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Ⅰ．建学の精神・大学の基本理念、使命・目的、大学の個性・特色等 

 

１．建学の精神 

摂南大学（以下「本学」）を設置する「学校法人常翔学園」（以下「本学園」）

は、次のとおり建学の精神を定めている。 

 

世のため、人のため、地域のために「理論に裏付けられた実践的技術をもち、

現場で活躍できる専門職業人の育成」を行いたい。 

 

創立当初は土木工学科や建築学科など工学系学科のみで開学し、「御堂筋」を

はじめとする大阪の都市改造に本学園の卒業生がかかわり、時代と地域のために

貢献していたように、時代と地域のニーズに対応して、即戦力たるフィールド・

スペシャリストを現場に供給してきた。徹底した時代・地域貢献型の教育機関と

しての実績は、本学園の「建学の精神」を体現し続けた成果である。 

その後本学園は、社会・地域・時代の要請に応えるべく発展し、現在では、大

阪工業大学、摂南大学、広島国際大学、常翔学園中学校、常翔学園高等学校、常

翔啓光学園中学校、常翔啓光学園高等学校を設置する総合学園へと成長を遂げ、

全体で延べ約 24 万人の卒業生が社会の各分野で活躍している。 

今後もこの「建学の精神」に基づく教育・研究を展開し、進化し続けることで、

時代と地域が必要とする「現場に強い専門職業人」の育成を行い、社会の発展に

貢献していきたいと考えている。 

 

２．教育の理念・方針・方法 

本学では、「建学の精神」に依拠した「教育の理念」と、それを具体化させる

ための「方針・方法」を次のとおり定めている。 

【教育の理念】 

 

   建学の精神に則り、全人の育成を第一義として、人間力・実践力・統合力を

養い、自らが課題を発見し、そして解決することができる知的専門職業人を

育成する。 

 

【教育の方針】 

 

   １．入学から卒業まで一貫した少人数ゼミ教育を行い、対人能力等、人との

かかわりを重視したきめ細かい指導を行う。 

２．入学時からキャリアデザインを意識させ、就業意欲と実務能力の向上を

図る。 

３．社会のニーズにあわせ、各学部等の個性を活かしつつ、実践を重視した

教育を行う。 
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４．教養教育においては、学ぶことや、より充実した人生を確立するための

主体的な態度を身に付け、何事にも真摯に取り組む意欲を育てると同時

に、しっかりとした倫理観と豊かな人間性を培う。 

 ５．専門教育においては、学術の深化や発展に柔軟に対応できるよう、その

根底をなす専門基礎知識の教授を特に重視する。 

６．各学部等がそれぞれの特色を活かし、学部横断型の授業科目提供など、

文理が相互にバランスのとれた教育を行う。 

７．学生が課外活動に参加することを奨励し、他学部学生等との交流により

幅広い知識・人脈・考え方を持つ人材を育成する。 

 

【教育の方法】 

 

    [学生を中心とした教育体制] 

１．教育を効果的に行うため、シラバス（授業計画等）を作成し、基礎的な

教育科目に対しては、講義に付帯して演習、補習などを行う。 

２．学修の達成度を測り計画的な学修を促すため、セメスター制とする。 

３．低学年から基礎ゼミナール等の基礎的演習・実習科目を開講し、最終年

次に至る卒業研究まで一貫教育を実施するとともに、クラス担任制やス

チューデントアワーなどを活用し、学生の人間形成や将来の進路なども

含めた、きめ細かな個別指導を行う。 

４．学生の意見や希望はできるだけ広く聴取し、あらゆる機会を通じて、学

生の真意を確認するための措置をとる。 

[実践を重視した教育体制] 

１．1 年次から専門に関する学科目を開講し、当該学科に関する総論的講義を

行って、学修に対する意欲を増進させる。 

２．授業科目は、理解を深めるため体系的に配列しているので、履修規定で

定められた年次において修得することを原則とする。また、効果的な学

修を推進させるため、年間に履修できる単位数を制限する。 

３．机上での理論的な学修だけでなく、実際の現場に学ぶ実践的教育を推進

する。また、カリキュラムのなかで学生のキャリア形成を支援する教育

を行うとともに、学生の資格取得をサポートする。 

[文理が相互にバランスのとれた教育体制] 

１．各学部等がそれぞれの特色を活かし、学生がより意欲的、自主的に学べ

るよう他学部及び他大学開講科目を含めた幅広い履修が可能なカリキュ

ラムを提供する。 

２．国際性を高めるため、海外研修等国際交流の機会を積極的に設け、留学

生に対しては、歴史・文化に親しむ環境を作り、相互の理解を深めるよ

うに努める。 
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Ⅱ．沿革と現状 

１．本学の沿革 

1922 年(大正 11 年) 関西工学専修学校を創設 

1926 年(大正 15 年) 財団法人関西工学を設立 

1933 年(昭和 8 年) 関西工業学校を開設《現在の常翔学園高等学校に発展》 

1940 年(昭和 15 年) 関西高等工業学校を開設《現在の大阪工業大学に発展》  

1947 年(昭和 22 年) 法人名を財団法人摂南学園と改称  

1949 年(昭和 24 年) 法人名を財団法人大阪工業大学と改称  

1951 年(昭和 26 年) 法人を学校法人大阪工業大学に改組 

1975 年(昭和 50 年) 摂南大学を開設。工学部（土木工学科、建築学科、電気工学科、機

械工学科、経営工学科）を設置 

1982 年(昭和 57 年) 国際言語文化学部（国際言語文化学科）、経営情報学部（経営情報

学科）を増設 

1983 年(昭和 58 年) 薬学部（衛生薬学科、薬学科）を増設 

1987 年(昭和 62 年) 法人名を学校法人大阪工大摂南大学と改称  

1988 年(昭和 63 年) 法学部（法律学科）を増設、また大学院を開設、薬学研究科（薬学

専攻）修士課程を設置  

1989 年(平成元年) 大学院に工学研究科（社会開発工学専攻、機械・システム工学専攻）

修士課程を増設 

1990 年(平成 2 年) 大学院に工学研究科（電気電子工学専攻）修士課程、薬学研究科（薬

学専攻）博士課程を増設  

1993 年(平成 5 年) 経営情報学部経営環境情報学科を増設 

1995 年(平成 7 年) 大学院に経営情報学研究科（経営情報学専攻）修士課程を増設  

1997 年(平成 9 年) 大学院に法学研究科（法律学専攻）修士課程を増設  

1999年(平成 11年) 大学院に国際言語文化研究科（国際言語文化専攻）修士課程を増設。

2002年(平成 14年) 工学部の土木工学科を都市環境システム工学科

に、電気工学科を電気電子工学科に、経営工学科をマネジメントシ

ステム工学科に名称変更  

2005年(平成 17年) 国際言語文化学部(国際言語文化学科)を外国語学部(外国語学科)に

名称変更、また大学院に経営情報学研究科（経営情報学専攻）博士

課程を増設 

2006 年(平成 18 年) 経営情報学部を改組。経営環境情報学科の学生募集を停止し、経営

学科を増設、薬学部を 6 年制に移行し、2 学科編成（衛生薬学科・

薬学科）を 1 学科編成（薬学科）に変更 

2008年(平成 20年) 法人名を学校法人常翔学園と改称。摂南大学大学院に工学研究科（創

生工学専攻）博士後期課程を増設、留学生別科を設置 

2010 年(平成 22 年) 経済学部（経済学科）を増設、経営情報学部を経営学部に名称変更、

工学部の都市環境システム工学科とマネジメントシステム工学科の

学生募集を停止し、生命科学科、住環境デザイン学科、都市環境工

学科を増設。工学部から理工学部に名称変更 

2012 年(平成 24 年) 看護学部（看護学科）を増設、薬学研究科博士課程（医療薬学専攻）

増設 
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2014 年（平成 26 年）工学研究科を理工学研究科に名称変更、機械・システム工学専攻

と電気電子工学専攻を生産開発工学専攻に改組、理工学研究科生

命科学専攻修士課程を増設。 

大学院に経済経営学研究科（経済学専攻、経営学専攻）修士課程

を増設。 

 

２．本学の現状〔平成 26(2014)年 5 月 1 日現在〕 

 ・大学名   摂南大学 

 ・所在地及び学部・学科等構成 

  寝屋川キャンパス（大阪府寝屋川市池田中町 17-8） 

 学部・研究科 学科・専攻 

学部 理工学部 生命科学科、住環境デザイン学科、建築学科、 

機械工学科、電気電子工学科、都市環境工学科 

 外国語学部 外国語学科 

 経営学部 経営学科、経営情報学科 

 法学部 法律学科 

 経済学部 経済学科 

大学院 理工学研究科 生命科学専攻、社会開発工学専攻、生産開発工学

専攻、創生工学専攻（博士後期課程） 

 経営情報学研究科 経営情報学専攻(後期課程) 

 法学研究科 法律学専攻(修士課程) 

 国際言語文化研究科 国際言語文化専攻(修士課程) 

 経済経営学研究科 経済学専攻（修士課程）、経営学専攻（修士課程） 

  枚方キャンパス（大阪府枚方市長尾峠町 45-1） 

 学部・研究科 学科・専攻 

学部 薬学部 薬学科 

 看護学部 看護学科 

大学院 薬学研究科 医療薬学専攻（博士課程） 

 

 ・学生数                          （単位：人） 

学部 学科 在学生数 

理工学部 

生命科学科 322 

住環境デザイン学科 288 

建築学科 276 

機械工学科 488 

電気電子工学科 389 

都市環境工学科 283 

小  計 2046 

工学部 

都市環境システム工学科 5 

建築学科 10 

電気電子工学科 7 

機械工学科 7 

マネジメントシステム工学科 2 

小  計 31 

外国語学部 外国語学科 1030 

経営学部 経営学科 652 
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経営情報学部 経営情報学科 545 

小  計 1197 

薬学部 薬学科 1393 

法学部 法律学科 1037 

経済学部 経済学科 964 

看護学部 看護学科 312 

合  計 8010 

 
大学院研究科 専攻（課程） 在学生数 

工学研究科 

社会開発工学専攻(博士前期課程) 8 

機械･システム工学専攻(博士前期課程) 7 

電気電子工学専攻(博士前期課程) 4 

創生工学専攻（博士後期課程） 2 

小  計 21 

 生命科学専攻 9 

 社会開発工学専攻 13 

理工学研究科 生産開発工学専攻 8 

 
創生工学専攻（博士後期課程） 2 

小  計 32 

薬学研究科 医療薬学専攻(博士課程) 14 

経営情報学研究科 

経営情報学専攻(博士前期課程) 1 

経営情報学専攻(博士後期課程) 0 

小  計 1 

法学研究科 法律学専攻(修士課程) 5 

国際言語文化研究科 国際言語文化専攻(修士課程) 4 

経済経営学研究科 

経済学専攻 2 

経営学専攻 1 

小  計 3 

合  計 80 

 

・教員数                                                        （単位：人） 

  学長 副学長 教授 准教授 講師 助教 助手 合計 

学長･副学長 1 1 -  -  -  -  -  2 

理工学部 -  -  48 16 12 2  -  78 

外国語学部 -  -  20 12 4 -  -  36 

経営学部 -  -  13 10 2 -  -  25 

薬学部 -  -  20 9 13 26 6 74 

法学部 -  -  11 8 3 - -  22 

経済学部 -  -  8 7 4 -  -  19 

看護学部 -  -  12 6 8 11 -  37 

その他 -  -  2 1 9 1 -  13 

合 計 1 1 134 69 55 40 6 306 

 

・職員数                           （単位：人） 

正職員 嘱 託 特 任 
パート 

(臨時要員を含む) 
派 遣 

110 30 6  51  4  
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Ⅲ．「基準」ごとの自己評価 

 

基準1．使命・目的等 

1-1 使命・目的及び教育目的の明確性 

≪1-1の視点≫ 

1-1-① 意味・内容の具体性と明確性 

1-1-② 簡潔な文章化 

 

(1) 1-1 の自己判定 

基準項目 1-1 を満たしている。 

 

(2) 1-1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

【事実の説明】 

本学は、建学の精神に則った教育理念の実現に向けて、大学の目的を学則の第 1

条に規定している。大学の使命・目的に基づき、大学院においては平成 18(2006)年

度に、学部においては平成 19(2007)年度に、学部・学科及び大学院研究科ごとの「教

育研究上の目的」を学則上に定めた。平成 25(2013)年度には、学部・学科の「教育

研究上の目的」をより明確にするため改正を行った。また、建学の精神、教育の理

念・方針・方法、教育研究上の目的については、学生便覧や大学ホームページ（以

下「HP」））において、学生が理解しやすいように簡潔な文章で明記している。 

 

《エビデンス資料》 

【資料 1-1-1】2014 年度学生便覧 

【資料 1-1-2】2014 年度大学院便覧 

【資料 1-1-3】2014 年度大学案内 

【資料 1-1-4】本学 HP 大学紹介（http://www.setsunan.ac.jp/aboutus/） 

 

【自己評価】 

本学では、大学の使命・目的を学則に定めるとともに、学生便覧や大学 HP 等にお

いて、建学の精神、教育の理念・方針・方法、教育研究上の目的を、簡潔な文章で

具体的に明記している。また大学案内等に明記されている学部の使命・目的は、簡

潔な文章で具体的に明示している。 

 

(3) 1-1 の改善・向上方策（将来計画） 

大学及び学部の使命・目的については、建学の精神や大学の基本理念の明示とと

もに、今後とも継続的に具体的かつ明確な表現を行う。 

 

1-2 使命・目的及び教育目的の適切性 

≪1-2の視点≫ 

1-2-① 個性・特色の明示 
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1-2-② 法令への適合 

1-2-③ 変化への対応 

 

(1) 1-2 の自己判定 

基準項目 1-2 を満たしている。 

 

(2) 1-2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

【事実の説明】 

・本学は、「建学の精神に則り、全人の育成を第一義として、人間力・実践力・統合

力を養い、自らが課題を発見し、そして解決することができる知的専門職業人を

育成する」ことを教育理念に掲げている。この教育理念の実現に向けて、本学の

教育方針を定め、学生を中心とした教育体制、実践を重視した教育体制、文理が

相互にバランスのとれた教育体制を整え、また多様な学生に対応するため、学習

支援やキャリア形成支援の仕組みを整えている。さらに、各学部で特色ある教育

方法・カリキュラムを用意している。これら教育の理念や教育の方針、教育の方

法を学生便覧、大学案内、大学 HP 等に明示している。 

・教育基本法、学校教育法及び私立学校法を遵守し、本学の教育の理念に基づいて

教育方針を定めている。また、役員・評議員・教職員のコンプライアンス意識の

高揚と徹底をはかるため、行動規範を制定し、法令遵守を明示している。本学園

の教職員が常に携帯できるように、建学の精神、経営理念、行動規範、中長期目

標等を記載した名刺サイズの「コンプライアンスカード」や「行動規範の手引き」

を作成している。 

・FD(Faculty Development)委員会による報告会や研修会等の活動、評価委員会によ

る年度ごとの自己点検評価書の見直しと制作、各種学内委員会活動などが社会変

化に対応するための役割を担っており、教授会における各種学内委員会報告にお

いて周知している。 

 

《エビデンス資料》 

【資料 1-2-1】2014 年度学生便覧 

【資料 1-2-2】本学 HP 大学紹介（http://www.setsunan.ac.jp/aboutus/） 

【資料 1-2-3】2014 年度大学案内 

【資料 1-2-4】学校法人常翔学園行動規範 

【資料 1-2-5】「コンプライアンスカード」 

【資料 1-2-6】「行動規範の手引き」 

【資料 1-2-7】FD 委員会報告書 

 

【自己評価】 

・大学の使命・目的において本学の特色である教育の理念を明記し、そのための教

育方針、教育の方法を学生が理解しやすいよう、簡潔な文章にて明示しているも

のと判断している。 
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・学部の個性・特色は学生便覧、大学案内、本学 HP などに明示しており、教育理念

に基づいた教育目的は摂南大学学則第 2 条に定めている。 

・大学の使命や目的は法令を遵守していると判断している。さらに、大学構成員の

コンプライアンス意識高揚と徹底をはかるため行動規範を策定・周知しており、

法令遵守が貫かれていると判断している。 

   

(3) 1-2 の改善・向上方策（将来計画） 

本学の教育の特色を明示した教育方針と教育の方法については、将来の社会変

化に対応すべく、その適切性について検証し、法令を遵守し、使命・目的を達成

するよう更なる改善を続けていく。 

 

1-3 使命・目的及び教育目的の有効性 

≪1-3の視点≫ 

1-3-① 役員、教職員の理解と支持 

1-3-② 学内外への周知 

1-3-③ 中長期的な計画及び3つの方針等への使命・目的及び教育目的の反映 

1-3-④ 使命・目的及び教育目的と教育研究組織の構成との整合性 

 

(1) 1-3 の自己判定 

基準項目 1-3 を満たしている。 

 

(2) 1-3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

【事実の説明】 

・理事会は、寄附行為の定めにより、法人設置各大学長、評議員互選、法人関係者

及び学識経験者からなる理事で構成されている。また、理事会には理事のほか 4

人の監事が出席する。理事会では、大学の目的に関する学則の改正、学部設置や

改組などの審議のほか、入学志願者数や資格取得状況などの日常的な大学の動向

も報告されている。 

・建学の精神については、学生には学生便覧、受験生には大学案内、学外者には本

学 HP 等を通じて、学内外に幅広く周知している。 

・本学園の教職員には、建学の精神、経営理念、行動規範等を記載した名刺サイズ

の「コンプライアンスカード」を配付し、携帯を義務付けているほか、学園広報

誌に掲載するなどして周知徹底を図っている。また、行動規範については、大学

内の研究室、事務室、掲示板等に掲示するとともに、アクションプランも記載し

た「行動規範の手引き」を教職員に配付し周知している。さらに、建学の精神、

教育の理念などが収録された DVD「常翔学園 90 周年映像年史」を配付している。 

・学生の保護者には、後援会発行の「Campus Guide」に建学の精神、経営理念、教

育の理念、教育の方法等を掲載し配付するとともに、春期と秋期の年 2 回開催し

ている教育懇談会で学部の教育目的・方針などを説明している。 

・本学は平成 27(2015)年の開学 40 周年に向け「中期計画」を策定し、本計画の最終
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年となる同年までに大学の基盤整備を完了させるため、平成 23(2011)年 11 月に策

定した「中期計画ビジョン」で、(1)大学力、(2)実践力、(3)連携力、これら 3 つ

の強化を達成すべき目標の柱に据え、教職協働、学部間・部署間連携をより強固

にしつつ、それぞれに具体的な実行プランを年度ごとの時系列で示している。 

・3 つのポリシー（入学者受入れ・教育課程編成・学位授与の各方針）については、

教育の理念及び方針に則り学部・学科及び研究科・専攻ごとに策定しており、HP

等により広く公開している。 

・本学の教育研究組織は、経営を担当する学園本部、教育研究を担当する設置各学

校で図 1-3-1「学園組織図」のとおり構成している。このうち本学の組織は、図

1-3-2「摂南大学組織図」のとおりであり、これらの組織は、本学の教育理念及び

教育方針のもと、本学園規定及び本学内規定に従い適切に運営している。 

 

理事会

理事長

担当理事

常翔啓光学園
高等学校

常翔啓光学園
中学校

常翔学園
高等学校
常翔学園
中学校

広島国際大学 摂南大学 大阪工業大学

経営会議

学園本部

評議員会

内部監査室 監事室

常務理事

監事

 

 

・大学全体の教育研究に関する基本方針は、部長会議及び大学院委員会において審

議・決定し、決定した基本方針は、各学部長、部長等を通じて構成員に周知徹底

するとともに、必要に応じて教授会、研究科委員会、各種委員会で具体的な実施

方法を検討している。 

・教育研究をサポートする附属機関としては、「図書館」のほか、情報処理施設の管

理と技術支援等を行う「情報メディアセンター」、地域との連携による種々の社会

連携活動や産官学連携活動等を行う「地域連携センター」、大学の研究活動を一層

活発化させるとともに、産官学連携にかかる研究支援を行う「研究支援センター」、

学生の学習支援等を行う「学習支援センター」、正課や課外活動などのスポーツ振

興等を行う「スポーツ振興センター」、学生と教職員の健康管理等を行う「保健室」、

薬学部の附属施設として「薬用植物園」、薬学実務実習に必要な施設として「臨

床薬学教育研究センター」、理工学部の実験・実習工場として「テクノセンター」

を設けている。 

 

 

図 1-3-1 学園組織図 

※平成 26(2014)年 5 月現在 
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《エビデンス資料》 

【資料 1-3-1】学校法人常翔学園寄附行為 

【資料 1-3-2】本学 HP 大学紹介（http://www.setsunan.ac.jp/aboutus） 

【資料 1-3-3】「コンプライアンスカード」 

【資料 1-3-4】「行動規範の手引き」 

【資料 1-3-5】2014 年度学生便覧 

【資料 1-3-6】後援会発行「Campus Guide 2014」 

【資料 1-3-7】2014 年度大学案内 

【資料 1-3-8】DVD「常翔学園 90 周年映像年史」 

【資料 1-3-9】中期計画ビジョン[2011-2015] 

 

【自己評価】 

・理事会では、学長が学部設置や改組の内容、日常的な大学の動向などを詳細に説

明し、質疑にも答弁しており、役員の理解と支持を得ていると判断した。 

・建学の精神や大学の基本理念は、学生便覧、大学案内、本学 HP などに掲載し、さ

らに役員、教職員が建学の精神、経営理念、行動規範、長期ビジョン等を記載し

た「コンプライアンスカード」を携帯することで学内外への周知が十分に図られ

ていると判断している。 

・摂南大学中期計画ビジョン［2011-2015］の大学力・実践力・連携力それぞれに学

図 1-3-2 摂南大学組織図 

※平成 26(2014)年 5 月現在 
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則上定めた教育研究上の目的が反映されていると判断している。 

・本学は昭和 50(1975)年に工学部 5 学科をもって開学し、以降、国際言語文化学部

（現 外国語学部）、経営情報学部（現 経営学部）、薬学部、法学部を順次増設し

た。平成 18(2006) 年には薬学部を 6 年制に移行、さらに平成 22(2010)年には経

済学部を増設するとともに、工学部を理工学部に改組（理工学部には 3 学科増設、

2 学科募集停止）し、平成 24(2012) 年には看護学部を増設し、現在では 7 学部 13

学科を擁する総合大学に発展した。また、大学院においては現在、薬学研究科博

士課程、理工学研究科修士課程・博士課程〔平成 26（2014）年に工学研究科を改

組、生命科学専攻修士課程を設置〕、経営情報学研究科博士課程、法学研究科修士

課程、国際言語文化研究科修士課程、経済経営学研究科修士課程〔平成 26（2014）

年に増設〕の 6 研究科を擁し、本学の使命・目的及び教育目的に則して高度な専

門知識を持つ人材を養成している。 

・本学の使命・目的及び教育目的を達成するために教育研究組織と運営組織が連携

し、適切な体制が構築できている。具体的には、組織間の連携及び教職員間の意

思疎通を図るため、部長会議、大学院委員会、教授会、研究科委員会、科長会、

教室主任会、学内各種委員会に加え、必要に応じてワーキンググループを設置す

るなど緊密に連携を取っている。教授会を中心とした学部運営の方針については、

全教員に周知され整合性が図られている。 

 

(3) 1-3 の改善・向上方策（将来計画） 

・本学の使命・目的及び教育目的を達成するべく、社会的ニーズの変化にも対応し

た学部・学科等の設置及び既設学部等の改組を行っていく。 

・将来は、「中期計画ビジョン」に掲げた年度ごとの実行プランを着実に履行するこ

とにより大学力・実践力・連携力の向上に努めるとともに、経営理念及び教育の

理念に掲げた人材育成の目標の達成に努める。 

・学部・学科及び研究科・専攻ごとの３つのポリシーについては、今後、学長室企

画課が主体となり、さらなる明確化を図っていく。 

 

［基準 1 の自己評価］ 

・建学の精神、使命・目的及び教育目的については、簡潔な文章で具体的に明記さ

れており、学内外へは十分に周知されている。建学の精神、教育の理念、長期目

標などを学園関係者で共有しており、教育研究組織との整合性もはかられ、社会

のニーズに対する変化についても対応しているものと判断している。 

・本学教職員は、本学及び本学園で定めた様々な規律や規則を遵守し教育・研究及びそ

の支援活動を行っており、コンプライアンスカードの携帯や、行動規範の手引きに

より常にその意識の維持・向上を図っている。 

・工学部 5 学科で開学した本学は、建学の精神、使命・目的及び教育目的だけに留ま

らず、地域・社会の要請にも応える人材を輩出するべく学部・大学院研究科の新

設・改組を行ってきた。今後は、建学の精神、使命・目的及び教育目的を反映し

た中期計画に基づき、引き続き大学改革を推進することとしている。 
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基準2．学修と教授 

 

2-1 学生の受入れ 

≪2-1の視点≫ 

2-1-① 入学者受入れの方針の明確化と周知 

2-1-② 入学者受入れの方針に沿った学生受入れ方法の工夫 

2-1-③ 入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持 

 

(1) 2-1 の自己判定 

基準項目 2-1 を満たしている。 

 

(2) 2-1 の自己判定の理由(事実の説明及び自己評価) 

【事実の説明】 

・本学の教育の理念に基づき、「何を知っているか」でなく「何ができるか」に重点

を置いた実践的教育を推進し、世の中に役立つプロフェッショナルの育成を目的と

している。社会で活躍する夢と希望を持ち、努力する意欲のある学生の入学を目指

した学生募集や入学者選抜を行っている。 

・各学部・学科及び大学院の各研究科ではアドミッションポリシー(以下「AP」)を定

め、これに基づく入学者選抜を実施している。 

・前述の APに沿った入学者を確保するために、平成 25(2013)年度については受験生、

受験生の保護者、高校教員等に対して次のような情報提供を行っている。 

①各学部・学科の目的や教育内容は、大学案内や本学 HP で公表している。また、

各学部・学科の AP は、本学 HP、入試ガイド、学生募集要項に掲載すると共に、

AO 入試リーフレットに詳しく掲載している。 

②進学説明会は、京阪神を中心に近畿・中国・四国地区の延べ 373 会場で実施し

ている(高校開催分を含む)。受験生(高校 1･2 年生を含む)とその保護者に対し

て、大学の最新情報を提供する共に個別相談に応じている。 

③高校･予備校教員を対象とした本学主催の入試説明会は、5 月･6 月に大阪(梅田･

天王寺)・京都･神戸･奈良の 5 会場で実施している。参加者に対して教育方針(理

念)、AP、学部・学科の特色、将来計画及び入学者選抜に関する説明を行い、種々

の質問にも対応している。 

④オープンキャンパスは、寝屋川キャンパス 3 回、枚方キャンパス 3 回の計 6 回

実施している。このほか、寝屋川キャンパスにおいて受験直前「入試相談会」

を 9月(公募制推薦入試模擬試験講座を同日開催)と 12月に各１回(計 2回)実施

している。(来場者数は延べ 8,143 人) 

⑤大学教員、入試部スタッフ、事務系各部署から任命された「入試アドバイザー」

が高校･予備校等を個別訪問し、年間を通して大学の最新情報を提供している。 

(延べ 872 校) 

⑥寝屋川・枚方の両キャンパスに、受験生(高校 1･2 年生を含む)やその保護者、

高校教員等の大学見学を随時受け入れている。(延べ 41 校) 
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・多様な人材を確保する目的から、公募制推薦入試や一般入試、AO 入試、専門学科・

総合学科推薦入試、指定校推薦入試、高大連携協定校推薦入試、内部推薦入試、内

部特別推薦入試、スポーツ推薦入試、外国人留学生入試、帰国生徒入試、社会人入

試、編入学等多様な入試制度を導入し、入学者選抜を行っている。 

・入試部では、入試制度及び入学者選抜に関する業務とこれに伴う学生募集の業務を

行っている。同時に入試委員会及び入試小委員会を設置し、入試の公平性を保つと

ともに、社会のニーズに対応した入試制度等について検討を加えている。  

・入学者選抜の実施にあたって、公募制推薦入試や一般入試では、入試当日に入試委

員長から詳細な注意事項の説明を行う等、厳正な入試の実施を行うための取り組み

を常時行っている。また、AO 入試、専門学科・総合学科推薦入試、指定校推薦入

試、高大連携協定校推薦入試、内部推薦入試、内部特別推薦入試、スポーツ推薦入

試、外国人留学生入試、帰国生徒入試、社会人入試、編入学等の各種入試において

は合否判定基準を明文化している。 

・ミスのない入試実施のため、入試ミス再発防止委員会の学長答申(平成 22(2010)年

3 月 31 日付)、入試委員長の学長答申(平成 25(2013)年 4 月 17 日付)を基に、入試

問題作成の各過程におけるチェック体制を確立している。具体的には、入試問題作

成に携わる出題者に対し出題者会議にて注意喚起を行うと共に、平成 25(2013)年

度は計 8 回の出題者会議を通してチェック・確認作業を重ね、慎重を期した。また

「チェッカー制度」を採用し、22 人の教員を教科ごとにチェッカーとして選定し

ている。 

・平成 24(2012)年 5 月、入試方式別により具体的な求める人材像を定めた「入試方

式別 AP」を定め、公表した。 

・本学と競合関係の強い大学との併願環境を整備するため、試験日や入学手続期間を

調整し、重複を極力避けた。特に、競合大学の合格発表後に入学手続が行えるよう

入学手続期限を設定し、併願し易い受験環境を構築している。 

・学習習慣が身に付いた学力上位層の出願を誘導するため、指定校推薦における指定

校選定にあたり、全学部でいわゆる進学校を対象に加えた。そのうえで、個別訪問

時に認知度向上と出願を促す“呼び水”となるような働きかけを強めた。 

・大学院の入学者選抜は、各研究科・専攻の AP に基づき、学内進学者入試、一般入

試(全 3 回)、秋入学入試を実施している。 

・良好な教育環境確保のため、厳格な入学定員管理を行っている。平成 26(2014)年

度入試では、学部は入学定員 1,690 人に対して入学者数は 1,936 人。入学定員に対

する入学者数の比率は 1.15 倍。一方、大学院は入学定員 78 人に対して入学者数は

43 人。入学定員に対する入学者数の比率は 0.55 倍であった。 

なお、平成 26(2014)年 5 月 1 日現在、学部は在学生数 8,010 人で、収容定員（7,124

人）に対する比率は 1.12 倍。大学院は在学生数 80 人で、収容定員(129 人)に対す

る比率は 0.62 倍である。 

・外国人正規留学生の受入れについては、募集人員にかかわらず平成 23(2011)年度

から本学の受入体制に応じた人数制限を導入している。外国人留学生の入学者総数

は、毎年度学部生 20 人、大学院生 10 人を上限とし、かつ各学部・研究科の上限を
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5 人に設定している。 

・外国人留学生に対する授業料減免等については、国の助成が打ち切られたため、

減免率は授業料の 20％。また、学内奨学金は月額 2 万円で、入学初年度は全員に

支給、2 年次以降は学業成績等に基づいて選考し受給者を決定している。 

 

《エビデンス資料》 

【資料 2-1-1】2014 年度入試ガイド 

【資料 2-1-2】2014 年度学生募集要項 

【資料 2-1-3】2014 年度 AO 入試リーフレット 

【資料 2-1-4】本学 HP アドミッションポリシー（http://www.setsunan.ac.jp/aboutus/policy/） 

【資料 2-1-5】2014 年度入試・入学状況 

【資料 2-1-6】2014 年度大学主催入試説明会開催案内 

【資料 2-1-7】2014 年度オープンキャンパス開催案内チラシ 

【資料 2-1-8】2014 年度公募制推薦入試模擬試験講座[英語]開催案内チラシ 

【資料 2-1-9】2014 年度受験直前「入試相談会」プログラム 

 

【自己評価】 

・本学各学部･学科の AP は、本学 HP、入試ガイド、学生募集要項、AO 入試リーフレ

ットに掲載し、広く一般に公表しているほか、受験生(高校 1･2 年生を含む)やその

保護者には進学説明会で、高校教員等には本学主催入試説明会･高校個別訪問等で

説明している。大学院の AP についても、平成 26(2014)年 1 月制定と同時に本学 HP

で公表している。 

・例年、オープンキャンパス参加者の約 55％が公募制推薦入試を受験しており、オ

ープンキャンパスへの参加により AP を理解し、受験に繋がるものと判断している。 

・本学では、教員や入試部スタッフ、事務系各部署から任命された入試アドバイザー

等が高校を個別訪問し、学部･学科の特色、入試制度等を説明する対面広報活動を

展開している。18 歳人口の減少期にあっても本学の受験実績校数は減少しておらず、

平成 25(2013)年度入試の 998校、平成 26(2014)年度入試の 1,001 校と堅調である。

地道な広報活動が社会的認知度の向上に貢献しているものと判断している。 

・平成 20(2008)年度入試から導入した AO 入試(第 2 次選考は専願制)は、本学での学

びと AP に対する理解を前提とした入学者選抜であり、毎年度、本学への入学を希

望する活力のある学生を堅実に確保できている。 

・前述の取組みに加え、平成 26(2014)年度入試では、7 年ぶりの入試制度改革、イン

ターネット出願割引制度の導入等、上位大学を徹底して意識した入試戦略が奏功し、

志願者総数が初めて 3 万人を突破(30,498 人)、過去最高となった。週刊誌等で「志

願者数増加率、全国第１位の大学」として取り上げられた。 

厳格な入学定員管理により結果的に高倍率となった入試方式もあったが、実志願者

数が前年比 13.4％増加しており、本学の入試制度改革が受験生に受け入れられた

ものと理解している。なお、平成 26(2014)年度の志願者総数については、公募制

推薦入試は関西地区私立大学の中で「近畿大学」「龍谷大学」に次いで 3 番目。同
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じく一般入試では「近畿大学」「立命館大学」「関西大学」「同志社大学」「関西学院

大学」「龍谷大学」「京都産業大学」「甲南大学」に次いで 9 番目となった。 

・入試問題作成にかかる危機管理は、異なる専門分野の教員が入試問題の適格性の確

認や設問に対する解答を行うことで、正答との整合性を確認している。こうした点

検作業を複数回実施することにより、問題・解答の精度を高め、入試ミスの再発防

止に取り組んでいる。 

・平成 19(2007)年度入試では著しく入学定員を超過したが、平成 20(2008)年度以降

の入試では計画どおり是正できている。これは、競合大学を中心とした周辺大学の

志願動向や予備校等が行う模試動向の詳細な分析、一部の学部における当該学部

長・学科長の協力を得た合格者算定方法の改善、入学手続者の動態把握に努めた結

果である。現在も是正のための努力を継続している。 

・大学院の入学者数は入学定員を大きく下回っており、学部での進学指導体制の強化

を図る等事態の改善に着手している。 

 

