マニュアル
により学生指導の際の個人差が出ないような工夫をするなど、学生支援の改善策
を立案し、実行している。

リーダーシップ
とガバナンス

○学長のリーダーシップの下、中・長期計画である「グランド・レイアウト
2.1」に基づき、入学者の安定的確保と学力の3要素による入学者選抜機能を働か
せた入学者受入れの方針の素養を持った学生を獲得している。

建学の精神と教
育の効果

○学内の施設設備を、地域・社会の人々への発信の場として有効に活用し、教養
科目のミュージカルや着ぐるみ人形劇などの公演の機会によって、学生の学習へ
のモチベーションを高めている。

建学の精神と教
育の効果

○本協会による内部質保証ルーブリックにおいて一定のレベルを満たし、全教職
員が内部質保証に取り組んでいる。

教育課程と学生
支援

○特色ある教育の取組みとして、「ピアノ」と「弾き歌い」について音楽検定を
実施し、習得された技能を測定している。就職活動時には希望者に「音楽検定証
明書」を発行し、さらに卒業時に優秀者を表彰している。また、併設大学と協力
して開設している「ミュージカル」という独自の教養科目の設定や、教養科目と
専門科目の集大成として実施する「YOUKON（幼児教育保育科コンサート）」
等に取り組んでいる。

教育課程と学生
支援

○卒業生が勤務する幼稚園及び保育所に対してアンケートを実施している。その
結果は「幼稚園・保育園における人材ニーズ調査」としてまとめられ、詳細に分
析して学生の学習成果や職業教育の効果の測定・評価に活用し、教職員の共通認
識の下に学生指導に取り組んでいる。

教育課程と学生
支援

○学生の健康管理やメンタルヘルスケアについて、クラスアドバイザー、保健
室、学生相談室が相談に応じているほかに、「洗足こころとからだの相談窓口」
という24時間電話健康相談サービス・メンタルヘルスのカウンセリングサービス
が提供されており、支援体制が充実している。

教育課程と学生
支援

○就職1年目の卒業生に向けて発信している「卒業生応援メール」は、内容が充
実しており、卒業後も教職員との関係が維持され、卒業生の励みになっている。

教育資源と財的
資源

○事務職員の専門性を向上させる制度として、職務に関する専門性を高め、正
確・迅速な事務処理を行う意欲のある職員に対して、業務に関連した資格取得及
びスキルアップを支援する「資格取得・能力開発支援制度」があり、専門的職能
を得られる支援を行っている。

建学の精神と教
育の効果

○建学の精神について理解を深めるために、入学前の新入生オリエンテーション
において、「創立綱領」に準じたテーマで在学生がピアサポーターとしてグルー
プ学習を行っている。

小田原短期大学 大学・短期大学
基準協会

上智大学短期大
学部

明倫短期大学 大学・短期大学
基準協会

大学・短期大学
基準協会

洗足こども短期
大学

大学・短期大学
基準協会
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建学の精神と教
育の効果

○令和2年度に厚生労働省の「歯科技工士の人材確保対策事業」に採択され、e

ラーニング学修支援システムを用いた遠隔授業を用いてリカレント教育を行い、
歯科技工士の地域における人材確保に貢献した。

建学の精神と教
育の効果

○本協会による内部質保証ルーブリックにおいて一定のレベルを満たし、全教職
員が内部質保証に取り組んでいる。

教育課程と学生
支援

○学習成果の獲得に向けて学生の生活支援を組織的に行っている。特に「先生と
語る会」は、学年縦割りで各学科の最高学年の学生がリーダーシップをとり学生
生活全般の助言等を受けられる機会となっており、学年を越えてのピアサポート
になっている。

教育資源と財的
資源

○事務職員がFD研修や各学科会議に参加・出席し、毎週オンラインで会議を行
うなどして学生の状況等について情報共有していることは、事務職員のスキル
アップとともに、大学運営への協働意識の醸成に大きく寄与している。

教育資源と財的
資源

○学習支援として新入生にタブレット端末を貸与し、それに対応する学内デジタ
ルコンテンツを作成し実習等に活用を図るなど、卒業後の就職を見据えたデジタ
ル教育の推進に努めている。

建学の精神と教
育の効果

○「地域連携センター」を中心として組織的・積極的に地域・社会への貢献活動
を行っている。県内3市と締結した包括連携協定や県内企業からの依頼などに基
づき、主に各学科の特長に合わせた活動をしている。中でも、未利用魚の活用や
福祉・防災・防犯マップ作成等は、結果が可視化できる地域貢献となっている。

建学の精神と教
育の効果

○「ボランティア支援センター」を設置するとともに、募集内容・エントリー・
事後指導などを一元管理できる「Webボランティア手帳システム」を開発して、
ボランティア活動を推進している。内容によっては教員の支援・指導も行われて
いる。これらの活動が認められて、令和2年度の「ボランティア活動推進富山県
民会議会長賞」を受賞した。

建学の精神と教
育の効果

○平成26年度から全学的に稼動した「Webシラバス・システム」は、各授業科目
の達成目標を明示し、ルーブリックや学習成果を可視化するなどの機能だけでは
なく、授業の資料配布、課題提出、学習成果の確認、教員への質問、授業アン
ケート集計等、教員及び学生双方の利便性が担保されている。また、現在も、
データ集積分析の強化など、システムの改善に取り組んでいる。

建学の精神と教
育の効果

○短期大学の学習成果として、全学的に身に付けるべき「5つの力」を定め、こ
れに基づき学習成果の「5つの基準（LO1～5）」とそのベンチマークとしての
「17の具体的な資質・能力」を設定している。また、各学科では、この「5つの
基準」別にそれぞれの「能力基準別到達目標（学修成果）」を明示している。そ
してこれらの到達度を「授業アンケート」や「学修行動・生活調査」などで検証
している。

教育課程と学生
支援

○「Webシラバス・システム」の中の「学生情報ファイル（SIF）」を活用し、
「5つの基準」別成績評価と自己評価の比較表をフィードバックし、学生に「振
り返りと気づき」（リフレクション）を促している。学生はこのファイルを閲覧
し、自動的に作成されるレーダーチャートから、日常的に自身の学習成果別到達
度を知ることができる。

建学の精神と教
育の効果

○学園創設50周年を機に建学の精神、教育理念を深く認識する努力がなされ、ボ
ランティア活動を含めた地域社会との連携活動を進めている。

建学の精神と教
育の効果

○「学習教育目標」と自己形成を進める行動目標である「福短マトリックス」を
組み合わせて各授業科目の到達目標を設定するという方法は、学生にとって明確
であり、受入れやすい手法である。

建学の精神と教
育の効果

○学習到達度評価基準が作られ、学生自らが評価できるシステムが構築されてお
り、学習到達度自己評価のデータ推移を「富山福祉短期大学の教育の学習成果」
として取りまとめ、公表している。

建学の精神と教
育の効果

○本協会による内部質保証ルーブリックにおいて一定のレベルを満たし 、全教
職員が内部質保証に取り組んでいる。

教育課程と学生
支援

○アドバイザー教員体制を取り、「週フォリオ（自己の記録）」を活用し、個別
面談を定期的に行い、学生の学習上及び学生生活上の相談・支援に組織的に当
たっている。

教育課程と学生
支援

○学生の社会的活動について、卒業時表彰学生として「活動賞」を設けており、
ボランティア活動等、積極的に地域貢献活動を行った学生に対して、各学科・専
攻課程1人ずつ、卒業式典において表彰している。

富山福祉短期大
学

大学・短期大学
基準協会

明倫短期大学 大学・短期大学
基準協会

富山短期大学 大学・短期大学
基準協会
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建学の精神と教
育の効果

○情報戦略室情報戦略課によるモニタリングによって、入学状況、進学、留年、
退学の状況、卒業や進路の状況に関する定量データの収集と分析や、入学時調
査、学生調査、授業アンケート、卒業時調査、卒業生調査、雇用者調査などの各
種の調査を実施し、学科の教育目的・目標に基づく人材養成が地域・社会の要請
に応えているかを定期点検している。

教育課程と学生
支援

○学生が企画運営する「Sei-Tan Act!」の支援、「SOP（星短オープンキャンパ
スプロジェクト）」、「ジャンプ・チャレンジ企画」などの学生の主体的活動を
促すための支援が充実しており、多くの学生が積極的に参加し、リーダーシップ
やフォロワーシップを発揮する機会となっている。

教育資源と財的
資源

○設備面では、LED照明への更新、人感センサー照明の設置、一部建物の屋上緑
化等を行い、運用面では、学内のペーパレス化により紙資源の消費抑制を進める
等、地球環境保全に積極的に取り組んでいる。

教育資源と財的
資源

○学内ネットワークと切り離した無線LANを学内利用者に提供し、利用者の利便
性とネットワークの安全性を両立させるなど、技術的資源の充実に努めている。

リーダーシップ
とガバナンス

○常勤の監事1名と非常勤の監事3名を選任して監査体制を充実し、学校法人の管
理運営の適切性を確保するための適切な改善指導を行っている。

教育課程と学生
支援

○カトリックの精神を背景とした卒業認定・学位授与の方針を掲げており、平成
23年度の設定から改定を重ね、現在に至っている。各学科は全学の卒業認定・学
位授与の方針をそれぞれの学科の特性に合わせたものとして反映させており、そ
の方針は明確である。

教育課程と学生
支援

○「保育者になるための100の体験」は、保育者になった時に役立つ自然体験や
生活体験を在学中に100種類体験するという独自のプログラムであり、この取組
みは地域との接点にもなっており教育効果を上げており、学生の学習意欲を高め
ている。

教育課程と学生
支援

○幼児教育科において、学習成果の質的な把握や測定の方法の一つとして、全て
の実習の振り返りを統合した「実習ポートフォリオ」を導入し、学外実習の成果
と課題の明確化に取り組んでいる。

教育課程と学生
支援

○学生による授業評価の実施にあたり、回答時にシラバスを参照できるようにア
ンケート用紙にQRコードを印刷し、より正確な回答を得られるよう配慮してい
る。

教育資源と財的
資源

○図書館の利用促進と機能紹介を目的に学生アンケートを実施し、学生のニーズ
の把握に努め図書館に入れてほしい書籍を学生が投票で選ぶ「ブックフェア」を
実施するなど、学生の学習環境の充実を図っている。また、図書館の配架の工夫
や、ラーニングコモンズの環境整備等、学生にとって利用しやすい環境作りに努
めている。

建学の精神と教
育の効果

○本協会による内部質保証ルーブリックにおいて一定のレベルを満たし、全教職
員が内部質保証に取り組んでいる。自己点検・評価活動に際して、全教職員がい
ずれかの作業部会に参画するなど全学的な体制を構築しており、中でも作業部会
として位置付けられている教育改革委員会が核となってPDCAサイクルを確実に
回している。また、点検評価に際しては、高等学校の教員や実習先からの声を外
部意見として取り入れ、客観性を担保している。

教育課程と学生
支援

○学習成果の獲得に向けて、専任教員間だけではなく、非常勤教員との連携を重
視している。連携強化のために、学科・専攻課程ごとに非常勤教員との連絡・調
整を図る専任教員の連絡担当者がおり、講師控室には授業の準備をサポートする
アシスタントティーチャーが常駐していることにより、授業内容についての授業
担当者間での意志の疎通、協力・調整が図られている。

建学の精神と教
育の効果

○地域貢献は、建学の精神に基づいた三つの教育理念の一つとして、在学生対象
の小児救急救命法講座を卒業生に開放している。また、地域の子育て家庭を対象
とした子育て支援事業である「とことこ広場」を開催し、地域住民の大学に対す
る信頼感を得ている。

教育課程と学生
支援

○保育科の「子ども学概論」クラスは、入学直後から現場に触れるプロセスを踏
むことで、実習への円滑な橋渡しをすると同時に、地域密着型の保育士・幼児教
育の職業観を醸成するオリジナリティのある授業である。