（3）2-1 の改善・向上方策（将来計画） 

・中長期目標を見据え全学挙げて教育改革、大学ブランド力向上に取り組んでいる。

入試部を中心に AP の一層の浸透を図り、受験生とその保護者、高校教員等への効

果的な広報活動を展開する。オープンキャンパス等の体験型イベントの内容充実、

高大連携協定校の拡充等に取り組む。 

・事務系各部署の職員が学部教育の特色、学生募集要項のポイントを受験生にＰＲす

る本学独自の入試アドバイザー制度、学生によるアドミッションスタッフ制度の充

実と効果的な活用により、AP を軸とした学生募集広報・入学者選抜を全学的な取

組みとして行う。 

・競合大学と比較して女子比率が低い本学の弱み(全学部)を強みに変えるため、平成

26(2014)年 4 月から女子学生による広報プロジュクトをスタートさせた。メディア

広報と連動させて戦略的に女子学生を確保する。 

・入学者受入れの方針に沿った学生受入れ方法の工夫については、入学者の多様化が

年々進行していることに鑑み、入学者の安定確保とともに質的充実を計画的に図っ

ていく。受験生の志願動向・入試結果の分析を周到に行い、本学のＡＰに相応しい

学生を確保するために入試制度改革について継続して検討していく(常翔学園内設

置高校を対象とした内部推薦入試制度の在り方検討を含む)。 

・入試の早期化及び多様な入試制度の導入に伴い、入学前教育プログラムの充実、入

学後の初年次教育及びリメディアル教育との接続・連携について教務部及び各学

部・学科と協力し、「学び」に対する意欲の向上と自律について組織的に対処する。 

・入学定員の管理についても、過年度の入学手続状況や、他大学の入試動向に関する

情報収集と分析を行い、厳格な入学定員管理を行っていく。 

・入試出題ミス、採点ミス等の不測の事態に備えるため、現行のチェック体制をさら

に強化する。新たに入試実施の直後、外部機関による正答チェックを行い、その点

検結果を直ちに採点に反映するシステムを構築する。 
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2-2 教育課程及び教授方法 

≪2-2の視点≫ 

2-2-① 教育目的を踏まえた教育課程編成方針の明確化 

2-2-② 教育課程編成方針に沿った教育課程の体系的編成及び教授方法の工夫・開発 

 

(1) 2-2 の自己判定 

基準項目 2-2 を満たしている。 

 

(2) 2-2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

【事実の説明】 

学園の建学の精神ならびに本学の教育の理念に基づき学部・研究科ごとに教育目

的を明文化しているほか、本学の「教育の方針」に則り学部・大学院の教育課程編

成方針を次のとおり設定している。なお一部の学部・研究科では、将来教職に就く

ことを希望する学生のために、免許状を取得するための教職課程科目を設けている。 

＜理工学部＞ 

・教育目的を達成するため、各学科の教育課程は、専門科目（専門基礎群、専門コ

ア群、少人数教育群）、教養科目（自分を知る教養群、社会を知る教養群）で構成。 

・学部及び各学科の理念・目的や教育目標を達成するため、教養科目と語学関連の

基礎科目の履修により、幅広い教養と人格を身につけさせ、その上で専門分野の

授業科目を履修させている。 

・教育の質保証のために、都市環境工学科、建築学科及び機械工学科においては日

本技術者教育認定機構（JABEE）の認定を受け、電気電子工学科、住環境デザイン

学科においては認定を目標とした教育改善を実施している。 

・GPA 評価制度を取り入れており、卒業要件の一つに GPA1.0 以上を設定している。

また受講に当たっては、履修単位の上限が定められており（CAP 制度：平成 26(2014

年度)入学生 年間 48 単位、平成 25(2013)年度以前入学生 年間 56 単位）確実に履

修するよう努める仕組みを作っている。 

・専門基礎となる必修科目をコース別に習熟度クラスに分けて実施している。一部

科目では前期、後期とも同一内容の授業を繰り返して開講しており、単位を未修

得の学生が半年待たずに再履修することができるようにしている。 

・学生の学習意欲を高めるため、毎週の講義に小演習や小レポートを課しており、

授業時間の終りや宿題形式で、内容を復習する機会を設けている。 

・各学科(住環境デザイン学科は平成 26(2014)年度から)では複数コースを設け、少

人数ゼミや講義、現場見学会等を通じて学生自らが将来の進路について十分に考

える機会を与えている。 

・学生募集を停止している工学部都市環境システム工学科及びマネジメントシステ

ム工学科も、在学生に対して教育研究条件の維持には万全を尽くしている。 

（理工学部生命科学科） 

・2 年次から主に医療や食品に携わる専門家を目指す「生物系コース」と主に環境計

量や衛生検査分野の分析技術者を目指す「環境系コース」に分かれ、各コースに
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関連する科目を履修できる教育課程を編成している。 

・初年次教育で専門職業人として成長するための学力を養っている。2 年次以降は各

コースに分かれ、それぞれ創薬と環境に特色を持たせた科目を配置し、さらに実

学経験のための学外実習も取り入れ、専門性の高い科学研究能力を養成している。 

（理工学部住環境デザイン学科） 

・生活と住環境に関わる知識やデザイン技能を幅広く学ぶ「共通系」、住居･インテ

リアから地域環境までを計画する専門知識技術を学ぶ「空間デザイン系」、人間生

活の幅広い知識と生活を豊かにするための専門知識と技術を学ぶ「生活デザイン

系」の 3 つの系で構成し、学生が目標を持って科目選択を行えるようにしている。 

・各系統による教育課程編成は、建築学及び住居学の学問体系を基本とし、さらに

知識を有機的に統合するための実験実習系科目及び 1 年次前期から 4 年次後期ま

で連続した少人数教育のゼミ系科目を体系的に設定している。 

（理工学部・工学部 建築学科） 

・2 年次から主に建築設計技術者を目指す「建築デザインコース」、主に工事管理技

術者を目指す「建築工学コース」、さらに平成 18(2006)年度入学生からは高度な倫

理観と管理調整能力や設計・施工に関する幅広い知識を養う「建築総合コース」

の 3 コースを設け教育課程を編成している。 

・建築学科における計画・環境系、構造・生産系による教育課程編成は、本来、建

築学の学問体系に対応するものであり、社会の要請と学生個々の学習プログラム

に対応する柔軟な教育課程編成を目指している。2 年次からは各コースに分かれ、

専門的な内容をより系統立てて修得させている。 

（理工学部・工学部 機械工学科） 

・3 年次から学生の適性に応じ「機械工学総合コース」「機械生産コース」を選択さ

せる。それぞれのコースに合った専門分野を学べるよう教育課程を編成している。 

・1 年次から「機械創成基礎演習Ⅰ」を通して、技術者に必要な知識、能力の基礎力

を養っている。3 年次から各コースに分かれ、それぞれのコースに必要な機械工学

の基礎を系統的に学習させている。 

（理工学部・工学部 電気電子工学科） 

・回路技術者・電力技術者・半導体技術者を養成する「電気電子コース」、コンピュ

ータ技術者・通信技術者を養成する「情報通信コース」、さらに平成 23(2011)年度

入学生からは「電気・通信システム総合コース」を設け、希望する進路先に応じ

て重点的に学習できるような教育課程を編成している。 

・1 年次に学び方や技術者として必要な素養を身につける科目を配置。2 年次から各

コースの専門科目を修得し、学生実験や演習により知識の実践的活用能力を養う。 

（理工学部 都市環境工学科） 

・2 年次から志望する将来の進路先を考慮して、主に建設現場の施工管理を目指す「都

市建設コース」、主に環境・計画関連の職種を目指す「環境計画コース」、主に設

計コンサルタントや公務員を目指す「都市環境総合コース」に分かれて、各コー

スが重視する授業科目を重点的に履修できるような教育課程を編成している。 

・専門科目では、1 年次からゼミにより将来の職業イメージを具体化させ、また社会
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人基礎力を身につけた技術者として必要な素養・技能を磨くため、マナー、倫理、

コミュニケーション能力等の訓練を行い、2 年次からは各コースの専門科目を配置。

授業科目は、学習・教育目標に応じた群に分類され、科目群の必要科目数を修得

することによって学習・教育目標の達成度が評価できるように工夫している。 

＜外国語学部＞ 

・外国語の実践的な運用能力修得と同時に、多様な文化や価値観を学ぶことでグロ

ーバルな視野と豊かな国際感覚を養うため、1 年次から実践的語学力養成を目指し

た「英語コース」「中国語コース」「スペイン語コース」「インドネシア･マレー語

コース」、国際人としての資質と見識を養うことを目指した「国際文化コース」の

いずれかのコースを選択。3 年次以降は、専門性の高い授業科目を配置している。 

・4 年間一貫の少人数のゼミナール指導体制をとり、ゼミナールにおける専任教員 1

人あたりの担当学生数は、1 年次及び 2 年次では 20 人以下、3 年次及び 4 年次で

は 10 人程度としている。なお、語学科目では 1 クラスあたり 40 人以下（会話タ

イプでは 20 人以下）を目安に習熟度別クラス編成を行っている。 

＜経営情報学部・経営学部＞ 

・授業科目は、専門科目、基礎科目、教養科目、キャリア形成科目で構成し、企業

等の組織体において直面している様々な課題・問題を経営に関する知識や理論を

ベースに、企業等の経営状況を総合的かつ多面的に分析し、的確な経営戦略を立

案できる人材を養成するための教育課程を編成している。 

・2 年次から学生の進路や興味に応じて体系的、段階的に専門領域を学べるよう経営

学科では「企業経営」「会計ファイナンス」のコースを、経営情報学科では「マー

ケティング」「ビジネスＩＴ」のコースを設け、それぞれ教育を行っている。 

・演習科目では 1 年次から 4 年間一貫した少人数によるゼミナールを実施し、学生

個々が目的意識を持ち、段階的に学べる教育システムを構築している。 

＜薬学部＞ 

・授業科目は、教養科目、基礎科目、専門科目及びキャリア形成科目で構成し、教

養科目では生命倫理学、心理学や臨床心理学等の医療人として必要不可欠な知識

も習得させている。病院及び薬局でそれぞれ 11 週間行う実務実習の受講要件とし

て知識・技能・態度を計る薬学共用試験（CBT、OSCE）が義務付けられている。 

・薬学教育における教育課程は、日本薬学会が定めている「薬学教育モデル･コアカ

リキュラム」に準じた教育課程を編成しており、医療現場での薬剤師、創薬研究、

衛生薬学分野等の研究者・技術者に必須な知識や専門技術の習得を目指し、基礎

から最先端へ至る科目を配している。 

＜法学部＞ 

・3 コース制を採用し、法学部での学習過程に基本的な方向づけを与えている。六法

を中心に体系的に法律を学ぶ「司法・行政コース」、企業での職業生活や消費生活

と法との結びつきに重点を置く「ビジネス法務コース」、地域に貢献する政策のあ

り方を実践的に学ぶ「地域政策コース」を 3 つの柱として、主体的な学習が可能

になるような幅広いカリキュラムを提供している。 

・1 年次配当の「法学基礎演習」、2 年次配当の「専門演習Ⅰ」、3 年次配当の「専門
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演習Ⅱ」、4 年次配当の「卒業研究」を必修科目とし、これら少人数ゼミを通して、

専門的な教育・研究を学生一人ひとりの理解と達成を確かめながら教育を行う。 

・人文・社会・自然科学系の教養科目に加え、全学共通のキャリア形成科目及び学

部独自のキャリアに関する科目を専門科目として設け、社会で必要とされる幅広

い教養と学生の就業力を培う。 

＜経済学部＞ 

・教育課程は専門科目、教養科目、基礎科目、キャリア形成科目で構成している。1

年次と 2 年次では、現代経済学の基礎理論を確実に修得するための適切な導入教

育と基礎教育を施している。経済学の基礎理論教育は、経済学履修者として不可

欠な必須部分と専門的経済分析に対応した部分に分け、前者を必修科目、後者を

選択科目としている。これにより、必須部分の習得を全学生に徹底させる課題と、

専門エコノミストへの志望をかなえる課題を両立させている。 

・2 年次進級時に「地域経済」、「観光経済」、「国際経済」の３コースのいずれかを選

択し、各々の専門領域に重点を置いて系統的に履修させ、専門演習での個別指導

とあわせて教育目的に沿った人材育成を実現するよう配慮している。 

・初年次に配置された「基礎演習」から始まり、「専門演習Ⅰ」「専門演習Ⅱ」「卒業

研究」に継続される少人数教育によって、学生の個性・自発性・将来の志望に対

応した教育と学習指導を行っている。 

＜看護学部＞ 

・教育課程は「教養科目」「専門基礎科目」「専門科目」で構成し、幅広い教養教育

及び看護に関する基礎教育を徹底して行い、その上で高度な専門教育を実践する

ことで、豊かな人間性を涵養し、専門知識と技術を兼ね備えた専門職業人を養成

するための教育課程を編成している。 

・専門科目は、保健師助産師看護師学校養成所指定規則に即した科目を配置してい

る。チーム医療を想定し、薬学部との合同演習等も配置しているほか、保健行政

や公衆衛生に関する科目も配置し、看護職者として欠くことのできない学問領域

を網羅した授業科目を配置している。 

＜大学院薬学研究科＞ 

・薬学研究科は平成 24(2012)年度から 6 年制薬学部を基礎とする 4 年制博士課程の

体制に移行し、専攻名を医療薬学専攻に改めた。本専攻では、「臨床薬学」「健康

薬学」「医薬品開発学」の 3 つの分野で教育課程を構成し、これらの分野に重点を

置いた医療薬学の全般的な専門知識を統合的、体系的に修得できるよう編成して

いる。また、各分野の専門知識を深めるために、それぞれに演習科目（「臨床薬学

演習」「健康薬学演習」「医薬品開発学演習」の 3 科目）を設置している。 

＜大学院理工学研究科＞ 

・平成 26(2014)年に工学研究科博士前期課程を改組し、社会開発工学専攻、生産開

発工学専攻及び生命科学専攻の 3 専攻、博士後期課程には創生工学専攻の 1 専攻

を設けている。 

（博士前期課程・修士課程） 

・教育課程はゼミナール及び理工学特別研究のほか、すべての専攻に共通する授業
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科目と、各専攻固有の授業科目を配している。共通科目は、数学・物理学等、工

学の基礎となる学力を充実するものであり、専攻固有の授業科目は、専門分野の

知識・能力をより深めるものである。 

・社会開発工学専攻の中に「計画系」「環境系」「構造系」の３分野、生産開発工学

専攻の中に「生産工学系」「機械工学系」「電気電子工学系」の 3 分野、生命科学

専攻の中に「分子生命科学系」「生体生命科学系」の 2 分野を設け、分野ごとの授

業科目を配置して専門分野の知識・能力を高めるとともに、社会開発工学専攻及

び生産開発工学専攻では分野間に共通の授業科目として「応用数学特論Ⅰ・Ⅱ」

や「力学特論」等の数学、物理学に関する授業科目を配置し、工学の基礎となる

学力の充実を図っている。また、生命科学専攻では「分子生物学」「細胞生物学」

を配置し、生命科学の基礎学力の充実を図っている。 

（博士後期課程） 

・高度化、複雑化する社会のニーズに的確に対応するため「都市・建築創生領域」「人

工物創生領域」の 2 領域からなる学際的な教育課程としている。 

・教育課程は工業製品から都市・建築に関わる多様な生活環境領域までより広範な

内容を対象とし、高度な知的専門職業人を養成するために必要なディスカッショ

ンやプレゼンテーションを中心とした演習形式の授業科目と研究・開発を中心と

した特別研究で構成している。 

＜大学院経営情報学研究科＞ 

・本研究科の教育研究は時代の要請に応えるため、経営学、経済学、情報科学等従

来の学問領域を超えた新たなパラダイムへの転換を図り、経営情報学の高度専門

化に即応した教育研究体制を構築し、国際社会に貢献する学問領域の開拓・発展

を目指している。 

・博士後期課程は、経営領域、情報領域、地域領域の 3 領域を柱とした教育課程で

構成している。 

＜大学院法学研究科＞ 

・教育課程は、個々の学生のレベルと関心に応じた指導ができるよう、少人数の講

義と演習で構成している。講義と演習では、税理士・司法書士・公務員・裁判所

職員等を志す学生のために、基礎理論と実践的な教育を総合的に提供している。 

・法科大学院既修者コースや大学院博士課程への進学を望む学生は、より本格的な

専門知識の習得が可能となるように教育課程を編成している。 

・授業を履修するにあたっては、当該学生が主として専攻する授業及び学位論文の

作成指導等の研究指導に本研究科の専任教員が指導教員としてあたり、指導教員

の指導のもと、必要な関係科目を選択して専攻する分野と関連する分野のバラン

スのとれた研究活動を行う内容となっている。 

＜大学院国際言語文化研究科＞ 

・教育課程は、英米言語文化領域と東アジア言語文化領域の 2 つの領域ならびに共

通科目で構成され、それぞれの研究領域は、言語文化特論科目群、地域文化特論

科目群及び総合演習科目群からなる。共通科目には、専門外国語能力を涵養する

「上級英語」「上級中国語」を含んでいる。 
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＜大学院経済経営学研究科＞  

・経済経営学研究科は経済学専攻、経営学専攻の２専攻を設け、各専攻間で履修・

単位認定を認め、経済学・経営学を体系的かつ先端的に修得できるよう編成して

いる。経済学専攻では、国際経済、地域経済、観光経済、経済基礎理論の４つの

領域を設け、国際経済、地域経済、観光経済を実務と結びつけて学修する専門領

域とし、経済基礎理論においては、現代経済学の高度な理論及び実証分析の方法

等を修得する領域として教育課程を構成。経営学専攻では、企業経営、会計、経

営情報の３領域を柱とし、経営学の高度な専門的知識と社会の変化を的確に捉え

て理解する知識を身につけ、外部環境の変化に柔軟に対応して組織を運営できる

能力を持つ人材養成を目指し、それぞれの領域を設けている。 

＜教職課程＞  

・教職課程の目的は｢憲法及び教育基本法をふまえ、教育への情熱と使命感、生徒の成

長・発達についての科学的な認識に基づいて、日々、創意と工夫に充ちた実践的

指導に努める教師、人間としてよりよき方向を生徒とともに探求する努力を惜し

まない教師を養成する｣ことであり、本理念及び教職課程を有する各学部・学科の

教員養成の目的に応じた教育課程を編成している。 

 

《エビデンス資料》 

【資料 2-2-1】摂南大学学則 

【資料 2-2-2】摂南大学大学院学則  

【資料 2-2-3】2013 年度学生便覧 

【資料 2-2-4】2013 年度大学院便覧 

 

【自己評価】 

＜大学全体＞ 

・教育の目的・目標、教育の方針を本学 HP や学生便覧で広く公表しており、教育方

法も教育の目的・目標に基づく教育体制の中で明文化している。 

・学部・学科ごとの教育目標、教育内容やスケジュールを記載した学生便覧、年間

行事予定表を作成し、部長会議、各学部の教授会により全教職員に周知している。 

・毎年度、各学部・研究科で開講するすべての授業科目を記載したシラバスを作成

しており、学生の履修科目の選択と授業内容を理解させるのに活用されている。 

＜理工学部・工学部＞ 

・建学の精神と本学の教育の理念に基づいた具体的な学習・教育目標を設定した教

育を実施。また、教育の質の保証のために、学部・学科レベルの PDCA システムを

整備し、技術系 5 学科は JABEE 認定を目標とした教育改善を実施している。 

・学科共通の課題の数学・物理学教育は、入学前教育や 1 年次開講の「数学基礎演

習」「微積分」「物理学」「力学」等の改善を進める。具体的には、専門につながる

基礎習得のため、基礎理工学機構と各学科との間で緊密な連携を図る。各学科に

則した基礎教育のあり方を基礎理工学機構と協議し、数学・物理学教育に関する

シラバス改訂を行い、基礎力向上の学習効果を高める工夫を重ねている。 
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・英語教育は、世界で活躍できる科学技術者に必要な語学能力の基礎固めを重視し

学部共通の単語帳を活用し、成績評価には TOEICブリッジスコアも考慮している。 

・技術系 5 学科においては、新入生が大学生活になじみ、ものづくりの入門教育と

して「理工学基礎実験」を開講している。本実験で使用する教科書は、理工学部

独自に教科書を作成、平成 24(2012)年 4 月に書籍として出版した。 

・3 年次は、本学部と企業で共同開発したカリキュラムによるインターンシップ科目

を開講し、時代の要請に応えるべく専門職業人の育成指導の充実を図っている。

さらに、学部独自の教養科目である「科学技術教養」を開講し、科学技術の幅広

い分野に関する基礎知識を身につけた知的専門職業人の育成に努めている。 

・各学科(住環境デザイン学科は平成 26(2014)年度から)では、進路に応じた複数のコ

ースを設け、コースの特色を生かした履修内容となるよう指導の強化を行っている。 

・GPA1.0 を下回る学業不振学生には、成績表交付時にこれまでの学習態度を反省さ

せ、今後の目標づくり等学生へのきめ細かな指導を行っている。 

・語学教育は、授業科目の特性を勘案し少人数教育を実施している。 

・生命科学科の専門基礎群と専門コア群は基礎的科目を必須科目とし、年次進行に

伴って応用的な選択科目を履修できる編成としている。1 年次の「基礎演習Ⅰ」で

は、少人数のプレゼンを中心とした能動的な学習形式を採用し、各学生へ個別の

学習指導ができている。「生命科学学外演習」（3 年次夏期集中）は、実践的な教育

により大学で学んだ知識や技術を応用する力の養成を目的として、実際の企業や

研究機関等の現場における学外での 2 週間に及ぶ実務実習を行っている。 

・住環境デザイン学科では、1 年次から 3 年次前期までに全学生が全教員に少人数ゼ

ミ教育を受けられるよう工夫している。これにより、学生は各教員の専門や人間

性をより深く理解でき、大学の教育理念「全人の育成、知的専門職業人としての

心構え」を得ることができている。また、第一期生の全卒業研究を、大阪・中之

島のギャラリーにおいて、学生・教職員の協働作業によって展示した。専門家を

はじめ一般市民にも公開することで、学生の達成感と誇りを得ることができ、社

会に踏み出す励みを携えて卒業した。この試みは次学年にも良い影響がおよび、

高い教育効果を上げている。 

・建築学科の設計演習では、従来 3 年次で「設計演習Ⅲ」「設計演習Ⅲs」を設け、

習得が十分ではない学生には「設計演習Ⅲ」において基礎の復習的指導を行い、

習得度の高い学生には「設計演習Ⅲs」においてさらに高度な学習指導を行った。

これを平成 24(2012)年度からは、3 年次前期に「設計演習Ⅲa｣による指導を行い、

後期にも「設計演習Ⅲb」を設けることにより、習得度の高い学生に対するさらな

る高度な指導を行うよう改善している。 

・機械工学科では、少人数クラスの 1 年次前期「機械創成基礎演習Ⅰ」や 2 年次後

期「機械創成基礎演習Ⅱ」さらに 3 年次後期「機械創成応用演習」において、学

生と教員及び学生相互間での良好なコミュニケーションが形成されている。2 クラ

ス編成で開講する専門コア群の科目において、きめ細かい指導を行い、学生の理

解度が増して、教育効果が向上している。 

・電気電子工学科の 1・2 年次は教養科目、語学科目及び数学、物理の専門関連科目
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に重点を置いている。特に「電磁気学」「電気回路」「微積分」は習熟度別に学ぶ

方法を取り入れ、さらに単位修得ができなかった場合には 1 年を待たずに次の半

期に同じ科目を受講できる教育課程とすることにより、教育効果が向上している。 

・都市環境工学科については、少人数クラス単位の「都市環境基礎ゼミ」は学生と

教員とのコミュニケーションが活発になり、授業進行及び卒業研究を受けた学生

にも良い影響をもたらし、学術講演会での発表で発表優秀者として表彰される等、

素晴らしい研究を成し遂げる学生が多くなっている。 

＜外国語学部＞ 

・国際的視野を持った人材を育成するため、英語、中国語、スペイン語、インドネ

シア・マレー語の授業科目を配置。また、国際人にふさわしい教養と知性を学生

に習得させるため、教員はゼミの場を利用して幅広いジャンルの講義を行うとと

もに、イングリッシュパーティー等を通じて、きめ細かな指導に努めている。 

・多岐の分野を研究する教員スタッフを備え、多彩なジャンルのゼミナールを 40 ク

ラス程度設けており、それら人的資源の強みを学部全体の教育に発揮している。 

＜経営情報学部・経営学部＞ 

・1 年次前期の「基礎演習」では、大学での学習法、コミュニケーション技法、雑誌・

新聞記事等の教材により読解力を身につけるなどの初年次教育を行っている。後

期の「専門基礎演習」では、学部・学科に対するイメージが想起できるよう内容

を充実させるとともに、専門教育への興味・関心を高める工夫を行っている。「基

礎演習」の初年次教育部分を充実、具体化させるための議論を継続し、学士力向

上をもたらす学習効果を高める工夫を重ねている。 

・学部内に教務委員会、FD 委員会、資格取得推進委員会、キャリア教育推進委員会

等を設置し、教育研究活動の更なる充実に向けた具体的施策を協議している。 

＜薬学部＞ 

・優れた薬剤師の養成のため、卒業時の到達目標を明確にし、学修レベルの順次性

に十分配慮した学習成果基盤型教育(Outcome-based education)を展開している。

これにより、学部の教育目的に沿った、また全国の薬学部で標準化された「薬学

教育モデル･コアカリキュラム」に準じた教育課程を編成している。 

・薬学共用試験（CBT、OSCE）合格に向けた教育も十分に行っている。 

・実践的な英語力を養成するため、1 年次の一部の英語科目において TOEIC Bridge 

 及び TOEIC のスコアを総括的評価の 20％分として成績評価に反映している。また、 

 薬学における専門的な英語や医療現場における英会話の修得を目的とした英語科

目『薬学英語』及び『医療英会話』を 2 年次に開講している。 

・１年次からの演習科目及び担任教員ごとに 5～6 人の少人数で実施する「スタート

アップゼミ」等、学生参加型の授業を展開している。 

・キャリア科目の充実を図るため、平成 24(2012)年度から「キャリア形成科目」の

区分を新設した。2 年次及び 3 年次で開講している「キャリア形成Ⅰ・Ⅱ」では、

現場で活躍している薬剤師や医師による講演の聴講、看護学部生との合同演習、

ならびに学会の聴講や女子学生向けのアロマテラピー体験等、学生の幅広い興

味・適性に応じたキャリア教育を行っている。 
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＜法学部＞ 

・従来の法曹家養成を主体とした法学教育から脱却して、公務員や企業等での実務

法務担当者養成等につながるよう専門科目に特別講義を設けた教育課程を編成し

ている。 

・必修科目として「法学基礎演習Ⅰ・Ⅱ」（1 年次）、「専門演習Ⅰ」（2 年次）、「専門

演習Ⅱ」（3 年次）、「卒業研究」（4 年次）の 4 年間一貫のゼミナール教育を専任教

員が担当し、1 ゼミ 10 数人程度の少数指導体制の下、専門知識の習得とリーガル・

マインドの育成に努めている。 

＜経済学部＞ 

・必修科目を中心とした基礎的なカリキュラムとともに、特色ある選択科目、フィ

ールドワークをとり入れ、実地に即した少人数教育によって、建学の精神及び学

部の教育目的が達成できるようにするとともに、学部内に各種委員会（教務委員

会、FD 委員会、キャリア・学習支援委員会等）を設置し、また教員全員参加の FD

ディスカッションを開催してその具体化を図っている。 

・１・２年次において、専門教育との有機的関連性を持った教養科目の履修にあわ

せ、経済学のベースとなる授業科目の重点的な学習を行える教育課程を整備。 

・４年間を通じた少人数教育のもと、学生の適性・志望に応じた教育と学習指導が

行えるよう配慮している。 

＜看護学部＞ 

・教養科目、専門基礎科目、専門科目を段階的に配当することにより、看護学部の

目的に沿った、豊かな人間性と専門知識・技術を備えた看護職者養成のための教

育課程が編成され、順序性に則って展開している。 

・保健師助産師看護師学校養成所指定規則に即した教育課程を編成している。 

・臨地実習において少人数編成によりきめ細やかな指導を行い、臨床実践の場での

知識・技術の修得を行っている。 

・社会の変化に対応し、チーム医療に貢献できる看護職者の育成のために、保健行

政や公衆衛生に関する科目を配置するとともに、薬学部との専門職連携教育につ

いて学年進行に応じた目標や内容を検討している。 

＜大学院薬学研究科＞ 

・医療分野に特化した教育課程を展開するため教員スタッフには薬学研究者以外に

メディカルドクターや疾学・統計学の専門家も配置している。なお、平成 24(2012)

年度に入学した 7 人のうち 2 人、平成 25(2013)年度に入学した 5 人のうち 1 人が

社会人であることから、講義科目は夕刻に開講するなどの配慮をしている。 

＜大学院理工学研究科＞ 

・教育課程は、担当教員の専門内容が重視されるが、教育の目標設定との整合、社

会のニーズとの整合について再検討し、平成 26(2014)年度から改正した。 

＜大学院経営情報学研究科＞ 

・各専攻分野の専門性を重視し、学生の専攻が多岐にわたるうえ、修業年限が短く、

目標設定は研究科全体としてみると、整合性を確保するという意味で十分でない。 
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＜大学院法学研究科＞ 

・教育についてはキャリア支援も含め、学部教育の充実と連携した法律実務専門家

養成体制の整備と充実が求められる。 

＜大学院国際言語文化研究科＞ 

・当該研究科を構成する 2 つの研究領域とも学生を確保しているものの、入学者数

は少ないこともあり、結果としてきめ細やかな教育がなされている。 

＜大学院経済経営学研究科＞  

・経済経営学研究科を構成する 2 専攻とも入学者数が少数のため、個々の学生に対

し、きめ細やかな教育・研究指導がなされている。 

＜教職課程＞ 

・教職課程委員会において全学部での指導体制の充実を推進するとともに、教務課

と教職支援センターとの連携を密にし、意思疎通を図ることを目的とした連絡会

議を毎月 1 回程度開催。また、シラバスの作成にあたり、教職課程を設けている

学部に対し同視察時の指摘事項等を周知するとともに、教職支援センターを中心

に当該学部から提出されたシラバスの内容を精査し、シラバスの改善を図った。 

・教職課程の学生同士の情報交換の場として学習支援センター内に「教職 study 

room」を設置している。 

 

(3) 2-2 の改善・向上方策（将来計画） 

＜大学全体＞ 

・各学部や全学のＦＤ委員会等を通した教員研修と教員間の交流の機会も十分活用

し、より教育効果の上がる教育課程編成を検討し、その内容を常に改善する。 

・シラバスに記載している到達目標と評価基準について、学生の認識度を深めるた

めに最初の講義で担当教員が具体的に説明するとともに、履修ガイダンス等を通

じ、シラバスの活用方法について学生に分かり易く解説する。 

・新入生の基礎学力低下や社会の要請に応えるべく教育課程の再検討を行う。専門

科目履修に重要不可欠な分野の科目について、基礎的な科目を別途用意し、併せ

て従来の授業科目を年次進行により段階的に修得できるよう教育課程を検討する。 

＜理工学部・工学部＞ 

・学部・学科・コースに求められる社会ニーズに対して常に配慮して建学の精神、

教育の理念にある知的専門職業人の輩出ができるプログラムを心がけている。そ

のために、教員の企業訪問、産学連携、高校訪問、教育懇談会等から得られた情

報を分析して、教育研究活動に活用できる組織体制を強化する。 

・学部の教育研究が時代と社会の要請に対応できるように、常に学習・教育目標、

履修要件等を見直すとともに、連動してカリキュラム改善を継続して実施する。 

・学生に対して、基礎ゼミ等の初年次教育を徹底し、履修モデルの提示も含め、学

生が適切なコース選択及び科目選択を行えるよう指導の強化を引き続き行う。 

・GPA 制度の趣旨は、履修科目を厳選し集中的な学習を促すことにある。この趣旨を

一層徹底させるとともに、合格点に至らず評点が 0 となった科目があっても、次

学期あるいは次年度に再履修し、評点を 1 以上に引き上げるよう指導する。 
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・英語や教養系科目との意見交換、内容を調整し、専門科目との連携を強化する。 

・生命科学科では、高校で生物を履修していない学生にリメディアル教育として「基

礎生物学」を平成 23(2011)年度より開講し、高校での教育経験のある教員により

単位認定できる自由科目として内容の充実を図っている。 

・住環境デザイン学科は、建築環境工学と建築計画の教員比率が高く、現カリキュ

ラムでは建築環境系教育と建築計画系教育が非常に充実した学科である。これを

活かし教育プログラムをさらに発展させる検討を行っている。将来のカリキュラ

ム構成、コース分け、JABEE 受審等に反映させ計画的に実行する予定である。 

・建築学科では平成 24(2012)年度 JABEE 認定による評価の内容を踏まえ、さらに時

代と社会の要請に応えるべく、基礎的な学習・研究を踏まえ年次進行に伴い実践

的な建築技術の習得を促すよう習熟度に合わせた総合的な課題を与えるよう努め

ていく。具体的にはゼミを中心とした研究室配属の少人数教育を充実させると同

時に、近年進む境界領域の広がりに対応すべく、学外交流、講演会、共同研究等

の活発化を目指す。また構造力学では習熟度別にクラス分けし、理解度を重視し

た授業編成で、同一教科書及び同一試験による評価を行う方向を目指している。 

・機械工学科では、少人数クラスの授業の一層の充実を図るとともに、個々の科目

に集中して学習ができるよう、履修指導を徹底する。 

・電気電子工学科では、コース選択制におけるモデル履修例の提示、教科の増減、

履修条件の見直しを行う。また、入学者の多様化に伴い、本来高校で学ぶべき数

学、物理に慣れない学生が入学しており、現在は、高校物理の復習科目である「物

理の基礎」や高校数学の復習など 1 年次向けの科目を開講して対応している。 

・都市環境工学科では、科目ごとに各学習・教育目標に時間を割り振り、単位を修

得した科目の学習・教育目標ごとの時間の合計で、その学習・教育目標を達成で

きたものと評価したが、平成 21(2009)年度から、より根拠が明確な評価となるよ

う、すべての科目を学習・教育目標に応じた群に分類し、科目群の必要科目数を

修得する評価法に改善し、学科独自で構築した学習達成状況確認システムを用い

て確認していく。 

＜外国語学部＞ 

・外国語の運用能力の強化とその背景となる世界の文化についての理解の深化とい

う 2 本の柱に加え、平成 21(2009)年度には学生個々のライフ・プランニング支援

を新たな 3 本目の柱として、「エアライン･ホスピタリティ・プログラム」を開設、

さらに平成 25(2013)年度からは「ディズニー国際カレッジ・プログラム」を新設

した。提携大学における授業とディズニーワールドでのインターンシップを融合

させた、これまでにない実践的な学びを提供し、ホスピタリティ業界や観光産業

で指導的な地位にたって活躍できる人材の育成を目指す。 

＜経営学部＞ 

・教育目的・目標・課題を全教職員が共有し取り組みにあたるとともに、教務委員

会ならびに FD 委員会の活動をさらに活性化させる。具体的には、学部全教員を対

象とした懇談会を設け、座席指定の授業では私語がなくなるなどの事例や授業改

善の取り組み、他大学の FD 活動事例調査結果の情報共有等を行い、教育方法の改
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善に向けて検討、具体的施策の策定を行う。 

＜薬学部＞ 

・文部科学省が定める「薬学教育モデル・コアカリキュラム」の改訂に伴い、平成

27(2015)年度から本学部のカリキュラムを改訂する。新たなカリキュラムでは、

刻々と変化している薬剤師へのニーズを強く意識し、「医療人としての倫理観」、

「臨床研究の実践力」、「セルフメディケーション、プライマリケアへの貢献」「多

職種連携協働とチーム医療への貢献（看護学部と共同した専門職連携教育の充

実）」、「キャリア教育」等の教育目標の充実を図る。特に臨床研究・創薬に関する

教育の更なる充実のため、新規科目「医薬品開発論」を今後開講予定であり、当

該科目においては、レギュラトリーサイエンスの考え方も含んだ授業を行う。 

また、一般社団法人薬学教育評価機構による薬学教育第三者評価を平成 27(2015)