教育課程と学生
支援

○日本語日本文学科の質的な学習成果の測定として、1年次の後期終了時の進級
準備セミナーにおいて、学生が自らの学習成果を確認できる「ストーリーの推
敲」の取組みがなされている。内発的な学びを促し、教育の質保証を支える取組
みである。

清泉女学院短期
大学

大学・短期大学
基準協会

平成医療短期大
学

大学・短期大学
基準協会

常葉大学短期大
学部

大学・短期大学
基準協会

金沢星稜大学女
子短期大学部

大学・短期大学
基準協会
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教育課程と学生
支援

○アンケートにより学生の意見の聴取をするだけではなく、学生課で予算をと
り、学科別に学友会役員と教職員と学生との懇談会を実施している。また、学長
は、学生の意見を基に環境改善に取り組んでいる。

建学の精神と教
育の効果

○両学科の学習成果について、学内外への表明として、履修案内のほかに高等学
校教員向け入試説明会、高等学校訪問、高校生向けガイダンス、オープンキャン
パスなど機会あるごとに実施している。また、「青い空コンサート」、「SOZO

展」、「卒業研究レポート集」、「プロジェクト成果発表会」など、短期大学独
自の多様な方法でも学習成果を学内外に公表している。

建学の精神と教
育の効果

○紙媒体の「教員業績・自己評価シート」を、ICTを活用して研究者データベー
スと連動する「教育研究情報登録システム」に変更し、効率的な業務管理、教員
間の仕事の可視化などを実現している。

教育課程と学生
支援

○幼児教育・保育科では、日本語語彙力の基礎力調査や入学後のプレイスメント
テスト等の結果が十分でない学生には、補修的科目「キャリアベーシック・言語
Ⅰ」、「数学基礎」等の受講を必須とし、学生の学修を支援している。

教育課程と学生
支援

○両学科とも就職・職業指導が充実しており、学内のキャリアセンターには、
キャリアコンサルタントを配置するなど、学生への支援に努めている。幼児教
育・保育科では学外説明会との連携も行っている。キャリアプランニング科で
は、入学直後から専門分野の選択に向けた就職指導も行っており、両学科とも就
職の内定率は100パーセントである。

教育資源と財的
資源

○教員は授業後に毎回「授業科目毎の自己点検シート（PDCAサイクルチェック
シート）」を作成し、これにより得られた検証結果を基に、授業の改善を図って
いる。

教育資源と財的
資源

○システム管理室を設け、通信企業のスタッフと連携してネットワークの稼働状
況を常時監視しており、Wi-Fiのネットワーク環境を最新規格に整備し、講義室
を含む学内のすべての場所でインターネットが利用できる。学生の学習はもとよ
り、教職員は、教学システム、IT化した教員業績・自己評価シートなど多方面で
インターネット環境を活用している。

リーダーシップ
とガバナンス

○積極的に学内規程や規則の整備に努め、これらの膨大な規程関係をはじめ、
様々な教育情報をウェブサイトに公開している。

建学の精神と教
育の効果

○外部評価委員会から短期大学の人材養成が地域要請に応えているか意見聴取
し、客観的な評価を基に点検している。

教育課程と学生
支援

○成績評価の基準は学生便覧に明記するとともに、教員側にも評価の基準を示す
文書を成績提出時に毎回配布し、意識の共有化を図っている。成績を提出する際
には、「学習成果に関する報告書」の提出を義務付けており、この中で教員と教
学課が各科目の成績の分布状況を把握できるようにしている。

教育課程と学生
支援

○基礎学力不足等で授業に付いて行けない学生に対して、毎週、補習として
「チュータリング」の講座を設け、学力向上を図っている。また、優秀な学生に
は外部コンテストへの参加を勧め、能力向上を図っている。

建学の精神と教
育の効果

○子育てサロン「たんぽぽくらぶ」や子育て支援活動「りゅうじょう広場」は、
地域の子育て支援（地域貢献）と学生の実践的学び（アクティブ・ラーニング）
を両立させた取組みである。特に、「紙芝居.ネット」は海外からのアクセスも
あり、マスコミ等に取り上げられるなど、幼児教育に貢献している。

建学の精神と教
育の効果

○本協会による内部質保証ルーブリックにおいて一定のレベルを満たし、全教職
員が内部質保証に取り組んでいる。

建学の精神と教
育の効果

○建学の精神を学ばせる「高短one day セミナー」等、複数のセミナーにおける
事後のアンケート結果ではほぼ全員が「満足している」、「どの講座もわかりや
すく、充実した半日となった」と回答している。

建学の精神と教
育の効果

○欠席過多の学生など、学習面での課題を抱えた学生の早期発見・対応に関し
て、学外からもアクセス可能なWEB出席管理システム「TKS（高短教務システ
ム）」を用いており各学生の出席状態を即時確認し、ゼミナール担当教員を中心
に、学科・コース教員間でも連携しながら個別指導を行っている。

教育課程と学生
支援

○年4回行われている仏教行事に参加した学生の「仏教行事レポート」を全教員
が目を通すことにより、建学の精神や教育の理念がどの程度理解され、浸透して
いるかの把握につなげている。共通卒業認定・学位授与の方針による「いのちの
平等・尊厳性への気づき」、「生かされていることへの感謝」、「倫理観」の学
習成果の把握や、それ以降の行事改善の資料としても活用されている。

名古屋柳城短期
大学

大学・短期大学
基準協会

高田短期大学 大学・短期大学
基準協会

常葉大学短期大
学部

大学・短期大学
基準協会

豊橋創造大学短
期大学部

大学・短期大学
基準協会

名古屋文化短期
大学

大学・短期大学
基準協会
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教育課程と学生
支援

○資格取得に向けた具体的な取り組みを各学科で実践している。簿記科目では簿
記試験前期間の土日（年3期間）に非常勤講師、専任講師が学内で集中対策講座
を実施している。また、子ども学科では実習の前に学生が園の様子を体験できる
「自主実習」、「見学実習」の他、1年次に見学実習で半日、学科教員全員が分
担して実習先を訪問する機会を設けている。

教育課程と学生
支援

○全学的なノートパソコンの配布により、学生がパソコンを活用する能力、情報
活用する能力を向上させている。具体的には、クラウド型の学習管理システム導
入や遠隔授業導入において、学習ツールとしてのパソコンの活用ができており、
授業以外のボランティア活動、日常的な活動での利用にもつながっている。

教育資源と財的
資源

○学生数の割にはキャリア支援担当の職員を多く配置し、きめ細かなキャリアサ
ポートを実施して高い就職率を維持している。

教育資源と財的
資源

○カフェテリアにはコンビニエンスストアが入り、BGM有線放送も備わってい
る。図書館では、学生ボランティア「図書館メイト」に協力してもらい学生目線
で利用しやすい設備が整っている。

教育資源と財的
資源

○学長は、教職員を統督しており、教員ごとに「教員活動自己点検・評価シー
ト」を作成し、年度当初に学長面談を行い、各教員の現状把握や教育研究活動の
向上・充実に取り組んでいる。

建学の精神と教
育の効果

○両学科に共通する「現代と女性」等、建学の精神を反映する科目は学生から高
い評価を受け、共感されており、高い教育評価を得ている。

教育課程と学生
支援

○　子ども教育学科では「音図体実践力アップ講座」として教育・保育現場にお
ける実践力向上を目指す科目が設定され、この成果は「演奏会・表現フェスタ」
として発表され、学生に対して顕著な教育効果を上げている。また、看護学科に
おいては選択必修の教養科目授業時間数を見直し、選択しやすいカリキュラム作
りを行うことによって学生の幅広い学習要求に応えている。

教育課程と学生
支援

○「情報倫理」などの入学前教育を行うことにより、入学後の学習がスムーズに
進むよう配慮している。また、受講環境が整っていない高校生に対しては、来学
して指導を受けられるように対応しておりきめ細やかな体制が整っている。

教育資源と財的
資源

○建学の精神に基づいた職員の育成については、学校法人全体で建学の精神に基
づいたSD研修会を実施しているほか、学生に関する共有事項、業務や事務処理
を効率的に行うために週1回の連絡会を事務職員で行っている。

教育資源と財的
資源

○防災については、緊急時の水資源として地下水の利用を行っているほか、入学
時に入学者数分の食料等備蓄を購入し、卒業時にその備蓄を返却するといった工
夫をしている。

大阪千代田短期
大学

大学・短期大学
基準協会

教育課程と学生
支援

○学生へのICT環境整備金の支給、学生食堂での週2回無料ランチ「ちよたんラン
チ」の実施、三つのルートのスクールバス運行、独自の経済的支援のための奨学
金などにより、学生生活を手厚く支援している。

建学の精神と教
育の効果

○保育学科では、「なわてジェンヌ手帖」を活用して、授業内外で「なわてジェ
ンヌ」を合言葉に自らの振る舞いを振り返る機会を設けて人間性の涵養に努めて
いる。学び・経験の集積としても意義がある「保育のソムリエ」（絵本、造形、
手遊び・うた遊び、伝承遊びの4分野）について、全学生の初級取得が可能とな
る体制を整え、モチベーション向上を図っている。

建学の精神と教
育の効果

○ライフデザイン総合学科では、授業の始業と終了時に「ライフ式立礼」を全授
業で行い、「礼儀・礼節を重んじることができる人間性豊かな人材育成」を具現
化してきた。令和2年度は、多くの科目がオンラインで行われたが、一部対面で
実施した実習科目や演習科目、補講授業などでは、授業の始業と終了時に「ライ
フ式立礼」を徹底して行った。

建学の精神と教
育の効果

○「学修成果の評価に関する方針（アセスメント・ポリシー）」を、機関レベ
ル、教育課程レベル、科目レベルで定め、それぞれ査定の項目を分類、策定して
いる。また「学修成果を焦点にした向上・充実のための査定（アセスメント）と
PDCA」を令和2年度に作成し、全員で共有、活用して、教育の向上・充実を図
る道筋をより明確にした。

建学の精神と教
育の効果

○本協会による内部質保証ルーブリックにおいて一定のレベルを満たし、全教職
員が内部質保証に取り組んでいる。

教育課程と学生
支援

○　基礎学力向上やSPI対策用にスマートフォンに対応した「なわてドリル」を
使用し、教養教育の実施に取り組んでいる。

高田短期大学 大学・短期大学
基準協会

大阪信愛学院短
期大学

大学・短期大学
基準協会

四條畷学園短期
大学

大学・短期大学
基準協会
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https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/32_R3hyokakekka_oosakachiyoda_tankidaigaku.pdf
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教育課程と学生
支援

○阪神淡路大震災の教訓から「ボランティア活動」を正課科目として設置してお
り、学生のボランティア活動を積極的に支援している。立地している地域の自治
体や企業と連携協定を結び、地域貢献やボランティア活動が活発に行われてい
る。

教育資源と財的
資源

○専任教員全員の授業を対象とした教員相互による公開授業参観を前後期に1回
ずつ実施し、その内容を「公開授業参観報告書」としてウェブサイトに公開し、
教員だけではなく学生も閲覧できるようにしている。

教育資源と財的
資源

○「メンター制度」を設けて、「メンター・メンティー研修」等を通じ、新入教
職員のフォローアップに取り組むことで、職務に関係する規程等の理解を徹底す
るように努めている。

教育資源と財的
資源

○清風学舎では太陽光発電や中水（雨水）を水洗トイレに利用することで、省エ
ネルギー・省資源対策を実践している。

教育課程と学生
支援

○キャンパス・アメニティの配慮として、長い歴史の中で「将来保育者を目指す
者として知っておいたほうがよい」植物として集められた150種類以上の様々な
樹木や草花を植栽し、学生の学習・休息・交流の場として活用される「聖和の
森」を整備しており、豊かなキャンパスライフを演出している。