年に受審することが決定している。 

 ・教育の総合的な学習成果を測定するため、またディプロマ・ポリシーへの到達を 

  確認するためのパフォーマンス評価を導入し、評価基準となるルーブリックを導  

  入する。このルーブリックを用いたパフォーマンス評価は、各学年で学生に自己

評価を行わせるほか、実習・演習科目でのパフォーマンス評価に活用している。 

  今後更に活用の場面を拡大していく予定である。 

＜法学部＞ 

・将来の職業選択を意識させ能動的な学習への取組みとして、平成 23(2011)年度か

ら教育課程にキャリア形成科目を設けた。今後さらなる充実を図る。 

・学部内に新教育課程委員会を設置し、時代に対応した教育を行い法学的センスと

幅広い教養を備えた人材育成を実践できるよう学部改革に取り組んでいる。 

＜経済学部＞ 

・教育の質向上のため、教務委員会・FD 委員会等の活動及び教員・職員全員が参加

する FD ディスカッションでの協議により、教育改善について、取り組んでいる。

特に、学生による授業評価や教員による授業参観等の FD 活動を授業改善に結びつ

ける仕組みを制度化すること、少人数教育における達成目標とそのフォローアッ

プの手法、フィールドスタディの実施法等、教育方法について検討している。 

＜看護学部＞ 

・完成年度に向け、現行のカリキュラムを履行すること自体が課題であるが、教育

の質向上をめざし、カリキュラムの再検討についても並行して進める。 

・英語能力の向上をめざし、習熟度別のクラス編成を平成 26(2014)年度から導入す

る予定である。 

・医療の国際化を受けて、医療現場での英会話に対応できるよう英語力充実を図る

ために、英語科目で TOEIC Bridge のスコアを成績評価に反映することで検討して

いる。 

・薬学部との専門職連携教育を実施していくため、2013 年度から開講している 2 年

次配当のキャリア科目「キャリアデザイン」の成果を検討するとともに、3 年次配

当の「臨床看護学演習Ⅰ」「臨床看護学演習Ⅱ」(2014 年度前期～)において、その

成果や課題を検討する。 
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＜大学院薬学研究科＞ 

・平成 24（2012）年度薬学部を基礎に置く 4 年制の博士課程の開設に伴い、大学院

教員は質保証を重視した。新たな方策を展開するため、薬学研究科独自の FD ワー

キンググループを新設し、大学院教育充実を図る準備を進めている。 

・平成 26(2014)年 9 月に自己点検・評価報告書を公表し、今後も自己点検・評価を

行う予定である。 

＜大学院理工学研究科＞ 

・平成 26（2014）年度に大学院理工学研究科への改組を行い、博士前期課程は、「社

会開発工学専攻」に加え、機械システム工学、電気電子工学を有機的に統合し機

械工学や電気電子工学を基盤として、材料・物性、エネルギー、システム・情報、

加工生産等の広範囲の生産開発に関わる知識と技能を持った知的専門職業人を養

成する「生産開発工学専攻」の 2 専攻に改組した。さらに、修士課程として、分

子生命科学や生体生命科学を修得し、医療、環境、食料等の分野において高度な

専門能力を持つ人材を養成する「生命科学専攻」(修士課程)を新設した。 

＜大学院経営情報学研究科＞ 

・既に学生募集を停止している博士前期課程については、在学生の修了をもって廃

止する。 

＜大学院法学研究科＞ 

・キャリア支援も含めた全体の充実が求められており、裁判官、検察官、弁護士養

成機関として設立された法科大学院とは異なった法律専門家養成を担うべく、研

究科の目標として掲げる「高度の法学的知識を修めた広義の法律実務専門職の養

成」「法と政治に関わる幅広い専門知識を駆使して国際社会や国家・地域社会に貢

献する公務員を目指す者の養成」の 2 点について、より明確な内容の法学研究科

を目指す必要がある。そのためには、複雑化する国内外の情勢において、社会が

法に求める内容に即した教育研究機関として、理論だけでなく実務法律家養成の

ため必要なキャリア支援の充実等を図るほか、教育課程の見直し等について法学

研究科委員会で検討し、具体的な改善に向けた取り組みを行っていく。 

＜大学院国際言語文化研究科＞ 

・基礎となる学部が平成 17(2005)年度から「外国語学部」に名称変更したものの、

旧来の「国際言語文化学部」の教育課程等が存在している。現状の学部名称に呼

応した研究科名称変更等の機構改革について検討する。 

＜大学院経済経営学研究科＞  

・平成 26(2014)年度に経済学部と経営学部の 2 学部を基礎とした大学院経済経営学

研究科修士課程を開設し、経済学専攻では国際経済を中心に、地域経済、観光経

済の専門エコノミスト及び経済分野の専門職業人の養成、経営学専攻では社会・

人の動向や今後の潮流を読み解く感性や、分析・立案した理論や方針を実践する

力を育成していく。本学の経済学、経営学分野の教育研究の更なる充実を図る。 

＜教職課程＞ 

・教職課程の全学的組織づくりを図るため、各学部と教務部との連携を強化する。 

・教職課程の学生同士の情報交換の場としての「教職 study room」の活用を促し、
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教職支援センターでも関係書籍等の充実に努める。 

・平成 22(2010)年度から教員採用試験対策を実施し、さらに充実を図る。 

 

2-3 学修及び授業の支援 

≪2-3の視点≫ 

2-3-① 教員と職員の協働並びにTA(Teaching Assistant)等の活用による学修支援及

び授業支援の充実 

 

(1) 2-3 の自己判定 

基準項目 2-3 を満たしている。 

 

(2) 2-3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

【事実の説明】 

・学習支援センター（寝屋川キャンパス及び枚方キャンパス）は、本学が目指す「面

倒見のよい教育」を実践し、高校での未修得分野のリメディアル教育、基礎学力

の不足対策、講義の疑問点等不明な点が多い学生に対し学習相談、補習授業等を

実施し、入学直後から卒業までにわたり、数学、物理学、化学、英語、情報処理

や SPI 対策、専門科目まで幅広く支援を行っている。さらに同センターでは、高

校在学中に基礎的知識を継続的に学ばせることを目的に、推薦・AO 入試入学手続

者に 3～4 ヵ月間の e-learning を利用した入学前教育を実施している。なお、理

工学部の AO 入試・特別推薦入試等の入学手続者は、別途同センターによる通信添

削による入学前教育を実施。学習支援センターの利用率をさらに高めるために、

学習支援センタースタッフと基礎理工学機構の教員との連携を深めるとともに、

同スタッフと教務部との定期的な連絡会を開催している。 

・理工学部テクノセンターでは、ものづくり教育の核となって全学的な教育支援を

行うことを目標に、平成 22(2010)年 4 月から機械工学科の「機械工作実習」に加

えて PBL 型学生プロジェクト（蒸気機関車の製作、ボイラの製作等）や全学プロ

ジェクト（学生フォーミュラプロジェクト）、学生グループによるコンテスト（ブ

リッジコンテスト、スターリングテクノラリー、相撲ロボットコンテスト等）へ

の参加等の支援を専任の技術職員のほかテクノスタッフ（有志学生）の協力・支

援により行っている。 

・理工学部、外国語学部、経営学部、法学部、経済学部において 4 年間の連続した

少人数ゼミ教育を導入しており、①1 年次のゼミ（基礎ゼミ）では初年次教育用テ

キスト「FIRST YEAR STUDY GUIDE」を利用した初年次教育及び専門分野への導入

教育、②2 年次のプレゼミナール、③3 年次の演習における専門領域での学習、④

4 年次の卒業研究指導を行っている。またこの過程のなかで、教員との密接な学問

的・人間的接触を通じて学生の人間的成長や社会性の涵養を図っている。 

・薬学部では、平成 24(2012)年度から 1 年次の必修科目として「スタートアップゼ

ミ」を開講している。これは、新入生が大学生活を円滑にスタートし、目標を持

って勉学に励めるように指導するとともに、入学後早期に教員と担任学生との良
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好な人間関係を構築することを目的としている。 

・指導担当教員は、ゼミ演習や「スチューデントアワー」を適宜活用し、学生との

コミュニケーションを図り、改善点や課題がある場合は、各学部の専門委員会に

改善等の検討を提案している。 

・教育研究活動の支援については、「ティーチング・アシスタント(TA)要項」を本学

園規定として整備しており、理工学部の一部の実験・実習・演習科目において TA

を採用している。（平成 25(2013)年度実績：前期 25 人、後期 9 人） 

・「摂南大学スチューデント・アシスタント(SA)要項」を規定として整備し、本大学

の基礎教育等の充実を目的に SA を採用している。平成 25(2013)年度は情報処理室

や CALL 教室等、特殊な設備を使う授業において機器の操作の補助等を行った。（平

成 25(2013)年度採用実績：理工学部前期 1 人、後期 7 人、経済学部 前期 3 人） 

・看護学部では、1 年次から担任制を導入し、2 人または 3 人の教員が担当し、8 人

前後受け持つとともに、各学年に学年主任を置き、履修指導や学修一般の相談・

指導及び大学生活全般についてサポートできる体制を構築している。定期試験の

結果については全員個別面談を実施している。履修指導の資料は教務事務と共同

で作成し、学生の情報を共有している。1 年次を対象に早期の段階より、自らが目

指す看護職者像を明確にさせることと、大学生としての自覚を確立することを目

的とした「キックオフセミナー」を開催している。１年次前期に毎週１回開催し、

看護職の先輩である専任の教員や現役看護師による講演や病院見学を行っている。

また、学習支援センターとの協力により、看護学の学びをより円滑にするため、

リメディアル教育としてテキストを利用し生物・化学の強化を確認テスト中心に

行っている。入学前教育として、推薦入試等で早期に合格が決定した者を対象に、

ビデオ教材による生物の強化を図っている。 

 

《エビデンス資料》 

【資料 2-3-1】ティーチング・アシスタント(TA)要項 

【資料 2-3-2】摂南大学スチューデント・アシスタント(SA)要項 

【資料 2-3-3】FIRST YEAR STUDY GUIDE 2013 

 

【自己評価】 

・学習支援センターを設置し、入学前教育から入学後のリメディアル教育まで幅広

く学習支援に積極的に取り組んでおり、年々利用者数が増加し、同センターが学

生のニーズに適切に対応していると言える。 

・少人数ゼミ教育及び担任制により学修及び教育を支援する仕組みが整備されてお

り、教育の方針に定めた少人数教育が適切に行われている。 

・TA・SA の積極的活用を通して学生に対しきめ細かい指導を実践できており、学修

及び授業支援の充実が図られている。また TA として従事した学生にとっても、自

身のキャリア形成につながっている。 

・看護学部では、担任制度について各教員がオフィスアワーを有効利用してサポー

トし、学期末試験の成績表を基に学修指導を行い、学期ごとの長期休業前に安全
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面を含む日常生活指導を実施したことで、学生には細やかな個別指導が行えた。 

・看護学部のリメディアル教育においては、確認テストの成績は上昇していき、効

果は見られた。必修科目である「生物・化学の基礎」の修得にもつながっている。

入学前教育では、生物の科目において DVD 教材を導入した。学習の前後にそれぞ

れ確認テストを実施したところ、生物への基礎学力の向上が見られた。 

 

(3) 2-3 の改善・向上方策（将来計画） 

・在学生、卒業生に対して実施している学生満足度調査結果により、社会人基礎力

の養成とキャリア形成関連科目の充実、補習教育、初年次教育の充実を図る。 

・学習支援センターを全学的組織として実質化を推進するために、主に文系学部生

のニーズを考慮した「English Counseling 」や TOEIC 対策講座を開設・開講して

おり、英語で苦しんでいる学生の悩みに応えている。今後はさらに SPI 対策の強

化も検討しており、同スタッフの負担が増大するため、スタッフの充実や専門科

目に関するサポート体制の強化を検討する。 

・理工学部では、実験・実習・演習科目が多数あり、今後も引き続き TA・SA を活用

し、履修者の学修・授業支援を図っていくとともに、TA・SA を行うことでより一

層学修・教育支援につながる方策を検討する。 

・薬学部では、平成 24(2012)年度から 1 年次科目「スタートアップゼミ」を新設し

ている。これは、新入生が大学生活を円滑にスタートし、目標を持って勉学に励

めるように指導するとともに、入学後早期に教員と担任学生との良好な人間関係

を構築することを目的に実施している。 

・看護学部では、初年次教育としての体制作りの強化として目的を明確にし、全教

員が「大学として、看護を目指す学生として」のサポートに関わる。今後は単位

化も視野に入れての内容を検討する。 

・看護学部のリメディアル教育による生物・化学の基礎学力向上の効果が出てきて

いるので、今後も引き続いて実施する。 

・平成 27(2015)年に看護学部が完成年度を迎え、枚方キャンパスにおける学生数も

増加するなか、薬学部および看護学部学生の学習支援体制をより一層充実させる

ため、平成 27(2015)年夏に学習支援センター(Academic Support Center)の増設

工事を計画している。 

 

2-4 単位認定、卒業・修了認定等 

≪2-4の視点≫ 

2-4-① 単位認定、進級及び卒業・修了認定等の基準の明確化とその厳正な適用 

 

(1) 2-4 の自己判定 

基準項目 2-4 を満たしている。 

 

(2) 2-4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

【事実の説明】 
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・単位認定、進級及び卒業基準について、学部は学則及び履修規定、大学院は大学

院学則にそれぞれ明確に定められている。なお大学院については、全研究科及び

課程において進級要件は設けていない。 

・理工学部は GPA 評価制度を取り入れており、卒業要件の一つに GPA1.0 以上を設定

している。また受講に当たっては、履修単位の上限が定められており（CAP 制度：

平成 26(2014)年度入学生 年間 48 単位、平成 25(2013)年度以前入学生 年間 56

単位）確実に履修するよう努める仕組みを作っている。 

・各授業科目の成績は、各授業科目の担当教員が試験成績のほか、学生個々の日常

の学習状況と成果を総合的に評価している。 

・評価基準や評価方法をシラバスに明記している。各授業科目の成績評価はシラバ

スで公表されている評価方法に基づき適正に行われている。なお、大学院におけ

る演習、研修及び特別研究は、単に合格または不合格をもって表わすことがある。 

・学業成績の発表は、前期末（9 月）と後期末（3 月）に実施しており、学業成績表

をゼミ担当教員から学生本人へ直接配付している。また、学業成績を基に、進級、

卒業に問題がある学生をピックアップし学習指導を行っているほか、学生の保証

人へ学業成績を成績表の見方を詳細に示した解説書を添付し、毎回郵送している。 

 

《エビデンス資料》 

【資料 2-4-1】摂南大学学則 

【資料 2-4-2】摂南大学大学院学則 

【資料 2-4-3】摂南大学履修規定 

【資料 2-4-4】2013 年度学生便覧 

【資料 2-4-5】2013 年度大学院便覧 

【資料 2-4-6】シラバス授業検索機能（http://syllabus-pub.jp/setsunan/index.html） 

 

【自己評価】 

・単位認定、進級及び卒業の判定は学則等に基づき適切に運用されている。また、

成績評価は、履修規定に基づき適切に実施されている。 

・学則や履修規定が掲載した学生便覧、大学院便覧を入学当初に全学生に配付して

いるほか、本学 HP から全ての開講科目のシラバスが検索でき、単位認定、進級及

び卒業、成績評価にかかる基準が適切に公表されている。 

・成績評価結果に異議がある場合の申し立ては、期間を定めて受付を行っており、

評価の厳正化に努めている。 

・理工学部・工学部の GPA 評価による学生へのきめ細かな指導は、同学部の取り決

めに従い、GPA が 1.0 を下回る学業不振の学生に対して成績表交付時に担当教員よ

り学生にこれまでの学習態度を反省し今後の目標を立てさせ、改善を図っている。 

・成績評価評語の全学統一により一層の公平性と客観性を確保するため問題点を把

握し、更に検討を進めていく。 

 

(3) 2-4 の改善・向上方策（将来計画） 
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・理工学部・工学部における GPA 制度の趣旨は、履修科目を厳選し、集中的な学習

を促すことにある。この趣旨を一層徹底させるとともに、合格点に至らず、評点

が 0 となった科目があっても、次学期あるいは次年度に再履修することにより、

評点を 1 以上に引き上げるよう指導する。 

 

2-5 キャリアガイダンス 

≪2-5の視点≫ 

2-5-① 教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する指導のための体制の整備 

 

(1) 2-5 の自己判定 

基準項目 2-5 を満たしている。 

 

(2) 2-5 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

【事実の説明】 

①進路支援方針 

本学の教育理念の実現を果たすため、全学を挙げた支援体制で、学生個々の希

望・適性に応じた就職支援「ベストマッチング」を基本方針としている。 

②進路支援体制 

学生の進路や就業に対する意識の高まりに応じた長期的な支援スケジュールを

立て、全学生を対象とする支援と個別に学生を支援する体制を組み合わせている。

具体的には表2-5-1のような支援活動を実施し、バックアップ体制を整えている。 

表2-5-1 進路支援活動 

○全学生を対象とする支援  

 ・就職ガイダンス(就職活動説明会 ) ・就職模擬試験  ・外部講師による講座  

 ・学内合同企業説明会（業界企業研究講座） ・業界企業研究ガイダンス（就職プレセミナー） ・エクステンション講座  

 ・｢就活ノート｣の作成配付    

○個別学生を対象とする支援  

 ・進路登録と全学生面談  ・｢履歴書･自己紹介書｣の作成指導  ・模擬面接の実施  

 ・キャリアアドバイザーの配置   ・学内一次選考会の実施  

 ・進路未内定者に対する活動促進や支援  ・キャリアカウンセラーによるワークショップ ・大学院学内進学制度  

○留学生の就職支援  

○インターンシップ 

○教員採用試験対策講座・模擬試験・採用試験説明会  

○地域連携教育活動  

○青少年育成ファシリテーター養成プログラム  

○キャリア関連科目の開講  

○バックアップ体制  

 ・就職委員会委員による就職支援指導 ・就職（企業）情報システム ・職員・教員による企業訪問の実施  

 ・保護者のための就活サポートガイド作成配布  ・保護者に対する就職相談  ・「就カツ」保護者セミナーの実施  
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③実績 

・求人社数 

本学に対する求人社数は10,377社に達しており、求人倍率は6.42倍となってい

る。これは平成25（2013）年度の全国の平均求人倍率（1.28倍）を5.14ポイン

ト上回っている。企業の採用担当者から「採用してみて摂南大学卒業生の良さ

が分かった」との評価を受け、毎年度継続的に求人のある企業も多数ある。 

・就職率（就職希望者に対する就職決定者率） 

平成25（2013）年度の就職希望者に対する就職決定者率は98.2％。 

・就職満足度 

平成25（2013）年度の就職決定者に対するアンケートで集計した就職満足度は

97.2％に達している。1年次からのキャリア教育、充実した就職ガイダンス、徹

底した個別支援等、大学一丸となったきめ細かなサポートが、高い満足度へと

つながっている。 

④各学部におけるキャリア教育 

本学では、学生の人間力を養成し社会性を育み、付加価値を高めることによっ

て、スムーズに就職活動への取り組みや希望する進路に進みやすくするように、

学部教育においてもキャリア教育を導入し、支援体制を整えている。 

⑤インターンシップ 

・理工学部、外国語学部、経営学部、法学部、経済学部については、夏期休暇中

の約2週間を利用して企業や自治体等で実際の業務を体験しており、本学の正規

の授業として実施し、修了後は単位を認定している。平成25（2013）年度は76

の企業等で176人の学生が就業体験を行った。 

・理工学部においては、平成25（2013）年度に海外インターンシップを実施し、6

人の学生が海外で就業体験を行った。 

・薬学部においては「キャリア形成Ⅱ」を3年次生対象に開講し、「医薬業界＝病

院、薬局」というイメージだけに陥りやすい薬学部生に、治験受託機関等で活

躍する薬学部出身者、ドラッグストアでセルフメディケーションに取り組む薬

剤師の役割等、他職種に対する理解を図っている。平成25(2013)年度は16の病

院や薬局等で32人の学生が就業体験を行った。 

⑥外国人留学生に対する就職支援 

近年の外国人留学生数の増加に対応し、平成20(2008)年度から外国人留学生対

象の就職ガイダンスの開催や、当該学生が在籍する各学部事務室及び国際交流セ

ンターとの連絡体制を整え、個々の状況や希望に応じた支援を行っている。 

⑦キャリア・フライデープロジェクト 

・平成22(2010)年度に、大学生の就業力育成支援事業として採択を受けた『意識

変革を促すキャリア・フライデーの導入』の取組を開始した。本学では、従前

から教育活動のなかで就業力向上に向けた取組みを実践してきたが、専門教育、

教養教育、厚生補導の連携が十分に機能しているとは言えず、それぞれの領域

ごとに独自の支援が展開されてきた。そこで、「キャリア・フライデープロジェ

クト」（月曜日から金曜日に分散配置している既存科目（専門科目、教養科目、
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キャリア科目）を整理し、毎週金曜日にキャリア関係の授業、講座、行事を配

置し、「摂南大学の金曜日はキャリアの日」とする）により、専門教育、教養教

育、厚生補導の有機的連携を図り、学生の就業力と就業意欲の飛躍的向上並び

に大学構成員の支援意識向上を図る大胆なキャリア育成支援体制の構築を実施。

平成23(2011)年度に法学部、平成24(2011)年度に経営学部、平成26(2014)年度

に経済学部において既設授業科目区分（専門科目及び教養科目）に加えキャリ

ア形成科目区分を設置。その後、順次他の学部にも導入する予定である。 

⑧キャリア専任教員の配置 

キャリア教育推進室では、平成26(2014)年度にキャリア専任教員を2人から3人

へ増員し、本学のキャリア教育全般の運営を担当している。学生からの質問対応

や運営方針の素案作成等、学生の視点にたった素案作成に心がけた。また、専任

教員だけでは対応できないキャリア形成科目の授業を非常勤講師と協働し、全学

のキャリア教育の統一性を維持することにより、学生は摂南大学の教育理念に基

づくキャリア教育を享受している。 

《エビデンス資料》 

【資料 2-5-1】「キャリアデザインⅠ・Ⅱ」教科書 

【資料 2-5-2】「エンプロイメントデザインⅠ・Ⅱ」シラバス 

【資料 2-5-3】インターンシップ体験報告集 

 

【自己評価】 

・本学の就職支援は、人員的にも体制的にも充実している｡特に、学年ごとに系統的

に正課授業ならびにガイダンスを実施し、これら全学生を対象とする支援と学生

個々の希望に応じた個人支援、さらに就職未決定者へのバックアップの体制は、学

生に高い満足度を与えるとともに、平成25（2013）年度は前年度に比べても高い就

職率に結びついている。 

・学生サービスについては、経済的支援、課外活動、健康等にかかる相談体制それぞ

れに概ね整備され、適切に運営されている。しかし、多様化する学生に対応する満

足した学生生活を提供するためには、全学を挙げてさらに充実させる必要がある。 

・就職･進学支援等の運営に関しては、1年次からのキャリア教育、充実した就職ガイ

ダンス、徹底した個別支援等、大学一丸となったきめ細かなサポートが、高い就職

満足度につながっている。 

 

(3) 2-5 の改善・向上方策（将来計画） 

・平成26（2014）年度以降、3年次及び4年次の学生数に対応して、より効果的・効率

的な支援方法を模索していく。 

・就職未決定の4年次生に対し、個別指導、求人一覧の配付、求人NAVI活用等各種ア

クションプランを発動し、内定獲得を支援しており、今後も継続して同ツールを活

用した支援を行う。 

・就職活動の消極的な学生に個別面談や求人票の手渡し等支援の強化を図る。 

・就職関連図書の整備について、図書館と連携を図り、選書・配架時期等について十
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分吟味していく。また、DVDをはじめとする映像教材についても、面接やマナー等

の面で強化していく。 

・資格取得による学生のスキルアップを図るため、エクステンション講座の継続と充

実に努めるほか、平成20(2008)年度から「資格・能力取得奨励金制度」を設けて、

本学が指定する資格等を取得した場合に奨励金を支給しており、今後も充実を図る。 

・インターンシップについては、平成22(2010)年度に開設した理工学部生命科学科・

住環境デザイン学科及び経済学部における将来の進路として想定される企業等を

中心に、さらに受け入れ企業等数の拡大を図る。なお経済学部では、平成24(2012)

年度から専門科目「専門演習Ⅱ（インターンシップ）」において、学部独自のイン

ターンシップを実施している。 

・外国人留学生の就職支援については、各学部と連携して外国人留学生のニーズを調

査し、適切な支援を行う。 

 

2-6 教育目的の達成状況の評価とフィードバック 

≪2-6の視点≫ 

2-6-① 教育目的の達成状況の点検・評価方法の工夫・開発 

2-6-② 教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての評価結果のフィードバック 

 

(1) 2-6 の自己判定 

基準項目 2-6 を満たしている。 

 

(2) 2-6 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

【事実の説明】 

＜大学全体＞ 

・平成 14(2002)年度から前・後期合計年 2 回、学生による授業アンケートを実施

している。FD 委員会により審議された全学共通のアンケート質問項目、学部・

学科共通の質問項目、さらには学部・学科全体独自の質問項目を設けてアンケ

ート調査を実施し、教員自身の教育方法の改善に役立てている。また一定期間、

学内専用の HP に公開希望される先生のアンケート結果やコメント等を掲載し、

学生への報告を行っている。 

＜理工学部・工学部＞ 

・外部評価の受審等に備えて、まず学科間相互の評価（内部評価）の実施が必要

との理由から、平成 20(2008)年度に「工学部自己点検・評価委員会」（現 理工

学部自己点検・評価委員会）を発足。平成 19（2007）年度に JABEE 認定を受け

た都市環境システム工学科（現 都市環境工学科）では、主に計画改善の提案

(Plan)を担当する「教育改善計画委員会」及び評価・点検(Check)を担当する「教

育システム評価委員会」の 2 つの委員会を設置し、PDCA のサイクルを機能させ

ている。この 2 つの委員会のメンバーは学科の専任教員で構成されており、全

教員が参加する教室会議からの付託により活動し、教室会議に提案・報告を行

い、教室会議で承認・決定され、実行(Do)と行動(Action)は全教員で実施する
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システムになっている。 

・平成 22(2010)年度の理工学部への改組に伴い大幅な教育体制の見直しが行われ、

教育改善の基盤作りのため工学系 5 学科において JABEE 認定を目標とすること

が決定された。平成 24(2012)年度には建築学科（新規）、都市環境工学科（継

続）、平成 25(2013)年度に機械工学科、平成 26(2014)年度に電気電子工学科、

その後に住環境デザイン学科と受審が続く予定である。そのため、機械工学科

及び電気電子工学科では「教育改善委員会」を設置し、その下部に「教育目標

検討委員会」「教育成果評価委員会」を設け、学科の教育プログラムを改善する

作業を恒常的に行っている。また、建築学科では、「教育改善委員会」と同様の

「第一(プラン)委員会」「第二(プラン)委員会」「第三(チェック)委員会」を設

置しているほか、教育プログラム全体の管理と JABEE 受審準備に向けた「AJAB

委員会」を設けている。生命科学科においては、科学技術教養科目において JABEE

の指針に沿った評価を行っている。 

＜外国語学部＞ 

・学生の学習成果の状況は次の方法で把握し、学部の教育目的の達成状況を随時、

点検・評価するための努力を行い、年 2 回の TOEIC の受験結果は教授会で報告

している。 

・資格取得状況については、「公的資格単位認定制度」の周知徹底を図り、前・後

期末の 2 回、申請期間を設けることにより取得状況を把握し、集計結果を教授

会、部長会議に報告している。 

＜経営情報学部・経営学部＞ 

・各年次に配当されている必修の演習科目において、学生個々の学習状況、資格

取得状況を基本的に把握しており、前・後期末の成績表交付時に行っている指

導教員からの修学指導に役立てている。 

＜薬学部＞ 

・上位年次配当科目の履修要件（進級要件）を各年次に設けており、学生の学習

状況が年度ごとに判断できるようにしている。また、教養科目の一部（「文章表

現法」「生命倫理学」「統計学演習」「臨床心理学」）は、学部の教育目的を達成

するために必修科目としている。 

・前・後期末には、成績表交付時に担任教員から学生個々への修学指導を行うだ

けでなく、留年確定者及び成績不振者に対する学生、保護者、担任教員ならび

に教務委員の 4 者（学生、担当教員の 2 者の場合もある）による面談を実施し

ている。 

＜法学部＞ 

・通常の定期試験に加え、2 年次生全員が法学検定試験ベーシック〈基礎〉コー

スを受験させ、学習成果を計っている。 

＜経済学部＞ 

・担当教員による「担任学生カード」「授業・学生生活チェックシート」「キャリ

ア形成のためのチェックシート」を作成し、学生指導に活用している。また、

授業出席状況、履修状況及び成績を踏まえた個別指導を行っている。 
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・学生の履修状況及び成績判定結果状況を総覧的に検討し、未履修者や不合格者

への対応を次学期・次年度においてどのように行うべきかを本学部教務委員会

において検討している。 

・1 年次には基礎演習によりキャリア形成への意識を、後期には必修科目の「経

済キャリア入門」によりキャリア能力の形成に着手し、以後は「専門演習」等

の指導教員のアドバイスによりキャリア能力の養成を図っている。 

＜看護学部＞ 

・教育方法の工夫、改善に役立てるため、ティーチング・ポートフォリオの研修

を継続的に実施している。 

・看護学部の FD 委員会の活動として演習科目と実習科目及びオムニバス科目は、

課題や改善すべき点をより正確に見い出せるよう学部独自の授業アンケートを

作成し実施している。 

＜大学院薬学研究科＞ 

・指導教員が専ら指導を行うが、低学年次の早期に学生が臨床現場に赴き、薬剤

師等の外部指導者による指導もまた行っている。 

・薬学研究科が定める１年次のパフォーマンスレベル「Basic（知識、理解力の涵

養）」及び２年次のパフォーマンスレベル「Applied（表現力の涵養）」を測定す

るため中間報告会を実施し、薬学研究科研究指導教員が学生の到達度を評価し

ている。なお到達度が不十分と評価された一部の学生に対し、研究目的・計画

の見直しの必要性を当該学生と研究指導教員にフィードバックしている。 

＜大学院理工学研究科＞ 

・1 人の教員が担当する学生の数が比較的少なく、学生の学習状況、資格取得状

況等が確実に把握でき、この結果を持ち寄り専攻ごとに意見交換を行っている。 

・研究科長及び各専攻主任等で組織する拡大専攻主任会において、教育・研究に

関する諸問題の検討や意見交換を定期的に行っている。 

＜大学院経営情報学研究科＞ 

・学部と比較すれば、就職状況の把握を除き、教育目的の達成状況を点検・評価

する取り組みが遅れているが、学生数が少数であり、個々の学生に対する教育

目的の達成状況の点検・評価は、個人面談等を通して効果的に機能している。 

＜大学院法学研究科＞ 

・法学研究科での教育は、少人数教育を特色としており、主にレポート作成指導、

修士論文指導等が行われている。また、学生個々の学習状況等については、日

常的に学生との面談や講義を通じて把握している。 

＜大学院国際言語文化研究科＞ 

・個々の学生の学習状況等については、学生数が少ないため、修士論文指導や講

義における日常的な対応を通じて把握している。 

＜大学院経済経営学研究科＞  

・2 専攻とも入学者数が少数のため、個々の学生に対し、指導教員によるきめ細

やかな教育・研究指導が行っている。 
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《エビデンス資料》 

【資料 2-6-1】FD news 

【資料 2-6-3】2013 年度 FD 委員会議事録（第 1～8 回） 

【資料 2-6-3】JABEE 関連資料（自己点検書等） 

 

【自己評価】 

＜大学全体＞ 

・年 2 回実施している学生による授業アンケートにより、教育目的の達成状況の

点検・評価を行う仕組みが適切に整備されている。 

＜理工学部・工学部＞ 

・都市環境工学科、建築学科及び機械工学科は JABEE 認定されており、電気電子

工学科についても平成 26(2014)年度に JABEE 受審を予定している。また、住環

境デザイン学科においても JABEE受審の準備を進めている。なお、平成 20(2008)

年度に学部内に委員会を組織し工学部全体の教育の枠組みや教育内容について

点検・評価し、その結果を基に平成 22(2010)年度から理工学部への改組を実行

した。 

＜外国語学部＞ 

・各種語学検定は、入学当初から学生の達成目標を明確にし、年 2 回無料で実施

するとともに、その結果を翌年度の習熟度別クラス分けや海外留学の選考基準

に活用することによって、受験の意義を浸透させることに成功している。 

＜経営情報学部・経営学部＞ 

・成績表交付時の個別面談等により各学生の修学状況を把握し、成績不振者への

個別指導や保護者を交えた三者面談等必要な指導を行っている。 

＜薬学部＞ 

・少人数教育による担任制を活かして、成績交付時での個別面談、成績不振者へ

の複数教員による面談等、様々な修学指導を行っている。 

＜法学部＞ 

・教育目的の達成は、宅地建物取引主任者試験の合格者、毎年 20 人前後の地方公

務員試験の合格者等により現れてきている。 

・学生アンケート調査を積極的に実施し、不満については継続的な教育課程改革、

学部施設の設備更新、分かりやすい授業、きめ細かなゼミ指導により対応してい

る。 

＜経済学部＞ 

・FD 委員会の活動を通じて、学部独自の設問を加えた学生による授業評価アンケ

ートと、全教員による授業参観を実施し、授業担当教員にフィードバックを行

った。また、教員全員参加の FD ディスカッションを年 2 回開催し、それまでの

教育成果の評価を行って授業改善と FD 活動につなげている。 

＜看護学部＞ 

・学生への授業アンケートの結果により、教育内容・教育方法とも満足度の高い

教育が提供されている。 
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・演習科目と実習科目及びオムニバス科目は、看護学部独自のアンケート調査を

行い、教育成果の評価と質の向上に寄与している。 

・看護学部の FD委員会の活動として演習科目と実習科目及びオムニバス科目は、

課題や改善すべき点をより正確に見い出せるよう学部独自の授業アンケートを

作成し実施している。 

＜大学院薬学研究科＞ 

・博士学位論文の審査及び口頭試問等による最終試験の結果から、教育・研究の

達成状況の点検・評価がされている。 

・当該年度の教育・研究成果の達成状況を点検・評価するため、中間報告会を行

い、客観的に評価することで、より的確な指導が可能となっている。 

＜大学院理工学研究科＞ 

・各専攻とも、高度な専門能力を持つ人材を育成するために、少人数による実践

的教育を行っているが、個々の教員の努力に依存する傾向があると言える。 

＜大学院経営情報学研究科＞ 

・個々の教員に依存する傾向があり、組織的な取組みが必要である。 

＜大学院法学研究科＞ 

・学生の多くは税理士資格等の資格取得を目指し、少人数によるきめ細やかな法

学教育を行っている。しかし、学習成果は税理士等の資格取得状況に示される

ところであるが、正確な実数把握が行われておらず、改善の余地がある。 

＜大学院国際言語文化研究科＞ 

・個々の教員に依存している部分が大きく、組織的な取り組みが課題である。 

＜大学院経済経営学研究科＞  

  ・きめ細やかな教育・研究指導を実施しながら、教育目的の達成状況の点検・評

価方法等について、組織的な取組みを行っていく。 

 

（3）2-6 の改善・向上方策（将来計画） 

＜理工学部・工学部＞ 

・都市環境工学科、建築学科、機械工学科以外の技術系学科も成績評価手法の整

備、授業アンケート情報活用整備、教育に対する社会要請の反映手法の整備、

学生による教育目標達成システムの構築等を実施し JABEE 受審へ向けて準備中

であり、平成 26(2014)年度に電気電子工学科が新規に審査を受ける。 

＜外国語学部＞ 

・学生の基礎学力向上のための指導のあり方は、毎年度 2 回、学部主催 FD フォー

ラムで協議し、教授方法の改善を重ねており、今後も引き続き実施する。 

＜経営情報学部・経営学部＞ 

・現行の状況を維持及び充実させる一方で、学生が自ら責任をもって行動できる

よう、指導の方向を複合化していく。 

＜薬学部＞ 

・学生の基礎学力、学習意欲・将来目標が多様化していく中、学生個々への対応

がますます重要になってくるため担任制をより活性化させていく必要があるが、
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現状は担任個々の能力に大きな差がある。その解決策として、担任としての指