教育資源と財的
資源

○キリスト教主義教育の理念に基づき、キリスト教教育・保育の貴重な文献、歴
史資料により全国の研究者に資することを主な目的として設立された「キリスト
教教育・保育研究センター（Research Center for Christian Education and 

Childcare（RCCEC））」は、継続的に研究会や公開講座を行い、広く学びの場
を提供している。

教育資源と財的
資源

○「関西学院子どもセンター」に設置する「おもちゃとえほんのへや」には、絵
本のみならず、パネルシアター・エプロンシアター・布製絵本なども多数所蔵し
ており、学習支援を行う体験型資料施設として学生の保育への興味関心を喚起
し、より良い学びへとつながっている。

建学の精神と教
育の効果

○入学前教育の課題の一つとして、創設者である高碕達之助氏に関する調査レ
ポートを課して、その人物像の感想を求めている。これにより学生自身が、創設
時からの目指すべき教育の理念・理想を理解し、何を学ぶのかを明確にしてい
る。入学後には教員による「学修成果」の面談でその内容を確認・フィードバッ
クをしている。

建学の精神と教
育の効果

○包装食品製造に関連する専門的な短期大学として、地域・社会に向けた公開講
座、生涯学習事業、リカレント教育等を実施している。また、多くの地方公共団
体、企業、教育機関及び文化団体等と協定を締結して連携し、宇宙関係の研究開
発機構との宇宙食開発といった特長的な活動もある。

建学の精神と教
育の効果

○本協会による内部質保証ルーブリックにおいて一定のレベルを満たし、全教職
員が内部質保証に取り組んでいる。

教育課程と学生
支援

○タイ王国の複数の大学と学術交流協定を締結し、海外の学生や社会人の短期研
修の受け入れを行っている。また、タイ王国の大学に学生の短期研修派遣を実施
している。

教育課程と学生
支援

○面談を通じて学生への指導を行う「ステージゲート」という独自の仕組みを設
けている。これにより、学生は自らの学びの不足部分を認識でき、教職員は試験
等による一過性の評価では把握し難い包装食品製造プロセスにおける学習成果の
把握に役立てている。

教育課程と学生
支援

○職業への接続を図る実践的な職業教育を実施するため、1年前期（夏季休業期
間）に必修科目としてインターンシップを開講している。当該科目は、1年後期
から本格化する専門科目に対する学修の動機を高め、実践的な知識や技術に関す
る具体的な目標を定めることに役立っている。

教育課程と学生
支援

○S／T比（教員1人当たりの学生数）が4人弱と非常に少ないことを生かして、
必要に応じた少人数の補習実施体制が充実しており、個々の学生の学びにおける
問題点の早期把握と解決に役立っている。

建学の精神と教
育の効果

○建学の精神「教育の目的は、人に愛される人、信頼される人、尊敬される人を
育成することにある」を「共生の心」と昇華し、人材育成の目標理念としてい
る。1年前期の「弘徳豊岡教育Ⅰ」の授業で、学長自らが講義を行い建学の精神
及び「共生の心」を説き、学生はその後2年間の様々な学習、行事を通して「共
生の心」を体得することが可能である。

建学の精神と教
育の効果

○「弘徳豊岡教育」、「キャリアアップ」、「特別研究」科目を設け、アセスメ
ントポリシーによって点検・改善している。アセスメントポリシーは、三つの方
針のそれぞれを機関レベル、教育課程レベル、科目レベルで分類し、構成されて
いる。

東洋食品工業短
期大学

大学・短期大学
基準協会

豊岡短期大学 大学・短期大学
基準協会

聖和短期大学 大学・短期大学
基準協会

四條畷学園短期
大学

大学・短期大学
基準協会

50
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建学の精神と教
育の効果

○自己点検・評価の点検シートとして業務改善・委員会改善・授業改善に応じて
A・B・Cの3シートがあり（PDCA業務改善Aシート、PDCA委員会改善Bシー
ト、PDCA授業改善Cシート）教職員が組織的に自己点検・評価ができるシステ
ムが確立されている。

建学の精神と教
育の効果

○本協会による内部質保証ルーブリックにおいて一定のレベルを満たし、全教職
員が内部質保証に取り組んでいる。

教育課程と学生
支援

○授業科目「特別研究」において＜保育×○○分野＞というテーマで「自然」、
「ICT」、「アート」等の8分野と子どもをつなげる体験型の授業を設定し、年末
に開催する「こどもフェスタ」での発表に向けた1・2年生合同での運動遊びやダ
ンス、劇、大型紙芝居等の製作活動や練習等、学年の枠を超えた交流を通して、
保育者に求められる資質・能力を高めている。

建学の精神と教
育の効果

○建学の精神は、「美は人をつくり、人は美を創る（日本人の心のふるさと飛鳥
で、「教育は環境なり」の信念のもと、芸術性豊かな人材を培い、造形的精神や
技術を修得することによって品位ある社会人、専門家としての人材を育成す
る）」として2つの柱から成り立ち、それを具現化するための教育理念に「基本
理念」と「行動理念」を掲げ、学生自身の行動を喚起する仕組みを体系化してい
る。

建学の精神と教
育の効果

○地域・社会に向けた様々な公開講座、授業の公開、美術教員研修講座、夏休み
一日子ども大学等、積極的な地域貢献を行っている。また、地域との包括的連携
協定の下、学生が参加する多くの事業を行っており、これらの取組みは建学の精
神に基づいた地域貢献ボランティアとして、学生の実践的教育の場となってい
る。

建学の精神と教
育の効果

○飛鳥という地域の特性を活かした美術教育に立脚し、建学の精神に基づいた教
育目的・目標、学習成果、三つの方針を一体的に定め、実践的教育につなげてい
る。YHKカリキュラムマップ等を活用し、学生が学習成果を獲得し、教育の効果
を上げる取組みが行われている。

建学の精神と教
育の効果

○非常勤教員を含めた全教員に、授業改善PDCAシートと運営全体に係るアン
ケートの提出を義務付ける取組みは、PDCAサイクルを活用し、個々の教員が主
体的に教育活動全般について点検を行うこととなっている。また、本協会による
内部質保証ルーブリックにおいて一定のレベルを満たし、全教職員が内部質保証
に取り組んでいる。

教育課程と学生
支援

○卒業制作展、大学祭展での賞の授与、公募展受賞者及び学外連携事業で特に功
労のあった者を評価する奨励金の支給と学内外への広報（インターネットやマス
コミ関係）により、質的な学習成果として公表している。

教育課程と学生
支援

○「学習の成果」の策定により、全教員の共通認識を高め教育活動に取り組む仕
組みを作っている。また、情意面の効果的な指導と評価を行うために、全ての教
科・科目においてYHKカリキュラムマップを作成し、授業ごとの指針を明確にす
ることにより、教員は指導方針に、学生は到達目標へと明確につなげることが可
能になった。

建学の精神と教
育の効果

○本協会による内部質保証ルーブリックにおいて一定のレベルを満たし、全教職
員が内部質保証に取り組んでいる。

教育課程と学生
支援

○卒業のための選択必修科目として「地域・奈良」関連科目を設定し、「奈良の
食と文化」、「奈良の伝統行事」、「奈良の伝統工芸」、「奈良とお茶」、「文
字とことばの歴史」の5科目を開講しており科目選択ができる。奈良の文化と伝
統を学ぶ特色ある授業で地域を重視した教育である。

教育資源と財的
資源

○野草や野生の生き物が観察できる自然広場や、学生による野菜や草花の栽培の
ほか近隣の子どもたちの野菜の収穫体験等の場となっている学内農園を有し、教
育活動や地域貢献に活用している。

教育資源と財的
資源

○全教職員及び学生に安否確認カードを配布して非常時の対応と備えを周知し、
安否確認システムの運用訓練や地域と連携した防災避難訓練を実施するなど、優
れた災害対策に関する取組みがなされている。

建学の精神と教
育の効果

○「建学の理念」にある「国際的な視点」に関して、地方人材育成において国際
的及び人類的な視野を持つよう教育を行うことが必要であることから、地方人材
育成はもちろん、地方創生・生き残りをかけて、目に見える形として、SDGs

（持続可能な開発目標）関連科目の配置、「地方創生論」連続講演会の開催等に
取り組んでいる。

教育課程と学生
支援

○夏季休業中に全教職員が卒業生の就職先並びに卒業年次生の希望職種・希望勤
務地を中心に訪問し就職学生のフォローや現場からの要望聴取を行い、就職指
導・学生指導・求人開拓に役立てている。また、保護者・本人が同席する就職懇
談会を開催している。

豊岡短期大学 大学・短期大学
基準協会

奈良芸術短期大
学

大学・短期大学
基準協会

奈良佐保短期大
学

大学・短期大学
基準協会

美作大学短期大
学部

大学・短期大学
基準協会

51

https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/37_R3hyokakekka_narageijyutu_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/37_R3hyokakekka_narageijyutu_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/38_R3hyokakekka_narasaho_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/38_R3hyokakekka_narasaho_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/39_R3hyokakekka_mimasakadaigaku_tankidaigakubu.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/39_R3hyokakekka_mimasakadaigaku_tankidaigakubu.pdf


教育課程と学生
支援

○学生委員会の一機能として「発達支援アドバイザー制度」を設け、発達障がい
のある学生に対する支援体制を整えている。発達支援アドバイザーは、心理カウ
ンセラー、発達障がいを専門とする教員、学生支援担当副学長、学生課スタッフ
から構成され、学生支援について助言を行っている。

教育資源と財的
資源

○教授会の事前協議や大学運営を協議する「部科（課）長会議」は、教員の役職
者とともに、事務局全部署の課（室）長相当者が構成員となっており、教務・学
生・入試・就職・学生募集など教育研究支援及び学生支援の委員会は、事務職員
が幹事、構成員として加わり、事務組織と教学組織が連携して企画・立案・実行
する体制を確立している。

建学の精神と教
育の効果

○食物栄養学科と臨床検査学科において、栄養士、調理師及び臨床検査技師の資
格を生かした専門職への就職率（専門就職率）が非常に高く、職業に必要な能力
を育成するための教育が十分に機能している。また、さらに専門就職率をアセス
メントポリシーの査定項目に位置付けており、短期大学の教育が社会の要請に応
えているかを測る指標として利用し、職業教育効果の測定・評価に努めている。

教育課程と学生
支援

○学生便覧の「学年暦」には、学事予定だけではなく、学科ごとに関連する資格
試験等の日程も記載されており、これらの日程を容易に把握することができる。
学生にとって丁寧で分かりやすい記載であり、計画的に学習を進めるために大い
に役立つ取組みである。

教育課程と学生
支援

○入学時から少人数の学生を専任教員が担当するチューター制度が機能してい
る。チューターは担当する学生の履修及び卒業に至る指導、就職・進学相談のほ
か学生生活全般にわたる個別支援を行っており、チューター教員1人あたりの担
当学生数は6人程度で、一定規模の学生を担当する担任教員や授業担当教員等に
よる指導とは別に、よりきめ細かな対応ができている。

教育課程と学生
支援

○「就職プレガイダンス」の開催や「就職の手引き」による就職活動全般におけ
る基本的な情報の提供などを1年次から実施するなど、組織的な就職支援体制が
整備されている。就職指導部や学科によってはチューター・担任にも相談できる
環境が整っており、学生からの満足度も高く、効果的な支援がなされている。

建学の精神と教
育の効果

○「高松大学・高松短期大学外部評価委員会規程」により外部評価委員会を設
け、自己点検・評価の客観性及び妥当性について学外の学識経験者等による評価
を行い、教育研究活動等の優れた点及び改善を要する事項等について客観的意見
を聞き、報告書を作成・公表するとともに、学内の自己点検・評価活動にフィー
ドバックし、内部質保証に役立てている。