導方法の向上や担任制のあり方を全教職員対象の FD フォーラムや FD ワークシ

ョップにおいて議論している。今後も教員のスキル向上の機会を増やしていく。 

＜法学部＞ 

・資格取得を希望する学生に対する実践的教育を標榜しているが、資格取得者の

把握が不十分なため、資格試験の受験料補助制度を活用して資格取得者の把握

に努めるとともに、合格者の意見等も取り入れ、今後の教育の改善に役立てる。

また、法学部教員による勉強会を開催、キャリアルームを活用した学習支援を

通して、様々な資格取得者、公務員試験合格者等の増加を目指す。 

＜経済学部＞ 

・学生による授業評価結果と授業の出席及び成績分布状況を勘案して、授業改善

に役立てる。また、学部全体としても、授業への出席・受講態度・学生評価・

成績分布の総覧的検討を行い、カリキュラム、クラス・時間割編成、教室設備、

授業方式の改善等につなげる PDCA サイクルの定着を図る。 

・年次進行とともにキャリア教育の発展が望まれる。学生のキャリア形成・資格

取得・地域連携活動等の実態を把握し、それを充実・促進するために「キャリ

ア・学習支援委員会」等の活動を通して課外講座の開講等支援方法について具

体化を図る。 

＜看護学部＞ 

・前期末、学年末の成績交付時に実施の学修指導は、今後も引き続き実施する。 

・学部全体の授業の質を高められるよう、年に 1 回、全教員による授業公開を引 

き続き実施する。 

＜大学院薬学研究科＞ 

・平成 24(2012)年度から 4 年制博士課程の体制に移行され、特に医療現場での学

生の活躍が期待される。そのため、学生の希望や資質に応じた就職先とのマッ

チングができるよう、学修指導等の改善を図る。 

＜大学院理工学研究科＞ 

・博士後期課程の設置を機に、研究科全体の教育の充実と教育目的の達成を目指

し、専攻ごとにカリキュラムの点検・見直しを進めているが、加えて FD 活動と

も連携させて教育方法等についても点検・評価を実施していく。 

＜大学院経営情報学研究科＞ 

・外部組織による教育目的の達成状況の点検・評価のシステムの構築を模索する。 

＜大学院法学研究科＞ 

・資格取得を希望する学生への実践的教育を標榜しているが、資格取得者の把握

が不十分なため、修士論文指導教員の日常指導をさらに密にして資格取得者の

把握に努めるとともに、修了生の意見等も取り入れ今後の教育改善に役立てる。 

＜大学院国際言語文化研究科＞ 

・教育課程見直しを含めて学生の学修状況、資格取得状況の組織的把握に努める。 

＜大学院経済経営学研究科＞  

  ・個々の学生に対し、きめ細やかな教育・研究指導を行い、教育目的の達成状況
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の点検・評価実施していく。 

 

基準2．学修と教授 

2-7 学生サービス 

≪2-7の視点≫ 

2-7-① 学生生活の安定のための支援 

2-7-② 学生生活全般に関する学生の意見・要望の把握と分析・検討結果の活用 

 

(1) 2-7 の自己判定 

基準項目 2-7 を満たしている。 

 

(2) 2-7 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

【事実の説明】 

・学生部には、学生の厚生補導、課外活動及び福利厚生担当の学生課、体育系課外活

動の振興とスポーツ施設の管理運営担当のスポーツ振興センター、学生の保健厚生

を担当する保健室、心理面の支援担当の学生相談室がある。 

・学生サービス、厚生補導の主管部署である学生課は学生係、厚生係及びスポーツ振

興係の 3 係で構成されており、必要に応じ他部署（就職部、教務部、各学部事務室、

国際交流センター、保健室）とも連携・情報交換を行い、学生生活の安定のために

適切な支援策を模索・実行している。学生課の主な業務は表 2-7-1 のとおりである。 

 

表 2-7-1 厚生補導部署（学生課）の主な業務内容 

①学生係 
課外活動、合宿、大学祭等の指導、モラル・マナー指導、賞罰、学生相談室の運営、利用の啓蒙
等、学生生活全般の指導及びメンタルヘルスケアを行い、学生の人間力・社会性向上を促進 

②厚生係 
奨学金、学費減免、学生貸付金の受付、アルバイトの紹介、摂南大学国際会館（学生寮）の運営
管理等主に経済的支援を行い、学生の生活安定を促進。 

③スポーツ 

振興係 

保健体育教室の運営、体育施設の利用調整、学生の基礎体力向上を支援するトレーニングセンタ
ーの運営 

・食堂、コンビニ、売店等のサービスは、株式会社常翔ウェルフェアが担っている。

学生食堂では、食育増進の観点から午前 8 時 30 分から朝定食を 200 円で提供する

他、学内コンビニもプリペイド式電子マネー（Edy）による精算システムを導入し、

授業期間中は午前 8 時 30 分から午後 8 時まで営業する等、学生ニーズに応えてい

る。 

・学生の経済的支援面は、学内奨学金（給付制）として、学部生対象の「学内一般奨

学金」、大学院生対象の「大学院学内奨学金」を整備し、平成 25(2013)年度は「学

内一般奨学金」を 119人へ 26,590,000円、「大学院学内奨学金」を 16 人へ 7,005,000

円給付した。また、入試成績優秀者対象の摂南大学特別奨学金を運用しており、平

成 25(2013)年度は 38 人へ 25,835,000 円給付した。平成 21(2009)年度には「学園

創立 90 周年記念奨学金」を創設し、平成 25(2013)年度は 27 人へ計 13,500,000 円

を給付した。平成 24(2012)年度には、将来教員を目指す学生向けに「学園校友会

奨学金」の運用を開始、平成 25(2013)年度は 8 人へ計 150,000 円を給付した。学
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費支弁者の死亡、住居罹災等の理由で学業継続が困難となった学生の救済のため

「学費減免制度」を設けており、平成 25(2013)年度は 2 人へ 500,000 円の学費減

免を行った。 

・学外の奨学金としては、日本学生支援機構の奨学金（貸与制）、民間団体や地方公

共団体の奨学金（貸与制あるいは給付制）等の斡旋も行っており、特に支援機構の

奨学金は、本学学生のほぼ 2 人に 1 人の割合で貸与を受けている。 

・通学バス対策に関して、寝屋川キャンパスでは、学部増に伴う学生数増加による路

線バスの混雑緩和、自転車通学者の交通事故等のリスク低減及びキャンパスへのア

クセス改善のための施策が必要であった。このため、バス会社と協議し、寝屋川市

駅と大学間の直通バスを平成 25(2013)年 4 月現在、1 日全 32 便運行しており、専

用乗車証による乗車方式を採用した。この専用乗車証は、1 年間 4 万円相当額を大

学が負担し、学生には割引の半年間（6 ヶ月）16,000 円で販売している。専用乗車

証の販売枚数は平成 26（2014）年度前期半年間分が 4 月末時点で 1,750 枚を超え、

多くの学生がバスを利用している。また、アクセス改善策として、平成 25（2013）

年度からバス会社に本学専用の貸切バス運行を委託し、大日駅（守口市）と大学間

の直通バスを 1 日全 48 便運行している。利用料金は、法令により車内での現金徴

収が出来ないため、専用定期券〔半年間（6 ヶ月）30,000 円〕及び専用回数券（1

部 11 枚綴り 2,100 円）による乗車方式を採用している。専用定期券の購入学生数

は 169 名、専用回数券の購入学生延べ数は 2014 年 4 月末時点で 290 名を超え、学

生の通学利便性の向上に繋がっている。枚方キャンパスでは、平成 20(2008)年よ

り京阪樟葉駅及びＪＲ松井山手駅から直通バスを増便し数分間隔で運行しており

学生の利便性を高めている。バス通学乗車証は、学生が実習で本学に通学しないこ

ともあるため、１ヶ月＜樟葉駅・6,200 円、松井山手・5,000 円＞、3 ヶ月＜樟葉

駅・13,400 円、松井山手・10,300 円＞、6 ヶ月＜樟葉駅・19,600 円、松井山手・

15,500 円＞と学生の事情にあった乗車証の販売をしている。さらに、平成 24(2012)

年 6 月からは自転車通学や徒歩による通学マナーの向上や安全な通学ができるよ

う専門の人材を採用し通学指導に当たっている。 

・学生部では、学生の「生きる力」「人間力」の育成を大きな柱とし、日々学生指導

に取り組んでいる。新入生の人間関係構築のための行事「新入生ふれあいキャンプ」

を平成 17（2005）年度から入学間もない時期に実施し、平成 25(2013)年度は新入

生 223 人が参加し好評を得た。また、学生の課外活動への参加奨励（入部率のアッ

プ）に注力し、寝屋川キャンパスでは新入生歓迎行事である 4 月・5 月の「春風祭」、

枚方キャンパスにあっては新入生ガイダンス時及び「新入生ふれあいキャンプ」で

在学生が熱心にクラブ勧誘を行っている。課外活動団体の活動状況は、適宜 HP で

情報提供している。この結果、過去 5 年間の入部率は、表 2-7-2 のとおりである。

なお、平成 25(2013)年度の課外活動団体に対する援助額の合計は 63,495,924 円で

ある。課外活動団体の部室、野球場、音楽練習場等で老朽化及び使用に支障をきた

す施設設備の更新に関しては、寝屋川キャンパスでは平成 24（2012）年 12 月に第

1 グラウンドにテント 3 張を新調、多目的グラウンドに投球者保護ネットを、体育

練習場に空手専用試合用フロアマット及び卓球専用マシンを、第 2 グラウンドにゴ
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ルフ専用練習用マット及びネットを新設、平成 25（2013）年 2 月に音楽練習場 2

室の仕切り壁を撤去し、より合奏練習に効果的な空間へと整備、枚方キャンパスに

おいては、看護学部の平成 24(2012)年 4 月開設に併せて平成 24（2012）年 3 月に

テニスコートを２面増設、第 2 グラウンドにナイター照明設備を設置する等、関係

設備・備品の整備を行った。 

 

表 2-7-2 課外活動入部率（過去 5 カ年の実績） 

平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

27.1％ 28.3％ 29.7％ 28.7％ 30.1％ 

 

・メンタルヘルスケアの充実を図るため、専従の臨床心理士 1 人を平成 22(2010)年

度から配置、非常勤カウンセラー6 名とともに寝屋川キャンパスで週 5～6 回、枚

方キャンパスで週 2 回、学生相談室において学生の相談に対応するとともに、他部

署（教務部、就職部、各学部、国際交流センター、保健室）や学外の医療機関とも

連携し問題を抱える学生の対応について相談する体制を整えている。また、月に 1

～2 回、心療内科医の相談日を設けて対応にあたっている。 

・大学における人権侵害の被害から学生を保護するために、「人権侵害の防止に関す

る規定」を定め〔平成 20(2008)年 4 月 1 日施行〕、学内に人権侵害防止委員会を設

けるとともに、学生課、枚方事務室及び各学部に人権侵害防止相談員を置き、学生

相談室とは別に常時相談を受ける体制を取っている。 

・学生等の意見を汲み上げるシステムとしては、本学 HP における「お問い合わせ一

覧」に掲載された各部署連絡先へ寄せられる意見、教育懇談会での保護者からの相

談が挙げられる。意見・相談等の案件は、主管部署で対応策を検討し改善を図って

いる。また、3 年毎に新入生・在学生（3 年次生）・卒業生に対してアンケート調査

を実施し、学生ニーズや意見等を教育内容や学習環境等の改善に役立てている。 

 

《エビデンス資料》 

【資料 2-7-1】厚生補導部署（学生課）の主な業務内容 

【資料 2-7-2】課外活動入部率（過去 5 カ年の実績） 

 

【自己評価】 

・学生サービスは、経済的支援、課外活動、健康等の相談体制それぞれに概ね整備さ

れ適切に運営されているが、全学を挙げて次の点を充実・強化する必要がある。 

①奨学金制度のさらなる充実、②通学バス対策のさらなる充実、③課外活動団体の

部室、野球場、音楽練習場等老朽化した施設設備の更新、④健康管理、メンタルヘ

ルスケア体制の強化、⑤正課外教育の強化、の５点である。 

・奨学金制度のさらなる充実のため、平成 26（2014）年度以降の入学生から学内奨

学金（給付制）のうち学部生対象の「学内一般奨学金」について、従来は学部によ

り年額 180,000円～290,000万円であった給付額を各学部年間授業料の半額相当額

（485,000 円～950,000 円）に大幅拡充し、学生に対する経済的支援を充実させた。 
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・通学バス対策は、寝屋川キャンパスにおいて、学部増に伴う学生数増加による路線

バスの混雑緩和、自転車通学者の交通事故等のリスク低減、キャンパスへのアクセ

ス改善のため、寝屋川市駅と大学間の直通バス 1 日 32 便運行と専用乗車証採用及

び大日駅（守口市）と大学間の直通バス 1 日 48 便運行によるバス利用者増等一定

の成果が得られている。また、大学前のバス停のスペースにより、バス待ちの学生

が歩道に列を作る等の問題があったが、安全対策及び近隣住民等への配慮から、平

成 24(2012)年 4 月から歩道通行の妨げとなる場合、学生に大学構内でバスを待つ

よう看板を設置するとともに警備員を配置し学生の誘導を実施している。枚方キャ

ンパスでは、掲示やポータルサイトのメールを通じてバスの乗車マナー向上を呼び

かけている。 

・課外活動団体の部室、野球場、音楽練習場等老朽化した施設設備の更新は、寝屋川

キャンパスでは平成 24（2012）年 12 月に第１グラウンドにテント３張を新調、多

目的グラウンドに投球者保護ネットを、体育練習場に空手専用試合用フロアマット

及び卓球専用マシンを、第 2 グラウンドにゴルフ専用練習用マット及びネットを新

設、平成 25（2013）年 2 月に音楽練習場 2 室の仕切り壁を撤去し、より合奏練習

に効果的な空間へと整備、枚方キャンパスでは、看護学部の平成 24(2012)年 4 月

開設に併せて平成 24(2012)年 3 月にテニスコートを２面増設、第 2 グラウンドに

ナイター照明設備を設置する等、関係設備・備品の整備を行っており、課外活動の

活性化に大いに資した。 

・健康管理、メンタルヘルスケア体制の強化に関しては、平成 26（2014）年 3 月に

精神的な問題を抱える学生への対応に困惑する教職員向けに「発達障がいへの理解

を深める講演会」を開催し、寝屋川キャンパスでは 51 人、枚方キャンパスでは 33

人の教職員が参加し、発達障がいへの理解の一助となった。 

・人権侵害の防止については、平成 20(2008)年 4 月に従来から設置していた「セク

シュアルハラスメント防止委員会」を発展的に改組し、新たに「摂南大学人権侵害

防止委員会」を設け、セクシュアルハラスメント、アカデミックハラスメント及び

パワーハラスメントをはじめ、学内の人権侵害の防止に関する体制を整備している。 

・正課外教育については、課外活動団体と顧問との関係を深め、技能指導だけではな

く本学の教育目標である「自ら課題を発見し、そして解決できる人材を育成する」

を指導内容に反映した課外活動を行うことにより、社会人基礎力を養成する必要が

ある。また、社会人基礎力養成のために「ふれあいキャンプ」等に学生部以外の教

職員の参加を奨励し、部署間連携強化の 1 つとして学生を育て上げる必要がある。 

 

(3) 2-7 の改善・向上方策（将来計画） 

・学生に対する経済的支援については、経済的困窮者に対する学費の分納・延納制度

の導入の可能性について検討していく。 

・通学バス対策については、寝屋川キャンパスにおいて、大学前のバス停のスペース

が限られているため、安全対策及び近隣住民等への配慮から、平成 24(2012)年 4

月から歩道通行の妨げとなる場合、学生に大学構内でバスを待つよう、看板を設置

するとともに警備員を配置し学生の誘導を実施しているが、今後、大学構内でのバ
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ス発着が可能となるような環境整備について検討する必要がある。なお、枚方キャ

ンパスにおいては、利便性向上のため、樟葉駅発の枚方キャンパス行きの便数を１

便増便予定である。 

・施設設備については、大学全体の施設設備更新の優先順位の中で適宜対応する。な

お、枚方キャンパスにおいては、平成 27（2015）年度から屋内体育施設の建設に

着工し、平成 28（2016）年度に完成予定である。 

・健康管理、メンタルヘルスケア体制の強化については、入学間もない時期に新入生

に対して UPI 検査を実施し、メンタルヘルスケアを要する学生の早期発見の一助と

しているが、今後は、UPI テストの実施時期・実施回数の再検討や UPI 以外のテス

トの導入によるメンタルヘルスケアを要する学生の発見策の充実や年々増加傾向

にある相談希望学生に対応するため学生相談室の開室日数増加、また、発達障害の

ある学生のサポート体制づくり（例えば発達障害学生支援の専門家〈コーディネー

ター〉配置）等、身体、心、学習と総合的にサポートできる体制づくりを検討して

いく。なお、枚方キャンパスにおいては平成 26（2014）年度に相談者が出入りし

やすく、プライバシーが保護されるように工夫した学生相談室を新設し、従前のカ

ウンセラー１人体制から２人体制で学生サポートができるように改善する。また、

平成 27（2015）年度から、常勤カウンセラー１人を配置する予定である。 

 

2-8 教員の配置・職能開発等 

≪2-8の視点≫ 

2-8-① 教育目的及び教育課程に即した教員の確保と配置 

2-8-② 教員の採用・昇任等、教員評価、研修、FD（Faculty Development）をはじ

めとする教員の資質・能力向上への取り組み 

2-8-③ 教養教育実施のための体制の整備 

 

（1）2-8 の自己判定 

基準項目 2-8 を概ね満たしている。 

 

（2）2-8 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

【事実の説明】 

・本学の所属別の教員数は、表 2-8-1 に示すとおりである。助教以上の教員数は 291 

人であり、大学設置基準上の全学の必要教員数を大幅に上回っている。 

・基礎教育、教養教育及び教職教育は、基礎理工学機構、教職支援センター、スポ

ーツ振興センター等に加えて、各学部・学科の教員がそれぞれ担当している。ま

た、学習支援センターでは補習授業等の学習支援を担当している。大学院各研究

科については、大学院教員として有資格者の学部教員が兼担している。 

・外国語学部においては、専任教員数と比較して兼任教員数の割合が高いが、これ

は全学の語学及び教養（人文・社会）教育を担当しており、本学の教育方法とし

て掲げている少人数教育を実施しているためである。 
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 表 2-8-1 教員数〔平成 26(2014)年 5 月 1 日現在〕     (単位：人) 

学部等 学科等 
教員数（助教以上）※1 設置基準上の必要教員数 兼任 

教員数 教員数 教授数(内数) 教員数 教授数(内数) 

理 工 学 部 

生命科学科 16 10 14 7 

186 

住環境デザイン学科 9 5 8 4 
建築学科 10 5 8 4 
機械工学科 11 8 9 5 
電気電子工学科 11  7 9 5 
都市環境工学科 10 7

．
 8 4 

基礎理工学機構他 11 6  
外国語学部 外国語学科 36 20 13 7 158 

経営学部 
経営学科 13 8 10 5 

33 
経営情報学科 12 5 10 5 

薬 学 部 薬学科 65 18 36 18 4 
法 学 部 法律学科 22 11 15 8 20 
経 済 学 部 経済学科 20 9 15 8 3 
看 護 学 部 看護学科 35 10 12 6 9 
教 務 部 3 1  

12 
教 務 部 

教職支援センター (4) (2)  

学習支援センター 1 0   

学 生 部 スポーツ振興センター 5 1   5 
国際交流センター 1 0  4 
大学全体の収容定員に応じて定める必要教員    61 31   

合  計 291 131 228 117 434 
※1 大学設置基準で定められている必要教員数  

 

・薬学部については、必要教員数の 6 分の 1（6 人以上）を臨床系教員と定められて

おり、既に 8 人の臨床系教員を採用、臨床により近い薬学教育を担当している。

さらに、教員の教育時間の確保及び研究の活性化のため、平成 24(2012)年度から

RA（リサーチアシスタント）を導入している。 

・経済学部は、多彩な経歴の教員を有し、学外実習等も豊富に取り入れるなど、密

度の濃い教育指導体制を整備している。 

・看護学部においては、講義科目のみならず演習科目や病院等での臨地実習科目も

きめ細やかな指導ができる人員を配置している。 

・専門分野のバランスについては、教員採用時に学長と各学部間で十分な検討が行

われており、教育課程の編成に支障のないバランスが確保されている。なお、教

員の年齢構成については、表 2-8-2のとおり一部の学科で偏りが見られるものの、

大学全体として概ねバランスが取れている。 

表 2-8-2 専任教員の年齢構成 
学部・学科 30 歳未満 30～39 歳 40～49 歳 50～59 歳 60 歳以上 

理工学部 

生命科学科  0 人 4 人 5 人 3 人 4 人 
0％ 25.0％ 31.3％ 18.8％ 25.0％ 

住環境デザイン学科  0 人 2 人 2 人 3 人 2 人 
0％ 22.2％ 22.2％ 33.3％ 22.2％ 

建築学科  0 人 1 人 5 人 2 人 2 人 
0％ 10.0％ 50.0％ 20.0％ 20.0％ 

機械工学科  0 人 1 人 3 人 1 人 6 人 
0％ 9.1％ 27.3％ 9.1％ 54.5％ 

電気電子工学科  0 人 2 人 1 人 5 人 3 人 
0％ 18.2％ 9.1％ 45.5％ 27.3％ 

都市環境工学科  0 人 2 人 1 人 3 人 4 人 
0％ 20.0％ 10.0％ 30.0％ 40.0％ 

基礎理工学機構他  0 人 3 人 4 人 1 人 3 人 
0％ 27.3％ 36.4％ 9.1％ 27.3％ 

計  0 人 15 人 21 人 18 人 24 人 
0％ 19.2％ 26.9％ 23.1％ 30.8％ 

外国語学部 外国語学科  0 人 7 人 8 人 12 人 9 人 
0％ 19.4％ 22.2％ 33.3％ 25.0％ 

経営学部 
経営学科  0 人 0 人 4 人 3 人 6 人 

0％ 0％ 30.8％ 23.1％ 46.2％ 
経営情報学科  0 人 3 人 5 人 2 人 2 人 
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0％ 25.0％ 41.7％ 16.7％ 16.7％ 

計  0 人 3 人 9 人 5 人 8 人 
0％ 12.0％ 36.0％ 20.0％ 32.0％ 

薬学部 薬学科  10 人 18 人 16 人 13 人 8 人 
15.4％ 27.7％ 24.6％ 20.0％ 12.3％ 

法学部 法律学科  
0 人 2 人 9 人 1 人 10 人 
0％ 9.1％ 40.9％ 4.5％ 45.5％ 

経済学部 経済学科  
0 人 6 人 5 人 4 人 5 人 
0％ 30.0％ 25.0％ 20.0％ 25.0％ 

看護学部 看護学科  0 人 6 人 14 人 11 人 4 人 
0％ 17.1％ 40.0％ 31.4％ 11.4％ 

教務部 
0 人 0 人 2 人 2 人 0 人 
0％ 0％ 50.0％ 50.0％ 0％ 

学生部 スポーツ振興センター  0 人 1 人 2 人 2 人 0 人 
0％ 20.0％ 40.0％ 40.0％ 0％ 

国際交流センター  0 人 1 人 0 人 0 人 0 人 
0％ 100.0％ 0％ 0％ 0％ 

合 計  
10 人 59 人 86 人 68 人 68 人 
3.4％ 20.3％ 29.6％ 23.4％ 23.4％ 

 

・教員の採用は、原則公募による採用とし、応募書類による書類審査及び面接選考

を経て採用候補者を選出、教員選考委員会で同候補者の審議及び無記名投票が行

われる。教員選考委員会が承認した候補者は、採用に係る稟議手続きを行い、理

事長決裁により採用が決定される。なお、任期のない専任教員のほか、任期付の

特任教員の採用も行い、人材流動化により教育研究活動の活性化を図っている。 

・昇任人事は、学部内で学部長、学科長、教室主任等が昇任候補者の検討を行い、

学長に申請する。学長は申請候補者について各学部長等と協議し、昇任の可否を

判断することとなる。昇任を可とする者については、教員選考委員会で採用候補

者と同様に審議、投票が行われる。教員選考委員会で承認された昇任候補者は、

昇任にかかる稟議手続きを行い、最終的に理事長の決裁により昇任が決定される。 

・採用及び昇任候補者の審査にあたっては、「任用規定」「特任教員規定」「客員教員

規定」「摂南大学教員選考基準」等に基づき審査し、勤務年数や研究業績だけでな

く教育業績、社会貢献、管理運営面等に加えて、本学の教育の理念・方針・方法

に対する考え方、学生の教育・指導に対する姿勢等を総合的に判断している。 

・本学の FD 活動等の取り組みに関しては、平成 14(2002)年 4 月に全学組織として「摂

南大学 FD 委員会」を設置し、表 2-8-3 のとおり 4 つの部門（Study Group）に分

かれて FD 活動に取り組んでいた。平成 22(2010)年 4 月から従来の教務委員会の下

部委員会の位置づけを改め、教務委員会と同列の全学委員会の位置づけに変更し、

合わせて教務部長を委員長とした。また、4 つの部門（Study Group）を平成 22(2010)

年 4 月から以表 2-8-4 のとおり 3 つの部門（Study Group）に編成し直し、さらに

平成 23(2011)年度以降は学長が指名した委員長の下、表 2-8-5 のとおり 3 つの部

門（Study Group）に改め、より効果的な活動を進めている。 

表2-8-3 摂南大学FD委員会のSG(Study Group) ＜平成21(2009)年度以前＞ 

区 分 担  当 

SG1 学生による授業アンケート 

SG2 授業改善（授業公開・FDフォーラム） 

SG3 情宣活動（FDニュース・FDホームページ） 

SG4 教員研修〔平成19(2007)年度から〕 

 

表2-8-4 摂南大学FD委員会のSG（Study Group）＜平成22(2010)年度以降＞ 



摂南大学 

49 

区 分 担  当 

SG1 学生による授業アンケート・授業公開 

SG2 FDフォーラム・FD活動の将来計画の策定 

SG3 教職員ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、FDニュース・Webによる情報提供 

 

表2-8-5 摂南大学FD委員会のSG（Study Group）＜平成23(2011)年度以降＞ 

区 分 担  当 

SG1 学生による授業アンケート・授業公開 

SG2 FDフォーラム 

SG3 FDニュース・Webによる情報提供，他大学の取り組み調査 

・FD 委員会の目的は、「授業内容と教育方法の改善を図るための組織的な取り組みの

一環として、FD 活動を積極的に推進する」ことであり、学長の諮問・指示に応じ

て、既存の全学的組織や各学部の FD委員会・教務委員会等との連携を図りながら、

①FD 活動の意義を認識し、教員間の理解を得るための情宣活動の展開、②教育方

法の改善のための「学生による授業アンケート」の実施・結果の分析、③授業公

開・FD フォーラムの実施と授業改善の方策の検討、④学生の基礎学力の分析と教

授法の開発に取り組んでいる。また、各学部にもそれぞれ FD 委員会を設けて、全

学 FD委員会と連携を図りながら独自の FDフォーラム等の FD活動を実施している。  

・FD 委員会の取り組みの一つとして、年 2 回（前期・後期）、学生による授業アンケ

ート調査を実施し、その結果は全学 FD 委員会において集計・分析を行い、授業改

善に活用している。平成 23(2011)年度から経営学部及び法学部のみで記名式アン

ケート調査を実施している。これは学生が主体的に授業に参加し、授業の質を教

員と共に向上させる責任の一端を担っているという考えである。また、授業アン

ケートにおける自由記述欄について、各学部で学生からのコメントと各教員から

の改善案を纏め、教員間で情報を共有し、学生からの要望や質問、それに対する

授業改善案の共有を図っている。 

・FD 活動の状況や意義、情宣活動等の一環から教職員に年 2 回「FD NEWS」を作成・

配布している。発行時期は 11・3 月の年 2 回で、掲載内容は①全学 FD フォーラム

の報告、②教職員研修ワークショップの報告、③「学生による授業アンケート」

実施結果の報告等である。 

・教育系職員だけのワークショップであったが、平成 21(2009)年 8 月に、教育系職

員だけでなく教職協働の取り組みとして事務系職員にも参加者を募り、実践・参

加型の第 1 回教職員研修ワークショップを開催した。ワークショップでは、「教育

の基本的構成要素、授業設計、成績評価法等について主体的に検討し、それらの

実施において必要な知識と技能、態度を習得する」ことを到達目標とし、総合大

学において共通する教育課題をテーマとして取り上げ、文系・理系を問わず広く

大学教育の改善に資するプログラムとしている。平成 22(2010)年 8 月には第 2 回

目の同ワークショップを実施したが、平成 23(2011)年度は学長方針に基づく研修

扱いとなり、全学 FD 委員会の活動から離れた。また、第 1・2 回目が薬学部の専

任教員にタスクフォースの中心となり枚方キャンパスで実施したが、第 3 回目は

薬学部以外の学部から多くの専任教員がタスクフォース役となり、開催場所を寝
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屋川キャンパスに変更して実施した。平成 24(2012)年度第 4 回及び平成 25(2013)

年度第 5 回は大阪工業大学の教職員との合同によるワークショップを開催し、グ

ループ討議等を実施した。平成 26（2014）年 9 月には第 6 回ワークショップを本

学の教職員のみで実施した。 

・全学 FD フォーラムを平成 25(2013)年 3 月 18 日に開催し、「アクティブ・ラーニン

グの現状と摂南大学の取り組み」をテーマに学習支援ツールを効果的に取り入れ

た授業内容・方法について、学内教員(2 名)及び学外講師(1 名)による講演を実施

した。平成 26（2014）年 11 月には、研究倫理及びアクティブラーニングをテーマ

に学外講師（1 人）による講演を実施した。 

・全学の FD 活動と並行して理工学部においても授業改善のため独自の FD 活動を実

施してきた。平成 18(2006)年度より学部独自の教育貢献表彰制度を設け、「教員の

推薦」「学生授業アンケート結果の高得点者」の部門ごとに毎年度表彰を行い、理

工学部に改組した平成 22(2010)年度以降も制度を継続している。 

・平成 22(2010)年度には、11 月～12 月の 1 ヵ月にわたり授業見学を実施した。これ

は、各教員が授業を公開することは恒常的な活動であり、この活動に公開された

授業を見学するという行為が能動的に行われることによって、授業改善活動がよ

り深化し、組織としての相乗効果が創出されることを期待したものである。結果

として、授業担当者の授業改善の促進に寄与する活動となっている。平成 23(2011)

年度以降においても実施期間を前・後期各１カ月に広げて、引き続き授業見学を

実施している。 

・理工学部は学部独自に研修型のワークショップを平成 22(2010)年度より開催し、

学科の枠を超えて教員間での教育改善に関わる意識の共有を図っているとともに、

ほぼ全ての学部専任教員がワークショップを経験している。 

・前・後期の授業アンケート自由記述欄のコメントについて、全学生に対する回答

文を作成、web 公開し、教員間の情報共有と学生への回答とした。 

・理工学部 FD フォーラムは、６学科と基礎理工学機構教員によるグループにより、

10 月のワークショップから活発に議論してきた理工学部の課題について研究成果

を発表、学部全体で情報を共有し、さらに議論を深めることを目的に平成 25（2013）

年 3 月 14 日、平成 26（2014）年 3 月 14 日に開催した。 

・ 外国国学部では同学部内に FD 委員会を設けており、同委員会を 3 回開催したほ

か、12 月 9 日から 20 日にかけて 10 科目の授業公開を実施した。また、授業アン

ケートをテーマとした外国語学部 FD フォーラムを 12 月 17 日に開催した。 

・経営学部では前後期の各１週間の期間を設けて授業参観を実施し、学部所属の専

任教員が担当する授業を原則公開した。また、2 月 18 日に「授業の問題点の共有」

をテーマに経営学部 FD フォーラムを開催した。フォーラムには専任教員だけで

なく経営学部の授業を担当する非常勤講師も参加し、議論に加わった。フォーラ

ムで議論された問題点については、2014 年度も経営学部 FD 委員会を中心に引き

続き検討をすすめている。 

・法学部では同学部内に FD 基礎教育委員会を設置し同委員会を 2 回開催した。主な

活動として、12 月 16 日からの 1 週間に法学部全教員による授業公開を実施した。
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また、「法学部の新教育課程と法学部教育活動」をテーマとした法学部 FD フォー

ラムを 1 月 9 日に開催した。 

・経済学部独自の FD 活動として、経済学部教員による専門科目の相互授業参観、学

生との懇談を行う学生 FD ミーティング、前・後期各１回経済学部全教員による FD

ディスカッションを実施した。また、後期は公開形式で FD ディスカッションを行

い、教育成果について総覧的な評価を行った。 

・平成 24(2012)年度から、大学院薬学研究科では 4 年制博士課程の体制に移行した。 

 また、大学院教育の充実を目的として毎年授業アンケートを実施している。 

・大学院薬学研究科では、研究の方向性と設置目的との整合を検証するため、平成

24(2012)年度から中間報告会を開催し、研究科委員会の教員が評価している。こ

のほか、教育・研究活動の活性化と質の向上に向けて発展するために、毎年、自

己点検・評価を行い、本学 HP 上で公開している。 

・看護学部では独自に本学部の理念達成に向けて、看護学部全教員が連携を図りながら

一丸となって教育研究活動に取り組むべく、教員によるティーチング・ポートフォリ

オ作成を導入している。平成 25(2013)年度は外部講師を招いてワークショップを

開催し、合計 5 人の教員がティーチング・ポートフォリオを作成した。 

・豊かな人間形成を促す幅広い教養と基礎力を養成するため、本学では教養教育は

各学部に所属する専門科目の教員が担当し、特色ある教養教育を展開している。

中でも理工学部は、科学技術に関する学科横断的な教養教育実施のための体制整

備において、科学技術教養編集委員会を組織し、平成 24(2012)年度から科学技術

教養科目を開講した。本科目は、技術者に必要な幅広い知識の修得を目的に所属

以外の学科が開講する科目の履修を義務付けており、卒業要件には 4 単位以上の

単位修得が必要と定めている。なお、科学技術教養科目で使用するテキストは、

科学技術教養編集委員会を中心に編纂し、全て製本準備し、受講生に配付すると

ともに、図書館に配架している。 

 

《エビデンス資料》 

【資料 2-8-1】任用規定 

【資料 2-8-2】特任教員規定 

【資料 2-8-3】客員教員規定 

【資料 2-8-4】摂南大学教員選考基準 

【資料 2-8-5】科学技術教養テキスト 

【資料 2-8-6】経営学部 FD フォーラム開催通知 

 

【自己評価】 

・専任教員については、大学全体では大学設置基準に定める必要教員数を上回る配

置をしており、教員数は適切である。兼任教員は、理工学部及び外国語学部で割

合が高くなっており、理工学部の各学科は実習科目の共同担当者として採用し、

外国語学部については各学部の語学及び教養（人文・社会）教育を担当している

ためで、いずれも本学の教育方法として掲げている少人数教育の実施に必要な人
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員配置である。 