建学の精神と教
育の効果

○本協会による内部質保証ルーブリックにおいて一定のレベルを満たし、全教職
員が内部質保証に取り組んでいる。

教育課程と学生
支援

○1年次から少人数制の研究室に所属する研究室制度による活動は、学生と教員
が豊かな対話を実現し、周囲と協調しながら取り組む態度を養うとともに、主体
性や判断力、表現力を高めるものとなっている。また、学科専用の学生研究室が
教員研究室の近隣に設置されており、教員と学生間のコミュニケーションの活性
化が図られ、より学習に専念しやすい環境が整備されている。

教育課程と学生
支援

○秘書科では、検定において個別指導や直前合格対策、補習授業等を実施するほ
か、レベルの高い検定を受験するための動機づけとして、複数の検定合格者に対
して学長表彰及び学科長表彰を授与する制度が設けられており、学生の学習意欲
の向上に資する取組みがなされている。

建学の精神と教
育の効果

○三つの方針が教育課程にどのように関連づけられ、入学から卒業までのどのよ
うな学習を経て学習成果を獲得していくかが可視化されたカリキュラムツリーが
作成され、その構造がわかりやすく示されている。

教育課程と学生
支援

○特色ある教養教育科目である「純真ゼミナールⅠ・Ⅱ」では、建学の精神・学
校訓である「気品」、「知性」、「奉仕」の精神の涵養を目指し、学長講話のほ
か、特別講師による講演、着付けや茶道、ボランティア活動等、多彩なプログラ
ムが組み込まれており、受講した学生の満足度も高い。

教育資源と財的
資源

○令和元年8月に竣工した併設大学の校舎「Medical Learning Center（MLC）」
にある新しいカフェレストラン、オープンスペースを学生が利用することができ
る。ほかの併設校の施設も利用しており、学校法人所有の施設設備の共用によっ
て教育効果を高める工夫がなされている。

建学の精神と教
育の効果

○同一法人三大学の連携により、私立大学研究ブランディング事業、文部科学省
の大学教育再生加速プログラムなど各種の事業に応募し、採択されている。

教育課程と学生
支援

○学生を教育改善委員として選出し、学生からの授業に関わるヒアリングを行う
とともに、専攻科学生や卒業生も活用して、積極的に教育課程の改善に取り組ん
でいる。

山陽女子短期大
学

大学・短期大学
基準協会

美作大学短期大
学部

大学・短期大学
基準協会

高松短期大学 大学・短期大学
基準協会

純真短期大学 大学・短期大学
基準協会

福岡医療短期大
学

大学・短期大学
基準協会
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教育課程と学生
支援

○基礎学力が不足する学生を「基礎学力試験（数学・英語）」により見出し、早
期支援を実施している。また、学修支援の活性化を図るため、専攻科学生を
ティーチング・アシスタントとして採用し、個別支援の強化も図っている。

教育資源と財的
資源

○全学生への防犯ブザーの配布やトイレ出入口の防犯カメラ設置など、学生の安
全面に配慮した施策を打ち出している。

建学の精神と教
育の効果

○5か年の中期行動計画及び毎年の行動計画と、その計画の財政的裏付けである
中期財政計画とリンクさせた経営管理システムを構築し運用を行っている。教育
研究成果の向上についてもこれらに基づいてPDCAサイクルを回し、年度ごとの
自己点検・評価報告書に反映させている。

建学の精神と教
育の効果

○本協会による内部質保証ルーブリックにおいて一定のレベルを満たし、全教職
員が内部質保証に取り組んでいる。

教育課程と学生
支援

○各科目の開講時期や学習目標との関与度、開講時期別にみた各科目の関連性を
示した「カリキュラムフローチャート」や、「学習教育目標に関する関与の程
度」を作成し、学生便覧に掲載している。さらに、シラバスに授業科目と学習成
果の関連性を示し、成績評価の方法と学習成果の関連性を明示する工夫が行われ
ている。

教育課程と学生
支援

○障がい者への支援体制として、「障がい学生支援委員会」を設置し、「福岡工
業大学短期大学部障がい学生支援調整会議に関する細則」を策定している。ま
た、「学生サポートスタッフ制度」を設け学生による障がい学生の支援を行うな
ど、修学支援体制について組織的に取り組んでいる。

教育課程と学生
支援

○学生の希望する進路を実現するために、組織的な取組みが行われている。1年
生の授業科目である「進路設計Ⅰ」で、知識の獲得と意思決定の支援、希望する
進路に必要な準備について教育し、キャリアプランニング能力の育成を目指して
いる。2年生では専任スタッフによる細かいサポートを行い、高い就職率及び編
入学決定率を維持している。

建学の精神と教
育の効果

○例年、学生の社会貢献活動が多数あり、ほとんどの学生が社会貢献活動の意義
を理解し、短期大学近隣で行われている清掃活動等に参加している。

建学の精神と教
育の効果

○本協会による内部質保証ルーブリックにおいて一定のレベルを満たし、全教職
員が内部質保証に取り組んでいる。

教育課程と学生
支援

○社会人としての教養を身に付けることを目的とした、経営福祉学科の「ライフ
プランニング」、幼児保育学科の「キャリアスタディ」という独自の科目を設け
て、マナー講座や履歴書作成指導、適性検査実施や模擬面接など、実際の就職活
動に直結した学習プログラムを実施している。

建学の精神と教
育の効果

○建学の精神を、「三活動・五心」の図や「合言葉」などを用いて表現し、現代
の受験生や学生が分かりやすいように工夫がなされている。資格や免許取得を目
指す各学科の教育課程と、建学の精神が合致している。文部科学省の職業実践力
育成プログラム（BP）認定制度「温泉コンシェルジュ養成課程」など、地域・
社会との連携に努めている。

建学の精神と教
育の効果

○中国の複数の大学と友好締結を結び、連携協力の関係を継続している。友好締
結校向けに毎年約2週間の短期留学プログラムを実施し、日本語の授業体験をは
じめ、介護福祉学科や幼児教育学科、ライフデザイン総合学科、食物栄養学科の
授業体験、学外研修を通して、国際交流を行っている。さらに、中国の四つの大
学とダブルディグリー協定を締結しており、4校からの入学生は別府溝部学園短
期大学で取得した単位が各学校の単位として認められ、大学等の間で所定の要件
を満たした者には卒業証書を授与している。

建学の精神と教
育の効果

○食物栄養学科は、「おおいた創生」推進協議会COC（センター・オブ・コミュ
ニティー）＋事業と協定を行い、「おおいたのもったいないを考える～SDGs持
続可能な社会の実現に向けて私たちができること～」、「大分の輪を広げよう～
給食施設で地産地消を取り入れるためのレシピ開発～」、「『豊の七瀬柿』PR

大作戦」、「温泉県おおいた魅力発信コンシェルジュ養成啓発事業九重発！大自
然と里山に沸く温泉を満喫」の活動を実施した。

建学の精神と教
育の効果

○留学生は、大分市主催「おおいたワールドフェスタ」にオンラインで参加し
た。英語と日本語の絵本読み聞かせ、切り絵の紹介、スリランカのカレーやネ
パール語の挨拶の紹介を行った。さらに、地域の子どもたちに影絵紙芝居や、地
域の清掃活動も行った。2021年1月には、中国語、ネパール語、ヒンディー語、
英語、シンハラ語の5か国語で手洗い動画の撮影配信を行った。

建学の精神と教
育の効果

○食物栄養学科では、大分市の特産品である「豊の七瀬柿」を使った「七瀬柿ブ
レッド」、「ドライ柿」を大分市主催の「おおいたマルシェ」にて店頭販売し
た。活動中アンケート調査等も行い、点検・検証した結果を卒業研究報告集で発
表した。

福岡医療短期大
学

大学・短期大学
基準協会

福岡工業大学短
期大学部

大学・短期大学
基準協会

中九州短期大学 大学・短期大学
基準協会

別府溝部学園短
期大学

大学・短期大学
基準協会
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建学の精神と教
育の効果

○学期ごとに授業評価アンケートを行い、ウェブサイトや図書館に印刷物で公表
している。また、毎年度末に単位取得状況やGPAの結果を学生全員の自宅へ郵送
し、学習成果を学生と保護者へフィードバックするとともに、検定やコンペティ
ションなどで優秀な成績を収めた学生には学長から表彰している。多くの免許・
資格が正課授業内で取得可能となっている。

建学の精神と教
育の効果

○本協会による内部質保証ルーブリックにおいて一定のレベルを満たし、全教職
員が内部質保証に取り組んでいる。

教育課程と学生
支援

○シラバスに履修法と3種類の適正（知識・技能、主体性・意欲、就業力・協
働）が記載されているため、到達目標が分かりやすい。さらに、アクティブラー
ニングの7項目、ルーブリックを利用した評価基準が示されており、授業方法も
明確である。教養教育科目の中でも、取得免許・資格にかかる科目は推奨マーク
が示されており、教養課程と専門教育との関連が明確である。

教育課程と学生
支援

○「カリキュラムマップ」に「就業力」を培う科目をわかりやすく明記してい
る。資格等の外部試験・検定試験を通して、学生の習熟度を測定している。職業
教育の効果は、就業先でのヒアリング及び3年後の専門職就業率の調査により測
定、評価され、改善につながっている。

教育課程と学生
支援

○留学生については、日本語教育担当教員が授業を担当し、国際交流課が留学生
の学習及び生活を幅広く支援しており、近年増加している留学生に対して、学科
との連携を緊密に行い、学生支援に努めている。

教育資源と財的
資源

○外部研究費獲得として、令和2年度の産学連携「豊の七瀬柿」の研究活動があ
る。さらに特別補助として、官学連携県の食育推進条例に基づく「地域の共食拡
大事業」の1事業、地域活性化事業の5事業に取り組み、成果をあげている。

建学の精神と教
育の効果

○産官学からなる外部評価委員会を組織して、地域・社会の要請に応えた人材育
成が実践されているかを点検している。また、地域を代表する企業や高等学校と
包括連携協定を締結し、人材育成に関する地域・社会の要請を把握しようと努め
ている。

教育課程と学生
支援

○学年別に査定できるアセスメント・ポリシーを定め、査定を行っている。ま
た、外部機関によるPROGテストを導入して客観的に学習成果を計測したり、学
生による授業評価結果に対する対応を作成し、学生に公表したりしている。

教育課程と学生
支援

○「ダブル・アドバイザー制度」により、二つの視点から学生個々の状況の把握
と適切な指導が行われ、学習支援だけでなく、学生生活に対してもきめ細やかに
対応している。

教育資源と財的
資源

○個人研究費の他に学内競争的資金として「学長裁量費制度」を設け、教育研究
活動の意欲向上、短期大学のブランディング、地域貢献活動への取組み、教育研
究活動の地域還元などに寄与している。

建学の精神と教
育の効果

○三つの方針は「学士力」の四つの区分と「確かな学力（学力の三要素）」によ
るマトリックスにより維持管理され、エビデンスに基づく点検・評価が行われて
いる。また、カリキュラム・ツリーを作成し、教職員はもとより学生にも学習成
果達成への道程を示し、共有されている。

建学の精神と教
育の効果

○学科・専攻課程・コースの教育目的や目標に基づく人材養成が地域・社会の要
請に応えているかについては、インターンシップ、地域貢献活動、キャリア
フォーラム、「卒業生による就職体験発表会」、「外部評価委員会」、実習訪
問、教育・保育実習連絡会、学外実習視察などの数多くの機会を利用して意見聴
取し、それらを改善に役立てている。

建学の精神と教
育の効果

○学習成果向上に向けての汎用性のある仕組みとしてのアセスメントプランが策
定されている。これは、評価・改善に資する緻密なデータ収集・分析による改善
サイクルを可能とするもので、「教育課程編成の適切性評価」、「教育プログラ
ム単位の学修成果の可視化と査定報告書」（直接評価）、「進級時・卒業時アン
ケート調査」（間接評価）等を根拠資料として、多面的な仕組みを独自に開発し
実施され、その実施も教育質保証推進本部を母体として、各種委員会との連携を
とおした体制を構築している。

教育課程と学生
支援

○シラバスを作成後、担当以外の教員がその内容を点検し、点検結果を授業科目
担当者へ報告、必要に応じて修正を依頼、授業科目担当者は、指摘事項と修正結
果を整理し、「シラバス修正概要報告書」を教務課に提出するという仕組みが構
築されている。

教育課程と学生
支援

○地域を対象とした課題解決型学習やフィールドワーク等、学生が地域の課題に
主体的に関わる科目を開設し、学生の社会的活動を教育活動に位置付けて優れた
成果を出している。

南九州短期大学 大学・短期大学
基準協会

鹿児島純心女子
短期大学

大学・短期大学
基準協会

別府溝部学園短
期大学

大学・短期大学
基準協会
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建学の精神と教
育の効果

○地域連携センターを中心とした公開講座や生涯学習講座の開催や地域の自治
体・事業法人との連携協定による事業に加え、各学科・専攻課程独自の地域連携
活動、学生によるサークル活動やボランティア活動による地域貢献活動を積極的
に展開しており、文部科学省による平成29年度「私立大学研究ブランディング事
業」にも選定されるなど、「地（知）の拠点」機能を強化し地域・社会の発信拠
点としての役割をしっかりと担っている。

建学の精神と教
育の効果

○就職・進路支援部会が主体となり平成26年度より卒業生就職先企業及び鹿児島
労働局、地元経済団体から人事担当者を招き、「地元事業所との情報交換会」を
毎年1回開催し学内の職業教育の改革に生かしている。

建学の精神と教
育の効果

○本協会による内部質保証ルーブリックにおいて一定のレベルを満たし、全教職
員が内部質保証に取り組んでいる。

教育課程と学生
支援

○学生の社会的活動を評価する方法の1つとして学長表彰制度を設け、表彰選考
委員会による選考、教授会での協議を経て学長が被表彰者を決定している。優れ
た業績をあげた個人・団体を表彰することにより、学生生活の活性化を図ってい
る。

教育課程と学生
支援

○奨学金については給付型のものを含め、地域性を反映した短期大学独自のユ
ニークな奨学金制度を充実させており、また、大規模災害の罹災者に対しては入
学金、授業料及び入学検定料等の免除を行っている。

教育課程と学生
支援

○キャリアセンターを中心とした進路支援が機能している。同センターによる進
路支援ガイダンス、教員採用試験対策講座、公務員試験対策講座等の実施のほ
か、各学科・専攻課程による国家試験対策をはじめとする各種資格取得支援も
行っており、高い就職率が維持されている。

３．高等専門学校

名　称 評価機関 テーマ 優れた取組

基準５　準学士
課程の教育課
程・教育方法

平成24年度から28年度までの５年間、文部科学省の大学間連携共同教育プログラ
ムでの「分野別到達目標に対するラーニングアウトカム評価による質保証」の代
表校として、仙台、茨城、長野、鈴鹿、鳥羽、高知の各高専と連携し、モデルコ
アカリキュラムに対するＣＢＴ、実験実習やジェネリックスキルへのルーブリッ
ク評価の活用、Ｗｅｂシラバス、ＬＭＳの導入と活用、アクティブラーニング、
ＩＣＴ活用教育、遠隔授業、教材共有システム、進路支援システム等を先導して
検討し、現在の高専機構全体で活用しているモデルコアカリキュラム策定後の教
育の質保証のシステムやその運用方法を設計・構築している。

基準７　準学士
課程の学習・教
育の成果
基準８　専攻科
課程の教育活動
の状況

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、就職先も当校が育成する技術者像にふさわしい製造業等と
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、大学の学部、研究科等となっている。

基準４　財務基
盤及び管理運営

科研費の全ての申請書の学内査読に、事務職員が積極的に加わっているのは、特
色ある取組である。

基準５　準学士
課程の教育課
程・教育方法

実践力を育む教育方法の工夫として、工学とマネジメントの両方の視点を持つ
「ハイブリッド型イノベーション人材」の育成を目的としたフロンティアコース
を設けており、履修科目のひとつとして開講している「フロンティア研究」で
は、分野横断の、地域や企業等の課題を解決する実学研究を、複数の担当教員に
より実施している。これらの取組の結果、学生が実践力を発揮し、苫小牧市等と
の協力を得て、観光案内動画を作成し、実際にバス停等で動画へ誘導するＱＲ
コード付きの掲示物を設置するなどの活動を行っている。

基準７　準学士
課程の学習・教
育の成果
基準８　専攻科
課程の教育活動
の状況

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、就職先も当校が育成する技術者像にふさわしい製造業等と
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、大学の学部、研究科等となっている。

鹿児島女子短期
大学

大学・短期大学
基準協会

函館工業高等専
門学校

大学改革支援・
学位授与機構

苫小牧工業高等
専門学校

大学改革支援・
学位授与機構
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基準５　準学士
課程の教育課
程・教育方法

「創造設計製作」や「建築デザイン演習Ⅳ・Ⅴ」等、創造力を育む教育を行って
おり、これらの取組の結果、全国高等専門学校デザインコンペティション2019で
最優秀賞、アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト2020で特別賞を
受賞するなどの成果を上げている。

基準７　準学士
課程の学習・教
育の成果
基準８　専攻科
課程の教育活動
の状況

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、就職先も当校が育成する技術者像にふさわしい製造業等と
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、大学の学部、研究科等となっている。

基準４　財務基
盤及び管理運営

大型の受託事業、補助金等の獲得・参画が積極的に行われた結果、多額の外部資
金を受入れている。

基準５　準学士
課程の教育課
程・教育方法

廃炉に関する基盤研究を通じた教育プログラム（廃炉創造学修プログラム）を実
施し、原子力発電所廃止措置の分野に明るい学生を育む高度な実践的教育を実施
している。

基準５　準学士
課程の教育課
程・教育方法

広く原子力安全及び原子力規制に必要な知見を有する人材や、国際的なエネル
ギー問題解決に貢献できる国際的人材を育成するための原子力規制人材育成事業
ならびに国際原子力人材育成事業を実施し、研修等を通じて学生の育成にあたっ
ている。

基準７　準学士
課程の学習・教
育の成果
基準８　専攻科
課程の教育活動
の状況

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、就職先も当校が育成する技術者像にふさわしい製造業等と
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、大学の学部、研究科等となっている。

小山工業高等専
門学校

大学改革支援・
学位授与機構

基準７　準学士
課程の学習・教
育の成果
基準８　専攻科
課程の教育活動
の状況

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、就職先も当校が育成する技術者像にふさわしい製造業等と
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、大学の学部、研究科等となっている。

基準５　準学士
課程の教育課
程・教育方法

ＰＢＬ型授業の一つである「知的財産権概論」では、弁理士でもある教員から知
的財産権について学習した後、公開特許の試作・改良及びパテントコンテストへ
の出願を行っている。この取組の結果、令和元年度のパテントコンテストでは、
優秀賞（特許出願支援対象）の成果を上げている。

基準７　準学士
課程の学習・教
育の成果
基準８　専攻科
課程の教育活動
の状況

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、就職先も当校が育成する技術者像にふさわしい製造業等と
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、大学の学部、研究科等となっている。

基準４　財務基
盤及び管理運営

外部資金獲得に関しては、全国の高等専門学校の中では常にトップクラスの実績
があり、当校の高い研究支援・推進体制が実証されている。特に科研費に関して
は、每年継続的に校内でピアレビューを実施していることにより、現在の実績に
つながっている。

基準５　準学士
課程の教育課
程・教育方法

創造力を育む教育方法の工夫として、平成27年から実施している地域協働教育
「ＪＳＣＯＯＰ」は、地元企業への取材と課題解決策の提案を通して、学生の課
題発見力・課題解決力の涵養を図るＰＢＬ型授業である。この取組の結果、平成
28年度に実施した参加学生のアンケートでは、84.2％の学生（専攻科課程の学生
含む）が「現実を踏まえ、新しい価値を生み出す能力が向上したと思う」と回答
しているなど効果を上げている。

基準７　準学士
課程の学習・教
育の成果
基準８　専攻科
課程の教育活動
の状況

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、就職先も当校が育成する技術者像にふさわしい製造業等と
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、大学の学部、研究科等となっている。

秋田工業高等専
門学校

大学改革支援・
学位授与機構

福島工業高等専
門学校

大学改革支援・
学位授与機構

群馬工業高等専
門学校

大学改革支援・
学位授与機構

長岡工業高等専
門学校

大学改革支援・
学位授与機構
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https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_3_oyama_k202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_3_oyama_k202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_3_akita_k202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_3_akita_k202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_3_fukushima_k202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_3_fukushima_k202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_3_gunma_k202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_3_gunma_k202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_3_nagaoka_k202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_3_nagaoka_k202203.pdf


基準５　準学士
課程の教育課
程・教育方法

創造性を育む教育方法の工夫として、全ての学科でＰＢＬ型の授業や創造型の演
習等を行っている。また、学生のものづくりに対する意欲を高め、自主性、創造
性の涵養を目的とした学生支援プログラム「石川高専オンリー１プロジェクト」
を創設している。これらの取組の結果、アイデア対決・全国高等専門学校ロボッ
トコンテスト2017準優勝等の成果を上げている。

基準５　準学士
課程の教育課
程・教育方法

教育改善の結果から生まれた「オーダーメイド数学活用大辞典システムの構築」
「in situ実験（座学と実験との有機的な融合）」等、有用な教材や教育法が開
発されている。

基準７　準学士
課程の学習・教
育の成果
基準８　専攻科
課程の教育活動
の状況

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、就職先も当校が育成する技術者像にふさわしい製造業等と
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、大学の学部、研究科等となっている。

基準５　準学士
課程の教育課
程・教育方法

ＡＦＳ留学プログラムやＹＦＵ高校生留学派遣プログラムによる約１年間の長期
海外留学に向かう学生数は毎年40名を超えており、全学生の約20％が長期海外留
学を経験している。

基準７　準学士
課程の学習・教
育の成果
基準８　専攻科
課程の教育活動
の状況

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、就職先も当校が育成する技術者像にふさわしい製造業等と
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、大学の学部、研究科等となっている。

基準５　準学士
課程の教育課
程・教育方法

創造力を育む教育方法の工夫として、全ての専門学科でＰＢＬ、ＡＬ、グループ
ワーク等を実践する科目を配置している。建築学科の「建築ゼミナール」では学
生が作成した障害者施設の壁画が鳥取県知事と米子市長に報告され、地域の新
聞・テレビのニュースに掲載されたほか、令和２年度には、アイデア対決・全国
高等専門学校ロボットコンテストで全国６位（地区大会最優秀賞）となり、デザ
インコンペティションでは３年連続最優秀賞（大臣賞）を受賞するなどの成果を
上げている。

基準７　準学士
課程の学習・教
育の成果
基準８　専攻科
課程の教育活動
の状況

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、就職先も当校が育成する技術者像にふさわしい製造業等と
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、大学の学部、研究科等となっている。

基準５　準学士
課程の教育課
程・教育方法

創造力を育む教育方法の工夫として、数学クラブの取組を全学的に発展させ、自
然科学やスポーツ科学、人文・社会科学等、幅広い分野の教員が紹介した課題
テーマに対し、学生自らが選んだテーマについて研究を行うことを推奨する
「チャレンジゼミナール基礎」を２年次で開講している。これらの取組の成果を
学会で発表する学生や、内容を発展させて、国際学生科学技術フェア（ＩＳＥ
Ｆ）等に参加する学生も出ているなど、多くの成果を上げている。