・教員の採用、昇任の選考は、「任用規定」「特任教員規定」「客員教員規定」「摂南

大学教員選考基準」に基づき適切に運営している。教員の採用は公募を原則とす

ることで、民間企業等からも広く優秀な人材を採用し、教育研究の活性化が図ら

れている。昇任は、各学部・学科の意見をくみながら協議のうえ候補者を選定し

ており、専門分野と年齢構成等のバランスを確保しながら適切に運営されている。 

・教員の採用及び昇任を審議する教員選考委員会では、学長、副学長、教務部長、

学部長、学長室長及び各学部から選出の委員により無記名投票を行うことで公正

な手続きを維持。平成 22(2010)年度から教員活動評価制度の評価項目を大幅に見

直し、昇任基準等と連動する形で人事計画を進めている。 

・全学 FD 委員会の委員は、各学部の教員で構成されており、各学部の FD 委員会と

緊密な連携を図りながら、全学的な FD 活動の推進に繋げている。今後の課題とし

ては、学生の基礎学力の多様化に応じた適切な教育方法の開発、社会や学生の大

学教育に期待するニーズの的確な把握に基づく、適切な講義の新設や既設の講義

の内容の充実、大学院 FD が挙げられる。一方では、FD 活動に費やす時間と労力は

大きく、学部間や教員間で温度差が生じている現実がある。 

・FD への取り組みの一つとして、各学部において FD フォーラムを開催し、かつ年度

末に全学 FD フォーラムを開催しており、学部特有のテーマに沿った FD フォーラ

ムの実現と、全学的なテーマについて討議できるフォーラムが実現できている。

また、理工学部における教育貢献表彰制度も教育研究活動を活性化するために適

切に運用されており、十分な取り組みがなされている。 

・経済学部の FD 活動については、全学の FD 委員会と連携を図りながら、経済学部

FD 委員会が中心となり、経済学部全教員参加のもと、教育・研究に関する懸案事

項や FD 活動について議論を行う体制としている。 

・看護学部で独自に行っているティーチング・ポートフォリオでは、教員一人ひと

りが明確な教育理念を持ち、教育方法を自己省察することにより、さらなる教育

方法の改善と教員間連携を図ることができている。 

・学生による授業アンケートの結果の活用は、主に教員個人の改善努力に委ねられ

ており、具体的な分析と対策が十分とはいえなかった。そこで、平成 23(2011)年

度以降は自由記述欄に記入されたコメントと改善案を纏め、学部教員が共有する

ことで、授業アンケート結果の組織的な活用を図っている。  

・平成 21(2009)年度の全学第 1 回教職員研修ワークショップでは、教員 18 人、職員

4 人、薬学部教員 6 人のタスクホースにより実施した。平成 22(2010)年度の第 2

回教職員研修ワークショップは教員 24 人、職員 6 人、薬学部教員等 12 人のタス

クホースにより実施した。平成 23(2011)年度は教員 41 人、職員 18 人の合計 59

人が参加した。平成 24(2012)年度は、教員 31 名、職員 16 名の合計 47 名、そのう

ち大阪工業大学の教職員(18 名)が参加し、前年度から比較すると職員の割合が多

くなっており、教職協働の形が具現化されたような構成となっている。また、普

段あまり話す機会のない教員・職員が意見交換を行うことで、相互理解や価値観

の共有等が深まった様に思われ、有意義なワークショップとなった。 
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・教育研究業績に対する評価体制としては、毎年度学長宛に「教員活動評価自己申

告書」と「教育研究業績書」の提出を求めている。教育研究業績の評価に客観性

を持たすことは難しいが、少しでも改善するため、平成 23(2011)年度に評価者（考

課者）に対する研修を実施した。また、平成 24(2012)年度の教員活動評価の実施

に際しては、教員各人が共通の認識を持って申告書を作成できるよう、自己申告

書の内容に関するＱ＆Ａを作成し公表を行った。 

・建学の精神に則る教育の理念を達成していくには、教養科目のなかでも科学技術

教養の充実、国際化社会への対応のための英会話能力の向上を進めて行く必要が

あり、そのための教育体制が整備されている。 

 

（3）2-8 の改善・向上方策（将来計画） 

・本学の教育の理念、方針、方法を実現するとともに、教育・研究のより一層の充

実を図るため、今後も適切な人員配置を進める。一部の学科は年齢構成に偏りが

あるが、定年退職後の後任の年齢層をバランスよく補充するなど計画的な人事を

行うことで解消していく予定である。 

・採用に関しては、平成 22(2010)年度からの「特任教員規定」「客員教員規定」の施

行に伴い、全職階で任期付教員の採用が可能となり、多様な人材が採用できるよ

う改善した（特任教員の雇用期間は原則 5 年、2 回更新可能、70 歳まで）。選考方

法を見直すとともに面接を重視する方針を維持することで、研究業績だけでなく、

教育業績に加えて、本学の教育の理念・方針・方法に対する考え方、学生の教育・

指導に対する姿勢など教員としての資質を総合的に判断する。昇任等に関しては、

教員活動評価制度の評価結果を活用する。なお、教員活動評価制度については、

平成 22(2010)年 7 月から本格実施に着手しており、今後も継続的に実施していく。 

・FD 活動については全学 FD 委員会を中心に推進していくとともに、教職員全員の共

通の認識のもと、各学部においても FD 活動を活性化する努力を行うこととする。

また、教養教育の実施及び教育の改善・向上のため、組織的な取り組みを全学の

教務委員会及び FD 委員会と連携を図りながら実施していく。 

・学生による授業アンケートは、実施方法と授業科目数により学生の負担が大きく、

回答の信頼性が疑わしいものもあり、実施方法や質問内容の改善を行う。 

・全学 FD 委員会では、授業アンケート集計結果を可及的速やかに還元できるシステ

ムを構築し、アンケート結果を授業改善に活用する方法及び授業能力の向上に活

用する組織的な取り組みについて検討を行う。また、従来の方法に拘らず、効率

的な実施、方法等を引き続き検討する。 

・授業公開については、全ての教員が授業公開に参画し、自分の教授方法の見直し、

授業改善に取り組む仕組みを再検討する予定である。 

・教職員研修ワークショップは、平成 26(2014)年度以降も継続実施予定であり、理

工学部も独自の教員研修ワークショップ開催を継続して実施する予定である。 

・看護学部で独自に行っているティーチング・ポートフォリオは、今後も年 1 回ワ

ークショップを開催し、学部教員の半数がポートフォリオを作成することで、円

滑な教員間連携により学生に質の高い教育を提供できるように取り組む。 
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2-9 教育環境の整備 

≪2-9 の視点≫ 

2-9-① 校地、校舎、設備、実習施設、図書館等の教育環境の整備と適切な運営・管理 

2-9-② 授業を行う学生数の適切な管理 

(1) 2-9 の自己判定 

基準項目 2-9 を満たしている。 

 

(2) 2-9 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

【事実の説明】 

本学の各キャンパスの主要施設概要、大学設置基準との対比面積は下表のとおり。

大学設置基準を大幅に上回る面積を有している。 

表 2-9-1 主要施設概要（寝屋川キャンパス） 

名称  構 造 延床面積  主  要  施  設  

1 号館 ＳＲＣ造・地上 9 階建  14,360.43 ㎡ 演習室、実験室、ゼミ室、研究室、教員室、事務室 

３号館 ＲＣ造・地上 4 階建  1,569.35 ㎡ 講義室、学習支援センター、研究室、教員室、保健室  

４号館 ＲＣ造・地上 5 階建  3,687.32 ㎡ 食堂、体育練習場、部室 

５号館 ＲＣ造・地上 5 階建  6,518.55 ㎡ 講義室、事務室、売店 

７号館 ＳＲＣ造・地上 8 階建  7,273.35 ㎡ 研究室、ゼミ室、実験室、教員室、事務室、会議室  

８号館 ＲＣ造・Ｓ造・地上 6 階建  6,644.18 ㎡ 講義室、製図室、実験室、研究室、教員室、事務室  

10 号館  ＳＲＣ造・地上 7 階､地下 1 階建  16,584.16 ㎡ 講義室、図書館、情報メディアセンター、事務室  

11 号館  ＳＲＣ造・地上 12 階建  10,645.00 ㎡ 講義室、研究室、ゼミ室、キャリアルーム、教員室、事務室  

12 号館  ＳＲＣ造・地上 9 階建  7,496.16 ㎡ 講義室、製図室、研究室、実験室、教員室、事務室  

13 号館  Ｓ造・地上 4 階建  4,429.86 ㎡ 食堂、多目的ホール、音楽練習場、部室  

総合体育館  ＲＣ造・地上 4 階建  6,020.55 ㎡ アリーナ、トレーニングセンター、教員室、事務室  

摂大交流会館  ＲＣ造・地上 5 階建  2,776.11 ㎡  外国人宿所、会議室、ラウンジ、部室、合宿所  

摂大国際会館  Ｓ造・地上 9 階建  3,118.35 ㎡ 談話室、学生居室 

運動場用地  - 26,951.29 ㎡ 多目的グラウンド、テニスコート他                           

 

表2-9-2 主要施設概要（枚方キャンパス） 

名称  構 造 延床面積  主 要 施 設 

１号館 ＳＲＣ造・地上 9 階建  10,677.88 ㎡  研究室、実験室、実習室、教育センター、教員室、事務室  

２号館 ＳＲＣ造・地上 2 階建  4,248.46 ㎡  図書館、食堂 

３号館 ＳＲＣ造・地上 4 階、地下 1 階建  5,605.34 ㎡ 講義室、自習室、談話室、売店 

４号館 ＲＣ造・地上 4 階建  2,378.27 ㎡  講義室、実習室 

５号館 ＲＣ造・地上 5 階建  3,198.95 ㎡ 講義室、実習室、情報処理演習室 

６号館 ＲＣ造・地上 3 階建  2,390.94 ㎡  実習室、演習室、研究室 

７号館 Ｓ造・地上 3 階建  6,383.52 ㎡ 講義室、実習室、演習室、研究室 

薬草管理棟  Ｓ造・地上 1 階建  330.00 ㎡  標本室、種子保存室、管理室、部室 

排水処理実験棟  ＲＣ造・地上 2 階建  325.08 ㎡  実習室、機械室、部室 

温室  Ｓ造・地上 1 階建  167.51 ㎡  温室 

薬用植物園敷地  - 9,000.00 ㎡  薬用植物園 

運動場用地  - 109,903.49 ㎡  多目的グラウンド、テニスコート他  
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表2-9-3 大学設置基準と現状の対比 

名称 校地面積 
設置基準上必要な 

校地面積 
校舎面積 

設置基準上必要な 

校舎面積 
寝屋川キャンパス 96,145.71 ㎡ 55,840.00 ㎡ 91,439.06 ㎡ 40,903.00 ㎡ 

枚方キャンパス 155,767.51 ㎡ 17,200.00 ㎡ 35,915.68 ㎡ 12,231.00 ㎡ 

 

＜図書館＞ 

・図書館は寝屋川キャンパスにある本館と、枚方キャンパスにある枚方分館で構成

している。専有面積は本館 6,622 ㎡、枚方分館 1,547 ㎡、合わせて 8,169 ㎡であ

る。閲覧座席数は本館 850 席、枚方分館 312 席、合わせて 1,162 席である。開館

時間は両館ともに月～金曜日が 9 時～19 時、土曜日は 9 時～17 時、日曜日・祝日

は原則として休館、定期試験を実施する時期に限り休日開館を行っている。なお、

一部の閲覧室は 22 時まで利用可能。また、本館内には 120 人収容可能な AV ホー

ル（プチテアトル）を設け、講演会、研究発表会など多目的に利用している。 

・本館は、理工学部、外国語学部、経営学部、法学部、経済学部を主なサービス対

象とし、約 48 万冊の図書と約 2,500 種の学術雑誌を揃えている。館内には無線 LAN

アクセスポイントを設け、パソコンを持ち込めばどこからでもインターネットに

接続できる環境になっている。また、ノートパソコンの館内貸出も行っている。

平成 22(2010)年度にパソコンリプレースの一環として、本館第 2 閲覧室にパソコ

ン 20 台を新規に設置し、図書館内の資料と共に、ネットワークを通じての情報収

集がグループでも可能になった。枚方分館は薬学部、看護学部を主なサービス対

象とし、約 7 万 5 千冊の図書と約 700 種の学術雑誌を揃えている。 

・平成 25(2013)年度の図書館の利用者数は 372,693 人（本館 284,943 人、枚方分館

87,750 人）、貸出冊数は 42,604 冊（本館 35,983 冊、枚方分館 6,621 冊）である。

初年次ゼミ等と連携して、図書館利用指導を実施し、図書館の利用の仕方、文献

検索やデータベースの利用方法等を教え、図書館が大学での学習をサポートする

場であるとの認識が得られるようにしている。 

・図書館業務の大部分は、平成 20(2008)年度から業者委託になったが、図書館機能

の質の維持・向上が図られるよう、学園内他館とも情報を共有して、委託契約の

履行状況をチェックするなどしている。 

・平成 21(2009)年度からは電子ブックを導入し、契約データベースの拡充と合わせ

て電子資料による情報提供環境も充実させている。  

＜体育施設＞ 

・寝屋川キャンパスにある総合体育館は、1 階に柔道場や剣道場及び各種運動機材を

備えたトレーニングセンター等があり、2 階に 2,500 人収容できる講堂兼用の中央

練習場、3・4 階に座席数 542 席の観覧席を設けており、学位記授与式にも使用し

ている。また、寝屋川キャンパスには、第 1 グラウンド（人工芝）、多目的グラウ

ンド、第 2 グラウンド、テニスコート 4 面、アーチェリーレンジが設けられ、夜

間でも利用可能な照明設備が完備されている。  

・枚方キャンパスには体育施設として多目的に利用できる第１グラウンド及び第 2

グラウンド、テニスコート 4 面（うち 2 面は砂入り人工芝）、３on３バスケットコ
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ート 1 面が設けられ、第 2 グラウンド及び砂入り人工芝テニスコートには照明設

備が完備されている。 

＜情報メディアセンター＞ 

・寝屋川キャンパス 10 号館（情報メディアセンター）には、情報処理室（8 室）と

CALL 教室（4 室）があり、合計 866 台のパソコンを設置している。その他の施設

として、小スタジオ、理工学部 CAD 演習室、経営情報学研究科パソコン室がある。

情報処理室は、全学共同利用の情報処理教育設備として、主に情報リテラシー教

育やプログラミング教育に、CALL 教室は、パソコンと AV 機器を融合したマルチメ

ディア設備として語学教育に利用している。また、小スタジオには各種映像、音

響、撮影機器を設置し、スピーチやプレゼンテーション、イングリッシュドラマ

等寸劇の場として利用している。このほか、学部専門教育に特化した施設として、

理工学部 CAD 演習室では機械設計や電子回路設計の演習に加え、同室内のパソコ

ンを仮想的に１台の並列コンピュータとして利用するシステム（PC クラスタ）を

構築し、大規模科学技術計算に用いている。また、経営情報学研究科パソコン室

は経営管理など大学院の専門教育で利用している。これらの情報処理室等は、授

業で使用していない時間帯は支障のない範囲で自習室として開放し、学生はパソ

コンやプリンタを自由に利用することができる。 

・枚方キャンパスにも薬学部及び看護学部の情報処理教育設備として情報処理演習

室（2 室）があり、合計 264 台のパソコンを設置。両キャンパスの設備は高速回線

で結ばれ、同等の機能を有している。この施設も、授業時以外は、自習利用に開

放するほか、6 年制薬学教育にかかる共用試験の受験設備としても利用している。 

＜テクノセンター＞ 

・ 寝屋川キャンパス 8 号館にあるテクノセンターは、仕上加工・汎用機械・NC 機械・

溶接・塑性加工実験室・エレクトロショップとしても利用できる演習室で構成。

同センターには、パソコンによる 3D−CAD、3D プリンタ、NC 加工機、マシニング

センター、ワイヤー放電加工機、MIG・TIG 溶接機、エアプラズマ切断機、電気・

電子工作機器等を設置、理工学部において実験・実習及び卒業研究、全学におい

て PBL 型授業の支援、プロジェクト活動での機器作製等に利用している。   

＜臨床薬学教育研究センター＞ 

・枚方キャンパス 6 号館には、薬剤師の現場における多様な仕事を実習する施設が

ある。薬学臨床教育における事前学習を行うための注射調剤実習室、無菌製剤実

習室、病院薬局実習室、服薬指導実習室、保険薬局実習室、医薬品情報実習室、

病棟実習室、調剤実習室等を設けている。  

＜薬用植物園・温室、薬草・薬樹園＞ 

・自然豊かな環境を誇る枚方キャンパスには、薬用植物園・温室、薬草・薬樹園を

設置している。ここでは疾病の治療や予防等に貴重な役割を果たす資源となる希

少植物を含む多種多様な植物を栽培している。  

＜模擬法廷＞ 

・寝屋川キャンパス 7 号館 6 階には、法学教育を座学といわれる観念的、理論的な

学習に終わらせず、実践的な法学教育の展開を目指すための模擬法廷を設置して
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いる。模擬法廷では、学生たちが繰り広げる模擬裁判が年数回開催され、窃盗事

件等の事例をテーマにした裁判の実際について学習･体験する場となっている。 

＜法学部キャリアルーム＞ 

・ 寝屋川キャンパス 11号館 6階には、入学時からキャリアデザイン形成を意識させ、

就業意欲と実務能力への関心を常に抱かせることを目的とした法学部キャリアル

ームを設置している。当ルームには、自習用専用ブース 11 席、共同討議用テーブ

ル（席数 21 席）を設けているほか、インターネットによる情報検索やレポート作

成用パソコン 5 台、公務員試験等受験対策資料再生用ビデオ・DVD 装置 2 台を配

置している。また、法学検定、宅地建物取引主任者資格等の資格試験や公務員就

職試験対策用として過去問題集やビデオ資料を配架するほか、人員を配置し、利

用指導、アドバイス等の支援を行っている。学生たちが本ルームを利用し、就職

や資格等のキャリア形成を体系的に身につけ、「なりたい」「やりたい」職業選択

に結びつける契機とし、法学の専門への興味と関心を深めることを目指している。  

＜講義教室等施設設備＞ 

・両キャンパスの多くの講義室にマルチメディア装置を備え、教材等が投影できる

環境を整備、教卓からインターネットに接続することで多様な講義が実施可能と

なっている。また、各学部では教育及び研究が円滑に遂行できるよう、実験・実

習室や研究施設設備・機器等を整備している。   

＜施設設備の管理体制＞ 

・講義室のマルチメディア装置は教務課が窓口となり、専門業者に定期点検を依頼

するなど適正な管理運営に努めている。講義室、ゼミ室、実験・演習室等の維持

及び利用管理は教務課及び各学部で行い、また、学部の共同利用機器運営委員会

等の各種委員会が中心となり教育研究設備等の改善と充実を図っている。  

・寝屋川キャンパスの体育施設維持管理及び運用はスポーツ振興センターと学生課

が実施し、枚方キャンパスの体育施設維持管理及び運用は枚方事務室が行う。  

・図書館や情報メディアセンターに設置しているシステムや理工学部・薬学部等に

設置している大型実験機器等は、専門業者と保守契約を締結し教育研究活動に支

障をきたさないようにしている。 

・環境汚染の原因となる有害物質を含む廃液及び廃棄物は、不正に排出しないよう

薬学部においては有害化学物質取扱安全管理方針に則り、有害化学物質取扱安全

管理委員会を定期的に開催し、安全教育を実施し有害化学物質等の処理にかかる

安全管理を徹底している。理工学部及び薬学部の化学系実験及び研究で発生した

排水は、排水処理施設で適正に中和処理を行った上で排水している。加えて、学

内で処理できない廃液等は、処理にかかる認可を得ている業者に委託し、関係法

令に則り産業廃棄物管理票（マニフェスト）により適正な処理を行っている。  

・施設設備及び建物については、会計課及び枚方事務室が本学園施設課と協議し、

施設の維持管理等を行っている。なお、建物の電気設備・エレベーター・空調等

の施設設備の定期点検については、施設課が主担当となり実施している。 

＜施設設備の安全性（耐震性、バリアフリー等）＞ 

・階段は、寝屋川キャンパス、枚方キャンパス共に全建物（100％）に対して手すり
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を設置し、安全性を確保している。  

・学内の防火・防災・防犯は、本学園危機管理室、本学庶務課及び枚方事務室が中

心となり保安管理体制を整備し、防災訓練（消火・通報・避難）等を年数回実施

し安全対策に対する認識を深めている。また、監視カメラの設置やガードマンの

配置により 24 時間の警備体制を整え、防災・防犯対策の徹底を図っている。  

・遺伝子組換え実験や放射性同位元素等による放射線障害の防止等については                                                     

薬学部において摂南大学遺伝子組換え実験等安全管理委員会や摂南大学 RI管理委

員会、RI 施設運営委員会、共同利用機器運営委員会、有害化学物質取扱安全管理

委員会、動物飼育室運営委員会を設け、安全確保の体制を整備するとともに専門

業者による機器の定期点検を実施している。  

・理工学部では、理工学部安全委員会を設け、実験及び演習時における事故防止安

全策のひとつとして遵守事項、機械・設備の使用方法、緊急時の対応等を記した

「安全マニュアル」を学科、実験室、さらには設備ごとに作成し、授業等の最初

に説明並びに指導を行っている。また、理工学部安全委員会が、定期的に理工学

部管轄施設の巡回点検を実施している。  

・トレーニングセンターの利用は、専門トレーナー派遣会社と委託契約を締結し指

導管理を行い、かつ初回の使用時には講習会を実施し、安全管理に努めている。  

・アスベストについては調査を実施し、除去を行っている。 

＜快適に生活できる環境作り＞ 

・談話室など学生の憩いの場を寝屋川キャンパスに 14 箇所､枚方キャンパスに 4 箇

所設けている｡特に、寝屋川キャンパス 11 号館 11 階のスカイラウンジは、最大 200

人程度が収容可能で、音楽会や講演会等の諸行事にも利用している。  

・全教室及び研究室に情報コンセント、学生談話室・一部の教室・ロビー・図書館

等に無線 LAN を設置しネットワーク環境を整備している。また、空調機は一部を

除く全部屋に設置しており、快適な教育研究環境を整えている。  

・寝屋川キャンパス 1 号館 1 階にはオープンスペースであるプレゼンテーションロ

ビーを、枚方キャンパス 3号館 1階にはオープンスペースであるホワイエを設け、

発表会や展示、自主学習等に活用しやすい環境を整え、学生同士の交流や学生と

教員の交流が活発になるようにしている。  

・平成 24 年（2012）年度には、寝屋川キャンパス 2 号館跡地に大駐輪場（1623 台収

容）を設け、学生増に対応することとした。  

・本学園経営企画室実施の学生アンケートや本学での授業評価アンケート等の調査

から、施設・設備に対する学生の意見をくみ上げ、環境改善に役立てている。  

・授業を行う学生数の適切な管理は、専門科目及び専門関連科目は教育効果や専任

教員の持ち時間数、履修登録者数等を勘案し、授業分割や統合を適宜行っている。 

・教養科目及び基礎科目は、前年度の履修登録者数の実績等から開講コマ数を調整

している。 

・特定科目（日本語、外国語、数学科目及び体育実技）については、教育効果をよ

り一層高めるため、基準となる人数を以下のとおりとしている。 

①日本語・・・１授業あたり 50 人 
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②外国語・・・１授業あたり 40 人（なお、会話主体の授業は 20 人としている） 

③数 学・・・１授業あたり 50 人 

④体育実技・・１授業（種目）あたり 50 人 

  

 表 2-9-3 平成 26 (2014)年度 特定科目における 1 クラス当たり履修者数 

  

特定科目の区分 

総計 
日本語 外国語 

外国語 

(会話) 
数学 

体育 

実技 

履修者数 2,881 20,254  3,302 5,360 3,276 35,073 

開講クラス数 72 733 219 127 78 1,229 

１クラスあたりの履修者数 40 28 15 42 42 29 

   

《エビデンス資料》 

【資料 2-9-1】防災訓練関係「自衛消防訓練結果報告書」、「枚方キャンパス防災実施

報告書」 

【資料 2-9-2】警備関係「2014 年度警備委託について」、「警備指令書（寝屋川校地）」、

「警備指令書（枚方校地）」 

 

【自己評価】 

・校地、校舎、設備、実習施設、図書館等の教育環境の整備と適切な運営・管理に

ついては、本学では大学設置基準を上回る校地及び校舎を整備し、その施設設備

は質及び量において教育課程の運営に十分なものであり、教育研究活動の目的を

達成するため、これらの施設設備は適切に維持・運営されている。特に、講義室

にマルチメディア装置を設置したことでインターネット接続が可能となり、IT を

用いた最新の情報に基づく授業が可能となっている。  

・枚方キャンパスは、薬学部が 4 年制から 6 年制に移行し、平成 23(2011)年度に学

生数が 1.5 倍に増加し、さらに平成 24(2012)年度には看護学部を設置した。これ

により施設設備の充実を進めた。具体的には、薬学部の学生数増には平成 21(2009)

年度に 3 号館を建設した。さらに看護学部の開設に合わせて、平成 23(2011)年度

に 7 号館を建設するとともに、平成 24(2012)年度、情報処理演習室を増設し、情

報処理教育環境の拡充を行った。  

・平成 23(2011)年度初頭に情報処理教育設備及び語学教育設備のパソコン、サーバ

及びネットワーク機器を更新し、ストレスの無いパソコン操作やネットワークの

活用が可能となり、授業や自己学習がより効率よく行える学習環境が提供できて

いる。また、看護学部の開設に伴い、平成 25(2013)年 4 月に枚方キャンパスの情

報処理演習室に、パソコン 132 台とプリンタ 4 台を導入した。設備内容は、既存

の情報処理演習室とほぼ同じで、教員や学生は今までと同様の操作で利用できる。

パソコンの台数が 264 台と今までの 2 倍となったことで情報教育の向上が図れて

いる。また、薬学部の薬学共用試験を１日で実施できるなど効果的な運用ができ

ている。  

・体育施設について、寝屋川キャンパスは比較的充実しているが、枚方キャンパス



摂南大学 

60 

には体育館の設置がなく、隣接の姉妹大学の大阪工業大学情報科学部が所有する

体育館を利用している。使用に際しては大阪工業大学情報科学部に優先権があり、

円滑な利用ができておらず、体育施設のさらなる環境整備について検討を進めて

いる。 

・両キャンパスに監視カメラを設置し、防犯対策に努めている。  

・遺伝子組換え実験など危険を伴う機器等の利用に際しては、定期的に専門業者に

よる機器の点検を行い、安全に対し万全を期している。  

・寝屋川、枚方両キャンパス共に校舎壁面の塗装を実施した。また、枚方キャンパ

スでは食堂をリニューアルした。両キャンパスでは緑地化の拡張や機能的で清潔

感のある温水洗浄便座機能付きトイレ等の改修を順次行った〔枚方キャンパスに

あっては、平成 24（2012）年度設置完了〕。 

・平成 25（2014）年には、寝屋川キャンパス 8 号館横に専用エレベーターを新設す

るなど、身体機能上の制約を受けている学生への環境整備に努めている。また、

女子学生のための環境整備にも注力しており、談話コーナーのテーブル・椅子の

増設や多目的ホール等のカーテンの更新、共用ロビーには姿見の設置等を行った。  

・寝屋川キャンパス第 1 グラウンド及びテニスコートの人工芝化により、全天候型

運動施設となり、天候に関わらず利用できるようになった。また、屋外ステージ

を設置しており、音楽系課外活動団体の発表等に活用されている。  

・授業を行う学生数の適切な管理として、特定科目（日本語、外国語、数学科目及

び体育実技）については、基準人数を遵守することにより、少人数教育による理

想的な教学環境が維持されている。  

 

（3）2-9 の改善・向上方策（将来計画） 

・校地、校舎、設備、実習施設、図書館等の教育環境の整備と適切な運営・管理に

ついては、講義室や情報処理室に設置している一部の老朽化したマルチメディア

装置やパソコン等について、経年劣化により更新の必要のある実習用機器等につ

いては、更新計画を策定し計画的に更新を行う。情報処理教育設備に関しては、

次回の更新を平成 27(2015)年に予定しており、最新の機器への更新以外にアクテ

ィブラーニングや双方向授業が可能な設備や全教室に無線 LAN 用のアクセスポイ

ントを設置するなど、情報環境の拡充を図る計画である。なお、枚方キャンパス

においては平成 27 年(2015)年度から屋内体育施設の建設に着工し、平成 28(2016)

年度に完成予定である。  

・新耐震設計基準以前に建てた寝屋川キャンパス 3・4 号館及び摂大交流会館は、今

後、10 年間に順次、耐震改修または建て替えていく計画である。 

 ・大学運営にかかる様々な業務の効率化を図るため、本学では早期から事務のシス

テム化を進め、学籍、履修、成績等の管理を行う学生情報システム、企業情報、

求人、内定等の管理を行う就職情報システム等、オープン系学生支援システムを

運営してきた。平成 26(2014)年度からは、本学園の方針として進められている大

学事務システム統合の動きに合わせ、新しい学生支援システムを稼働させ Web 履

修申請や Web 成績登録、ポータル連携等を可能にしている。今後は、学生カルテ
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や Web シラバス等を学生支援システムと連動させ、業務の効率を図るとともに、

学生サービスの向上を目指す。  

 

［基準 2 の自己評価］ 

・各学部・学科のアドミッションポリシーを整備し、安定した学生確保とアドミッ

ションポリシーに合致する入学者確保を目的とした大幅な入試制度改革を実施し、

平成 22(2010)年 5 月には入試方式別アドミッションポリシーを公表するなど、入

学者受入れ方針に沿った学生受入れが適正に行われている。また入学者数につい

て、大学院は入学定員を下回っているが、学部は定員管理が厳正に行われている。  

・建学の精神、教育の理念に基づき、学科・専攻ごとに教育目的が設定され、学部

及び大学院研究科はそれぞれ本学の教育目的に対応した明確な方針に基づき教育

課程を編成している。 

・履修上限単位と進級・卒業・修了要件が適切に定められており、授業アンケートな

ど教育目的の達成状況の点検・評価を行う仕組みが確立されている。 

・就職･進学支援等の運営に関しては、1 年次からのキャリア教育、充実した就職ガ

イダンス、徹底した個別支援等、大学一丸となったきめ細かなサポートが、高い

就職満足度につながっている。 

・学生サービスについては、経済的支援、課外活動、健康等にかかる相談体制それ

ぞれに概ね整備され、適切に運営されている。 

・専任教員は設置基準に定める必要教員数を上回る配置をしており、教員数は適切

である。一部学科で教授数が一時的に不足しているが、全学的には教育課程の運

営に必要な教員は確保されており、充実した教育研究環境が構築できている。 

・教員の採用・昇任は規定等に基づき適切に運営されており、また FD 活動について

も全学 FD 委員会を中心として各学部 FD 委員会と連携を図りながら積極的に実施

しており、教育研究活動を活性化するために適切な取り組みがなされている。 

・教室、図書館、情報処理室など大学設置基準を十分に満たしているだけでなく、

学生が充実したキャンパスライフを送るとともに、本学の教育目的を実現するた

めに必要な教育研究にかかる施設・設備が十分に整えられている。 
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基準3．経営・管理と財務 

 

3-1 経営の規律と誠実性 

≪3-1の視点≫ 

3-1-① 経営の規律と誠実性の維持の表明 

3-1-② 使命・目的の実現への継続的努力 

3-1-③ 学校教育法、私立学校法、大学設置基準をはじめとする大学の設置、運営に関連する法令の遵守 

3-1-④ 環境保全、人権、安全への配慮 

3-1-⑤ 教育情報・財務情報の公表 

 

(1) 3-1 の自己判定 

基準項目 3-1 を満たしている。 

 

(2) 3-1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

【事実の説明】 

・本学園の建学の精神は「世のため、人のため、地域のために理論に裏付けられた

実践的技術をもち、現場で活躍できる専門職業人の育成」である。平成 34(2022)

年の本学園創立 100 周年に向けた基本構想「J-Vision2022～常翔学園創立 100 周

年これからの学園～」（以下、「J-Vision2022」）を策定し、平成 24(2012)年 7

月開催の理事会で了承した。「J－Vision2022」は、「建学の精神」を拠りどころ

に、「四位一体（学生・生徒、保護者、卒業生、教職員）」の経営理念の下、長

期ビジョン実現に向け教職員が一丸となって社会的使命を果たすための指針と位

置付けている。また、これまで学園共通の長期目標について、現状・実態に即し

たより実効性のある内容に整理し、新たに各設置学校の将来像及び教育目標とし

て構築するなど、学園全体のビジョンとして統制化・体系化・明確化を図った。 

・「J－Vision 2022」に沿った長期ビジョン実現のための実行プランとして、「第

Ⅱ期中期目標・計画」［5 ヵ年：平成 25(2013)～平成 29(2017)年度］を策定した。

第Ⅱ期策定には、第Ⅰ期[5 ヵ年：平成 20(2008)～平成 24(2012)年度]からの目標

項目を見直し、①学生・生徒募集、②教育・研究、③学生・生徒支援、④進路・

就職、⑤人事、⑥財務、⑦学校間連携、⑧ブランディング、⑨社会貢献、⑩グロ

ーバル化の「基本 10 項目」と各学校独自の「差別化項目」とした。 

・部門（学校）別に項目毎の目標達成度合や数値目標を設定し、定期的に点検・評

価を行うための仕組みを構築した。2013 年 9 月には進捗状況を確認し、2014 年 3

月には 2013 年度評価を行った。 

・各年度における事業推進には、年度当初までに提示する「理事長指針」「学校長

方針」の下、各設置学校及び法人本部部署毎に私立学校法に規定する「事業計画」

策定と「予算編成」を行っている。「事業計画」は年度途中に経営会議において

進捗確認を行い、年度末に「事業実績報告書」として学内外へ公開している。 
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【平成26(2014)年度事業計画(摂南大学が取り組む事業)】 

◆大学院研究科・専攻の設置準備事業 
◆教育研究用コンピューターシステム整備事業 
※学部・学科の改組・改編事業 

    ◆・・・学園の事業計画 

     ※・・・各部門の重点事業 

・平成 19(2007)年 9 月、教育・研究に対する取り組み、社会との共生、本学園構成

員としての態度の 3 章からなる「学校法人常翔学園行動規範」を制定し、構成員

が高い倫理観を持って自覚と責任ある行動に努めることを学内外に宣言。平成

20(2008)年には、コンプライアンス意識の高揚と徹底を図るため、建学の精神、

本学園の中長期目標、学園行動規範を網羅したコンプライアンスカードを全教職

員に配付した。この配付から５年が経過し、内容の一部を見直したコンプライア

ンスカード改訂版を平成 25(2013)年 8 月に配付した。 

・行動規範のほか、組織倫理を確立するために「監事監査規定」「内部監査規定」「公

益通報等に関する規定」「人権侵害の防止に関する規定」「個人情報の保護に関す

る規定」「利益相反ポリシー」等を整備している。また、研究上の不正防止のため、

「学術研究倫理憲章」「研究者倫理に関するガイドライン」等を平成 26(2014)年 3

月に制定した。 

・これらを遵守するために本学園に監事室、内部監査室、USR 推進委員会（平成

23(2011)年 6 月に「コンプライアンス委員会」を再編）、人権侵害防止委員会、個

人情報保護委員会を設けて、組織倫理の確立と適切な運営を行っている。また「公

益通報等に関する規定」に基づき平成 19(2007)年に内部監査室(平成 26(2014)年

度からは危機管理室渉外課)に公益通報窓口を設置し、本学園職員などからの通報

及び相談を受け付けている。 

・環境保全への配慮では、「エネルギー管理規定及び同施行細則」を制定し、エネ

ルギーの使用の合理化に関する法律に適合したエネルギー管理を行い、省エネル

ギー活動を効果的に推進している。具体的には、施設面で空調設備において中央

制御方式を積極的に導入し、必要のない時間帯の使用を抑える対策を講じている。

冷暖房の設定温度も中央制御にて制限を設け、室温が夏季 28 度、冬季 20 度とな

るように制御している。照明については、人感センサーを導入し必要以上の電力

の消費を抑制している。またクールビズを毎年度実行し、教職員と学生の協力を

得て環境問題に取り組んでいる。資源の再生に関しては、寝屋川キャンパスでは

学内の紙ごみをトイレットペーパーにリサイクルし学内で再利用を行っている。 

・防火・防災管理規定、自衛保安隊に関する内規、保安業務規定を平成 22(2010)年

4 月に制定。平成 25(2013)年 4 月には、学園全体の危機管理に広範囲に対応すべ

く新たに危機管理室を設置し、同室には総務部防火・防災担当を発展させた危機

管理課を設け、本学園の防火・防災の管理業務並びに防犯の管理業務等について

危機管理体制の強化を図っている。特に防火・防災の管理業務では、平成 21(2009)