基準５　準学士
課程の教育課
程・教育方法

国際対応力を育む教育方法の工夫として、タイ政府奨学金留学生事業の受入校と
して、2019年度から毎年１年次に２人を受入れており、国際交流センター内に専
門部会を設置し、「つやまロボットコンテスト国際大会」を開催するなど留学生
と日本人学生の交流活動を行っている。また、2019年度に採択されたグローバル
エンジニア育成事業（高度育成）により招へいした外国籍教員に加え、日本人教
員も専門授業において英語を導入し、授業実践報告研究会を実施するなど、英語
による専門授業の拡充に努めている。

基準７　準学士
課程の学習・教
育の成果
基準８　専攻科
課程の教育活動
の状況

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、就職先も当校が育成する技術者像にふさわしい製造
業等となっている。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、大学の学部、研究科等となっている。

基準３　学習環
境及び学生支援
等

資格取得の支援に力を入れており、各学年で推奨する資格一覧の配布、資格取得
状況の調査、教員による講習や技術支援センターでの実技練習を実施し、合格者
は「校長賞」として表彰しており、近年資格取得者数が増加傾向にある。

米子工業高等専
門学校

大学改革支援・
学位授与機構

津山工業高等専
門学校

大学改革支援・
学位授与機構

大島商船高等専
門学校

大学改革支援・
学位授与機構

石川工業高等専
門学校

大学改革支援・
学位授与機構

豊田工業高等専
門学校

大学改革支援・
学位授与機構
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https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_3_yonago_k202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_3_yonago_k202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_3_tsuyama_k202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_3_tsuyama_k202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_3_oshima_k202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_3_oshima_k202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_3_ishikawa_k202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_3_ishikawa_k202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_3_toyota_k202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_3_toyota_k202203.pdf


基準７　準学士
課程の学習・教
育の成果
基準８　専攻科
課程の教育活動
の状況

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、就職先も当校が育成する技術者像にふさわしい製造業等と
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、大学の学部、研究科等となっている。

基準８　専攻科
課程の教育活動
の状況

創造力を育む教育方法の工夫として、ＰＢＬ型授業である「創造工学演習」が行
われており、総務省主催の2019年度「高専ワイヤレスIoT技術実証コンテスト」
ワイヤレスIoT活用部門において、総務大臣賞（最優秀賞）を受賞するなど、教
育の成果が認められる。

基準５　準学士
課程の教育課
程・教育方法

学習指導上の工夫について、社会実装教育を基盤とする次世代型技術者（人財）
の育成のため、３つの特別課程を設けている。対話・討論型授業「アシスティブ
テクノロジー技術者育成特別課程」、フィールド型授業「次世代プラント技術者
育成特別課程」、情報機器の活用「人工知能活用人財育成特別課程」を設定し、
学科横断的に実施していることは、特色ある取組である。

基準７　準学士
課程の学習・教
育の成果
基準８　専攻科
課程の教育活動
の状況

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、就職先も当校が育成する技術者像にふさわしい製造業等と
なっている。進学についても、準学士課程の進学率（進学者数／進学希望者数）
は極めて高く、専攻科課程の進学率は高く、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、大学の学部、研究科等となっている。

基準５　準学士
課程の教育課
程・教育方法

創造力を育む教育方法の工夫として、５年次の授業科目として機械工学科では
「エンジニアリングデザイン」、電気電子工学科では「デザイン実習」、都市・
環境工学科では「都市・環境デザイン」、４年次の授業科目として情報工学科で
「工学実験Ⅵ」を開講しており、創造型授業及びＰＢＬ型授業を行っている。こ
れらの取組の結果、学生が創造力を発揮し、おおいた協働ものづくり展において
学生が出展した展示物が来場者アンケート第１位を獲得するなどの成果を上げて
いる。

基準７　準学士
課程の学習・教
育の成果
基準８　専攻科
課程の教育活動
の状況

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、就職先も当校が育成する技術者像にふさわしい製造
業等となっている。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、大学の学部、研究科等となっている。

基準５　準学士
課程の教育課
程・教育方法

創造力・実践力を育む教育方法の工夫として、成長産業技術者教育プログラムや
ＰＢＬ型授業、40年続く神戸高専英語プレゼンテーションコンテスト等を実施し
ており、学外のコンテストで受賞するなどの成果を上げている。

基準７　準学士
課程の学習・教
育の成果
基準８　専攻科
課程の教育活動
の状況

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、就職先も当校が育成する技術者像にふさわしい製造業等と
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、大学の学部、研究科等となっている。

基準５　準学士
課程の教育課
程・教育方法

創造力を育む教育方法の工夫として、４年次開講の「創造工学演習」のほか、都
市環境コースでは卒業研究の一環として、デザインコンペティションにも参加し
ている。令和２年度全国高専デザインコンペティションでは、名張市の旧市街地
に残る水路の魅力を生かした地域活性化案を発表し、創造デザイン部門で審査員
特別賞を受賞している。また、機械システムコース５年次の選択科目「新素材」
において、大学併設校の強みを活かして、近畿大学理工学部所属の教員が、大学
での研究事例や成果等を交えながら講義を行っている。

基準７　準学士
課程の学習・教
育の成果
基準８　専攻科
課程の教育活動
の状況

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、就職先も当校が育成する技術者像にふさわしい製造業等と
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、大学の学部、研究科等となっている。

大島商船高等専
門学校

大学改革支援・
学位授与機構

新居浜工業高等
専門学校

大学改革支援・
学位授与機構

大分工業高等専
門学校

大学改革支援・
学位授与機構

神戸市立工業高
等専門学校

大学改革支援・
学位授与機構

近畿大学工業高
等専門学校

大学改革支援・
学位授与機構

58

https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_3_niihama_k202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_3_niihama_k202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_3_oita_k202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_3_oita_k202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_3_kobe_k202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_3_kobe_k202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_3_kindai_k202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_3_kindai_k202203.pdf


①法科大学院

名　称 評価機関 テーマ 優れた取組

施設，設備及び
図書館等

○自習室については，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。法科大学院専用棟はバリアフリー化されてい
る。

学生支援体制 ○クラス担任制がとられ，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
の体制が整備されている。

特徴の追求，自
己改革

○女性法曹輩出促進プロジェクトに取り組み，2017年度以降，毎年，女性法曹志
望者層の掘り起こしのためのシンポジウムやパネルディスカッションを主催又は
共催にて開催している。

理論と実務の架
橋・臨床科目

○リーガル・クリニックについては合計９科目（年間18講座）もの専門クリニッ
クが開設されており，エクスターンシップについても多彩かつ多くの派遣先が確
保され，充実したエクスターン教育が実施されている。

国際性の涵養 ○「交換留学制度」により留学生の受入れや派遣を積極的に行っており，「グ
ローバル・ビジネス・コース」を設置し，将来国際的な法律実務に就くことを念
頭においた科目群を開講している。

学生支援体制 ○「パートナー制」の創設やクリニックＡＡの制度，ＡＡによる個別ゼミの開催
への組織的支援，育児・出産等の理由による休学者を対象とする休学期間中のＡ
Ａによる学習支援制度の新設などＡＡ制度を人的・内容的に大幅に拡充してい
る。

②教職大学院

名　称 評価機関 テーマ 優れた取組

・令和３年度には、修士課程の教員養成機能を教職大学院に移行する大学院の改
組を実施して いる。これに伴い、入学定員を 45 人から 80 人へと拡大すると
ともに、教員数についても 28 人から 208 人へと大幅に増員している。

・教育委員会派遣以外の現職教員学生が働きながら修学できるようにするため、
平日夜間と土曜日の日中に授業を開講している。

・双方向遠隔授業システムを用いて、４つのキャンパス(札幌、旭川、釧路、函
館)をネット ワークでつなぎ、全国的に見ても先進的な体制で教職大学院の全て
の授業を展開している。

・現職教員学生の入学について宮城県及び仙台市からの派遣を毎年一定数得るこ
とや学部新卒学生の入学について東北地方の５大学との協定校制度による特別入
試を行ったり、教員採用試験合格者への授業料免除を導入したりすることによ
り、直近の５年間の定員充足率は約103％と、ほぼ毎年定員を満たしている。

・省庁及び自治体等と連携して学校防災教育について積極的に取組み、その成果
をホームページで公開するなど防災教育について先進的な取組みを組織的に行っ
ている。

・令和３年度の改組及び定員の増員に伴う施設の整備により学生にとって学びや
すい環境づくりを行っている。院生室については、自習スペースに限定したもの
ではなく、様々な用途に合わせて利用できるような構造になっている。

・理論と実践の往還・融合を通した省察を行うために、４科目群と教育実践福島
ラウンドテーブルを位置付けて体系的な教育課程を構成している。福島の教育課
題について考えを深める特色ある科目も設定されている。

・現職教員学生も実習科目の免除措置をとらず、学生全員が行う実習では、３つ
のコース及び学部新卒学生と現職教員学生それぞれの課題意識に即した実習科目
が設定されている。徐々に実習校での関わりが充実していくように、系統性に配
慮した実習が設計され、指導及び評価が行われている。

・学類や研究科のFD活動と連動しながら、教職大学院独自のFD活動が継続的かつ
組織的に実施されている。

北海道教育大学
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

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

福島大学大学院
人間発達文化研
究科教職実践専
攻

教員養成評価機
構

４．専門職大学院

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
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・横浜国立大学教職大学院では、理論と実践の往還・自己内融合を図る「バイリ
ンガル教員」の育成を目指して、メンタリングの理念・方法を軸にした教育課程
を編成し、育成スタンダードに基づいた学習・研究活動が行われている。

・横浜国立大学教職大学院では、改組によって拡大した定員充足のために教育委
員会、連携大学、附属学校、学部新卒学生等の受け入れ可能な仕組みづくりが行
われている。

・短期間で科目履修が可能な６ターム制がとられ、午前に講義と演習が連続した
授業、午後にはe-ポートフォリオによる学びの振り返りなどが行われている。e-
ポートフォリオは、育成スタンダードを踏まえた活用が前提になっており、学生
にとっては思考を深めることにつながり、教員にとっては個別指導等に利用され
るなどしている。

・平成29年度に専攻内を「学校管理職養成コース」と「教育実践開発コース」の
２コースに再編し、教職大学院で養成を目指す教員像がそれぞれ明確なものと
なっている。特に、「学校管理職養成コース」では岐阜県教育委員会から派遣さ
れた現職教員が学んでいるが、様々な教育課題に対応できる実践的な力を有する
管理職を輩出することができている。

・授業科目は、「研究科共通」「専攻共通」「コース共通」の共通（必修）科目
と「選択科目」で構成され、属性の異なる学生が一緒に学ぶことができるように
配慮されている。また、実習科目は、「学校管理職養成コース」については「教
育行政実習」「学校経営実習Ⅰ」「学校経営実習Ⅱ」を、「教育実践開発コー
ス」については「基礎実習」「授業開発臨床実習」「教育臨床実習」を順に履修
する構成であり、各段階におけるねらいが明確なものとなっている。さらに、
「開発実践報告」と称する課題研究においては、大学院で学んだ理論と学校現場
での実践との往還を通して、現場から立ち上げた課題の解決に取り組むことを目
指している。

・岐阜県教育委員会、市町教育委員会および連携協力校と「岐阜大学教職大学院
連携連絡協議会」を構成し、年２回の定例会だけでなく、日常的に情報交換を
行っている。これは、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
の成果と課題を明らかにし、教職大学院の在り方の改善にも大きな役割も担って
いる。

・個々の教員による長年にわたる連携・協力活動を通して、三重大学教職大学院
と三重県教育委員会、市町教育委員会、各校長会、各学校との間で十分な共通理
解と良好な連携協力の関係が構築されており、学生が主体的・協働的な実習を円
滑に実施できる体制が構築されている。また、連携協力校の数も飛躍的に増加し
ている。

・地理的・歴史的に特色のある東紀州地域に立地する、東紀州サテライト学舎で
は共同宿泊による実習等が行われ、地域の特色ある教育等を学ぶ貴重な教育環境
となっている。

・三重県総合教育センターにおいて開設されている初任者研修・教職経験者研修
のカリキュラムの一部を担ったり、教職大学院で開講されている「選択科目」授
業の一部を三重県総合教育センターにおいて開講したりするなどして相互の交流
を図っており、学校教員の研修機能を有するとともに、教員の資質及び能力の向
上を支援する取組みとなっている。

・入学者選抜にあたっては、３期にわたって６方法の選抜区分を設定することに
よって、入学者の安定的に確保のための工夫がなされている。

・教育課程の編成にあたっては、カリキュラム・フレームワークにより、育成す
る資質能力目標（「学びの４コース」それぞれについての７つのプロフェッショ
ナル・スタンダード、及びコース共通の５つのコア・スタンダード）と科目の対
応が示されており、また、アセスメント・ガイドブックにより、各スタンダード
の評価基準がルーブリック形式で示されている。このことにより、学生は、ディ
プロマ・ポリシーや各コースで育てたい教師像の達成状況を自己評価できる仕組
みが構築されていることと合わせて、教員は、学部新卒学生と現職教員学生とそ
れぞれ設定されたレベルに達成できるように、研究者教員と実務家教員が協働し
ながら各科目の授業プラン作成・実施・成績評価を行っている。

・奈良県の教育課題の１つとしてのGIGAスクール構想実現に対応するために、
ICT活用能力に関する公開講座を実施したり、奈良県教員採用試験合格者に対す
る選抜特例措置による入学者を対象とする「ICT活用指導力・情報教育実践力養
成特別プログラム」を設定したりするなど、教育委員会や現職教員、学生のニー
ズに対応する取組みが行われている。

三重大学大学院
教育学研究科教
職実践高度化専
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

教員養成評価機
構

横浜国立大学大
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
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・学部新卒学生の確保のために、教育学部はもとより学内他学部、県内他大学に
対して積極的な広報活動を展開している。その際、大学院での学びを教職大学院
生がプレゼンテーションすることもある。

・授業の多くは現職教員学生と学部新卒学生が一緒に学ぶ「合同教育」として実
施されており、世代や教職経験の有無を超えたディスカッションや模擬授業等が
行われている。大学教員の側も、研究者教員と実務家教員のペアもしくはグルー
プで授業を提供しており、学習効果を上げるよう努めている。

・独立行政法人教職員支援機構の支援事業に応募するなどして予算を獲得したう
えで、教職大学院主催の研修会を多数開催している。そのひとつであるNITSカ
フェにおいては、学生が立案・企画・実施に参画しており、教育効果を高めなが
ら地域貢献に努めている。

・修了生は東京都をはじめ東京都以外の公立学校に、また私立学校に輩出されて
いる。

・現職教員学生には、東京都から学費の援助や中堅教諭等資質向上研修の一部免
除、学部新卒学生には、初任者研修の一部免除というインセンティブが与えられ
ている。

・東京都だけでなく、神奈川県と埼玉県とも協定を結び、広範囲の教員養成に貢
献している。

・「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）という
独自の人材像並びに修得すべき資質能力を掲げ、平成29年度に「経営実践コー
ス」「教育実践コース」の２コースに再編されている。創設以来、初等教育に特
化した教職大学院としての教育・研究の蓄積の上に、近年の地域教育課題を踏ま
え、義務教育全般において高度な実践力・応用力を備えた教員の育成を目指して
いる。

・「課題研究」をコアとして理論と実践を往還・融合させる体系的なカリキュラ
ムへと改革されている。デマンドサイドに応じて科目を新設するなど、地域課題
に対応したカリキュラムの改善を不断に行っており、独自性もある。「学校にお
ける実習」を「アクションリサーチ（AR）」と変更することで、学部とは異なる
「開拓型実習」の性質を明確にし、課題研究とAR（Ⅰ～Ⅲ）の有機的な接続によ
り、ARとして現場実践に取り組む力の育成が図られている。

・独立行政法人教職員支援機構（NITS）との連携協定、NITS常葉大学センター併
設により、学生の多様な学習・研修機会の確保につながっている。また、研修プ
ログラムの開発を通して、静岡県・静岡市・浜松市の3つの教育行政区における
教員の資質・能力向上の中核的存在となっている。静岡県・静岡大学との協議に
よる「初任者研修協働実施プログラム」に関して履修証明制度を開始している。

・国際教育に関して、「IB教育の理論と実践」、「グローバル・シティズンシッ
プ教育の構想と課題」等の科目を設けることで、IB教育（国際バカロレア教育）
やESD（持続可能な開発のための教育）などの最新の現代的教育課題を取り入れ
ている。日本国内での在留外国人子弟の教育をグローバル教育の1つと捉えてい
る。

・独立行政法人教職員支援機構（NITS）立命館大学センターは、各教育委員会の
教育センター等と連携して多彩な研修を実施することで、現職教員の資質・能力
の育成に貢献している。立命館大学教職支援センターは大学院生が教員として就
職する活動の支援を行っている。

・京都府、京都市、滋賀県、大阪府、大阪市という府県を横断した広い領域の教
育委員会と連携を構築している。

③経営

名　称 評価機関 テーマ 優れた取組

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 使命・目的・戦
略

豊かな社会を実現するための事業を構想し、社会全体の価値の向上と充実に貢献
する人材の養成を使命とし、企業経営の中でも特に「発・着・想」の観点に着目
し、事業構想分野に焦点を当てた人材の育成に取り組んでいることは特色といえ
る（評価の視点 1-4）。

立命館大学大学
院教職研究科実
践教育専攻

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

熊本大学大学院
教育学研究科教
職実践開発専攻

教員養成評価機
構

早稲田大学大学
院教育学研究科
高度教職実践専
攻

教員養成評価機
構
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東京理科大学大
学院経営学研究
科技術経営専攻

大学基準協会 教育研究等環境 授業を対面・オンラインを併用したハイフレックスで実施するにあたり、当該専
攻と製造元で開発・改良した音声マイクやＡＩカメラを各講義室に配置し、学生
の利便性に資する環境整備を迅速に進めている。また、「フィンテック戦略」の
授業に向けてリアルタイムで配信される市場データを用いたリサーチや高度な分
析シミュレーションを可能とするディーリングルームを設置するなど、最先端の
技術・設備を活用して実践的な学びの充実に向けた施設を整備していることは、
特色である(評価の視点 6-4)。

④公共政策

名　称 評価機関 テーマ 優れた取組

使命・目的 『研究科ガイドブック』において、多岐にわたる公共政策分野の実務で活躍する
修了生の所感や情報を掲載し、これを議会事務局や自治体の人事担当者へ送付す
ることで、関係者に対して当該専攻の教育を周知するための積極的な取組みを
行っており、これにより政治家、公務員、市民社会の担い手である市民、企業
人、非営利組織の職員など、当該専攻が対象とする志願者の確保に努めているこ
とは評価できる（評価の視点 1-5）。

教育の内容・方
法・成果（２）
教育方法

日本語コースでは、学生による履修相談会を開催し、２年次生が新入生に対して
履修などに関する相談に応じており、英語コースの留学生に対しては、全員参加
の合宿を入学時に実施し、履修指導のみならず、日本での生活や当該専攻の学び
に必要な情報を提供するとともに、留学生間のネットワーク構築に寄与してい
る。これらの取組みにより、学生間において履修に関する助言や学習相談を行う
機会を提供していることは評価できる（評価の視点 2-18）。

教育の内容・方
法・成果（２）
教育方法

英語コースの留学生を対象に、教育補助講師を置いており、リサーチペーパーの
作成に向けた文献検索やレファレンスの補助等に対応するなど、学習相談のため
に有意義な体制を整えていることは評価できる（評価の視点 2-18）。

教員・教員組織 当該専攻が養成を目指す５つの人材像（政治家、公務員、市民社会の担い手であ
る市民、企業人・非営利組織の職員、国際的な課題に携わる人）に対応する分野
の実務経験を持つ実務家教員を採用するとともに、研究者教員のなかにも豊富な
実務経験を有する者を配置していることは、公共政策分野において理論と実務の
架橋を図る教育を効果的に展開する教員組織の編制として評価できる（評価の視
点 3-3）。

⑤公衆衛生

名　称 評価機関 テーマ 優れた取組

教育課程・学習
成果、学生

「公共健康医学特論」の内容を抜本的に見直しており、2019 年度から公衆衛生
の実践者・研究者に求められる資質等（コンピテンシー）のほか、公衆衛生の理
論と実践の関連性、リーダーシップ論を扱うとともに、外部講師を招聘して、専
任教員、学生がディスカッションする機会やグループワークを設けることで、公
衆衛生の意義や社会的要請を理解し、実践・研究できる人材の養成に適う教育を
実施していることは評価できる（評価の視点 2-2）。

教育課程・学習
成果、学生

有志の学生が新型コロナウイルス感染症拡大に対応する保健所の支援活動に参加
し、その経験を踏まえて教育研究機関と保健所の連携や感染者情報の管理・活用
に関する研究に取り組み、活動報告論文の学会誌への投稿、専攻ホームページを
通じた政策提言につなげている。公衆衛生の喫緊の課題に現場で応じる経験及び
それに基づく研究活動によって、学生の自主性を養い、課題解決に向けて動きを
興す能力（Advocacy）を修得させる実践的な機会を設けていることは特色といえ
る（評価の視点 2-5）。

教育課程・学習
成果、学生

北京大学及びソウル大学校の公衆衛生大学院と連携体制である「PeSeTo（ 
Peking University, Seoul National University, the University of
Tokyo）」を構築し、教員・学生の交流を通じて相互に講義を提供しているほ
か、共同研究を実施して海外の専門学術誌に論文等が掲載されるなど、高い成果
につながっていることは評価できる（評価の視点 2-5）。

教育課程・学習
成果、学生

在学生から選出した担当幹事が同窓会主催のフォーラムの企画・運営に参画して
いるほか、当該専攻と同窓会の連携による「キャリアデザイン懇談会」を開催
し、修了生との交流を通じて在学生のキャリア支援を行うなど、修了生の協力を
得た学生支援は特色といえる（評価の視点 2-19、2-21）。

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

東京大学大学院
医学系研究科公
共健康医学専攻

大学基準協会
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⑥臨床心理

名　称 評価機関 テーマ 優れた取組

教育目的 鹿児島大学大学院臨床心理学研究科規則第１条の２において高度専門職業人とし
ての臨床心理士の養成のため、教育の理念や目的のもと具体的な教育方針を明確
に定めるとともに、学内外への周知広報に努めている。その目的において、厳格
な単位の実質化が図られ、その教育の成果や効果が具体的に表れており、優秀な
人材を着実に社会に送り出している。
臨床心理士資格審査試験の合格率は高水準を保ち、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結果と
なっている。
地域文化を視野に入れた心理臨床の支援のあり方についてはこれまでも成果を上
げており、さらに吟味を重ね、現状を踏まえた効果的な支援を継続していくこと
が期待される。

教育課程 講義科目、演習科目、実習科目の位置付けが明確である。また、実務家教員の長
所を活かす演習科目の配置により、教育研究教員と実務家教員が有機的にコラボ
レートできている点が優れている。学外実習については、実習機関と細やかに連
携を取り、学生の実習プロセスを適切にサポートしている。授業は少人数による
双方向性が保証されている。

臨床心理実習 学内実習施設である心理臨床相談室において、設備面でも、運用面や安全面でも
細やかな配慮がなされている。スーパーヴァイザーや学外実習先の選択で学生の
意向が尊重されている。

学生の支援体制 キャリア教育及び就職支援体制を整備し、学生の就職率100％を維持している。

成績評価及び修
了認定

実習科目の評価について、内容ごとにポイント制にした量的評価基準と実習態度
等の質的評価の両面に配慮し、さらに３名の実務家教員による合議制とする等、
多面的かつ公正に学生の能力及び資質を把握する工夫がなされている。また、評
価結果を踏まえて指導教員と学生が面談する機会を設ける等、学生の自己理解を
促す教育的配慮がなされている。