年 6 月 1 日に改正消防法が施行されたことに対応して寝屋川キャンパス及び枚方
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キャンパスに防火・防災管理者を選任するとともに、次の業務を行っている。 

①防火・防災管理者は、消防計画の作成、消火・通報・避難訓練等の実施、避難

経路、避難口その他の避難施設の維持管理、防火・防災予防上の自主点検の実

施と監督、消防用設備・特殊消防用設備等の法定点検実施の指導他、防火・防

災上必要な事項について指揮監督を行う。 

②危険物管理責任者は、危険物、劇毒物、火薬類その他危険物の保管状況、数量

及び取扱いについて点検・確認し、消防法その他関係法令に定める職務を行う。 

③緊急対策本部は、火災、自然災害、妨害行為が発生した場合、または発生する

恐れがある場合に設置し、人的・物的被害を最小限に留めるため、緊急事態対

策の策定、自衛保安隊、職員への指揮命令、情報の収集及び伝達等の緊急事態

に対処するために必要な措置を行う。 

④自衛保安隊は、各校地ごとに組織、各班に分かれて火災、地震・風水害その他

の災害発生時の被害を最小限に留め、人身財産を守るために必要な措置を行う。 

⑤火元・戸締責任者は部屋ごとに定めて、責任者の氏名を該当部屋の入口に定め

られた方法で表示するなど火元、鍵等の管理等の責任を明らかとした。 

・学生、教職員全員に「学校法人常翔学園災害時行動マニュアル」を配付し、災

害時の対応を周知するとともに、緊急時の連絡先を確認させるなど安否確認が

できる体制を整え、本人の血液型、緊急連絡先等を記入して非常時に備えて常

時携帯するよう指導している。また、平成 24（2012）年 9 月には、大規模地震

災害を想定し、教職員等を対象とした一斉連絡・安否確認システムを導入して

運用を開始した。加えて災害時に帰宅することが困難となる学生・教職員の人

数を想定し、飲料水等の備蓄品の整備を進めている。平成 25(2013)年 4 月には、

設置する主な建物（19 棟）に緊急地震速報システムを導入した。同システムに

ついては、平成 26(2014)年度の２年度を費やして全館内整備を進めており、学

生、教職員はじめ本学を利用する全ての者をいち早く地震災害から守るために

設備の充実を図った。 

・薬学部では、放射性同位元素の取扱いに関して安全を確保するため「摂南大学

放射線障害予防規程」「摂南大学放射線障害予防規程施行細則」を定め、RI 管理

委員会のもと放射線取扱主任者を配置し、実験従事者等の健康診断を実施する

など、法令に基づく安全管理を徹底している。 

・薬学部においては、平成 25(2013)年度から、有機溶剤を多量に使用している研

究室毎に作業環境測定を行い、勤務する教職員、大学院生及び学部生等の安全

および健康を確保するとともに、環境への汚染防止に努めている、 

・日常の警備業務については、警備会社に委託し本学の警備指令書に基づき 24 時

間保安管理体制を整えている。 

・学生及び教職員の安心・安全を図り、身体的救護対策の一つとして AED（自動体

外除細動器）を平成 17(2005)年から寝屋川キャンパスに 2 台、枚方キャンパス

に１台設置し、平成 22(2010)年には寝屋川キャンパスに 2 台増設した。 

・学生の大麻等の薬物乱用の未然防止、悪質商法・霊感商法の被害防止、飲酒事

故防止、通学上の交通安全指導、課外活動における事故防止、学校感染症など
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の感染症拡大防止も学生部を中心に掲示、ガイダンス、印刷物等で日常的に警

告・啓発するなど必要な指導を行い、寝屋川キャンパスでは薬物乱用・熱中症

防止講習会、枚方キャンパスでは性犯罪被害防止講習会などを実施している。 

・大学における人権侵害の被害から学生を保護するために「人権侵害の防止に関

する規定」〔平成 20(2008)年 4 月 1 日施行〕を定め学内に人権侵害防止委員会を

設けるとともに、学生部、枚方事務室及び各学部に人権侵害防止相談員を置き、

学生相談室とは別に常時相談を受ける体制を取っている。 

・本学では各教員の研究成果が学会等で発表され、所属教員の研究成果をまとめ

た紀要を経営学部、法学部、経済学部では年 2 回、外国語学部では年 1 回発行

し、国立国会図書館をはじめ全国の大学、図書館、研究所等に配布している。 

・平成 18(2006)年度から平成 19(2007)年度に工学部（現理工学部）及び薬学部で

はシーズ集を発刊し、さらに工学部は本学 HP に掲載することで研究成果を広く

学内外に公開した。平成 21(2009)年 3 月には、全学シーズ集を発行した。 

・教育成果については、教育関連行事等を適宜、本学 HP を通じて情報発信するほ

か、本学園の広報誌である「FLOW」、大学の広報誌である「摂大キャンパス」に、

各学部のトピックス等を掲載。 

・教育研究の現状や成果は、平成 23(2011)年度から本学 HP「研究業績検索システ

ム」で公開している。 

・情報の公表については、主として本学 HP に『情報の公表』を設け、14 の項目に

区分し公表している。教育情報は学校教育法施行規則第 172 条の 2 の項目をす

べて公表している。財務情報は、学園 HP の『事業報告書・財務状況』にリンク

し、過去５年間の財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書（それぞれ

の概要を含む）及び監査報告書を公表している。 

  ・財務情報は学園 HP のほか学園広報誌にも掲載しており、学生、保護者、卒業生、

教職員等に配付している。  

 

《エビデンス資料》 

【資料 3-1-1】「『J－Vision 2022』常翔学園創立 100 周年 これからの学園」 

【資料 3-1-2】「平成 26(2014)年度事業計画等策定の概念図」 

【資料 3-1-3】監事監査規定、内部監査規定、公益通報等に関する規定、人権侵害の防止に関 

する規定、個人情報の保護に関する規定、利益相反ポリシー、学術研究倫理憲

章、研究者倫理に関するガイドライン 

【資料 3-1-4】防火・防災管理規定、保安業務規定、自衛保安隊に関する内規、学校法人常翔

学園災害時行動マニュアル(摂南大学)、一斉連絡・安否確認システム運用マニ

ュアル、緊急地震速報システム運用マニュアル 

【資料 3-1-5】エネルギー管理規定、エネルギー管理規定施行細則 

【資料 3-1-6】学園広報誌 FLOW №60 

【資料 3-1-7】摂大キャンパス 

【資料 3-1-8】研究業績検索システム（http://gyoseki.ofc.setsunan.ac.jp/gyo_s/servlet/menu） 

【資料 3-1-9】学園 HP 事業報告書・財務状況（http://www.josho.ac.jp/data/outline.html） 
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【自己評価】 

・平成 25(2013)年度からスタートした「第Ⅱ期中期目標・計画」の初年度において

PDCA サイクルを実行することができた。並行して、平成 26(2014)年度「理事長指

針」「学校長方針」及び「事業計画」との接続性・関連性を整理し、体系立てて

計画・実行できるための仕組みを整備した。 

・これにより、学園全体の目標と目指すべき方向性を共有できる体制が確立でき、

学園全体を俯瞰し戦略的に機能でき得る学園組織となった。 

・大学が社会の一員であることを自覚し、教職員一人ひとりが高い倫理観を持って

社会の信頼を得るための規定及び組織を整備し、適切に機能している。 

・監査に関する規定が定められ、経営の規律性を担保する仕組みを整えている。 

・防火・防犯などの日常の保安管理は、学園本部危機管理室危機管理課と協同し取

り組み、本学庶務課及び委託先の警備会社により適切に実施している。防火・防

災計画は、毎年保安管理体制の強化を図っている。また、関連規定の見直し、実

際の災害等を想定した実践的な組織づくりや被害想定箇所の補修・補強、日常の

点検、避難経路の再点検、非常用備蓄品等の整備、マニュアルの整備、避難訓練

等実質的な危機管理体制を整備充実させている。 

・平成 26(2014)年度は消防計画を抜粋する形で校地ごとの防火・防災マニュアルを

作成した。このことにより、各校地の事情に応じた災害に対する予防措置、対応

措置を図ることができ、これを教職員情報共有サイトに掲載するなどして関係教

職員への周知活動に努めている。 

・放射性同位元素の取扱いは必要規定を整備しセキュリティの確保と安全管理に努

めており、不法侵入者への対応は各門等へ監視カメラを設置する等で対応してい

る。 

・情報ネットワーク関しても、必要なガイドライン等を整備しセキュリティの確保

と安全管理に努めている。 

・AED の導入により、学生及び教職員の安心・安全の向上に努めている。 

・人権侵害の防止については、平成 20(2008)年 4 月に「セクシュアルハラスメント

防止委員会」を発展的に改組し、新たに「摂南大学人権侵害防止委員会」を設け

て、セクシュアルハラスメント、アカデミックハラスメント及びパワーハラスメ

ントをはじめ、学内における人権侵害の防止に関する体制を整備している。 

・各教員の研究成果は学術論文誌や大学の紀要等にかなりの数の論文が発表公開さ

れており、教育研究業績のデータベースとして本学 HP で公開しているほか、大学

等で発行している広報誌にも研究成果の一部を公表している。 

・財務情報の公表では、事業報告書「財務の概要」にて、グラフや図表を活用する

ことにより、財務状況・財務比率の５ヵ年推移やその説明をわかりやすくするな

ど、一般公開に当たっての工夫を取り入れ適切に実施している。 

 

(3) 3-1 の改善・向上方策（将来計画） 

・「J－Vision 2022」を実現するための方策として、「第Ⅱ期中期目標・計画」「事
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業計画」の進捗確認・自己点検（毎年度途中）、並びに自己評価の実施（毎年度末）

のためのＰＤＣＡサイクルが展開できるよう実行していく。 

・「J－Vision 2022」の実効性をより高められるよう、学園構成員である教職員へ

の啓蒙活動を促進し、学園の全教職員が共有し実践できる体制へと強化を図る。 

・さらに、学園創立 100 周年を見据え、「第Ⅲ期中期目標･計画」（5 ヵ年：平成 30(2018)

～平成 34(2022)年度)の策定に向け、準備を進めていく。 

・組織倫理を確立し、社会から信頼を得るために、教職員一人ひとりの意識を高め

ることが肝要である。今後とも行動規範をはじめ各規定の趣旨及び内容を印刷物

等で周知し啓発を行うとともに、建学の精神、経営理念、大学の教育理念を広く

社会に周知し、財務状況、教育研究活動の状況など積極的な情報公開に努める。 

・環境保全に関しては、今後も節電に係る取り組みは継続し、建物全体に対する節

電効果を高めるため、施設設備の改修等について関連部署と検討する。 

・危機管理体制は、実質的なマニュアルの整備、災害時の避難経路の確認・整備等

をはじめとした具体的な予防措置をとるとともに外部有識者、資格者等の意見も

取り入れ、講演、実習等を通じて全構成員が当事者意識をもって「自分の命は自

分で守る」という自主的行動ができる防火・防災訓練としていく。 

・健康管理、メンタルヘルスケア体制の強化は、入学間もない時期に新入生に対し

て UPI 検査を実施し、メンタルヘルスケアを要する学生の早期発見の一助として

いるが、今後は UPI テストの実施時期・実施回数の再検討や UPI 以外のテストの

導入によるメンタルヘルスケアを要する学生の発見策の充実や、増加傾向にある

相談希望学生に対する学生相談室の開室日数増加、また、発達障害のある学生の

サポート体制づくり（例えば発達障害学生支援の専門家〈コーディネーター〉設

置）など、心、身体、学習を総合的にサポートできる体制の構築を検討する。 

・個人情報の管理、コンプライアンスの状況、人権侵害の防止などの不法行為につ

いて定期的に調査するなど、内部監査機能の強化を図る。 

・大学の教育研究成果等を広く社会に公開する有効なツールは HP である。今後も本

学 HP を活用した学内外への情報発信、広報活動を継続していく。 

・財務情報の公表については、平成 27(2015)年度以後の学校法人会計基準改正の趣

旨を踏まえ、社会から求められる説明責任を的確に果たすべく、新たな財務比率

の引用や改正内容の説明等を加え一般によりわかりやすい内容に更新していく。

具体的には、新基準に対応した説明資料を作成し、新基準での公表の素案として

平成 27(2015)年度上期中に経営会議に諮ることとしている。 

 

3-2 理事会の機能 

≪3-2の視点≫ 

3-2-① 使命・目的の達成に向けて戦略的意思決定ができる体制の整備とその機能性 

 

(1) 3-2 の自己判定 

基準項目 3-2 を満たしている。 
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(2) 3-2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

【事実の説明】 

・本学園の理事会は、法人設置各大学長、評議員からの互選、法人関係者および学

識経験者からなる理事で構成されている。このほか、理事会には常時、監事が出

席している。 

・理事会は、寄附行為に基づき、理事・評議員の選任、寄附行為や重要な規定の改

廃、法人全体の予算・決算、財産の管理・運営、設置各学校の学部・学科改組な

どの審議、決定を行っている。これに加えて、学園全体の財政改善や学園および

設置各学校の将来計画、各学校が直面している課題などについて協議している。

また、日常的な各学校の動向の報告とそれに関する意見交換も行っている。 

・寄附行為には、理事長、監事、学長のそれぞれの職務が定められている。さらに

理事は、理事長代理、教学担当、設置学校連携、労務・財務担当などの職務分担

制としており、使命・目的の達成に向けて細やかな機能性を有している。 

・現在の理事会構成員には民間企業の役職歴任者も含み、学園運営に関する意思決

定には企業経営の視点など、戦略的な意見が取り入れられる体制となっている。 

 

《エビデンス資料》 

【資料 3-2-1】学校法人常翔学園寄附行為 

 

【自己評価】 

・役員の構成と役割は適正である。学長は理事会の一員として学園の意思決定に参

画していることから、大学の使命・目的達成への戦略的意思決定ができる体制は

整備され、機能していると判断した。 

 

(3) 3-2 の改善・向上方策（将来計画） 

 今後についても、理事会構成員に民間企業の現役経営者を含めるなど、戦略的な意

思決定が行える体制づくりを継続して進めていく。 

 

3-3 大学の意思決定の仕組み及び学長のリーダーシップ 

≪3-3の視点≫ 

3-3-① 大学の意思決定組織の整備、権限と責任の明確性及びその機能性 

3-3-② 大学の意思決定と業務執行における学長の適切なリーダーシップの発揮 

 

(1) 3-3 の自己判定 

基準項目 3-3 を満たしている。 

 

(2) 3-3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

【事実の説明】 

大学の責任者たる学長は大学を統括し、学則の規定に則り大学運営にあたる。本
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学における教育研究に関する学内意思決定機関として、部長会議、大学院委員会、

教授会、大学院研究科委員会及び学内各種委員会を設けている。各学部・研究科や

各部署と相互に連携しながら、分掌に定められた学内の諸問題を検討するとともに、

学長の諮問機関として諸施策の立案に役立てている（平成 24（2012）年度の開催実

績は、表 3-3-1「会議等開催実績」のとおり）。特に、本学の最高意思決定機関であ

る部長会議は、学長により招集され、学長が議長となり大学全体の教学・管理運営

にかかる事項を決定している。平成 20(2008)年 4 月には、学長を補佐し重要事項に

ついての企画及び各学部間の連絡調整を行うため、副学長の職を設けた。 

表 3-3-1 会議等開催実績〔平成 25（2013）年度〕 
会議名等 開催回数 会議名等 開催回数 

部長会議 11 回 教員選考委員会 5 回 
大学院委員会 7 回 入試委員会 10 回 
理工学部教授会 13 回 教務委員会 10 回 
外国語学部教授会 14 回 学生委員会 9 回 
経営学部教授会 14 回 就職委員会 4 回 
薬学部教授会 16 回 図書館運営委員会 3 回 
法学部教授会 15 回 情報メディアセンター運営委員会 2 回 
経済学部教授会 14 回 人権侵害防止委員会 1 回 
看護学部教授会 14 回 地域連携センター運営委員会 1 回 
薬学研究科委員会 8 回 学習支援センター運営委員会 2 回 
工学研究科委員会(現理工学研究科委員会) 8 回 スポーツ振興センター運営委員会 11 回 
経営情報学研究科委員会 8 回 FD 委員会 8 回 
法学研究科委員会 7 回 国際交流委員会 2 回 
国際言語文化研究科委員会 6 回 教職課程委員会 6 回 

 

学長は管理部門の会議（理事会、経営会議など）へ出席し、教学部門の各種会議

のうち部長会議、大学院委員会、教員選考委員会及び評価委員会を開催し、双方の

立場から適切な状況判断を行い管理部門と教学部門の連携強化を図っている。 

 

《エビデンス資料》 

【資料 3-3-1】摂南大学部長会議規定 

【資料 3-3-2】摂南大学大学院委員会規定 

【資料 3-3-3】各学部教授会規定（理工学部、外国語学部、経営学部、薬学部、法学部、経済学部、看護学部） 

【資料 3-3-4】大学院各研究科委員会規定（薬学研究科、理工学研究科、国際言語文化研究科、 

経済経営学研究科、経営情報学研究科、法学研究科） 

【資料 3-3-5】各種委員会規定及び内規（評価委員会、教員選考委員会、入試委員会、教

務委員会、学生委員会、就職委員会、図書館運営委員会、情報メディアセ

ンター運営委員会、人権侵害防止委員会、個人情報保護委員会、地域連携

センター運営委員会、スポーツ振興センター運営委員会、学習支援センタ

ー運営委員会、教職支援センター運営委員会、国際交流委員会、FD委員会） 

 

【自己評価】 

表 3-3-1 のとおり意思決定にかかる仕組みは適切に整備されている。各種委員会

は部局別に縦割りの組織になっており、各部局が関連する課題を横断的に検討する

組織としては十分とは言えない状況であるが、全学的な方針については最終意思決

定機関であり、学長により召集される部長会議において決定しており、リーダーシ
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ップの発揮及び責任体制は明確になっている。 

また、学内の意思決定機関としての部長会議を中心に、大学院委員会、教授会、

研究科委員会、科長会、教室主任会、学内各種委員会や、必要によりワーキンググ

ループを設け、部局横断的な大学全体の課題を検討する体制が構築されている。 

 

(3) 3-3 の改善・向上方策（将来計画） 

意思決定の際に重要なことは、教職員が本学の理念と価値観を共有し、優先順位を

決めて迅速に決定することである。そのためには学長室において、本学の教育理念、

学園の経営理念等に照らして、優先順位及び実施時期などの調整を行い、必要に応じ

てワーキンググループを設ける。また、意思決定のプロセスの中で、徹底した情報公

開を図り教職員の自由な意見を取り入れるシステムを機能させるとともに、教職員の

意見だけでなく学生、保護者、卒業生等から意見を取り入れる方策も併せて検討する。 

本学では大学の意思決定の仕組みが適切に構築され、学長のリーダーシップが発揮

できる運営体制であるが、今後も社会の変化に迅速に対応できるよう、意思決定機能

の向上を図っていく。意思決定のプロセスの中で、さらに徹底した情報公開を図り教

職員の自由な意見を取り入れるシステムを機能させる。 

 

3-4 コミュニケーションとガバナンス 

≪3-4 の視点≫ 

3-4-① 法人及び大学の各管理運営機関並びに各部門の間のコミュニケーションによる意思決定の円滑化 

3-4-② 法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックによるガバナンスの機能性  

3-4-③ リーダーシップとボトムアップのバランスのとれた運営 

 

(1) 3-4 の自己判定 

基準項目 3-4 を満たしている。 

 

(2) 3-4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

【事実の説明】 

管理部門（理事会）と教学部門（大学）の職務権限は明確に区分されている。理事

会を代表する理事長の権限は、寄附行為に定める理事会の規定に則り、本学園を代表

する責任と権限を有している。一方、大学の責任者たる学長は大学を統括し、学則の

規定に則り、大学運営にあたる。 

学園の経営戦略をはじめ、重要事案について協議・検討する「経営会議」を置いて

いる。理事長が招集し、各設置学校長、常勤理事のほか、理事長が指名した者として

現在、経営企画室長、広報室長、総務部長、財務部長で構成する。原則、月 2 回の開

催日を設定し、年間 15～20 回程度開催している。 

「経営会議」では、「建学の精神」、各設置学校の「教育の理念」を具現化するた

めの学園の長期ビジョンや各設置学校の基本方針、中長期目標や戦略等を協議するほ

か、各設置学校からの将来計画、事業計画等の提案等について、理事会への上程に先

立ち円滑な意思決定のための調整・検討を図っている。「経営会議」での協議事項は、
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理事会及び評議員会へ報告し、非常勤理事や評議員への情報共有も行っている。 

各設置学校や各部門における様々な事業や活動、各種調査結果などの連絡・報告事

項をはじめ、私学行政や社会情勢に関する情報提供など、「経営会議」が取り扱う議

題は多岐にわたっている。的確な情況把握、迅速な判断と意思決定ができるよう、幅

広い情報を集約・共有し、業務の円滑化とともに管理運営部門と教学部門間の連携強

化のための体制として機能をしている。 

 

【経営会議の構成[平成26(2014)年度)]】 組織順 

理事長 

大阪工業大学 学長 

摂南大学 学長 

広島国際大学 学長 

常翔学園中学校・高校 校長 

常翔啓光学園中学校・高校 校長 

常勤理事（５人） 

経営企画室長 

広報室長 

総務部長 

財務部長 

 

「経営会議」は、経営・教学・事務の責任者が集まる会議体として、学園の様々な

課題・問題・懸案等の重要事案について、幅広くかつ中長期的な観点・視点・角度・

側面から検討・協議、判断・意思確認を行っている。「経営会議」を通して、理事長

を中心に、各設置学校長や常勤理事らが広く意見交換し、相互に課題・問題点等を確

認し合う場としての学園全体最適化のための的確かつ適正な組織体制となっている。 

法人設置各大学長は理事として、理事会を構成している。学長は、大学で検討され

た学部・学科改組、学則の改正などを理事会に上程するほか、日常的な大学の動向の

報告を行うなど、理事会と大学との情報交換を図っており、適切に連携がなされてい

る。 

また、学長は教学部門の各種会議のうち部長会議、大学院委員会、教員選考委員会

及び評価委員会を開催しており、双方の立場から適切な状況判断を行うとともに管理

部門と教学部門の連携強化を図っている。 

教授会及び各種委員会など教学部門における方針や決定事項は、学長に答申・報告

され、大学としての議決が必要な事項は部長会議に諮っている。また、管理部門にお

ける決定事項は部長会議で報告され、迅速に対応が図れる体制を整備している。 

教学部門では、教授会以外にも各種委員会活動（教務委員会、学生委員会、入試委

員会等）が重要な役割を果たしている。これらは各種委員会規定に明記され、専任教

員のみならず当該領域担当の事務職員も参加する中で職務上の相違を尊重し、大学運

営上の合意形成を行っている。すなわち大学運営における意思決定、実施過程では、

教員と事務職員が意見交換し、相互の理解と協力の下で合意形成が行われている。 

本学園設置学校における中高大連携教育の推進を図るため、設置学校連携担当理事

を委員長に、設置各大学教務部長および入試部長、設置各中学高校教頭、法人本部連

携教育推進機構部長で構成する「中高大連携教育推進委員会」を置いている。 
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また、具体的な検討については、「教務」「入試」の各分野別に行うべく、委員会

の諮問機関として「教務分科会」「入試分科会」を設け、教職員の提案等をくみ上げ

る仕組みを整備した。 

委員会で協議した内容は、「経営会議」への上程等により、各設置学校にフィード

バックすることで、学園としてしかるべき運営体制の構築を図っている。 

監事は、寄附行為第 10 条に基づき、2 人以上 4 人以内の監事を選任し寄附行為第 18

条に基づき、法人の業務および財産の状況などを監査している。理事会にも出席して

意見を述べており、学園の最高議決機関である理事会に対するチェック機能が働いて

いる。 

また、内部監査室及び監査法人との連携による「三様監査」体制を敷き、問題点の

共有と相互の監査情報を交換・把握し、ガバナンスの機能性を高めている。監事の理

事会への出席状況は表 3-4-1 のとおりであり、概ね全て出席している状況にある。 

表 3-4-1 監事の理事会への出席状況 

 開催数 第 1回 第 2回 第 3回 第 4回 第 5回 第 6回 第 7回 第 8回 第 9回 第 10 回 第 11 回 
平成 23 
(2011) 
年度 

月日 5/27 7/27 9/28 10/26 11/28 12/19 1/27 2/27 3/26 － － 

出席状況 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 － － 

平成 24 
(2012) 
年度 

月日 5/9 5/25 6/20 7/18 7/27 9/26 12/19 1/30 2/22 3/25 － 

出席状況 4/4 4/4 4/4 4/4 3/3 4/4 4/4 3/4 4/4 3/4 － 

平成 25 
(2013) 
年度 

月日 5/27 7/29 9/20 10/28 12/20 1/29 2/26 3/26 － － － 

出席状況 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 
 

－ － － 

(注) 平成 24(2012)年度の第 5 回は、監事 1 人欠員により空席。 

評議員会は、寄附行為に基づき選任された、法人の職員（１６人以内）、本法人の設

置学校卒業者（13 人以上 15 人以内）、この法人に関係ある者または学識経験者（10 人

以上 12 人以内）で構成されており、多様な意見を取り入れるという観点から、約半数

を外部から選任している。また、予算、借入金、基本財産処分などについての諮問を

行うほか、学園の最高議決機関である理事会に対する重要事項のチェックだけでなく、

法人と大学が相互にチェックしあえる場ともなっている。 

内部監査部門としては、「内部監査室」を設置し、指揮命令系統は理事長直轄とし

独立性を確保している。業務監査、会計監査、コンピュータシステム監査等、本学園

内すべての業務活動を監査対象とし、監査計画に基づき年間を通して内部監査を実施

している。監査結果については、その都度「監査実施報告書」としてまとめ、理事長

に報告するとともに、監事、経営会議においても報告している。 

これら監査体制の強化により、本学園のガバナンス体制、組織の内部統制を内外か

らチェックする仕組みが組織的に整備されている。 

 

《エビデンス資料》 

【資料 3-4-1】学校法人常翔学園寄附行為 

【資料 3-4-2】経営会議規定 

【資料 3-4-3】平成 26(2014)年度理事長指針 

【資料 3-4-4】中高大連携教育推進委員会規定 

【資料 3-4-5】中高大連携教育推進委員会構成メンバー 
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【資料 3-4-6】監事監査規定 

【資料 3-4-7】内部監査計画書、監査実施報告書、内部監査報告書（総括） 

 

【自己評価】 

経営会議構成員は、経営・教学・事務等の組織や立場に留まらず、「経営会議」

を通して学園・各設置学校の現状や課題・問題等を、迅速かつ的確に理解・共有し

意見交換を行っている。 

学校長は、管理運営と教学の両面を担う立場・視座に立ち、意見・提案すること

で、理事長や常勤理事、法人本部の意見や意向を引き出すなど、学園組織間の円滑

なコミュニケーションにより諸課題・問題等の発見・解決に当たっており、理事長

を中心とする学園リーダーシップの下で合意形成ができる仕組みとなっている。 

「経営会議」は、法人と各設置学校間、並びに管理運営部門と教学部門間におけ

る連携・協働活動を活発化し、円滑なガバナンス体制を確立している。 

また、設置学校における将来計画や教育改革、組織改編等の重要事項を「理事会」

へ上程する過程として、「経営会議」において協議する段階的かつ相互チェックで

きる仕組みとしている。こうした仕組みと組織体制により、法人のガバナンス体制、

法人内部統制は適切かつ組織的に機能している。 

中高大連携の取組みは、2013 年度から学園本部組織内に専門部署として「連携教

育推進機構」を設置したことにより、各設置学校間を縦横断的に活動できる体制強

化を図っている。理事、監事および評議員は、適正にその職務を遂行している。 

また、管理部門と教学部門の意思疎通と連携については、問題がないことなどか

ら、適切に機能していると判断した。 

 

（3）3-4 の改善・向上方策（将来計画） 

今後も管理部門と教学部門がさらに連携を強化でき、また、様々な課題に迅速に

対応できるように各種委員会や会議の構成員及び開催頻度について改善を進める。 

今般策定した「J-Vision2022」の実現に向け、今後さらに法人内部統制の仕組み

を強化し、連携・協働のための組織拡充など一層の機能向上を図っていく。 

また、学園による一貫した連携教育を通じた学生・生徒の育成に資するため、各

設置学校の管理部門と教学部門の教職員による連携をより一層、強化・拡充するこ

とで、機能および運営の向上を図っていく。 

監査体制は、監事室、内部監査室及び監査法人による「三様監査」体制によりガ

バナンス機能の堅持がなされているが、これまでの各部門による監査結果の共有と

問題点の認識だけでなく、監査精度の向上のために、意見交換時に監査計画及び手

法等の提案を行い、一層の連携協力を進める。 

平成 26(2014)年度現在で、監事及び専門部署による監事監査、内部監査は 8 年目

となり、監査活動も本学園内に浸透し、ほぼ定着している。体制は整備されている

ことから、今後、年数を重ね、経験を蓄積することで、改善が進むと考えている。 
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3-5 業務執行体制の機能性 

≪3-5の視点≫ 

3-5-① 権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した組織編制及び職員の配置によ

る業務の効果的な執行体制の確保 

3-5-② 業務執行の管理体制の構築とその機能性 

3-5-③ 職員の資質・能力向上の機会の用意 

 

(1) 3-5 の自己判定 

基準項目 3-5 を満たしている。 

 

(2) 3-5 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

【事実の説明】 

本学の事務組織は、本学園及び設置各学校から構成されている。職員の配置につ

いては本学に限定した配置ではなく、本学園及び設置各学校間の異動もあり、学園

全体で効果的な人員配置を行っている。組織改組等に伴う人員の確保が必要な場合

においても、本学園内での異動等により適切に配置することが可能である。 

職員の採用についても本学園総務部人事課が総括的に行っており、必要人員数、

配置部署等について協議し、必要な人材を確保している。なお、職員の採用にあた

っては「信頼される職員」「改革を推し進める職員」「職責を全うする職員」「協働で

きる職員」といった人材像を示すことで、求める人材の確保に努めている。また、

昇任、異動に際しては、人事考課により人材の適性を考慮するとともに、自己申告

書を参考に意欲を喚起するための配慮を講じながら適切な人事配置を行っている。 

職員の採用・昇任等については「任用規定」「事務職員任用基準」「医療職員任用

基準」及び「事務系職員人事評価規定」を設けて運用しており、同規定等において

職員の区分・資格、募集・選考方法等を定めるとともに、人事考課、自己申告書お

よび面談等により、適材適所での職員活用を行っている。 

平成 21(2009)年度に実施した職員の人事・給与制度改革では、学園が期待する人

材像を具体的に示すとともに、各職員の仕事、役割を明確にしたうえで、目標達成

度評価、行動特性評価の二つの柱で構成される人事考課を行い、適正な評価基準に

基づく評価を処遇へ反映することで人材の育成に繋げるとともに組織力の向上を目

指している。 

また、専任職員に総合職系列、専任職系列の「複線型人事フレーム」を導入し、

系列ごとの定義、期待する役割を定め、さらに等級ごとに期待する役割を設定した。

総合職系列、専任職系列のコース選択は、職員の適性と希望を勘案して決定し、期

待人材像に沿った行動強化や目標の遂行強化を促すことで人材育成につなげること

を本旨としている。 

本学の教育研究等を支援するための事務組織として、大学内に各学部事務室、枚

方事務室、学長室企画課・庶務課・会計課、教務部教務課・学習支援センター、学

生部学生課・スポーツ振興センター・保健室、入試部入試課、就職部就職課、図書
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館図書課、情報メディアセンター事務室、地域連携センター、研究支援センターお

よび国際交流センターを設置し、それぞれが互いに連携を取りながら業務を遂行し

ている。 

業務執行における管理体制の監査については、学校毎に担当監事を選定し、継続

的に各学校の特色を十分に理解・把握した上で適切に行うこととしている。そのた

め、各学校で実施される各種行事等にも積極的に参画・視察を行い、情報把握・理

解に努めている。毎年、業務監査として下表のとおりテーマを設定し、関係部署及

び担当者に対して書面監査及びアンケート調査・ヒアリングによる聞取り調査を行

い、業務執行の適格性等を確認している。また、他大学へ出向き、聞取り調査や現

場確認にて他大学との比較検討を行い、監査基準の指標としている。なお、監査結

果については、理事会に報告し、管理体制の機能性を高めている。 

表 3-5-1 業務監査テーマ一覧 

年度 テーマ名 

平成 23(2011)年度 本学園各学校の中途退学状況 

平成 24(2012)年度 学園設置学校における外部資金獲得の状況と体制 

平成 25(2013)年度 
学園広報のイメージ戦略「学園全体の広報の方針およ
び各設置学校のイメージ戦略」 

職員の人材育成（SD）については、職員研修及び研修支援制度を柱として予算計

上し、併せて研修概要を計画し、実施している。 

＜職員研修＞ 

職員研修は、学園の期待人材像に沿う人材育成を行い、職員の資質向上を図るた

め、新入職員研修をはじめ、事務系職員集合研修、エントリー系列対象研修、常翔

塾など対象者及びテーマを絞り、効果的な研修を実施し、随時、職員を外部研修会、

セミナー等に派遣するなど、職員の資質向上、人材育成を行っている。 

・新入職員研修  新採用職員を対象に、大学職員としての資質を養成するための

研修を実施している。具体的には、業務に直結する「文書管理基礎」「財務会計実

務」「物品購入実務」「就業規則」「IT 活用」等の実務基礎講座、日本私立大学協会

関西支部主催の初任者研修会や自衛隊体験入隊への派遣、フォローアップ研修を

行っている。 

・事務系職員集合研修  改革を推し進める人材を育成するため、事務系職員集合

研修を平成 21(2009)年度から実施している。毎回テーマ・対象者を設定し、人事

制度の活用支援や階層別の能力開発支援など、優先順位が高い事項をテーマとし、

あらたな目標設定や職員間の関係構築につながる機会として毎年実施している。 

・エントリー系列対象研修  若手職員の計画的育成の一貫として、エントリー系

列対象の集合研修と通信教育を実施している。集合研修は、毎年１回実施し、３

年間かけてリーダーシップ開発、業務マニュアル作成、その他の特定課題に取り

組んでいる。また、通信教育は、採用後２年目の職員を対象に業務構造理解に関

する講座を、３年目の職員を対象に課題解決（または中堅職員の役割）に関する

講座を実施している。これらを通じて、業務を体系的に管理する実務能力と主体

性を発揮して業務を推進する行動を強化し、総合職・専任職を目指すための能力
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開発の機会としている。 