教育内容等の改
善措置及び教育
課程の見直し等

ＦＤ会議が毎月開催されており、授業改善への意識が高いことがうかがえる。ま
た、教育課程連携協議会が適切に組織されており、研究科の教育課程について充
実した内容の協議が可能となっている。

入学者選抜等 入学者数、在籍者数が適正に維持されている。新型コロナウイルス感染予防対策
のために、オープンキャンパス等が開催困難となる状況においても、オンライン
による入試説明会や研究室訪問等の機会が提供されている。また、説明会の動画
作成に大学全体として取り組み、内容の充実した理解しやすい動画となってい
る。視聴者数からも、その成果が見られる。

教員組織 研究科独自の研究専念期間制度が設けられており、令和元（2019）年度に利用実
績がある。教育上必要な専任教員の確保に継続して取り組むと共に、特任助教、
非常勤臨床心理士、相談室の事務補佐員等を活用して、これまで通りの教育、研
究の質が担保されるように努めている。

管理運営等 当該研究科は、独立研究科として独自の運営体制を有している。特に専門職大学
院係及び専門職大学院支援室が独立して配置されていることから、臨床心理士養
成における教育課程や心理臨床相談室活動を細やかにかつ円滑に運営することが
可能となっている。
また、大学全学の中期計画に対しても積極的に関わり、研究科の年度計画に反映
させている点も優れている。

施設、設備及び
図書館等

学生一人ひとりに貸与される机やパソコン等がある院生室や、資料管理・分析室
等の学習環境が充実している。

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が実施されており、現場
での実践力を身につけるという目標が教職員・学生に共有されている。

教育課程 実務家としての臨床心理士の養成に重点を置いた教育課程を編成し、学生の主体
的な学びを意識しながら、少人数による双方向的・多方向的な授業を展開してい
る。また、臨床心理士の重要な専門業務である研究活動についてもきめ細かい指
導がなされている。

臨床心理実習 実習中はもちろん、事前事後にも、学生の振り返り等、自主的・主体的な学びや
教員からの指導が丁寧に行なわれている。

学生の支援体制 学外実習における宿泊費補助、外部スーパーヴィジョンを受ける際の謝金補助
等、複数の経済的支援を実施して学生の便宜を図っている。

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
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成績評価及び修
了認定

成績評価は、シラバスやオリエンテーション、授業で、評価基準があらかじめ周
知徹底された上で、基準を設けて評価されている。所定の「評価シート」を用い
て学生自身の学修目標を意識できる指導がなされている。

教育内容等の改
善措置及び教育
課程の見直し等

移転やコロナ禍という環境の変化が大きい中で、学生による授業評価等、学生の
意見や要望を尊重し、よりよい教育環境を構築するよう努めている。

入学者選抜等 アドミッション・ポリシーに基づいた面接試問を重視し、独自に作成した面接試
問評価用紙を利用することで、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。

教育目的 教育の理念、目的に基づき、「７つの資質を兼ね備えた人材の育成」として具体
的な目標を掲げて計画的な指導を行っており、臨床心理分野の高度専門職業人を
養成する専門職大学院の先駆的役割を果たしている。

教育課程 カリキュラム全体を通して、心理臨床能力の基礎的力量の養成を確たるものにす
るよう図られている。演習実習科目が充実している等、当該大学や当該専攻の基
本理念や設置目的がカリキュラム上によく具現化されている。
また、新型コロナ禍においても、学習支援システム（WebClass）を導入し、教員
と学生、並びに学生間での双方向的な交流を可能にする学習環境の維持に努めて
いる。

臨床心理実習 学内実習施設において、独立した来談者専用の出入口と駐車場、障がい者用トイ
レ等のバリアフリー設備、安全面で配慮されたプレイルーム等、来談者に対する
配慮がなされ、相談室に求められる条件が整っている。特に、非常事態が起きた
ときの緊急連絡網や危機管理マニュアルが整備され、セキュリティに関する対策
が周知徹底されている。
公共交通機関のアクセスが良いとは決して言えない立地条件にありながらも、周
辺地域の医療機関、教育機関等からの紹介事例も多く、学生が一定数のケースを
担当できるだけの相談ケース数を確保している。
学外実習施設は、教育、医療・保健、福祉の三大領域のみならず、司法・矯正領
域と産業領域も含み、領域の広さ、施設の数ともに豊富で、指導内容も充実して
いる。

学生の支援体制 遠隔地からの学生を対象とした「ドミトリースカラシップ制度」、「帝塚山学院
大学奨学金」、また学外スーパーヴィジョンに対する補助金制度等、各種の積極
的な経済支援が行われている。
キャリア教育については、修了生との合同研究会の開催に合わせて就職ガイダン
スを行う等、進路検討のための情報提供に努めている。

成績評価及び修
了認定

成績評価の基準については、公平性を担保するため専攻会議において全教員間で
共有し確認された上で、シラバスやオリエンテーションで学生に提示され、また
最初の授業時にも学生に周知されている。

教育内容等の改
善措置及び教育
課程の見直し等

実務家教員と研究指導教員は、臨床実践の場での豊富な経験を背景として、多く
の実習や演習に共同で関わり、理論と実践の両面を有機的に結びつけるべく教育
を行なっている。実務家教員、研究指導教員、そして職員が共に出席するＦＤ・
ＳＤ研修会を開催することによって、学生指導の充実を図っている。また、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、学生と教職員の
相互理解を深めるように工夫されている。

入学者選抜等 社会人入試の口述試験において、心理学及びその近接領域の実務経験、社会人経
験等の試問を行い、志願者の臨床心理学的学識と資質を評価し、多様な実務経験
及び社会経験等を有する者を入学させるよう努めている。

教員組織 実務家教員のみならず、すべての専任教員が豊富な臨床経験を有しているのに加
え、各教員の実践に根差した学術論文、著書等の業績及び教育歴も豊富であり、
優れた知識及び経験を有している。

管理運営等 学生への教育活動実施のために学外スーパーヴァイズの費用を補助する等、学生
の実習活動に対する教育補助がなされている。

施設、設備及び
図書館等

令和３（2021）年４月の大学ワンキャンパス化に際しての大学全体の大規模改修
工事に伴い、大学院生室を実務家教員研究室と隣接させ、その研究室前には事務
カウンターを置いて事務職員を配置するなど、教員の教育・研究活動、学生の学
修活動、事務職員の職務が相互の交流の中で一体的に機能するような工夫がなさ
れている。同様の工夫が、教室、演習室、実習室、教員室、事務室、図書館等に
おいても随所になされている。

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
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名　称 評価機関 テーマ 優れた取組

使命・目的 2025 年までの将来ビジョン及び５つの戦略を「ＤＨＵ2025 構想」として策定
し、価値のアップデートによる創発的進化に取り組むことなどを発信している。
また、優秀な修了制作課題を発表する成果発表会を一般公開しているほか、入学
式で「デジタルフロンティア・グランプリ」を開催して毎年度の優秀作品を表彰
するなど、デジタルテクノロジーとクリエイティブの知見を高め、社会に新しい
価値を生み出す大学院としての目的を広く周知する工夫を講じていることは評価
できる（評価の視点 1-5）。

教育内容・方
法・成果（２）
教育方法

プロトタイプの作成を重視する修了課題制作について、１年次に構想・計画に関
する必修科目を設置し、２年次で履修する「修了課題制作」に向けて学生が研究
テーマを発見・深化できるような教育を設けたうえで、専任教員と学生の集団型
面談会等を通じた研究指導教員のマッチングを行っている。さらに、２年次には
指導教員の他に複数の教員から助言を受ける「研究テーマ相談会」を設けるな
ど、修了課題制作に向けた段階的な教育・指導を行っていることは評価できる
（評価の視点 2-18、2-19）。

名　称 評価機関 テーマ 優れた取組

使命・目的 海外の大学院に依存していたグローバル法務人材の養成をわが国で実施するた
め、国内初の英語を用いた教育を行っており、①法曹リカレントとしての「グ
ローバル法曹」の養成、②グローバル企業・国連等国際機関のリーガル･スタッ
フなどグローバル･フィールドで活躍する法務専門職（「グローバル法務専門
職」）の養成、③日本・アジア諸国で働く外国人法曹（留学生）の養成の３つを
総合的・一体的に行うことを目的に明示して教育活動を展開していることは、特
色といえる（評価の視点 1-3）。

教育課程・学習
成果

学生のニーズに応じた柔軟な履修を可能とする教育課程を編成し、Basic 
subjects、Practical Training subjects 等の科目群から、「Arbitration」
「Mediation」などの所定科目の単位を修得することで英国仲裁人協会（CIArb：
The Chartered Institute of Arbitrators）の会員となる資格を取
得することが可能である。また、国際紛争解決法務、ビジネス法務、日本法、ア
ジアの法と開発、知的財産法の５つの分野を対象に、いずれかの分野に特化した
履修をもって専門認証を授与するなど、専門性の修得に向けた特色ある取組みを
行っていることは評価できる（評価の視点 2-8）。

教育課程・学習
成果

グローバル法務人材の育成に向けて実践的な教育方法を採用しており、
「Arbitration」の科目では、国際経験豊富な複数の教員が担当し、現実の国
際仲裁事件を参考にしながらケーススタディを作り、事実の分析から証人尋問ま
での国際仲裁手続の経験を積むことができる実践的な内容となっていることは特
色として評価できる（評価の視点 2-13）。

教育研究等環境 リサーチペーパーの作成に際して、判例検索システムや英文ライティングチェッ
クツールを学生個人が利用できる環境を整えて学生の利便性を高め、高度な研究
ができるようにしていることは特色といえる（評価の視点 6-4）。

教育研究等環境 当該専攻の教育では英語で授業を行い、海外の事例等を多数活用していることに
対応し、慶應義塾メディアセンターでは当該専攻の教育に必要な洋書を質・量と
もに十分に整備し、そのうえで他大学と図書館の相互利用協定を締結し、充実し
た洋書の相互利用が可能となっていることは特色といえる（評価の視点 6-7）。

名　称 評価機関 テーマ 優れた取組

社会情報大学院
大学広報・情報
研究科広報・情
報専攻

大学基準協会 教育課程・学習
成果

）修了生を対象に当該専攻での学びの意義や授業内容・方法の課題に関する座談
会やインタビューを毎年実施し、そこで得られた意見を踏まえて、「研究成果報
告書」の作成に向けた演習科目を１年次前期から履修するよう変更し、最終成果
物の質の向上を図るなど、修了生からの意見聴取の機会を設けて積極的に教育方
法の改善に繋げていることは評価できる（評価の視点 2-35）。

⑦デジタル・コンテンツ

デジタルハリウッ
ド大学大学院デ
ジタルコンテンツ
研究科
デジタルコンテン
ツ専攻

大学基準協会

慶應義塾大学大
学院法務研究科
グローバル法務
専攻

大学基準協会

⑧グローバル法務

⑨広報・情報
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名　称 評価機関 テーマ 優れた取組

総合的 教育実践に関して、社会人学生が職種や立場を超えて共に学び、議論を深めるこ
とにより、狭い職種を超え、教職員とともに洞察力を高められることが、優れて
います。教職大学院との差別化を図る専門職大学院の意義・目的が、教職員、学
生によって明確に認識されている点が優れています。

目的および入学
者選抜

遠隔教育の体制が、設置当初から採用されており、コロナ禍における社会の変化
が加速している中でも、十分に対応できる教育体制が整備されていることは優れ
ています。

教育課程 多様な（年齢、学習歴、職業歴）人材を迎え入れ、議論を中心とした科目によっ
て教育課程が編制されていることは優れています。

学修成果 学修者中心の実践的な教育が実施されていることは優れています。この教育方法
は学生教員ともに好評であり、学修成果をあげています。

⑩教育実践

星槎大学大学院
教育実践研究科
教育実践専攻

専門職高等教育
質保証機構
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