・常翔塾  次世代リーダー育成のための選抜研修を平成 22(2010)年度から実施して

おり、毎年、選抜された 12 人を対象とし、原則月 1 回の月例会を実施してきた。平

成 25(2013)年度からは、常翔塾修了者 36 人から 8 人を選抜し、リーダーとしての役

割発揮をさらに強化するための研修を実施している。 

・その他  日本私立大学協会主催の研修への派遣をはじめとして、学外で開催さ

れる研修会・セミナー等に随時適任者を派遣し、参加後のレポート作成や業務現

場へのフィードバックを行うなど、本人の資質向上とともに職場の活性化を図っ

ている。 

＜研修支援制度＞ 

研修支援制度は、職員の資質向上と業務改善及び組織力向上を目指した制度で、

特定研究奨励金制度、資格取得支援制度、理事長表彰（業務改革）制度から構成し、

職員の資質向上の機会をできるだけ広く提供している。いずれの制度も職員一人ひ

とりの組織参画意識と満足感を高めることで、職員の意欲と能力を高め活気ある職

場づくりの一助となることを目指すものである。 

・特定研究奨励金制度  広く業務改善（改革）に関する課題を求め、実現可能性

が高くその効果が期待される課題について調査研究を奨励する。 

・資格取得支援制度  業務に必要な資格取得を奨励する。 

・理事長表彰（業務改革）制度  若手教職員が多くの関係者とともに取り組んだ

業務改革を表彰する。 

《エビデンス資料》 

【資料 3-5-1】任用規定、事務職員任用基準、医療職員任用基準、事務系職員人事評価規定 

【資料 3-5-2】平成 23 年度監査報告書 

 

【自己評価】 

教育研究支援のための事務組織が効果的に機能し、職員が適切に配置されている。

その中で職員の採用・昇任等は、「任用規定」「事務職員任用基準」「医療職員任用基

準」「事務系職員人事評価規定」に従って適切に運用しており、職員の採用は、期待

する人材像を明示し新卒者を中心に公募を行い、求める人材を確保している。 

昇任・異動においては、人事考課、自己申告、面談など総合的に判断して決定し

ており、一定の効果を上げている。人事考課の結果は、職員の相互理解のもと適正

に運用している。なお、人事考課をより効果的に業務に転換するための、行動特性

評価基準の調整や評価者と被評価者への研修を継続的に実施している。 

事務職員の能力開発は、学内研修会の開催や学外研修会への派遣などを積極的に

実施しており、学内外の情報を収集するとともに、職員の意識改革につなげている。 

事務組織は本学の教育研究を支援し、各領域においてその役割を果たしている。

各学部事務室、枚方事務室、学長室企画課、同庶務課、同会計課、教務部教務課、

同学習支援センター、学生部学生課・スポーツ振興センター・保健室、図書館図書

課、情報メディアセンター事務室、地域連携センター、研究支援センターおよび国

際交流センターは教員組織と連携を取りながら教育研究活動、外部資金獲得、FD 活
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動推進、情報教育推進、保健厚生などを支援するための事務体制を構築している。 

業務執行体制の機能を高めるにあたり毎年テーマを設定し、重点的に監査を行い、

長期的な問題点の把握・認識ができ、業務執行の精度・効率向上に対する適切な指

導・提案が行うことができている。 

これまで、単発的な研修会の実施にとどまっていたが、明確な期待人材像を示し

たことによって、大学職員の業務の高度化への対応やスキルアップに向けて目的を

持って実施、参加するように変革している。 

 

(3) 3-5 の改善・向上方策（将来計画） 

  業務監査は単年度の報告で完結していたが、テーマによっては複数年度の状況経

過を見る必要があり、「フォローアップ監査」として、翌年度以降にも監査報告書に

記載した指摘、改善事項について追跡調査を行うこととしている。 

職員の担うべき職務や業務領域は「質」「量」ともに拡大しており、本学園にあっ

ても、それぞれの立場に応じて、経営支援、教育支援、学生支援、研究推進支援、

地域社会との連携支援その他多彩な領域において、職員の力量の発揮が求められて

いる。本学園の期待人材像のもと、適正な人事考課と効果的な研修を行うことによ

って、職員のモチベーションを高め、さらに資質向上を図る。また、資格昇任等の

要件と方法もさらに明確化することで、より公平で納得性のある制度へと向上させ

る。 

「複線型人事フレーム」のもと、総合職と専任職との系列転換、あるいは各系列

内の昇格要件などを職員に示しているが、より効果的なものに改善するため、平成

22(2010)年度に行動特性評価基準の見直しを行い、平成 23(2011)年度からはその改

定基準により評価を行っている。 

学園内での研修実施と人事考課制度を連動させることによって、期待人材像に沿

った職員の育成に寄与できる効果的な研修を行うとともに、昇任、キャリアなどを

見据え、より長期的スパンを視野に入れた研修体系の確立と計画的実施への移行を

進めている。今後も事務職員のスキルアップを図るため、研修会の開催や支援制度

を充実させ、時代の要請に応じた組織改編を行うことで、より一層教育研究支援を

強化するための事務体制を整備する。 

 

3-6 財務基盤と収支 

≪3-6 の視点≫ 

3-6-① 中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

3-6-② 安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保 

 

(1) 3-6 の自己判定 

基準項目 3-6 を満たしている。 

 

(2) 3-6 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

【事実の説明】 
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財務状況を把握するため、本学園の平成 25（2013）年度財務比率を全国平均（医歯

系法人を除く）の平成 24（2012）年度財務比率と比較した。 

表 3-6-1 財務比率の比較 
分 
類 

比    率 
指 
標 

全国 
平均 

常翔 
学園 

判 
定 

分 
類 

比    率 
指 
標 

全国 
平均 

常翔 
学園 

判 
定 

① 

自己資金構成比率 △ 87.2% 87.1% × 

⑤ 

固定負債構成比率 ▼ 7.2% 8.5% × 

消費収支差額 

構成比率 
△ -11.2% -12.3% × 流動負債構成比率 ▼ 5.6% 4.4% 〇 

基本金比率 △ 97.1% 96.4% × 総負債比率 ▼ 12.8% 12.9% × 

② 

固定比率 ▼ 99.5% 101.6% × 負債比率 ▼ 14.7% 14.8% × 

固定長期適合率 ▼ 91.9% 92.6% × ⑥ 帰属収支差額比率 △ 4.8% 
16.0% 

(9.7%) 

〇 

(〇) 

③ 

固定資産 
構成比率 

▼ 86.7% 88.5% × 

⑦ 

寄付金比率 △ 2.0% 
7.3% 

(0.4%) 

〇 

(×) 

有形固定資産 
構成比率 

▼ 61.0% 65.6% × 補助金比率 △ 12.6% 
11.8% 

(12.7%) 

× 

(〇) 

その他の固定資産 
構成比率 

△ 25.7% 22.9% × 

⑧ 

人件費比率 ▼ 52.8% 
48.5% 

(52.1%) 

○ 

(〇) 

流動資産構成比率 △ 13.3% 11.5% × 教育研究経費比率 △ 31.2% 
28.6% 

(30.7%) 

× 

(×) 

④ 

内部留保資産比率 △ 26.2% 21.5% × 管理経費比率 ▼ 9.2% 
6.6% 

(7.0%) 

〇 

(〇) 

運用資産余裕比率 △ 1.9 年 1.9 年 － 借入金等利息比率 ▼ 0.3% 
0.2% 

(0.2%) 

○ 

(〇) 

流動比率 △ 237.1% 260.1% 〇 基本金組入率 △ 11.7% 
27.4% 

(10.7%) 

〇 

(×) 

前受金保有率 △ 324.0% 256.3% × 

⑨ 

人件費依存率 ▼ 71.9% 68.5% 〇 

退職給与引当 
預金率 

△ 66.5% 92.6% 〇 消費収支比率 ▼ 107.9% 
115.7% 

(101.1%) 

× 

(〇) 

(注 1) 表中の「全国平均」は、日本私立学校振興・共済事業団が発行する「平成 25 年度版今日の私学財政－大学・

短期大学編－」を参照した 

(注 2)表中の「常翔学園」「判定」の（）内は、平成 25（2013）年度学校法人常翔啓光学園との合併に伴う承継額

を除いた比率および判定 

 

・分類①～⑤は貸借対照表関係比率であり、全国平均より良い指標判定が3件、悪い指

標判定が14件で、分類⑥～⑨が消費収支計算書関係比率であり、平成25（2013）年度

の特殊要因である学校法人常翔啓光学園との合併に伴う承継額を除いた比率では、全

国平均より良い指標判定が7件、悪い指標判定が3件であった。分類単位でみると、①

（自己資金は充実されているか）、②（長期資金で固定資産は賄われているか）、③（資

産の構成はどうなっているか）、⑤（負債の割合はどうか）、⑦（収入構成はどうなっ

ているか）が全国平均に劣後している一方、⑥（経営状況はどうか）、⑧（支出構成

は適切であるか）、⑨（収入と支出のバランスがとれているか）が全国平均より優れ

ている。 

・学園全体における財政の中長期計画では、第Ⅱ期中期目標・計画期間（2013～2017

年度）において「健全で安定した学園財政の確立」を掲げ、重視している帰属収支
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差額比率を 8％超で推移させることを成果指標としている。本部・各学校への配分予

算比率の一律マイナスシーリングを段階的に実施し、支出を抑制するなどの行動計

画を実行している。大学単独での中期目標・計画では、「学納金に対する教研経費・

設備費の執行比率の向上」などを掲げている。 

・帰属収入の増収努力としては、以下のように科学研究費助成事業、委託事業・特別

寄付金、各種 GP(Good Practice)などの外部資金の獲得や資産運用の充実を図ってい

る。 

  

＜科学研究費助成事業＞ 

科学研究費助成事業の獲得に向けて積極的に取り組んでおり、申請のための説 

  明会を実施し申請を奨励している。平成 25(2013)年度の新規申請率は 40％であっ

た。また、採択件数は新規と継続を合わせて 88 件、13,114 万円の助成事業を受け

た。 

  

＜大学改革推進等補助金(大学改革推進事業)＞ 

平成 25(2013)年度に「産業界ニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業」で

1,200 万円の補助金を獲得した。 

  

＜委託事業、特別寄付金＞ 

平成 25(2013)年度に民間企業等から委託研究等を理工学部、薬学部、外国語学部、

看護学部で 33 件、3,570 万 2 千 259 円受託した。また、特別寄付金が 7 件、1,252

万 3 千 775 円であった。 

表 3-6-2 外部資金の導入状況 

区   分 
平成 23 (2011)年度 平成 24 (2012)年度 平成 25 (2013)年度 

件数(件) 金額(円) 件数(件) 金額(円) 件数(件) 金額(円) 

科学研究費助成事業  82 92,232,000 84 125,540,000 88 131,149,000 

委託事業  27 49,108,943 40 49,247,421 33 35,702,259 

特別寄付金  8 11,754,000 11 12,610,044 7 12,523,775 

    

＜学術研究振興資金＞ 

設備取得費・維持費、その他学術研究に要する経費を対象として、交付される学

術研究振興資金は、平成 24(2012)年度に 2 件採択され、160 万円の交付を受けた。 

 平成 25(2013)年度は申請していない。 

 

＜資産運用収入＞ 

学園では平成 19（2007）年度から「資金運用規定」を制定し、理事長を委員長と

した資金運用委員会を設置している。流動性、安全性、収益性を考慮し分散投資に

努め、収入構造の多様化を図っている。また同年度から資金運用基本方針を策定し、

資金運用委員会と理事会の承認を得て、担当理事の決裁により元本が毀損しないよ

うに留意しながら仕組債等の金融商品を購入している。平成 21（2009）年度からは
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リスク管理の高度化を目的として外部専門家と資金運用アドバイザリー契約を締結

している。キャピタルゲインよりインカムゲインを得ることに主眼を置いたポート

フォリオを構築した結果、受取利息・配当金収入と奨学基金運用収入の合計額は、

平成 19（2007）年度 3 億円から平成 20（2008）年度 5.7 億円に増額し、平成 21（2009）

年度には 12 億円を超えた。それ以降も堅調に推移し、平成 25（2013）年度までの直

近５年間の平均額は 11 億円を超える結果となっている。 

 

《エビデンス資料》 

【資料 3-6-】貸借対照表関係比率（法人全体のもの）（過去５年間） 

【資料 3-6-】消費収支関係比率（法人全体のもの・大学単独）（過去５年間） 

【資料 3-6-】資金運用規定 

 

【自己評価】 

・経営状況を表す帰属収支差額比率においては、消費支出の冗費削減効果により平成

21（2009）年度以降法人全体では全国平均（医歯系法人を除く）を上回る水準で推

移している。今年度は 9.7％（常翔啓光学園との合併に伴う承継額を除いた額）と、

目標の 10％は僅かながら下回ったものの経営状況は良好であると評価している。 

・負債に備える資産の蓄積度合を表す比率では、前受金保有率が全国平均に劣後して

いるが、貸借対照表上の現金預金の額 127 億円の他、将来計画引当特定資産や資金

運用引当特定資産等に充当している額を合わせると、実際の保有額は 206 億円あり、

負債に備える資産の蓄積は十分にある。 

・大学単独の比率では、学費改定と看護学部などの未完成学部の年次進行により、収

支のバランスを表す人件費依存率が平成 24（2012）年度より２期連続して全国平均

を下回るなど改善している。消費収支比率は、平成 23（2011）年度の多額の設備投

資による一時的な悪化を除けば、低い値で安定的に推移している。 

・教育研究経費比率は全国平均を下回り推移しているが、課題として捉え中長期計画

の基本方針・行動計画を策定し、改善に取り組んでいる。 

・資産運用状況は半期ごとに資金運用委員会及び理事会に報告することとしており、

ディスクロージャーは適切に実施している。また、専門知識を有するコンサルタン   

トとのアドバイザリー契約により本学園の資金運用ガバナンス体制について独立し

た第三者の立場からチェックを受け、その内容を理事会に報告するなど透明性を確

保している。帰属収入に対する資産運用収入の割合（資産運用収入比率）は、全国

平均 2.1％に対し本学は 4.9％と 2.8 ポイント上回っており、寄付金や補助金のよう

に第三者に依存するよりも自力で収入を得ることができている。 

 

(3) 3-6 の改善・向上方策（将来計画） 

・教育研究経費比率の改善施策として、中長期計画に掲げる学内競争的予算運用な

どを実施し、教育研究活動の活発な部門への予算の傾斜配分をおこなっていく。 

資産運用収入については、今後も厳しい運用環境が続くと思われる。安定的なイ

ンカムゲインの確保のために、これまで以上にリスク管理を強固に行う。 
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・今後も安定した学生数及び学生納付金収入の確保なくして財政の安定はあり得な

い。学生、保護者、企業のニーズを把握して改善に結びつけていく必要がある。 

・学生生徒納付金収入以外の外部資金の導入は、安定した教育研究資金を確保して

いくためにも重要な位置を占める。その獲得に向けて、学長の指示のもとに研究

支援センターが中心となり、科学研究費助成事業応募説明会の実施や学外助成団

体の学外助成への応募の呼びかけを行うなどの体制を整えている。 

・また、科学研究費助成事業の申請に向けた積極的な取り組みを展開し、全員申請

に向けて組織的に取り組んでいる。その他、本学独自の「Smart and Human 助成金」

を設けており教員の研究活動を奨励し、研究の活性化に努めている。   

・GP（大学教育改革の支援等プログラム）への応募については、平成 15(2003)年度

から積極的に申請しており、これまでに社会人の学び直しニーズ対応教育推進事

業に 1 件、大学教育・学生支援推進事業に 1 件が採択された。平成 22(2010)年度・

平成 23(2011)年度には、大学生の就業力育成支援事業に各年度とも 1 件が採択さ

れるなど教育改革に取り組んでいる。   

・本学園の経営理念である「四位一体」を目指し、「学生・生徒」「保護者」「卒業生」

「教職員」を一つの「家族」（絆～きずな～）ととらえた経営を行い、大学の持つ

公共性を広く社会にアピールしながら、更なる財政基盤の確立を目指していく。 

  

3-7 会計 

≪3-7 の視点≫ 

3-7-① 会計処理の適正な実施 

3-7-② 会計監査の体制整備と厳正な実施 

 

(1) 3-7 の自己判定 

基準項目 3-7 を満たしている。 

 

(2) 3-7 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

【事実の説明】 

学園予算の編成は予算編成規定に基づき理事長が行い、財務部長が予算編成責任

者となり理事会の策定した予算編成方針及び財政方針に基づいて予算の編成及び執

行にあたる。本学では、学長室長が申請責任者になり、中長期的な展望と事業計画

に対する学長方針に基づいて予算申請が行われている。 

予算の執行は、事前稟議を原則として決裁を受けなければならない（執行の決裁

は、2,000 万円以下は学長、1,000 万円以下は学長室長、100 万円以下は取扱責任者

に委任されている）。予算の取扱部署は、予算の執行に対する妥当な評価、統制及び

把握に努めている。予算執行に係る伝票は、学園共通の財務会計システムにより処

理を行い、起案部署から担当部署のチェックを経て法人本部財務部に回送している。

この財務会計システムでは、予算管理、予算差引簿作成、履歴照会などが容易であ

り、資料の作成などにも活用している。 

決算の事務は理事長が総括し、財務部長は、理事長の指揮のもとに業務を担当す
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る。決算は、事業報告書、収支計算書、貸借対照表、財産目録の書類について理事

会が承認した日に確定した後、評議員会へも報告（意見聴取）を行っている。 

本学では、私立学校振興助成法に基づく外部監査（公認会計士）、私立学校法に基

づく監事監査（監事室）、学園規定に基づく内部監査（内部監査室）を実施するとと

もに、これらの連携を図るべく「三様監査意見交換会」を適宜実施し、監査計画及

び監査結果等について意見交換及び情報共有の機会を持っている。 

・外部監査  本学園は、平成 23（2011）年度から有限責任あずさ監査法人に監査を

委託している。同監査法人には平成 19（2007）年度以前も委託しており、本学園の

財務内容を熟知している。変更後 3 年目となる平成 25（2013）年度には 767.5 時間

の年間計画に対し 986.5 時間の監査が実施され、監査結果は適正意見であった。 

・監事監査  監事は理事会その他重要な会議に出席するとともに、理事等から業務

執行の報告を聴取し、重要な決裁書類等の閲覧及び財産の実地監査を行うなど必要

と思われる会計監査手続を実施している。また、法人本部及び設置各学校の業務に

ついて監査し、その結果を「監事報告書」としてまとめ、理事長に提出するととも

に、理事会において監事から報告している。 

・内部監査  内部監査部門である「内部監査室」では、業務監査、会計監査、コン

ピュータシステム監査等、学園内の主要な業務活動を監査対象としているが、会計

監査としては、学園の経理関係規定に基づき、予算の適切な執行・管理が図られて

いるかを検証している。また、科学研究費助成事業をはじめとする公的研究費につ

いても監査対象としている。 

   

《エビデンス資料》 

【資料 3-7-1】予算編成規定 

【資料 3-7-2】監事監査規定 

【資料 3-7-3】内部監査規定 

   

【自己評価】 

・会計処理及び補助金業務にかかわる職員は研修会等に参加し、その知識・能力の向

上に努めている（事実の説明から移動）。また個々人の努力のみならず財務課は（経

常費）補助金の研修会資料を冊子化し関連部署に配付するなど、個々人の知識向上

支援も行っている。 

・監査法人（公認会計士）による監査を決算期、前期・後期学費納入期とその中間期

に適宜受けており、常に適正な会計処理を実施している。監事の監査では、会計監

査において重要な決裁書類等の閲覧、財産の実地調査を実施するほか、理事会その

他重要な会議に出席し、理事等からの業務執行の報告聴取及び法人本部ならびに設

置各学校の業務について監査し、その結果を「監事報告書」として理事長に提出す

るとともに理事会において監事から報告を行っており、現状においては十分な機能

を果たしている。 

昭和 41(1966)年に「監査委員会」を設置して以来、委員会組織による会計監査を

主眼とした内部監査を実施し、組織として豊富な経験を蓄積している。平成 19(2007)
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年に「監査委員会」は廃止したが、同年に設置した「内部監査室」において引き続

き会計監査を実施しており、モニタリング機能は果たされている。 

 

(3) 3-7 の改善・向上方策（将来計画） 

監事監査及び専門部署による内部監査は 8 年目であり、監事、内部監査室及び監

査法人相互の連携を深め、監査の実効性や客観性を高めている。 

 

［基準 3 の自己評価］ 

・本学の社会的機関としての組織倫理は、行動規範として明確に定められており、

この中で教育・研究に対する取り組み、社会との共生、本学園構成員としての態

度について、高い倫理観を持って自覚と責任ある行動に努めることを宣言し、全

教職員に周知徹底されている。また、組織倫理を確立するために、本学園の諸規

定、委員会も整備されており、監事室、内部監査室及び公益通報窓口を設けるな

ど監査体制も適切に整備されている。 

・関連規定に基づき必要な保安管理組織と緊急時の対応を整備されているとともに、

地震対応マニュアルと麻疹（はしか）発生時の緊急体制を整えられており、安全

面での配慮がなされている。また、情報ネットワークのセキュリティについても

十分な監視体制を取っており、放射性同位元素の取扱いについても RI 管理委員会

のもと安全管理を徹底している。 

・理事会は、寄附行為で定めたとおり適正に運営されている。また、理事は教学や

設置学校連携などの職務分担制とし管理部門と教学部門の職務権限は明確に区分

されているほか、構成員には民間企業の役職歴任者を登用しており、戦略的意思

決定ができる体制が整備されている。 

・部長会議、大学院委員会、教授会、大学院研究科委員会及び学内各種委員会など、

学内における様々な意思決定機関が適切に整備されているとともに、最高意思決

定機関である部長会議は学長が召集しており、リーダーシップが発揮されている。 

・学長は理事として理事会及び経営会議に出席し、部長会議においてその報告がな

されているほか、部長会議では学内の各種委員会等の報告が行われており、部長

会議を介して管理部門と教学部門とのコミュニケーションを図る体制が整備され

ている。 

・本学の教育研究を支えるための事務組織が整備されており、また各組織が効果的

に機能するよう必要な職員が適切に配置されている。また、職員の採用及び人材

育成にかかる制度が適正に運用されており、職員の資質・能力の向上への配慮が

なされている。 

・教育研究の目的を達成するため、収支のバランスを考慮しながら適切な財務運営

を図り、会計処理及び会計監査等は適正に実施されている。 

・財務情報の公開においては、学校法人学校会計基準に従い、資金収支計算書、消

費収支計算書、貸借対照表、財産目録、事業報告書等を作成し、学園 HP 上に掲載

しており、透明性を確保するという観点からは適切である。 
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基準4．自己点検・評価 

 

4-1 自己点検・評価の適切性 

≪4-1の視点≫ 

4-1-① 大学の使命・目的に即した自主的・自律的な自己点検・評価 

4-1-② 自己点検・評価体制の適切性 

4-1-③ 自己点検・評価の周期等の適切性 

 

(1) 4-1 の自己判定 

基準項目 4-1 を満たしている。 

 

(2) 4-1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

【事実の説明】 

・学校教育法第 109 条第 2 項に規定されているとおり、本学では平成 21(2009)年度

公益財団法人日本高等教育評価機構による大学機関別認証評価を受審し、同機構

の定める大学評価基準を満たしていると認定されており、平成 22(2010)年度以降

は毎年度、同機構の大学評価基準に則り自己点検・評価を行っている。平成

24(2012)年度は、まず「リエゾン・オフィサー」（平成 24(2012)年 4 月に学長が指

名）及び主管部署である学長室企画課が基準項目ならびに統括部署（学長室庶務

課、同会計課、教務部教務課）を設定し、統括部署が本学及び本学園の関係部署

に対して自己点検・評価を依頼した。統括部署が取りまとめた基準ごとの自己点

検・評価の結果は学長室企画課がすべての内容をチェックし、自己評価の適切性

を客観的に確認している。 

・教育の質保証のために、都市環境工学科・機械工学科及び建築学科においては日

本技術者教育認定機構（JABEE）の認定を受け、電気電子工学科、住環境デザイン

学科においては認定を目標とした教育改善を実施している。 

・薬学部においても、平成 21(2009)年度に「薬学教育（6 年制）第三者評価・評価

基準」に基づいて自己評価（「自己評価 21」）を行った。 

・平成 24(2012)年度に設置した看護学部及び大学院薬学研究科医療薬学専攻博士課

程、平成 26(2014)年度に設置した大学院理工学研究科生産開発工学専攻博士前期

課程・生命科学専攻修士課程、経済経営学研究科経済学専攻修士課程・経営学専

攻修士課程においては、文部科学省の通知のとおり「設置計画履行状況報告書」

を作成し、平成 26(2014)年 5 月に同省に提出した。 

・教育研究の高度化・活性化と質的向上を図るため、大学全体の組織として自己点

検・評価及び認証評価機関による第三者評価に関する事項を審議する「摂南大学

評価委員会」を設置している。同委員会は学長を委員長とし、副学長、各学部長、

教務部長、学生部長、学長室長、図書館長、情報メディアセンター長、入試部長、

就職部長、その他必要に応じて学長が任命した者（若干名）で構成されている。 
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《エビデンス資料》 

【資料 4-1-1】平成 25 年度自己点検評価書 

【資料 4-1-2】薬学教育評価 自己評価書 

【資料 4-1-3】摂南大学評価委員会規定 

 

【自己評価】 

・リエゾン・オフィサー及び学長室企画課が自己点検・評価の実施計画を策定し、

統括部署をキーステーションとして各部署が点検・検証を行っており、実践的か

つ効率的な実施が行える体制を構築している。 

・評価委員会は本学の最高意思決定機関である「部長会議」と構成員を同一とする

ことで、大学機関別認証評価をはじめ様々な第三者及び外部評価は本学が責任を

持ち取り組んでいると言える。 

 

(3) 4-1 の改善・向上方策（将来計画） 

・今後も継続的に自己点検・評価を実施し、「自己点検評価書」としてまとめていく

とともに、法令に定められた期間ごとに認証評価機関による評価を受審し、公式

に社会に対する大学の説明責任を果たし、大学の教育研究に対する質の維持と向

上に努めていく。 

・理工学部では工学系 5 学科において、順次、JABEE 認定審査の受審に向けて教育

プログラムの改革を進める。 

・薬学部についても教育課程表の見直しも含めて、より充実した内容に改善・改革

を行う。 

・薬学部では文部科学省が定める「薬学教育モデル・コアカリキュラム」の改正に

伴い、平成 27(2015)年度からカリキュラムを改正する。 

・また、一般社団法人薬学教育評価機構による薬学教育第三者評価を平成 27(2015)

年度に受審することが決定している。 

 

4-2 自己点検・評価の誠実性 

≪4-2の視点≫ 

4-2-① エビデンスに基づいた透明性の高い自己点検・評価 

4-2-② 現状把握のための十分な調査・データの収集と分析 

4-2-③ 自己点検・評価の結果の学内共有と社会への公表 

 

(1) 4-2 の自己判定 

基準項目 4-2 を満たしている。 

 

(2) 4-2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

【事実の説明】 

・本学園の最大の顧客である学生を対象にアンケート調査を行っており、同調査結

果を本学の現状把握及び大学改革にかかる有用な情報として活用している。調査
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対象及び内容は、1 年次生に対して大学への期待を、3 年次生に対して大学への満

足度を、卒業直前の 4 年次生に対して大学の評価をそれぞれ調査するもので、実

施にあたっては回収率を上げるべく、新入生ガイダンス、履修ガイダンス、学位

記授与式など対象学生が最も集まる機会をとらえて実施し、直近の調査における

アンケート回収率は 1 年次生 98.3％、3 年次生 72.8％、4 年次生 92.8％となって

いる。同調査は、平成 21(2009)年度までは毎年度実施しており、調査結果は入学

者数、入試競争率、就職率などのデータとともに過年度データと併せて本学園教

職員が閲覧できるようにしている。 

・毎年度実施している自己点検・評価について同報告書を本学 HP に掲出している。 

・「薬学教育（6 年制）第三者評価・評価基準」に基づいて行った自己評価につい

て、平成 22(2010)年 4 月に本学ならびに一般社団法人薬学教育評価機構の HP に公

表している。 

・平成 24(2012)年度に設置した看護学部及び大学院薬学研究科医療薬学専攻博士課

程、平成 26(2014)年度に設置した大学院理工学研究科生産開発工学専攻博士前期

課程・生命科学専攻修士課程、経済経営学研究科経済学専攻修士課程・経営学専

攻修士課程の設置計画履行状況報告書は HP に掲出している。 

 

《エビデンス資料》 

【資料 4-2-1】学生アンケート調査結果 

【資料 4-2-2】本学 HP 自己点検・評価への取り組み（http://www.setsunan.ac.jp/aboutus/jikotenken.html） 

 

【自己評価】 

・学部・学科新設・改組を含めた本学のこれまでの大学改革は、現状データや学生

アンケート調査などこれまで蓄積してきた情報を有効に活用し、実行している。 

・大学機関別認証評価及び第三者・外部評価における自己点検・評価の結果、設置

計画履行状況報告書は必ず本学 HP で公表し、学内外に広く公開している。 

 

(3) 4-2 の改善・向上方策（将来計画） 

・学生へのアンケート調査については、過去の調査結果から経年による大きな変化

が見られかったため２年ごとに実施することに改め、平成 24(2012)年度は学部・

学科の新設・改組により質問項目を一部見直し、これまでと同様に 1・3・4 年次

生を対象に実施することとしている。 

・自己点検・評価等に関しては、今後も HP を通して広く公開することとしている。 

 

4-3 自己点検・評価の有効性 

≪4-3 の視点≫ 

4-3-① 自己点検・評価の結果の活用のためのPDCA サイクルの仕組みの確立と機能性 

 

(1) 4-3 の自己判定 

基準項目 4-3 を満たしている。 
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(2) 4-3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

【事実の説明】 

・各部署は学長により示される方針に基づき「課題・目標」を毎年度策定し、それ

ぞれが掲げた施策を実行することとしている。策定された課題・目標については、

翌年度の部長会議において達成状況を報告しており、PDCA サイクルを実行する仕

組みを整えている。 

・毎年度 2 回実施している学生による授業アンケートにより、教育目的の達成状況

の点検・評価を行う仕組みが適切に整備されている。 

 

《エビデンス資料》 

【資料 4-3-1】平成 25 年度自己点検評価書 

【資料 4-3-2】FD news 

 

【自己評価】 

・本学園理事長指針及び本学学長方針に基づき策定している部門ごとの「課題・目

標」について、それぞれが達成状況を検証するだけでなく、部長会議においてそ

の結果を報告することとしており、本学独自の自己点検を行う仕組みが確立され

ているとともにその運用が適正に行われていると言える。 

・学生への授業アンケートを通して本学の教育研究環境に対する学生の意見を把握

し、教員の継続した授業方法等の改善を図る仕組みが構築されている。 

 

(3) 4-3 の改善・向上方策（将来計画） 

・本学園理事長指針及び本学学長方針に基づき策定している部門ごとの「課題・目

標」として取り上げる内容について、一部に表記に統一がとれていない部分があ

る。次年度以降、「課題・目標」の内容について精査する。 

・授業アンケートは、今後も FD の一環として重要な取り組みであり、今後も継続し

て実施する。 

 

［基準 4 の自己評価］ 

・認証評価団体の基準に基づく自己点検・評価を毎年度実施するなど、法令等で定

められたものだけに留まらず、本学独自の仕組みにより自己点検・評価を行うと

ともに、HP 等を活用し、その結果を広く一般に公開している。 

・アンケート調査を通して現状を把握するとともに、蓄積した情報を大学改革や教

育改善に役立てるなど、常に PDCA を意識し浮き彫りとなった課題の解決に向けて

全学で取り組む体制が構築され、その意識が教職員に根付いている。 



摂南大学 

88 

Ⅳ．使命・目的に基づく大学独自の基準 

基準A．国際交流 

A－1 大学の「国際化」の推進 

≪A－1 の視点≫ 

A-1-① 正規留学生に対する指導方法、経済支援制度の工夫・改善 

A-1-② 短期留学生受入プログラムの充実 

A-1-③ 短期学生派遣プログラムの充実 

 

（1）A－1 の自己判定 

 基準項目 A-1 を満たしている。 

 

（2）A－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

【事実の説明】 

正規留学生の指導に関しては、平成 23(2011)年 4 月から毎月 1 回、同学生を対象と

した「事務連絡会」を実施し、より細やかな指導を行っている。指導だけではなく、

地域等との交流のための行事への参加も促している。平成 23（2011）年度から実施し

ている、常翔啓光学園の人権授業の一環である「国際理解・留学生との交流会」に平

成 25(2013)年度は正規留学生 3 名と大田大学校からの交換留学生 9 名が参加した。こ

の授業は大阪工業大学の留学生とも合同で実施され、それぞれが自国の紹介や日本文

化との違いについてパワーポイントを用いて発表し、高校生の質疑応答に応えるなど

交流を深めた。この授業には、ラグビー部に所属するトンガからの留学生 2 名も参加

し、常翔啓光学園高校ラグビー部の生徒達と力くらべをするなど親交を深めた。また、

摂大祭においては、寝屋川市と共催で「外国人スピーチコンテスト」を実施し、摂南

大学で学ぶ留学生や寝屋川市で日本語の勉強をしている留学生がテーマである「忘れ

られない日本語」についてスピーチを行った。 

経済の支援については、授業料減免及び外国人留学生学内奨学金制度により行って

いる。授業料減免は毎年度、留学生から申請書類提出後に国際交流センターで審査し、

国際交流委員会に諮り、学長決裁後に授業料の 20％～30％を減免している。学内奨学

金（年間 24 万円、ただし学園が所有する寮に入居する学生は 12 万円）の支給にあた

っては、事務連絡会で申請者の在籍を確認のうえで給付している。平成 23(2011)年度

までは学費が減免されている特別留学生を除く全ての私費留学生に対し学内奨学金を

支給してきたが、平成 24(2012)年 4 月からは学内奨学金の支給対象者を選考する制度

を導入し（前年度の成績を主な判断基準として判定）、成績優秀者への奨学を図ること

に変更した。平成 26（2014）年度は、在籍している全ての留学生が在籍している学科

での成績順位が半数より上位となったため、全ての留学生に奨学金を支給した。基準

については、成績係数（ＪＡＳＳＯの学習奨励費で使用される係数で、満点 3.0 でＧ

ＰＡと同様の算出方法を取る）の 2.2 以上を基準としている。 

学外団体から支給される奨学金のうち、日本学生支援機構「私費外国人留学生学習

奨励費」は本学の正規留学生数の減少により、前年度に比べ 2 人少ない 2 人が平成

26(2014)年 5 月現在の受給者数である。私費外国人留学生学習奨励費は留学生数が減
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少する中で年々減少しており、削減分の補填及びより高額な奨学金確保のため、学外

の奨学金支給団体とのネットワーク作りを継続して行っている。また、申請者への受

給申請書類作成及び面接準備にも日本語教育を担当する教員と職員が協力して細やか

に指導を行った。 

平成 23(2011）年度には留学生別科生の募集を停止し、平成 24(2012)年度には留学

生別科生の入学を停止した。このことを受けて、これまでの留学生別科体制を短期の

交換留学生の受け入れ・正規留学生の個別指導などを主とする日本語教育事業として

新たな体制を構築した。平成 25(2013)年度は大田大学校（韓国）から 9 人の学生を 11

ヵ月間、泰日工業大学（タイ）から 10 人の学生を 3 週間受入れ、国際交流センターが

提供する日本語の授業を実施した。日本語を担当する教員（専任 1 名と委託で依頼し

ていた非常勤講師 5 名のうち 1 名）が国際交流センターに常駐しており交換留学生・

正規留学生の個々の相談やチュートリアル的な授業を行なう形態とした。 

国際交流センターでは、平成 22(2010)年度に協定校より受け入れる短期留学生の来 

日から帰国までの生活支援や交流イベントの企画・実施を行う「留学生サポーター」

制度を創設し、本学受入プログラムの一環として提供する校外研修に加えて、短期留 

学生に国内学生と交流する機会を留学生サポーターにより提供している。加えて、平

成 22(2010)年から開始した協定校の泰日工業大学や大田大学校への研修プログラムに

参加した学生もサポーター活動に参加するようになり、協定校側も次年度の派遣学生

を本学学生受入期間中のバディに採用するなど、本学と協定校との交流が深化するス

パイラルを作り出した。平成 24(2012)年度からは、本学でも大田大学校からの交換留

学生に対し、2 名の留学生サポーターをバディとして採用し、大学生活だけではなく日

常生活においても細やかなサポートを行っている。平成 25（2013）年度は留学生サポ

ーターと大田大学校からの留学生とが合同で摂大祭において、模擬店を出店した。 

平成 22(2010)年度に 3 つの海外研修プログラムを海外協定校等の連携のもとに開始

し、平成 24(2012)年度は新たに 2 つのプログラムが加わった、平成 25（2013）年度は、

表 A-1 のとおり各プログラムに学生が参加した。海外研修プログラムは、これまでの

語学（英語）学習を主目的とした研修ではなく、基礎韓国語の体験的学習や韓国の経

済・文化などについて学ぶプログラム（韓国・大田大学校研修）、現地協定機関の学生

との交流を中心とした文化体験プログラム（タイ・泰日工業大学研修）、現地学校での

授業ボランティアを中心とするプログラム（カンボジア・ボランティアワークキャン

プ）である。平成 24(2012)年からは、日常生活での英語を学び、日系人が暮らす老人ホ

ームを訪れボランティア体験等を行うプログラム（アメリカ・シアトル）、国立の研究所で

研究体験や文化体験を行うプログラム（ベトナム・ベトナム国立薬用天然物研究所）を実

施した。これまで、海外語学研修は摂南大学だけで実施していたが、費用が高騰すること

や参加者が実施可能な人数に満たないことを懸念し、大阪工業大学との合同実施を計画し

ていたが、平成 25（2013）年度は、急激な円安の影響もあり、費用高騰のため、実施可能

な参加希望者数が集まらず、実施を見送ることとなった。平成 26（2014）年度は、上記懸

案事項を解消するために摂南大学、大阪工業大学、広島国際大学と学園の三大学での合同

実施を予定している。 
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 ｱﾒﾘｶ 韓国 ﾀ ｲ ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ ﾍﾞﾄﾅﾑ 学部合計 

理工学部 2 1 2 8 － 13 

外国語学部 2 6 0 2 － 10 

経営学部 1 3 2 0 － 6 

薬学部 － － － － 4 4 

法学部 3 2 1 1 － 7 

経済学部 0 0 2 0 － 2 

看護学部 － － － － － 0 

総計 8 12 7 11 4 42 

 

表 A-1 海外研修プログラム参加学生数〔平成 25(2013)年度実績〕 （単位：人）  

 

《エビデンス資料》 

 

【資料 A-1-1】常翔啓光学園授業参加者一覧 

【資料 A-1-2】摂大祭外国人スピーチコンテスト資料 

【資料 A-1-3】外国人留学生学内奨学金資料 

【資料 A-1-4】本学 HP 留学生・帰国生徒 各種奨学金 

http://www.setsunan.ac.jp/kokusai/ryugakusei.html 

【資料 A-1-5】平成 25（2013）年度受入留学生一覧 

【資料 A-1-6】平成 25（2013）年度海外派遣プログラム参加者資料 

 

【自己評価】 

正規留学生に対して、平成 26(2014)年度は指導だけではなく、地域貢献やグループ

校との交流などにも積極的に参加できるような環境をつくることができた。 

正規留学生への学内奨学金支給制度については、成績によって選考するシステムを

導入してから、明らかに留学生の成績は伸長しており、奨学金の持つ本来の役割であ

る、成績優秀者への奨学金へとシステムの変更が確立したと考えている。学外奨学金

の獲得に関しては、平成 26(2014)年度 4 月からは新たに 2 件の学外奨学金を取得する

ことができた。このうちの 1 件は初めて本学で受給する外部奨学金であることから、

申請書類の作成や面接の練習、奨学財団への理解と関係構築が外部奨学金を獲得でき

ることに繋がることが証明された。また、日本語教育事業やサポート体制が学外奨学

金の取得や各学科での好成績に繋がっている。 

 正規学生が留学生をサポートする留学生サポーターの活動は、留学生サポーターに

とって国内にいながら海外の同世代の学生と交流ができ、留学や海外研修に参加でき

ない学生にとっても国際交流の一端を体感できる機会となっている。 

 海外派遣プログラムについては、2014（平成 26）年度に新しいプログラムを 1 つ開

始し、2015 年春にも新たに 2 つ開始することを計画している。このように学生のニー

ズに合わせて新しいプログラムを作成し、参加者増となるように計画している。 
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（3）A－1 の改善・向上方策（将来計画） 

正規留学生の指導に関して、奨学金の支給に成績基準を設けたことが、留学生の学

習意欲にある一定の範囲では良い影響をもたらしていると考えられる。今後は留学生

数の減少等により私費外国人学習奨励費等も減少する中で、より多くの外部奨学金獲

得に向けた個別支援に一層力を入れて行う予定である。 

平成 23（2011）年度から、大田大学校からの留学生は野江の国際会館で受け入れて 

いた。平成 25（2013）年度は、国からの奨学金が受けられなかったことや、11 ヶ月間

の留学生活であり、通学定期が購入できないことなどが経済的な負担となり、交換留

学生にとって、大きな不満となった。このことを受け、平成 26(2014)年度は学生課と

調整を行い、寝屋川にある国際会館で受け入れることとなった。 

留学生サポーター制度については、これまで国際交流に関心の高い学生や海外研修 

プログラム既参加者を中心に組織化することにより、短期留学生との相互交流の促進

や海外研修プログラムへの参加予備軍の増加だけでなく、校外研修の企画・立案の経

験が留学生サポーター自身の成長につながった。平成 26（2014）年 3 月に中心となっ

ていた 4 年生のメンバーが卒業し、平成 26（2014）年度は新たに加入したメンバー1、

2 年生が中心となって活動しているため、主体的に活動できるように、国際交流センタ

ーで支援していく必要がある。 

 

［基準 A の自己評価］ 

平成 23（2011）年度より、正規留学生の指導・支援が国際交流センター業務となり、

改善を繰り返しながら留学生支援を継続してきた。地域との交流や奨学金獲得のため

の支援等が、結果的に国際交流センターと留学生との信頼関係を築き新たな奨学金の

獲得、様々な行事への参加へと繋がっている。 

大田大学校からの留学生に対して、外国語学部の正規授業に参加できるように外国

語学部の教員に依頼をし、平成 25（2013）年度後期は、大田大学校からの留学生が全

員参加し、国内学生と一緒に授業を受講している。平成 26（2014）年度は、授業終了

時には授業で学んだことを学長、日本語教育の教員、留学生サポーター、国際交流セ

ンター職員の前で発表する場を設けた。多くの国内学生と同じ授業を受け、発表した

ことは、留学生にとっては母国ではできない経験となり、またその授業を一緒に受け

た国内学生や発表を聞いた学生も、母語ではない言語で発表する留学生を見て、自ら

の語学の勉強等に置き換えて考える機会となった。 

 このように実際に海外に出ていく学生だけではなく、国内居る学生にも留学生と一 

緒に参加する行事を増やす中で、国内学生が海外や語学力向上に目を向ける機会を提 

供している。 

また、地域とも共催での行事実施や、地域主催の行事等に参加することを通じて地 

域との関係もより強固なものとなってきている。 
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基準B．社会貢献・連携 

 

B-1 社会貢献・連携活動の適切性・有効性 

≪B-1 の視点≫ 

B-1-① 大学が持っている物的・人的資源の提供 

B-1-② 大学と企業・他大学との適切な関係の構築 

B-1-③ 大学と地域社会との協力関係 

 

(1) B-1 の自己判定 

   基準項目 B-1 を満たしている。 

 

(2) B-1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

【事実の説明】 

①大学施設の開放 

・図書館を近隣住民や卒業生などに開放しているほか、教室、体育施設などの教

育施設も本学学生への教育に支障がない範囲で学外者に貸与している。 

・近隣の地域住民や小学校、中学校の授業等で使用するために臨時で本学施設を

貸与し、地域住民や小・中学生対象に本学施設を活用した各種事業や行事を開

催している。 

②公開講座及び一般市民向け行事等の開催 

 平成 25(2013)年度における公開講座及び一般市民向け行事等の開催状況は、表

B-1 のとおりである。 

表 B-1 公開講座及び一般市民向け行事〔平成 25(2013)年度実績〕 

事業名  開催日  開催場所  参加者数  備 考 

薬草見学会  4、8、10 月 枚方キャンパス 157 人 春・夏・秋の年 3 回開催  

看護学部開設 1 周年記念シンポジウ

ム 
11 月  枚方キャンパス 320 人  

「衣」体験学習会  7～1 月 枚方キャンパス のべ 496 人  

薬学部公開講座  5～11 月  大阪センター のべ 694 人 開催回数：6 回  

スポーツ教室（テニススクール） 9～１２月  寝屋川キャンパス のべ 33 人 開催回数：9 回  

第 4 回住環境デザインフォーラム 11 月  寝屋川キャンパス   約 200 人 
日本建築学会近畿支部光環境部会と

の共催  

国際教養セミナー 12 月  
大阪市立住まい情

報センター 
109 人 

大阪市立住まい情報センター

とのタイアップ事業  

ラグビーフェスティバル 2 月 寝屋川キャンパス 1,900 人 
寝屋川市ラグビーフットボール

協会との共催  

小学校英語教育フォーラム 3 月 寝屋川キャンパス 32 人 寝屋川市立桜小学生対象  

京の大ひな祭り 2月～3月  京都国際ホテル 
のべ 

約６０００人 
 

Science in English 2 月 寝屋川市立桜小学校  36 人 寝屋川市立桜小学生対象  

 

③物的・人的資源の提供にかかるその他の取り組み 

・寝屋川市をはじめとする地方公共団体が設置する委員会・会議の委員に就任し、

法的見地から行政に関わっている。 
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・１年間（最長 2 年間）を通して、寝屋川キャンパス近隣の公立幼稚園、小・中

学校の授業や学校行事を学生が主体的にサポートする参加型学外活動を正課の

授業科目「地域連携教育活動」として開講。履修学生はのべ約 450 人に達し、

受入れ校は寝屋川市立幼稚園 2 園、小学校 6 校、中学校 3 校へと広がった。 

・平成 23（2011）年度に、東日本大震災の甚大なる被害に「復興の力になりたい」

との学生の思いを尊重し、所定の条件により被災地復興のボランティア活動に

参加した学生に単位認定する教養特別講義「ボランティア活動」を新設した。 

・枚方市とは「学園都市ひらかた推進協議会」の一員として協力関係にあり、同

市民を対象とした公開講座に教員を講師として派遣している。 

・薬学部卒業生を含めた薬剤師の生涯学習の場として、公開講座を本学大阪セン

ター（大阪市北区）で実施している。（のべ参加者 694 人） 

・本学 HP を通じて各教員の研究業績を照会できるよう、平成 23(2011)年度から

「摂南大学研究業績検索システム」を導入している。 

・平成 19(2007)年度に神戸親和女子大学と協定を結び、本学の中学校・高等学校

教諭免許取得を目指す学生を対象に、小学校教諭一種免許を取得できるプログ

ラムを開始し、さらに平成 21(2009)年度からは、幼稚園教諭一種免許を取得で

きるプログラムも開始した。 

・姉妹校である大阪工業大学とは、理工学部の各学科で教育研究の方策について

定期的に意見交換している。また、本学法学部では大阪工業大学知的財産学部

と連携し、学生が相互に双方の講義を受講できるようにしている。 

・大学コンソーシアム大阪に加盟し、加盟大学間での単位互換等を進めている。 

・企業や他大学との共同研究は「学校法人常翔学園学外機関共同研究取扱規定」

として整備し運用方法と事務手続を明確化して、本学保有の知的財産保護と特

許出願を積極的に進める。関西私立大学知的財産連絡協議会にオブザーバー校

として加盟している。 

・薬学部及び薬学研究科は、平成 19(2007)年 8 月にベトナム国立薬用天然物研究

所(NIMM)と「学術交流及び学術提携に関する協定」を、ホーチミン医科薬科大

学（ベトナム）と「科学的・教育的協力に関する覚書」をそれぞれ締結し、教

員、研究者及び学生の交流を促進するとともに、共同研究などの学術交流と学

術提携を行う協力関係を構築した。平成 21(2009)年度及び平成 22(2010)年度に

大学院生を 1 人ずつ受け入れ、3 年間で修了し、薬学(博士)の学位を授与した。

平成 24(2012)年、大学院薬学研究科は、6 年制薬学部を基礎とする 4 年制の大

学院薬学研究科(博士課程)に移行し、臨床現場を主とした教育・研究内容とな

ったため、現在は大学院生の受け入れは難しいが、平成 25(2013)年及び平成 26

年(2014)年には外国人客員研究員として NIMMから研究員を 1人 3カ月間受け入

れた。 

・工学部（現 理工学部）では、工学部講演会を地域産業界向けに平成 18(2006)

年度及び平成 19(2007)年度に実施し、平成 20(2008)年度には地域連携センター

と共催で産学連携フォーラムを開催した。さらに平成 18(2006) 及び平成

19(2007)年度には、工学部教員のシーズ集を発行し、関係自治体、産業界の諸



摂南大学 

94 

団体などに配布を行った。このような努力がきっかけとなって、平成 20 年

(2008)年度末に発行の地域連携等のための全学シーズ集につながった。また、

平成 20(2008)年度から、機械工学科の教員を中心に「おおさか地域創造ファン

ド」を活用し、産学連携による新製品開発プロジェクトを開始した。 

・理工学部は平成 22(2010)年 4 月、主に住環境デザイン学科の教育・研究面の向

上と地域社会への貢献を目的に、ニューロンネットワーク株式会社及び株式会

社アレフネットと包括協定を締結し、教育活動へ反映させている。 

・平成 23（2011）年 3 月にオリックス野球クラブ株式会社と教育に関する協定を

締結し、経済学部生対象の正課授業「ベースボールエコノミックス」などを開

講した。また、同年 8 月には観光業界人材の育成及び地域活性化を目指し藤田

観光株式会社と包括協定を締結し、経済学部を中心に長期インターンシップな

どを実施している。 

・既に連携協定を締結している上宮高等学校及び奈良育英高等学校との高大連携

関係を強化するため、大学見学会を実施したほか、高大連携協定校プログラム

として年 2 回のスクーリングと課題レポートの提出、オープンキャンパスへの

参加など多彩なプログラムを展開した。また、2013 年 11 月 7 日には、新たに

大阪府立交野高等学校と「高大連携に関する協定書」を締結した。公立高校と

は初の高大連携で、同校の求めに応じて大学見学会・実習体験を実施した。こ

うした連携により、入試のみならず高校生のキャリア教育推進に寄与した。ま

た、連携協定校の担当教員との意見交換を重ねることで、双方の課題と相互理

解の深化を図り、良好な関係を構築している。姉妹校の大阪工業大学、広島国

際大学とは、「学園内設置大学間での入学手続時納入金振替制度」を設け、３大

学間の併願受験希望者に便宜を図っている。他大学にない常翔学園のスケール

メリットを活かした制度である。 

・平成 24（2012）年 8 月、枚方市内の健康と医療に関わる 13 団体が協定を締結

し、「健康医療都市ひらかたコンソーシアム（共同事業体）」に参画している。

本事業体の趣旨は、枚方市内の健康と医療に関わる社会資源を最大限活用し、

市民の健康増進や地域医療のさらなる充実を目指すためであり、現在、本事業

体は 3 医療団体（枚方市医師会、枚方市歯科医師会、枚方市薬剤師会）、3 大学

（摂南大学、大阪歯科大学、関西医科大学）、5 医療機関（関西医科大学附属枚

方病院、星ヶ丘医療センター、枚方公済病院、大阪府立精神医療センター、市

立ひらかた病院）および２行政機関（大阪府枚方保健所、枚方市）の､計 13 の

団体で構成されている。主な活動内容は、A)災害医療対策、B)高度先進医療提

供、C)こころの健康増進、D)健康づくり・介護予防事業推進、E)母と子どもの

健康支援、F)健康・医療アカデミー創設、G)健康・医療関連の地域産業振興、

H)健康医療都市ブランド発信等のための連携を目的としている。薬学部におい

ても、上記事業に積極的に協力、参画している。 

・平成 17(2005)年 10 月に寝屋川市と、平成 19(2007)年 5 月に交野市と、平成

21(2009)年 3 月に茨木商工会議所と、平成 22(2010)年 3 月に寝屋川市の友好都

市であるすさみ町（和歌山県）と、同年 6 月に葛城市経済倶楽部（奈良県）と、
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平成 24(2012)年 7 月に枚方市と、平成 25(2013)年 2 月に門真市と、同年 3 月に

大阪府枚方市土木事務所と、同年 12 月に北大阪商工会議所とそれぞれ包括連携

協定を締結した。現在は、より地域との連携を緊密にして大学の使命である地

域貢献を果たし、これを活用した教育・研究の進展を試みている。具体的な取

り組みは、表 B-2 のとおりである。 

 

表 B-2 本学と地域社会との協力行事〔平成 25(2013)年度実績〕 

事業名（連携先） 対象  開催日  開催場所  参加者数  

大阪中学生サマー・セミナー（大阪中

学生サマー・セミナー推進協議会） 
大阪府下の中学生  7、8 月 

寝屋川キャンパス 

枚方キャンパス 
159 人 

忍者キャンプ in すさみ町  寝屋川市・交野市の小学生  8 月 
旧町立佐本小学

校 
72 人 

親子で学ぶパソコン講習会（交野市） 交野市の市民（親子） 8 月 寝屋川キャンパス 126 人 

生涯学習大学「摂南大学交野セミナ

ー・摂南大学薬用植物展」（交野市） 
交野市の市民  11 月  交野市  約 2,500 人 

理科実験教室  交野市の小・中学生  11 月  
交野市立保険福

祉総合センター 
34 人 

ひらかた市民大学  同市民  11 月  枚方市  15 人 

英語教育フォーラム（大阪府教育委員

会、寝屋川市教育委員会） 
大阪府民  10 月  寝屋川キャンパス 5 人 

摂南大学 1 日体験入学  
寝屋川市立桜小学校の 6 

年生  
2 月 寝屋川キャンパス 95 人 

生涯学習大学「摂南大学交野セミナ

ー・親子キャリア教室」（交野市） 
交野市の市民（親子） 3 月 寝屋川キャンパス 9 人 

さらに、上記以外もつぎの事業を通して地域社会との協力関係を構築している。 

・地域貢献活動においては地域連携センターが主体となり、平成 20(2008)年 4

月から 3 年間にわたって受託した「第 4 次交野市総合計画策定作業支援業務」

を無事に完了したことをはじめ、毎年産学官連携による「大阪府枚方土木事務

所・木田歩道橋トライアングル・リニューアル事業（小学生通学の歩道橋塗装

塗替作業）」への学生派遣、奈良県葛城市の「ゆめフェスタ in 葛城」への吹奏

楽部学生派遣、門真市「ラブリーフェスタ」での学生によるアンケート調査協

力活動など、学生の地域貢献活動の後方支援活動を積極的に行っている。平成

25(2013)年 8月 4日、本学と包括連携協定を締結している門真市の要請を受け、

同市砂子小学校区の活動活性化のため、新たな地域文化を創造できるよう本学

学生 20 名が校区の夏祭りをプロデュースした。この取り組みのメーンとなる

のが、校区内を練り歩く山車の曳き回し。学生たちは、山車の巡行経路や道路

での児童の安全確保などを実行委員会委員と十分に協議し、夏祭り当日は校区

内を練り歩いた。 

また、本学は寝屋川市民大学、枚方市民大学、門真市民大学・市民講座へ本学

教員を派遣し、各市民の生涯学習の普及に尽力している。 

・平成 22（2010）年 3 月に包括連携協定を締結したすさみ町は、教養特別講義の

授業科目である「摂南大学ＰＢＬプロジェクト」の活動拠点となっている。農

村の住民、市内の小学生とのつながりを形成し、学生が持つ力や個性を生かし
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て経済の活性化や地域の問題の解決に貢献すべく、活動を展開している。すさ

み町で行われる「すさみケンケンかつお祭り」「イノブータン王国建国祭」「す

さみスポーツフィッシングトーナメント」「佐本川柱松祭」「いきいきふれ愛ま

つり」などの各種イベントの開催にかかる企画及び運営支援をしているほか、

過疎地域の活性化に利用できるマイクロ水力発電装置や太陽光利用温水設備

などをすさみ町の住民や行政に提案し、試作した装置の稼働実験を行い、過疎

地域における生活環境の改善について評価する「過疎地域におけるグリーンエ

ネルギー活用プロジェクト」が活動している。また、研究分野においても「Smart 

and Human 研究助成プログラム」の一環として、お盆休み期間に佐本地域の独

居老人宅に帰郷している家族に聞き取り調査を行い、その結果をすさみ町にフ

ィードバックするなどの活動を展開している。 

・理工学部都市環境工学科では、学生の課外活動団体である「エコシビル部」と

外郭団体である「淀川愛好会」が連携して地域社会と共同で淀川を含めた環境

問題に取り組んでいる。また、本学部教員が寝屋川市から委託を受け「寝屋川

再生ワークショップ」を年３回開催し、地域のまちづくりに協力している。ま

た、同学科の建築防災研究室は、平成 25(2013)年 12 月、日頃の研究活動の成

果を活かし、防災教育プログラム「自分たちのまちを知ろう! 寝屋川市池田中

町地区対象防災 DIG（災害図上訓練）」を開催した。DIG（Disaster Imagination 

Game）とは誰もが参加できる簡単な災害図上訓練で、町の危険箇所や避難所を

地図上で色分けし、参加者同士で改善点などを話し合いながら、防災意識の向

上を目指すもので、同研究室の学生 10 名と池田中町の自治会と自主防災会の

住民 25 名が参加した。当日は、住宅模型を用いた浸水高さの説明や浸水箇所

のプロットなどを通して、同町の今後の水害対策を学生と住民が共に考えた。 

・理工学部住環境デザイン学科・同建築学科・経済学部は、本学の Smart and Human

研究助成制度を受けて、教育の向上と地域社会との連携を目的に、平成 24 年

（2012 年）5 月〜11 月の約半年間のプロジェクトとして、①移動式カフェのデ

ザインコンペの開催、②地域企業と学生の共同によるコンペ当選案のカフェ屋

台制作、③学生によるカフェ屋台の運営を行った。 

・奈良県の葛城市経済倶楽部との協定では、同倶楽部の仲介により葛城市で平成

22(2010)年 11 月に初めて開催された「ゆめフェスタ in 葛城」に吹奏楽部学生

44 人を派遣しマーチングパレードや舞台演奏などを披露し、約 3 万人の来場者

から好評を得た。平成 23(2011)年 5 月には同市「公園まつり」に同部学生 52

人を派遣したほか、毎年の「ゆめフェスタ」に吹奏楽部が出演協力している。 

・地域社会向けの行事への人的協力、寝屋川地域ポータルサイト「ねやがわ元気

ねッと」事業への運営協力を行っている。また、本学部教員と学生が授業科目

「摂南大学 PBL プロジェクト」を通して、交野市、茨木市、門真市及び北大阪

商工会議所などが主催する行事に参画し、地域の活性化に協力している。 

・本学教員が地域の行政、教育、団体等の委員、講師、カウンセラーを務めるな

ど、地域社会との協力関係を構築しているほか、自治体主催の各種行事に学生、

教員がボランティア等で参加している。 
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・大学祭〔摂大祭、摂友祭（枚方キャンパス）〕の実施に際しては、近隣住民に

も案内を行い、毎年度多数の参加を得ている。 

・摂友祭開催中に、連携協定を締結している枚方公済病院、大阪府枚方保健所

（現・枚方市保健所）ならびに大阪赤十字血液センターの協力を得て、心肺蘇

生講習会、感染症予防啓発展示や献血コーナーを設置するなど、地域住民への

医療に関する知識の提供を行っている。また、摂友祭会場内に募金箱を設置し、

チャイルド・ケモ・ハウス（小児がん専門治療施設）の活動を支援している。 

・経済学部では、寝屋川市が実施する地域活性化プロジェクトにかかる調査や、

大阪府枚方土木事務所の歩道橋トライ事業（塗装塗替作業）に学生、教員が協

力参加している。平成 24 年度と平成 25 年度は、当麻寺参道スペースで金管ア

ンサンブルによるストリート演奏を行った。 

《エビデンス資料》 

【資料 B-1-1】学園広報誌 FLOW（№44～48） 

【資料 B-1-2】摂大 Campus（Vol.194） 

【資料 B-1-3】摂南大学フィールド学習紹介パンフレット 

【資料 B-1-4】本学 HP 地域連携センター（http://www.setsunan.ac.jp/chiiki-kenkyu/chiiki/） 

同図書館利用者案内（http://www.setsunan.ac.jp/sisetsu/tosho/riyou/） 

【資料 B-1-5】本学研究業績検索システム（http://gyoseki.ofc.setsunan.ac.jp/gyo_s/servlet/menu） 

【資料 B-1-6】プレスリリース（平成 25(2013)年度） 

 

【自己評価】 

・交野市との地域連携事業の一つとして、交野市の小学生親子を対象とした「親子

で学ぶパソコン講習会」を寝屋川キャンパス 10 号館内の情報処理教室を利用し毎

年開催している。文書作成ソフトを活用し、画像を取り込んだ絵日記及び絵はが

きの作成やフォトムービーの作成などを実施し好評を得ている。情報メディアセ

ンターでは、情報処理教室以外にも、CALL 教室や小スタジオなどの設備があり、

正課での利用が優先となるが、これらの施設を活用した行事等は積極的に協力し

ている。 

・地域連携教育活動としては、地域自治会役員や PTA 関係者が大学を気軽に訪問し、

様々な取り組みを協力して実施するまでに関係が深まった。 

・平成 23(2011)年度教養特別講義「ボランティア活動」ガイダンスの参加者は 18

人、認定要件を満たした学生は 3 人。平成 24(2012)年度の認定要件を満たした学

生は 11 人、平成 25（2013）年度の認定要件を満たした学生は 6 人。ボランティ

ア活動への学生の意識は高い。 

・薬剤師の卒後教育は、シリーズによっては定員を上回る申し込みがあり、大変好

評を得ている。 

・本学 HP を通じて各教員の研究業績が照会できる「摂南大学研究業績検索システム」

は、各教員が新しいデータを入力すると翌日には反映される仕組みとしている。 

・神戸親和女子大学との連携協定に基づき、平成 19(2007)年度から小学校教諭一種

免許取得プログラム、平成 21(2009)年度から幼稚園教諭一種免許取得プログラム

http://www.setsunan.ac.jp/sisetsu/tosho/riyou/
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を導入・実施している。同大学との適切な関係が構築されている。 

・ベトナム国立薬用天然物研究所(NIMM)及びホーチミン医科薬科大学とは、平成

21(2009)年から研究者をそれぞれ受け入れ、平成 24(2012)年度から毎年数名の薬

学部生が NIMM へ研修に行くなど交流を深めている。 

・オリックス野球クラブ株式会社及び藤田観光株式会社との連携は、経済学部にお

ける授業やインターンシップなど有効に機能し、良好な関係が構築されている。 

・上宮高等学校、奈良育英高等学校、大阪府立交野高等学校との高大連携は、様々

な取り組みを通して良好な関係にある。3 校の生徒には本学の理解が進み、受験

の強い動機となっている。 

・「学園内設置大学間での入学手続時納入金振替制度」について、現状では認知度の

低い制度に留まっているが、入学金等を無駄にしない制度として機能している。 

・枚方市は現在、多くの市民が健康で生き生きと暮らすことができる「健康医療都

市」を都市ブランドとして掲げており、同市が設立した「健康・医療都市ひらか

たコンソーシアム」への参画は、枚方キャンパスに医療系２学部（薬学部・看護

学部）を設置している大学として健康・医療の最新情報を提供する等、地域貢献

に寄与している。 

・地元自治体のほか、地元の経済団体や NPO 法人、住民の自治会などとの連携活動

も活発で、地域との良好な協力関係が構築されている。 

・交野市との連携では、平成 19(2007)年 5 月の包括連携協定の締結以降、各種の取

組みがなされている。平成 20(2008)年度から 3 年間、本学が同市から「第 4 次交

野市総合計画策定作業」の業務委託を受けた。大学が 1 つの自治体の総合計画策

定作業を受託することは全国的にも極めて稀で、同市の本学への信頼度が窺える。 

・寝屋川市との連携では、本学の経営学部が中心となり寝屋川市が市のイメージア

ップブランド戦略事業を開始するにあたり、「地域活力・CI(City Identity)展開

方策策定」の受託契約を平成 21(2009)年度に締結し、地域活力調査の実施、シン

ボル・ロゴ作成と商標調査、CI 展開方策企画立案支援などの業務委託を受けた。

学生参画によるシンボル・ロゴ作成は、地域社会から注目されている。 

・和歌山県すさみ町との連携では、同町佐本地域で 220 年以上続いた無病息災を願

う伝統の盆行事「佐本川柱松」に今年も協力した。高齢化や過疎化などにより継

承が危ぶまれていた中、平成 24(2012)年同町と地域活性化活動を進めていた本学

の学生が地元の保存関係者の指導を受けて復活した。また、同町の「イノブータ

ン王国建国祭」運営に学生が参画するなど、高齢化する同町の活性化を実現すべ

く地域貢献活動を積極的に展開している。 

・理工学部においては、都市環境工学科が、学生の課外活動団体である「エコシビ

ル部」と外郭団体である「淀川愛好会」と連携して地域社会と環境問題に取り組

み、良好な協力関係が構築されている。 

・大学祭は、地域団体の模擬店出店や出演など地域密着行事として定着しつつある。

枚方キャンパスで開催している摂友祭では恒例の「健康フォーラム」に毎年多数

の地域住民の参加があり、地域密着行事として定着している。 

・平成 26（2014）年 10 月に和歌山県「大学ふるさと」制度に基づき和歌山県すさ
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み町、由良町と協定締結した。 

 

(3) B-1 の改善・向上方策（将来計画） 

・今後も継続して、大学施設・設備を幅広い利用者を得るよう広報等を進めるとと

もに、知的または人的資源を地域社会に提供し、大学の使命である社会貢献を果

たし、本学が地域社会の一員として地域の人々から認知されることを目指す。 

・社会貢献活動に携わる教職員と学生には負荷が大きいため、教育や研究と合わせ

てバランスを取り、個人の負荷を分散させる仕組みを構築する。 

・学生の社会貢献への意識を伸ばし、彼らの具体的な活動への支援体制を強化する。 

・一般市民や小中学生への教育支援プログラムを拡充し、学生の実践教育に繋げる。 

・一般市民対象の各種事業・行事の学外への周知は、今後さらに効果的な方法を追

及する。また、図書館をはじめとした本学施設の利用案内の学外への周知は、学

内利用の優先度も考慮しながら関係部署で協議し、不十分な点を改善する。 

・研究成果の知的財産創出をサポートすると同時に、知的財産を社会に生かす。 

・小学校教諭免許状等、現在、本学で取得できない教員免許を取得するための連携

先大学をほかにも模索し、大学間連携を拡げる。また、教員免許更新制の導入に

際しては、平成 25(2013)及び 26（2014）年度に教員免許更新講座を開設した。今

後も、文部科学省の検討事項をふまえながら認可申請を行っていく。 

・地域連携センターでは、平成 21(2009)年 3 月と平成 24(2012)年 3 月に研究者紹介

冊子である全学シーズ集を発行しており、地域社会に本学の知的・人的資源の情

報を積極的に提供することで、地元企業及び地方自治体との関係をより強化する。 

・オリックス野球クラブ株式会社との連携事業として、経済学部生を対象とした正

課授業を開講するとともに、本学の在学生、卒業生、受験生などを招待するイベ

ントを引き続き実施予定である。また、藤田観光株式会社との連携は、長期イン

ターンシップの受入れや経済学部授業への講師派遣等を継続して実施していく。 

・薬学研究科では、本学の海外協定機関であるベトナム国立薬用天然物研究所(NIMM)

に所属する研究員を平成 23(2011)年度より外国人客員研究員として毎年 1 人受入

れているが、平成 26(2014)年度においては 2 人を研究員として受け入れ予定であ

る。 

・連携協定を締結している星ヶ丘厚生年金病院、関西医科大学附属枚方病院、枚方

市民病院、枚方公済病院をはじめとする医療機関や福祉施設など同学部生の臨地

実習の受け入れ体制を整備するべく、これらの機関・施設等との関係強化を図る。 

・学生確保の安定化を図るため、現在近県の複数高校と高大連携交渉を進めている。 

・「学園内設置大学間での入学手続時納入金振替制度」については、受験生にとって

経済的にメリットのある制度であり、PR に努め広く認知を図る。 

・平成 26(2014)年、健康医療都市ひらかたコンソーシアムの参画団体として、枚方

市民病院協会が新規参画予定である。 

・地域連携事業は、平成 18(2006)年 4 月の地域連携センター設置を機に、年々定着

しており多くの成果を挙げている。今後は包括連携協定を締結している寝屋川市、

交野市、茨木商工会議所、すさみ町、葛城市経済倶楽部、枚方市、門真市、大阪



摂南大学 

100 

府枚方市土木事務所、北大阪商工会議所との各協定に基づき、連携の強化と活動

充実を目指している。 

・和歌山県すさみ町との連携は、PBL プロジェクトを中心に進めている。平成

26(2014)年度においては「過疎地域におけるグリーンエネルギー活用プロジェク

ト」や「すさみ町における過疎地域活性化支援プロジェクト」の 2 つを実施する

こととしている。 

・大学祭などの地域住民団体が参加できるイベントは積極的に取り組んでいく。今

後も地域のニーズを汲み取りながら継続して実施することにより、地域社会との

良好な協力関係を築いていく。 

 

［基準 B の自己評価］ 

・本学では地域連携センターが橋渡し役となり、各学部・部署との共催など組織横

断的に地域連携活動を展開しており、その成果として各種事業・行事、公開講座

等の参加者数や各種マスコミ報道から鑑みて、本学の認知度の向上がみられる。 

・災害時に活動できる青少年リーダーの育成や近隣の小・中学校の学習支援や地元

でのボランティア活動を行う学生団体「ボランティア・スタッフズ」が活動する

など、学生の中に地道にボランティア活動を続け、自発的に地域に対する貢献活

動を展開する者が増えている。 

・2013 年度摂大祭において、寝屋川市国際交流協会と共催で「外国人スピーチコン

テスト」を実施した。本学からは韓国・大田大学校の留学生 9 名と正規留学生 2

名が参加した。スピーチコンテストの賞品として、寝屋川市で収穫されたお米（20

㎏）を、寝屋川市より提供していただいた。12 月には寝屋川市主催の料理教室に

自国の料理を教える先生として、本学の正規留学生 4 名が参加した。地域と連携

した活動は、年々増加しており、留学生の様々な面を引き出すとともに、双方に

とって良い結果をもたらしている。 

・数多くの行政、大学、団体、病院及び薬局と連携協定を締結しており、学術研究

と教育面での協力関係の構築が適切になされている。 

・企業及び他大学との共同研究にも供するため、本学 HP で教員の研究業績するこ

とが可能である。 

・枚方キャンパスでは、平成 26(2014)年 9 月から枚方市と連携して、地域の環境美

化活動に取り組む「枚方市アダプトプログラム」にボランティア部「じょいふる」

が参加し、枚方キャンパス近くの公園の美化の管理を任されている。 


